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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 名 称：国土交通省関東地方整備局 

 代表者：関東地方整備局長 若林 伸幸 

 所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

 

第2章 対象事業の名称及び種類 

名 称：一般国道 20号日野バイパス（延伸）Ⅱ期 建設事業 

種 類：道路の新設 

 

第3章 対象事業の内容の概略 

本事業は、日野市西平山３丁目を起点とし、八王子市北野町を終点とする延長約 1.5kmの区間（以

下、「計画道路」という。）において、往復４車線の道路を整備するものである。 

事業計画の概要は、表 3.1に示すとおりである。 

 

表 3.1 事業計画の概要 

項 目 計画の概要 

都市計画道路名 
日野都市計画道路 3･3･2号東京八王子線 

八王子都市計画道路 3･3･2号東京八王子線 

延長及び区間 

延長：約 1.5km 

起点：東京都日野市西平山３丁目 

終点：東京都八王子市北野町 

通過地域 日野市、八王子市 

道路規格 第４種第１級注） 

車線数 往復４車線 

道路幅員 23.8～60m 

設計速度 60km/h 

主要な交差道路 

都市計画道路 3･4･24号(旭が丘南北線) 

一般都道長沼北野線 

一般国道 16号（八王子バイパス） 

供用開始 工事着手から概ね 10年 

注）第４種第１級とは、「道路構造令」（昭和 45年 10 月 29日政令第 320号、最終

改正：令和２年 11月 20日政令第 329号）で定められた道路の区分である。 
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第4章 環境に及ぼす影響の評価の結論 

対象事業の内容及び地域の概況を考慮し、「第７章 環境影響評価の項目」で選定した大気汚染、

騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、地盤、水循環、生物・生態系、日影、電波障害、景観、史跡・

文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物の 13項目について、「第８章 環境に及ぼす影響の内容

及び程度並びにその評価」において、対象事業の実施が環境に及ぼす影響要因について予測及び評

価を行った。 

環境に及ぼす影響の評価の結論は、表 4.1(1)～(11)に示すとおりである。 

 

表 4.1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

大気汚染 

【工事の施行中】 

建設機械の稼働に伴う一

般粉じんの降下する量 

八王子市北野町(3)については、工事施工ヤードへの散水を行う。

その結果、建設機械の稼働に伴う一般粉じんの最大値は、八王子市北

野町(3)において 7.8t/km2/月と予測され、全ての予測地点で、評価の

指標とした「技術手法」に記載される参考値を満足すると考えられる。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の稼働に伴う一般粉じん

の影響を低減するため、事前に作業手順・工程を十分に検討し、建設

機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、排出ガス対策型建設機

械の使用等により、影響低減に努める。 

【工事の施行中】 

工事用車両の走行に伴う

一般粉じんの降下する量 

工事の施行にあたっては、工事用車両の車体やタイヤに付着した泥

土等の洗浄を行う。その結果、工事用車両の走行に伴う一般粉じんの

最大値は、八王子市北野町(2)において 0.3t/km2/月と予測され、全て

の予測地点で、評価の指標とした「技術手法」に記載される参考値を

満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

自動車の走行に伴う二酸

化窒素及び浮遊粒子状物

質（一次生成物質）の大気

中における濃度 

①二酸化窒素 

自動車の走行に伴う二酸化窒素の最大値は、八王子市北野町(2)及

び八王子市北野町(3)において 0.029ppm と予測され、全ての予測地点

で、評価の指標とした環境基準を満足すると考えられる。 

②浮遊粒子状物質 

自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の最大値は、八王子市北野町

(1)、八王子市北野町(2)、八王子市北野町(3)において 0.043mg/m3と

予測され、全ての予測地点で、評価の指標とした環境基準を満足する

と考えられる。 

騒音・振動 

【工事の施行中】 

建設機械の稼働に伴う建

設作業の騒音・振動レベル 

①騒音 

八王子市北野町(1)については桁下に防音シートを２重設置、八王

子市北野町(3)の南側については高さ２m の防音シートを設置する。

その結果、建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の最大値は、八王子

市長沼町及び八王子市北野町(1)において 77dBと予測され、全ての予

測地点で評価の指標とした勧告基準及び規制基準を満足すると考え

られる。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の稼働に伴う建設作業の

騒音の影響を低減するため、事前に作業手順・工程を十分に検討し、

建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、低騒音型建設機械

の使用等により、影響低減に努める。 
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表 4.1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

