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1.本書に掲載した地図（1 万分の 1 地形図以外）は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図

200,000（地図画像）及び電子地形図 25,000 を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 225 号） 

なお、第三者が本書に掲載する地図（1 万分の 1 地形図以外）を更に複製する場合には、国土地理院

長の承認を得る必要がある。 

 

2.本書に掲載した図表の出典名称の記載は、以下表記方法に基づき記載した。 

・“出典）「◎◎」（△△）”…出典資料から、全く加工せずに、表示した場合 

・“「◎◎」（△△）より作成”…出典資料を元にして、色付け、記号付け等の加工を行い、表示した場合 



 

 

- 1 - 

 

１ 都市計画対象事業・都市計画決定権者・事業者の名称 

 

都市計画対象事業の名称 

〔名  称〕知多都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設） 

知多南部広域環境センター整備事業 

 

都市計画決定権者の名称 

〔名  称〕武豊町 

〔代 表 者〕武豊町長 籾山芳輝 

〔所 在 地〕愛知県知多郡武豊町字長尾山 2 番地 

 

事業者の名称 

〔名  称〕知多南部広域環境組合 

〔代 表 者〕管理者 籾山芳輝 

〔所 在 地〕愛知県知多郡武豊町字長尾山 2 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
備考）本事業は、「愛知県環境影響評価条例施行規則」（平成 11 年愛知県規則第 74 号）別表第 1 の 6 の

項のイ（ごみ焼却施設の設置）の対象事業要件「一日当たりの処理能力の合計が 150 トン以上で

ある施設を設けるもの」に該当し、また、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）の手続きを伴

う事業であることから、都市計画決定権者である武豊町が、「愛知県環境影響評価条例」（平成 10

年愛知県条例第 47 号）第 31 条の規定に基づき、環境影響評価手続きを行うものである。 
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２ 都市計画対象事業の目的及び内容 

2.1 都市計画対象事業の目的 

国は、ごみ排出量の増大等に伴う最終処分場の確保難、リサイクルの必要性の高

まり、ダイオキシン類対策等の高度な環境保全対策の必要性等、適正なごみ処理を

推進するにあたって生じる課題に対応するため、各都道府県に対して「ごみ処理広

域化計画」を策定するよう平成 9 年 5 月に通達した。これを受けて愛知県は、「愛知

県ごみ焼却処理広域化計画（平成 10 年 10 月）」を策定し、焼却能力 300t/日以上の

全連続炉への集約化を目指し、県内を 13 ブロックに区割りした。この広域化計画を

受けて、知多南部地域の 2 市 3 町（半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊町）

は、知多南部地域ごみ処理広域化ブロック会議を設置（平成 11 年 10 月）するとと

もに、ごみ処理の広域化を推進するために、「知多南部地域ごみ処理広域化計画（平

成 13 年度）」を策定した。 

その後の経済状況の変化や社会情勢の影響により、廃棄物は質の多様化が進み、

適正処理が困難になっている一方で、半田市クリーンセンターと常滑武豊衛生組合

クリーンセンター常武のごみ処理施設の老朽化も進み、平成 13 年度に策定した広域

化計画をより一層推進していくことが必要になってきた。このような状況を踏まえ、

「愛知県ごみ焼却処理広域化計画」（現：「第 2 次愛知県ごみ焼却処理広域化計画（平

成 21 年 3 月）」）に沿う形で、知多南部地域の 2 市 3 町が共同してごみ処理施設の建

設を進めるべく協議、検討を続け、その推進組織として一部事務組合「知多南部広

域環境組合」を設置した（平成 22 年 4 月 1 日）。 

本事業は、知多南部地域のごみ処理を 1 施設に集約し、スケールメリットを生か

し、環境への負荷、施設建設及び運営コスト等の縮減、循環型社会の形成、周辺環

境及び地球環境の保全に配慮した新たなごみ処理施設（ごみ焼却施設）の整備を目

的として実施するものである。 

なお、知多南部地域の 2 市 3 町における現有施設の状況は表 2.1-1、現有施設の

位置は図 2.1-1 に示すとおりである。 
 

表 2.1-1 知多南部地域における現有施設の状況 

名 称 半田市クリーンセンター 
常滑武豊衛生組合 

クリーンセンター常武 

知多南部衛生組合 

知多南部クリーンセンター 

処理対象区域 半田市 常滑市、武豊町 南知多町、美浜町 

処理能力 
150t/日 

（75t/日×2 炉） 

150t/日 

（75t/日×2 炉） 

112.5t/日 

（56.25t/日×2 炉） 

炉型式 

（処理方式） 

全連続燃焼式焼却炉 

（ストーカ方式） 

全連続燃焼式焼却炉 

（ストーカ方式） 

全連続燃焼式焼却炉 

（ストーカ方式） 

稼働開始時期 平成 3 年 3 月 平成 2 年 3 月 平成 10 年 4 月 
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図 2.1-1 知多南部地域における現有施設と事業実施区域の位置
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＜建設予定地選定経緯＞ 

平成 19 年 7 月、知多南部地域ごみ処理広域化ブロック会議において、新たなごみ

処理施設の建設予定地を半田市クリーンセンター敷地内の最終処分場跡地（旧法処

分場跡地注））に決定したが、環境影響評価の調査・手続きを実施していたところ、

平成 23 年 9 月、旧法処分場跡地内の廃棄物層保有水の一部から、一般廃棄物最終処

分場に適用される廃止基準値を超えるダイオキシン類等が検出された。 

この建設予定地において、新ごみ処理施設を建設する際は、現況地盤を掘削する

ことにより廃棄物層保有水が地下水等へ浸出するおそれがあるため、その対策工事

を実施する必要があることが判明した。 

そのため、供用開始時期を 5 年間延伸（検討期間 1.5 年、対策工事 2.5 年、アセ

ス再調査 1 年）し、平成 34 年 4 月とするとともに、代替候補地の有無について、2

市 3 町で改めて検討することとした。 

この代替候補地の選出条件として、平成 34 年 4 月に供用開始できるよう平成 25

年度中に地権者及び地元の合意を得ることが明らかに困難な土地及び法規制を受け

る土地を除くこととした。 

半田市の建設予定地と選出した代替候補地 3 箇所（常滑市地内、武豊町地内及び

南知多町地内）について、土地利用環境面、用地買収面及び経済面から比較検討し

た。 

比較検討した結果は表 2.1-2に示すとおりであり、構成市町 2市 3町の首長より、

武豊町地内の区域のみが代替地になりうるという合意を得た。その後、組合議会議

員より出された意見や平成 26 年 2 月に開催した住民説明会の結果を踏まえ、武豊町

地内の区域を都市計画対象事業実施区域（以下、「事業実施区域」という。）に選定

した。 

 

 

  

注）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行前に埋立開始された処分場であり、同法の最終処

分場の廃止手続が創設される前に廃止した処分場である。 
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表 2.1-2 半田市の建設予定地と代替候補地 3 箇所の比較検討の結果 
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2.2 都市計画対象事業の内容 

2.2.1 都市計画対象事業の種類 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）第 8 条第 1 項

に規定するごみ処理施設（ごみ焼却施設）の設置の事業 

 

2.2.2 都市計画対象事業の規模 

処理能力：283t/日 

 

2.2.3 都市計画対象事業実施区域の位置 

位置：知多郡武豊町字一号地地内（図 2.1-1 及び図 2.2-1 参照） 

面積：約 5.0ha 
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図 2.2-1 事業実施区域の位置
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2.2.4 都市計画対象事業の諸元 

（１）計画施設の諸元等 

知多都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）知多南部広域環境センター整備

事業（以下「本事業」という。）は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号（PFI 法））に準じて実施する事業であ

り、当該手続きにより選定された事業者（選定された入札参加者の構成企業及び入

札参加者の構成員が本事業の管理運営を実施するために株主として出資し設立する

特別目的会社（SPC）で構成される。）が、組合の所有となる計画施設について設計・

建設及び管理運営を一括して受託する DBO 方式（公設民営方式）とする。 

本事業において設置する計画施設の諸元等は表 2.2-1～表 2.2-3 及び図 2.2-2、計

画施設の配置は、図 2.2-3 に示すとおりであるが、計画施設の配置・構造等につい

ては、環境影響について予測評価を行うためにメーカーヒアリング等の結果を基に

設定したものであり、実際の施設の配置・構造等については、事業者との契約締結

後に確定することとなる。 

 

表 2.2-1 計画施設の諸元 

項   目 計画諸元 

ごみ 

焼却 

施設 

炉型式（処理方式） 全連続燃焼式焼却炉（ストーカ方式） 

処理能力 283t/日（141.5t/日×2 炉） 

処理対象ごみ 可燃ごみ等注） 

排出ガス量 （湿り）約 79,400 m3N/時（約 39,700m3N/時×2 炉） 

煙突高さ 59m 

排出ガス処理設備 
減温塔、消石灰・活性炭吹込装置、ろ過式集じん器（バグフィ

ルタ）及び触媒反応塔の設置を計画 

余熱利用 発電、武豊町屋内温水プール（仮称）への熱供給 

その他の施設 不燃・粗大ごみ処理施設（14t/日、1 日 5 時間稼働） 

 処理方式 二軸せん断破砕機及び高速回転式破砕機 

注）可燃ごみ等には、一般可燃ごみ、不燃・粗大ごみ処理施設で発生する可燃物、し尿処理施設で発生 

する脱水汚泥及び災害廃棄物を含む。 
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表 2.2-2 焼却する計画ごみ質 

項 目 
可燃ごみと破砕残渣混合物 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

三 

成

分 

水 分（％） 56.9 38.9 19.3 

可燃分（％） 35.3 53.3 72.9 

灰 分（％）  7.8  7.8  7.8 

低位発熱量（kJ/kg） 6,110 10,670 15,240 

「知多南部広域環境組合ごみ処理施設整備計画」（平成 29 年 3 月、知多南部広域環境組合）より作成 

 

表 2.2-3 焼却する計画ごみ質（基準ごみの元素組成） 

元素名 炭 素 水 素 窒 素 硫 黄 塩 素 酸 素 

可燃ごみと破砕残渣混合物（％） 54.10 8.03 0.86 0.04 0.90 36.07 

「知多南部広域環境組合ごみ処理施設整備計画」（平成 29 年 3 月、知多南部広域環境組合）より作成 

 

 

図 2.2-2 ストーカ方式の処理フロー図（参考例） 
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図 2.2-3 計画施設の配置図
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１）処理能力の算定 

ア 年間処理量 

ごみ焼却施設の処理能力は、知多南部広域環境組合の構成市町 2 市 3 町、常滑武

豊衛生組合及び知多南部衛生組合で見直しを実施した「知多南部地域ごみ処理基本

計画（平成 28 年 8 月）」に基づき、計画施設の供用開始（平成 34 年度予定）後の焼

却処理量の推計値に脱水汚泥及び災害廃棄物の処理量の推計値を加えて設定した。

その算定方法は以下に示すとおりである。 

 

構成市町が計画する人口推計及びごみ減量化等の施策を踏まえて推計された施設

稼働後の将来焼却処理量(※)は、表 2.2-4 に示すとおりである。 

可燃ごみ焼却処理量は、計画施設の供用開始後の平成 35 年度に 70,696t/年で最

大になると推計される。 

脱水汚泥処理量は、供用開始後の可燃ごみ焼却処理量が最大となる平成 35 年度で

は、3,088t/年と推計される。 

 

表 2.2-4 人口推計及び将来焼却処理量 

年度 
人口 

（人） 

総排出量 

（t/年） 

可燃ごみ 

焼却処理量 

脱水汚泥 

処理量 

（t/年） （t/年） 

H27 261,348 100,065 81,259 3,421 

H28 261,004  98,103 79,405 3,366 

H29 260,661  96,166 77,001 3,314 

H30 260,319  94,366 75,412 3,264 

H31 259,976  92,771 73,997 3,217 

H32 259,588  90,669 70,963 3,172 

H33 259,193  90,442 70,795 3,129 

H34 258,798  90,167 70,580 3,080 

H35 258,403  90,307 70,696 3,088 

H36 258,008  89,956 70,424 3,088 

H37 257,565  89,837 70,334 3,088 

「知多南部地域ごみ処理基本計画」（平成 28 年 8 月、知多南部広域環境組合） 

等より作成 

 

(※)基本計画では、これまでのごみ量の傾向が継続した場合を想定したごみ総排

出量（単純推計）に国や県の目標値を踏まえ、既存の施策と新たな施策を検討して

削減量を定め、ごみの排出量、生活系ごみ排出量、事業系ごみ排出量を算出した。  
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一方、南海トラフ巨大地震等の大規模災害における構成市町 2 市 3 町の災害廃棄

物量（選別後の可燃物）は、「愛知県災害廃棄物処理計画における災害廃棄物等発生

量（推計）について」（平成 27 年 7 月）より、表 2.2-5 に示すとおり、152,116t と

なっている。 

 

表 2.2-5 構成市町における災害廃棄物発生量 

構成市町 
選別前 処理量 

災害廃棄物（t） 津波堆積物（t） 可燃物（t） 

半 田 市 268,053 135,367  33,698 

常 滑 市 213,676  88,007  30,440 

南知多町 264,069  69,441  44,060 

美 浜 町 151,655  25,603  23,309 

武 豊 町 140,194  14,711  20,609 

2 市 3 町 － － 152,116 

「知多南部広域環境組合ごみ処理施設整備計画」 

（平成 29 年 3 月、知多南部広域環境組合）より作成 

 

上記より、災害発生時には、災害廃棄物等を選別した後、152,116t の可燃物が発

生する。本組合における努力目標として、この可燃物より更に 10％の資源物を選別

することとした（152,116t×90％＝136,904t）。 

愛知県災害廃棄物処理計画より処理期間を 3 年間とした場合、1 年間での処理量

は 45,635t となる。 

災害廃棄物の処理方法は、東日本大震災における各割合の実績を参考に仮設焼却

炉による処理、広域処理、本施設での処理の併用とした。 

 

 

 

 

 

 

 

上記より、災害廃棄物発生量のうち残りの 5％を本施設にて処理することとし、

災害廃棄物処理量を算定した。 

45,635t/年×5％＝2,282t/年 

  

・仮設焼却炉による処理 75％ 

「東日本大震災における災害廃棄物処理について(概要)」 

（平成 26 年 4 月、環境省）より作成 

・広域処理 20％ 

「第 2 回尾張地域災害廃棄物対策担当者会議資料「資料 2_p.9」」（平成 27 年 10 月、愛知県） 

の広域処理 5％～20％の最大値を採用 
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以上の可燃ごみ、脱水汚泥及び災害廃棄物の合計を年間処理量の見込みとした。 

 

表 2.2-6 年間処理量の見込み 

項目 処理量 

可燃ごみ 70,696 t/年 

脱水汚泥 3,088 t/年 

災害廃棄物 2,282 t/年 

合  計 76,066 t/年 

「知多南部広域環境組合ごみ処理施設整備計画」 

（平成 29 年 3 月、知多南部広域環境組合）より作成 

 

イ 処理能力 

ごみ焼却施設の処理能力は、推計した年間処理量を年間日数で除して計画年間日

平均処理量とし、実稼働率及び調整稼働率を考慮して、以下に示す計算式により算

出した。 

・計画年間日平均処理量＝76,066t/年÷365 日＝208.4t/日 

・施設規模（t/日）＝計画年間日平均処理量（t/日）÷実稼働率÷調整稼働率 

＝208.4t/日÷（280/365）÷96％＝282.9t/日 

≒283t/日 

 

（実稼働率の設定） 

ごみ焼却施設の稼働時に見込まれるごみ焼却ができない期間（年 1 回の補修期間：30 日間、

年 2 回の補修点検期間：計 30 日間、年 1 回の施設全停止期間：7 日間、年 3 回の施設の起

動に要する期間：計 9 日間、年 3 回の停止に要する期間：計 9 日間）を除いて、実際にごみ

焼却処理が可能な日数（年間実稼働日数：280 日）を設定し、その割合を 280 日/365 日と設

定する。 

 

（調整稼働率の設定） 

ごみ焼却施設が、正常に運転される予定の日においても、故障の修理、やむを得ない一時休

止のため処理能力が低下することを考慮した係数（96％）とする。 

 

なお、施設規模の算定式及び用語は、「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領

の取扱いについて」（昭和 54 年環整 12 号）に準拠した。 
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２）処理方式の設定 

処理方式は、全国で数多く安全で安定した稼働実績を有するストーカ方式を採用

する。処理方式の決定に至る経緯は以下に示すとおりである。 

 

ア 処理方式検討の経緯 

ごみの焼却処理方式については、知多南部広域環境組合ごみ処理施設技術検討委

員会（構成員：有識者及び組合副管理者）において選定した。 

 

（ア）基本方針 

循環型社会形成推進、地球温暖化防止を念頭に、ごみの排出抑制、再使用、再資

源化を可能な限り推進し、半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊町の 2 市 3

町の現状や地域特性を考慮した効率的で経済的な広域処理を目指すという基本的な

考え方及び表 2.2-7 に示すごみ焼却処理施設整備に係る基本方針を踏まえて検討し

た。 

 

表 2.2-7 ごみ焼却処理施設整備に係る基本方針 

①安全で安心な施設 

安全で安定した稼働により適正にごみ処理を行い、事故や運転

管理上のトラブルがない施設を目指す。また、多様なごみ質の

変化、処理ごみ量の変動にも対応でき、地震、停電等のトラブ

ルが発生した際にも十分対処できる、安全で安心な施設を目指

す。 

②環境に配慮した施設 

ごみ焼却処理施設整備にあたり、法、条例等で定める環境、安

全基準を遵守し、可能な限り環境負荷の低減や施設周辺の生活

環境の保全に努める。また、周辺環境との景観の調和を図るな

ど、環境に配慮した施設を目指す。 

③循環型社会及び低炭素社会

形成の拠点となる施設 

ごみ焼却処理に伴って生じる残渣等を適正に処理するととも

に、できる限り有用金属の回収を図り循環型社会形成を目指す。

また、ごみ焼却過程で発生するエネルギーの回収を可能な限り

進め低炭素社会の形成を目指す。 

④住民に開かれた施設 

ごみ処理施設は、ごみ焼却処理を適切に行う一方で、住民が集

い、学び、交流のできる機能の導入、また、施設の稼働やごみ

処理の状況などの情報発信、開示等を積極的に行うことで、住

民に開かれた信頼性のある施設を目指す。 

⑤費用対効果を考慮した施設 

ごみ焼却処理施設の整備と併せて、施設稼働後の効率的な運転

管理、運転経費の節減を図るとともに、費用対効果を十分考慮

した施設を目指す。 

「ごみ焼却処理方式等の選定について（答申）」 

（平成 23 年 2 月、知多南部広域環境組合 ごみ処理施設技術検討委員会）より作成 
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具体的には、表 2.2-8 に示すとおり、ごみ焼却処理施設整備に係る基本方針のう

ち、ごみ処理方式の優劣に直接影響する、「①安全で安心な施設」、「②環境に配慮し

た施設」、「③循環型社会及び低炭素社会形成の拠点となる施設」、「⑤費用対効果を

考慮した施設」を評価項目として、知多南部地域ごみ処理施設整備計画及び PFI 導

入可能性調査（平成 19 年 3 月）において、総合評価が高かった「ストーカ方式＋焼

却灰等を民間でリサイクル又は埋立処分」（以下「ストーカ方式」という。）、「直接

溶融方式（シャフト炉）」（以下「シャフト炉方式」という。）の評価、選定を行った。 

 

表 2.2-8 焼却処理施設整備に係る評価項目 

①安全で安心な施設 
処理対象物が同一であれば、優れた方式ではより高度な処

理の安全で安心な施設、環境配慮性などが期待できる。 

②環境に配慮した施設 
（ただし、いずれの方式でも規制値、目標値は達成でき

る。） 

③循環型社会及び低炭素社会形成

の拠点となる施設 

（同レベルの性能・目標を確保する条件下で比較した場

合、大きな差はつかない。） 

④住民に開かれた施設 
必要となるスペースは異なる等の面はあるが、直接、方式

の優劣との関係は小さい。 

⑤費用対効果を考慮した施設 

同レベルの性能や目標を確保する際、優れた方式では要す

る費用は小さくなる。 

(性能に劣る施設では、同じ性能を確保するために大きな

費用が必要となる。) 

「ごみ焼却処理方式等の選定について（答申）」 

（平成 23 年 2 月、知多南部広域環境組合 ごみ処理施設技術検討委員会）より作成 
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（イ）評価方法 

方式選定の基本的な考え方をもとに、2 つの処理方式の基本方針への適合性につ

いては、表 2.2-9 に示す評価項目に基づき評価した。 

 

表 2.2-9 焼却処理施設整備に係る基本方針と評価項目 

項目 評価項目 

①安全で安心な施設 

中間処理性 (1)処理能力と適応性、(2)処理残渣の性状 

安全性 (1)防災性、(2)労働安全性、(3)地震対策 

総合機能性 

(1)安定稼働、(2)システムの簡略性 

(3)施設の適合性・実用性、(4)操作点検性 

(5)補修性 

②環境に配慮した施設 環境保全性 

(1)ダイオキシン類抑制・防止性、 

(2)大気汚染防止性、(3)水質汚濁防止性 

(4)悪臭防止性、(5)騒音・振動防止性 

(6)炉立上げ、立下げ時の環境負荷 

③循環型社会及び低炭素社会

形成の拠点となる施設 

地球温暖化防止 (1)温室効果ガス発生量 

再資源化 
(1)資源・エネルギー消費、(2)物質回収 

(3)エネルギー回収 

④費用対効果を考慮した施設 

初期費用 (1)施設建設費 

運営費用 
(1)維持管理費、(2)資源回収費 

(3)最終処分費 

事業採算性 (1)事業方式 

「ごみ焼却処理方式等の選定について（答申）」 

（平成 23 年 2 月、知多南部広域環境組合 ごみ処理施設技術検討委員会）より作成 

 

（ウ）評価の尺度 

定量的な項目については各会社の数値の平均値 X と標準偏差σをもとに、「それぞ

れの数値が平均的なレベルからどの程度優れているか、もしくは、劣っているか」

を示す指標である『偏差値』の考え方から評価点を求め、定性的な項目については

求められる性能・機能が確保されれば同等の評価とした。 
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（エ）評価の結果 

2 方式（ストーカ方式、シャフト炉方式）について、メーカーから提供された技術

資料に基づき、評価項目ごとに検討した結果は以下のとおりである。 

 

①安全で安心な施設 

安定稼働などはストーカ方式が優位であり、処理能力と適応性、処理残渣の性

状などはシャフト炉方式が優位である。総合的にはストーカ方式が優位である。 

②環境に配慮した施設 

大気汚染防止性などは概ね両方式で優劣はないが、ダイオキシン類の抑制や防

止性などは、シャフト炉方式が優位である。総合的にはシャフト炉方式が優位

である。 

③循環型社会及び低炭素社会形成の拠点となる施設 

温室効果ガス排出量、資源・エネルギー消費などはストーカ方式が優位であり、

副資材であるコークスの外部燃料としての働きもありエネルギー回収（発電）

などはシャフト炉方式が優位である。総合的にはストーカ方式が優位である。 

④費用対効果を考慮した施設 

施設整備費、維持管理費はストーカ方式が優位であり、資源回収費、最終処分

費はシャフト炉方式が優位である。総合的にはストーカ方式が優位である。 

 

その他の視点からの評価としては、以下のとおりである。 

近年、①ダイオキシン対策の推進により溶融固化処理の必然性が低下しているこ

と、②3R の推進や衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場（公益財団法人愛知臨海環境整備

センター）の整備により最終処分場の残余年数が増加していること、③溶融固化設

備に必要な電気エネルギー、燃料等の削減により温室効果ガスの削減に寄与するこ

とから、焼却灰等を溶融してスラグ化する必要性が低くなっている。また、処理対

象ごみが、特殊なごみ(汚泥、掘り起しごみ等)を多量に含まない一般廃棄物であれ

ばストーカ方式を採用している事例が比較的多く、技術的、価格的な面からも機種

が特定されるシャフト炉方式よりも競争原理が働くことが期待される。 

 

以上のことから総合的に比較すると、建設費、維持管理費及び地球温暖化防止(温

室効果ガス排出量削減)等で高い評価となっている「ストーカ方式」が知多南部広域

環境組合で整備する施設において適当な処理方式であると判断する。 

また、焼却灰及び飛灰の処分については、衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場、構成

市町が有する廃棄物最終処分場の残余容量及びリサイクル技術の開発動向等を踏ま

え、継続して検討していくものである。 
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（オ）委員会の開催経過 

「知多南部広域環境組合 ごみ処理施設技術検討委員会」は、平成 22 年 10 月 15

日から表 2.2-10 に示すとおり 5 回開催した。 

 

表 2.2-10 知多南部広域環境組合 ごみ処理施設技術検討委員会検討経過 

年月日 会議 内容 

平成 22 年 

10 月 15 日 

 管理者から諮問 

第 1 回委員会 ごみ処理整備基本方針、委員会の検討内容説明 

 検討対象とするごみ処理方式 

平成 22 年 

11 月 18 日 

 処理方式の決定方法について 

第 2 回委員会 技術資料提供に関する協力内容について 

 資料提供協力依頼メーカーについて 

平成 22 年 

12 月 24 日 
第 3 回委員会 

評価シート(評価視点、点数配分等) 

ごみ処理方式の比較(1) 

平成 23 年 

01 月 21 日 
第 4 回委員会 

ごみ処理方式の比較(2) 

答申素案について 

平成 23 年 

2 月 16 日 
第 5 回委員会 答申案・委員会報告書案について 

「ごみ焼却処理方式等の選定について（答申）」 

（平成 23 年 2 月、知多南部広域環境組合 ごみ処理施設技術検討委員会）より作成 
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（２）建設計画 

計画施設は、図 2.2-4 に示すとおり津波・高潮対策として、計画施設の建設エリ

アは T.P+4.6m レベルまで、敷地西側は現状地盤から約 50cm、盛土により嵩上げを

行う計画である。 

建築物の形状及び配置については、計画段階環境配慮書における評価項目（大気

質及び景観）及び環境影響評価方法書における高効率の廃棄物発電設備の導入や積

極的な余熱利用等の知事意見等並びに事業計画の検討経緯を踏まえて、図 2.2-5～

図 2.2-9 に示すとおりとし、煙突高は 59m、計画施設の配置は事業実施区域の東寄

りを計画する。 

なお、計画施設の配置・構造等については、環境影響について予測評価を行うた

めにメーカーヒアリング等の結果を基に設定したものであり、実際の施設の配置・

構造等については、事業者との契約締結後に確定することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-4 断面模式図 
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図 2.2-5 計画施設の平面図 

・プラットホームは、塵芥車等がごみをごみピットに投入する場所で、プラットホームと

ごみピットは扉で仕切る。プラットホーム内は負圧に保ち、臭気が外に漏れないよう

にする。 

・ごみピットは、安定した焼却を行うため、搬入ごみを一旦貯留し、搬入ごみ量の変動、

焼却量の変動に対応するための設備である。 

・ごみ受入施設は、ごみピット等の設置場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-6 計画施設の立面図（東面） 
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図 2.2-7 計画施設の立面図（西面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-8 計画施設の立面図（南面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-9 計画施設の立面図（北面） 
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（３）公害防止に係る計画基準値 

公害防止に係る計画基準値は、表 2.2-11 に示すとおりである。 

 

表 2.2-11 公害防止に係る計画基準値 

 

 

  

計画基準値 法令による規制値 備考（関係法令等）

硫黄酸化物（ppm） 30ppm以下
Ｋ値＝1.75

（161ppm以下）
「大気汚染防止法」
※法令規制はK値規制のみ

窒素酸化物（ppm） 50ppm以下 250ppm以下 「大気汚染防止法」（廃棄物焼却炉（連続炉））

ばいじん（g/m3N） 0.01g/m3N以下 0.04g/m3N以下 「大気汚染防止法」（廃棄物焼却炉；4t/時以上）

塩化水素（ppm） 30ppm以下 430ppm以下
「大気汚染防止法」（廃棄物焼却炉）

※700mg/m3Nを換算した値

水　銀（μg/m3N） 30μg/m3N以下 30μg/m3N以下
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」
（廃棄物焼却炉）

ダイオキシン類

（ng-TEQ/m3N）
0.05ng-TEQ/m3N

以下
0.1ng-TEQ/m3N

以下
「ダイオキシン類対策特別措置法」
（廃棄物焼却炉；4t/時以上）

昼間（8時～19時）
75dB
以下

75dB
以下

「騒音規制法」、「県民の生活環境の保全等に関す
る条例」（工業専用地域；敷地境界）

朝（6時～8時）・
夕（19時～22時）

75dB
以下

75dB
以下

「騒音規制法」、「県民の生活環境の保全等に関す
る条例」（工業専用地域；敷地境界）

夜間（22時～翌6時）
70dB
以下

70dB
以下

「騒音規制法」、「県民の生活環境の保全等に関す
る条例」（工業専用地域；敷地境界）

昼間（7時～20時）
75dB
以下

75dB
以下

「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関す
る条例」（工業専用地域；敷地境界）

夜間（20時～翌7時）
70dB
以下

70dB
以下

「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関す
る条例」（工業専用地域；敷地境界）

15以下 15以下 「悪臭防止法」（第2種地域；敷地境界）

COD
30mg/L以下
（日平均）

－ －

全窒素
20mg/L以下
（日平均）

－ －

全燐
4mg/L以下
（日平均）

－ －

注1）排出ガスの基準値は、酸素濃度12％換算値を示す。
　2）硫黄酸化物の法令による規制値のカッコ内の値は、K値=1.75を元にして、本事業の諸元を使って硫黄酸化物
　　 の濃度を算出したものである。

項　　目

排出
ガス

騒音

振動

 悪臭（臭気指数）

水質
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（４）排ガス処理計画 

本事業における排ガスの処理計画は、表 2.2-12 に示すとおりである。 

計画施設からの排出ガスの処理については、関係法令及び自主基準値を遵守し周

辺環境への影響を極力小さくするように計画した。 

 

表 2.2-12 排ガス処理計画 

 
注）数値は、メーカーへのヒアリング調査を踏まえて設定した。なお、事業計画の検討状況に 

よっては、設定し直す場合がある。 

 

  

施設内容

煙突高さ 59m

煙突の頂径（内径） 0.86m

煙突形式

年間稼働日数 280日

湿り排出ガス量

乾き排出ガス量

排出ガス温度

硫黄酸化物

窒素酸化物

ばいじん

塩化水素

水銀

ダイオキシン類

詳細は「知多南部広域環境組合ごみ処理施設整備計画」（平成29年3月、知多南部広域環境組合）
より作成

30ppm以下（酸素濃度12%換算値）

50ppm以下（酸素濃度12%換算値）

0.01g/m3N以下（酸素濃度12%換算値）

30ppm以下（酸素濃度12%換算値）

30μg/m3N以下

0.05ng-TEQ/m3N以下（酸素濃度12%換算値）

排出ガスの流れ

ごみ ⇒ 受入供給設備 ⇒ 燃焼設備 ⇒ 燃焼ガス冷却設備 ⇒ 排ガス処理設備 ⇒ 煙突 ⇒ 排気

排出ガスの諸元

項　　目

内外二重筒身方式

排出ガス吐出速度

39,700m3N/時（79,400m3N/時：2炉）

32,600m3N/時（65,200m3N/時：2炉）

165℃

30.5m/秒

排ガス処理設備

減温塔 ダイオキシン類

消石灰・活性炭吹込装置
塩化水素、硫黄酸化物、
ダイオキシン類、水銀除去

窒素酸化物除去触媒反応塔

ろ過式集じん器
（バグフィルタ）

ばいじん除去
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排ガスの処理フロー（参考例）は、図 2.2-10 に示すとおりである。 

本事業では、乾式（触媒脱硝設備あり）の排ガス処理システムを計画する。 

 

 
「知多南部広域環境組合ごみ処理施設整備計画」（平成 29 年 3 月、知多南部広域環境組合）より作成 

 

図 2.2-10 排ガス処理フロー図（例） 

 

 

  

165℃  
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（５）用排水計画 

１）用水計画 

用水は、用途に応じて水道用水、工業用水及びプラント排水再利用水の中から選

定する。 

２）排水計画 

排水フローは図 2.2-11 に示すとおり、ごみ処理施設からの排水には生活系及びプ

ラント系がある。 

生活系排水は浄化槽処理後、既設排水管に排水し、東側海域に放流する。放流量

は、5m3/日を想定する。 

プラント系排水は、排水処理施設で適正に処理し、炉内噴霧等により再利用（ク

ローズドシステム）する。 

① ボイラーブロー水、焼却炉等機器冷却水等は排水処理し、再利用する。 

② 再利用水は、減温塔噴霧、集じん灰添加及び燃焼室噴霧に使用する。 

なお、雨水については、計画施設の屋根に降った分を貯留し、植栽への散水等に

使用し、余剰が生じた場合は既設排水管に排水し、東側海域に放流する。 

 

 

図 2.2-11 排水フロー図（イメージ） 

  

生活系

プラント系

上水 生活排水 合併処理浄化槽生活用水

上水

焼却炉等機器冷却水

プラント系用水

ボイラー系純水

プラットホーム洗浄排水

洗車排水

再利用水 排水処理

集じん灰添加

燃焼室噴霧ごみピット排水

減温塔噴霧

雨水 既設排水管 東側海域
再利用水

（植栽への散水）

再利用水に余剰が生じる場合

工水
再利用水が

不足する場合

主灰冷却水

ブロー水等



 

 

- 26 - 

 

（６）廃棄物運搬車両の運行計画 

計画施設において処理する廃棄物の収集区域は、半田市、常滑市、南知多町、美

浜町及び武豊町であり、廃棄物運搬車両（大型車両：パッカー車、ダンプ等）の主

な走行ルートは、図 2.2-12 に示すとおりである。 

また、廃棄物運搬車両の運行台数は 162 台/日（土曜は 28 台/日）、廃棄物の搬入

時間は午前 8 時 30 分～午後 4 時 15 分まで（土曜は午後 1 時まで）としている。 

なお、ごみ焼却施設から出る焼却灰等は、埋立処分を実施する計画であり、本環

境影響評価準備書においては、予測の前提条件として、各市町の最終処分場、民間

業者及び衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場に搬入する計画とした。 
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図 2.2-12 廃棄物運搬車両の主な走行ルート
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2.2.5 都市計画対象事業に係る工事計画の概要 

（１）工事計画の概要 

工事計画の概要（案）は、表 2.2-13 に示すとおりである。 

工事着手は平成 30 年度に予定しており、その後全体で約 3 年間に渡り実施する予

定である。工事の工種としては、仮設工、敷地整地、山留、杭打ち、掘削、RC 施工、

鉄骨施工、仕上げ、プラント工等を予定している。なお、供用開始は平成 34 年度を

予定している。 

事業実施区域及びその周辺には、既存ごみ処理施設等の関連施設は存在しないこ

とから、それらの解体工事は生じない。なお、事業実施区域西側に位置する既設倉

庫は、撤去することとしているが、撤去時期が未定であることから、各予測項目の

影響が最大になる時期に解体工事を実施すると想定して予測した。 

また、今回の施設整備に伴い、前掲表 2.1-1（p.2）の現有施設は廃止することと

なるが、実施主体が異なることや解体時期が未定であることから、対象事業に含め

ない。 

 

表 2.2-13 工事計画の概要（案） 

 
注 1)メーカーへのヒアリング調査結果から、一般的に想定される工程を示したものであり、今後の詳細

な工事計画の検討結果によっては、変更する場合がある。 

2)土壌汚染状況調査・詳細調査等及び汚染土壌の除去を含む。 

 

  

設計注2)

仮設工

敷地整地

山留

杭打ち

掘削

RC施工

鉄骨施工

仕上げ

プラント プラント工

工事 電気工

外構工

試運転

4年次

（H30年度） （H31年度） （H32年度） （H33年度）

土木
建築
工事

工　種
1年次 2年次 3年次
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（２）工事中の排水 

工事中の排水のフローは図 2.2-13、排水経路は図 2.2-14 に示すとおりである。 

工事時には仮設沈砂池を設置することとし、工事排水及び雨水は、仮設沈砂池か

ら既設排水管を経て東側海域へ放流される。 

 

 

図 2.2-13 工事中の排水フロー図 

 

 
図 2.2-14 工事中の排水経路図 

 

（３）工事用資材等運搬車両の主な走行ルート 

工事用資材等運搬車両の主な走行ルートは、図 2.2-15 に示すとおりである。 

 

（４）工事作業時間帯等 

作業時間は、平日及び土曜日の午前 8 時から午後 5 時までとし、夜間及び日曜日・

祝日の作業は実施しないことを原則とする。 

 

注）仮設沈砂池の規模は、以下の条件から算出した。

　　1時間降水量（25mm/h）、集水面積（改変部2ha）、流出係数（改変部0.5）

工事排水

及び雨水
既設排水管 東側海域

排水処理

（仮設沈砂池）
・竹そだ柵の設置

・凝集剤の添加等

測定

既設排水管 

事業実施区域 

仮設沈砂池 
容量：500m3 
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図 2.2-15 工事用資材等運搬車両の主な走行ルート
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2.2.6 事業計画策定時における環境配慮事項 

（１）環境保全の配慮に係る検討の経緯 

図 2.2-16 に示す経緯を踏まえ、環境影響の回避・提言すべき事項について検討を

行った。 

 

図 2.2-16 環境配慮事項の検討 

 

１）工事実施計画に係る環境配慮事項の検討 

工事実施計画においては、次の事項について環境影響が想定されることから、そ

の回避・低減を図る必要がある。 

ア 資材・機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の走行による大気汚染、

騒音及び振動の環境負荷 

イ 建設機械の稼働による大気汚染、騒音及び振動の環境負荷 

ウ 敷地造成等工事時の水質の環境負荷 

エ 敷地造成及び施設の建設による動植物の生息・生育環境への影響負荷 

オ 施設の建設時に発生する廃棄物等による環境負荷 

２）廃棄物処理に係る環境配慮事項の検討 

廃棄物(ごみ)処理においては、次の事項について環境影響が想定されることから、

その回避・低減を図る必要がある。 

ア 廃棄物(ごみ)運搬車両の走行による大気汚染、騒音及び振動の環境負荷 

イ 施設の供用によるばい煙等の大気汚染、騒音、振動及び悪臭等の環境負荷 

ウ 施設の供用時に発生する廃棄物等による環境負荷 

３）ごみ減量化、資源化及び啓発に関する施策等 

「知多南部地域ごみ処理基本計画（平成 28 年 8 月）」において、次のような施策

が計画されており、その内容を実施することにより、環境影響の回避・低減を図る

必要がある。 

構成市町におけるごみ処理実績

具体的な事業計画

事業計画策定時における環境配慮事項の検討（方法書）

知事意見・構成市町長意見・住民意見等

環境配慮事項の検討（準備書）
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ア 減量化に関する施策（マイバッグ運動・レジ袋対策、生ごみの発生抑制等） 

イ 資源化に関する施策（使用済み小型家電の分別回収、食用廃油の回収等） 

ウ 啓発に関する事項（広報やホームページの活用、各種イベントの開催等） 

 

（２）環境保全の配慮の内容 

事業実施区域周辺への環境に及ぼす影響を回避・低減するため、事業計画を策定

する段階で環境に配慮した事項は、表 2.2-14 に示すとおりであり、予測、評価の前

提条件としている。 

 

表 2.2-14(1) 事業計画策定時における環境配慮事項 

環境要素

の区分 
区分 環境への配慮事項 

大気質 

工事中 

・工事用資材等運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）

を可能な限り使用し、アイドリングストップを励行する。 

・工事用資材等運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を

避けるなど、適正な走行に努める。 

・工事用資材等の搬入出時期及び時間帯の分散化を図る。 

・工事に使用する建設機械は、排出ガス対策型（低公害型）を可能な限り

使用する。 

・施工方法や工程等を十分に検討し、工事工程の分散化を図り、建設機械

の集中稼働を避ける。 

・作業時間は、午前 8 時から午後 5 時までとするほか、日曜日及び祝日の

作業は行わないことを原則とする。 

 

供用時 

・「知多南部地域ごみ処理基本計画」（平成 28 年 8 月）に基づき、ごみの

減量化・分別の徹底等を推進し、大気汚染物質の低減を図る。 

・計画施設からの排出ガスは、大気汚染防止法等で規制されている排出基

準を踏まえた自主規制値を設定し遵守する。 

・排出ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素、水銀等の

定期的な調査を行い、適切な運転管理の徹底に努める。 

・高効率な排ガス処理設備の導入により、大気汚染物質の排出濃度の低減

を図る。 

・各設備は、定期点検を実施し、常に正常な運転を行うよう維持管理を徹

底する。 

・廃棄物運搬車両は、アイドリングストップを励行する。 

・廃棄物運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避ける

など、適正な走行に努める。 
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表 2.2-14(2) 事業計画策定時における環境配慮事項 

環境要素

の区分 
区分 環境への配慮事項 

騒音及び

超低周波

音 

工事中 

・工事用資材等運搬車両は、アイドリングストップを励行する。 

・工事用資材等の搬入出時期及び時間帯の分散化を図る。 

・工事用資材等運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避

けるなど、適正な走行に努める。 

・施工方法や工程等を十分に検討し、工事工程の分散化を図り、建設機械の

集中稼働を避ける。 

・作業時間は、午前 8 時から午後 5 時までとするほか、日曜日及び祝日の作

業は行わないことを原則とする。 

 

供用時 

・ごみ処理施設は、遮音性の高い建物とする。 

・廃棄物運搬車両は、アイドリングストップを励行する。 

・廃棄物運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるな

ど、適正な走行に努める。 

 

