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表 5-1 環境影響の変化の総合的な比較評価 

環境影響評価書（平成 19 年 6月）の環境影響評価の概要 新事業計画による環境影響要因の変化と予測結果および比較評価 

環境の現況 環境保全目標 環境保全のための措置 主な環境影響要因 予測および評価 主な環境影響要因 予測結果 比較評価 

大
気
汚
染 

・大気質の状況については、事業計画

区域周辺の大気汚染常時監視測定

局(栄区犬山小学校、港南区野庭中

学校および港南中学校測定局)の平

成16年度測定結果を調査しました。

長期的評価では、いずれの測定局に

おいても、二酸化窒素および浮遊粒

子状物質ともに環境基準を満足し

ていました。港南中学校測定局の浮

遊粒子状物質については、1時間値

で環境基準を超過する時間帯があ

りました。事業計画区域における現

地調査では、周辺測定局とほぼ同様

の結果を得ました。 

・気象の状況については、犬山小学校

測定局において、風速0.5～5ｍ未満

の風では、北、北北東、南南西の風

の頻度が高く、風速5ｍ以上の風で

は南南西の風の頻度が高くなって

います。現地調査結果（測定高さ10

ｍ）では、夏季の平均風速は1.5m/s、

冬季の平均風速は2.0m/s、卓越風向

は東となりました。 

工
事
中 

・建設機械の稼動おび工事

用車両の走行により、周

辺の大気質濃度に著し

い影響を及ぼさないこ

ととしました。 

・建設機械の稼動による二

酸化窒素の短期濃度(1

時間値)が0.2ppmを超え

ないこと、浮遊粒子状物

質の短期濃度(1時間値)

が0.2mg/㎥を超えない

こととしました。 

・排出ガス対策型の建設機

械を極力用います。 

・機械の集中稼動を避けた

合理的な作業計画を十

分に検討します。 

・建設機械および工事用車

両等の空ぶかしの排除、

アイドリングストップ

を励行します。 

建設機械の汚染物質排出量 

[長期] NOx:29065 ㎥/年 

SPM:1678048 g/年 

[短期] NOx:23.7 ㎥/時間 

SPM:1366.6 g/時間 

 

 

 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

442 台/日 

建設機械の稼働 

[長期影響割合] 

将来濃度(影響濃度)，影響割合 

NO2: 0.037(0.013)ppm，35.1% 

PM：0.030(0.003)㎎/㎥，10.0% 

[短期濃度] 

将来濃度(影響濃度),環境保全目標値

NO2：0.085(0.061)ppm <0.2 

SPM：0.092(0.065)mg/㎥ <0.2 

工事用車両等の走行 

将来濃度(影響濃度)，影響割合 

NO2：0.027(0.00010)ppm，0.37% 

SPM:0.028(0.00004)㎎/㎥，0.13% 

建設機械の汚染物質排出量 

[長期] NOx:21496 ㎥/年 

SPM:1258316 g/年 

[短期] NOx:18.4 ㎥/時間 

SPM:1076.1 g/時間 

 

 

 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

532 台/日 

建設機械の稼働 

汚染物質排出量が 

評価書＞新事業計画より予測なし 

 

 

 

 

 

 

工事用車両等の走行 

将来濃度(影響濃度)，影響割合 

NO2:0.021(0.00017)ppm，0.81% 

SPM:0.027(0.00005)㎎/㎥，0.19% 

・建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量

は、評価書の値より下回ります。よって

評価書の予測結果を上回ることはない

と考えます。 

・工事用車両の走行に伴う影響濃度は、評

価書と比較して増加しますが、影響濃度

は１％未満と予測されました。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

供
用
時 

駐車場の利用および関連

車両の走行により、周辺の

大気質濃度に著しい影響

を及ぼさないこととしま

した。 

・店舗駐車場に看板等を掲

げ、アイドリングストッ

プを励行します。 

・店舗施設の搬入車両等に

ついては、低公害車の使

用を促進します。 

関連車両の走行(店舗施設) 

[発生集中] 

休日7900台/日 

駐車場の利用 

将来濃度(影響濃度), 影響割合   

NO2:0.024(0.00002)ppm，0.1% 

SPM:0.027(0.000006)㎎/㎥，0.1%未満

関連車両の走行 

将来濃度(影響濃度), 影響割合 

NO2:0.026(0.00009)ppm，0.35% 

SPM:0.028(0.00004)㎎/㎥，0.16% 

関連車両の走行(店舗施設) 

[発生集中] 