騒音・振動 

【工事の施行中】 

建設機械の稼働に伴う建

設作業の騒音・振動レベ

ル 

②振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の最大値は、八王子市北野町

(3)において 65dBと予測され、全ての予測地点で評価の指標とした勧

告基準及び規制基準を満足すると考えられる。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の稼働に伴う建設作業の

振動の影響を低減するため、事前に作業手順・工程を十分に検討し、

建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、低振動型建設機械

の使用等により、影響低減に努める。 

【工事の施行中】 

工事用車両の走行に伴う

道路交通の騒音・振動レ

ベル 

①騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の最大値は、八王子市北野

町(1)において 66dB、八王子市北野町(2)において 73dB と予測され、

評価の指標とした環境基準を超過する。その他の１地点は、評価の指

標とした環境基準を満足すると考えられる。 

なお、八王子市北野町(1)及び八王子市北野町(2)では環境基準を超

過するが、これは現況値が環境基準を上回っているためであり、工事

用車両による寄与は現況値を増加させるものではない。事業実施段階

においては、現地条件等を勘案し、必要に応じて既存道路の交通量等

を考慮した運行ルートの選定、工事用車両の出入り口の分散等を行

い、影響低減に努める。 

②振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の最大値は、日野市東平山

２丁目において 50dB と予測され、全ての予測地点で、評価の指標と

した要請限度を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

自動車の走行に伴う道路

交通の騒音・振動レベル 

①騒音 

日野市西平山３丁目については上下線（本線）に高さ２mの遮音壁

を設置、八王子市長沼町については上下線（本線）に高さ１mの遮音

壁を設置、八王子市北野町(1)については上り線（本線）に高さ３＋

５Ｒm、中央分離帯に高さ２mの遮音壁を設置、八王子市北野町(2)に

ついては上下線（本線）に高さ２m、上り線（連結道）に高さ 1.5m、

下り線（連結道）に高さ２m の遮音壁を設置、八王子市北野町(3)に

ついては上下線（本線・側道）に高さ 4.5m の遮音壁を設置する。そ

の結果、自動車の走行に伴う道路交通の騒音の最大値は、日野市西平

山３丁目において地上 4.2m で昼間 68dB、夜間 63dB と予測され、全

ての予測地点で、評価の指標とした環境基準を満足すると考えられ

る。 

②振動 

自動車の走行に伴う道路交通の振動の最大値は、日野市西平山３丁

目において昼間 55dB、夜間 55dBと予測され、全ての予測地点で、評

価の指標とした要請限度を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

自動車の走行に伴う橋梁

構造物からの低周波音圧

レベル 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベルの最大値

は、八王子市北野町(1)において、84dB（L50）及び 90dB（LG5）と予測

され、評価の指標とした一般環境中に存在する低周波音圧レベル及び

ISO 7196 に規定されたＧ特性低周波音圧レベルを満足すると考えら

れる。 
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表 4.1(3) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

水質汚濁 

【工事の施行中】 

施設の建設に伴う水の濁

り(SS)、水底の掘削に伴

う水の濁り(SS)及び水底

の掘削と併せて実施する

コンクリート工事に伴う

水の汚れ(pH) 