振動 

工事中 

・工事用資材等運搬車両は、アイドリングストップを励行する。 

・工事用資材等の搬入出時期及び時間帯の分散化を図る。 

・工事用資材等運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避

けるなど、適正な走行に努める。 

・施工方法や工程等を十分に検討し、工事工程の分散化を図り、建設機械の

集中稼働を避ける。 

・作業時間は、午前 8 時から午後 5 時までとするほか、日曜日及び祝日の作

業は行わないことを原則とする。 

 

供用時 

・主要な設備機器には、低振動型機器を導入する。 

・廃棄物運搬車両は、アイドリングストップを励行する。 

・廃棄物運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるな

ど、適正な走行に努める。 

 

悪臭 供用時 

・ごみピット内及びプラットホーム内は常に負圧に保ち、臭気の外部への漏

洩を防ぐ。 

・ごみピット内及びプラットホーム内からの吸引空気は燃焼用空気として

利用し、臭気の熱分解を図る。 

・ごみピットの投入扉は自動扉とし、ごみ投入時以外は閉じておく。 

・ごみピットの入口には自動扉（二重扉）を、出口にはエアーカーテンを設

置することにより臭気の漏洩を防ぐ。 

・焼却炉全休炉時には脱臭装置を使用する。 

 

 

  



 

 

- 34 - 

 

表 2.2-14(3) 事業計画策定時における環境配慮事項 

環境要素

の区分 
区分 環境への配慮事項 

水質 

工事中 

・工事時における排水及び雨水は、仮設沈砂池を設置し、汚濁の防止を図る。 

・仮設沈砂池からの排水は適宜測定を行うなど、維持管理の徹底に努める。 

・裸地はできるだけ転圧を行い、大雨が予想される場合はシートで養生を行

う等、濁水の低減を図る。 

 

供用時 

・職員等の生活排水は、合併処理浄化槽で適切に処理する。 

・プラント系排水は、ごみピット排水等の炉内噴霧等による再利用など、場

外には排出しないクローズドシステムとする。 

・機器冷却水等は、排水処理施設で処理した後、処理施設内の集じん灰添加

等に再利用する。 

・雨水は計画施設の屋根に降った分を貯留し、植栽への散水等に使用する。 

・生活系排水及びプラント系排水は、地下浸透しない設計とする。 

 

地盤・ 

土壌 
工事中 

・事業実施区域北側の隣接地及び事業実施区域内で土壌汚染が確認されて

いることを考慮して、掘削、盛土等の土工事に先立ち土壌汚染状況調査・

詳細調査を実施し、必要な土壌汚染の除去等の措置を行う。 

・掘削にあたり、止水性が高く周辺地下水位の低下を防止する山留壁工法を

採用する。 

・工事に際しては、土壌汚染及び地下水汚染の原因となる物質は使用しな

い。 

・工事により発生した残土は、場内で有効利用するように努める。 

 

地下水 

工事中 

・止水性の土留め壁は掘削底面の下位に分布する不透水層まで打設する。 

・施工時に地下水位及び地下水質のモニタリングを実施する。 

 

供用時 

・計画施設の供用に際しては、地下水を揚水しない。 

・地下水質のモニタリングを実施する。 

 

日照阻害 供用時 

・周辺地域の住宅地への影響をより小さくするため、計画施設の規模や配置

を工夫する。 
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表 2.2-14(4) 事業計画策定時における環境配慮事項 

環境要素

の区分 
区分 環境への配慮事項 

動物 

植物 

生態系 

工事中 

・建設機械の使用に際しては、負荷を小さくするよう心がけ、十分な点検・

整備を行い、性能の維持に努める。 

・仮設沈砂池からの排水は適宜測定を行うなど、維持管理の徹底に努める。 

・作業時間は午前 8 時から午後 5 時までとする。 

 

供用時 

・事業実施区域内は、可能な範囲で駐車場等の緑化等、緑化率 20％以上の

整備を図る。 

・植栽の設置計画の検討にあたっては、在来種を使用する等地域の生態系の

保全に配慮する。 

・プラント系排水は、クローズドシステムにより場外に排出しないこと等に

より、生態系の保全に努める。 

・植栽する草木は、周辺植生等に配慮するため専門家の指導や助言を得なが

ら、樹種の選定等の計画を進める。 

 

景観 供用時 

・建物の外観は、周辺景観との調和に配慮した計画施設の形状及び色彩とす

る。 

・緑地帯は施設と地域との緩衝帯の役割だけでなく、緑を増やし周辺環境と

の調和等環境への配慮を図るため積極的に設けることとし、緑化率 20％

以上の整備を図る。 

 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場、 

地域の歴

史的文化

的特性を

生かした

環境の状

況 

工事中 

・工事用資材等の搬入出時期及び時間帯の分散化を図る。 

・日曜日及び祝日の作業は、行わないことを原則とする。 

 

供用時 

・廃棄物運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるな

ど、適正な走行に努める。 
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表 2.2-14(5) 事業計画策定時における環境配慮事項 

環境要素

の区分 
区分 環境への配慮事項 

廃棄物等 

工事中 

・工事に伴う建設発生残土は、場内の盛土等に利用する。 

・工事に伴って発生する廃棄物は、分別の徹底を図り、可能な限り再利用・

再生処理を行い、再生資材及び再利用資材の活用に努める。 

供用時 

・知多南部地域ごみ処理基本計画（平成 28 年 8 月）における排出抑制及び

再資源化の方針に沿ったごみ減量・資源化施策を実施し、ごみ焼却量を削

減する。 

・不燃・粗大ごみは、分別の徹底を図り、資源回収に努める。 

 

温室効果

ガス等 

工事中 

・工事用資材等運搬車両及び建設機械は、アイドリングストップを励行す

る。 

・工事用資材等運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避

けるなど、適正な走行に努める。 

 

供用時 

・焼却に伴う廃熱を利用し、廃棄物発電を行いエネルギーの有効利用を図

る。 

・余熱の一部を、建設が予定されている「武豊町屋内温水プール（仮称）」

に供給し、エネルギーの有効利用を図る。 

・廃棄物運搬車両は、アイドリングストップを励行する。 

・廃棄物運搬車両は、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるな

ど、適正な走行に努める。 

 

その他 ― 

・ごみ処理を通じて、住民の学習・体験・交流を図り、ごみと環境について

の理解を深めるとともに、ごみの排出抑制、リサイクル等の意識啓発を図

る環境学習の拠点を目指す。 

・ホームページ等により、環境モニタリング結果等の環境情報を公開する。 

・住民へのごみの発生抑制、分別排出の徹底等の指導を行い、焼却ごみ量等

の減量を図る。 
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３ 環境影響の調査、予測及び評価を行う範囲 

 

環境影響評価を実施するにあたり、環境影響の調査、予測及び評価を行う範囲は、

次の点を勘案し設定した。 

 

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年環境省）において、煙突排

ガスによる影響の調査対象地域として、最大着地濃度出現予想距離の概ね 2 倍を

見込んで設定した例が示されている。 

・「武豊町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例施行

規則」（平成 24 年武豊町規則第 8 号）において、焼却施設における関係地域とし

て、最大着地濃度出現予想距離の概ね 2 倍の地点を含む地域とし、地形等を勘案

して定めるとされている。 

・最大着地濃度出現予想距離は、方法書と同様に、配慮書における計画施設（実煙

突高：59m、処理能力：283t/日）のシミュレーション結果において最大で約 1,200m

であった。 

 

これらから、本事業の実施による環境影響の調査、予測及び評価を行う範囲は、事

業実施区域から概ね半径 3 ㎞の範囲（武豊町、半田市、碧南市の 2 市 1 町）とし、図

3-1 に示す。 
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図 3-1 地域特性を把握する調査範囲
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４ 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

4.1 方法書についての縦覧状況及び意見書の提出状況 

4.1.1 方法書についての縦覧状況 

 

・縦覧期間：平成 27 年 7 月 21 日（火）～8 月 20 日（木） 

・意見書提出期限：平成 27 年 9 月 3 日（木） 

縦覧場所 縦覧者数 

武豊町 生活経済部環境課 4 

半田市 
市民経済部環境課 1 

市民経済部クリーンセンター 1 

碧南市 経済環境部環境課 0 

常滑市 環境経済部生活環境課 0 

南知多町 厚生部環境課 0 

美浜町 経済環境部環境保全課 0 

合 計  6 
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4.1.2 意見書の提出状況 

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を上記の期間において縦覧し、意

見書提出期限までに提出された環境の保全の見地からの意見書は計 2 通であり、そ

の意見書に記載された意見の分類は、表 4.1-1 に示すとおりである。 

 

表 4.1-1 方法書についての意見書の意見の分類 

分 類 数 

１ 都市計画対象事業の目的及び内容に関する意見 

 (1)都市計画対象事業の規模に関すること 1 

(2)都市計画対象事業の位置に関すること 4 

 (3)都市計画対象事業の諸元に関すること 17 

(4)配慮書の複数案から単一案に絞り込んだ検討の経緯及びその内容

に関すること 
2 

(5)都市計画対象事業に係る工事計画の概要に関すること 3 

(6)事業計画策定時における環境配慮事項に関すること 9 

２ 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況に関する意見 

 (1)自然的状況に関すること 5 

(2)社会的状況に関すること 17 

３ 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果に関する意見 
1 

４ 配慮書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解に関す

る意見 
1 

５ 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、 

予測及び評価の手法に関する意見 

 (1)調査、予測及び評価の手法の選定並びにその選定理由に関すること 
27 

６ その他に関する意見 

 (1)手続きに関すること 2 

合 計 89 
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4.2 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

方法書についての環境の保全の見地からの意見の概要及び都市計画決定権者の見

解は、表 4.2-1 に示すとおりである。 

 

表 4.2-1(1) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

１．都市計画対象事業の目的及び内容に関する意見（計 36 意見） 

 (1)都市計画対象事業の規模に関すること（計 1 意見） 

○1  p.4 （Ｃ）人口減少、リサイクル思想の普及、ごみ減量化
思想の普及などで今後のごみ減量化が図られると予想され
ます。これまでのごみ量の数値は過去のもので、今後の予
想についての記載については明確になっていない。処理量
283t/日の根拠を明確にしたうえで、運転開始までのごみ減
量計画についても明確にすべきである。 
 

ごみ焼却施設の処理能力
は、構成市町 2 市 3 町 2 組
合で策定した「知多南部地
域ごみ処理基本計画（平成
28 年 8 月）」に基づき設定
しております。 

 (2)都市計画対象事業の位置に関すること（計 4 意見） 

○2  都市計画対象事業の内容 p.4 
面積が約 5.0ha としているが、あまりにも広大である。計
画施設の配置図 p.10 でも、ごみ焼却施設、破砕施設、管理
棟という必要な建物は敷地東半分で納まり、敷地の西側は
「進入路、待避場等」と称して膨大な敷地が確保されてい
る。環境影響評価手続きも終わらず、都市計画決定もされ
ていない土地を先行取得している上に、このように過大な
面積とするのは再検討すべきである。ちなみに現在の常滑
武豊衛生組合の敷地面積は 150 トンで 19,764m2、知多南部
衛生組合は 112.5 トンで 67,609m2、半田市は 150 トンで
48,623m2(地域計画 p.37)、名古屋市の猪子石工場は 600 ト
ンで 21,825m2、鳴海工場は 530 トンで 30,027m2 であり今回
の計画が過大であることが理解できる。 
 

事業実施区域の約 5.0ha
（50,000m2）は、臨海地域と
して既に整備された一定の
区画であること、周辺道路
が渋滞しないよう、搬入車
両の待機所として利用する
ことも想定していることか
ら、適切なものと考えてお
ります。 

○3  選定経緯 p.4 
「半田市の建設予定地と代替候補地 3 箇所(常滑市地内、武
豊町地内及び南知多町地内)について、土地利用環境面、用
地買収面及び経済面から比較検討した。比較検討した結果
は表 2.2-1 に示すとおりであり、構成市町 2 市 3 町の首長
より武豊町地内の区域のみが代替地になりうるという合意
を得た」p.4 とあるが、検討結果の表で、武豊町が 90 点で
1 位、半田市が 81 点、常滑市が 75 点、南知多町が 69 点と
順位はあり、武豊町が も適切であるということは分かる
が武豊町のみが代替地になりうると判断できる材料はな
い。それ以外の要因があるのか。そうでなければ「武豊町地
内の区域のみが代替地になりうる」の表現は修正すべきで
ある。 
 

半田市の建設予定地と代
替候補地 3 箇所について、
環境面、用地買収面、経済
面から比較検討した結果、
武豊町地内の区域のみが代
替地になりうると判断し、
選定しております。 
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表 4.2-1(2) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○4  選定経緯 p.4-5 
選定経緯が記述されているが、その後の用地購入交渉で
2015.4.3 に住民監査請求がされている事実、その請求理由
等を次のように明記すべきである。 
「知多南部広域環境組合が建設を予定している知多南部広
域環境センター整備事業は、①都市計画決定がされていな
い。②十分な土壌汚染調査をせず、③施設計画が決まって
おらず必要な面積が分からない段階で、用地購入をするこ
とは不当契約で背任行為である。環境影響評価の実施をし
てから土地を購入することが一般的である。このため用地
購入費用の支出をしてはならない。これらの知多南部広域
環境組合の所為は、地方自治法 2 条 14 項が「 少経費で
大の効果を挙げるべき」ことを求め、地方財政法 4 条 1 項
が「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必
要且つ 小の限度をこえてこれを支出してはならない」と
定めていることに反するものであり、違法・不当な状態で
の財務上の各支出をしてはならない。」出典(住民監査請求
書 2015 年 4 月 3 日の概要)http://www.chitananbukouiki. 
server-shared.com/kansaseikyuu.pdf 
 

用地取得に対し、住民監
査請求がなされたことは承
知しております。 

○5  選定経緯 p.5 
「土地利用環境面、用地買収面及び経済面から比較検討し
た。比較検討した結果は表 2.2-1 に示すとおり」p.4 とあ
り、「表 2.2-1 半田市の建設予定地と代替候補地 3 箇所の比
較検討の結果」では、常滑市の候補地だけが所在地と現況
図が空白となっている。これらを空白にする理由ぐらいは
注記すべきである。 
 

地権者が個人であり、個
人情報の保護のため現況図
は空欄としております。な
お、環境影響評価準備書（以
下、「準備書」という。）で
は、その旨を注記しており
ます。 

 (3)都市計画対象事業の諸元に関すること（計 17 意見） 

○6  p.8（４）都市計画対象事業の諸元 表 2.2-2 処理能力
283t/日 2 炉としているが炉の定期点検・整備、余熱利用
効率の点から 3 炉にすべきであると「配慮書」で意見を提
出した。この意見は、3 炉で実際運転を行っている事業所で
の意見である。2 炉と 3 炉のトータルコスト、ランニングコ
ストの比較結果を公表すべきである。 
 

「計画段階環境配慮書
（平成 26 年 12 月）」で都市
計画決定権者の見解として
示すとおり、炉数の設定は、
構成市町 2 市 3 町及び関係
する 2 組合（常滑武豊衛生
組合、知多南部衛生組合）
により検討した結果、連続
運転の持続性、定期整備の
容易性、建物の大きさ、経
済性等を総合的に勘案し、
2 炉構成が 適であると判
断しております。 

○7  計画施設の諸元 p.8 
処理能力 283t/日(141.5t/日×2 炉)とあるが、2 炉にする
根拠を明記すべきである。配慮書に対する意見「処理能力
283 トン/日(141.5 トン×2 炉)では、定期点検、余熱発電の
定量発電の確保、安定した連続焼却などを考えると 3 炉建
設運転することで炉の余裕率の引き下げも可能となるので
再検討が必要である。」に対し、都市計画決定権者の見解は
「炉数の設定は、構成市町(2 市 3 町)及び関係する 2 組合
(常滑武豊衛生組合、知多南部衛生組合)により検討した結
果、連続運転の持続性、定期整備の容易性及び建物の大き
さ等を総合的に勘案し、2 炉構成が 適であると考えてい
ます。」とあるが、連続運転の持続性、定期整備の容易性に
ついては 3 炉のほうが有利であるし、建物の大きさに至っ
てはこれだけ広大な敷地を購入するのだから面積的な問題
は全くない。この見解はもっと真剣に科学的に再検討すべ
きである。 
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表 4.2-1(3) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○8  p.8（４）都市計画対象事業の諸元 表 2.2-3 焼却するご
み質から、発生する SOx、NOx、灰分を明確に記載すべきで
ある。 

方法書の表 2.2-3 は、焼
却する計画ごみ質の内容に
ついて記載したものです。

準備書では、既存焼却施
設の実績等を勘案して平成
29 年 3 月に作成した知多南
部広域環境組合ごみ処理施
設整備計画をもとに表示し
ております。 

○9  p.8（４）都市計画対象事業の諸元 表 2.2-4 破砕設備の
諸元を明確にすべきである。(装置の処理規模、騒音、振動
など)（同趣旨意見が他に 1 意見） 

破砕設備の処理方式、規
模については、準備書 p.2-
7（表 2.2-1）に記載してお
ります。 

○10  p.11（ア）事業の規模 施設規模の処理量 283t/日の結論が
記載されているが、今後の 2 市 3 町の人口動向、ごみ減量
計画(H29 年度の排出量)、事業系のごみ排出量、事業数等に
ついて平成 29 年度ではなく、焼却炉稼働予定の平成 34 年
度の目標値を明確にすべきである。事業系ごみのうち、大
企業の事業ごみ量を明確にし、それに対応する料金の設定
をするか、自家処理とすべきである。 

・意見番号①に同じ。 

○11  事業規模（処理能力）p.11 
「ごみ焼却施設の処理能力は、2 市 3 町で策定した「知多南
部地域循環型社会形成推進地域計画第二期(平成 25 年 12 月
一部変更)」(以下「地域計画」という。)に基づき設定した。
… 終年度(平成 29 年度)において焼却する年間処理量
76,286t/年を採用した。…76,286t/年/365 日/(280 日/365
日)/O.96=283t/日の処理能力」とあるが、基にした地域計
画の結論だけではなく、焼却施設の処理能力を導いた、一
人当たり排出量(実績 239→目標 195kg/人)、人口(262,698
→目標不明)、家庭系排出量(72,126→65,225 トン)、1 事業
所当たり排出量(2,1→1.9 トン/事業所)、事業所数(不明→
不明)、事業系排出量(30,059→27,780 トン)、合計排出量
(102,185→93,006 トン)のそれぞれの現状及び目標につい
て設定根拠を含めて、追加記載し、処理能力の再検討をす
べきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○12  事業規模（処理能力）p.11 
処理能力の元となった地域計画では、H22 年度実績の家庭
系排出量 72,126 トンを一人当たり排出量 kg/人で割ると人
口が計算できて、約 30.2 万人となる。同様に H30 年度目標
では 65,225/195/1000=約 33.4 万人と、人口は増えること
になっているが、このようなあり得ない人口推計で焼却施
設の処理能力を決めるべきではない。将来人口を見直して、
それに見合った家庭系からの排出量を下方修正して処理能
力を削減すべきである。 
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表 4.2-1(4) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○13  事業規模（処理能力）p.11 
将来人口はどんどん減少するのが全国の傾向である。将来
人口の減少を加味したかどうかを、整備目標の平成 30 年度
とその後の施設稼働期間で具体的に示すべきである。 
根拠となる地域計画 p.7 では 2 市 3 町の排出量について、
現状(平成 22 年度)と目標(平成 30 年度)の値が示してある
が、排出量の約 7 割を占める家庭系で見ると、国、県等の
各種計画の基礎資料としてよく用いられている「国立社会
保障・人口問題研究所」の H25 年 3 月推計によれば、2010
年(平成 22 年度)の 2 市 3 町の合計で 5 年ごとに毎年減少
し、2010 年に比べ 2020 年(平成 32 年度)には 98％、2030 年
(平成 42 年度)には 94％にまで減少すると推計されている。
（グラフ割愛） 
 
 
 
 
 
 
 
この推計に基づき、一人当たりの排出量 239kg/人が 195kg/
人(2018 年)と 82％に減少することを正しいとしても、人口
が 2020 年には 98％に減少すると、家庭系排出量は 0.82×
0.98=0.80 倍で、72,126×0.80≒57,700 トンでも十分対応
できる。それを 65,225 トンと年間 7,500 トンも過大に見積
もっていることになる。つまり、事業系排出量は正しいと
しても、76,286t/年/365 日/(280 日/365 日)/0.96=283t/日
の処理能力は (76,286-7,500)t/年 /365 日 /(280 日 /365
日)/0.96=258t/日でいいことになる。その後の施設稼働期
間は人口減少が続き家庭系排出量はさらに減少するはずで
ある。 
なお、「あいちビジョン 2020」(2014.3)でも、国立社会保障・
人口問題研究所の推計を用いて、図のように、「2015 年の
747 万人をピークに人口が減少に転じ、2020 年には 744 万
人、2030 年には 721 万 3 千人にまで減少すると見込まれて
いる。」と、この事実を公式に明らかにしている。 
出典 あいちビジョン 2020(2014.3)p1,p3   
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000070/7
0467/bijyon1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

・意見番号①に同じ。 

  

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H32/H22 H42/H22

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2,040
半田市 118,828 119,858 119,579 118,373 116,530 114,187 111,405 1.01 0.98
常滑市 54,858 54,621 53,855 52,784 51,505 50,095 48,629 0.98 0.94
武豊町 42,408 43,101 43,202 42,907 42,339 41,578 40,720 1.02 1
南知多町 20,549 19,115 17,773 16,385 15,024 13,722 12,441 0.86 0.73
美浜町 25,178 24,193 23,237 22,181 21,109 20,018 18,854 0.92 0.84

計 261,821 260,888 257,646 252,630 246,507 239,600 232,049 0.98 0.94
出典　国立社会保障・人口問題研究所 H25年3月推計http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/6houkoku/houkoku_5.pdf
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表 4.2-1(5) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○14  事業規模（処理能力）p.11 
この地域計画 p7 では 2 市 3 町の排出量について、現状(平
成 22 年度)と目標(平成 30 年度)の値が示してあるが、排出
量の約 7 割を占める家庭系で見ると、一人当たりの排出量
239kg/人が 195kg/人に減少するという具体的な根拠が示さ
れていない。 
地域計画の後半(p.12～p23)に、施策の内容として、市町毎
の発生抑制・再使用の推進が掲げられている。例えば武豊
町は、①ごみ原料化、資源化の推進(プラスチック・紙製容
器の分別回収)、②ごみの有料化、③環境教育、④普及啓発
(レジ袋有料化)、⑤リユースの促進(不要品の物々交換)、
⑥堆肥化事業の推進(草、植物残渣の堆肥化)、⑦補助(生ご
み堆肥容器等の購入)、⑧収集体制の変更(家庭雑紙の資源
回収化)、⑨粗大ごみの解体選別資源化事業(破砕機での鉄
分回収を手選別に)、⑩不燃物分別委託事業化(手選別で回
収量向上)、⑪容器包装の回収率向上(啓発強化)、⑫資源回
収拠点の整備(町東部にも拠点整備)、⑬使用済み家電の分
別回収事業と多くの事業を掲げているが、いずれも定性的
な表現だけである。 
それぞれの施策ごとに排出量をどれだけ削減するかの目標
量を示し、一人当たりの排出量 239kg/人が 195kg/人に減少
するという具体的な根拠を示すべきである。 
 

・意見番号①に同じ。 

○15  事業規模（ごみ処理量・実績）p.145(表 3.2-64 各市町にお
けるごみ処理の状況(平成 24 年度) 
構成市町におけるごみ処理合計量の推移で見ると、総排出
量は平成 23 年度を除く、毎年減少してきている。また、焼
却処理量は平成 20 年度 88,022 トン、平成 21 年度 85,656
トン、平成 22 年度 83,936 トン、平成 23 年度 82,870 トン、
平成 24 年度 81,974 トンと確実に毎年減少してきている。
将来的にこの焼却量が増加することはほとんどあり得な
い。焼却能力の再検討が必要である。 
この点に関しては、配慮書への知事意見でも「ごみ処理量
が減少傾向で推移していることなどを踏まえ、必要に応じ
て施設の処理能力の検討を行い、その結果を事業計画に反
映させていくこと。」とあり、都市計画決定権者の見解で「今
後、 新データ等に基づき、計画施設の処理能力の検討を
行い、その結果を事業計画に反映させます。」p.174 とし、
「今後「知多南部地域ごみ処理基本計画(平成 18 年 10 月)」
の見直しと合わせて、 新データにより処理能力を算定し
直す予定である。」p.11 としながら、方法書段階では事業計
画の中心となる焼却能力については何の変更もないままで
ある。 
 

○16  事業規模（処理能力）p.11 
「なお、今後「知多南部地域ごみ処理基本計画(平成 18 年
10 月)」の見直しと合わせて、 新データにより処理能力を
算定し直す予定である。」とあるので、今までの処理能力に
関する問題点、特に将来人口と一人当たり排出量の減少を
慎重に検討し、過大な処理施設とならないよう、誰もが納
得できる処理能力とされたい。 
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表 4.2-1(6) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○17  p.11（イ）稼働実績が多いストーカー方式、焼却灰は民間リ
サイクル又は埋め立て処分を採用すると決定している。 
＜処理方式の決定＞で①安全で安心な施設、②環境に配慮
した施設、③循環型社会及び低酸素社会形成の拠点となる
施設。④費用対効果を考慮した施設を評価項目として、ス
トーカー方式＋民間リサイクル・埋め立て処分を直接溶融
方式を評価した上で決定しているが、そもそも、評価項目
として取り上げることに問題がある。直接溶融方式は集約
化する当初においては処分場の不足から減容化が持ち上げ
られたが、莫大な追加エネルギーが必要なことから現在で
はほとんど対象となっていない方式である。このような理
由から検討対象には不適格である。（一部企業城下町では取
り入れている自治体等も見受けられるが） 
 

処理方式の決定に至る経
緯については、準備書 p.2-
13～p.2-17 に記載してお
ります。 

○18  処理方式 p.11 
「処理方式は、全国で数多くの安全で安定した稼働実績を
有するストーカ方式を、焼却灰等は民間でリサイクル又は
埋立処分を採用する。」とあるが、この方法書の段階で焼却
灰の処理方法が決まっていないのでは、環境影響評価の調
査項目の是非も検討できない。なお、文章からは埋立処分
も民間に任せるとも読み取れるが、自前の埋立処分場はな
いのか。すぐ南側に、一応民間の公益財団法人愛知臨海環
境整備センターの埋立処分場があるが、ここを想定してい
るのか。埋立期限や埋立量の制限はないのか。 
 

焼却灰については、計画
施設稼働時の社会情勢、地
域特性を考慮しながら、資
源としての有効利用を検討
しますが、当面は、埋立処
分を実施することとして準
備書を作成しております。

○19  p12 ウ（イ）排水計画 プラント排水のうち、有害物質を
含むおそれのある排水は、処理施設内の炉内噴霧等により
再利用するクローズドシステムとする。としているが未来
永劫循環できるとは考えられない。 終処分方法を記載す
べきである。 

炉内噴霧された排水につ
いて、有機物は熱分解され
るとともに、水分は排ガス
中に蒸気発散します。また、
無機物は焼却灰又はばいじ
んの一部となります。 
 

○20  廃棄物運搬車両の主な走行ルート p.13 
廃棄物運搬車両の主な走行ルート図が示されているが、こ
れはごみ収集経路だけではないのか。燃え殻、ばいじんな
どの焼却処理により発生する廃棄物の運搬経路を行き先と
ともに示すべきである。 
 

環 境 影 響 評 価 方 法 書
p.13（図 2.2-5）に示しまし
た廃棄物運搬車両の主な走
行ルートには、焼却灰等の
搬出車両も含んでおり、準
備書 p.2-26（図 2.2-12）に
記載しております。 
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表 4.2-1(7) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○21  p.13 図 2.2-5 廃棄物運搬車両の主な走行ルート 町内全
体の走行ルートを示すべきである。南北に長い常滑市から
町内に入るルート、美浜・南知多から町内に入るルートも
明確にすべきである。 
 

廃棄物運搬車両が集中す
る道路を、廃棄物運搬車両
の主な走行ルートとして環
境影響評価方法書 p.13（図
2.2-5）に示しております。
なお、常滑市からは臨港道
路の北部から、美浜町及び
南知多町からは国道 247 号
の南部からそれぞれ事業実
施区域に入るルートを想定
しております。 

○22  廃棄物運搬車両の主な走行ルート p.13 
配慮書への意見「廃棄物運搬車両の主な走行ルートは、臨
港道路のみではなく、町内全域について記入すべきであ
る。」p.170 とあるが、検討結果で「廃棄物運搬車両が集中
する主要幹線道の臨港道路の区間を表示しています。」と根
拠も示さずに臨港道路の区間と繰り返しているが、もっと
真剣に科学的に再検討すべきである。臨港道路はそもそも
の交通量も多く、廃棄物運搬車両が走行してもそれほどの
影響は与えない。心配なのは、西側の内陸部への交通量も
少ない細街路である。この図では県道 72 号(古場武豊線)と
県道 272 号(大谷富貴線)の 2 本しか示してないが、これ以
外に収集車が走行する道路はないのか。例えば県道 72 号
(古場武豊線)の南側 800m の武豊小鈴谷線(金下交差点)は
通過しないのか。その南側、武豊川脇、里中、武豊廻間(県
営廻間住宅の角)、東大高の交差点は右折、左折はないのか。
予測評価地点を検討するための重要な要素であるため正確
に記載すべきである。なお、地元住民が理解しやすいよう、
地図上に県道 272 号などの県道・町道番号、大谷富貴線な
どの具体的路線名、交差点名を記載すべきである。 
 

 (4)配慮書の複数案から単一案に絞り込んだ検討の経緯及びその内容に関すること（計 2 意

見） 

○23  p.14（５）ア 配慮書の複数案から単一案に絞り込むこと
にしたとあるが、中山名古屋共同火力では、煙突高さ 60m を
大気質の 高到達濃度地点を遠くにするため(特に。夏の風
向きを考慮して)80m としている。民間に要求しつつ、景観、
大気質をクリアするのみの比較で 59m 案を採用することに
は問題がある。煙突高さは 80m としより安全性を高める方
式を採用すべきである。 
 

環 境 影 響 評 価 方 法 書
p.16 に記載したとおり、計
画段階環境配慮書において
設定した複数案から単一案
に絞り込み、適切な計画案
を選定しております。 

○24  配慮書の複数案 p.14 
配慮書では、煙突の高さを 59m と 80m、施設の配置を東より
と西よりのそれぞれの場合の 4 ケースで大気質と景観につ
いて予測をして比較検討をしているが、子供だましの配慮
書であり、数値計差をするまでもなく、大気濃度と 大濃
度着地距離はほとんど同じ、景観は見る位置にもよるが、
武豊町交流センターからは離れている東側のほうが影響は
少ないことは明らかである。配慮書で本来検討すべきこと
は、処理施設の位置、処理能力などの基本的事項である。
 

 (5)都市計画対象事業に係る工事計画の概要に関すること（計 3 意見） 

○25  p.18 ウ 工事作業・時間帯等 作業時間は平日及び土曜
日の午前 8 時から午後 5 時とし、夜間及び日曜日・祝日の
作業は実施しないことを原則とする。との記載、労働時間
は週当たり 40 時間であり、40 時間を超えて作業を行うこ
とは原則から外れている。週 40 時間とすべきである。 
 

工事の実施に当たって
は、工事受注者に対し、関
係法令を遵守するよう指導
してまいります。 
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表 4.2-1(8) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○26  工事計画 p.18 
工事作業時間帯等として「作業時間は、平日及び土曜日の
午前 8 時から午後 5 時までとし、夜間及び日曜日・祝日の
作業は実施しないことを原則とする。」とあるが、これは騒
音規制法、振動規制法で定められた特定建設作業の規制基
準を書いただけであり、当然遵守すべき事柄である。武豊
町内は歩道もないような細街路が多く、通常の特定建設作
業の作業時間帯規制(午前 8 時から午後 5 時まで)を守るだ
けではなく、通学時間帯を避けるよう事業者で可能な対策
をとるべきである。 
 

工事の実施に当たって
は、工事受注者に対し、指
定通学路や通学時間帯に配
慮した工事用資材等運搬車
両の運行計画を立案するよ
う指導してまいります。 

○27  p.19 工事用資材等運搬車両通行ルート 図 2.2-9 堀川
北交差点と富貴駅東交差点より西側ルートに延長を記載す
べきである。 

工事用資材等運搬車両が
集中する道路を、工事用資
材等運搬車両の主な走行ル
ートとして準備書 p.2-29
（図 2.2-15）に記載してお
ります。 
 

 (6)事業計画策定時における環境配慮事項に関すること（計 9 意見） 

○28  p.20（７）（ア） a 事業計画における環境配慮事項 b 建
設機械の対策 低公害車、より低公害型の建設機械を可能
な限り使用するとあるが、どのように担保していくのか明
確にすべきである。 

工事の実施に当たって
は、工事受注者に対し、可
能な限り低公害型の建設機
械を使用するよう指導して
まいります。 
 

○29  d 土壌汚染対策 環境評価の手続きとは別に土壌汚染調
査を実施する。調査の詳細は今後、実施する詳細設計、工法
の検討結果を踏まえて決定。と記載されているが、調査結
果に基づいて詳細設計、工法の検討をすべきである。 

土壌調査等の結果を踏ま
え、必要に応じて、施設の
設計、工法の再検討を行い、
工事に先立ち詳細な汚染調
査を実施し、汚染土壌の拡
散防止を図ってまいりま
す。 
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表 4.2-1(9) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○30  事業計画策定時における環境配慮事項 p.20 
土壌汚染対策として「事業実施区域北側の隣接地で土壌汚
染が確認されていることを考慮して、掘削、盛土等の土工
事に先立って、環境影響評価の手続きとは別に土壌汚染調
査を実施する。調査の詳細は、今後実施する施設の詳細設
計、工法の検討結果を踏まえて決定し、調査結果は、環境影
響評価の手続きにおいて公表する。」とあるが、土工事に先
立って土壌汚染調査を実施するのは土壌汚染対策法で定め
られていることであり当然であるが、その調査を「環境影
響評価の手続きとは別に」行うのは環境影響評価の主旨を
ないがしろにするものである。第 7 章の評価の手法のうち
土壌環境・工事の実施で 1 地点だけに限定している現地調
査 p.216 を、土壌汚染対策法で定められた 100m2 に 1 点な
ど精密な調査に変更すべきである。 
また、調査は環境影響評価の手続きとは別にして、調査結
果は環境影響評価の手続きにおいて公表するというのは矛
盾している。更に土壌汚染調査結果を公表するだけではな
く、環境影響評価手続きの中で、環境保全対策等に活用す
るべきである。 
なお、この事業が適用される愛知県環境影響評価条例第 25
条では対象事業の実施の制限等として、 終の評価書の公
告を行うまでは、「対象事業を実施してはならない。」と明
記されている。 
 

方法書で示した現地調査
に加えて、地質・土壌調査
を行い、準備書にも掲載し
ております。現地調査の結
果、土壌汚染及び地下水質
の環境基準超過が確認され
たため、汚染の拡散防止の
ための応急措置の実施並び
に県、武豊町と連携して周
辺井戸所有者への周知を行
っております。 

土壌汚染については、工
事の実施に先立ち、詳細な
調査を行い、汚染の除去等
の適切な保全措置を講じて
まいります。 
 

○31  排ガス対策 p.21 
「排出ガス処理施設を設置し、適切に管理することにより、
排ガス中の大気汚染物質の除去を図る。また、燃焼温度、ガ
ス滞留時間等の管理による安定燃焼の確保に努め、ダイオ
キシン類の再合成防止及び除去、定期的な調査を実施して、
適正に管理する。」とあるが、定期的な調査までは廃棄物処
理法で定められたことであり、事業者が当然守るべきもの
である。実はこの他に、平成 22 年 5 月 19 日に改正公布さ
れた廃棄物処理法第 8 条の 3 で定められた重要な公表項目
が抜けている。環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
長からの技術的助言として「設置時に告示及び縦覧等の手
続が必要である焼却施設や 終処分場等の廃棄物処理施設
の設置者又は管理者は、当該施設の維持管理に関する計画
及び維持管理の状況に関する情報について、インターネッ
トの利用その他の適切な方法により公表しなければならな
いこととした。」とある。この規定をどう守るかも明記すべ
きである。 
 

維持管理に関する情報に
ついては、本施設における
排出ガス濃度の測定状況を
含めてインターネット等を
利用して、適切に公表する
こととしております。 

○32  廃棄物運搬車両の対策 p.21 
「廃棄物運搬車両は、低公害車( 新規制適合車、低燃費車
両等)を可能な限り使用する」とあるが、これぐらいは 2 市
3 町の意志で決定できるのだから、「可能な限り」という限
定は削除すべきである。例えば名古屋市の富田工場(焼却施
設更新)の環境影響評価書 p.163 では「ごみ収集車の更新に
あたっては低公害車を導入する」と明記されている。 
 

構成市町に対し、廃棄物
運搬車両の更新の際には、
低公害車の導入を促進する
よう求めてまいります。 
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表 4.2-1(10) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○33  排水対策 p.21 
「雨水の再利用については、今後実施する施設の詳細設計
時において検討する」とあるが、このままでは、雨水は未処
理で既設排水管から東側海域に放流することになるので、
場内の油、収集車からこぼれたごみによる有害物、無風時
に滞留した排ガスから地表面に吸着したダイオキシン類が
雨水により放流される恐れがあるため、雨水を再利用する
こととし、準備書の段階で明確にすべきである。 
 

場内からの油やごみ等に
ついては、建物内及び洗車
場等で留まるようにし、雨
水によって流出しないよう
に努めてまいります。 

○34  p.22（７）（イ）e 緑地の確保 みどりを増やし、周辺環境
との調和等、環境への配慮を図るため積極的に設けること
とし、と記載されている。周辺の土地利用では 30％を確保
している。施設の規模等から考えて 30％以上の緑地の確保
をすべきである。 
 

緑地の確保については、
今後実施する施設の配置計
画等において十分確保でき
るよう検討してまいりま
す。 

○35  緑地の確保 p.22 
「緑地帯は…積極的に設けることとし、屋上緑化や壁面緑
化についても検討する。」とあるが、法で定められた緑地率
以上の具体的な目標値を示すべきである。 
 

○36  p.22（７）（イ）g エネルギー等の有効利用 p.11 焼却灰
の処理法は、今後の社会動向を踏まえながら民間リサイク
ルを推進するのか、埋め立て処分するのか検討を進める。
としているが検討内容を具体的に記載すべきである。 
 

意見番号○18 に同じ。 
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表 4.2-1(11) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

２．都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況に関する意見（計 22 意見） 

 (1)自然的状況に関すること（計 5 意見） 

○37  p.29 イ 大気質 表 3.1-2 大気汚染測定局等の測定項目
住民要望として微小粒子状物質(pM2.5)の測定を実施すべ
きであるという要望がある。検討する具体的内容を記載す
べきである。（同趣旨意見が他に 1 意見） 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により地域
の大気質について記述した
もので、調査範囲における
既設の大気汚染常時監視測
定局では、微小粒子状物質
の測定は実施されておりま
せん。 

なお、方法書 p.184（表
7.2-1(1)）及び p.185（表
7.2-1(2)）に記載のとおり、
事業実施区域内において、
微小粒子状物質の現地調査
を実施しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-16（表 8.1-16）に記
載しております。 
 

○38  p.38（２）騒音に係る環境の状況 ア 事業実施区域及び
周辺において、環境騒音の調査は実施されていない。実施
すべきである。 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により地域
の環境騒音の状況を記述し
たものです。 

なお、方法書 p.201（図
7.2-2(1)）に記載のとおり、
事業実施区域敷地境界 4 地
点において、環境騒音の現
地調査を実施しておりま
す。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-2-7（表 8.2-7）に記載
しております。 
 

○39  p.38（２）イ 自動車騒音 2 地点とも要請限度を下回って
いる。としているが、公共事業を実施するに当たっては環
境基準で事業等を進めるべきである。 
注 2)に記載されている通り、例外規定である。 
自動車騒音測定は運搬車両が主に通行する臨港道も実施す
べきである。 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により地域
の自動車騒音や道路交通振
動の状況を記述したもので
す。 

なお、方法書 p.202（図
7.2-2(2)）に記載のとおり、
臨港道路においても道路交
通騒音、振動の現地調査を
実施しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-2-8（表 8.2-8）及び
p.8-3-7（表 8.3-8）に記載
しております。 
 

○40  p.39（３）振動に係る環境の状況 自動車騒音と同様に、環
境基準で進めるべきである。臨港道路での測定を実施すべ
きである。 
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表 4.2-1(12) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○41  土壌汚染 p.60 
「平成 26 年 10 月に、事業実施区域北側の隣接地で、カド
ミウム、鉛、ふっ素及びほう素による土壌汚染が確認され
たが、汚染原因は特定されていない。また、地下水への汚染
は確認されていない。」とあるが、この情報はどのように入
手したのか、出典を明らかにすべきである。 
通常の土壌汚染は愛知県環境部が報道発表をしているが、
この件については報道発表はせず、ホームページに掲載だ
けしている「愛知県における平成 26 年度の土壌・地下水汚
染一覧」で該当しそうな情報を確認すると、2014.10.14 中
山名古屋共同発電(武豊町一号地 1 ノ 5)の土壌から基準値
を超える汚染物質を検出、とあり、その内容の一部しか掲
載されていないが、それでも鉛(含有量)が 34000mg/㎏で基
準の 150 ㎎/kg の 200 倍を超えるという異常な事態である。
出典 愛知県における平成 26 年度の土壌・地下水汚染一覧
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000049/4
9585/26dojouichiran.pdf 
また、汚染原因は特定されていないからこそ、隣接地から
の影響は無いのか判断するために、土壌汚染の項目毎の具
体的値、環境基準の何倍か、汚染範囲はどの程度か、その深
さなどを記載しないと方法書に対する意見が出せない。土
地の購入先が中山名古屋共同発電であるから、その詳細は
入手できるはずである。 
 