休日 5600 台/日 

－ 

・駐車場の利用台数及び関連車両の走行台

数は、評価書の値より下回ります。よっ

て評価書の予測結果を上回ることはな

いと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

水
質
汚
濁 

事業計画区域周辺のいたち川本流に

おいて、ＳＳ（浮遊物質量）の調査を

実施しました。 

晴天時のＳＳは、1.3～2.1mg/ℓでし

た。 

雨天時のＳＳは、いたち川本流の上流

部で 大54.0 mg/ℓ、下流で 大

160.0mg/ℓでした。 

工
事
中 

通常降雨時の造成工事の

実施において、下流河川の

水の濁りに大きな変動負

荷をかけないこととしま

した。 

・仮設調整池を設置し、濁

水を沈砂させます。 

・開発区域からの濁水を公

共下水道に流下させる

ことにより、いたち川支

流(瀬上沢)に流下させ

ません。 

流域面積：21.3ha 

造成面積：17.7ha 

非造成面積：3.6ha 

貯水容量：5500 ㎥ 

 

予測の結果 

日降雨量 50mm に対し 

大 159mg/ℓ＜160.0 ㎎/ ℓ 
 

流域面積：12.2ha 

造成面積：11.1ha 

非造成面積：1.1ha 

貯水容量：3200 ㎥ 

予測の結果 

日降雨量 50mm に対し 

大 159mg/ℓ＜160.0 ㎎/ ℓ 
 

・浮遊物質量の 大値は、評価書の予測結

果と同じになりました。この予測値は、

いたち川本流の現況における降雨時の

SSの範囲内(160.0㎎/ ℓ)にあります。

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

騒 

音 

事業計画区域周辺において平成17～

18年に環境騒音および道路交通騒音

の調査を実施しました。 

環境騒音については、事業計画区域内

およびその周辺の全ての調査地点に

おいて、環境基準を下回りました。 

道路交通騒音については、舞岡上郷線

および環状4号線沿道において、平日

および休日の昼間、夜間ともに環境基

準を上回りました。 

工
事
中 

・建設機械の稼動について

は「騒音規制法」に基づ

く規制基準(85dB)以下

としました。 

・工事用車両等の走行によ

る道路交通騒音につい

ては、周辺の生活環境に

著しい影響を及ぼさな

いこととしました。 

・低騒音型の建設機械を極

力採用します。 

・工事用車両等の走行ルー

トおよび走行速度の厳

守を徹底します。 

建設機械の稼働台数 

土木のみ 34 台/日 

土木建築 65 台/日 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

442 台/日 

建設機械の稼働 

77㏈ < 85㏈ 

 

 

工事用車両等の走行 

等価騒音レベル(増加量) 

舞岡上郷線：70dB(0.2dB以下) 

環状４号線：72dB(0.1dB以下) 

建設機械の稼働台数 

土木のみ 20 台/日 

土木建築 47 台/日 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

532 台/日 

建設機械の稼働 

78㏈ < 85㏈ 

 

 

工事用車両等の走行 

等価騒音レベル(増加量) 

舞岡上郷線：70dB(0.3dB以下) 

環状４号線：72dB(0.1dB 以下) 

・建設機械の稼働による建設作業騒音レベ

ルは、評価書より１dB上がりますが、

大78dBと予測され、環境保全目標である

85dBを下回ります。 

・工事用車両等の走行による周辺道路の道

路交通騒音レベルの増加量は、評価書と

比較して0.1dB上がりますが、現況の騒

音レベルとほぼ同程度であるため、周辺

の生活環境に著しい影響を及ぼさない

と考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

供
用
時 

・設備機器の騒音について

は「横浜市生活環境の保

全等に関する条例」に基

づく、第一種低層住居専

用地域の夜間の規制基

準（40dB）以下としまし

た。 

・関連車両の走行による道

路交通騒音については、

周辺の生活環境に著し

い影響を及ぼさないこ

ととしました。 

・低騒音型の設備機器を極

力採用します。 

・主要な設備機器について

は、整備点検を徹底しま

す。 

予測地点別屋外設備機器 

北側店舗：空調機 35 台 

(都市計画道路西側店舗) 

南西側店舗：空調機 18 台

(都市計画道路東側店舗) 

 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 9100 台/日 

設備機器の稼働 

38～39dB＜40dB 

 

 

 

 

関連車両の走行 

等価騒音レベルの増加量 

舞岡上郷線：0.2～1.4dB程度減少 

環状４号線：0.1～0.6dB程度増加 

予測地点別屋外設備機器 

北側店舗：空調機 20 台 

(都市計画道路西側店舗) 

南西側店舗：空調機 0台 

(都市計画道路東側店舗廃

止のため) 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 5850 台/日 

 

－ 

・計画建物外部に設置される設備機器(屋

外空調機)の台数は、評価書の値より下

回ります。よって評価書の予測結果を上

回ることはないと考えます。 

・関連車両の走行台数は、評価書の値より

下回ります。よって評価書の予測結果を

上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

 