施設の建設にあたっては、濁水処理施設を設置し、濁水処理施設か

らの放流水は排水基準を順守して排水することで汚濁負荷量を低減

するとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効果が持続する

よう努める。さらに、土工部の速やかな転圧及び法面整形を行うとと

もに、法面等のシートによる被覆等の実施により速やかに裸地を解消

し、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止するこ

とで、水の濁りに係る影響の低減を図る。 

橋脚の設置を予定している浅川では、仮締切工法による直接流水に

接しない施工を行う。さらに、河川内における基礎工事等において、

濁水処理施設の設置や中和処理による工事排水の適切な処理等を行

うことで、水の濁り及び水の汚れに係る影響の低減を図る。 

以上のことから、工事の施行中における施設の建設に伴う水の濁

り、水底の掘削に伴う水の濁り及び水底の掘削と併せて実施するコン

クリート工事に伴う水の汚れは抑制されると予測され、評価の指標と

した「水質等の状況に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考

えられる。 

土壌汚染 

【工事の施行中】 

工事の施行に伴う土壌汚

染の新たな土地への拡散

の可能性の有無 

土地利用の履歴等の状況から、計画道路が平面構造で通過する道路

用地には、土壌汚染の可能性は否定できないと考えられる土地が存在

し、土地の形質変更の範囲に含まれる。なお、現時点で当該地におけ

る道路用地は未取得のため、土壌汚染の状況を確認することはできな

い。 

事業実施段階においては、工事の施行に先立ち、「土壌汚染対策法」

第４条及び「環境確保条例」第 117 条に基づく手続き・調査を行う。

土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染の存在が確認された場合には、同

法第 12条、第 16条及び同条例第 117条に基づく届出を行い、関係機

関と調整を行った上で適切な拡散防止措置を実施するとともに、その

内容を事後調査において明らかにする。 

以上のことから、土壌汚染の掘削及び移動に伴う新たな土地への拡

散の可能性はないものと予測され、評価の指標とした「新たな地域に

土壌汚染を拡散させないこと」を満足すると考えられる。 

地盤 

【工事の施行中】 

地下構造部の掘削工事に

伴う地盤の変形の範囲及

びその程度 

地下構造部の施工方法として、掘削側面に土留壁を構築するととも

に、掘削状況に応じて支保工を設置する。また、必要に応じて地盤改

良工を行うことにより、掘削による地盤の変形を抑制する。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形はほとん

ど生じないと予測され、評価の指標とした「地盤の変形により周辺の

建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 
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表 4.1(4) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

地盤 

【工事の施行中】 

地下構造部の掘削工事に

伴う地下水の水位及び流

況の変化の程度、地盤沈

下の範囲及びその程度 

地下水位の状況及び地層の分布状況を踏まえると、計画道路及び

その周辺において不圧地下水（自由地下水）が存在する地層は、T.P.

約 80～95mに分布する新規段丘礫層（Dg1）、沖積層（Ag）、第二砂質

土層（Ds2）と想定される。また、不圧地下水の流れは、計画道路の

終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方向

は概ね並行であると想定される。 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで、

地下水の湧出を抑制する。また、地下水の流れと構造物の縦断方向

は概ね並行であり、土留壁の構築による地下水の遮断は生じないも

のと考えられる。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び

流況の変化並びに地盤沈下はほとんど生じないと予測され、評価の

指標とした「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこ

と」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

地下構造物の存在に伴う

地盤の変形の範囲及びそ

の程度 

計画道路の地下構造は、工事の施行において適切に埋戻し及び締

固めを行うこととともに、必要に応じてその他の地盤改良工を施す

ことにより、構造物の存在による地盤の変形を抑制する。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地盤の変形はほとんど

生じないと予測され、評価の指標とした「地盤の変形により周辺の

建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

地下構造物の存在に伴う

地下水の水位及び流況の

変化の程度、地盤沈下の

範囲及びその程度 

不圧地下水の流れは計画道路の終点側から浅川に向かっており、

地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であることから、地下

水を遮断する可能性は小さい。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況

の変化並びに地盤沈下はほとんど生じないと予測され、評価の指標

とした「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」

を満足すると考えられる。 
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表 4.1(5) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

水循環 

【工事の施行中】 

地下構造部の掘削工事に

伴う地下水の水位及び流

況の変化の程度、地下水

の流動阻害の変化の程度 

地下水位の状況及び地層の分布状況を踏まえると、計画道路及びそ

の周辺において不圧地下水（自由地下水）が存在する地層は、T.P.