事業実施区域北側隣接地
の土壌汚染は、平成 26 年 10
月 14 日付けの愛知県公表
資料「土壌汚染に係る報告
について」により確認して
おります。 

 (2)社会的状況に関すること（計 17 意見） 

○42  p.81 ３－２（１）ア 人口及び産業の状況 ア 人口(イ)
人口総数及び世帯数の推移 p.82 表 3.2-2 人口は 6 市町
とも数百人程度の増滅はあるものの、過去 5 年間に大きな
変化はみられない。世帯数についても目立った変動は見ら
れない。と記載されているが数百人程度の増減と大きな変
化はないとの評価であるが、人口 10 万人の市と 2 万人の町
の絶対数の比較ではなく増減比率もみるべきである。将来
的にみて、人口減少は避けられないのは明らかであり、平
成 25 年度以降の人口推計も行い記載すべきである。この人
口推計の精度が焼却施設の規模に大きな影響を与えること
からしっかりとした推計をすべきである。（同趣旨意見が他
に 1 意見） 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により人口
及びその推移を記述してお
ります。 

○43  p.83 イ（ア）産業 事業所数 武豊町の産業分野別事業
所数の推移は記載されているが、将来の推計については何
も記載されていない。事業所の規模別、従業員数別の事業
所数及びごみの発生量推計を記載すべきである。推計がな
ければ処理施設規模は決められないことになる。（同趣旨意
見が他に 1 意見） 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により事業
所数及び推移を記述してお
ります。 
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表 4.2-1(13) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○44  p.95 ア 道路 自動車交通量の状況は表 3.2-15 に示す
とおりとあるが、自動車通行量調査が臨港道路では行われ
ていない。旭硝子(株)前まで延長され自動車通行量は大幅
に増加している。実態調査をすべきである。 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により地域
の自動車交通量等の状況を
記述しております。 

なお、方法書 p.202（図
7.2-2(2)）に記載のとおり、
臨港道路においても自動車
交通量の現地調査を実施し
ております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-54 ～ p.8-1-56 （ 図
8.1-36）に記載しておりま
す。 
 

○45  交通の状況(道路) p.95 
「事業実施区域及びその周辺には、自動車専用道路南知多
道路、一般国道 247 号、主要地方道半田南知多線及び一般
県道半田環状線が南北に通っている。また、東西軸として
は、主要地方道武豊小鈴谷線、一般県道古場武豊線及び大
谷富貴線が通っている。… も交通量が多い地点は、一般
県道半田環状線」とあるが、自動車交通量の状況は 3 地点
(主要地方道武豊小鈴谷線、一般県道大谷富貴線、一般県道
半田環状線)しかない。一般国道 247 号など、その他の地点
の交通量は出典の「平成 22 年度 全国道路・街路交通情勢
調査 交通量調査表」にないのか。例えば区間番号 11800 は
大谷富貴線～武豊港線、武豊港線～武豊小鈴谷線で 11,715
台/12 時間ある。 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により地域
の主要道路の交通の状況を
記述しております。 

なお、方法書 p.202（図
7.2-2(2)）に記載のとおり、
国道 247 号においても自動
車交通量の現地調査を実施
しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-54 ～ p.8-1-56 （ 図
8.1-36）に記載しておりま
す。 

○46  p.103（７）環境保全を目的とする法令等により指定された
地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容とその他
環境保全に関する施策の内容 
ア公害関係法令等 (ア)環境基準 ア a 大気汚染に係る
環境基準 b 騒音に係る環境基準 事業実施区域は工業専
用地域であることから類型指定はない。と記載されている
が、近隣住宅地域に係る環境基準を適用すべきである。 

ご意見を頂戴しました箇所
は、既存資料により環境保
全を目的とする法令等によ
り指定された地域などを記
述しております。 

準備書では、予測及び評
価を行う際の環境基準の地
域類型のあてはめは、予測
地点に応じて実施しており
ます。 
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表 4.2-1(14) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○47  大気汚染に係る規制 p.ll1～ 
大気汚染に係る規制として、硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸
化物、塩化水素、ダイオキシン類の 5 項目だけが掲げられ
ているが、水銀についても「大気汚染防止法の一部を改正
する法律」案が 2015 年 6 月 17 日に可決成立、6 月 19 日に
公布され、水銀排出施設に係る届出制度、水銀等に係る排
出基準の遵守義務等が追加され、順次規制基準値が定めら
れていくこと、それに対応する対策をとることは当然であ
り、それ以上の対策をとるために、水銀規制の 新状況を
明記すべきである。 
なお、準規制値として、東京都の例も記載すべきである。東
京都 23 区内の一般廃棄物焼却施設(清掃工場)を管理する
東京二十三区清掃一部事務組合は、清掃工場排ガス中の水
銀濃度の自己規制値等として、0.05 ㎎/m3N を定めている。
平成 22 年から 23 年にかけて、排ガス中の水銀濃度が自己
規制値等を大幅に超えたために、ごみ焼却を停止し、多く
の時間と費用をかけてごみ焼却設備の復旧にあたった事態
が発生した。この排出口での水銀濃度は、労働安全衛生法
に基づく水銀及びその無機化合物の作業環境評価基準の管
理濃度(管理濃度)である 0.05 ㎎/m3N としていたが、2005 年
からは、労働安全衛生法に基づく管理濃度は、0.025 ㎎/m3N
に改正されていることも参考とすべきである。 
 

方法書においては、公害
関係法令等の状況は、平成
27 年 2 月時点で施行されて
いる状況に基づき作成して
おります。 

一方、準備書においては、
平成 29 年 3 月時点で施行
されている状況に基づき作
成しております。 

ご意見の水銀に関する大
気汚染防止法の一部改正に
関しては、平成 28 年 9 月に
施行規則の改正が行われ、
水銀の排出基準等が設定さ
れましたので、その内容に
ついて準備書 p.3-102（表
3.2-33）に記載しておりま
す。 

○48  p.116（ｂ）自動車 ごみ運搬車両 建設機械の低公害車型
の利用が記載されているが、表 3.2-33 の記載車両が、p.20
（７）（ア）に適合する車両であるか明記すべきである。 

ご意見を頂戴しました箇
所は、既存資料により武豊
町を含めた規制地域におい
て適用される自動車からの
窒素酸化物及び浮遊粒子状
物質の排出基準を記載して
おります。 
 

○49  p.117 ｂ 騒音に係る規制 (以下「要請限度」という)が
定められている。表 3.2-34 特定工場等に係る騒音の規制基
準中の第 3 種を少なくとも適用すべきである。 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、地域の社会的状況を
把握する一環として、特定
工場等並びに特定建設作業
に係る騒音の規制基準を記
載しております。 

○50  p.118（ｂ）③地域の基準の適用ではなく①ないし②を適用
すること。夜間工事は明確に否定すべきである。 
 

○51  p.118（ｃ）自動車騒音の要請限度 表 3.2-36 自動車騒音
に係る要請限度 規制値と要請限度はダブルスタンダード
である。公共性の高い事業においては要請限度規制を適用
せず、規制値で進めるべきである。表 3.2-36 に規制値も記
載すべきである。（同趣旨意見が他に 1 意見） 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、地域の社会的状況を
把握する一環として、自動
車騒音に係る要請限度を記
載しております。 

○52  p.119 c 振動に係る規制（ａ）特定工場等の規制基準 表
3.2-37 第 1 種下段の基準を適用すべきである。 

ご意見を頂戴しました箇
所は、地域の社会的状況を
把握する一環として、特定
工場等の振動の規制基準を
記載しております。 
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表 4.2-1(15) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解

○53  p.121（ｂ）表 3.2-38 特定建設作業に係る振動の規制基準
③ではなく①、②を適用すべきである。 

ご意見を頂戴しました箇
所は、地域の社会的状況を
把握する一環として、特定
建設作業に係る振動の規制
基準を記載しております。
 

○54  p.121（ｃ）道路振動の要請限度 要請限度ではなく、表 3.2-
37 第 1 種下段の基準を適用すべきである。（同趣旨意見が
他に 1 意見） 

ご意見を頂戴しました箇
所は、地域の社会的状況を
把握する一環として、道路
交通振動に係る要請限度を
記載しております。 
 

○55  水質汚濁に係る規制(排水基準) p.122 
「特定施設から排水がある場合には、特定事業場となり、
有害物質の排水基準が適用される。」とあるが、「特定施設
から排水」が不正確である。水質汚濁防止法では第 2 条で
「この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工
場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域
に排出される水をいう。」と定義されており、特定施設を設
置すれば排出水があってもなくても特定事業場となり、排
出水とは公共用水域に排出される水なので、雨水も排出水
となり、有害物質の排水基準は適用される。 
 

ご指摘の箇所について
は、修文しております。 

○56  海岸保全区域 p.132 
「事業実施区域が位置する武豊町とその周辺市(半田市、碧
南市)…海岸保全区域に指定されている面積は、表 3.2-53
に示すとおりである。なお、事業実施区域は、海岸保全区域
には指定されていない。」とあるが、海岸保全区域からどの
程度離れているかを理解できるよう地図でも示すべきであ
る。 
海岸法では、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動に
よる被害から海岸を防護して国土を保全するため、海岸保
全区域を指定して堤防、突堤、護岸などの海岸保全施設を
設置、保全管理することを目的としている。つまり、海水の
侵入、侵食から海岸を保全する目的で堤防等の海岸保全施
設を海岸保全区域内に設置するのだが、この周辺の埋立地
は台風時には浸水することを前提にした土地が多く、この
地区では図の赤丸のように中山製鋼の北東角が未だに防護
ラインの整備対象区間になっている。この区間から台風、
津波時に海水が事業地まで押し寄せる危険性があるため、
十分慎重に調査する必要がある。 
出 典  http://www.pref.aichi.jp/kowan/keikaku/k-
keikaku/topic2/index.html 
 
 
 

海岸保全区域は、事業実
施区域周辺ではその西側及
び北側の近接する地域に広
がっております。 

今後とも、事業計画の検
討を進めていくにあたって
は、高潮や津波に対する備
えも十分考慮し、検討して
まいります。 
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表 4.2-1(16) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○57  民間開発等の状況 p.148 
民間開発等の状況として、中山名古屋共同発電の 11 万 kW
バイオマス混焼石炭火力と、中部電力㈱の 107 万 kW 石炭火
力があるが、いずれも現状でどのような規模の施設がある
かを併記すべきである。中山名古屋共同発電は 2014.3.13
の大阪ガスプレスリリースで「現在操業している名古屋発
電所(発電容量 14.9 万 kW、石炭火力、愛知県知多郡武豊町)
の隣接地に発電容量 11 万 kW のバイオマス混焼石炭火力発
電所を新設します。」とある。つまり、ほぼ倍増の計画であ
り、しかも環境影響評価法の 15 万 kW、県環境影響評価条例
の 11.25 万 kW 以上に該当しないように計画したためアセス
手続きはない。ところが土壌汚染対策法で決められた土壌
調査をしたら、土壌汚染が判明し、「平成 26 年 10 月に、事
業実施区域北側の隣接地で、カドミウム、鉛、ふっ素及びほ
う素による土壌汚染が確認されたが、汚染原因は特定され
ていない。」p60 とある。これぐらいの情報は記載すべきで
ある。 
また、中部電力武豊火力発電所は「既設の 2～4 号機(合計
出力 112.5 万 kW)を廃止・撤去、および廃止済みの 1 号機
を撤去し、2021 年度の営業運転開始を目指して、出力 107
万 kW(注)の石炭火力発電設備を新設する」計画で、既に環
境影響評価の 初の「配慮書」手続きに入っているが、環境
大臣から地球温暖化防止の観点から厳しい意見が出ること
が予想されている。少し先行している山口宇部パワー㈱が
宇部市で計画している「西沖の山発電所配慮書」に対し、環
境大臣は 2015.6.12 に経済産業大臣に意見を提出した。そ
の内容は「本事業の計画内容について、国の二酸化炭素排
出削減の目標・計画と整合性を持っていると判断できず、
現段階において、是認しがたい。」電力業界全体で二酸化炭
素排出削減に取り組み「早急に枠組が構築されることが必
要不可欠である。」というものであり、事業者の計画通りに
事態が進むとは考えられない。準備書の作成にはこうした
新しい状況を明記すべきである。 
 

ご意見を頂戴しました箇
所は、事業実施区域周辺に
おける民間開発等の状況
を、地域の社会的条件を把
握する一環として記載して
おります。 

○58  公害苦情の状況 p.150 
「武豊町における過去 5 年間の公害苦情件数は、年間 10 件
前後で推移しており、悪臭に関する苦情が比較的多くみら
れる。」とあるが、その原因、発生源が何かを記載すべきで
ある。 

出典資料に基づき、公害
種類別の発生件数を掲載し
ております。 

なお、苦情の内容を調べ
たところ、ごみ焼却施設に
関する内容ではありません
でした。 
 

３．計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果に関する意見（計 1 意見） 

○59  p.168 ４．３総合評価 
表 4.3-1 総合評価 景観 A 案が も小さく。となっている
が、市街地への 高到達濃度への影響(濃度を考えた場合少
しでも影響を少なくするため)に C 案を採用すべきである。

計画段階環境配慮書にお
ける複数案から単一案に絞
り込む検討結果について
は、環境影響評価方法書
p.16 に記載しております。
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表 4.2-1(17) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

４．配慮書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解に関する意見 

（計 1 意見） 

○60  p.170 都市計画決定者の見解(1～8)(10)(12～17)(24)見
解を方法書で具体化すべきである。 

計画段階環境配慮書の案
に対するご意見につきまし
て、準備書作成段階で可能
な内容については反映させ
ております。 
 

５．都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

に関する意見（計 27 意見） 

(1)調査、予測及び評価の手法の選定並びにその選定理由に関する意見（計 27 意見） 

○61  調査、予測及び評価の手法(大気質) p.185 
現地調査で「微小粒子状物質は事業実施区域内 1 地点」と
あるが、他の二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化窒素、浮遊粒
子状物質、有害物質等(塩化水素、水銀及びダイオキシン類)
と同様に「周辺地域 4 地点」も現地調査地点とすべきであ
る。また、現地調査だけはするが、予測・評価をしないこと
になっているが予測手法確立すれば予測することを明記す
べきである。 

微小粒子状物質の調査は
事業実施区域内１地点で実
施しております。 

なお、微小粒子状物質の
環境基準は、平成 21 年に告
示されていますが、その発
生源の特定、生成過程は、
まだ十分に解明されておら
ず、環境影響評価での予測
手法も確立されておりませ
ん。 
 

○62  調査、予測及び評価の手法(大気質) p.186 
予測の基本的な手法として、拡散シミュレーションによる
ことが記載されているだけだが、ダイオキシン類について
は、廃棄物処理法に基づき周辺のダイオキシン類発生施設
からの濃度を重合して予測すべきである。 
廃棄物処理法第 8 条の 2 の第 2 項で「都道府県知事は、…
許可の申請に係るごみ処理施設の設置によって、…過度の
集中により大気環境基準(…政令で定める物質＝ダイオキ
シン類…)の確保が困難となると認めるときは、…許可をし
ないことができる」とされており、この周辺の工業専用地
域にはダイオキシン類発生施設が多数存在するため、一般
廃棄物処理施設の許可申請にも必要となる事項である。例
えば武豊町内だけでも、廃棄物焼却炉として(以下、住所の
後の値はダイオキシン類濃度、濃度が低くても排ガス量が
多いと影響は大きい) (株)ニートレックス本社：小迎 184
番地 0.006、ファイザー・ファーマ(株)名古屋工場:五号
地 2 番地 0.026、愛知県西部家畜保健衛生所:内鉋 1-2 0、
常滑武豊衛生組合クリーンセンター:壱町田 27 0.0055、
同 2 炉目 0.0000012、中部知多衛生組合:壱町田 90-10
0.0079、同 2 炉目 0.01 があり、その他の施設として、正
起ﾏﾃﾘｱﾙ(株)名古屋工場:冨貴字中田 1 番 20 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
造溶解炉  0.64、同 2 炉目  0.00000063、同 3 炉目
0.00000063 出典 平成 25 年度ダイオキシン類に係る発
生源測定結果について(愛知県) 
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000076/7
6414/25betten3.pdf 
 

予測は、事業実施区域及
びその周辺におけるダイオ
キシン類の調査結果を元に
してバックグラウンドを設
定し、当該施設から排出さ
れる寄与濃度を合算するこ
とにより将来濃度を算出し
ております。 
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表 4.2-1(18) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○63  調査、予測及び評価の手法(大気質) p.188 
工事中及び廃棄物の搬入、搬出の現地調査として「工事用
資材等運搬車両等及び廃棄物運搬車両等の主な走行ルート
沿道 2 地点(No8 及び No.10 地点)」では不十分である。臨
港道路や国道 247 号も事業予定地に近いため大きな影響を
与えるので調査するのは当然であるが、交通量等の現地調
査を行う No.6,7,9,11,12(p.195)でも、現況濃度が小さく、
現況への汚染寄与が大きいはずなので、大気質の現地調査
を行うべきである。工事中及び廃棄物の搬入、搬出の予測
地点が「主な走行ルートから選定した 7 地点(現地調査地点
と同じ(No.6～No.12 地点))p.189 とあるので、それに合わ
せるべきである。予測に用いるバックグラウンド濃度とし
て、既存交通量からの大気負荷はそれぞれ現地調査による
べきである。 
 

大気質の調査地点につい
ては、主な走行ルートのう
ち工事用資材等運搬車両及
び廃棄物運搬車両が集中す
る臨港道路又は国道 247 号
で、事業実施区域の北側及
び南側のそれぞれ 1 地点
を、この地域の大気質を代
表する地点として選定して
おります。予測におけるバ
ックグラウンド濃度は、現
地調査結果を用いて設定し
ております。 

○64  p.188 現地調査 交通量 旅行速度 平日・土曜日 24H1
回では不十分である。少なくとも 1 週間から 10 日間程度、
四季ごとに調査すべきである。 

自動車交通量の調査は、
曜日による交通量の変化を
考慮して、平日及び土曜日
に加えて日曜日も対象とし
て、実施しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-54 ～ p.8-1-56 （ 図
8.1-36）に記載しておりま
す。 

 

○65  調査、予測及び評価の手法(大気質) p.191 
評価の手法として「建設機械の稼働等による窒素酸化物及
び浮遊粒子状物質に係る環境影響が、事業者の実行可能な
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
かについて見解を明らかにする。 
また、環境基準等と整合が図られているかどうかについて
も見解を明らかにする。」とあるが、建設機械の稼働等と工
事中及び廃棄物の搬入、搬出車両による環境影響を重合し
て評価すべきである。名古屋市の環境影響評価手続きで、
2013 年 9 月の「名駅 1 丁目 1 番計画南地区(仮称):東海旅
客鉄道株式会社」の事後調査結果中間報告書」p.45 では建
設機械の稼働による騒音…調査結果を予測結果と比較する
と、両地点ともにすべての調査時期において予測結果を大
きく上回った。これは…予測では含めていなかった工事関
係車両の出入りによる走行音が影響しているためと考えら
れる。」とあり、建設機械の稼働と、工事関係車両の出入り
とは一括して予測すべきことが事実で明らかとなってい
る。 
 

工事の工程や特性を勘案
し、建設機械等の稼働によ
る影響が 大となる時期に
予測を実施しております。

予 測 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-120 ～ p.8-1-123 に
記載しております。 

○66  調査、予測及び評価の手法(大気質) p.192 
工事の実施による粉じん濃度の現地調査は「事業実施区域
内 1 地点(No.1 地点)」だけであるが、「工事用資材等運搬車
両等の走行による粉じん等」p.193 も評価するのだから、交
通量の現地調査をする No.6～No.12 地点でも実施すべきで
ある。 

粉じん等の濃度の現地調
査は、事業実施区域及びそ
の周辺を代表する地点とし
て、事業実施区域内で実施
しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-19（表 8.1-20）に記
載しております。 
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表 4.2-1(19) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○67  p.195 図 7.2-1 大気質の調査地点 p.196 騒音及び超低
周波音の現地調査については 2 日間ではなく、数日間から
10 日間程度、四季ごとに行なうべきである。 
 

騒音、振動、自動車交通
量調査は、「道路環境影響評
価の技術手法（平成 24 年度
版）」(国総研資料第 714 号)
並びに道路交通センサスの
実施時期などを参考に、実
施しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-1-54～p.8-1-56、p.8-
2-7～p.8-2-8、p.8-2-13、
p.8-2-14 、 p.8-3-7 及 び
p.8-3-8 に記載しておりま
す。 

 

○68  表 7.2-2(1)中の現地調査 2 日間では偶然もあり、少なく
とも 1 週間から 10 日間を実施すべきである。(1)(2)(4)(5)
特に交通騒音、振動及び交通量については行なうべきであ
る。 
 

○69  表 7.2-3(1)振動予測及び評価の手法 現地調査(2)(4)は 2
日間ではなく、1 週間から 10 日間四季ごとに実施すべきで
ある。 
 

○70  調査、予測及び評価の手法(騒音及び超低周波音) p.196 
工事の実施の騒音予測対象時期が「建設機械の稼働等に伴
う騒音に係る環境影響が 大となる時期」があいまいであ
る。通常はそのときに稼働する建設機械のパワーレベルを
パワー合計し、その値が 大の時を予測対象時期にしてい
るが、騒音のように距離による減衰が大きい項目は、予測
地点に近い建設機械のパワーレベルで検討すべきであり、
そうした具体的な対象時期の選定方法を記載すべきであ
る。 
 

建設機械の稼働等による
騒音の予測は、建設機械の
稼働等に伴う影響が 大と
なる時期として、具体的に
は建設機械の合成音響パワ
ーレベルが 大となる時期
に予測を実施しておりま
す。 

予 測 の 結 果 は 準 備 書
p.8-2-47 及び p.8-2-48 に
記載しております。 
 

○71  調査、予測及び評価の手法(騒音及び超低周波音) p.199 
工事資材等、廃棄物等の搬入、搬出の道路騒音評価の手法
として「事業者の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について見解を明らかにす
る。また、環境基準と整合が図られているかどうかについ
ても見解を明らかにする。」とあるが、 高裁で環境基準の
不十分さが確定している現状を記載し、その受忍限度でも
評価すべきである。 
環境省は、1998 年 9 月に改悪した「騒音に係る環境基準」
で、「一般地域」、「道路に面する地域」の基準にかかわらず、
特例として「幹線交通を担う道路に近接する空聞」につい
ては、「昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下」を基準値としてき
た。この値が環境影響評価の基準としても扱われ各地の道
路騒音を激化させている。しかし、2015 年 6 月 24 日に
高裁で確定した広島高裁判決は「夜間室内等価騒音レベル
(LAeq)40dB、昼間屋外値(LAeq)65dB」を超える場合に受忍限
度を超えるものとした。速やかにこの受忍限度に従って「騒
音に係る環境基準」を再改定し、少なくとも「幹線交通を担
う道路に近接する空間」を廃止すべきであるとの声が全国
であがっている。こうした状況下で道路騒音の評価を旧態
依然として特例としての「幹線交通を担う道路に近接する
空間」の環境基準だけで評価することは避けるべきである。
 

本都市計画対象事業の環
境影響評価における道路交
通騒音の評価基準は、環境
影響評価方法書 p.199（表
7.2-2(4)）に記載のとおり、
騒音に係る環境基準を用い
て評価しております。 

評 価 の 結 果 は 準 備 書
p.8-2-56 及び p.8-2-57 に
記載しております。 
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表 4.2-1(20) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○72  調査、予測及び評価の手法(騒音及び超低周波音) p.200 
低周波音の予測の基本的な手法として「類似事例による定
性的予測」とあるが、現地調査を「事業実施区域敷地境界 4
地点(No.1～No.4 地点)」で実施するのだから、類似事例の
周波数分析結果を用いて、定量的に予測をすべきである。
 

予測は、類似施設におけ
る低周波音の測定結果を参
考に、事業実施区域の敷地
境界での低周波音の大きさ
を推測する、定性的な手法
により実施しております。

予 測 の 結 果 は 準 備 書
p.8-2-52 に記載しており
ます。 

○73  調査、予測及び評価の手法(騒音及び超低周波音) p.200 
低周波音の評価の手法として「事業者の実行可能な範囲内
でできる限り回避され、又は低減されているかどうかにつ
いて見解を明らかにする。」とあるが、名古屋市の富田工場
（焼却施設更新）の環境影響評価書（2015.7.21 から縦覧）
では、低周波音について「低周波音問題対応の手引書」（環
境省、平成 16 年）の「物的苦情に関する参照値」及び「心
身に係る苦情に関する参照値」を判断の目安として評価し
ている。 
低周波音の基準こそ定められていないが、定量的予測を行
い、環境省の手引きの参照値で評価すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○74  調査、予測及び評価の手法(振動) p.203 
工事の実施の振動予測対象時期が「建設機械の稼働等に伴
う振動に係る環境影響が 大となる時期」があいまいであ
る。通常はそのときに稼働する建設機械のパワーレベルを
パワー合計し、その値が 大の時を予測対象時期にしてい
るが、振動のように距離による減衰が大きい項目は、予測
地点に近い建設機械のパワーレベルで検討すべきであり、
そうした具体的な対象時期の選定方法を記載すべきであ
る。 
 

建設機械の稼働等による
振動の予測は、建設機械の
稼働等に伴う影響が 大と
なる時期として、具体的に
は建設機械からの合成振動
レベルが 大となる時期に
予測を実施しております。

予 測 の 結 果 は 準 備 書
p.8-3-27 及び p.8-3-28 に
記載しております。 
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表 4.2-1(21) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○75  調査、予測及び評価の手法(振動) p.207 
工事資材等、廃棄物等の搬入、搬出の道路振動評価の手法
として「事業者の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について見解を明らかにす
る。また、基準等と整合が図られているかどうかについて
も見解を明らかにする。」とあり、基準として「道路交通振
動に係る要請限度」が揚げられている。しかし、道路交通振
動の要請限度 p.122 で記載したとおり、要請限度とは振動
規制法第 16 条で「市町村長は、…限度を超えていることに
より道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認め
るときは、道路管理者に対し…防止のための舗装、維持又
は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安
委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきこと
を要請するものとする。…道路管理者は…当該道路の部分
の舗装、維持又は修繕の措置を執るものとする。」という町
長の義務であり、しかも、この要請があれば道路管理者は
措置を執らねばならない。環境基準、規制基準などとは比
べものにならないひどい道路振動状況を改善するための限
度値を環境影響評価の評価基準にしてはならない。 
念のために名古屋市の富田工揚(焼却施設更新)の環境影響
評価書(2015.7.21 から縦覧)では、道路交通振動の評価とし
て「一般に人体が振動を感じ始める評価の目安の一つであ
る閾値 55dB を下回ることから、周辺の環境に及ぼす影響は
小さいと判断する。」p.202 としている。 
 

本都市計画対象事業の環
境影響評価における道路交
通振動の評価基準は、振動
規制法に基づく「道路交通
振動に係る要請限度」及び
振動の感覚閾値で評価して
おります。 

合わせて、工事用資材等
運搬車両及び廃棄物運搬車
両による影響が、事業者の
実行可能な範囲内でできる
限り回避され、又は低減さ
れているかについても評価
しております。 

評 価 の 結 果 は 準 備 書
p.8-3-34 及び p.8-3-35 に
記載しております。 

○76  表 7.2-4 悪臭 現地調査 四季ごとに 低数回は実施す
べきである。 

悪臭の現地調査は、気温
や湿度が高く、生物活動が
活発で、一般に悪臭が発生
しやすい時期とされる夏季
に 1 回実施しております。

なお、季節により風向が
変化することが考えられま
すが、調査当日の風向を現
地にて確認し、事業実施区
域の風上側と風下側の 2 地
点で調査を実施しておりま
す。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-4-4（表 8.4-4）に記載
しております。 
 

○77  p.211 （１）水質 表 7.2-5(1)(2)(4) 現地調査 各 1 回
の記載あり、一定の期間を置いて複数回調査すべきである。

水質（水素イオン濃度、
化学的酸素要求量、全窒素、
全燐）の現地調査は、放流
先となる海域のバックグラ
ウンド濃度を設定するため
に、年間をとおした状況を
把握することを目的とし、
四季に各 1 回の調査を実施
しております。 
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表 4.2-1(22) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○78  調査、予測及び評価の手法(水質・水素イオン濃度) p.211
評価の手法として「コンクリート打設等による水素イオン
濃度に係る環境影響が事業者の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について見解
を明らかにする。」とあるが、水素イオン濃度については環
境基準も定められており、放流先の海域は「C 類型(衣浦港
南部)及びⅣ類型(三河湾(イ))に指定され」p.106、水素イ
オン濃度は C 類型の 7.0 以上 8.3 以下と定められている。
このため、基準等との整合性についても評価すべきである。
現に COD,N,P については環境基準と整合が図られているか
も評価手法としている(p.212,p.214)。現状の海域水質は
「水質調査結果を各地点の年平均値についてみると、pH が
7.8～8.3」となっており、平均値では環境基準に適合して
いるが、個々の測定値では調査地点 K-3 で 8.8 という高ア
ルカリで環境基準を超えている時があり p.51、こうした状
況を悪化させることのないよう、慎重な工事が必要である。
 

本事業の工事規模、コン
クリート打設等の施工期間
及び排水の発生時間等を考
慮し、環境基準による評価
は実施せず、工事の実施に
よる水質への影響が、事業
者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低
減されているかについて見
解を明らかにすることによ
り実施しております。 

評 価 の 結 果 は 準 備 書
p.8-5-22 に記載しており
ます。 

○79  調査、予測及び評価の手法(浮遊物質量) p.213 
評価の手法として「掘削、盛土等の土工による水の濁りに
係る環境影響が、事業者の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について見解を明
らかにする。」とあるが、基準等との整合性についても評価
すべきである。日本水産資源保護協会が定めた水産用水基
準(2005 年版)が、港湾計画策定や海面埋立事業などで基準
として用いられている。水産用水基準の海域への懸濁物質
(SS)「(1)人為的に加えられる懸濁物質は 2mg/L 以下である
こと。」「(2)海藻類の繁殖に適した水深において必要な照度
が保持され、その繁殖と生長に影響を及ぼさないこと。」を
基準として評価すべきである。 
 

水産用水基準は自然状態
を基準に、人為的に添加さ
れる濁りの基準値を設定し
たものと考えられます。 

本事業で濁水の発生が想
定されるのは、掘削・盛土
等の土工時における降雨の
一時的な影響であり、降雨
による影響は、工事実施前
の自然状態においても発生
しているものです。 

加えて、工事時に発生す
る濁水は、仮設沈砂池を設
置して、現況の降雨時の SS
濃度よりも低い濃度にした
上で排水する計画としてい
ます。 

以上のことから、水産用
水基準は、評価基準に適用
するものではないと考えま
す。 

評 価 の 結 果 は 準 備 書
p.8-5-22 に記載しており
ます。 

 

○80  p.216 地盤・土壌 表 7.2-6(1)(3) 現地調査各 1 回の記
載あり、一定期間を置いて複数回調査すべきである。 

現地調査は、事業実施区
域内の土壌の現況を把握す
るとともに、関係法令に基
づき、複数回の調査を実施
しております。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-6-8～p.8-6-17 に記載
しております。 
 

  



 

- 63 - 

 

表 4.2-1(23) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○81  p.220 図 7.2-5 (1)調査地点 施設の大きさから考えて
1 地点のみでいいのか疑問である。10m 間隔など細かく測定
する必要がある。（同趣旨意見が他に 1 意見） 
 

事業実施区域内の土壌汚
染の状況を把握するため、
環境影響評価方法書 p.220
（図 7.2-5(1)）及び p.226
（図 7.2-6）に記載してお
ります事業実施区域内１箇
所に加えて、事業実施区域
内東側の計画施設配置予定
場所及びその周辺の複数箇
所において、土壌調査及び
地下水調査を実施しており
ます。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-6-8～p.8-6-17、p.8-7-
6～p.8-7-11、環境保全措置
の結果は準備書 p.8-6-20
～p.8-6-21、p.8-7-15 に記
載しております。 

なお、掘削、盛土工事に
先立ち、土壌汚染調査及び
地下水質調査を実施するこ
ととしております。 

 

○82  調査、予測及び評価の手法(地盤・土壌) p.224 
工事中地下水質の現地調査が「事業実施区域 1 地点(ごみピ
ットの掘削位置を考慮して設定)（No.1 地点）」とあるが、
全く不十分である。北側の隣接地、中山名古屋共同発電で、
武豊町の 11 万 kW 石炭火力発電所建設予定地の土壌から基
準値を超える汚染物質を検出し、鉛(含有量)が 34000mg/kg
で基準の 150 ㎎/kg の 200 倍を超えている。という事実か
ら考えて、土壌だけではなく、地下水質についても相当慎
重な調査が必要である。少なくとも地下水位を測定する
No.2～No.5(p.222)を追加する必要があるし、それ以外にも
土壌調査の際に溶出量調査も行うので、その結果を活用す
べきである。 
 

○83  p.236 表 7.2-13 人と自然とのふれ合い活動の場 これ
から交流施設の完成、屋内温水プール整備等々、周辺地域
は環境が大きく変化するところである。 
評価手法で「活動の場に係る事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避されまた低減されているかどうか見解を明
らかにする。」としているがこれでは何が基準となっている
のか明らかではない。回避、低減とは何を基準とするのか
明らかにすべきである。 
現地調査 年 2 回は少なすぎる。 低でも年 4 回複数日か
けて行うべきである。 
 

人と自然との触れ合いの
活動の場の調査は、利用環
境の状況について、文献そ
の他の資料の収集及び整理
のほか、現地調査による情
報の収集、整理及び解析に
より実施しております。現
地調査は、季節による利用
状況の変化を考慮して、活
動の場の利用状況を代表す
る時期を選定し、年 2 回の
調査を実施しております。

予測に際しては、将来に
おける工事用資材等運搬車
両及び廃棄物運搬車両等の
交通量の増加状況を把握す
るとともに、交通量の増加
による利用者への影響の程
度を予測しております。そ
の予測結果を踏まえ、環境
保全措置を検討しておりま
す。 

調 査 の 結 果 は 準 備 書
p.8-13-5～ p.8-13-17、予
測、評価及び環境保全措置
の結果は準備書 p.8-13-23
～p.8-13-26 に記載してお
ります。 

 

○84  調査、予測及び評価の手法(人と触れ合いの活動の場)
p.236 
工事中の資材等、供用時の廃棄物等の搬入・搬出の現地調
査が「主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利
用の状況及び利用環境の状況…年に 2 回程度」とあるが、
事業予定地直近の No.4 武豊町地域交流施設などは、平日
と、土曜日、日祭日で利用状況が大きく変わるはずである
し、季節によっても変化するので、年 2 回では不十分であ
る。四季毎に平日、土曜日、日祭日の調査をすべきである。
また、調査内容が示されていないが、利用人数だけではな
く、歩行者、自転車利用など、搬出入車両が影響を与えそう
な移動手段を重点に調査すべきである。 
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表 4.2-1(24) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○85  調査、予測及び評価の手法 p.240 
工事中の掘削、盛土等の土工の評価の手法が「建設工事に
伴う残土その他の副産物に係る環境影響が、事業者の実行
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
かどうかについての見解を明らかにする。」だけであるが、
少なくとも建設リサイクル法に基づく再資源化目標値を基
準として追加すべきである。その際、「建設リサイクル推進
計画 2008(中部地方版)」は「あいち建設リサイクル指針」
より緩い目標となっていることに注意し、コンクリ一ト塊
とアスファルト・コンクリート塊は県の厳しい 100％、建設
発生木材はどちらも 95％、建設汚泥は目標値のある推進計
画の 85％を遵守すると明記すべきである。 
 

工事中に発生する残土そ
の他の副産物は、本都市計
画対象事業に係る環境配慮
事項により、分別の徹底、
可能な限りの再利用・再生
処理を実施し、再生資材及
び再利用資材の活用が図ら
れるよう指導してまいりま
す。 

○86  p.240 表 7.2-16(温室効果ガス等) ごみ処理施設から排
出される温室効果ガス量を明示すべきである。また、ごみ
処理施設のみではなく中山名古屋共同発電(株)、中部電力
5 号機リニウアル設備など複合的な温室効果ガスについて
も予測すべきである。（同趣旨意見が他に 1 意見） 

予測は、事業計画及び類
似事例等に基づき、ごみ処
理施設等から発生する温室
効果ガスの種類ごとの排出
量を算出しております。 

予測の結果は準備書 p.8-
16-16 に記載しておりま
す。 
 

○87  調査、予測及び評価の手法(温室効果ガス等) p.240 
工事中も供用時も評価の手法が「事業者の実行可能な範囲
内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかに
ついての見解を明らかにする。」だけであるが、不十分であ
る。国(日本の約束草案(政府原案)2015.7.2 までパブリッ
クコメント、2030 年度に 2013 年度比▲26％約 10 億 4200 万
-CO2) 、 愛 知 県 (p.139  あ い ち 地 球 温 暖 化 防 止 戦 略
H24.2:2020 年度に 1990 年度の県内での排出量を 15％減
少)、武豊町(p.142 第 3 次武豊町地球温暖化対策実行計
画:2018 年度に 2012 年度の町として排出する 2661 トン/年
を 2％減少)のそれぞれの温暖化対策計画に、どれだけの支
障を与えるかを正確に記載したうえで事業者の実行可能な
範囲内での対策を評価すべきである。 
 

地球温暖化防止に係る
国、愛知県や武豊町の目標
の達成に貢献するため、省
資源及び省エネルギーに努
めるとともに、焼却に伴う
廃熱を利用し、廃棄物発電
及び余熱利用施設への熱供
給を計画するなど、エネル
ギーの有効利用について配
慮してまいります。 
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表 4.2-1(25) 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

６．その他に関する意見（計 2 意見） 

(1)手続きに関すること（計 2 意見） 

○88  方法書の縦覧及び説明会開催について、武豊町以外は公表
していない。都市計画決定権者の武豊町が広報するのは当
然であるが、事業者の知多南部広域環境組合も未公表であ
るし、知多南部広域環境組合の構成員の半田市、常滑市、南
知多町、美浜町も知らん顔で、役場で縦覧しているだけで
ある。事業用地だけで約 11 億円の費用がかかり、各市町の
人口比で負担するのだから、事業者の知多南部広域環境組
合はもちろん、構成市町も方法書の縦覧、説明会開催、意見
受付をすることとし、積極的に公表すべきである。 
現に、事業者の知多南部広域環境組合は、配慮書の段階で
は 2015 年 1 月 23 日「知多南部広域環境組合ごみ処理施設
(仮称)整備事業に係る計画段階配慮書・構想段階評価書の
縦覧は終了しました。」2014 年 12 月 19 日「知多南部広域
環境組合ごみ処理施設(仮称)整備事業に係る計画段階配慮
書・構想段階評価書を公表します。」とホームページに掲載
していた。 
 

方法書の縦覧は、愛知県
環境影響評価条例第７条に
基づき、公告の日から 1 ヵ
月間、構成市町 2 市 3 町で
実施するとともに、都市計
画決定権者である武豊町の
ホームページにて公表し、
構成市町 2 市 3 町の広報へ
の記事掲載及び知多南部広
域環境組合のホームページ
にて周知を図っておりま
す。 

なお、準備書についても、
方法書と同様に公告・縦覧
し、広報及びホームページ
で周知を図ってまいりま
す。 
 

○89  配慮書、方法書をホームページ上にて常時公開して下さい。 知多南部広域環境組合ホ
ームページにて、環境影響
評価手続き並びに都市計画
決定手続きに関する資料を
掲載しております。 

なお、準備書についても、
知多南部広域環境組合ホー
ムページにて公表してまい
ります。 
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５ 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

 

方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解は、表 5-1 に示す

とおりである。 

 

表 5-1(1) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

番号 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

はじめに 

 都市計画決定権者は、以下の事項につい
て十分に検討した上で、適切に環境影響
評価を実施し、その結果を踏まえ環境影
響評価準備書（以下「準備書」という。）
を作成する必要がある。 
 

方法書に関する知事意見について十分
に検討した上で、適切に環境影響評価を
実施し、その結果を踏まえて準備書に反
映しております。 

1 全般的事項 

(1) 事業計画及び工事計画の具体化に当たっ
ては、環境の保全に関する最新の知見を考
慮し、最善の利用可能技術を導入するな
ど、より一層の環境影響の低減について検
討すること。 
 

事業計画及び工事計画の具体化に当た
っては、環境の保全に関する最新の知見
を考慮し、最善の利用可能技術を導入す
るなど、より一層の環境影響の低減につ
いて検討してまいります。 

(2) ごみ処理施設の処理能力については、知多
南部広域環境組合の構成市町の協力を得
て廃棄物の更なる排出抑制に努め、適切な
能力とすること。 

ごみ処理施設の処理能力については、
知多南部広域環境組合の構成市町の協力
を得て廃棄物の更なる排出抑制に努め、
最新データを用いて適切な能力に算定し
直しております。 
 

(3) 事業実施区域近傍で開発事業が計画され
ていることから、予測の実施に当たって
は、当該事業に係る環境影響についても可
能な範囲で考慮すること。 
 

予測の実施に当たっては、事業実施区
域近傍で開発事業が行われている状況を
確認し、資料編に記載しております。 
 

(4) 環境影響評価の実施中に環境への影響に
関し新たな事実が生じた場合等において
は、必要に応じて、選定された項目及び手
法を見直し、適切に調査、予測及び評価を
行うこと。 
 

建設予定地で新たに判明した土壌汚染
及び地下水汚染を踏まえ、調査地点を追
加するなど適切に調査、予測及び評価を
行っております。 

  



 

- 67 - 

 

 