約 80～95mに分布する新規段丘礫層（Dg1）、沖積層（Ag）、第二砂質

土層（Ds2）と想定される。また、不圧地下水の流れは、計画道路の

終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方向は

概ね並行であると想定される。 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで、

地下水の湧出を抑制する。また、地下水の流れと構造物の縦断方向は

概ね並行であり、土留壁の構築による地下水の遮断及び流向の変化は

生じないものと考えられる。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流

況の変化並びに地下水の流動阻害の変化はほとんど生じないと予測

され、評価の指標とした「地下水、湧水等の状況に著しい影響を及ぼ

さないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

地下構造物の存在に伴う

地下水の水位及び流況の

変化の程度、地下水の流

動阻害の変化の程度 

不圧地下水の流れは計画道路の終点側から浅川に向かっており、地

下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であることから、地下水を

遮断若しくは地下水の流向が変化する可能性は小さい。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の

変化並びに地下水の流動阻害の変化はほとんど生じないと予測され、

評価の指標とした「地下水、湧水等の状況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足すると考えられる。 
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表 4.1(6) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

生物・生態系 

【工事の施行中】 

植物相及び植物群落の変化の

内容及びその程度 

注目される植物種のうち、コヒロハハナヤスリについては計画

道路用地内で確認され、工事の施行により生育個体の消失が生じ

る可能性があるが、生育個体の移植を実施することで、消失の代

償が見込まれる。 

その他の注目される植物種については、工事の施行により生育

環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるととも

に、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生育基盤

の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水

は適切に処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周

辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配

慮した施工を行う。 

また、工事の施行により、樹林地及び草地の約 0.3％にあたる

0.3ha が消失するが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工

事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生育基盤の改変

の抑制に努める。 

以上のことから、植物相及び植物群落の変化はほとんど生じな

いと予測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著し

い影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の施行中】 

動物相及び動物群集の変化の

内容及びその程度 

注目される動物種については、工事の施行により生息環境の一

部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事

に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の

抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に

処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・

用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施

工を行う。 

また、注目される動物種のうち、工事の施行に伴う騒音等によ

り生息環境への影響が想定されるオオタカ、チョウゲンボウにつ

いては、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環境への

影響の低減に努める。 

以上のことから、動物相及び動物群集の変化はほとんど生じな

いと予測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著し

い影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の施行中】 

水生生物相の変化の内容及び

その程度 

注目される水生生物種については、工事の施行により生息（育）

環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるととも

に、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）

基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の

濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水

の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響

に配慮した施工を行う。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測

され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響を

及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 
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表 4.1(7) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