表 5-1(2) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

番号 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

2 大気質 

(1) 微小粒子状物質については、現地調査により
地域の状況を把握するとしているが、準備書
作成までに予測手法が確立された場合には、
予測及び評価を行うこと。 

微小粒子状物質については、現地調査に
より地域の状況を把握しておりますが、準
備書作成時点では予測手法が確立されて
いなかったため、予測及び評価は行ってお
りません。 
 

(2) 水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保する
ため、大気汚染防止法の一部を改正する法律
（平成 27 年法律第 41 号）が公布され、廃棄
物焼却設備から大気中への水銀の排出が今
後規制されることから、可能な限り水銀の排
出抑制に努めること。 

大気汚染防止法の一部を改正する法律
が施行され、廃棄物焼却設備から排出され
る水銀の排出基準が設定されております。
計画施設の供用に当たっては、この排出基
準を遵守し、適切に施設管理を行い、可能
な限り水銀の排出抑制に努めてまいりま
す。 

また、構成市町へは、水銀添加廃製品分
別・回収等による水銀混入防止対策の徹
底、住民への啓発等について働きかけてま
いります。 
 

3 土壌 

 事業実施区域の北側隣接地において土壌汚
染が確認されていることから、土壌環境の現
地調査については、掘削工事を行う区域にお
いて詳細に実施し、汚染が判明した場合に
は、汚染の拡散防止のための適切な措置を講
じること。 

事業実施区域の北側隣接地において、土
壌汚染が確認されていることから、方法書
で示した現地調査に加えて、土壌汚染調査
を行いました。現地調査の結果、鉛及びそ
の化合物、ふっ素及びその化合物による土
壌汚染並びに地下水のふっ素、ダイオキシ
ン類の環境基準超過が確認されました。 

このため、汚染の拡散の防止のための応
急の措置を実施（立入禁止措置、アスファ
ルト等による覆い、地下水のモニタリン
グ）するとともに、県、武豊町と連携して
周辺井戸所有者への周知を行っておりま
す。 

なお、工事にあたっては、工事着手前に
土壌汚染状況調査・詳細調査等を実施し、
法令等に基づき必要な汚染土壌の除去等
の措置を確実に行ってまいります。 
 

4 動物、植物、生態系 

(1) 現地調査において重要な種が確認された場
合には、必要に応じて専門家の指導、助言を
得ながら、適切な環境保全措置を検討するこ
と。 

現地調査を行った結果、重要な種として
動物の 3 種が確認されました。現地調査結
果を元に、適切に予測、評価及び環境保全
措置の検討を行っております。 
 

(2) 緑地の整備計画の検討に当たっては、地域の
生態系に配慮しつつ、緑地の創出に努めるこ
と。 

緑地の整備計画の検討に当たっては、地
域の生態系に配慮しつつ、緑地の創出に努
めてまいります。 
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表 5-1(3) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

番号 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

5 廃棄物等 

 焼却灰については、資源としての有効利用を
積極的に検討するとともに、処理方法を準備
書で明らかにすること。 

焼却灰については、計画施設稼働時の社
会情勢、経済性を考慮しながら、資源とし
ての有効利用を検討することとしており
ます。 
 

6 温室効果ガス等 

 より高効率の廃棄物発電設備の導入や積極
的な余熱利用を検討すること。 

施設計画の検討に当たっては、より高効
率の廃棄物発電設備の導入や積極的な余
熱利用を行ってまいります。 
 

7 その他 

(1) 準備書の作成に当たっては、方法書に対する
住民等の意見を十分に検討すること。 

準備書の作成に当たっては、方法書に対
する住民等の意見を十分に検討し、準備書
に反映しております。 
 

(2) 準備書は専門的な内容が多く、かつ、膨大な
図書となる可能性があることから、その作成
に当たっては、わかりやすく簡潔なものとな
るよう配慮するとともに、使用する用紙等に
ついても環境に十分配慮したものとするこ
と。 

準備書の作成に当たっては、わかりやす
く簡潔な内容となるよう配慮しておりま
す。 

また、準備書等で使用する用紙は、森林
の保全と適切な管理に配慮して認証を受
けている FSC 認証紙を使用するなど、環境
に十分配慮したものとしております。 
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６ 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目の選定及び選定理由 

6.1 環境影響評価の項目の選定及び選定理由 

環境影響評価の項目は、「環境影響評価指針」（平成 11 年愛知県告示第 445 号）の

別表第 1 の参考項目を勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏まえ選定することと

した。 

本事業に伴う一連の諸行為等のうち、「環境影響評価指針」の別表第 1 に掲げられ

ている環境影響を及ぼすおそれのある要因（以下「影響要因」という。）を、「工事

の実施」、「土地又は工作物の存在」及び「土地又は工作物の供用」の各段階につい

て抽出し、「環境影響評価指針」の別表第 1 に掲げられている環境の構成要素（以下

「環境要素」という。）のうち、抽出した影響要因により影響を受けるおそれがあり、

予測及び評価を行う必要があると考えられる項目として、大気質、騒音及び超低周

波音、振動、悪臭、水質、地盤・土壌、地下水の状況及び地下水質、日照阻害、動

物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、地域の歴史的文化的

特性を生かした環境の状況、廃棄物等、温室効果ガス等を選定した。 

影響要因と環境要素の関連及び環境影響評価の項目は表 6.1-1 に、環境影響評価

の項目の選定理由は表 6.1-2 に示すとおりである。 
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表 6.1-1 環境影響評価の項目の選定 
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硫黄酸化物 ○

窒素酸化物 ○ ○ ○ ○

浮遊粒子状物質 ○ ○ ○ ○

粉じん等 ○ ○ ○

有害物質等 ○

建設作業等騒音 ○

施設からの騒音 ○

道路交通騒音 ○ ○

低周波音 ○

建設作業等振動 ○

施設からの振動 ○

道路交通振動 ○ ○

悪臭 特定悪臭物質、臭気指数 ○

水素イオン濃度 ○

水の汚れ（化学的酸素要求量等） ○

水の濁り（浮遊物質量） ○

富栄養化 ○

有害物質等

地形及び地質 重要な地形及び地質

地盤・土壌 土壌環境 ○ ○

地下水の状況 ○ ○

地下水質 ○

日照阻害 ○

動物 重要な種及び注目すべき生息地 ○ ○ ○

植物 重要な種及び群落 ○ ○

生態系 地域を特徴付ける生態系 ○ ○ ○

景観
景観資源及び主要な眺望点並びに主
要な眺望景観

○

人と自然との
触れ合いの活
動の場

主要な人と自然との触れ合いの活動
の場

○ ○

○ ○

廃棄物 ○ ○ ○

残土その他の副産物 ○

温室効果ガス
等

温室効果ガス等 ○ ○ ○ ○ ○

注1)○：環境影響評価の項目として選定したものを示す。
  2)網掛けは、「環境影響評価指針」の別表第1の参考項目を示す。

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

人と自然との豊かな
触れ合いの確保及び
地域の歴史的文化的
特性を生かした快適
な環境の創造を旨と
して調査、予測及び
評価されるべき環境
要素 地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況

環境への負荷の量の
程度により予測及び
評価されるべき環境
要素

廃棄物等

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因の区分

　 　環境要素の区分

工事の実施 土地又は工作物の供用

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

大気質

騒音及び
超低周波音

振動

水質

地下水の状況
及び地下水質
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表 6.1-2(1) 環境影響評価の項目の選定理由 

 

 

 

 

  

影響要因の区分
大気質 硫黄酸化物 ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い排出

される排ガス中に含まれる硫黄酸化物が周辺環境に影響
を及ぼすおそれがあるため選定する。

資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い排出される排ガス中に含まれる窒素酸化物が周辺環
境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い排出され
る排ガス中に含まれる窒素酸化物が周辺環境に影響を及
ぼすおそれがあるため選定する。

ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い排出
される排ガス中に含まれる窒素酸化物が周辺環境に影響
を及ぼすおそれがあるため選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い排出される排ガス中に含まれる窒素酸化物が周
辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い排出される排ガス中に含まれる浮遊粒子状物質が周
辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い排出され
る排ガス中に含まれる浮遊粒子状物質が周辺環境に影響
を及ぼすおそれがあるため選定する。

ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い排出
される排ガス中に含まれる浮遊粒子状物質が周辺環境に
影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い排出される排ガス中に含まれる浮遊粒子状物質
が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

粉じん等 資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い発生する粉じん等が周辺環境に影響を及ぼすおそれ
があるため選定する。

建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い発生する
粉じん等が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選
定する。

掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、掘削、盛土等の土工に伴い発生す
る粉じん等が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため
選定する。

有害物質等 ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い排出
される排ガス中に含まれる有害物質等が周辺環境に影響
を及ぼすおそれがあるため選定する。

浮遊粒子状物質

項　　　目
環境影響評価の項目の選定理由

環境要素の区分

窒素酸化物
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表 6.1-2(2) 環境影響評価の項目の選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響要因の区分
騒音及び
超低周波
音

建設作業等騒音 建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い発生する
騒音が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定す
る。

施設からの騒音 機械等の稼働 ごみ処理施設の供用時において、機械等の稼働に伴い発
生する騒音が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため
選定する。

資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い発生する騒音が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い発生する騒音が周辺環境に影響を及ぼすおそれ
があるため選定する。

低周波音 機械等の稼働 ごみ処理施設の供用時において、機械等の稼働に伴い発
生する低周波音が周辺環境に影響を及ぼすおそれがある
ため選定する。

振動 建設作業等振動 建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い発生する
振動が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定す
る。

施設からの振動 機械等の稼働 ごみ処理施設の供用時において、機械の稼働に伴い発生
する振動が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選
定する。

資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い発生する振動が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い発生する振動が周辺環境に影響を及ぼすおそれ
があるため選定する。

悪臭 特定悪臭物質、
臭気指数

施設からの悪臭の
漏洩

ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い施設
から漏洩する悪臭が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため選定する。

水質 水素イオン濃度 掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、コンクリート打設等に伴い発生す
るアルカリ性排水が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため選定する。

水の汚れ（化学
的酸素要求量
等）

汚水の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い発生
するプラント排水のうち、有害物質等を含むおそれのあ
るものは施設内で再利用する。生活排水は、排水処理施
設で処理した後、放流することから、放流先の水質に影
響を及ぼすおそれがあるため選定する。

水の濁り（浮遊
物質量）

掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、掘削、盛土等の土工に伴い降雨時
に発生する濁水が周辺環境に影響を及ぼすおそれがある
ため選定する。

富栄養化 汚水の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い発生
するプラント排水のうち、有害物質等を含むおそれのあ
るものは施設内で再利用する。生活排水は、排水処理施
設で処理した後、放流することから、放流先の水質に影
響を及ぼすおそれがあるため選定する。

項　　　目
環境影響評価の項目の選定理由

環境要素の区分

道路交通騒音

道路交通振動
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表 6.1-2(3) 環境影響評価の項目の選定理由 

 

  影響要因の区分
掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、掘削工事に伴い発生する発生土が
周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い排出
される排ガス中に含まれる有害物質が着地することで、
土壌環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

地下水の状況 掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、ごみピット等の掘削工事に伴い地
下水位に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

地形改変並びに工
作物等の存在

ごみピット等地下構造物の設置に伴い地下水位に影響を
及ぼすおそれがあるため選定する。

地下水質 掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、ごみピット等の掘削工事に伴い地
下水質に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

日照阻害 地形改変並びに工
作物等の存在

工作物等の存在に伴い日照阻害の影響を及ぼすおそれが
あるため選定する。

建設機械の稼働等 事業実施区域及びその周辺は埋立地であるため、重要な
種及び注目すべき生息地である可能性は低いが、これら
が存在した場合は、建設機械の稼働等に伴い影響を及ぼ
すおそれがあるため選定する。

掘削、盛土等の土
工

事業実施区域及びその周辺は埋立地であるため、重要な
種及び注目すべき生息地である可能性は低いが、これら
が存在した場合は、掘削、盛土等の土工に伴い影響を及
ぼすおそれがあるため選定する。

地形改変並びに工
作物等の存在

事業実施区域及びその周辺は埋立地であるため、重要な
種及び注目すべき生息地である可能性は低いが、これら
が存在した場合は、地形改変並びに工作物等の存在に伴
い影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

掘削、盛土等の土
工

事業実施区域及びその周辺は埋立地であるため、重要な
種及び群落がある可能性は低いが、これらが存在した場
合は、掘削、盛土等の土工に伴い影響を及ぼすおそれが
あるため選定する。

地形改変並びに工
作物等の存在

事業実施区域及びその周辺は埋立地であるため、重要な
種及び群落がある可能性は低いが、これらが存在した場
合は、地形改変並びに工作物等の存在に伴い影響を及ぼ
すおそれがあるため選定する。

建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い地域を特
徴付ける生態系に影響を及ぼすおそれがあるため選定す
る。

掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、掘削、盛土等の土工に伴い地域を
特徴付ける生態系に影響を及ぼすおそれがあるため選定
する。

地形改変並びに工
作物等の存在

地形改変並びに工作物等の存在に伴い地域を特徴付ける
生態系に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

景観 景観資源及び主
要な眺望点並び
に主要な眺望景
観

地形改変並びに工
作物等の存在

地形改変並びに工作物等の存在に伴い景観資源及び主要
な眺望点並びに主要な眺望景観に影響を及ぼすおそれが
あるため選定する。

地盤・
土壌

土壌環境

項　　　目
環境影響評価の項目の選定理由

環境要素の区分

地下水の
状況及び
地下水質

動物 重要な種及び注
目すべき生息地

植物 重要な種及び群
落

生態系 地域を特徴付け
る生態系
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表 6.1-2(4) 環境影響評価の項目の選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響要因の区分
主要な人と自然
との触れ合いの
活動の場

資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い主要な人と自然との触れ合いの活動の場に影響を及
ぼすおそれがあるため選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い主要な人と自然との触れ合いの活動の場に影響
を及ぼすおそれがあるため選定する。

資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴い地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況に影
響を及ぼすおそれがあるため選定する。

地形改変並びに工
作物等の存在

地形改変並びに工作物等の存在により地域の歴史的文化
的特性を生かした環境の状況に影響を及ぼすおそれがあ
るため選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況
に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。

廃棄物等 廃棄物 ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、集じん装置によって捕
集される排ガス中の飛灰（ばいじん）等、処理の過程で
廃棄物が発生することから選定する。

機械等の稼働 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い焼却
灰等が廃棄物として発生することから選定する。

汚水の排出 ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働に伴い発生
する汚水は、排水処理施設で適正に処理する計画であ
る。処理の際に汚泥が廃棄物として発生することから選
定する。

残土その他の副
産物

掘削、盛土等の土
工

工事の実施において、掘削、盛土等の土工に伴い残土及
びその他の副産物が発生することから選定する。

温室効果
ガス等

温室効果ガス等 資材等の搬入及び
搬出

工事の実施において、工事用資材等運搬車両等の走行に
伴う二酸化炭素等の温室効果ガスが発生することから選
定する。

建設機械の稼働等 工事の実施において、建設機械の稼働等に伴い二酸化炭
素等の温室効果ガスが発生することから選定する。

ばい煙の排出 ごみ処理施設の供用時において、ごみの焼却に伴い二酸
化炭素等の温室効果ガスが発生することから選定する。

機械等の稼働 ごみ処理施設の供用時において、機械の稼働等に伴うエ
ネルギー消費により二酸化炭素等の温室効果ガスが発生
することから選定する。

廃棄物等の搬入及
び搬出

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬車両等の走
行に伴い二酸化炭素等の温室効果ガスが発生することか
ら選定する。

人と自然
との触れ
合いの活
動の場

環境影響評価の項目の選定理由
環境要素の区分

項　　　目

地域の歴史的文化的特性
を生かした環境の状況
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７ 環境影響の調査、予測及び評価の概要 

 

環境要素ごとの調査、予測及び評価結果の概要は、以下に示すとおりである。 
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7.1 大気質 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域及びその周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域 1 地点及

び周辺 4 地点で大気質の調査を行った。 
 

調査結果（環境大気） 

＜環境大気＞ 
◯二酸化硫黄 

環境基準値（日平均値0.04ppm、１時間値
0.1ppm）を下回っていた。 

 
二酸化硫黄         （単位：ppm） 

調査地点 
期 間 
平均値 

1 時間値
の最高値 

日平均値 
の最高値 

事業実施区域 0.001 0.012 0.003 

ASEC 敷地内 0.002 0.017 0.005 

大屋敷地区町有地 0.002 0.010 0.004 

ゆめたろうプラザ 0.002 0.012 0.004 

南部子育て支援 C 0.002 0.015 0.004 

 
◯二酸化窒素 

環境基準値（日平均値0.04～0.06ppm）を下
回っていた。 

 
二酸化窒素         （単位：ppm） 

調査地点 
期 間 
平均値 

1 時間値
の最高値 

日平均値 
の最高値 

事業実施区域 0.012 0.057 0.039 

ASEC 敷地内 0.014 0.049 0.035 

大屋敷地区町有地 0.012 0.046 0.032 

ゆめたろうプラザ 0.010 0.039 0.028 

南部子育て支援 C 0.011 0.043 0.028 

 
◯浮遊粒子状物質 

環境基準値（日平均値0.10mg/m3、１時間値
0.20mg/m3）を下回っていた。 

 
浮遊粒子状物質       （単位：mg/m3） 

調査地点 
期 間 
平均値 

1 時間値
の最高値 

日平均値 
の最高値 

事業実施区域 0.022 0.113 0.052 

ASEC 敷地内 0.025 0.076 0.044 

大屋敷地区町有地 0.024 0.071 0.048 

ゆめたろうプラザ 0.023 0.078 0.046 

南部子育て支援 C 0.022 0.083 0.047 

 
◯微小粒子状物質 

環境基準値（年平均値15μg/m3、日平均値
35μg/m3）を上回っていた。 
 
微小粒子状物質      （単位：μg/m3） 

調査地点 
期 間 
平均値 

日平均値 
の最高値 

事業実施区域 14 43 
 

◯塩化水素 
目標環境濃度（日平均値0.02ppm）を下回っ

ていた。 
 

塩化水素          （単位：ppm） 
調査地点 冬季 春季 夏季 秋季 

事業実施区域 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ASEC 敷地内 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

大屋敷地区町有地 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ゆめたろうプラザ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

南部子育て支援 C <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

※全て定量下限値（0.001ppm）未満である。 
 
◯ガス状水銀 

指針値（年平均値0.04μg/m3）を下回って
いた。 

 
ガス状水銀        （単位：μg/m3） 

調査地点 冬季 春季 夏季 秋季 

事業実施区域 0.002 0.001 0.002 0.002 

ASEC 敷地内 0.002 0.001 0.002 0.002 

大屋敷地区町有地 0.002 0.001 0.002 0.002 

ゆめたろうプラザ 0.002 0.001 0.001 0.002 

南部子育て支援 C 0.002 0.001 0.002 0.002 

 
◯ダイオキシン類 

環境基準値（年平均値0.6pg-TEQ/m3）を下
回っていた。 
 
ダイオキシン類     （単位：pg-TEQ/m3） 

調査地点 冬季 春季 夏季 秋季 

事業実施区域 0.019 0.017 0.021 0.043 

ASEC 敷地内 0.020 0.018 0.017 0.043 

大屋敷地区町有地 0.019 0.013 0.018 0.043 

ゆめたろうプラザ 0.018 0.015 0.016 0.045 

南部子育て支援 C 0.050 0.015 0.015 0.055 

 
◯降下ばいじん 

調査は、事業実施区域1地点で四季に各1ヵ
月間実施した。その結果は、1.32～3.24t/km2･
月であった。 
 
降下ばいじん      （単位：t/km2･月） 

調査地点 冬季 春季 夏季 秋季 

事業実施区域 2.31 2.39 1.32 3.24 
 

注）ASEC 敷地内は、衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場を指す。 
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工事用資材等運搬車両及び廃棄物運搬車両の走行を予定している道路沿道 2 地点

において大気質の調査を行った。 

 

調査結果（沿道大気、地上気象、上層気象、交通量） 

＜沿道大気＞ 
◯二酸化窒素 

環境基準値（日平均値0.04～0.06ppm）を下
回っていた。 

 
二酸化窒素         （単位：ppm） 

調査地点 
期 間 
平均値 

1 時間値
の最高値 

日平均値 
の最高値 

№8： 

臨港道路武豊線 
0.017 0.063 0.040 

№10： 

国道 247 号 
0.014 0.047 0.032 

 
◯浮遊粒子状物質 

環境基準値（日平均値0.10mg/m3、１時間値
0.20mg/m3）を下回っていた。 

 
浮遊粒子状物質       （単位：mg/m3） 

調査地点 
期 間 
平均値 

1 時間値
の最高値 

日平均値 
の最高値 

№8： 

臨港道路武豊線 
0.024 0.078 0.044 

№10： 

国道 247 号 
0.024 0.089 0.041 

 
＜地上気象＞ 

事業実施区域における最多風向は北西で、
平均風速は3.0m/秒であった。 

事業実施区域における平均気温は 17.2℃、
平均湿度は 69％、平均日射量は 0.33kW/m2、
平均放射収支量は 0.08kW/m2 であった。 
 
事業実施区域：全日 

項目 年間 冬季 春季 夏季 秋季 

平均風速 
(m/s) 

3.0 3.1 3.2 2.8 2.7 

最多風向 NW NW NW SE NW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年間風配図（事業実施区域） 
 

＜上層気象＞ 
事業実施区域上空において、計224回の調

査のうち68回（約30％）で逆転層が確認され
た。 

 

全日、全季 
高度(m) 0 50 100 150 200 

平均風速 
(m/s) 

2.8 4.6 5.4 5.7 6.0 

最多風向 NW NNW NNW NNW NNW 

 
全日、全季 

高度(m) 300 500 1000 1500 

平均風速 
(m/s) 

6.4 6.7 7.2 7.6 

最多風向 NNW NNW NNW NW 

 
＜交通量＞ 

交通量調査結果は、以下に示すとおりであ
る。 

 
交通量調査結果 

調査地点 曜日 
交通量 
(台/日) 

平均旅 
行速度 
(km/時) 

№6： 

臨港道路武豊線 

平日 17,633 36 

土曜 14,740 35 

休日 12,106 36 

№7： 

町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 4,341 22 

土曜 3,184 24 

休日 2,489 24 

№8： 

臨港道路武豊線 

平日 13,696 36 

土曜 12,284 34 

休日 9,853 35 

№9： 

町道中浜田 

第 1 号線 

平日 8,493 25 

土曜 7,479 24 

休日 6,773 24 

№10： 

国道 247 号 

平日 15,390 27 

土曜 16,336 23 

休日 16,823 26 

№11： 

県道大谷富貴線 

平日 6,813 24 

土曜 6,244 22 

休日 4,955 20 

№12： 

国道 247 号 

平日 15,464 34 

土曜 16,018 33 

休日 14,645 33 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“資材等の搬入及び搬出”、“建設機械の稼働等”、“掘削、盛土

等の土工”、土地又は工作物の供用に伴う“ばい煙の排出”、“廃棄物等の搬入及び搬

出”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（大気質(1)） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の寄与濃
度及び将来予測濃度は、道路端で以下に示す
とおり予測する。 

 
二酸化窒素（年平均値）    （単位：ppm） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予 
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00003 
0.017 

(0.039) 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00001 
未満 

0.017 
(0.039) 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00002 
0.017 

(0.039) 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00001 
未満 

0.014 
(0.034) 

№10： 
国道 247 号 

0.00001 
0.014 

(0.034) 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00001 
未満 

0.014 
(0.034) 

№12： 
国道 247 号 

0.00001 
0.014 

(0.034) 

注）（ ）内の数字は日平均値の 98％値を示す。 

 
浮遊粒子状物質（年平均値）  （単位：mg/m3） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00001 
0.024 

(0.059) 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00001 
0.024 

(0.059) 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00001 
0.024 

(0.059) 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№10： 
国道 247 号 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№12： 
国道 247 号 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

注）（ ）内の数字は日平均値の 2％除外値を示す。 
 

 
二酸化窒素（1時間値）    （単位：ppm） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予 
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00023 0.063 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00002 0.063 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00020 0.063 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00002 0.047 

№10： 
国道 247 号 

0.00003 0.047 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00001 
未満 

0.047 

№12： 
国道 247 号 

0.00003 0.047 

 
浮遊粒子状物質（1時間値）  （単位：mg/m3） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予 
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00006 0.078 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00006 0.078 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00005 0.078 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00001 0.089 

№10： 
国道 247 号 

0.00001 0.089 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00001 
未満 

0.089 

№12： 
国道 247 号 

0.00001 0.089 

 
粉じん等 

事業実施区域内でタイヤに付着した土砂を
洗車場等で十分除去した上で退出することに
より、工事用資材等運搬車両の走行による粉
じん等による影響は小さいと予測する。 
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予測結果（大気質(2)） 

◯建設機械の稼働等 
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の寄与濃

度及び将来予測濃度は、敷地境界で以下に示
すとおり予測する。 

 
年平均値 

項目 寄与濃度 将来予測濃度 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.0030 0.015(0.036) 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.0023 0.024(0.059) 

注）（ ）内の数字は日平均値の年間 98％値又は

2％除外値を示す。 
 
1時間値 

項目 寄与濃度 将来予測濃度 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.0980 0.155 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.0763 0.189 

 
粉じん等 

建設機械の稼働等による粉じん等の影響
について、粉じん等が発生する可能性のある
気象条件（風速5.5m/秒以上）の年間出現時間
数は、460時間（5.2％）と予測する。 

 
◯掘削、盛土等の土工 

掘削、盛土等の土工による粉じん等の影響
について、粉じん等が発生する可能性のある
気象条件（風速 5.5 m/秒以上）の年間出現時
間数は、460 時間（5.2％）と予測する。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、
塩化水素、ガス状水銀及びダイオキシン類の
寄与濃度及び将来予測濃度は、以下に示すと
おり予測する。 
 
年平均値 

項目 寄与濃度 将来予測濃度 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.000162 0.001(0.003) 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.000058 0.012(0.031) 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.000054 0.022(0.057) 

塩化水素 
（ppm） 

0.000162 0.001 

ガス状水銀 
（μg/m3） 

0.000162 0.002 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.000271 0.026 

注）（ ）内の数字は日平均値の年間 98％値又は

2％除外値を示す。 
 
1時間値 

項目 寄与濃度 将来予測濃度 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.0074 0.019 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.0090 0.066 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.0025 0.116 

塩化水素 
（ppm） 

0.0074 0.008 

ガス状水銀 
（μg/m3） 

0.0074 0.011 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.0123 0.067 

注）上層逆転層出現時の予測結果を示す。 
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予測結果（大気質(3)） 

◯廃棄物等の搬入及び搬出 
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の寄与濃

度及び将来予測濃度は、道路端で以下に示す
とおり予測する。 
 
二酸化窒素（年平均値）    （単位：ppm） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予 
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00002 
0.017 

(0.039) 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00001 
未満 

0.017 
(0.039) 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00002 
0.017 

(0.039) 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00001 
0.014 

(0.034) 

№10： 
国道 247 号 

0.00002 
0.014 

(0.034) 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00001 
未満 

0.014 
(0.034) 

№12： 
国道 247 号 

0.00001 
未満 

0.014 
(0.034) 

注）（ ）内の数字は日平均値の 98％値を示す。 

 
浮遊粒子状物質（年平均値）  （単位：mg/m3） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00001 
0.024 

(0.059) 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00001 
0.024 

(0.059) 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№10： 
国道 247 号 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

№12： 
国道 247 号 

0.00001 
未満 

0.024 
(0.059) 

注）（ ）内の数字は日平均値の 2％除外値を示す。 
 

 
二酸化窒素（1時間値）    （単位：ppm） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予 
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00029 0.063 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00002 0.063 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00030 0.063 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00014 0.047 

№10： 
国道 247 号 

0.00020 0.047 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00008 0.047 

№12： 
国道 247 号 

0.00012 0.047 

 
浮遊粒子状物質（1時間値）  （単位：mg/m3） 

予測地点 
寄与 
濃度 

将来予 
測濃度 

№6： 
臨港道路武豊線 

0.00008 0.078 

№7：町道金下・ 
沢田新田第 1 号線 

0.00001 0.078 

№8： 
臨港道路武豊線 

0.00008 0.078 

№9：町道中浜田 
第 1 号線 

0.00003 0.089 

№10： 
国道 247 号 

0.00005 0.089 

№11： 
県道大谷富貴線 

0.00002 0.089 

№12： 
国道 247 号 

0.00003 0.089 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（大気質(1)） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・工事用資材等運搬車両は、NOx・PM 法適合車
両を用いる。 

・工事関係の通勤者には、できる限り公共交通
機関の利用や自動車の相乗りを指導し、通勤
に使用する車両の走行台数を減らすよう努
める。 

・工事用資材等の搬出入は、積載量に応じた適
正な車種の選定による運搬の効率化を推進
することにより、さらに工事用資材等運搬車
両の走行台数を減らすよう努める。 

・工事用資材等運搬車両が退出する際は、洗車
を行い、構内でタイヤに付着した土砂を十分
除去した上で退出する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、工事用資材等運搬車両
の走行に伴う大気汚染物質の寄与濃度は、年
平 均 値 で 二 酸 化 窒 素 が 0.00001 未 満 ～
0.00003ppm、浮遊粒子状物質が 0.00001 未満
～0.00001 ㎎/m3 であり、1 時間値で二酸化窒
素が 0.00001 未満～0.00023ppm、浮遊粒子状
物質が 0.00001 未満～0.00006 ㎎/m3 であり、
環境影響の程度は小さいと判断する。 

粉じん等は、工事用資材等運搬車両が退出
する際は、洗車を行い、構内でタイヤに付着
した土砂を十分除去した上で退出するため、
環境影響の程度が小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
大気質に係る環境影響は事業者の実行可能
な範囲でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 
 ア 日平均値 

予測結果によれば、二酸化窒素の日平均値
の年間 98％値は 0.034～0.039ppm、浮遊粒子
状物質の日平均値の 2％除外値はいずれの断
面も 0.059 ㎎/m3 であり、評価の指標を下回
ると予測することから、大気質の環境保全に
関する基準との整合が図られているものと
評価する。 

 

 
日平均値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98％値が
0.04ppm から 0.06ppm まで
のゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の 2％除外値が 
0.10 ㎎/m3 以下 

 
 イ 1 時間値 

予測結果によれば、二酸化窒素の将来予測
濃度は 0.047～0.063ppm、浮遊粒子状物質の
将来予測濃度は 0.078～0.089 ㎎/m3 であり、
評価の指標を下回ると予測することから、大
気質の環境保全に関する基準との整合が図
られているものと評価する。 
 
1 時間値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化窒素 0.1～0.2ppm 以下 

浮遊粒子状物質 0.20 ㎎/m3 以下 

 
 
◯建設機械の稼働等 

環境保全措置 

・建設機械の使用に際しては、負荷を小さくす
るよう心がけ、十分な点検・整備を行い、性
能の維持に努める。 

・各機械が同時に稼働する時間を合理的な範
囲で短くするように、施工計画を立案する。 

・粉じん等が多く発生する恐れのある場合は、
適時散水を行う。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、建設機械の稼働等に伴
う大気汚染物質の寄与濃度は、年平均値では
二酸化窒素が 0.0030ppm、浮遊粒子状物質が
0.0023 ㎎/m3 であり、1 時間値では二酸化窒
素が 0.0980ppm、浮遊粒子状物質が 0.0763 ㎎
/m3であり、環境影響の程度は小さいと判断す
る。 

建設機械の稼働等により粉じん等が発生
する可能性がある気象条件（風速 5.5m/秒以
上）の年間出現時間数は 460 時間（5.2％）で
あり、環境影響の程度は小さいと判断する。 
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評価結果（大気質(2)） 

また、環境保全措置を実施することから、
大気質に係る環境影響が事業者の実行可能
な範囲でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 
 ア 日平均値 

予測結果によれば、二酸化窒素の日平均値
の年間 98％値は 0.036ppm、浮遊粒子状物質
の日平均値の 2％除外値は 0.059 ㎎/m3 であ
り、評価の指標を下回ると予測することか
ら、大気質の環境保全に関する基準との整合
が図られているものと評価する。 
 
日平均値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98％値が
0.04ppm から 0.06ppm まで
のゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の 2％除外値が 
0.10 ㎎/m3 以下 

 
 イ 1 時間値 

予測結果によれば、二酸化窒素の将来予測
濃度は 0.155ppm、浮遊粒子状物質の将来予測
濃度は 0.189 ㎎/m3 であり、評価の指標を下
回ると予測することから、大気質の環境保全
に関する基準との整合が図られているもの
と評価する。 
 
1 時間値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化窒素 0.1～0.2ppm 以下 

浮遊粒子状物質 0.20 ㎎/m3 以下 

 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・粉じん等が多く発生する恐れのある場合は、
適時散水を行う。 

・粉じん等が発生しやすい建設発生土は長期
にわたり放置しない。また、防じんシート、
防じんネット等で養生し、粉じんなどの発
生・飛散を抑制する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、掘削、盛土等の土工に
より粉じん等が発生する可能性がある気象
条件（風速 5.5m/秒以上）の年間出現時間数
は 460 時間（5.2％）であり、環境影響の程度
は小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
大気質に係る環境影響は事業者の実行可能
な範囲でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出 

環境保全措置 

・燃焼ガス冷却設備及びバグフィルタ等によ
り構成される排出ガス処理施設を設置し、適
正に管理する。 

・燃焼温度、ガス滞留時間等の管理により、安
定燃焼の確保に努め、ダイオキシン類の再合
成防止を図り、定期的な調査を実施して適正
に管理する。 

・排出ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばい
じん、塩化水素、水銀等の定期的な調査を行
い、適切な運転管理の徹底に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、ばい煙の排出における
大気汚染物質の寄与濃度は、年平均値では二
酸 化 硫 黄 が 0.000162ppm、 二 酸 化 窒 素 が
0.000058ppm、浮遊粒子状物質が 0.000054 ㎎
/m3、塩化水素が 0.000162ppm、ガス状水銀が
0.000162 μ g/m3 、 ダ イ オ キ シ ン 類 が
0.000271pg-TEQ/m3、1 時間値では二酸化硫黄
が 0.0074ppm、二酸化窒素が 0.0090ppm、浮遊
粒子状物質が 0.0025 ㎎ /m3、塩化水素が
0.0074ppm、ガス状水銀が 0.0074μg/m3、ダイ
オキシン類が 0.0123pg-TEQ/m3 であり、環境
影響の程度が小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
大気質に係る環境影響が事業者の実行可能
な範囲でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 
 ア 日平均値 

予測結果によれば、二酸化硫黄の日平均値
の2％除外値が0.003ppm、二酸化窒素の日平
均値の年間98％値が0.031ppm、浮遊粒子状物
質の日平均値の2％除外値が0.057㎎/m3、塩化
水素が0.001ppm、ガス状水銀が0.002μg/m3、
ダイオキシン類が0.026pg-TEQ/m3であり、評
価の指標を下回ると予測することから、大気
質の環境保全に関する基準との整合が図ら
れているものと評価する。 
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評価結果（大気質(3)） 

日平均値の評価指標 
項目 評価指標 

二酸化硫黄 
日平均値の 2％除外値が
0.04ppm 以下 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98％値が
0.04ppm から 0.06ppm まで
のゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の 2％除外値が 
0.10 ㎎/m3 以下 

塩化水素 0.02ppm 以下 

ガス状水銀 0.04μg/m3 以下 

ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m3 以下 

 
 イ 1 時間値 

予測結果によれば、1 時間値の最大値は、
二 酸 化 硫 黄 が 0.019ppm、 二 酸 化 窒 素 が
0.066ppm、浮遊粒子状物質が 0.116 ㎎/m3、塩
化水素が 0.008ppm、ガス状水銀が 0.011μ
g/m3、ダイオキシン類が 0.067pg-TEQ/m3 であ
り、評価の指標を下回ると予測することか
ら、大気質の環境保全に関する基準との整合
が図られているものと評価する。 
 
1 時間値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化硫黄 0.1ppm 以下 

二酸化窒素 0.1～0.2ppm 以下 

浮遊粒子状物質 0.20 ㎎/m3 以下 

塩化水素 0.02ppm 以下 

ガス状水銀 0.04μg/m3 以下 

ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m3 以下 

 
 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・廃棄物運搬車両は、低公害車（最新規制適合
車、低燃費車等）の導入を促進する。 

・廃棄物運搬車両は、NOx・PM 法適合車両を用
いるよう努める。 

・廃棄物運搬車両の運行管理を行うことによ
り、車両の集中を避ける。 

 
 

１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
予測結果によれば、廃棄物運搬車両の走行

に伴う大気汚染物質の寄与濃度は、年平均値
で二酸化窒素が 0.00001 未満～0.00002ppm、
浮遊粒子状物質が 0.00001 未満～0.00001 ㎎
/m3、1 時間値で二酸化窒素が 0.00001 未満～
0.00030ppm、浮遊粒子状物質が 0.00001 未満
～0.00008 ㎎/m3 であり、環境影響の程度が小
さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
大気質に係る環境影響は事業者の実行可能
な範囲でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 
 ア 日平均値 

予測結果によれば、二酸化窒素の日平均値
の年間 98％値は 0.034～0.039ppm、浮遊粒子
状物質の日平均値の 2％除外値はいずれの断
面も 0.059 ㎎/m3 であり、評価の指標を下回
ると予測することから、大気質の環境保全に
関する基準との整合が図られているものと
評価する。 
 
日平均値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98％値が
0.04ppm から 0.06ppm まで
のゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の 2％除外値が 
0.10 ㎎/m3 以下 

 
 イ 1 時間値 

予測結果によれば、二酸化窒素の将来予測
濃度は 0.047～0.063ppm、浮遊粒子状物質の
将来予測濃度は 0.078～0.089 ㎎/m3 であり、
評価の指標を下回ると予測することから、大
気質の環境保全に関する基準との整合が図
られているものと評価する。 
 
1 時間値の評価指標 

項目 評価指標 

二酸化窒素 0.1～0.2ppm 以下 

浮遊粒子状物質 0.20 ㎎/m3 以下 
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7.2 騒音及び超低周波音 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域の敷地境界 4 地点

で騒音及び低周波音の調査を行った。また、工事用資材等運搬車両及び廃棄物運搬

車両の走行を予定している道路沿道 7 地点において騒音の調査を行った。 

 

調査結果（環境騒音） 

＜環境騒音＞ 
事業実施区域の敷地境界における環境騒

音（等価騒音レベル：LAeq）は、昼間が最大
70dB、夜間が最大63dBであった。調査地域は
工業専用地域であるため、環境基準は適用さ
れない。 

 
 
 

環境騒音（LAeq）        （単位：dB） 

調査地点 曜日 
昼間 

6～22 時 
夜間 

22～6 時 

西側敷地境界 

平日 68 63 

土曜 68 62 

休日 66 62 

南側敷地境界 

平日 52 46 

土曜 51 46 

休日 46 46 

東側敷地境界 

平日 58 48 

土曜 55 47 

休日 47 47 

北側敷地境界 

平日 70 53 

土曜 64 53 

休日 53 53 

環境基準 － － － 

注 1)環境基準は適用されない。 
2)値は、当該時間区分の 1 時間値(LAeq)のエネ 

ルギー平均値である。 
 

 
事業実施区域の敷地境界における環境騒

音（時間率騒音レベル：L5）は、西側敷地境
界の土曜の昼間と、平日、土曜及び休日の夜
間、北側敷地境界の平日の昼間を除いて、特
定工場等に係る騒音の規制基準値を下回っ
ていた。 
 
環境騒音（L5）        （単位：dB） 

調査地点 曜日 
朝 

6～ 8 時  
昼間 
8～ 19 時  

夕 
19～ 22 時  

夜間 
22～ 6 時  

西側 

敷地境界 

平日 74 75 73 72 

土曜 74 76 71 72 

休日 72 73 71 71 

南側 

敷地境界 

平日 56 58 51 52 

土曜 54 57 48 49 

休日 49 49 48 48 

東側 

敷地境界 

平日 62 67 56 52 

土曜 59 63 49 52 

休日 48 50 50 50 

北側 

敷地境界 

平日 75 82 56 55 

土曜 69 74 54 55 

休日 55 55 54 55 

規制基準 － 75 75 75 70 

注）値は、当該時間区分の 1 時間値（L5）の最大
値である。 
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調査結果（道路交通騒音及び低周波音） 

＜道路交通騒音＞ 
道路沿道における道路交通騒音（等価騒音

レベル：LAeq）は、№1：臨港道路武豊線、№
3：臨港道路武豊線及び№7：国道247号で、平
日及び土曜ともに環境基準値を上回ってい
た。 
 
道路交通騒音（LAeq）      （単位：dB） 

調査地点 曜日 昼間 
環境

基準 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 75 
65 

土曜 74 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 64 
65 

土曜 63 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 70 
65 

土曜 70 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 65 
65 

土曜 64 

№5： 

国道 247 号 

平日 69 
70 

土曜 70 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 64 
70 

土曜 63 

№7： 

国道 247 号 

平日 71 
70 

土曜 71 

注 1)昼間は 6～22 時である。 
2)値は、当該時間区分の 1 時間値（LAeq）の 

エネルギー平均値である。 

 

＜低周波音＞ 
G 特性等価音圧レベルは、「心身に係る苦情

に関する参照値」を下回っていた。また、1/3
オクターブバンド周波数別の音圧レベルは、
全ての周波数帯において「物的苦情に関する
参照値」を下回っていた。 

 
低周波音（G特性等価音圧レベル）（単位：dB） 

調査地点 曜日 
全日 

0～24 時 

西側敷地境界 
平日 77 

休日 77 

南側敷地境界 
平日 75 

休日 75 

東側敷地境界 
平日 75 

休日 76 

北側敷地境界 
平日 81 

休日 81 

参照値 － 92 

注 1)G 特性は 1～80Hz の低周波音の人体感覚を評
価するための周波数補正特性で、ISO7196 で
規定された音圧レベルである。 

2)参照値は、低周波音問題対応の手引書（平成
16 年 6 月、環境省）に示された、苦情等に対
して低周波音によるものかを判断するため
の目安であり、表中の値は「心身に係る苦情
に関する参照値」を示す。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“資材等の搬入及び搬出”、“建設機械の稼働等”、土地又は工作

物の供用に伴う“機械等の稼働”、“廃棄物等の搬入及び搬出”による影響の程度に

ついて予測した。 

 

予測結果（騒音及び低周波音(1)） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

工事用資材等運搬車両の走行に伴い増加
する騒音レベル及び将来予測結果は、道路端
で以下に示すとおり予測する。 

工事用資材等運搬車両による増加分は、
1dB未満であると予測する。 

 
道路交通騒音（LAeq）      （単位：dB） 

予測地点 曜日 
増加する 

騒音レベル 

将来 

予測結果 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 0.1 75 

土曜 0.2 74 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 0.0 64 

土曜 0.1 63 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 0.2 70 

土曜 0.3 70 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 0.0 65 

土曜 0.1 65 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.1 70 

土曜 0.1 70 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.0 64 

土曜 0.0 63 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.1 71 

土曜 0.0 71 

注）増加分は、事業による影響を示すため、小数
第 1 位まで表示した。 

 
 

◯建設機械の稼働等 
建設機械の稼働等に伴う予測結果は、特定

建設作業に係る騒音の規制基準値を下回っ
た。 

 
建設作業騒音（L5）      （単位：dB） 

予測地点 
騒音レベル

（L5） 
規制基準 

最大値を示す 
敷地境界上の地点 

83 

85 
西側敷地境界 75 

南側敷地境界 83 

東側敷地境界 83 

北側敷地境界 81 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯機械等の稼働（騒音） 

機械等の稼働に伴う予測結果は、特定工場
等に係る騒音の規制基準値を下回った。 
 
施設騒音（L5）        （単位：dB） 

予測地点 
騒音レベル

（L5） 
規制基準 

最大値を示す 
敷地境界上の地点 

53 

朝･夕:75 

昼 間:75 

夜 間:70 

西側敷地境界 37 

南側敷地境界 42 

東側敷地境界 50 

北側敷地境界 50 

注）時間区分は「朝:6～8 時、昼間:8～19 時、 
夕:19～22 時、夜間:22～6 時」である。 

 
◯機械等の稼働（低周波音） 

類似施設における調査結果より、機械等の
稼働による G 特性等価音圧レベルは、調査地
点 5 地点のうち、最大値 82dB、平均値の最大
値 75dB であり、計画施設の機械等の稼働に
よる予測結果は、手引書における心身の苦情
に関する参照値である 92dB を下回ると予測
する。 
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予測結果（騒音及び低周波音(2)） 

◯廃棄物等の搬入及び搬出 
廃棄物運搬車両の走行に伴い増加する騒

音レベル及び将来予測結果は、道路端で以下
に示すとおり予測する。 

廃棄物運搬車両による増加分は、1dB未満
であると予測する。 

 
道路交通騒音（LAeq）      （単位：dB） 

予測地点 曜日 
増加する 

騒音レベル 

将来 

予測結果 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 0.2 75 

土曜 0.1 74 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 0.0 64 

土曜 0.0 63 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 0.3 71 

土曜 0.2 70 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 0.1 65 

土曜 0.2 65 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.1 70 

土曜 0.1 70 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.1 64 

土曜 0.0 63 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.0 71 

土曜 0.0 71 

注）増加分は、事業による影響を示すため、小数
第 1 位まで表示した。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（騒音及び低周波音(1)） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・工事用資材等の搬出入は、積載量に応じた適
正な車種の選定による運搬の効率化を推進
することにより、さらに工事用資材等運搬車
両の走行台数を減らすよう努める。 

・工事関係の通勤者には、できる限り公共交通
機関の利用や自動車の相乗りを指導し、通勤
に使用する車両の走行台数を減らすよう努
める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、工事用資材等運搬車両
の走行に伴い増加する騒音レベルは 1dB 未満
であり、環境影響の程度が小さいと判断す
る。 

また、環境保全措置を実施することから、
騒音に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、工事用資材等運搬車両
の走行に伴う騒音レベルは、平日で 64～
75dB、土曜で 63～74dB であり、№1 地点、№
3 地点及び№7 地点で騒音に係る環境基準値
を上回るが、現況の騒音レベルが高いこと、
工事用資材等運搬車両の走行に伴い増加す
る騒音レベルは 1dB 未満と小さいことから、
騒音に係る環境基準の適合状況に影響を及
ぼすものではないと評価する。 
 

 
◯建設機械の稼働等 

環境保全措置 

・低騒音型建設機械を可能な限り使用する。 
・建設機械の使用に際しては、負荷を小さくす

るよう心がけ、十分な点検・整備を行い、性
能の維持に努める。 

・各機械が同時に稼働する時間を合理的な範
囲で短くするように、施工計画を立案する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働等に伴う騒音は、低騒音型
建設機械を可能な限り使用するなど、環境保
全措置を実施することから、騒音に係る環境
影響が事業者の実行可能な範囲内でできる
限り回避・低減が図られているものと評価す
る。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、建設機械の稼働等に伴
う騒音レベルは、敷地境界において最大 83dB
であり、特定建設作業に係る騒音の規制基準
値を下回ると予測することから、騒音の環境
保全に関する基準等との整合が図られてい
るものと評価する。 
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評価結果（騒音及び低周波音(2)） 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯機械等の稼働 

環境保全措置 

・騒音源となる主要機器は極力屋内に設置し、
また、大きな音を発生する設備機器について
は、内壁に吸音材を使用した防音室内に設置
する。 

・主要な設備機器には、低騒音型機器を導入す
る。 

・各設備は、定期点検を実施し、常に正常な運
転を行うように維持管理を徹底する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
 ア 騒音 

機械等の稼働に伴う騒音は、低騒音型の設
備機器を導入するなど、環境保全措置を実施
することから、騒音に係る環境影響が事業者
の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減
が図られているものと評価する。 
 
 イ 低周波音 

機械等の稼働に伴う低周波音については、
ごみ焼却施設及び不燃・粗大ごみ処理施設に
ついて、遮音性の高い建物とするなど、環境
保全措置を実施することから、低周波音に係
る環境影響が事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避・低減が図られているものと
評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、機械等の稼働に伴う騒
音レベルは、敷地境界において最大 53dB で
あり、特定工場等に係る騒音の規制基準値を
下回ると予測することから、騒音の環境保全
に関する基準等との整合が図られているも
のと評価する。 

なお、低周波音については、手引書におけ
る心身の苦情に関する参照値を下回る。 
 

 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・廃棄物運搬車両は、低公害車（最新規制適合
車、低燃費車等）の導入を促進する。 

・廃棄物運搬車両の運行管理を行うことによ
り、車両の集中を避ける。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、廃棄物運搬車両の走行
に伴い増加する騒音レベルは 1dB 未満であ
り、環境影響の程度が小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
騒音に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、廃棄物運搬車両の走行
に伴う騒音レベルは、平日で 64～75dB、土曜
で 63～74dB であり、№1 地点、№3 地点及び
№7 地点で騒音に係る環境基準値を上回る
が、現況の騒音レベルが高いこと、廃棄物運
搬車両の走行に伴い増加する騒音レベルは
1dB 未満と小さいことから、騒音に係る環境
基準の適合状況に影響を及ぼすものではな
いと評価する。 
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7.3 振動 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域の敷地境界 4 地点

で振動の調査を行った。また、工事用資材等運搬車両及び廃棄物運搬車両の走行を

予定している道路沿道 7 地点において振動の調査を行った。 

 

調査結果（環境振動及び道路交通振動） 

＜環境振動＞ 
事業実施区域の敷地境界における環境振

動は、全ての地点で特定工場等に係る規制基
準値を下回っていた。 

 
環境振動（L10）        （単位：dB） 

調査地点 曜日 
昼間 

7～20 時 
夜間 

20～7 時 

西側敷地境界 

平日 37 28 

土曜 37 27 

休日 25 23 

南側敷地境界 

平日 41 33 

土曜 35 30 

休日 31 29 

東側敷地境界 

平日 42 35 

土曜 34 32 

休日 30 31 

北側敷地境界 

平日 40 35 

土曜 42 33 

休日 32 32 

規制基準値 － 75 70 

注）値は、当該時間区分の 1 時間値(L10)の最大値
である。 

 

＜道路交通振動＞ 
道路沿道における道路交通振動は、全ての

地点で要請限度の値を下回っていた。 
 
道路交通振動（L10）      （単位：dB） 

調査地点 曜日 昼間 
要請

限度 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 46 
70 

土曜 43 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 35 
65 

土曜 32 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 43 
70 

土曜 42 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 40 
70 

土曜 39 

№5： 

国道 247 号 

平日 41 
65 

土曜 40 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 34 
70 

土曜 33 

№7： 

国道 247 号 

平日 42 
65 

土曜 41 

注）調査結果は、昼間（7 時～20 時）の 1 時間値
（L10）の算術平均値である。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“資材等の搬入及び搬出”、“建設機械の稼働等”、土地又は工作

物の供用に伴う“機械等の稼働”、“廃棄物等の搬入及び搬出”による影響の程度に

ついて予測した。 

 

予測結果（振動） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

工事用資材等運搬車両の走行に伴い増加
する振動レベル及び将来予測結果は、道路端
で以下に示すとおり予測する。 

振動レベルの予測結果は、要請限度及び感
覚閾値を下回った。 

 
道路交通振動（L10）      （単位：dB） 

予測地点 曜日 
増加する 

振動レベル 

将来 

予測結果 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 0.3 50 

土曜 0.5 48 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 0.2 37 

土曜 0.4 35 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 0.5 47 

土曜 0.6 47 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 0.1 44 

土曜 0.2 43 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.1 44 

土曜 0.1 45 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.0 36 

土曜 0.0 37 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.1 45 

土曜 0.1 44 

注）増加分は、事業による影響を示すため、小数
第 1 位まで表示した。 

 
 

◯建設機械の稼働等 
建設機械の稼働等に伴う建設作業振動の

予測結果は、特定建設作業に係る振動の規制
基準値を下回った。 

 
建設作業振動（L10）      （単位：dB） 

予測地点 
振動レベル

（L10） 
規制基準 

最大値を示す 
敷地境界上の地点 

68 

75 
西側敷地境界 61 

南側敷地境界 63 

東側敷地境界 68 

北側敷地境界 63 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯機械等の稼働 

機械等の稼働に伴う施設振動の予測結果
は、特定工場等に係る振動の規制基準値を下
回った。 
 
施設振動（L10）        （単位：dB） 

予測地点 
振動レベル

（L10） 
規制基準 

最大値を示す 
敷地境界上の地点 

69 

昼 間:75 

夜 間:70 

西側敷地境界 41 

南側敷地境界 56 

東側敷地境界 61 

北側敷地境界 66 

注）時間区分は「昼間:7～20 時、夜間:20～7 時」
である。 

 
 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

廃棄物運搬車両の走行に伴い増加する振
動レベル及び将来予測結果（L10）は、道路端
で以下に示すとおり予測する。 

振動レベルの予測結果は、要請限度及び感
覚閾値を下回った。 

 
道路交通振動（L10）      （単位：dB） 

予測地点 曜日 
増加する 

振動レベル 

将来 

予測結果 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 0.5 51 

土曜 0.3 48 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 0.3 36 

土曜 0.2 34 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 0.8 48 

土曜 0.3 47 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 0.4 44 

土曜 0.5 43 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.3 44 

土曜 0.4 45 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.4 36 

土曜 0.3 37 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.2 45 

土曜 0.4 44 

注）増加分は、事業による影響を示すため、小数
第 1 位まで表示した。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（振動(1)） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・工事用資材等の搬出入は、積載量に応じた適
正な車種の選定による運搬の効率化を推進
することにより、さらに工事用資材等運搬車
両の走行台数を減らすよう努める。 

・工事関係の通勤者には、できる限り公共交通
機関の利用や自動車の相乗りを指導し、通勤
に使用する車両の走行台数を減らすよう努
める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、工事用資材等運搬車両
の走行に伴い増加する振動レベルは 1dB 未満
であり、環境影響の程度が小さいと判断す
る。 

また、環境保全措置を実施することから、
振動に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、工事用資材等運搬車両
の走行に伴う振動レベルは、平日は 36～
50dB、土曜は 35～48dB であり、道路交通振動
に係る要請限度の値を下回ると予測するこ
とから、振動の環境保全に関する基準等との
整合が図られているものと評価する。 

なお、予測結果は振動の感覚閾値を下回
る。 

 

 
◯建設機械の稼働等 

環境保全措置 

・低振動型建設機械を可能な限り使用する。 
・建設機械の使用に際しては、負荷を小さくす

るよう心がけ、十分な点検・整備を行い、性
能の維持に努める。 

・各機械が同時に稼働する時間を合理的な範
囲で短くするように、施工計画を立案する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働等に伴う振動は、低振動型
建設機械を可能な限り使用するなど、環境保
全措置を実施することから、振動に係る環境
影響が事業者の実行可能な範囲内でできる
限り回避・低減が図られているものと評価す
る。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、建設機械の稼働等によ
る振動レベルは、敷地境界において最大 68dB
であり、特定建設作業に係る振動の規制基準
値を下回ると予測することから、振動の環境
保全に関する基準等との整合が図られてい
るものと評価する。 
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評価結果（振動(2)） 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯機械等の稼働 

環境保全措置 

・振動の大きい機器等は、防振架台または独立
基礎上に設置する。 

・各設備は、定期点検を実施し、常に正常な運
転を行うように維持管理を徹底する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

機械等の稼働に伴う振動は、防振架台また
は独立基礎上に設置するなど、環境保全措置
を実施することから、振動に係る環境影響が
事業者の実行可能な範囲内でできる限り回
避・低減が図られているものと評価する。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、機械等の稼働に伴う振
動レベルは、敷地境界において最大 69dB で
あり、特定工場等に係る振動の規制基準値を
下回ると予測することから、振動の環境保全
に関する基準等との整合が図られているも
のと評価する。 

 

 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・廃棄物運搬車両の運行管理を行うことによ
り、車両の集中を避ける。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、廃棄物運搬車両の走行
に伴い増加する振動レベルは 1dB 未満であ
り、環境影響の程度は小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
振動に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 

 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

予測結果によれば、廃棄物運搬車両の走行
に伴う振動レベルは、平日 36～51dB、土曜 34
～48dB であり、道路交通振動に係る要請限度
の値を下回ると予測することから、振動の環
境保全に関する基準等との整合が図られて
いるものと評価する。 

なお、予測結果は振動の感覚閾値を下回
る。 
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7.4 悪臭 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域の敷地境界 2 地点

（風上、風下）で悪臭の調査を行った。 

 

調査結果（悪臭） 

事業実施区域の敷地境界における臭気指
数は、風上、風下ともに規制基準値を下回っ
ていた。また、特定悪臭物質は、全ての項目
で定量下限値未満であった。 
 

悪臭 

調査地点 臭気指数 特定悪臭物質 

風上敷地境界 10 未満 定量下限値未満 

風下敷地境界 10 未満 定量下限値未満 

規制基準 15 － 
 

 

（２）予測結果の概要 

土地又は工作物の供用に伴う“施設からの悪臭の漏洩”による影響の程度につい

て予測した。 

 

予測結果（悪臭） 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯施設からの悪臭の漏洩 

類似施設における調査結果を基に予測を
行った。その結果によれば、敷地境界におけ
る臭気指数は10未満となり、規制基準値を下
回ると予測する。 

 

悪臭 

予測地点 臭気指数 

敷地境界 10 未満 

規制基準 15 以下 

注）「規制基準」は、悪臭防止法に基づく規制地
域（第 2 種地域）の規制基準値を示す。 

 

（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（悪臭） 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯施設からの悪臭の漏洩 

環境保全措置 

・プラットホーム及び敷地内道路は定期的に
清掃するとともに、プラットホーム及びごみ
ピット内への消臭剤散布により、悪臭防止に
努める。 

・脱臭装置の維持管理を徹底し、悪臭防止に努
める。 

 

１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
施設には悪臭の漏洩対策として、ごみピッ

トには投入扉、プラットホーム出入口には自
動扉及びエアーカーテンを設置する等の措
置を講じる計画である。また、同程度の悪臭 
 

防止対策を講じている類似施設の調査結果
においても、臭気指数は 10 未満であり、環境
影響の程度は小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
悪臭に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 

 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

敷地境界における臭気指数は 10 未満であ
り、悪臭防止法に基づく規制基準値(15)を下
回ることから、悪臭の環境保全に関する基準
等との整合が図られているものと評価する。 
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7.5 水質 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、計画施設からの排水が流入する

既設排水管及びその放流先となる海域で水質の調査を行った。 

 

調査結果（水質） 

＜水質の状況（平水時）＞ 
工事中及び供用時の排水の放流先となる海

域で調査した結果は、以下に示すとおりであ
る。 

水素イオン濃度及び全燐が、春季及び夏季
に環境基準を上回っていた。 

 
平水時（四季）        （単位：mg/L） 

項目 放流先海域 環境基準 

水素イオン濃度 8.0  ～ 8.9 7.0～8.3 

化学的酸素要求量 1.5  ～ 5.7 8 以下 

全窒素 0.40 ～ 0.74 1 以下 

全燐 0.039～ 0.29 0.09 以下 

注）水素イオン濃度は単位なし 

＜水質の状況（降雨時）＞ 
降雨時の調査結果は以下に示すとおり、放

流 先 海 域 で は 浮 遊 物 質 量 は 最 大 値 が
8.6mg/L、既設排水管では最大値が150mg/Lで
あった。 
 
降雨時調査（最大値） 

項目 放流先海域 既設排水管 

流量（m3/秒） － 0.10 

浮遊物質量（mg/L） 8.6 150 

濁度（ppm） 9.1 326.2 以上 
 

 

（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物の供用に伴う“汚水の

排出”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（水質） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 
 ア 水素イオン濃度（pH） 

工事中はpHが放流先海域の現況濃度の範
囲になることを確認した上で、排水する計画
である。 

 
 イ 浮遊物質量（SS） 

仮設沈砂池の排出口における排水のSS濃
度は149mg/Lと予測する。 

 
浮遊物質量（工事中）    （単位：mg/L） 

項目 
工事中予測結果 

（仮設沈砂池の出口） 

現況濃度 

(既設排水管) 

浮遊物質量 149 150 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯汚水の排出 

排水量は5m3/日であり、海域へ放流した排
水は、放流口から約2.4mの範囲まで拡散する
ものと予測する。 
 
汚水の排出予測結果 

項目 排水の拡散距離（m） 

COD 2.4 

T-N 2.4 

T-P 2.4 

注）「排水の拡散距離」は、新田の実験式において
算出される 60 倍希釈される拡散面積に基づき
計算した範囲であり、海域への放流口からの
距離を示す。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（水質） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・コンクリート工事に伴う排水は、状況に応じ
て中和処理等を行う。 

・台風、集中豪雨等が予想される場合には、で
きる限り濁水が発生しないよう、中止を含め
た工事工程の変更及び盛土部へのシート掛
けなどの適切な濁水流出防止対策を講じる。 

・仮設沈砂池には竹そだ柵等を設置すること
により、濁りの低減効果を高める。 

・仮設沈砂池からの排水の濁りの状況に応じ
て、凝集剤を添加し、濁りの低減効果を高め
る。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
 ア 水素イオン濃度（pH） 

予測結果によれば、コンクリート工事に伴
う排水は、pH が放流先海域の現況濃度（現地
調査結果：8.0～8.9）の範囲内になることを
確認した上で、既設排水管に排水し、事業実
施区域東側の海域に放流する計画であるこ
とから、放流先海域への水質の影響の程度は
小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
水質に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 
 イ 浮遊物質量（SS） 

予測結果によれば、仮設沈砂池の排出口か
らの排水の SS 濃度は、既設排水管における
現況の SS 濃度と同程度以下であると予測す
ることから、放流先海域への濁りの影響の程
度は小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
水質に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯汚水の排出 

環境保全措置 

・供用時における排水処理施設の維持管理の
徹底に努める。 

・供用時における排水量は、排水の諸元以下と
し、今後の施設計画を検討する中で、できる
限り排水量が少なくなるよう検討する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

供用時に海域に放流した排水は、放流口か
ら約 2.4m までの範囲で拡散するものと予測
する。また、60 倍希釈での各物質の濃度は、
放流先海域の水質と同等以下と予測する。以
上のことから、放流先海域の水質への影響の
程度は小さいと判断する。 

また、環境保全措置を実施することから、
水質に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
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7.6 地盤・土壌 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域及びその周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域及び周辺

3 地点で地盤・土壌（土壌環境基準・ダイオキシン類）の調査を行った。 

事業実施区域の北側隣接地において土壌汚染が確認されていることから、「愛知

県土壌汚染等対策指針」（平成 26 年 10 月愛知県告示第 526 号）に規定する土壌含

有量調査、土壌ガス調査及び土壌溶出量調査を行った。 

 

調査結果（土壌含有量調査、土壌ガス調査） 

＜土壌含有量調査＞ 
鉛及びその化合物が24区画のうち22区画

で土壌含有量基準を上回っていた。このた
め、現地への関係者以外の立ち入りを禁止し
た。 

 
土壌含有量調査結果    （単位：mg/kg） 

項目 
土壌 

含有量 
土壌含有
量基準 

カドミウム 
及びその化合物 

<5～16 150 以下 

六価クロム化合物 <2～<10 250 以下 

シアン化合物 <5 
50 以下 

(遊離シアンとして ) 

水銀及びその化合物 <1 15 以下 

セレン 
及びその化合物 

<2～<10 150 以下 

鉛及びその化合物 
20～1,700 
(11 倍)注 

150 以下 

砒素及びその化合物 <1～<10 150 以下 

ふっ素 
及びその化合物 

30～980 4,000 以下 

ほう素 
及びその化合物 

<10～<400 4,000 以下 

注）（ 倍）は、最大値の土壌含有量基準に対する
倍率を示す。 

 

＜土壌ガス調査＞ 
テトラクロロエチレンが24区画のうち1区

画で検出された。それ以外の項目は全て不検
出であった。 

テトラクロロエチレンの検出区画におけ
る詳細調査、相対的高濃度地点での土壌溶出
量調査及び地下水質調査の結果は、いずれの
調査項目についても不検出もしくは基準に
適合していた。 
 
土壌ガス調査結果     （単位：vol ppm） 

項目 
土壌ガ
ス濃度 

定量 
下限値 

四塩化炭素 不検出 0.1 以下 

1,2－ジクロロエタン 不検出 0.1 以下 

1,1－ジクロロエチレン 不検出 0.1 以下 

シス－1,2－ジクロロエチレン 不検出 0.1 以下 

1,3－ジクロロプロペン 不検出 0.1 以下 

ジクロロメタン 不検出 0.1 以下 

テトラクロロエチレン 
不検出 
～0.1 

0.1 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 不検出 0.1 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 不検出 0.1 以下 

トリクロロエチレン 不検出 0.1 以下 

ベンゼン 不検出 0.05 以下 
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調査結果（土壌溶出量調査、土壌環境基準調査、ダイオキシン類調査） 

＜土壌溶出量調査＞ 
ふっ素及びその化合物が、24区画のうち3

区画で土壌溶出量基準を上回った。このた
め、汚染の拡散防止のための応急の措置を実
施した。 
 
土壌溶出量調査結果     （単位：mg/L） 

項目 
土壌 

溶出量 
土壌 

溶出量基準 

第 2 種特定有害物質 

 カドミウム 
及びその化合物 

<0.001 0.01 以下 

六価クロム化合
物 

<0.01 
～0.04 

0.05 以下 

シアン化合物 ND 検出されないこと 

水銀 
及びその化合物 

ND 注 1 

セレン 
及びその化合物 

<0.002 0.01 以下 

鉛 
及びその化合物 

<0.005 
～0.010 

0.01 以下 

砒素 
及びその化合物 

<0.005 
～0.010 

0.01 以下 

ふっ素 
及びその化合物 

0.13～
2.0 

(2.5 倍 )注 2 
0.8 以下 

ほう素 
及びその化合物 

0.10 
～0.34 

1 以下 

第 3 種特定有害物質 

 シマジン <0.0003 0.006 以下 

チウラム <0.0006 0.003 以下 

チオベンカルブ <0.002 0.02 以下 

PCB ND 検出されないこと 

有機りん化合物 ND 検出されないこと  

注 1)水銀が 0.0005 以下、かつアルキル水銀が 
検出されないこと。 

2)（ 倍）は、最大値の土壌含有量基準に対す
る倍率を示す。 

3)「検出されないこと」とは、値が検査方法の
定量下限値を下回ることをいい、ND と表記し
た。 

 

＜土壌環境基準調査＞ 
全ての項目が環境基準に適合していた。 

 
土壌環境基準調査結果    （単位：mg/L） 

項目 分析結果 環境基準 

カドミウム 0.001 未満 0.01 以下 

全シアン 0.1 未満 検出されないこと 
有機燐 0.1 未満 検出されないこと 
鉛 0.005 未満 0.01 以下 

六価クロム 0.02 未満 0.05 以下 

砒素 0.005 未満 0.01 以下 

総水銀 0.0005 未満 0.0005 以下 

アルキル水銀 0.0005 未満 検出されないこと 
ＰＣＢ 0.0005 未満 検出されないこと 
ジクロロメタン 0.002 未満 0.02 以下 

四塩化炭素 0.0002 未満 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.0004 未満 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.002 未満 0.1 以下 

シス -1,2-ジクロロエチレン  0.004 未満 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 未満 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 未満 0.006 以下 

トリクロロエチレン 0.002 未満 0.03 以下 

テトラクロロエチレン 0.0005 未満 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.0002 未満 0.002 以下 

チウラム 0.0006 未満 0.006 以下 

シマジン 0.0003 未満 0.003 以下 

チオベンカルブ 0.002 未満 0.02 以下 

ベンゼン 0.001 未満 0.01 以下 

セレン 0.002 未満 0.01 以下 

ふっ素 0.41 0.8 以下 

ほう素 0.1 未満 1 以下 

注）「検出されないこと」とは、定量結果が検査方

法の定量下限値を下回ることをいう。 
 
＜ダイオキシン類調査＞ 

全ての地点で環境基準に適合していた。 
 
事業実施区域      （単位：pg-TEQ/g） 

調査地点 分析結果 環境基準 

事業実施区域 №1 3.5 

1,000 以下 
周辺地域 

№2 4.9 

№3 11 

№4 0.48 

事業実施区域 
№5 17 

№6 11 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物の供用に伴う“ばい煙

の排出”による影響の程度について予測した。 

予測結果（地盤・土壌） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

現地調査により、事業実施区域でふっ素及
びその化合物（溶出量）並びに鉛及びその化
合物（含有量）について土壌汚染等対策基準
を上回る値が確認されており、掘削、盛土等
の土工により、土壌汚染の拡散及び地下水の
汚染が発生する可能性が考えられる。 

工事の実施に当たっては、工事着手前に土
地の形質変更部分に対する土壌汚染状況調
査・詳細調査等を実施し、法令等に基づき必
要な汚染土壌の除去等の措置を確実に行う。 

これにより、掘削、盛土等の土工による土壌
汚染の拡散の可能性は小さいと予測する。 
 
 
＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出 

ばい煙の排出に伴うダイオキシン類の最
大着地濃度は、事業実施区域及びその周辺に
おける大気中の濃度（現地調査結果）の1％程
度であり、大気中の濃度への寄与は小さく、
土壌への沈着は小さいと予測する。 

 

（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

評価結果（地盤・土壌） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・工事用資材等運搬車両が退出する際は、構内
でタイヤに付着した土砂を十分除去した上
で退出する。 

・建設発生土は放置せず、防じんシート、防じ
んネット等で養生するなど、粉じんの発生・
飛散等を抑制する。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、掘削、盛土等の土工に
伴う地盤・土壌への環境影響の可能性が想定
されるため、工事着手前に土壌汚染の有無を
確認し、環境保全措置を実施することから、
地盤・土壌に係る環境影響が事業者の実行可
能な範囲内でできる限り回避・低減が図られ
るものと評価する。 

 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

工事着手前に土地の形質変更部分に対す
る土壌汚染状況調査・詳細調査等を実施し、
法令等に基づき必要な汚染土壌の除去等の
措置を確実に行うことから、土壌の汚染に係
る基準との整合は図られるものと評価する。 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出 

環境保全措置 

・計画施設からの排出ガスは、大気汚染防止法
等で規制されている排出基準を踏まえた自
主規制値を設定し遵守する。 

・燃焼施設並びに、排出ガス処理施設の適正な
運転管理を行う。 

・各設備は、定期点検を実施し、常に正常な運
転を行うよう維持管理を徹底する。 
 

１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
予測結果によれば、ばい煙の排出に伴う土

壌への沈着による環境影響は小さいと判断
する。 

また、環境保全措置を実施することから、
地盤・土壌に係る環境影響が事業者の実行可
能な範囲内でできる限り回避・低減が図られ
るものと評価する。 

 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

ばい煙の排出に伴うダイオキシン類の大
気中の濃度への寄与は小さいものと考えら
れ、ダイオキシン類対策特別措置法に係る基
準との整合が図られているものと評価する。 

 
なお、ふっ素及びその化合物については、

地下水質のモニタリングを継続し、環境基準
を超過した場合又は著しい値の変化が確認
された場合は、直ちに関係機関に報告し、新
たな措置を検討する。 
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7.7 地下水の状況及び地下水質 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域の環境の状況を把握するため、事業実施区域内の 5 地点（№1～№5）

で地下水位、1 地点（№1）で地下水質の調査を行った。なお、地下水質のうちふっ

素及びダイオキシン類については、№1～№5 の 5 地点で実施した。 

 

調査結果（地下水位、地下水質） 

＜地下水位＞ 
事業実施区域内の地下水位等高線は、以下

に示すとおりである。事業実施区域内の地下
水位は、南側（№3、№4）で高く、北東側（№5）
で低かった。 

 

 
注）地下水位等高線は、平成 28 年 11 月 9 日の値

を用いて作成した。 

 

＜地下水質＞ 
 ア 四季調査 

№1における地下水質は、ダイオキシン類
を除く全ての項目で、環境基準に適合してい
た。 

ダイオキシン類は、0.36～3.6pg-TEQ/Lで
あった。 

 
 イ ふっ素 

ふっ素及びその化合物は、土壌調査におい
て土壌汚染等対策基準を上回ったことから、
土壌汚染が認められた区画に対し地下水流
向の下流に位置する井戸を主体に、地下水の
ふっ素の調査を実施した。ふっ素は事業実施
区域北側（№2が1.6～2.0mg/L、№5が1.1～
1.4mg/L）で環境基準値（0.8mg/L以下）を上
回っていた。 

 
 ウ ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、№1において春季、夏季
及び平成28年8月31日に環境基準値を上回っ
た。これを受け、秋季以降は№1～№5の5地点
で調査を実施した。 

№1では平成29年5月22日、11月16日、平成
30年2月2日にも環境基準値を上回っていた。
また、№4では、秋季及び平成29年2月27日に
環境基準値を上回っていた。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物の存在に伴う“地形改

変並びに工作物等の存在”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（地下水の状況及び地下水質） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

主な掘削場所であるごみピット（最深部：
地盤面-17m）の掘削底面付近（地盤面-15m）
には、不透水層である粘土層が分布する。掘
削時には、止水性の土留め壁を粘土層まで打
設する計画である。ピット掘削では、土留め
壁と不透水性の粘土層により、周囲の地下水
と遮断された状態になることから、ピットへ
の地下水の漏水はなく、地下水の流れは一部
遮蔽されるものの、地下構造物を回り込む形
で移動すると推察することから、土留め壁内
での地下水位の調整、掘削等の土工に伴う地
下水位低下の影響は小さいと予測する。 

掘削、盛土等の土工によっては、地下水の
汚染が進行する可能性があるため、工事の実
施にあたっては、工事着手前に土壌汚染状況
調査・詳細調査等を実施し、必要な汚染土壌
の除去等の措置を確実に行う。これにより、
地下水質の汚濁が進行する可能性は小さい
と予測する。 

なお、地下水のダイオキシン類の汚染につ
いては、事業実施区域内 3 か所でダイオキシ
ン類の土壌調査を実施した結果では、3 か所
ともダイオキシン類による土壌の汚染に係
る環境基準に適合しており、現時点では、汚
染原因は特定できていない。 
 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

計画施設の地下構造物（ごみピット）は、
地下トンネルのような帯状の構造物ではな
い。現地調査によれば、地下水が北東方向に
流下しており、ごみピットの底面は不透水層
の粘土層である。 

以上のことから、地下構造物によって、地
下水流動は一部遮蔽されるものの、地下構造
物を回り込む形で移動すると推察すること
から、現状の地下水位は維持されると予測す
る。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（地下水の状況及び地下水質） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・施工時に地下水位のモニタリングを定期的
に実施し、著しい水位の低下が認められた場
合には、その原因を検討して、必要な対応を
行う。 

・土壌汚染状況調査・詳細調査を実施し、必要
な汚染土壌の除去等の措置を行う。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、掘削工事による予測地
域の地下水位低下の可能性は小さいと判断
する。 

掘削、盛土等の土工にあたっては、工事着
手前に土壌汚染の有無を確認し、法令等に基
づき必要な汚染土壌の除去等の措置を確実
に行うことから、掘削、盛土等の土工により
地下水質の汚濁が進行する可能性は小さい
と判断する。 

以上より、地下水位及び地下水質に係る環
境影響が、事業者の実行可能な範囲内ででき
る限り回避・低減が図られているものと評価
する。 

 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、現状の地下水位は計画
施設が存在しても維持され、地下水位への影
響は小さいと判断する。したがって、地下水
位に係る環境影響が事業者の実行可能な範
囲内でできる限り回避・低減が図られている
ものと評価する。 
 

なお、ふっ素及びその化合物、ダイオキシ
ン類については、地下水質のモニタリングを
継続し、環境基準を超過した場合又は著しい
値の変化が確認された場合は、直ちに関係機
関に報告し、新たな措置を検討する。 
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7.8 日照阻害 

（１）予測結果の概要 

土地又は工作物の存在に伴う“地形改変並びに工作物等の存在”による影響の程

度について予測した。 

 

予測結果（日照阻害） 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

時刻別日影図においては、日影の位置は時
刻とともに移動し、事業実施区域西側に分布
する住宅地には、8時台に煙突の日影が一時
的に生じる程度であり、長時間の日影の継続
はないと予測する。 

 

等時間日影図においては、5時間以上の日
影が生じる範囲は敷地境界から北側に最大
で約20mの距離、3時間以上の日影が生じる範
囲は敷地境界から北側に最大で約30mの距離
になると予測する。なお、これらの範囲は何
れも工業専用地域であり、住宅が存在する事
業実施区域西側の地域（準工業地域）には等
時間日影線はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻別日影図 
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等時間日影図 

 

（２）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”、“環境保全に関する基準等との整合性”について評価

した。 

 

評価結果（日照阻害） 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

環境保全措置 

・周辺地域の住宅地への影響をより小さくす
るため、計画施設はできるだけ北側敷地境界
との距離をあける。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

地形改変並びに工作物等の存在に伴う日
照阻害については、日影の位置は時刻ととも
に移動し、事業実施区域西側に分布する住宅
地には 8 時台に煙突の日影が一時的に生じる
程度であり、長時間の日影の継続はないと予
測する。 

また、環境保全措置を実施することから、
日照阻害に係る環境影響は、事業者の実行可
能な範囲内でできる限り回避・低減が図られ
ているものと評価する。 

 

２ 環境保全に関する基準等との整合性に
係る評価 

地形改変並びに工作物等の存在に伴う日
照阻害については、「建築基準法」及び「愛知
県建築基準条例」に基づく日影規制の対象地
域である事業実施区域西側の地域（準工業地
域）には、等時間日影線（3 時間及び 5 時間）
は掛からないと予測し、日影規制を満足する
ことから、日照阻害の環境保全に関する基準
等との整合が図られているものと評価する。 
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7.9 動物 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域及びその周辺で動

物の調査を行った。 

 

調査結果（動物） 

◯確認種 
調査地域内で確認された種数は、以下に示

すとおりである。 
 

動物調査結果 
項目 確認種数 

哺乳類 3 目 005 科 005 種 

鳥 類 

猛禽類 

9 目 024 科 041 種 

1 目 002 科 002 種 

昆虫類 15 目 166 科 571 種 

両生類 

は虫類 

確認されず 

1 目 002 科 002 種 

クモ類 1 目 017 科 056 種 

貝 類 1 目 007 科 015 種 
 

◯重要な種 
調査で確認された種から重要な種を抽出

した結果は、以下に示すとおりである。 
 
重要な種 

項目 
重要な種 

種数 種名 

哺乳類 0 種 － 

鳥 類 2 種 ミサゴ、ケリ 

昆虫類 1 種 ヤマトアシナガバチ 

両生類、は虫類 0 種 － 

クモ類 0 種 － 

貝類 0 種 － 
 

 

備考（動物） 

重要な種の生態等を以下に示す。 
１ ミサゴ（鳥類：猛禽類） 

環境省RL2015：NT（準絶滅危惧） 
海岸、河川等の上空を飛び時に停止飛翔を

行いながら水中の魚を探し、ダイビングして
捕まえ、河畔林の樹上などに運び採食する。 

伊勢湾・三河湾沿岸を中心に主として冬期
に生息するが、三河湾島嶼部で繁殖記録が1例
のみで、繁殖種の側面からは希少である。 

 
２ ケリ（鳥類） 

環境省RL2015：DD（情報不足） 
水田、河原、荒れ地等、平坦で開けた場所

にすむ。冬や渡り期には、湖沼や河川の水辺、
水田、干潟などに現れる。 

湿田、水田、砂泥地等で、地上を歩いたり
走ったりして採食する。昆虫の成虫・幼虫、
イネ科やタデ科等の草の種子等をついばむ。 

 
３ ヤマトアシナガバチ（昆虫類） 

環境省RL2015：DD（情報不足） 
アシナガバチ属の中で最も温順な性質を有

し、巣に激しい振動等を加えない限り刺しに
くることはない。家屋の軒下、草木の枝、石
垣などに営巣する。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年 2 月 25 日撮影 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年 6 月 1 日撮影（巣立ち雛） 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年 5 月 12 日撮影 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“建設機械の稼働等”、“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物

の存在に伴う“地形改変並びに工作物等の存在”による影響の程度について予測し

た。 

 

予測結果（動物） 

＜工事の実施＞ 
◯建設機械の稼働等 

事業実施区域内で確認された重要な種3種
は、現地の確認状況から事業実施区域を生息
域の一部として利用している可能性が推察
されたが、主要な生息域として依存している
ものではないと考えられる。 

また、工事にあたっては低騒音・低振動型
建設機械を可能な限り使用することから、建
設機械の稼働等による重要な動物の生息環
境への影響は小さいと予測する。 

 
◯掘削、盛土等の土工 

重要な動物の中で調査地域内の水辺（水溜
りや湿地等）を生息場所や餌場として利用し
ている種は確認されていない。また、工事中
の濁水等については、仮設沈砂池の設置等の
濁水防止対策を実施することから、掘削、盛
土等の土工による重要な動物の生息への影
響は小さいと予測する。 
 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 
１ 鳥類（2 種：ミサゴ、ケリ） 
 ア ミサゴ 

事業実施区域には生息に適した環境はみ
られず、現地の確認状況からは、事業実施区
域東側の海域が越冬期の餌場の一部として
利用されている可能性が推察され、一時的に
飛来した個体が確認されたものと考えられ
る。以上より、地形改変並びに工作物等の存
在によるミサゴの生息環境への影響は小さ
いと予測する。 

 
 イ ケリ 

事業実施区域には生息に適した環境はみ
られず、現地調査の結果、事業実施区域外で
巣立ち雛が確認された。しかし、事業実施区
域には本種の主な生息環境となる水田、河原
等の平坦で開けた環境はみられず、一時的に
飛来した個体が確認されたものと考えられ
る。以上より、地形改変並びに工作物等の存
在によるケリの生息環境への影響は小さい
と予測する。 

 
２ 昆虫類（1 種：ヤマトアシナガバチ） 
 ア ヤマトアシナガバチ 

本種は家屋の軒下や草木の枝、石垣等の人
工的な環境を含む多様な環境に営巣するが、
事業実施区域内での営巣は確認されず、現地
の確認状況からは、事業実施区域内の南部が
餌場の一部として利用されている可能性が
推察され、一時的に飛来した個体が確認され
たものと考えられる。以上より、地形改変並
びに工作物等の存在によるヤマトアシナガ
バチの生息環境への影響は小さいと予測す
る。 

 
以上から、土地又は工作物の存在による重

要種への影響は小さいと予測する。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（動物） 

＜工事の実施＞ 
◯建設機械の稼働等 

環境保全措置 

・低騒音・低振動型建設機械を可能な限り使用
する。 

・作業待機時におけるアイドリングストップ
を徹底する。 

・工事か所や工事量が過度に集中しないよう
な工事工程管理に努める。 

・工事事業者へ定期的な講習・指導を行う。 
（重要な種生息地への不用意な立入やゴミ
捨て禁止等について工事従事者に指導する） 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働等に伴う重要な動物への
環境影響については、事業実施区域内には重
要な動物の主要な生息場所や採餌場所がな
く、工事にあたっては低騒音・低振動型建設
機械を可能な限り使用することから、環境影
響の程度が小さいと判断する。また、環境保
全措置を実施することから、動物に係る環境
影響が事業者の実行可能な範囲内でできる
限り回避・低減が図られているものと評価す
る。 

 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・仮設沈砂池の設置等の濁水防止対策を行う。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