生物・生態系 

【工事の施行中】 

生息(育)環境の変化の内容

及びその程度 

生息（育）環境については、工事の施行により一部が改変され

るが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の

改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）基盤の改変の抑制に

努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理し

て排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路

への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施工を行

う。また、地下構造で通過する区間においては、工事の施行に伴

う地盤、地下水への影響はほとんど生じない（地盤、水循環参照）。 

以上のことから、生息（育）環境の変化はほとんど生じないと

予測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響

を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の施行中】 

陸水域生態系の変化の内容

及びその程度 

注目される種・群集については、工事の施行により生息（育）

環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残され、消失す

る環境類型や食物連鎖の大きな分断等はないと考えられるととも

に、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）

基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の

濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水

の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響

に配慮した施工を行う。 

また、注目される種・群集のうち、工事の施行に伴う騒音等に

より生息環境への影響が想定されるオオタカ、チョウゲンボウに

ついては、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環境へ

の影響の低減に努める。 

以上のことから、陸水域生態系の変化はほとんど生じないと予

測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響を

及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

植物相及び植物群落の変化

の内容及びその程度 

注目される植物種については、計画道路の存在により生育環境

の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残される。 

また、計画道路の存在により、樹林地及び草地の約 0.3％にあ

たる 0.3haが消失するが、周辺に同様の環境が残される。 

以上のことから、植物相及び植物群落の変化はほとんど生じな

いと予測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい

影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

動物相及び動物群集の変化

の内容及びその程度 

注目される動物種については、計画道路の存在により生息環境

の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残される。 

以上のことから、動物相及び動物群集の変化はほとんど生じな

いと予測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい

影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 
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表 4.1(8) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

生物・生態系 

【工事の完了後】 

水生生物相の変化の内容及

びその程度 

注目される水生生物種については、計画道路の存在により生息

（育）環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残される。

浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部は現況と

同様の機能を確保する。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測

され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響を及

ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

生息(育)環境の変化の内容

及びその程度 

生息（育）環境については、計画道路の存在により一部が改変

されるが、周辺に同様の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過

するとともに、水路の付け替え部は現況と同様の機能を確保する。

また、地下構造で通過する区間においては、計画道路の存在に伴

う地盤、地下水への影響はほとんど生じない（地盤、水循環参照）。 

以上のことから、生息（育）環境の変化はほとんど生じないと

予測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響

を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

緑の量の変化の内容及びそ

の程度 

緑の量については、工事の完了後において、緑被面積の 5.9%、

緑の体積の 7.0%が減少するが、現存の緑の９割以上が残される。 

以上のことから、緑の量の変化はほとんど生じないと予測され、

評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさな

いこと」を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

陸水域生態系の変化の内容

及びその程度 

注目される種・群集については、計画道路の存在により生息（育）

環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残され、消失す

る環境類型や食物連鎖の大きな分断等はないと考えられる。 

以上のことから、陸水域生態系の変化はほとんど生じないと予

測され、評価の指標とした「生物･生態系の多様性に著しい影響を

及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 
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表 4.1(9) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