掘削、盛土等の土工に伴う重要な動物への
環境影響については、調査地域内の水辺（水
溜りや湿地等）を生息場所や餌場として利用
している種が確認されていないこと、工事中
の濁水等については、仮設沈砂池の設置等の
濁水防止対策を実施することから、掘削、盛
土等の土工による重要な動物の生息への影
響はないと判断する。このことから動物に係
る環境影響が事業者の実行可能な範囲内で
できるかぎり回避・低減が図られているもの
と評価する。 
 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

環境保全措置 

・植栽樹木の選定にあたっては努めて鳥類等
の餌となる実をつける在来種（郷土種）を採
用する。 

・施設では不要な照明の早期消灯、昆虫類の誘
因性が低いとされるナトリウム灯等の設置
等の対策により、夜行性動物類の行動や生態
系の攪乱防止に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

地形の改変並びに工作物等の存在に伴う
重要な動物への環境影響については、事業実
施区域内には重要な動物の主要な生息場所
や採餌場所がないことから、影響は小さいと
判断する。また、環境保全措置を実施するこ
とから、動物に係る環境影響が事業者の実行
可能な範囲内でできる限り回避・低減が図ら
れているものと評価する。 
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7.10 植物 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域及びその周辺で植

物の調査を行った。 

 

調査結果（植物） 

◯植生 
調査地域内で確認された植物群落のタイ

プ及び土地利用は、以下に示すとおりであ
る。 

 
植物群落及び土地利用 

分類 № 群落名等 

植物群落 

1 ヨモギ－メドハギ群落 

2 セイタカアワダチソウ群落 

3 ヨシ群落 

4 セイバンモロコシ群落 

5 チガヤ群落 

6 クズ群落 

土地利用 

7 植栽樹群 

8 果樹園 

9 公園・グラウンド 

10 人工裸地・駐車場 

11 市街地 

12 工場 

13 道路 

14 開放水面 
 

○確認種 
調査地域内で確認された種数は、以下に示

すとおりである。 
 

植物調査結果 
項目 確認種数 

シダ植物 4 科 005 種 

裸子植物 3 科 004 種 

被子植物 77 科 290 種 

 
◯重要な種 

植物調査において、重要な種は確認されな
かった。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物の存在に伴う“地形改

変並びに工作物等の存在”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（植物） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

重要な植物の生育が確認されなかったこ
とから、掘削、盛土等の土工による重要な植
物やその生育環境への影響はないと予測す
る。 

 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

重要な植物の生育が確認されなかったこ
とから、土地又は工作物の存在による重要な
植物やその生育環境への影響はないと予測
する。 

 

 

（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（植物） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・仮設沈砂池の設置等の濁水防止対策を行う。 
・工事事業者へ定期的な講習・指導を行う。 
（草地等への不用意な立入やゴミ捨て禁止等

について工事従事者に指導する） 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

工事の実施に伴う重要な植物への環境影
響については、重要な種が確認されていない
こと、工事中の濁水等については、仮設沈砂
池の設置等の濁水防止対策を実施すること
から、掘削、盛土等の土工よる重要な植物の
生育への影響はないと判断する。このことか
ら植物に係る環境影響が事業者の実行可能
な範囲内でできるかぎり回避・低減が図られ
ているものと評価する。 
 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

環境保全措置 

・可能な範囲で駐車場等の緑化等、緑化率の向
上に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

地形の改変並びに工作物等の存在に伴う
重要な植物への環境影響については、重要な
種が確認されていないことから、重要な植物
の生育への影響はないと判断する。また、環
境保全措置を実施することから、植物に係る
環境影響が事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避・低減が図られているものと評
価する。 
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7.11 生態系 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域及びその周辺で生

態系の調査を行った。 

 

調査結果（生態系） 

◯確認種 
上位性・典型性・特殊性の観点から注目種

を以下のとおり選定した。 
 

注目種選定結果 
項目 確認種数 

上位種 イタチ属の一種 

典型種 スズメ、ムクドリ、ニホンカナヘビ 

特殊種 該当なし 

 
・イタチ属の一種 

平野部から山間部にかけて生息し、主にネ
ズミ類、昆虫類等の小動物を捕食する。 

現地調査における確認回数は7例で、広い
範囲で確認されており、ホンドイタチもしく
はチョウセンイタチと考えられるが、生態系
の栄養段階で上位に位置する。 
 
・スズメ 

人家とその周辺の樹林、農耕地、草地、河
原に生息し、主として種子食で、とくにイネ
科、タデ科、キク科などの小粒状の乾いた種
子を好む。動物食としては、小型の昆虫、ク
モ類などを採食する。 

現地調査では、草地、工場等で通年に渡り
123例確認されたほか巣立ち雛が確認（周辺
で繁殖と推察）され、生態系の栄養段階の中
位に位置する。 
 

・ムクドリ 
農耕地、公園、庭園、山麓の林、牧場、村

落付近の林、果樹園、ゴルフ場等に生息し、
雑食性で動物質ではミミズ、両生類や昆虫を
食べ、植物質では農作物の小麦、エンドウや、
果樹のモモ、リンゴ、カキなどを採食する。 

現地調査では、草地、工場等で通年に渡り
131例確認されたほか巣立ち雛が確認（周辺
で繁殖と推察）され、生態系の栄養段階の中
位に位置する。 

 
・ニホンカナヘビ 

草むらや落ち葉の間に生息し、昆虫類やク
モ類を捕食する。 

現地調査では早春季～秋季に10例確認さ
れたほか、調査地域に優占して分布する乾性
の草地や樹林地等で確認されており、生態系
の栄養段階の中位に位置する。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“建設機械の稼働等”、“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物

の存在に伴う“地形改変並びに工作物等の存在”による影響の程度について予測し

た。 

 

予測結果（生態系） 

＜工事の実施＞ 
◯建設機械の稼働等 
・イタチ属の一種 

確認場所は全て事業実施区域外であり、事
業実施区域が主要な生息環境ではないもの
と考えられる。工事にあたっては低騒音・低
振動型建設機械を可能な限り使用すること
から、建設機械の稼働等による本種の生息環
境への影響は小さいと予測する。 

 
・スズメ 

事業実施区域内では乾性の草地等で採餌
等が確認され、事業実施区域外では改変地
（建物等）で確認例が多く、巣立ち雛も確認
された。 

本種にとって主要な生息環境は事業実施
区域外の人家等の建物や草地等であること
や、工事にあたっては低騒音・低振動型建設
機械を可能な限り使用することから、建設機
械の稼働等によるスズメの生息環境への影
響は小さいと予測する。 
 
・ムクドリ 

事業実施区域内で飛翔等が確認されたほ
か、事業実施区域内外で巣立ち雛が確認され
た。 

本種にとっての主要な生息・繁殖地は事業
実施区域外に広くみられ、繁殖可能な建造物
等を含む環境であることや、工事にあたって
は低騒音・低振動型建設機械を可能な限り使
用することから、建設機械の稼働等によるム
クドリの生息環境への影響は小さいと予測
する。 

 
・ニホンカナヘビ 

確認場所は主に事業実施区域の南側に接
する工場の敷地であり、事業実施区域が主要
な生息環境ではないものと考えられる。その
ため、建設機械の稼働等による本種の生息環
境への影響は小さいと予測する。 

 
以上より、建設機械の稼働等による生態系

への影響は小さいと予測する。 
 

◯掘削、盛土等の土工 
注目種の中で調査地域内の水辺（水溜りや

湿地等）を主要な生息場所や餌場として利用
している種は確認されていない。また、工事
中の濁水等については、仮設沈砂池の設置等
の濁水防止対策を実施することから、掘削、
盛土等の土工による注目種の生息環境への
影響は小さいと予測する。 
 
 
＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 
・イタチ属の一種 

確認場所は全て事業実施区域外であり、事
業実施区域が主要な生息環境ではないもの
と考えられるため、地形改変並びに工作物等
の存在による本種の生息環境への影響は小
さいと予測する。 

 
・スズメ 

本種にとって主要な生息環境は事業実施
区域外の人家等の建物や草地等であること
から、地形改変並びに工作物等の存在による
スズメの生息環境への影響は小さいと予測
する。 
 
・ムクドリ 

本種にとって主要な生息・繁殖地は事業実
施区域外に広くみられ、繁殖可能な建造物等
を含む環境であることから、地形改変並びに
工作物等の存在によるムクドリの生息環境
への影響は小さいと予測する。 

 
・ニホンカナヘビ 

確認場所は主に事業実施区域の南側に隣
接する工場敷地であり、事業実施区域が主要
な生息環境ではないものと考えられるため、
地形改変並びに工作物等の存在による本種
の生息環境への影響は小さいと予測する。 

 
以上より、地形改変並びに工作物等の存在

による生態系への影響は小さいと予測する。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（生態系） 

＜工事の実施＞ 
◯建設機械の稼働等 

環境保全措置 

・低騒音・低振動型建設機械を可能な限り使用
する。 

・作業待機時におけるアイドリングストップ
を徹底する。 

・工事か所や工事量が過度に集中しないよう
な工事工程管理に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働等に伴う注目種への環境
影響については、事業実施区域内には注目種
の主要な生息場所や採餌場所がなく、工事に
あたっては低騒音・低振動型建設機械を可能
な限り使用することから、環境影響の程度が
小さいと判断する。また、環境保全措置を実
施することから、生態系に係る環境影響が事
業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・
低減が図られているものと評価する。 

 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・仮設沈砂池の設置等の濁水防止対策を行う。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

掘削、盛土等の土工に伴う注目種への環境
影響については、調査地域内の水辺（水溜り
や湿地等）を生息場所や餌場として利用して
いる種が確認されていないこと、工事中の濁
水等については、仮設沈砂池の設置等の濁水
防止対策を実施することから、掘削、盛土等
の土工よる注目種の生息への影響はないと
判断する。このことから生態系に係る環境影
響が事業者の実行可能な範囲内でできるか
ぎり回避・低減が図られているものと評価す
る。 
 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

環境保全措置 

・植栽樹木の選定にあたっては努めて鳥類等
の餌となる実をつける在来種（郷土種）を採
用する。 

・施設では不要な照明の早期消灯、昆虫類の誘
因性が低いとされるナトリウム灯等の設置
等の対策により、夜行性動物類の行動や生態
系の攪乱防止に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

地形改変並びに工作物等の存在に伴う注
目種への環境影響については、事業実施区域
内には注目種の主要な生息場所や採餌場所
がないことから、影響は小さいと判断する。
また、環境保全措置を実施することから、生
態系に係る環境影響が事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避・低減が図られてい
るものと評価する。 
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7.12 景観 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域の周辺の 5 地点に

おいて景観の調査を行った。 

 

調査結果（景観） 

主要な眺望点5地点からの景観の状況を以
下に示す（各地点とも秋季の写真）。 

 
・武豊緑地 

 
近景は、武豊緑地内の歩道、植栽帯、対岸

の工場の建屋及び海等で構成されており、遠
方には中部電力㈱武豊火力発電所及び中山
名古屋共同発電㈱の煙突、並びに送電鉄塔等
が視認できる。 

 
・第４号臨海緑地 

 
近景は、第4号臨海緑地の植栽帯、対岸の工

場の建屋、住居及び海等で構成されており、
遠方には中部電力㈱武豊火力発電所及び中
山名古屋共同発電㈱の煙突、並びに送電鉄塔
等が視認できる。 

 

・武豊町地域交流施設 

 
近景は、武豊町地域交流施設の植栽帯及び

歩道等で構成されており、その後方や遠方に
は中山名古屋共同発電㈱の煙突、工場及び送
電鉄塔が視認できる。 
 
・熊野池公園 

 
近景は、道路及び草地等で構成されてお

り、その後方に住宅地及び線路、遠方には中
山名古屋共同発電㈱の煙突及び送電鉄塔等
が視認できる。 

 
・富貴ヨットハーバー 

 
近景は、河川及び送電鉄塔等で構成されて

おり、その後方に住宅地及び植栽帯、遠方に
は送電鉄塔等が視認できる。 

  



 

 

- 114 - 

 

（２）予測結果の概要 

土地又は工作物の存在に伴う“地形改変並びに工作物等の存在”による影響の程

度について予測した。 

 

予測結果（景観(1)） 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 
 ア 景観資源への影響 

事業実施区域周辺の主要な景観資源とし
て壱町田湿地がある。 

壱町田湿地については、眺望点から眺望景
観として眺めるような景観資源ではないこ
と、事業実施区域から4km以上離れているこ
とから影響はないと予測する。 

 
 イ 主要な眺望点からの眺望景観の変化 

予測地点からの眺望景観の変化の状況は、
以下に示すとおりである。 

 
 

・武豊緑地 

 
対岸の工場の背後に計画施設の煙突の上

部の一部が出現するが、手前の工場等に遮ら
れ、ほとんど視認できないことから、眺望景
観の変化は小さいと予測する。 

 

 
・第４号臨海緑地 

 
対岸の工場の背後に計画施設の建物の上

部と煙突が視認できるようになるが、計画施
設の大部分が手前の工場等に遮られること
から、眺望景観の変化は小さいと予測する。 

 
 

・武豊町地域交流施設 

 
計画施設の建物及び煙突の概ね全体が視

認できるようになり、眺望景観に変化が生じ
ると予測する。しかしながら、建物の外観に
ついては、周辺景観との調和に配慮した形状
及び色彩とすることから、眺望景観への影響
は低減できる。 
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予測結果（景観(2)） 

 
・熊野池公園 

 
集合住宅の背後に計画施設の煙突が視認

できるようになるが、計画施設の大部分が手
前の集合住宅等に遮られることから、眺望景
観の変化は小さいと予測する。 

 

 
・富貴ヨットハーバー 

 
住宅地の背後に計画施設の煙突の上部が

視認できるが、計画施設は遠方に小さく視認
できるのみであることから、眺望景観の変化
は小さいと予測する。 

 

 

（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（景観） 

＜土地又は工作物の存在＞ 
◯地形改変並びに工作物等の存在 

環境保全措置 

・建物の外観は、周辺景観との調和に配慮した
施設の形状及び色彩とする。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
 ア 景観資源への影響 

地形改変並びに工作物等の存在に伴う景
観資源への影響については、主要な景観であ
る壱町田湿地が、眺望点から眺望景観として
眺めるような景観資源ではないことや、事業
実施区域から 4km 以上離れていることから影
響はないと判断することから、景観に係る環
境影響が事業者の実行可能な範囲内ででき
る限り回避・低減が図られているものと評価
する。 

 

 イ 主要な眺望点からの眺望景観の変化 
地形改変並びに工作物等の存在に伴う主

要な眺望点からの眺望景観の変化について
は、武豊町地域交流施設からの眺望景観に変
化が生じるものの、環境保全措置を実施する
ことから、景観に係る環境影響が事業者の実
行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図
られているものと評価する。 
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7.13 人と自然との触れ合いの活動の場 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域の周辺において人

と自然との触れ合いの活動の場の調査を行った。 

 

調査結果（人と自然との触れ合いの活動の場(1)） 

・武豊緑地 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：60組、秋季：128組 
釣り、スポーツ、散策、休憩等 
 
・春季は、釣りを目的とした利用者が多

く、その他では、緑地内のグランドでの
スポーツや散策、休憩等を目的とした利
用者が確認された。 

・秋季は、釣りを目的とした利用者が多
く、その他では、緑地内の散策や休憩等
を目的とした利用者が確認された。 

・北浜緑地 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：7組、秋季：7組 
散策、休憩等 
 
・春季は、休憩を目的とした利用者や散策

の途中に立ち寄る利用者が確認された。 
・秋季は、トイレの利用を目的とした利用

者や休憩を目的とした利用者が確認さ
れた。 
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調査結果（人と自然との触れ合いの活動の場(2)） 

・第４号臨海緑地 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：14組、秋季：29組 
散策、休憩等 
 
・春季は、バーベキューを行う利用者、休

憩を目的とした利用者や散策の途中に
立ち寄る利用者が確認された。 

・秋季は、地域の清掃活動の拠点としての
利用者が多く、その他では、散策の途中
に立ち寄る利用者が確認された。 

 

・武豊町地域交流施設 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：58組、秋季：58組 
遊び、施設利用、休憩等 
 
・春季は、芝生広場等での遊びを目的とし

た利用者が多く、その他には、地域交流
施設等の施設見学や休憩を目的とした
利用者が確認された。 

・秋季は、芝生広場等での遊びを目的とし
た利用者が多く、その他には、食事や散
策を目的とした利用者が確認された。 

 

・富貴ヨットハーバー 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：65組、秋季：80組 
ヨットハーバーの利用 
 
・初夏季及び夏季ともに、ヨットハーバー

の利用を目的とする利用者が確認され
た。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“資材等の搬入及び搬出”、土地又は工作物の供用に伴う“廃棄

物等の搬入及び搬出”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（人と自然との触れ合いの活動の場） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

予測地点での工事用資材等運搬車両の走
行による交通量の増加は、一般車両に対する
寄与割合が平日0.04～3.66％、土曜0.04～
3.83％となると予測する。 

 
工事用資材等運搬車両の予測結果 

予測地点 曜日 
一般車両に対する 

寄与割合（％） 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 2.54 

土曜 2.89 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 1.24 

土曜 1.59 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 3.66 

土曜 3.83 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 0.61 

土曜 0.66 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.33 

土曜 0.30 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.04 

土曜 0.04 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.32 

土曜 0.29 

注）工事用資材等運搬車両台数とは、工事関係者

の通勤車両を含めた台数である。 

 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

予測地点での廃棄物運搬車両の走行によ
る交通量の増加は、一般車両に対する寄与割
合が平日の塵芥車が0.54～3.48％、自己搬入
車が0.00～ 7.84％、土曜の塵芥車が0.00～
2.01％、自己搬入車が7.84～15.72％となる
と予測する。 

 
廃棄物運搬車両の予測結果 

予測地点 曜日 

一般車両に対する 

寄与割合（％） 

塵芥車 自己搬入車 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 2.46 5.48 

土曜 0.17 12.18 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 1.11 2.77 

土曜 0.00 6.00 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 3.48 7.84 

土曜 0.20 15.72 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 1.56 0.80 

土曜 2.01 1.67 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.84 0.43 

土曜 0.92 0.77 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.69 0.95 

土曜 0.60 2.00 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.54 0.00 

土曜 0.71 0.00 

注）塵芥車は、直営、委託業者、許可業者の業務

用車（塵芥車、ダンプ等）を、自己搬入車は、

個人持ち込み等の乗用車、小型貨物車を示

す。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（人と自然との触れ合いの活動の場） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・適切な運行管理により、特定のルート・特定
の時間帯への車両の集中化を避けるよう努
める。 

・工事関係者の通勤は、可能な限り乗り合い等
による通勤とし、通勤車両台数の低減を図
る。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、人と自然との触れ合い
活動の場へのアクセスルートでは、工事用資
材等運搬車両の走行に伴う交通量の増加が
あるものの、環境保全措置を実施することか
ら、人と自然との触れ合い活動の場に係る環
境影響が事業者の実行可能な範囲でできる
限り回避・低減が図られているものと評価す
る。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・適切な運行管理により、特定のルート・特定
の時間帯への車両の集中化を避けるよう努
める。 

・朝・夕の交通量が増加する時間帯には、廃棄
物運搬車両の走行台数を抑制するよう努め
る。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、人と自然との触れ合い
活動の場へのアクセスルートでは、廃棄物運
搬車両の走行に伴う交通量の増加があるも
のの、環境保全措置を実施することから、人
と自然との触れ合い活動の場に係る環境影
響が事業者の実行可能な範囲でできる限り
回避・低減が図られているものと評価する。 
 

  



 

 

- 120 - 

 

7.14 地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況 

（１）調査結果の概要 

事業実施区域周辺の環境の状況を把握するため、事業実施区域の周辺において地

域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況の調査を行った。 

 

調査結果（地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況） 

・旧国鉄武豊港駅転車台（登録建造物） 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：28組、秋季：18組 
散策、休憩、遊び等 
 
・春季は、散策を目的とした利用者が多

く、その他では、休憩や設置された遊具
等での遊びを目的とした利用者が確認
された。 

・秋季は、遊びを目的とした利用者が多
く、その他では、散策やトイレの利用を
目的とした利用者が確認された。 

 

・白山社のクロガネモチ（県天然記念物） 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：3組、秋季：2組 
参拝、写真撮影等 
 
・春季は、参拝を目的とした利用者と隣接

する円観寺を訪れた帰りに立ち寄る利
用者が確認された。 

・秋季は、写真撮影を目的とした利用者と
隣接する円観寺を訪れた帰りに立ち寄
る利用者が確認された。 

・教福寺のウバメガシ（町天然記念物） 

 
 

＜利用状況＞ 
春季：10組、秋季：65組 
墓参り、参拝等 
 
・春季、夏季ともに、墓参り及び参拝を目

的とした利用者が確認された。 

  

注）白山社のクロガネモチは、平成 30 年 1 月

19 日付けで天然記念物の指定が解除され

た。 
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（２）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“資材等の搬入及び搬出”、土地又は工作物の供用に伴う“廃棄

物等の搬入及び搬出”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

予測地点での工事用資材等運搬車両の走
行による交通量の増加は、一般車両に対する
寄与割合が平日0.04～3.66％、土曜0.04～
3.83％となると予測する。 

 
工事用資材等運搬車両の予測結果 

予測地点 曜日 
一般車両に対する 

寄与割合（％） 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 2.54 

土曜 2.89 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 1.24 

土曜 1.59 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 3.66 

土曜 3.83 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 0.61 

土曜 0.66 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.33 

土曜 0.30 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.04 

土曜 0.04 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.32 

土曜 0.29 

注）工事用資材等運搬車両台数とは、工事関係者

の通勤車両を含めた台数である。 

 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

予測地点での廃棄物運搬車両の走行によ
る交通量の増加は、一般車両に対する寄与割
合が平日の塵芥車が0.54～3.48％、自己搬入
車が0.00～ 7.84％、土曜の塵芥車が0.00～
2.01％、自己搬入車が7.84～15.72％となる
と予測する。 

 
廃棄物運搬車両の予測結果 

予測地点 曜日 

一般車両に対する 

寄与割合（％） 

塵芥車 自己搬入車 

№1： 

臨港道路武豊線 

平日 2.46 5.48 

土曜 0.17 12.18 

№2：町道金下・ 

沢田新田第 1 号線 

平日 1.11 2.77 

土曜 0.00 6.00 

№3： 

臨港道路武豊線 

平日 3.48 7.84 

土曜 0.20 15.72 

№4：町道中浜田 

第 1 号線 

平日 1.56 0.80 

土曜 2.01 1.67 

№5： 

国道 247 号 

平日 0.84 0.43 

土曜 0.92 0.77 

№6： 

県道大谷富貴線 

平日 0.69 0.95 

土曜 0.60 2.00 

№７： 

国道 247 号 

平日 0.54 0.00 

土曜 0.71 0.00 

注）塵芥車は、直営、委託業者、許可業者の業務

用車（塵芥車、ダンプ等）を、自己搬入車は、

個人持ち込み等の乗用車、小型貨物車を示

す。 
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（３）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・適切な運行管理により、特定のルート・特定
の時間帯への車両の集中化を避けるよう努
める。 

・工事関係者の通勤は、可能な限り乗り合い等
による通勤とし、通勤車両台数の低減を図
る。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、地域の歴史的文化的特
性を生かした環境へのアクセスルートでは、
工事用資材等運搬車両の走行に伴う交通量
の増加があるものの、環境保全措置を実施す
ることから、地域の歴史的文化的特性を生か
した環境の状況に係る環境影響が事業者の
実行可能な範囲でできる限り回避・低減が図
られているものと評価する。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・適切な運行管理により、特定のルート・特定
の時間帯への車両の集中化を避けるよう努
める。 

・朝・夕の交通量が増加する時間帯には、廃棄
物運搬車両の走行台数を抑制するよう努め
る。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測結果によれば、地域の歴史的文化的特
性を生かした環境へのアクセスルートでは、
廃棄物運搬車両の走行に伴う交通量の増加
があるものの、環境保全措置を実施すること
から、地域の歴史的文化的特性を生かした環
境の状況に係る環境影響が事業者の実行可
能な範囲でできる限り回避・低減が図られて
いるものと評価する。 
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7.15 廃棄物等 

（１）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“掘削、盛土等の土工”、土地又は工作物の供用に伴う“ばい煙

の排出”、“機械等の稼働”、“汚水の排出”による影響の程度について予測した。 

 

予測結果（廃棄物等） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

掘削発生土は、汚染土壌を除いて、事業実
施区域内の嵩上げに伴う場内での盛土等に
使用する計画である。 

既設倉庫解体及び建設工事等に伴う副産
物発生量は以下のとおり予測した。 

 
副産物発生量予測結果     （単位：t） 

副産物の種類 

発生量 

既設倉庫

解体 

建設工事

等 

がれき類 42 56 

ガラス及び陶磁器くず 1 8 

廃プラスチック類 3 10 

金属くず 134 5 

木くず 38 14 

紙くず － 2 

石膏ボード － 5 

混合廃棄物 4 37 

その他 － 32 

合計 222 169 

注1)既設倉庫解体の発生量は、工事関係者へのヒ

アリング調査結果に基づき設定した。 

2)建設工事等の発生量は発生源単位を用いて、

延床面積11,500m2として算出した。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出、機械等の稼働、汚水の排出 

計画施設の供用時に発生する廃棄物等の
発生量は以下のとおり予測した。なお、汚水
の排出に伴い発生する汚泥は焼却処分する
ため、焼却灰及び飛灰の発生量に含まれる。 

 
廃棄物発生量予測結果     （単位：t） 

廃棄物の種類 年間発生量 

焼却灰 5,950 

飛灰 2,755 

合計 8,705 

注）年間発生量は、メーカーへのヒアリング調査 

結果に基づき設定した。 
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（２）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（廃棄物等） 

＜工事の実施＞ 
◯掘削、盛土等の土工 

環境保全措置 

・工事に伴って発生する廃棄物は、分別の徹底
を図り、可能な限り再利用・再生処理を行い、
再生資材及び再利用資材の活用に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

掘削、盛土等の土工の実施に伴う建設発生
残土、既存倉庫解体に伴う副産物及び建設工
事に伴う副産物の発生量については、環境保
全措置を実施することから、廃棄物等に係る
環境影響が事業者の実行可能な範囲ででき
る限り回避・低減が図られているものと評価
する。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出、機械等の稼働、汚水の排
出 

環境保全措置 

・焼却灰の処理は、今後の社会動向を踏まえな
がら、リサイクルの検討を進める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

ばい煙の排出、機械等の稼働及び汚水の排
出に伴う廃棄物等の発生量については、環境
保全措置を実施することから、廃棄物等に係
る環境影響が事業者の実行可能な範囲でで
きる限り回避・低減が図られているものと評
価する。 
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7.16 温室効果ガス等 

（１）予測結果の概要 

工事の実施に伴う“資材等の搬入及び搬出”、“建設機械の稼働等”、土地又は工作

物の供用に伴う“ばい煙の排出”、“機械等の稼働”、“廃棄物等の搬入及び搬出”に

よる影響の程度について予測した。 

 

予測結果（温室効果ガス等） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出 

工事用資材等運搬車両の走行に伴う温室
効果ガス総排出量は、工事期間中において
3,864.2t-CO2と予測する。 

 
◯建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴う温室効果ガス総
排出量は、工事期間中において3,539.6t-CO2

と予測する。 
 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出、機械等の稼働 

ばい煙の排出、機械等の稼働に伴う温室効
果ガス総排出量は32,759.8t-CO2/年、総削減
量は16,085.2t-CO2/年と予測する。 

 
◯廃棄物等の搬入及び搬出 

廃棄物運搬車両の走行に伴う温室効果ガ
ス総排出量は、1,182.5t-CO2/年と予測する。 

 

 

（２）評価結果の概要 

“環境影響の回避・低減”について評価した。 

 

評価結果（温室効果ガス等） 

＜工事の実施＞ 
◯資材等の搬入及び搬出、建設機械の稼働等 

環境保全措置 

・建設機械の使用に際しては、負荷を小さくす
るよう心がけ、十分な点検・整備を行い、性
能の維持に努める。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用資材等運搬車両の走行及び建設機
械の稼働等に伴う温室効果ガスの排出量に
ついては、環境保全措置を実施することか
ら、温室効果ガス等に係る環境影響が事業者
の実行可能な範囲でできる限り回避・低減が
図られているものと評価する。 

 

＜土地又は工作物の供用＞ 
◯ばい煙の排出、機械等の稼働、廃棄物等
の搬入及び搬出 

環境保全措置 

・再生可能エネルギーの導入や省エネルギー
設備の導入を図る。 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 

ばい煙の排出、機械等の稼働、廃棄物等の
搬入及び搬出に伴う温室効果ガスの排出量
については、環境保全措置を実施することか
ら、温室効果ガス等に係る環境影響が事業者
の実行可能な範囲でできる限り回避・低減が
図られているものと評価する。 
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８ 総合評価 

 

本事業による工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用による周辺環境への影響

は、環境配慮事項及び環境保全措置を確実に実施することにより、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られており、環境保全についての配慮が適

正になされていると評価する。 

また、環境保全に関する基準等と調査及び予測の結果との間に整合が図られている

と評価する。 
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９ 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

9.1 準備書についての縦覧状況及び意見書の提出状況 

9.1.1 準備書についての縦覧状況 

 

・縦覧期間：平成 29 年 11 月 10 日（金）～12 月 11 日（月） 

・意見書提出期限：平成 29 年 12 月 25 日（月） 

縦覧場所 縦覧者数 

武豊町 
建設部都市計画課 0 

生活経済部環境課 1 

半田市 
市民経済部環境課 1 

市民経済部クリーンセンター 0 

碧南市 経済環境部環境課 0 

常滑市 環境経済部生活環境課 0 

南知多町 厚生部環境課 0 

美浜町 経済環境部環境保全課 0 

合 計  2 

 

 

  



 

 

- 128 - 

 

9.1.2 意見書の提出状況 

環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を上記の期間において縦覧し、意見

書提出期限までに提出された環境の保全の見地からの意見書は計 2 通であり、その意

見書に記載された意見の分類は、表 9.1-1 に示すとおりである。 

 

表 9.1-1 準備書についての意見書の意見の分類 

分 類 数 

１ 都市計画対象事業の目的及び内容に関する意見 

 (1)都市計画対象事業の目的に関すること 4 

(2)都市計画対象事業の内容に関すること 8 

２ 都市計画対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況に関する意見 

 (1)自然的状況に関すること 1 

３ 環境影響の調査、予測及び評価に関する意見 

 (1)大気質に関すること 6 

(2)騒音及び超低周波音に関すること 9 

(3)振動に関すること 1 

(4)地盤・土壌に関すること 1 

(5)日照阻害に関すること 1 

(6)動物に関すること 1 

(7)景観に関すること 2 

(8)廃棄物等に関すること 2 

(9)温室効果ガス等に関すること 1 

４ その他に関する意見 

 (1)資料編に関すること 1 

合 計 38 

 

 



 

 

- 129 - 

 

9.2 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

準備書についての環境の保全の見地からの意見の概要及び都市計画決定権者の見

解は、表 9.2-1 に示すとおりである。 

 

表 9.2-1(1) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

１．都市計画対象事業の目的及び内容に関する意見（計 12 意見） 

 (1)都市計画対象事業の目的に関すること（計 4 意見） 

○1  p.3 で南知多町と美浜町の知多南部クリーンセンターは
平成 10 年 4 月稼働と他の 2 施設より 7～8 年新しいが、無
理に集約する必要はあるのか、南知多町と美浜町にとって
はまだ 7 年以上使える施設を更新する無駄な投資となる。
 

本事業は、「愛知県ごみ焼
却処理広域化計画（平成 10
年 10 月）」（現：「第 2 次愛
知県ごみ焼却処理広域化計
画（平成 21 年 3 月）」）を踏
まえて策定した「知多南部
地域ごみ処理広域化計画
（平成 13 年度）」に沿う形
で知多南部地域のごみ処理
を 1 施設に集約し、スケー
ルメリットを生かし、環境
への負荷、施設建設及び運
営コスト等の縮減、循環型
社会の形成、周辺環境及び
地球環境の保全に配慮した
新たなごみ処理施設（ごみ
焼却施設）の整備を目的と
して実施しております。 

 

○2  p.3 で現有施設の状況が示してあるが、知多南部クリー
ンセンターは平成 10 年 4 月に稼働したが、「知多南部地域
広域ごみ処理施設整備基本計画及び PFI 導入可能性調査
（平成 19 年 3 月）」p.9 では平成 20、21 年度に白煙防止用
空気予熱器、ろ過式集塵機、火格子等の大規模補修を計 5 億
円弱で実施したばかりであり、通常はこの後 10 年近くは使
用できるものである。また、p.12 では、「耐用期間 15～16
年をピークに多少耐用の長い方に裾を引く分布となってお
り、 長は 30 年となっている。ただし、近年に建設された
施設については、その後の焼却技術の改良等によりこれよ
りも耐用期間が長くなっていると考えられる。」としてお
り、経済的耐用年数 14 年に基づく廃止は受け入れられな
い。こうした施設を廃止する明確な理由を示すべきである。
 

○3  p.3 で知多南部クリーンセンターは平成 10 年 4 月に稼働
したばかりなのに、「知多南部地域広域ごみ処埋施設整備基
本計画及び PFI 導入可能性調査（平成 19 年 3 月）」p.13 で
経済的耐用年数が平成 24 年と強引に導いた結果を前提と
しているが、半田市クリーンセンターは平成 3 年 3 月稼働、
常滑武豊衛生組合クリーンセンター常武は平成 2 年 3 月稼
働と、すでに 26 年以上稼働しており、こうした例からみて
も、知多南部クリーンセンターを 19 年間で廃止するのは無
駄な投資である。 
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表 9.2-1(2) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○4  p.5 で事業実施区域の選定経緯として、“平成 19 年 7 月
…半田市クリーンセンター敷地内の 終処分場跡地に決定
したが、…環境影響評価の調査・手続きを実施していたと
ころ、平成 23 年 9 月…基準値を超えるダイオキシン類等が
検出された。…そのため、供用開始時期を 5 年間延伸し…
代替候補地の有無について…改めて検討することとした。”
とあるが、この経験が十分生かされていない。 

新たな武豊町の事業予定地は、中山名古屋共同発電（株）
名古屋発電と日本化学工業愛知工場の間であり、土壌含有
量では、鉛が 24 地点中 22 地点で土壌含有量基準を超え
p.601、土壌ガス濃度では、テトラクロロエチレンが 24 地
点中 1 地点で検出され p.603、検出された 1 地点だけで詳
細調査の土壌溶出量と地下水調査を行い“基準に適合”と
している p.607。土壌溶出量では、ふっ素及びその化合物が
24 地点中 3 地点で土壌溶出量基準を超えた p.608。また、
問題となったダイオキシン類については、わずか 3 地点の
調査だけで、“全ての地点で環境基準に適合していた”p.610
としているが、周辺の調査地点より高濃度である。こうし
た土壌汚染が明らかである事業予定地であるため、地歴調
査を追加記載するとともに、選定経過の比較検討の環境面
で考慮すべきである。 
 

平成 19 年 7 月、知多南部
地域ごみ処理広域化ブロッ
ク会議において、新たなご
み処理施設の建設予定地を
半田市クリーンセンター敷
地内の 終処分場跡地（旧
法処分場跡地）に決定しま
した。 

環境影響評価の調査・手
続きを実施していたとこ
ろ、平成 23 年 9 月、旧法処
分場跡地内の廃棄物層保有
水の一部から、一般廃棄物

終処分場に適用される廃
止基準値を超えるダイオキ
シン類等が検出されまし
た。この建設予定地におい
て、新ごみ処理施設を建設
する際は、現況地盤を掘削
することにより廃棄物層保
有水が地下水等へ浸出する
おそれがあるため、その対
策工事を実施する必要があ
ることが判明しました。そ
のため、代替候補地の有無
について、2 市 3 町で改め
て検討することとしまし
た。 

建設予定地の選出にあた
っては、半田市の建設予定
地と選出した代替候補地 3
箇所について、土地利用環
境面、用地買収面及び経済
面から比較検討を行いまし
た。 

組合構成市町 2 市 3 町の
首長より、武豊町地内の区
域のみが代替地になりうる
という合意を得た後、武豊
町地内の区域を都市計画対
象事業実施区域に選定しま
した。 

なお、事業実施区域で土
壌及び地下水の汚染が判明
したことから、工事着手前
に土地の形質変更部分に対
する土壌汚染状況調査・詳
細調査等を実施し、その結
果に基づいて汚染土壌の除
去等の適切な措置を講じて
まいります。 
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表 9.2-1(3) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

 (2)都市計画対象事業の内容に関すること（計 8 意見） 

○5  p.14 処理能力が 283t/日とあり、方法書段階の 380t/日は
大幅に削減されたが、まだまだ過大である。まず、焼却能力
を削減した理由の根拠を追加説明すべきである。 

“「知多南部地域ごみ処理基本計画（平成 28 年 8 月）」に
基づき、計画施設の供用開始（平成 34 年度予定）後の焼却
処理量の推計値に脱水汚泥及び災害廃棄物の処理量の推計
値を加えて設定した。”とあるが、焼却処理量の推計の基本
となる人口について、出典の知多南部地域ごみ処理基本計
画 p.82 では”半田市にて推計した将来推計人口…常滑市総
合計画の数値を反映する…南知多町による推計値の数値を
反映する…美浜町による推計値の数値を反映する…第 5 次
武豊町総合計画・後期戦略プランの数値を反映する”とあ
り、それぞれ勝手な推計値を用いている。 

また、各自治体で人口推計の基本としている国立社会保
障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口（H25.3
推計）』（下表）より過大となっている。 

例えば常滑市総合計画 p.3 では平成 37 年（2025 年）に
59,240 人になるので、各種施策の推進で 59,916 人にすると
しているが、知多南部地域ごみ処理基本計画では希望的観
測の 59,916 人を用いている。しかし、『日本の地域別将来
推計人口』では、52,784 人に減少すると推計されている。

事実、「知多南部地域ごみ処理基本計画（平成 28 年 8 月）」
p.10 で“老年人口が人口の 20％以上を占め、少子高齢化が
進んでいる。”と明記している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごみ焼却施設の処理能力
は、知多南部広域環境組合
構成市町における人口、ご
み処理の実績及び推計並び
に今後のごみの減量・資源
化に関する施策等を踏まえ
て策定した「知多南部地域
ごみ処理基本計画（平成 28
年 8 月）」に基づき、計画施
設の供用開始（平成 34 年度
予定）後の焼却処理量の推
計値に脱水汚泥及び災害廃
棄物の処理量の推計値を加
えて設定しております。 

 

○6  p.12 将来人口の過大見積もりの上に、排出量も過大であ
る。人口推計及び将来焼却処理量の表から、総排出量/人口
を計算すると、平成 32 年から平成 37 年までは 0.349t/年/
人であり、可燃ごみ焼却処理量/人口を計算すると、平成 32
年から平成 37 年までは 0.273t/年/人と、毎年同じ比率に
なっている。人口の増加施策は困難でも、一人当たりのご
み排出量の削減策はいろいろあり、そうした施策を取り入
れた焼却量を推定すべきである。 
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表 9.2-1(4) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○7  p.7 の都市計画対象事業の処理能力 280t/日は過大すぎ
る。廃棄物処理法第 5 条の 2 により環境大臣が定めた基本
方針に則して、第 5 条の 5 により愛知県が定めた「愛知県
廃棄物処理計画」（平成 24～28 年度）p.46 では、一般廃棄
物の減量化の目標量として、「排出量は 9％減」としている。

この「愛知県廃棄物処理計画」に反するような過大な処理
能力は認められない。県の環境審議会で十分慎重な審議を
していただきたい。 
 

意見番号⑤に同じ 
 

○8  p.9 余熱利用として、発電のほかに“武豊町屋内温水プー
ル（仮称）への熱供給”があるが、その場所を計画施設の配
置図 p.11 に示し、熱供給の費用など維持管理方法はどうす
るのかを明記すべきである。 

 

余熱利用施設について
は、別事業として検討して
おります。 

 

○9  p.10 の都市計画対象事業の内容で、計画ごみ質があるが、
低位発熱量が低すぎる。低質ごみが 6,110kJ/Kg、基準ごみ
が 10,670kJ/Kg、高質ごみが 15,240kJ/Kg となっているが
「知多南部地域広城ごみ処理施設整備基本計画及び PFI 導
入可能性調査（平成 19 年 3 月）」p.2 の計画ごみ質の検討
で、「実績値（ 高:半田市クリーンセンター（平成 16 年 1
月 7 日）18,912kJ/kg、 低：クリーンセンター常武（平成
13 年 1 月）4,412kJ/kg」とある。低質ごみは若干の余裕を
見ているが、高質ごみについては半田市クリーンセンター
の実績 高の 18,912kJ/kg の 8 割しかない。プラスチック
など発熱量の高い高質ごみを焼却すると、焼却施設の損耗
が激しく、設計や維持管理には十分な注意が必要となる。
その発熱量を少なく見積もって設計してはならない。 高、

低の各 1 データだけではなく、もっと多くのデータでそ
のバラツキ、 高と 低の値を確認して、適切な低位発熟
量を設定すべきである。 

なお、この点について、基本となる「知多南部地域ごみ処
理基本計画」p.57 ではごみ質の推移で、半田市クリーンセ
ンターの平成 26 年度のごみの組成分析（乾ベース）、ビニ
ール・合成樹脂・皮革類 16.0％で、過去 5 年間増加してき
ていることは判明するが、低位発熱量に触れていないまま、
計画ごみ質を突然記載することは問題がある。 
 

計画ごみ質については、
「知多南部広域環境組合ご
み処理施設整備計画（平成
29 年 3 月）」において、既
存焼却施設の処理量等の基
礎データの把握、低位発熱
量等を使った 2 市 3 町の合
成ごみ質の算出（実績ベー
ス）、分別後のごみ質の算出
等の将来の分別収集による
ごみ質への影響等の検討を
行い設定しました。 

 

○10  p.26“雨水については、計画施設の屋根に降った分を貯
留し、植栽への散水等に使用し、余剰が生じた場合は既設
排水管に排水し、東側海城に放流する。”とあるが、計画施
設の屋根や場内に降った雨水は、水質汚濁防止法が“「排出
水」とは、…公共用水域に排出される水をいう。”として、
汚水ではなく雨水を含む“水”を規制対象としており、その
まま放流するようなことがあってはならない。鉛、水銀、ダ
イオキシン類などの有害物質が含まれている可能性がある
ため、雨水があふれ出すことがないような十分な貯留槽を
設計すべきである。また、少なくとも貯留水の適切な水質
分析が必要である。 
 

場内からの油やごみ等に
ついては、建物内及び洗車
場等で留まるようにし、雨
水によって流出しないよう
に努めてまいります。 
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表 9.2-1(5) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○11  33 ページの環境配慮事項について、方法書では、廃棄物
運搬車両を可能な限り使用すると記載してあったが、準備
書の環境配慮事項ではその記載がない。 

225 ページの方法書に対する見解でも、「低公害車の導入
を促進するよう求めてまいります」と記載していることと
矛盾するのではないか。 

 

廃棄物運搬車両について
は、方法書に対する見解と
同様、低公害車の使用に努
めてまいります。なお、そ
の旨は p.457 の環境保全措
置に記載しております。 

 

○12  455 ページの環境保全措置について、低公害車は使用し
ないのか。33 ページの環境配慮事項の記載と矛盾しないか。

 

工事用資材等運搬車両に
ついては、可能な限り低公
害車を使用してまいりま
す。なお、その旨は、p.33
の環境配慮事項に記載して
おります。 

 

２．都市計画対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況に関する意見（計 1 意見） 

 (1)自然的状況に関すること（計 1 意見） 

○13  p.51 大気質その他の大気に係る環境の状況で、7）ダイオ
キシン類の調査結果が武豊町役場で H27 年度に 0.022pg-
TEQ/m3 とあるだけであるが、既存データの調査としては不
足している。廃棄物処理法で民間の一般廃棄物処理施設（第
8 条の 2）と産業廃棄物処理施設（第 15 条の 2）許可の基準
等で「施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令
で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたもので
あること。」とされ、施行令第 5 条の 3 で「ダイオキシン類
による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であ
って、…施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案
して環境大臣が定める」としている。民間の見本となるべき
自治体（一部事務組合）は、率先してこの許可基準を遵守す
べきであり、そのため、周辺の焼却施設の立地状況、ダイオ
キシン類の排出量を把握すべきである。少なくとも、ダイオ
キシン類の排出濃度については、毎年度、事業者が報告して
いる結果を県が公表している。その武豊町分だけでも下表
のように記載すべきである。 

また、この地域のダイオキシン類濃度は現地調査で、
0.025、0.025、0.023、O.024、0,034pg-TEQ/m3N あるが、愛
知県の一般環境のダイオキシン類調査結果（平成 27 年度）
と比べると、下図の赤丸のように、累積して 60％と 86％に
位置し、ダイオキシン類の環境条件は悪い方である。こうし
たことも考慮した評価が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

既存資料調査は、事業実
施区域及びその周辺におけ
る環境の状況を把握するこ
とを目的として、大気汚染
常時監視測定局等の結果を
整理しております。 

 



 

 

- 134 - 

 

表 9.2-1(6) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

３．環境影響の調査、予測及び評価に関する意見（計 24 意見） 

(1)大気質に関すること（計 6 意見） 

○14  p.455 環境保全措置（資材の搬出入）で「工事用資材等運
搬車両は、NOx・PM 法適合車両を用いる。」とあることは評
価できる。方法書で“2010 年 8 月 13 日に愛知県は「貨物自
動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を
制定・施行した。地方自治体としての一部事務組合である
知多南部広域環境組合は、率先してこの要綱に従い、工事
発注時に車種規制非適合車を使用しないことを明記すべき
である。”と指摘したことに対する対応といえる。 
 

廃棄物運搬車両の更新の
際には、知多南部広域環境
組合から構成市町に対し、
低公害車の導入を促進する
よう求めております。 

 

○15  p.457 環境保全措置（廃棄物の搬出入）で“廃棄物運搬車
両は、低公害車（ 新規制適合車、低燃費車等）の使用に努
める。”“廃棄物運搬車両は、NOx・PM 法適合車両を用いるよ
う努める。”とあるが、愛知県が定めた「貨物自動車等の車
種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」の主旨を十分
理解し、地方自治体としての一部事務組合である知多南部
広域環境組合であるので、率先してこの要綱に従い、廃棄
物運搬車両等に車種規制非適合車を使用しないことを決定
することができるはずであり、その旨を明記すべきである。

 

○16  p.456 環境保全措置（建設機械の稼働等）で、使用時の注
意、同時稼働を短くする、適時散水の 3 点しかないが、低
公害型建設機械の使用を追加すべきである。平成 29 年 9 月
29 日、国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、機械
施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として、第 3 次
排出ガス対策型建設機械の型式指定を行い、当該建設機械
の普及促進に努めており、すでに 698 機種が指定されてい
る（2 次基準は 2,527 機種：平成 22 年 9 月指定終了）。この
低公害型建設機械の使用を明記すべきである。 

なお、方法書への意見“建設機械の対策…より低公害型
の建設機械を可能な限り使用するとあるが、どのように担
保していくのか”に対する見解は“工事受注者に対し、可能
な限り低公害型の建設機械を使用するよう指導してまいり
ます。”p.224 と曖昧な表現ながら触れているにもかかわら
ず、本文の環境保全措置で全く触れていないのは虚偽の見
解である。 

 

工事に使用する建設機械
は、排出ガス対策型（低公
害型）を可能な限り使用し
てまいります。なお、その
旨は、p.33 の環境配慮事項
に記載しております。 
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表 9.2-1(7) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○17  p.457 で“燃焼ガス冷却設備及びバグフィルタ等により
構成される排出ガス処理施設を設置し、適正に管理する。”
とあるが、大事な維持管理に関する情報公開が欠落してい
る。廃棄物処理法が 2010.5.19 に改正公布され、民間の一
般廃棄物処理施設（第 9 条の 3）と産業廃棄物処理施設（第
15 条の 2 の 3）は「施設の維持管理の状況に関する情報」
について「インターネットの利用その他の適切な方法によ
り公表しなければならない。」とされ、2011.4.1 から施行さ
れる。地方自治体としての一部事務組合である知多南部広
域環境組合は、率先してこれ以上の情報公開、例えば、施設
の維持管理情報はもちろん、周辺環境の測定結果なども、
インターネットで公開することを明記すべきである。 

“燃焼温度、ガス滞留時間等の管理により、安定燃焼の
確保に努め、ダイオキシン類の再合成防止を図り、定期的
な調査を実施して適正に管理する。”とあるが、廃棄物処理
法上の構造基準だけであり、維持管理基準について触れら
れていない。「ごみの均一混合、ごみ投入は外気と遮断し定
量・連続、燃焼ガスは 800℃以上・連続測定、運転開始、停
止時は助燃装置作動等、集じん器へ流入する燃焼ガスは
200℃以下に冷却、CO 濃度は 100ppm 以下・連続測定、など
により維持管理の技術上の基準（廃棄物処理法規則第 4 条
の 5）を遵守する」ことを具体的に記述すべきである。 
 

維持管理に関する情報に
ついては、本施設における
排出ガス濃度の測定状況を
含めてインターネット等を
利用して、適切に公表する
こととしております。 

また、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づく
維持管理の技術上の基準を
遵守することを前提に、事
業を実施することとしてお
ります。 

 

○18  p.457 で“排出ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじ
ん、塩化水素、水銀等の定期的な調査を行い、適切な運転管
理の徹底に努める。”とあるが、廃棄物処理法の維持管理の
技術上の基準では、「ダイオキシン類の濃度を毎年 1 回以
上、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化
水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を 6 月に一回以上
測定し、かつ、記録すること」とされ、排出ガスについては
測定が義務づけられており、周辺を含めたそれ以上の定期
的な調査、公表を行うべきである。 
 

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づく維持管
理の技術上の基準を遵守
し、適切な運転管理を行っ
てまいります。 

また、ばい煙量又はばい
煙濃度（硫黄酸化物、ばい
じん、塩化水素、窒素酸化
物）、ダイオキシン類の濃
度測定結果は、定期的に公
表してまいります。 

 

○19  工事の実施（資材等の搬入及び搬出 p.459、建設機械の稼
働等 p.461、掘削、盛土等の土工 p.463）、土地又は工作物
の供用（廃棄物等の搬入及び搬出 p.466）の評価で“事業者
の実行可能な範囲でできる限り回避・低減が図られている
ものと評価する。”とあるが、環境保全措置 p.455、p.457 で、
いずれの場合も低公害型建設機械の使用が明確になってい
ない。 
 

意見番号○16 に同じ。 
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表 9.2-1(8) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

(2)騒音及び超低周波音に関すること（計 9 意見） 

○20  p.493 騒音[振動 p.538]について“予測対象時期は、建設
機械の稼働等に伴う影響（建設機械からの騒音パワーレベ
ル[振動レベル]の合成値）が 大となる時期として、工事
開始後 30 か月目とした。”とあるが、パワーレベルが 98dB
の溶接機が 16 台 p.496 あっても、110dB にしかならず、ラ
フタークレーン 117dB1 台にも及ばない。こうした小規模で
多量の音源も加えて、パワーレベルの合成値が 大の時を
選ぶのでは必ずと言っていいほど過小評価となる。 

予測対象時期の選定は、南西角の既設倉庫解体時期につ
いてはフォークリフトなどの建設機器が敷地境界に近くな
る、さらには、全体としてパワーレベルが 100dB 以上の建
設機器の合成値が 大のときの 2 ケースを検討すべきであ
る。資料 2 建設機械の稼動等における合成騒音レベル p.325
を見ても、30 か月目には 127.1dB であるが、5～8 か月目は
120dB ある。この時期の予測を追加し、敷地境界への影響を
検討すべきである。 
 

予測は、予測対象時期（影
響 大＝パワーレベルの合
成値が 大となる時期）に
おいて、その時期の工事内
容を基に、平均的な建設機
械の稼働場所を想定して行
っております。 

なお、事業実施区域西側
に位置する既設倉庫は、撤
去時期が未定であることか
ら、敷地境界への影響を考
慮し、各予測項目の影響が

大になる時期に解体工事
を実施すると想定して予測
しております。 

 

○21  p.795 温室効果ガス等の予測に用いる“工事期間中に稼
働する建設機械”として、アースオーガーや杭打機など 18
機種あるが、大気は 22～33 か月目の 11 種類（能力別には
21 種類）p.392、騒音・振動は 30 か月目に限定されている
ため 7 機種だけであり、アースオーガーや杭打機は含まれ
ていない p.496、p.542。このように、敷地境界で 大値に
なる時期を除外する危険のある予測は再検討すべきであ
る。 
 

予測は、予測対象時期（影
響 大＝パワーレベルの合
成値が 大となる時期）に
おいて、その時期の工事内
容を基に、平均的な建設機
械の稼働場所を想定して行
っております。 

 

○22  p.522“低騒音型建設機械を可能な限り使用する。”とい
う言葉だけであり、事業者の実行可能な範囲でできる低減
策とは言えない。事業者として“指定されている機種は低
騒音型建設機械を使用する。”と決定し、工事契約書に記載
すればできる対策である。建設機械の予測条件では、バッ
クホウ、ラフタークレーン（ホイールクレーン）、クローラ
クレーン、空気圧縮機、コンクリートポンプ車、コンクリー
トミキサー車、溶接機があげられているが、コンクリート
ポンプ車、コンクリートミキサー車、溶接機以外は国土交
通省により低騒音型建設機械として指定されている。 
 

低騒音型建設機械を可能
な限り使用してまいりま
す。なお、その旨は、p.33
の環境保全措置に記載して
おります。 
 

○23  p.523“廃棄物運搬車両は、低公害車（ 新規制適合車、
低燃費車等）の使用に努める。”とあるが、低公害車として
の電気自動車に触れるべきである。また、使用に努めると
いう言葉だけではなく、2 市 3 町の廃棄物運搬車両の更新
の際は、電気自動車、低燃費車等に更新することなど、具体
的スケジュールを明記すべきである。 

このため、「知多南部地域ごみ処理基本計画（平成 28 年
8 月）」の収集運搬計画 p.132 に、廃棄物運搬車両の更新に
ついて追加すべきである。 

ちなみに、名古屋市の富田工場更新事業の評価書（平成
27 年 7 月）p.163 では環境保全措置として“ごみ収集車の
更新にあたっては低公害車を導入する。”と明記している。
 

意見番号○14 に同じ。 
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表 9.2-1(9) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○24  p.497 騒音の建設機械予測位置、p.543 振動の建設機械予
測位置が設定されているが、移動する建設機械が敷地境界
に近づく場合には、騒音・振動とも 大になる。その場合を
検討すべきである。 

例えば、南西角の 4 台のバックホウによる作業が何のた
めかはこの部分では不明であるが、植生図 p.679 によれば、
12：工場となっており、温室効果ガス等の予測対象時期で
“既設倉庫解体を考慮した予測”p.793 とあるため、解体と
整地作業と思われる。計画施設の配置図 p.11 では何もない
ため、記載してその作業の必要性を検討すべきである。そ
のうえで、もっと敷地境界内側に移動することを検討し、
どうしても必要なら、バックホウによる解体・整地作業が
敷地に 近接する位置での予測をすべきである。 

また、 大の騒音源であるラフタークレーン 117dB につ
いては、これ以上敷地境界に近づけることがないことを明
記すべきである。 
 

予測は、予測対象時期（影
響 大＝パワーレベルの合
成値が 大となる時期）に
おいて、その時期の工事内
容を基に、平均的な建設機
械の稼働場所を想定して行
っております。 

なお、事業実施区域西側
に位置する既設倉庫は、撤
去時期が未定であることか
ら、敷地境界への影響を考
慮し、各予測項目の影響が

大になる時期に解体工事
を実施すると想定して予測
しております。 

また、敷地境界周辺にお
ける工事では、特に低騒音・
低振動型建設機械の使用徹
底等の環境保全措置を講じ
てまいります。 

○25  工事の実施（建設機械の稼働等 p.524）、土地又は工作物
の供用（廃棄物等の搬入及び搬出 p.525）の評価で“事業者
の実行可能な範囲でできる限り回避・低減が図られている
ものと評価する。”とあるが、建設機械の稼働等では、“低騒
音型建設機械を可能な限り使用する。”p.522 という言葉だ
けであり、事業者の実行可能な範囲でできる低減策とは言
えない。事業者として決定し、工事契約書に記載すればで
きる対策である。 

廃棄物等の搬入及び搬出では“廃棄物運搬車両は、低公
害車（ 新規制適合車、低燃費車等）の使用に努める。”p.523
とあるが、低公害車としての電気自動車に触れるべきであ
る。また、使用に努めるという言葉だけではなく、2 市 3 町
の廃棄物運搬車両の更新の際は、電気自動車、低燃費車等
に更新することなどを明記すべきである。 

低騒音型建設機械を可能
な限り使用してまいりま
す。なお、その旨は、p.33
の環境保全措置に記載して
おります。 

また、廃棄物運搬車両の
更新の際には、知多南部広
域環境組合から構成市町に
対し、低公害車の導入を促
進するよう求めておりま
す。 

 

○26  p.524“工事用資材等運搬車両の走行に伴い増加する騒音
レベルは 1dB 未満と小さいことから、騒音に係る環境基準
の適合状況に影響を及ぼすものではないと評価する”、
p.525“廃棄物運搬車両の走行に伴い増加する騒音レベルは
1dB 未満と小さいことから、騒音に係る環境基準の適合状
況に影響を及ぼすものではないと評価する。”と、悪名高い
環境基準と比較しているだけであるが、№5、№6、№7 に適
用している「70dB 以下」は、通常の「道路に面する環境基
準」より更に緩い「幹線交通を担う道路に近接する空間」に
適用される特例であり、単純にこの値と比較するだけでは
不十分である。広島高裁判決 2014.1.29「昼間屋外値
Leq65dB を超える場合に、本件損害賠償請求が認められる」
は、国側が上告しないことにより確定している。この確定
した広島高裁判決の内容も踏まえて評価を再検討すべきで
ある。 

ちなみに、名古屋市が環境影響評価中の南陽工場更新事
業では、配慮書への意見に対する事業者の見解で、道路騒
音の評価は、環境基準のほかに“環境基準から 5dB 減じた
値”（これは広島高裁で確定した値と同じ）との比較を方法
書で記載すると明言している。 

本事業の環境影響評価に
おける道路交通騒音の評価
基準は、騒音に係る環境基
準を用いて評価しておりま
す。 
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表 9.2-1(10) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

○27  p.477 低周波音の調査の評価で「物的苦情に関する参照
値」と「心身に係る苦情に関する参照値」とを混同してい
る。表 8.2-9G 特性等価音圧レベルの注 2）で“表中の値は
「心身に係る苦情に関する参照値」を示している”のは“「物
的苦情に関する参照値」”の間違いである。資料 2 の p.316
～p.319 も同様に間違っている。 

そもそも、「低周波音問題対応の手引き書」（環境省、平成
16 年 6 月）では、どちらも 1/3 オクターブバンド音圧レベ
ルを参照値とも比較し“参照値以上であれば低周波音によ
る苦情の可能性が考えられる”とされているが、“G 特性等
価音圧レベルは…「心身に係る苦情に関する参照値」の 92dB
を下回っていた。また、1/3 オクターブバンド周波数別の音
圧レベルの調査結果は、全ての周波数帯において「物的苦
情に関する参照値」を下回っていた。”と心身に係る苦情は、
G 特性等価音圧レベルのみで 1/3 オクターブバンド周波数
別に比較していない。 

手引きに従い、心身に係る苦情を 1/3 オクターブバンド
周波数別で比較すると、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz で
は、“心身に係る苦情の可能性が考えられる。”このことを
明記すべきである。 
 

低周波音には環境基準や
規制基準はなく、低周波音
問題対応の手引書に記載さ
れている参照値は、低周波
による問題が疑われた場合
に、原因を調べる上で参考
とする値として掲載してい
るものです。 

なお、本事業では、「心身
に係る苦情に関する参照
値」について、本手引書を
参考に、G 特性等価音圧レ
ベル 92dB を評価の指標と
して採用しております。 

 

○28  p.520“類似施設における調査結果より、機械等の稼働に
よる G 特性等価音圧レベルは、… 大値 82dB、平均値の
大値 75dB であり、…手引書における心身の苦情に関する参
照値である 92dB を下回ると予測する。”とし、“予測結果に
よれば、手引書における心身の苦情に関する参照値を下回
る。”p.525 とあるが、「低周波音問題対応の手引き書」（環
境省、平成 16 年 6 月）では、「心身に係る苦情に関する評
価方法:（1）G 特性で 92dB 以下であれば、20Hz 以下の超低
周波音による苦情の可能性が考えられる。（2）低周波音の
1/3 オクターブバンド音圧レベルを表 2 と比較し、参照値以
上であれば低周波音による苦情の可能性が考えられる。」と
されており、1/3 オクターブバンド音圧レベルを参照値とも
比較する必要がある。なお、p.477 の G 特性等価音圧レベル
は 大が№4 の 81dB（平日、休日とも）となっており、p.520
の 82dB ではない、また、資料 2 では平日 82dB、休日 83dB
と食い違っている。 
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表 9.2-1(11) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

(3)振動に関すること（計 1 意見） 

○29  p.545 で 大値を示す敷地境界上で 69dB と予測され、夜
間の規制基準値 70dB に近い。経年劣化等でもっと振動が大
きくなる危険性を考慮すべきである。 

これは振動源機器の位置 p.547 で、炉室が も北側であ
り、 大の振動源ボイラ給水ポンプ 90dB4 台があるためで
ある。基本的には、計画施設そのものをあと 10m 程南側へ
移動すべきである。それでなければ、その南側のごみ受入
施設、プラットホームと位置を入れ替えて、炉室を真ん中
にすることを検討し、駄目でも、給水ポンプの位置をもっ
と南側に移動すべきである。 
 

機械等の稼働について
は、振動の大きい機器等を
防振架台または独立基礎上
に設置するなどの環境保全
措置を実施してまいりま
す。 

また、各設備は、定期点
検を実施し、常に正常な運
転を行うよう維持管理を徹
底してまいります。 

 

(4)地盤・土壌に関すること（計 1 意見） 

○30  p.598“土壌汚染の状況（ダイオキシン類を除く）の調査
は、図 8.6-1(1)に示す”とあるが、騒音、振動などの予測
で、敷地南西側でフォークリフト 4 台を用いる作業があり、
整地作業を伴うものと思われ、その掘削土壌の調査が不足
している。 

また、ダイオキシン類の調査が工場棟の 3 地点だけ p.599
というのも不十分である。当初の半田市 終処分場でダイ
オキシン類が検出され、場所の選定からやり直した経過を
忘れたのではないか。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

方法書では、土壌のダイ
オキシン類調査は、事業実
施区域内 1 地点とその周辺
3 地点の合計 4 地点で実施
することとしていました
が、地下水のダイオキシン
類について調査した結果、
環境基準を超過している地
点があることが判明したた
め、方法書に対する愛知県
知事の意見の中の「環境影
響評価の実施中に環境への
影響に関し新たな事実が生
じた場合等においては、必
要に応じて、選定された項
目及び手法を見直し、適切
に調査、予測及び評価を行
うこと。」という意見を踏ま
えて、地下水の環境基準を
超過した地点の近傍 2 地点
を、土壌の調査地点として
追加しました。 

なお、工事着手前に土地
の形質変更部分に対する土
壌汚染状況調査・詳細調査
等を実施し、その結果に基
づいて汚染土壌の除去等の
適切な措置を講じてまいり
ます。 
 

(5)日照阻害に関すること（計 1 意見） 

○31  p.640“周辺地域の住宅地への影響をより小さくするた
め、計画施設はできるだけ北側敷地境界との距離をあけ
る。”とあるが、等時間日影図 p.639 で見ると、計画施設の
位置は北側が敷地から 25m 短く、南側は 50m と長くなって
いる。この環境保全措置（日照阻害）は虚偽記載である。記
述通り計画施設はあと 10m 以上南側に移動すべきである。
なお、この南側移動で北側の振動も軽減される。 

 

周辺地域の住宅地への影
響をより小さくするため、
計画施設はできるだけ北側
敷地境界との距離をあける
こととしてまいります。な
お、その旨は、p.640 の環境
保全措置に記載しておりま
す。 
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表 9.2-1(12) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

(6)動物に関すること（計 1 意見） 

○32  p.667 工事の実施（建設機械の稼働等）で“また、工事に
あたっては低騒音・低振動型の建設機械等の導入等を図る
ことから、建設機械の稼働等によるミサゴの生息環境への
影響は小さいと予測する。”（ケリも同文）とあるが、“可能
な限り使用する”と“導入等を図る”とは異なるはずであ
る。どちらが正しいのか。また、環境保全措置（建設機械の
稼働等）で“低騒音・低振動型の建設機械を導入する。”
p.669、p.714 とあるのは、”低騒音型建設機械を可能な限り
使用する。”p.522 と食い違っている。 

 

環境影響評価書におい
て、整合を図り修正してま
いります。 
 

(7)景観に関すること（計 2 意見） 

○33  施設の色、デザインは、周辺景観と調和するようにして
ほしい。 
 

建物の外観は、周辺景観
との調和に配慮した施設の
形状及び色彩としてまいり
ます。なお、その旨は、
p.734 の環境保全措置に記
載しております。 
 

○34  p.734“建物の外観は、周辺景観との調和に配慮した施設
の形状及び色彩とする。”とあるが、景観予測結果（№3：武
豊町地域交流施設）p.731 が正しいとすれば、不格好な灰色
の建物が建っているだけで、とても形状及び色彩に配慮し
たとは言えない。それとも、色彩はこれから考えるという
事か。 

“武豊町地域交流施設からの眺望景観に変化が生じるも
のの、…環境保全措置を実施することから、景観に係る環
境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低
減が図られているものと評価する。”p.734 はあまりにも独
りよがりの判断である。 
 

(8)廃棄物等に関すること（計 2 意見） 

○35  焼却灰は埋立ではなく有効利用すべきではないか。 
 

焼却灰の処理は、今後の
社会動向を踏まえながら、
リサイクルの検討を進めて
まいります。 

 

○36  p.786 建設工事等に伴う副産物で“予測に用いた発生原
単位は、用途は工場、規模（延床面積）は、10,000m2 以上
の場合の値”としているが、“予測は…既設倉庫解体に伴う
副産物の発生量を推計した。”p.785 とあるため、用途は工
場ではなく倉庫とすべきである。出典の“「建築系混合廃棄
物の原単位調査報告書」（（社）日本建設業連合会、平成 24
年 11 月）に示される用途・規模別（延床面積）の発生原単
位”p.785 では、工場よりも倉庫の方が発生原単位が大きく
なっている。出典 p.46 を確認すると、10,000m2 以上の全構
造で、コンガラは工場で 4.4kg/m2 だが、倉庫では 4.9kg/m2、
アスコンは工場で 0.5kg/m2 だが、倉庫では 1.6kg/m2、ガラ
ス陶磁器は工場で 0.7kg/m2 だが、倉庫では 0.8kg/m2 など、
ほとんどの品目で倉庫の方が大きい。このような問違えた
過小予測は修正すべきである。 
 

「建築系混合廃棄物の原
単位調査報告書」に示され
る発生源単位は、施設の建
設に伴う副産物の予測に用
いることから、既設倉庫解
体に伴う副産物の予測に用
いた廃棄物の発生量は、工
事関係者へのヒアリング調
査結果に基づき設定してお
ります。 
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表 9.2-1(13) 準備書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

 (9)温室効果ガス等に関すること（計 1 意見） 

○37  p.811 温室効果ガスの評価は、工事中、供用時ともに、環
境影響の回避・低減に係る評価だけであるが、予測で具体
的に、稼働時で 32,759.8-16,085.2＝ 16,676.6t-CO2/年
p.808、工事車両走行で 3,864.2t-CO2p.807、建設機械稼働
で 3,539.6t-CO2p.807、廃棄物運搬車両の走行で 1,182.5t-
CO2/年 p.809 で、温室効果ガス総排出量は稼働時に
2,859.1t-CO2/年、工事中に 7,403.8t-CO2 もあることを予
測しているのだから、「環境保全に関する基準等との整合性
に係る評価」を追加記載すべきである。このままでは何の
ために予測したのかわからなくなる。 

第 2次武豊町地球温暖化対策実行計画は平成 21年度から
平成 25 年度を計画期間として、武豊町の行政事務で基準年
度の温室効果ガス排出量 2,661.296t-CO2/年を平成 26～30
年度に 2％削減すると各種対策を講じることとしている。
この武豊町の実行計画の基準年の排出量（約 2,661t-CO2/
年）以上に稼働時だけで排出する今回の事業計画（約
2,859t-CO2/年）は認められるのか。 

また、愛知県の「あいち地球温暖化防止戦略 2020」では、
1990 年度比 15％減を目指し、7,701 万 t-CO2/年を 6,545 万
t-CO2/年にするため、排出量原単位を産業 2.1t-CO2/生産額
百万円（-34％）、業務 0.06t-CO2/床面積 m2（-54％）、家庭
1.4t-CO2/世帯（-59％）、運輸 1.3t-CO2/人（-24％）と全て
の分野で努力する計画となっている。この 1,156 万 t-CO2/
年を削減する計画に対し、今回の事業計画（約 2,859t-CO2/
年、工事で約 7,404t-CO2）は、「あいち地球温暖化防止戦略
2020」にとってどのような悪影響を与えるのか、整合性の
評価結果を追加記載すべきである。 

 

温室効果ガスについて
は、環境保全に関する基準
等との整合性に係る評価は
行っていませんが、環境影
響の回避・低減に係る評価
を行っております。 

一方、「第 2 次武豊町地球
温暖化対策実行計画」は、
武豊町自らが行う事務・事
業に関しての計画であり、
本事業は含んでおりませ
ん。 

また、「あいち地球温暖化
防止戦略 2020」は県全体の
目指すべき姿を示したもの
です。本事業においては 3
つの現有焼却施設をまと
め、効率化、環境への負荷
等の縮減を図ることで温室
効果ガス排出量を低減して
まいります。 
 

４．その他に関する意見（計 1 意見） 

(1)資料編に関すること（計 1 意見） 

○38  p.488 など、交通量の予測条件は“（平成 28 年 10 月の）
現地調査における平日及び土曜の一般車両及び現況の廃棄
物運搬車両交通量を用いる”とし、例えば№7（国道 247 号）
では、平日 14,125 台（大型車 1,028）/16 時間 p.481 に、
工事中は大型車 18 台、小型車 53 台 p.489、供用時は大型
車 44 台 p.510 だけであるが、この地域は武豊火力等の大規
模工事、供用が予定されており、道路交通公害（大気、騒
音、振動）は激化することが明らかである。現地調査時の交
通量に追加して予測すべきである。 

ちなみに、武豊火力では工事開始後 11 か月目に№7（国
道 247 号）とほとんど同じ地点で工事関係車両が 1,914 台
（大型車 1,658）、定期点検時には 1,364 台（大型車 184 台）
と桁違いの車両が通過する。これを無視した予測は意味が
ない。 

また、大阪ガスの関係会社の中山名古屋共同発電が新設
の名古屋第 2 発電所 11 万 kw（計画地の 300m 北側）の営業
運転を 2017 年 9 月 2 日から開始しており、この交通量も現
地調査の 2016 年には含まれておらず、将来予測交通量が過
小に評価されている。 

 

施設の供用に係る武豊火
力発電所リプレース計画と
の複合影響についての予測
結果は、資料編 p.441 に記
載しています。 

なお、複合影響の検討は、
公表されている資料に基づ
き、行っております。 
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１０ 準備書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

 

準備書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解は、表 10-1 に示す

とおりである。 

 

表 10-1(1) 準備書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

番号 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

はじめに 

 都市計画決定権者は、以下の事項につい
て十分に検討し、その結果を環境影響評価
書（以下「評価書」という。）に記載する必
要がある。また、事業者は、評価書に記載
される内容に従って環境保全に万全を期
する必要がある。 
 

環境影響評価書（以下「評価書」という。）
の作成に当たっては、準備書に関する知事
意見を十分に検討し、その結果を評価書に
記載しました。また、評価書に記載した内
容に従って環境保全に万全を期します。 

 

1 全般的事項 

(1) 事業の実施に当たっては、準備書に記載
されている環境配慮事項や環境保全措置
を確実に実施することはもとより、事業実
施区域近傍における他事業により複合的
な環境影響が懸念されることも踏まえ、環
境保全対策に関する最善の利用可能技術
を導入するなど、より一層の環境影響の低
減に努めること。 
 

事業の実施に当たっては、準備書に記載
した環境配慮事項や環境保全措置を確実
に実施することはもとより、事業実施区域
近傍における他事業の進捗等にも配慮し
ながら、環境保全対策に関する最善の利用
可能技術の導入など、より一層の環境影響
の低減に努めます。 

 

(2) 環境への影響に関して新たな事実が判
明した場合等においては、必要に応じて適
切な措置を講じること。 
 

環境への影響に関して新たな事実が判
明した場合等においては、必要に応じて適
切な措置を講じます。 
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表 10-1(2) 準備書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

番号 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

2 大気質、騒音及び超低周波音、振動 

(1) 事業実施区域の西側に住居等が立地し
ていることから、事業の実施に当たって
は、より低公害型の機械等の積極的な導入
を図るとともに、これらの配置及び稼働時
間帯等に配慮することにより、建設機械の
稼働等及び機械等の稼働に係る騒音等の
更なる低減に努めること。 
 

事業の実施に当たっては、より低公害型
の機械等の積極的な導入を図るとともに、
施工方法や工程等を十分に検討して建設
機械の集中稼働を避けるなど、配置及び稼
働時間帯等に配慮し、建設機械の稼働等及
び機械等の稼働に係る騒音等の更なる低
減に努めます。 

 

(2) 工事用資材等運搬車両及び廃棄物運搬
車両が走行する道路沿道では、道路交通騒
音が現状で環境基準値を上回る地点があ
ることから、工事の実施及び施設の供用に
当たっては、沿道環境への影響をより一層
低減するため、低公害車の積極的な導入、
走行車両台数の平準化や抑制、エコドライ
ブなど、環境保全措置を徹底すること。 
 

工事用資材等運搬車両及び廃棄物運搬
車両の運行に伴う道路沿道環境への影響
をより一層低減するため、低公害車の積極
的な導入、走行車両台数の平準化や抑制、
エコドライブの励行などの環境保全措置
を徹底してまいります。 

 

(3) 水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保
するため、大気汚染防止法の一部を改正す
る法律（平成 27 年法律第 41 号）が施行さ
れ、廃棄物焼却炉から大気中への水銀の排
出規制が開始されたことから、ごみの分別
回収の徹底による水銀使用廃製品の混合
防止など可能な限りの水銀の排出抑制に
努めること。 
 

水銀の排出抑制については、水銀含有物
の混入が大きく影響を及ぼすものと考え
られることから、分別回収の徹底を図って
まいります。また、大気汚染防止法に基づ
き、水銀濃度の測定を行うとともに、排出
対策設備の適正な維持管理を行い、排出基
準を遵守してまいります。 

 

3 水質、地盤・土壌、地下水の状況及び地下水質 

(1) 現地調査により判明した土壌汚染及び
地下水汚染について、工事着手前に土地の
形質変更部分に対する土壌汚染の詳細調
査等を実施した上で、それらの調査結果を
踏まえ、汚染土壌の除去等の措置を適切に
行うこと。 
 

掘削、盛土等の土工にあたっては、工事
着手前に愛知県の土壌汚染等対策指針に
基づき詳細調査等を実施し、その調査結果
を踏まえ、法令等に基づき汚染土壌の除去
等の必要な措置を適切に行ってまいりま
す。 

 
(2) 工事中に発生する濁水やコンクリート

工事に伴うアルカリ排水について、仮設沈
砂池等の設置及び維持管理を適切に行う
こと。なお、土壌汚染の詳細調査等の結果
を踏まえ、仮設沈砂池等の設置位置等を選
定すること。 
 

工事中に発生する濁水やコンクリート
工事に伴うアルカリ排水については、仮設
沈砂池等の設置を行うとともに、維持管理
を適切に行ってまいります。また、仮設沈
砂池等の設置位置等については、土壌汚染
の詳細調査等の結果を踏まえ、適切に選定
してまいります。 
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表 10-1(3) 準備書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

番号 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

4 景観 

 施設の建屋や煙突等（以下「建屋等」と
いう。）を近傍から視認した際の影響を低
減するため、必要に応じて地元の意見を把
握した上で、建屋等の形状、色彩等に配慮
し、周辺景観との調和に努めること。 
 

施設の建屋や煙突等（以下「建屋等」と
いう。）については、近傍から視認した際
の影響を低減するため、事業者が設置する
地元委員も参画する事業者選定委員会な
どでの地元の意見も踏まえ、建屋等の形
状、色彩等に配慮し、周辺環境との調和に
努めてまいります。 

 

5 廃棄物等 

 工事中及び施設の供用時に発生する廃
棄物等については、発生を抑制することは
もとより、再使用又は再生利用を徹底する
とともに、再使用又は再生利用できないも
のについては、適正に処理すること。 
 

工事中及び供用時に発生する廃棄物等
については、発生を抑制することはもとよ
り、できる限り再使用又は再生利用を図る
よう努めます。また、再使用又は再生利用
できないものについては、適正に処理しま
す。 

 

6 温室効果ガス等 

 事業の実施に当たっては、より高い発電
効率の廃棄物発電設備の導入、焼却に伴う
廃熱の有効利用など、温室効果ガスの更な
る排出抑制に努めること。 
 

事業の実施に当たっては、より高い発電
効率の廃棄物発電設備の導入や焼却に伴
う廃熱の武豊町屋内温水プール（仮称）で
の利用を図るなど、積極的にエネルギーの
有効利用を図り、温室効果ガスの更なる排
出抑制に努めます。 

 

7 その他 

(1) 評価書の作成に当たっては、住民等の意
見に配慮するとともに、わかりやすい図書
となるよう努めること。 
 

評価書の作成に当たっては、できるかぎ
り住民等の意見に配慮し、処理能力の算定
について補足説明を追記するとともに、評
価書作成時点での修正を注釈に加えるな
ど、わかりやすい図書となるよう努めまし
た。 

 
(2) 事業の実施に当たっては、各種調査結果

を公表するなど、今後とも積極的な情報発
信を行うとともに、住民等からの環境に関
する要望などに適切に対応すること。 
 

事業の実施に当たっては、環境モニタリ
ングを実施し、必要に応じて適切な措置を
講じるとともに、調査結果をホームページ
等において公表するなど積極的な情報発
信を行います。 

また、住民等からの環境に関する要望に
ついても適切に対応してまいります。 
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１１ 準備書から評価書への主な修正点 

 

本事業の環境影響評価準備書についての愛知県知事の意見等を勘案して、環境影響

評価準備書の記載事項について検討を加え、評価書において行った修正等は以下に示

すとおりである。 

なお、表現の適正化及び誤字、脱字等の修正については適宜行った。 
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評価書の頁 準備書 

2-10 
（12） 

準備書での記載はない。 

 

 

3-50 
（88） 

また、「巨樹・巨木林データベース」（奥多摩町森林館ホームページ 平成 29 年 9

月閲覧）によると、事業実施区域最寄りの巨樹・巨木林として、事業実施区域南西

側に位置する白山社に生育しているクロガネモチ（県指定：天然記念物）が掲載さ

れている。 

事業実施区域及びその周辺における重要な植物群落等は、表 3.1-31 及び図 3.1-24

に示すとおりである。 

 

表 3.1-31 重要な植物群落等 

 
「愛知県自然環境保全地域」（愛知県ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「巨樹･巨木林データベース」（奥多摩町森林館ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「武豊町の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、武豊町） 

「半田市の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、半田市） 

「碧南の文化財」（碧南市ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧）より作成 

 

 

 

  

№ 市町名 名称 指定状況等 所在地等

1 武豊町
壱町田湿地
（壱町田湿地植物群落）

県指定 自然環境保全地域
（県指定 天然記念物）

字壱町田90-2

3 武豊町
クロガネモチ
（白山社のクロガネモチ）

巨樹・巨木林
（県指定 天然記念物）

大字冨貴字郷北101 (白山社)

4 武豊町 ウラジロガシ 巨樹・巨木林 大字冨貴字稲荷 (稲荷池)

2 武豊町
クスノキ（3本）
（八幡社のクスノキ群）

巨樹・巨木林
（町指定 天然記念物）

字下門70　(八幡社)
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評価書 

(※)基本計画では、これまでのごみ量の傾向が継続した場合を想定したごみ総排

出量（単純推計）に国や県の目標値を踏まえ、既存の施策と新たな施策を検討して

削減量を定め、ごみの排出量、生活系ごみ排出量、事業系ごみ排出量を算出した。 

また、「巨樹・巨木林データベース」（奥多摩町森林館ホームページ 平成 29 年 9

月閲覧）によると、事業実施区域最寄りの巨樹・巨木林として、事業実施区域南西

側に位置する白山社に生育しているクロガネモチ（県指定天然記念物：平成 30 年 1

月指定解除）が掲載されている。 

事業実施区域及びその周辺における重要な植物群落等は、表 3.1-31 及び図 3.1-24

に示すとおりである。 

 

表 3.1-31 重要な植物群落等 

 
注）クロガネモチは、平成 30 年 1 月 19 日付けで天然記念物の指定が解除された。 

「愛知県自然環境保全地域」（愛知県ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「巨樹･巨木林データベース」（奥多摩町森林館ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「武豊町の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、武豊町） 

「半田市の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、半田市） 

「碧南の文化財」（碧南市ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧）より作成 

 

  

№ 市町名 名称 指定状況等 所在地等

1 武豊町
壱町田湿地
（壱町田湿地植物群落）

県指定 自然環境保全地域
（県指定 天然記念物）

字壱町田90-2

3 武豊町 クロガネモチ
(注)

（白山社のクロガネモチ）
巨樹・巨木林
（県指定 天然記念物）

大字冨貴字郷北101 (白山社)

4 武豊町 ウラジロガシ 巨樹・巨木林 大字冨貴字稲荷 (稲荷池)

2 武豊町
クスノキ（3本）
（八幡社のクスノキ群）

巨樹・巨木林
（町指定 天然記念物）

字下門70　(八幡社)
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評価書の頁 準備書 

3-58 
（96） 

事業実施区域及びその周辺には、「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基

づく登録有形文化財（建造物）が 3 件、「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年愛知県

条例第 6 号）に基づく指定文化財（天然記念物）が 2 件、「武豊町文化財保護条例」

（昭和 48 年武豊町条例第 20 号）に基づく指定文化財（天然記念物）が 2 件ある。 

なお、最寄りの施設は、事業実施区域の北西側約 240m に登録有形文化財（建造物）

の「旧国鉄武豊港駅転車台」がある。 

 

表 3.1-36 文化財の指定状況 

 
「武豊町の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、武豊町） 

「半田市の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、半田市） 

「碧南の文化財」（碧南市ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「文化財ナビ愛知」（愛知県ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「国指定文化財等データベース」（文化庁ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧）より作成 

 

 

  