日影 

【工事の完了後】 

橋梁構造物の存在に伴う冬至

日における日影の範囲、日影

となる時刻、時間数等の日影

の状況の変化の程度 

橋梁構造物の存在に伴う日影は、八王子市長沼町において３

時間未満と予測され、評価の指標とした「公共施設の設置に起

因する日陰により生じる損害等に係る費用負担について」に定

められる日影時間を満足すると考えられる。 

電波障害 

【工事の完了後】 

橋梁構造物の存在に伴うテレ

ビ電波の遮蔽障害及び反射障

害の程度 

事業の実施に伴い、一部地域においてテレビ電波の遮蔽障害

が生じる可能性があると予測される。これらの地域について障

害が認められた場合には、「高層建築物による受信障害解消につ

いての指導要領」（昭和 51年３月６日郵政省電波監理局長通達）

に配慮し、「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障

害により生ずる損害等に係る費用負担について」（昭和 54 年 10

月 12 日建設事務次官通知、最終改正：平成 15 年７月 11 日国土

交通省国総国調第 47号）等に基づき、適切に対応する。また、

関係者と協議のうえ、受信設備等による電波障害対策事業地周

辺の状況、障害の程度及び範囲等を考慮し、ＣＡＴＶ、個別ア

ンテナ等による適切な対策を行う。 

以上のことから、評価の指標とした「橋梁構造物によりテレ

ビ電波の受信障害をおこさないこと」を満足すると考えられる。 

景観 

【工事の完了後】 

計画道路の存在に伴う地域景

観の特性の変化の程度、代表

的な眺望地点からの眺望の変

化の程度 

①計画道路の存在に伴う地域景観の特性の変化の程度 

事業の実施に伴い、浅川河川敷では橋梁構造が出現するとと

もに、浅川左岸側の耕作地では平面道路が出現し、畑地や河川・

河川敷の改変が生じるが、構造物（橋梁等）及び道路付属物の

形式、デザイン、色彩の検討を行い、周辺景観との調和を図る。

また、可能な限り既存街路樹の保全を行うとともに、電線類の

地中化を図り、快適な道路空間の確保に努める。 

以上のことから、計画道路の存在に伴う地域景観の特性の変化

はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「公共事業

景観形成指針（公共事業の景観づくり指針）」（東京都）に基づ

く「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性（地域の特性）

の創出に工夫すること」を満足すると考えられる。 

②計画道路の存在に伴う代表的な眺望地点からの眺望の変化の

程度 

事業の実施に伴い、浅川河川敷では橋梁構造が出現し、代表

的な眺望地点からの眺望に変化が生じると考えられるが、構造

物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色彩の検討を

行い、周辺景観との調和を図る。また、その他の区間において

も、可能な限り既存街路樹の保全を行うとともに、電線類の地

中化を図り、快適な道路空間の確保に努める。 

以上のことから、計画道路の存在に伴う代表的な眺望地点か

らの眺望の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標と

した「公共事業景観形成指針（公共事業の景観づくり指針）」（東

京都）に基づく「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性

（地域の特性）の創出に工夫すること」を満足すると考えられ

る。 
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表 4.1(10) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