№ 分類 区　分 名　　称 所在地 指定年月日

1 登録 建造物 旧国鉄武豊港駅転車台 武豊町字道仙田9-8 平成21.1.8

2 登録 建造物
三井家住宅主屋、奥座敷、南土
蔵、北土蔵、表門

武豊町字上ケ2 平成27.11.17

3 登録 建造物 中定商店大五蔵、昭二蔵、昭三蔵 武豊町字小迎51 平成28.11.29

4 県指定 天然記念物 壱町田湿地植物群落 武豊町字壱町田90-2 昭和59.3.30

5 県指定 天然記念物 白山社のクロガネモチ 武豊町大字冨貴字郷北101 昭和43.12.11

6 町指定 天然記念物 八幡社のクスノキ群 武豊町字下門70 昭和56.3.21

7 町指定 天然記念物 教福寺のウバメガシ 武豊町大字冨貴字寺西78 昭和56.3.21
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評価書 

事業実施区域及びその周辺には、「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基

づく登録有形文化財（建造物）が 3 件、「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年愛知県

条例第 6 号）に基づく指定文化財（天然記念物）が 2 件（うち 1 件は平成 30 年 1 月

指定解除）、「武豊町文化財保護条例」（昭和 48 年武豊町条例第 20 号）に基づく指定

文化財（天然記念物）が 2 件ある。 

なお、最寄りの施設は、事業実施区域の北西側約 240m に登録有形文化財（建造物）

の「旧国鉄武豊港駅転車台」がある。 

 

表3.1-36 文化財の指定状況 

 
注）白山社のクロガネモチは、平成 30 年 1 月 19 日付けで天然記念物の指定が解除された。 

「武豊町の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、武豊町） 

「半田市の文化財ガイドマップ」（平成 25 年 3 月、半田市） 

「碧南の文化財」（碧南市ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「文化財ナビ愛知」（愛知県ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧） 

「国指定文化財等データベース」（文化庁ホームページ 平成 29 年 9 月閲覧）より作成 

 

 

 

  

№ 分類 区　分 名　　称 所在地 指定年月日

1 登録 建造物 旧国鉄武豊港駅転車台 武豊町字道仙田9-8 平成21.1.8

2 登録 建造物
三井家住宅主屋、奥座敷、南土
蔵、北土蔵、表門

武豊町字上ケ2 平成27.11.17

3 登録 建造物 中定商店大五蔵、昭二蔵、昭三蔵 武豊町字小迎51 平成28.11.29

4 県指定 天然記念物 壱町田湿地植物群落 武豊町字壱町田90-2 昭和59.3.30

5 県指定 天然記念物 白山社のクロガネモチ(注) 武豊町大字冨貴字郷北101 昭和43.12.11

6 町指定 天然記念物 八幡社のクスノキ群 武豊町字下門70 昭和56.3.21

7 町指定 天然記念物 教福寺のウバメガシ 武豊町大字冨貴字寺西78 昭和56.3.21
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評価書の頁 準備書 

8-1-147 
（457） 

表8.1-97 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

 

8-2-13 
（481） 

表8.2-11(1) 交通量及び走行速度調査結果（平日） 

 

 

 

  

環境保全措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる 

おそれのある影響 

廃棄物運搬車両は、低公害車

（最新規制適合車、低燃費車

等）の使用に努める。 

事業者 
大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

廃棄物運搬車両は、NOx・PM 法

適合車両を用いるよう努める。 
事業者 

大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

廃棄物運搬車両の運行管理を

行うことにより、車両の集中を

避ける。 

事業者 
大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

 

調査

地点 
方向 

交通量（台／16 時間） 大 型 

車 類 

混入率 

（％） 

平均走行速度 

（km/時） 大型車類 

小型車類 二輪車 
合計 

（二輪車除く） 一般車両 
廃棄物 

運搬車両 

大型 

車類 

小型 

車類 

№1 

北行き 1,332 29  6,893 121  8,254 16.5 46 52 

南行き 1,392 27  6,417 101  7,836 18.1 45 52 

合 計 2,724 56 13,310 222 16,090 17.3 45 52 

№2 

東行き   227 11  1,689  38  1,927 12.4 39 43 

西行き   251 12  1,838  47  2,101 12.5 38 45 

合 計   478 23  3,527  85  4,028 12.4 38 44 

№3 

北行き 1,130 11  5,071  89  6,212 18.4 47 52 

南行き 1,110 12  5,126 102  6,248 18.0 52 57 

合 計 2,240 23 10,197 191 12,460 18.2 49 55 

№4 

東行き   561 14  3,408  65  3,983 14.4 37 40 

西行き   532  3  3,182  54  3,717 14.4 38 42 

合 計 1,093 17  6,590 119  7,700 14.4 37 41 

№5 

北行き   632  7  6,232 114  6,871  9.3 42 47 

南行き   593  6  6,526  98  7,125  8.4 46 50 

合 計 1,225 13 12,758 212 13,996  8.8 44 48 

№6 

東行き   285  2  3,148  40  3,435  8.4 37 46 

西行き   285  6  2,626  41  2,917 10.0 36 43 

合 計   570  8  5,774  81  6,352  9.1 37 44 

№7 

北行き   511 20  6,326  98  6,857  7.7 49 51 

南行き   473 24  6,771 106  7,268  6.8 52 55 

合 計   984 44 13,097 204 14,125  7.3 50 53 

注 1)「16 時間」とは、6 時～22 時のことをいう。 

注 2)大型車類は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車類は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」

等である。 

注 3)車種の区分はナンバープレート（大型Ⅰ（1、2、8 の大型番号標）、大型Ⅱ（1,2,8 の小型番号標）、

小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により区分した。 

注 4)廃棄物運搬車両とは、現況の廃棄物処理施設において使用している塵芥車（パッカー車）のことを

示す。 

注 5)大型車類混入率は、大型車類台数/（大型車類台数＋小型車類台数）×100 で求めた。 

注 6)平均走行速度は、6 時～22 時の平均（16 時間平均）である。 
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評価書 

表8.1-97 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

 

表8.2-11(1) 交通量及び走行速度調査結果（平日） 

 
 

 

 

  

環境保全措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる 

おそれのある影響 

廃棄物運搬車両は、低公害車

（最新規制適合車、低燃費車

等）の導入を促進する。 

事業者 
大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

廃棄物運搬車両は、NOx・PM 法

適合車両を用いるよう努める。 
事業者 

大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

廃棄物運搬車両の運行管理を

行うことにより、車両の集中を

避ける。 

事業者 
大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

 

調査

地点 
方向 

交通量（台／16 時間） 大 型 

車 類 

混入率 

（％） 

平均走行速度 

（km/時） 大型車類 

小型車類 二輪車 
合計 

（二輪車除く） 一般車両 
廃棄物 

運搬車両 

大型 

車類 

小型 

車類 

№1 

北行き 1,332 29  6,893 121  8,254 16.5 46 52 

南行き 1,392 27  6,417 101  7,836 18.1 45 52 

合 計 2,724 56 13,310 222 16,090 17.3 45 52 

№2 

東行き   227 11  1,689  38  1,927 12.4 39 43 

西行き   251 12  1,838  47  2,101 12.5 38 45 

合 計   478 23  3,527  85  4,028 12.4 38 44 

№3 

北行き 1,130 11  5,071  89  6,212 18.4 47 52 

南行き 1,110 12  5,126 102  6,248 18.0 52 57 

合 計 2,240 23 10,197 191 12,460 18.2 49 55 

№4 

東行き   561 14  3,408  65  3,983 14.4 37 40 

西行き   532  3  3,182  54  3,717 14.4 38 42 

合 計 1,093 17  6,590 119  7,700 14.4 37 41 

№5 

北行き   632  7  6,232 114  6,871  9.3 42 47 

南行き   593  6  6,526  98  7,125  8.4 46 50 

合 計 1,225 13 12,758 212 13,996  8.8 44 48 

№6 

東行き   285  2  3,148  40  3,435  8.4 37 46 

西行き   285  6  2,626  41  2,917 10.0 36 43 

合 計   570  8  5,774  81  6,352  9.1 37 44 

№7 

北行き   511 20  6,326  98  6,857  7.7 49 51 

南行き   473 24  6,771 106  7,268  6.8 52 55 

合 計   984 44 13,097 204 14,125  7.3 50 53 

注 1)「16 時間」とは、6 時～22 時のことをいう。 

注 2)大型車類は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車類は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」

等である。 

注 3)車種の区分はナンバープレート（大型（1、2、8）、小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により

区分した。 

注 4)廃棄物運搬車両は直営、委託、許可業者による塵芥車（パッカー車）を示す。 

注 5)大型車類混入率は、大型車類台数/（大型車類台数＋小型車類台数）×100 で求めた。 

注 6)平均走行速度は、6 時～22 時の平均（16 時間平均）である。 
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評価書の頁 準備書 

8-2-14 
（482） 

表8.2-11(2) 交通量及び走行速度調査結果（土曜日） 

 
8-2-55 
（523） 

表8.2-37 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

 

  

調査

地点 
方向 

交通量（台／16 時間） 大 型 

車 類 

混入率 

（％） 

平均走行速度 

（km/時） 大型車類 

小型車類 二輪車 
合計 

（二輪車除く） 一般車両 
廃棄物 

運搬車両 

大型 

車類 

小型 

車類 

№1 

北行き   920 12  5,690 134  6,622 14.1 46 55 

南行き 1,002  8  5,588 159  6,598 15.3 49 57 

合 計 1,922 20 11,278 293 13,220 14.7 47 56 

№2 

東行き   138  4  1,235  45  1,377 10.3 38 44 

西行き   173  9  1,337  39  1,519 12.0 38 46 

合 計   311 13  2,572  84  2,896 11.2 38 45 

№3 

北行き   859  7  4,754 112  5,620 15.4 49 57 

南行き   913  3  4,537 132  5,453 16.8 44 49 

合 計 1,772 10  9,291 244 11,073 16.1 47 53 

№4 

東行き   373  0  3,051  84  3,424 10.9 37 44 

西行き   390  0  2,850  88  3,240 12.0 35 42 

合 計   763  0  5,901 172  6,664 11.4 36 43 

№5 

北行き   429  1  7,068 160  7,498  5.7 41 44 

南行き   480  1  6,821 172  7,302  6.6 44 48 

合 計   909  2 13,889 332 14,800  6.2 42 46 

№6 

東行き   208  0  2,970  43  3,178  6.5 36 46 

西行き   197  1  2,384  40  2,582  7.7 34 43 

合 計   405  1  5,354  83  5,760  7.0 35 44 

№7 

北行き   407  1  6,522 152  6,930  5.9 48 53 

南行き   442  0  7,188 169  7,630  5.8 51 57 

合 計   849  1 13,710 321 14,560  5.8 50 55 

注 1)「16 時間」とは、6 時～22 時のことをいう。 

注 2)大型車類は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車類は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」

等である。 

注 3)車種の区分はナンバープレート（大型Ⅰ（1、2、8 の大型番号標）、大型Ⅱ（1,2,8 の小型番号標）、

小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により区分した。 

注 4)廃棄物運搬車両とは、現在の廃棄物処理施設において使用している塵芥車（パッカー車）のことを示

す。 

注 5)大型車類混入率は、大型車類台数/（大型車類台数＋小型車類台数）×100 で求めた。 

注 6)平均走行速度は、6 時～22 時の平均（16 時間平均）である。 

環境保全措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる 

おそれのある影響 

廃棄物運搬車両は、低公害車

（最新規制適合車、低燃費車

等）の使用に努める。 

事業者 
大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

廃棄物運搬車両の運行管理を

行うことにより、車両の集中を

避ける。 

事業者 
騒音への影響の 

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

 



 

- 153 - 

 

 

評価書 

表8.2-11(2) 交通量及び走行速度調査結果（土曜） 

 

表8.2-37 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

 

 

 

 

  

調査

地点 
方向 

交通量（台／16 時間） 大 型 

車 類 

混入率 

（％） 

平均走行速度 

（km/時） 大型車類 

小型車類 二輪車 
合計 

（二輪車除く） 一般車両 
廃棄物 

運搬車両 

大型 

車類 

小型 

車類 

№1 

北行き   920 12  5,690 134  6,622 14.1 46 55 

南行き 1,002  8  5,588 159  6,598 15.3 49 57 

合 計 1,922 20 11,278 293 13,220 14.7 47 56 

№2 

東行き   138  4  1,235  45  1,377 10.3 38 44 

西行き   173  9  1,337  39  1,519 12.0 38 46 

合 計   311 13  2,572  84  2,896 11.2 38 45 

№3 

北行き   859  7  4,754 112  5,620 15.4 49 57 

南行き   913  3  4,537 132  5,453 16.8 44 49 

合 計 1,772 10  9,291 244 11,073 16.1 47 53 

№4 

東行き   373  0  3,051  84  3,424 10.9 37 44 

西行き   390  0  2,850  88  3,240 12.0 35 42 

合 計   763  0  5,901 172  6,664 11.4 36 43 

№5 

北行き   429  1  7,068 160  7,498  5.7 41 44 

南行き   480  1  6,821 172  7,302  6.6 44 48 

合 計   909  2 13,889 332 14,800  6.2 42 46 

№6 

東行き   208  0  2,970  43  3,178  6.5 36 46 

西行き   197  1  2,384  40  2,582  7.7 34 43 

合 計   405  1  5,354  83  5,760  7.0 35 44 

№7 

北行き   407  1  6,522 152  6,930  5.9 48 53 

南行き   442  0  7,188 169  7,630  5.8 51 57 

合 計   849  1 13,710 321 14,560  5.8 50 55 

注 1)「16 時間」とは、6 時～22 時のことをいう。 

注 2)大型車類は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車類は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」

等である。 

注 3)車種の区分はナンバープレート（大型（1、2、8）、小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により

区分した。 

注 4)廃棄物運搬車両は直営、委託、許可業者による塵芥車（パッカー車）を示す。 

注 5)大型車類混入率は、大型車類台数/（大型車類台数＋小型車類台数）×100 で求めた。 

注 6)平均走行速度は、6 時～22 時の平均（16 時間平均）である。 

環境保全措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる 

おそれのある影響 

廃棄物運搬車両は、低公害車

（最新規制適合車、低燃費車

等）の導入を促進する。 

事業者 
大気質への影響の

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 

廃棄物運搬車両の運行管理を

行うことにより、車両の集中を

避ける。 

事業者 
騒音への影響の 

低減が期待できる。 
小さいと考える。 特になし。 
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評価書の頁 準備書 

8-7-4 
（619） 

表8.7-4 地下水位及び地下水質の状況の現地調査期間 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査項目 調査期間 

地下水位及び 

地下水質の状況 

地下水位 

春季 平成 28 年 5 月 1 日（日）～31 日（火） 

夏季 平成 28 年 7 月 1 日（金）～31 日（日） 

秋季 平成 28 年 11 月 1 日（火）～30 日（水） 

冬季 平成 28 年 12 月 1 日（木）～31 日（土） 

地下水質 

冬季 平成 28 年 2 月 24 日（水） 

春季 平成 28 年 5 月 21 日（土） 

夏季 平成 28 年 7 月 7 日（木） 

秋季 平成 28 年 11 月 9 日（水）、14 日（月） 

四季 

以外 

平成 28 年 8 月 31 日（水） 

平成 29 年 2 月 27 日（月） 

平成 29 年 5 月 22 日（月） 
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表8.7-4 地下水位及び地下水質の状況の現地調査期間 

 

 

 

  

調査項目 調査期間 

地下水位及び 

地下水質の状況 

地下水位 

春季 平成 28 年 5 月 1 日（日）～31 日（火） 

夏季 平成 28 年 7 月 1 日（金）～31 日（日） 

秋季 平成 28 年 11 月 1 日（火）～30 日（水） 

冬季 平成 28 年 12 月 1 日（木）～31 日（土） 

地下水質 

冬季 平成 28 年 2 月 24 日（水） 

春季 平成 28 年 5 月 21 日（土） 

夏季 平成 28 年 7 月 7 日（木） 

秋季 平成 28 年 11 月 9 日（水）、14 日（月） 

四季 

以外 

平成 28 年 8 月 31 日（水） 

平成 29 年 2 月 27 日（月） 

平成 29 年 5 月 22 日（月） 

平成 29 年 8 月 23 日（水） 

平成 29 年 11 月 16 日（木） 

平成 30 年 2 月 2 日（金） 
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8-7-10 
（625） 

表8.7-9 地下水のふっ素の調査結果 

 
 

 

 

 

8-7-11 
（626） 

表8.7-10 地下水のダイオキシン類の調査結果 

 
 

 

 

 

  

単位：mg/L 

調査期間 
地 点 

環境基準 
№1 №2 №3 №4 №5 

冬季（平成28年2月24日(水)） 0.52 - - - - 

0.8 以下 

春季（平成28年5月21日(土)） 0.42 - - - - 

夏季（平成28年7月7日(木)） 0.52 - - - - 

秋季（平成28年11月9日(水)） 0.56 1.7※ 0.28 0.08 未満 1.1※ 

平成29年2月27日(月) - 1.7 - - 1.1 

平成29年5月22日(月) - 1.6 - - 1.1 

 

単位：pg-TEQ/L 

調査期間 
地 点 

環境基準 
№1 №2 №3 №4 №5 

冬季 （平成28年2月24日(水)） 0.36 - - - - 

1 以下 

春季 （平成28年5月21日(土)） 3.0 - - - - 

夏季 （平成28年7月7日(木)） 3.6 - - - - 

※ （平成28年8月31日(水)） 2.2 - - - 0.049 

秋季 （平成28年11月9日(水)） 0.49 0.150 

 

0.027 8.7 0.031 

平成29年2月27日(月) 0.66 0.076 0.027 2.1 0.027 

平成29年5月22日(月) 4.6 0.096 0.025 0.32 0.030 
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表8.7-9 地下水のふっ素の調査結果 

 

表8.7-10 地下水のダイオキシン類の調査結果 

 

 

  

単位：mg/L 

調査期間 
地 点 

環境基準 
№1 №2 №3 №4 №5 

冬季（平成28年2月24日(水)） 0.52 - - - - 

0.8 以下 

春季（平成28年5月21日(土)） 0.42 - - - - 

夏季（平成28年7月7日(木)） 0.52 - - - - 

秋季（平成28年11月9日(水)） 0.56 1.7※ 0.28 0.08 未満 1.1※ 

平成29年2月27日(月) - 1.7 - - 1.1 

平成29年5月22日(月) - 1.6 - - 1.1 

平成29年8月23日(水) - 2.0 - - 1.1 

平成29年11月16日(木) - 1.6 - - 1.2 

平成30年2月2日(金) - 1.6 - - 1.4 

 

単位：pg-TEQ/L 

調査期間 
地 点 

環境基準 
№1 №2 №3 №4 №5 

冬季 （平成28年2月24日(水)） 0.36 - - - - 

1 以下 

春季 （平成28年5月21日(土)） 3.0 - - - - 

夏季 （平成28年7月7日(木)） 3.6 - - - - 

※ （平成28年8月31日(水)） 2.2 - - - 0.049 

秋季 （平成28年11月9日(水)） 0.49 0.150 

 

0.027 8.7 0.031 

平成29年2月27日(月) 0.66 0.076 0.027 2.1 0.027 

平成29年5月22日(月) 4.6 0.096 0.025 0.32 0.030 

平成29年8月23日(水) 6.9 0.072 0.033 0.13 0.036 

平成29年11月16日(木) 3.6 0.064 0.033 0.083 0.037 

平成30年2月2日(金) 0.83 0.086 0.031 0.16 0.032 

 



 

- 158 - 

 

 

評価書の頁 準備書 

8-9-26 
（667） 

a ミサゴ（鳥類） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

また、工事にあたっては低騒音・低振動型の建設機械等の導入等を図ることか

ら、建設機械の稼働等によるミサゴの生息環境への影響は小さいと予測する。 

8-9-26 
（667） 

b ケリ（鳥類） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

また、工事にあたっては低騒音・低振動型の建設機械等の導入等を図ることか

ら、建設機械の稼働等によるミサゴの生息環境への影響は小さいと予測する。 

8-9-28 
（669） 

表8.9-18(1) 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

 
8-9-30 
（671） 

a 建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴う重要な動物への環境影響については、事業実施区域内

には重要な動物の主要な生息場所や採餌場所がなく、工事にあたっては低騒音・

低振動型の建設機械の導入を図ることから、環境影響の程度が小さいと判断する。

また、前掲表8.9-18(p.8-9-28)に示す環境保全措置を実施することから、動物に

係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られてい

るものと評価する。 

 

 

 

  

環境保全に関する措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

低騒音・低振動型の建設機械を

導入する。 
事業者 

重要な動物(ミサゴ

及びケリ)への影響

の低減が期待でき

る。 

小さいと考える。 特になし。 

作業待機時におけるアイドリ

ングストップを徹底する。 
事業者 

重要な動物(ミサゴ

及びケリ)への影響

の低減が期待でき

る。 

小さいと考える。 特になし。 

工事か所や工事量が過度に集

中しないような工事工程管理

に努める。 

事業者 

重要な動物(ミサゴ

及びケリ)への影響

の低減が期待でき

る。 

小さいと考える。 特になし。 

工事事業者へ定期的な講習・指

導を行う。 

（重要な種生息地への不用意

な立入やゴミ捨て禁止等につ

いて工事従事者に指導する） 

事業者 

重要な動物(ヤマト

アシナガバチ)への

影響の低減が期待

できる。 

小さいと考える。 特になし。 
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評価書 

a ミサゴ（鳥類） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

また、工事にあたっては低騒音・低振動型建設機械を可能な限り使用すること

から、建設機械の稼働等によるミサゴの生息環境への影響は小さいと予測する。 

b ケリ（鳥類） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

また、工事にあたっては低騒音・低振動型建設機械を可能な限り使用すること

から、建設機械の稼働等によるミサゴの生息環境への影響は小さいと予測する。 

表8.9-18(1) 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

 

a 建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴う重要な動物への環境影響については、事業実施区域内

には重要な動物の主要な生息場所や採餌場所がなく、工事にあたっては低騒音・

低振動型建設機械を可能な限り使用することから、環境影響の程度が小さいと判

断する。また、前掲表8.9-18(p.8-9-28)に示す環境保全措置を実施することから、

動物に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図ら

れているものと評価する。 

 

  

環境保全に関する措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

低騒音・低振動型建設機械を可

能な限り使用する。 
事業者 

重要な動物(ミサゴ

及びケリ)への影響

の低減が期待でき

る。 

小さいと考える。 特になし。 

作業待機時におけるアイドリ

ングストップを徹底する。 
事業者 

重要な動物(ミサゴ

及びケリ)への影響

の低減が期待でき

る。 

小さいと考える。 特になし。 

工事か所や工事量が過度に集

中しないような工事工程管理

に努める。 

事業者 

重要な動物(ミサゴ

及びケリ)への影響

の低減が期待でき

る。 

小さいと考える。 特になし。 

工事事業者へ定期的な講習・指

導を行う。 

（重要な種生息地への不用意

な立入やゴミ捨て禁止等につ

いて工事従事者に指導する） 

事業者 

重要な動物(ヤマト

アシナガバチ)への

影響の低減が期待

できる。 

小さいと考える。 特になし。 
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評価書の頁 準備書 

8-11-9 
（694） 

表8.11-5(1) 注目種の検討 

 

8-11-27 
（712） 

（ア）イタチ属の一種 

確認場所は全て事業実施区域外であり、事業実施区域が主要な生息環境ではな

いものと考えられる。工事にあたっては、低騒音・低振動型の建設機械の導入等

を図ることから、建設機械の稼働等による本種の生息環境への影響は小さいと予

測する。 

8-11-27 
（712） 

（イ）スズメ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本種にとって主要な生息環境は事業実施区域外の人家等の建物や草地等であ

ることや、工事にあたっては、低騒音・低振動型の建設機械の導入等を図ること

から、建設機械の稼働等によるスズメの生息環境への影響は小さいと予測する。 

 

8-11-27 
（712） 

（ウ）ムクドリ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本種にとっての主要な生息・繁殖地は事業実施区域外に広くみられ、繁殖可能

な建造物等を含む環境であることや、工事にあたっては、低騒音・低振動型の建

設機械の導入等を図ることから、建設機械の稼働等によるムクドリの生息環境へ

の影響は小さいと予測する。 

  

区分 分類 種名 
検討 

結果 
理 由 

上位種 

 

哺乳類 

( 出 典

1、3) 

イ タ チ 属

の一種 

○ 

平野部から山間部にかけて生息し、主にネズミ類、昆虫類

等の小動物を捕食する。 

現地調査における確認回数は 7 例で、広い範囲で確認され

ており、生態系の栄養段階で上位に位置することから、注目

種として選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

イタチ属の一種(糞) 

平成 28 年 1 月 26 日撮影 
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評価書 

表8.11-5(1) 注目種の検討 

 

（ア）イタチ属の一種 

確認場所は全て事業実施区域外であり、事業実施区域が主要な生息環境ではな

いものと考えられる。工事にあたっては低騒音・低振動型建設機械を可能な限り

使用することから、建設機械の稼働等による本種の生息環境への影響は小さいと

予測する。 

（イ）スズメ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本種にとって主要な生息環境は事業実施区域外の人家等の建物や草地等であ

ることや、工事にあたっては低騒音・低振動型建設機械を可能な限り使用するこ

とから、建設機械の稼働等によるスズメの生息環境への影響は小さいと予測す

る。 

（ウ）ムクドリ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本種にとっての主要な生息・繁殖地は事業実施区域外に広くみられ、繁殖可能

な建造物等を含む環境であることや、工事にあたっては低騒音・低振動型建設機

械を可能な限り使用することから、建設機械の稼働等によるムクドリの生息環境

への影響は小さいと予測する。 

  

区分 分類 種名 
検討 

結果 
理 由 

上位種 

 

哺乳類 

( 出 典

1、3) 

イ タ チ 属

の一種 

○ 

平野部から山間部にかけて生息し、主にネズミ類、昆虫類

等の小動物を捕食する。 

現地調査における確認回数は 7 例で、広い範囲で確認され

ている。ホンドイタチもしくはチョウセンイタチと考えられ

（p.8-9-11）、生態系の栄養段階で上位に位置することから、

注目種として選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

イタチ属の一種(糞) 

平成 28 年 1 月 26 日撮影 
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評価書の頁 準備書 

8-11-29 
（714） 

表8.11-19(1) 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

 
8-11-31 
（716） 

a 建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴う注目種への環境影響については、事業実施区域内には

注目種の主要な生息場所や採餌場所がなく、工事にあたっては低騒音・低振動型

の建設機械の導入等を図ることから、環境影響の程度が小さいと判断する。また、

前掲表8.11-19（p.8-11-29）に示す環境保全措置を実施することから、生態系に

係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られてい

るものと評価する。 

8-16-16 
（808） 

表8.16-16(2) ばい煙の排出、機械等の稼働に伴う温室効果ガス削減量（1年間） 

 

  

環境保全に関する措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

低騒音・低振動型の建設機械を

導入する。 
事業者 

注目種(イタチ属の

一種、スズメ及びム

クドリ)への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

作業待機時におけるアイドリ

ングストップを徹底する。 
事業者 

注目種(イタチ属の

一種、スズメ及びム

クドリ)への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

工事か所や工事量が過度に集

中しないような工事工程管理

に努める。 

事業者 

注目種(イタチ属の

一種、スズメ及びム

クドリ)への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

 

活動区分 

温室効果ガス排出量 

二酸化炭素 

排出量（t-CO2） 

温室効果ガス 

総排出量（t-CO2） 

発電 14,680.7  

16,085.2 
余熱供給 1,404.5  
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表8.11-19(1) 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

 

a 建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴う注目種への環境影響については、事業実施区域内には

注目種の主要な生息場所や採餌場所がなく、工事にあたっては低騒音・低振動型

建設機械を可能な限り使用することから、環境影響の程度が小さいと判断する。

また、前掲表8.11-19（p.8-11-29）に示す環境保全措置を実施することから、生

態系に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図ら

れているものと評価する。 

表8.16-16(2) ばい煙の排出、機械等の稼働に伴う温室効果ガス削減量（1年間） 

 

 

  

環境保全に関する措置 
実施 

主体 

効果及び措置に 

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

低騒音・低振動型建設機械を可

能な限り使用する。 
事業者 

注目種(イタチ属の

一種、スズメ及びム

クドリ)への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

作業待機時におけるアイドリ

ングストップを徹底する。 
事業者 

注目種(イタチ属の

一種、スズメ及びム

クドリ)への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

工事か所や工事量が過度に集

中しないような工事工程管理

に努める。 

事業者 

注目種(イタチ属の

一種、スズメ及びム

クドリ)への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

 

活動区分 

温室効果ガス削減量 

二酸化炭素 

削減量（t-CO2） 

温室効果ガス 

総削減量（t-CO2） 

発電 14,680.7  

16,085.2 
余熱供給 1,404.5  
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１２ 事後調査の計画 

 

本事業による工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用による周辺環境への影響

については、環境配慮事項及び環境保全措置を確実に実施することにより、事業者に

より実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されており、必要に応じてその他の方

法により環境の保全についての配慮が適正になされている。また、環境保全に関する

基準等との整合が図られていると判断した。 

そのうえで、事後調査が必要か否かについて検討を行った結果、予測手法等につい

ては不確実性が伴うものはなく、また、環境保全措置についてはこれまでの実績から

十分効果が確認されているものであることから、環境影響の程度が著しいものとなる

おそれはないと判断する。 

なお、現地調査により地下水の環境基準超過が認められた項目の地下水質の状況に

ついては、表 12-1 に示す事後調査により把握する。ただし、環境基準を超過した場合

又は著しい値の変化が確認された場合は、直ちに関係機関に報告し、新たな措置を検

討する。 

 

表 12-1 事後調査計画 

調査項目 調査方法 調査場所 調査回数 

地

下

水 

地下水の環境基準超

過が認められた項目

の地下水質の状況 

現地調査と同様の方法

による。調査項目は、ふ

っ素、ダイオキシン類

とする。 

 

事業実施区域 

（汚染の状況を的確

に把握することがで

きると認められる観

測井） 

年４回 

注）３年目以降は、基準適合の状況を踏まえ、事後調査計画について関係機関と協議する。 
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巻末資料 

資料１ 調査期間 

調査項目 調査期間 

大気質 

環境大気 

二酸化硫黄 

二酸化窒素 

一酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

冬季 平成28年 1月28日（木）～ 2月 3日（水） 

春季 平成28年 4月20日（水）～ 4月26日（火） 

夏季 平成28年 7月28日（木）～ 8月 3日（水） 

秋季 平成28年10月23日（日）～10月29日（土） 

通年  平成28年 1月 1日（金）～12月31日（土） 

微小粒子状物質 

有害物質等 

（塩化水素、 

ガス状水銀、 

ダイオキシン類） 

冬季 平成28年 1月28日（木）～ 2月 3日（水） 

春季 平成28年 4月20日（水）～ 4月26日（火） 

夏季 平成28年 7月28日（木）～ 8月 3日（水） 

秋季 平成28年10月23日（日）～10月29日（土） 

粉じん等 

（降下ばいじん） 

冬季 平成28年 1月27日（水）～ 2月26日（金） 

春季 平成28年 4月19日（火）～ 5月19日（木） 

夏季 平成28年 7月27日（水）～ 8月26日（金） 

秋季 平成28年10月22日（土）～11月21日（月） 

沿道大気 

二酸化窒素 

一酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

冬季 平成28年 1月28日（木）～ 2月 3日（水） 

春季 平成28年 4月20日（水）～ 4月26日（火） 

夏季 平成28年 7月28日（木）～ 8月 3日（水） 

秋季 平成28年10月23日（日）～10月29日（土） 

【地上気象】 

（風向・風速、気温、湿度、 

日射量、放射収支量） 

通年  平成28年 1月 1日（金）～12月31日（土） 

【地上気象】 

（風向・風速） 

【上層気象】 

（風向・風速、気温） 

冬季 平成28年 1月28日（木）～ 2月 3日（水） 

春季 平成28年 4月20日（水）～ 4月26日（火） 

夏季 平成28年 7月28日（木）～ 8月 3日（水） 

秋季 平成28年10月23日（日）～10月29日（土） 

道路構造等 

道路構造 

交通量 

旅行速度 

平日 平成28年10月26日（水） 

土曜 平成28年10月29日（土） 

休日 平成28年10月30日（日） 
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調査項目 調査期間 

騒音 

環境騒音 

平日 平成28年10月26日（水）0時～24時 

土曜 平成28年11月12日（土）0時～24時 

休日 平成28年11月13日（日）0時～24時 

道路交通騒音 
平日 平成28年10月26日（水）6時～22時 

土曜 平成28年10月29日（土）6時～22時 

低周波音 
平日 平成28年10月26日（水）0時～24時 

休日 平成28年11月13日（日）0時～24時 

交通量等 

道路構造 

交通量 

走行速度 

平日 平成28年10月26日（水）6時～22時 

土曜 平成28年10月29日（土）6時～22時 

振動 

環境振動 

平日 平成28年10月26日（水）0時～24時 

土曜 平成28年11月12日（土）0時～24時 

休日 平成28年11月13日（日）0時～24時 

道路交通振動 等 
平日 平成28年10月26日（水）7時～20時 

土曜 平成28年10月29日（土）7時～20時 

悪臭 臭気指数、特定悪臭物質 夏季 平成28年 8月 2日（火） 

水質 

【平水時】 

水素イオン濃度（pH） 

化学的酸素要求量（COD） 

全窒素（T-N） 

全燐（T-P） 

冬季 平成28年 2月23日（火） 

春季 平成28年 5月21日（土） 

夏季 平成28年 7月 7日（木） 

秋季 平成28年11月14日（月） 

【降雨時】 

浮遊物質量（SS） 

流量 

濁度 

降雨時 
平成28年 5月16日（月）～ 5月17日（火） 

平成29年 2月22日（水）～ 2月23日（木） 

土質の状況 － 平成28年 4月30日（土） 

地盤・土壌 

土壌含有量 － 
平成28年 2月 8日（月） 

平成28年 6月27日（月）～ 7月 8日（金） 

土壌ガス － 

平成28年 6月30日（木）～ 7月 5日（火） 

平成28年12月 1日（木） 
(30m区画：B3)(10m区画：B6-1～B6-4,B6-6) 

土壌溶出量 － 
平成28年 6月27日（月）～ 7月 8日（金） 

平成28年12月 2日（金）（深度調査） 

土壌環境基準 

（土壌の汚染に係る環境基準

項目［銅を除く］） 

－ 平成28年 2月 8日（月） 

ダイオキシン類 － 
平成28年 2月 8日（月） 

平成29年 3月15日（水） 
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調査項目 調査期間 

地下水の 

状況及び 

地下水質 

地形、地質及び地盤の状況 

（地盤の状況） 
－ 

平成28年 1月 6日（水）～ 1月25日（月） 

平成28年 6月27日（月）～ 7月 7日（木） 

地下水位及び 

地下水質の状況 

地下水位 

春季 平成28年 5月 1日（日）～ 5月31日（火） 

夏季 平成28年 7月 1日（金）～ 7月31日（日） 

秋季 平成28年11月 1日（火）～11月30日（水） 

冬季 平成28年12月 1日（木）～12月31日（土） 

地下水質 

冬季 平成28年 2月24日（水） 

春季 平成28年 5月21日（土） 

夏季 平成28年 7月 7日（木） 

秋季 平成28年11月 9日（水）、14日（月） 

四季以外 

平成28年 8月31日（水） 

平成29年 2月27日（月） 

平成29年 5月22日（月） 

平成29年 8月23日（水） 

平成29年11月16日（木） 

平成30年 2月 2日（金） 

動物 

哺乳類 

冬季 平成28年 1月26日（火）～27日（水） 

春季 平成28年 5月12日（木）～13日（金） 

夏季 平成28年 7月21日（木）～22日（金） 

秋季 平成28年10月26日（水）～27日（木） 

鳥類 

冬季 平成28年 1月26日（火） 

春季 平成28年 4月27日（水） 

繁殖期 平成28年 6月 1日（水） 

夏季 平成28年 7月 1日（金） 

秋季 平成28年10月13日（木）、27日（木） 

猛禽類 1月～8月 

平成28年 1月26日（火）～27日（水） 

平成28年 2月25日（木）～26日（金） 

平成28年 3月24日（木）～25日（金） 

平成28年 4月26日（火）～27日（水） 

平成28年 5月12日（木）～13日（金） 

平成28年 6月23日（木）～24日（金） 

平成28年 7月21日（木）～22日（金） 

平成28年 8月25日（木）～26日（金） 
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調査項目 調査期間 

動物 昆虫類 

早春季 平成28年 3月24日（木）～25日（金） 

春季 平成28年 5月12日（木）～13日（金） 

初夏季 平成28年 6月23日（木）～24日（金） 

夏季 平成28年 7月21日（木）～22日（金） 

秋季 
平成28年10月13日（木）、26日（水）、 

27日（木） 

動物 

両生類、は虫類 

早春季 平成28年 3月24日（木） 

春季 平成28年 5月12日（木） 

夏季 平成28年 7月21日（木） 

秋季 平成28年10月26日（水） 

クモ類 

春季 平成28年 5月12日（木） 

夏季 平成28年 7月21日（木） 

秋季 平成28年10月13日（木）、26日（水） 

貝類 
冬季 平成28年 1月26日（火） 

夏季 平成28年 7月 1日（金） 

植物 

植生 

早春季 平成28年 3月24日（木） 

春季 平成28年 5月12日（木） 

夏季 平成28年 7月21日（木） 

秋季 平成28年10月13日（木） 

植物相 

早春季 平成28年 3月24日（木） 

春季 平成28年 5月12日（木） 

夏季 平成28年 7月21日（木） 

秋季 平成28年10月13日（木）、17日（月） 

景観 
主要な眺望点の状況 

主要な眺望景観の状況 

冬季 平成28年 2月22日（月） 

春季 平成28年 4月15日（金） 

夏季 平成28年 8月 4日（木） 

秋季 平成28年10月 6日（木） 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

人と自然との触れ合いの活

動の場の状況及び利用環境

の状況 

春季 平成28年 4月30日（土） 

初夏季 平成28年 7月 2日（土） 

夏季 平成28年 7月30日（土） 

秋季 平成28年10月15日（土） 

地域の歴史

的文化的特

性を生かし

た環境の状

況 

地域の歴史的文化的特性を

生かした環境の利用の状況

及び利用環境の状況 

春季 平成28年 4月25日（月）、30日（土） 

夏季 平成28年 8月11日（木・祝日） 

秋季 平成28年10月15日（土） 
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資料２ 調査地点 

調査項目 図中記号 地点名 参照図番号 

環境大気 

■1 事業実施区域内 調査地点図① 

●2 衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場 調査地点図① 

●3 大屋敷地区町有地 調査地点図① 

●4 ゆめたろうプラザ 調査地点図① 

●5 南部子育て支援センター 調査地点図① 

沿道大気 
○8 臨港道路武豊線沿道 調査地点図① 

○10 国道 247 号沿道 調査地点図① 

地上気象・上層気象 ■1 事業実施区域内 調査地点図① 

地上気象 

●2 衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場 調査地点図① 

●3 大屋敷地区町有地 調査地点図① 

●4 ゆめたろうプラザ 調査地点図① 

●5 南部子育て支援センター 調査地点図① 

環境騒音及び低周波音 

環境振動 

●1 西側敷地境界 調査地点図② 

●2 南側敷地境界 調査地点図② 

●3 東側敷地境界 調査地点図② 

●4 北側敷地境界 調査地点図② 

道路交通騒音 

道路交通振動 

道路構造等 

●1 臨港道路武豊線 調査地点図① 

●2 町道金下・沢田新田第 1 号線 調査地点図① 

●3 臨港道路武豊線 調査地点図① 

●4 町道中浜田第 1 号線 調査地点図① 

●5 国道 247 号 調査地点図① 

●6 県道大谷富貴線 調査地点図① 

●7 国道 247 号 調査地点図① 

悪臭 ●1 風上 調査地点図② 

●2 風下 調査地点図② 

水質 

●1 №1 地点 調査地点図② 

●2 №2 地点 調査地点図② 

●3 №3 地点 調査地点図② 

土壌含有量、土壌ガス、

土壌溶出量、環境基準 
 30m 四方区画 調査地点図③ 

土壌ガス、土壌溶出量  10m 四方区画 調査地点図③ 

  



 

- 170 - 

 

 

調査項目 図中記号 地点名 参照図番号 

地盤・土壌 

（ダイオキシン類） 

●1 事業実施区域内 調査地点図② 

○2 大屋敷地区町有地 調査地点図① 

○3 ゆめたろうプラザ 調査地点図① 

○4 郷北第 2 ちびっこ広場 調査地点図① 

●5 事業実施区域内 調査地点図② 

●6 事業実施区域内 調査地点図② 

地下水の状況及び 

地下水質 

（地盤の状況、地下水位、

地下水質） 

○1 №1 地点 調査地点図② 

○2 №2 地点 調査地点図② 

○3 №3 地点 調査地点図② 

○4 №4 地点 調査地点図② 

○5 №5 地点 調査地点図② 

○6 №6 地点 調査地点図② 

○7 №7 地点 調査地点図② 

○8 №8 地点 調査地点図② 

動物、植物、生態系 
 

事業実施区域及びその周辺約 200m の範囲 調査地点図② 

景観 

○1 武豊緑地 調査地点図① 

○2 第 4 号臨海緑地 調査地点図① 

○3 武豊町地域交流施設 調査地点図① 

○4 熊野池公園 調査地点図① 

○5 富貴ヨットハーバー 調査地点図① 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

▲1 武豊緑地 調査地点図① 

▲2 北浜緑地 調査地点図① 

▲3 第 4 号臨海緑地 調査地点図① 

▲4 武豊町地域交流施設 調査地点図① 

▲5 富貴ヨットハーバー 調査地点図① 

地域の歴史的文化的特性

を生かした環境の利用の

状況 

●1 旧国鉄武豊港駅転車台 調査地点図① 

●2 白山社のクロガネモチ 調査地点図① 

●3 教福寺のウバメガシ 調査地点図① 
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