史跡・文化

財 

【工事の施行中】 

工事の施行に伴う埋蔵文化財

包蔵地の改変の程度 

計画道路は、遺跡「平山」を通過し、工事の施行に伴い直接

改変が生じるが、土地の改変を最小限に抑えた計画としてお

り、工事の実施による改変は最小限に抑えられる。また、事業

実施段階においては、日野市西平山土地区画整理事業における

調査結果を参考にするとともに、工事に先立ち、「文化財保護

法」（昭和 25 年５月 30 日法律第 214 号、最終改正：令和３年

４月 23日法律第 22号）に基づき、必要な届出や協議を都教育

委員会及び市教育委員会に行い、試掘調査等の適切な措置を講

じる。 

なお、工事の施行中に新たな埋蔵文化財が確認された場合

は、速やかに教育委員会等関係機関に報告し、関係法令に基づ

き、速やかに発掘調査等の適切な措置を講じる。 

以上のことから、遺跡の記録、郷土の歴史と文化が解明され

ることが見込まれ、評価の指標とした「『文化財保護法』等に

定められる規定を遵守すること」を満足すると考えられる。 

自然との触

れ合い活動

の場 

【工事の施行中】 

工事の施行に伴う自然との触

れ合い活動の場の改変の程度、

機能の変化の程度 

散歩やランニング、サイクリング、バードウォッチング等の

主な利用は、浅川の堤防上を中心としたものであり、工事の施

行に伴う堤防上の改変は生じないため、散歩やランニング、サ

イクリング、バードウォッチング等の利用に支障は生じない。 

触れ合い活動の場を取り巻く自然資源である浅川は、工事の

施行に伴い一部が改変されるが、計画道路は浅川を橋梁構造で

通過し、自然環境は広く残される。また、工事の実施により、

一時的な通行規制が生じる場合は必要に応じてう回路の確保

等を行うことから、触れ合い活動の場及びアクセスルートの分

断は生じない。 

以上のことから、工事の施行に伴う改変による影響及び機能

の変化が生じる可能性は低いと予測され、評価の指標とした

「自然との触れ合い活動の場に著しい影響を及ぼさないこと」

を満足すると考えられる。 

【工事の完了後】 

計画道路の存在に伴う自然と

の触れ合い活動の場の改変の

程度、機能の変化の程度 

散歩やランニング、サイクリング、バードウォッチング等の

主な利用は、浅川の堤防上を中心としたものであり、触れ合い

活動の場は計画道路と交差するが、計画道路は堤防上を橋梁構

造で通過するため、触れ合い活動の場の改変は生じない。 

触れ合い活動の場を取り巻く自然資源である浅川は、計画道

路の存在に伴い一部が改変されるが、計画道路は浅川を橋梁構

造で通過し、自然環境は広く残される。また、計画道路の利用

による触れ合い活動の場への到達時間の短縮が見込まれ、到達

時間・距離の変化による影響が生じる可能性は低い。さらに、

触れ合い活動の場からは計画道路（橋梁部）が近傍に視認され

るが、構造物（橋梁等）及び道路付属物の形式、デザイン、色

彩の検討を行い、周辺景観との調和を図ることで、快適性の変

化による影響の低減に努める。 

以上のことから、計画道路の存在に伴う改変による影響及び

機能の変化が生じる可能性は低いと予測され、評価の指標とし

た「自然との触れ合い活動の場に著しい影響を及ぼさないこ

と」を満足すると考えられる。 
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表 4.1(11) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価項目、予測事項 評価の結論 

廃棄物 

【工事の施行中】 

工事の施行に伴う建設廃棄物

及び建設発生土の排出量、再利

用量、再資源化量及び処理・処

分方法 

計画道路の工事の施行において発生するアスファルト・コン

クリート塊、コンクリート塊は、平面構造及び掘割構造区間で

は合計約 5.6千 t、橋梁構造区間では合計約 125tと予測するが、

再資源化施設等を利用し、再生品化を図るとともに、再生品を

率先して利用する等、再資源化・再利用に努める。 

建設発生土は、平面構造及び掘割構造区間では約 171.4千 m3、

橋梁構造区間では約 9.4千 m3と予測するが、実施区域内の盛土

材として再利用する計画であるとともに、搬出量の削減に努

め、搬出する場合は、「東京都建設リサイクルガイドライン」

に基づき、公共事業における建設発生土の利用を調整（利用調

整会議）して、建設発生土の搬出時に他の公共事業（ストック

ヤードへの仮置きを含む）への利用（工事間利用）や再利用セ

ンター（再利用機関）等に搬出する等、建設発生土の有効利用

に努める。 

また、計画・設計段階における発生抑制計画の検討を行う等、

廃棄物及び建設発生土の発生抑制に努めるとともに、工事の施

行に伴い発生する建設副産物については、「建設リサイクル推

進計画 2020」（令和２年９月、国土交通省）及び「東京都建設

リサイクル推進計画」（平成 28 年４月、東京都）に定められた

再資源化率等又は有効利用率の目標値を上回るよう再利用・再

資源化に努める。 

廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び

東京都廃棄物条例に示される適正処理の方針に基づき、適正処

理を行い、工事施工時に特別管理廃棄物が確認された場合は、

同法律及び同条例に基づき適切に対処する。 

以上のことから、評価の指標とした「『廃棄物の処理及び清

掃に関する法律』（昭和 45年 12 月 25日法律第 137号）、『資源

の有効な利用の促進に関する法律』（平成３年４月 26日法律第

48 号）、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』（平

成 12 年５月 31 日法律第 104 号）等に定められる事業者の責務

と合致すること」を満足すると考えられる。 
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第5章 調査計画書の修正の経過及びその内容の概要 

環境影響評価調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表 5.1に示すとおり

である。 

 

表 5.1 調査計画書の修正箇所及び修正内容 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
評価書案での

記載ページ 

6.3 施工計画及び供

用の計画 

6.3-1 施工計画 

（2）施工手順 

調査計画書審査意見書に記載さ

れた知事の意見を勘案し、工事用

車両台数については、西平山土地

区画整理事業の施工計画を踏ま

え、事業実施段階において詳細な

施工計画に基づき、著しい複合影

響が生じないよう必要に応じて西

平山土地区画整理事業と調整等を

図る旨を記載した。 

P.21 

8.7 生物・生態系 8.7-1 現況調査 

（3）調査方法 

1）生物 

周知地域市長の意見を勘案し、

分類群毎の現地調査実施日を記載

した。 

P.255 

P.258 

P.262 

P.263 

8.10 景観 8.10-1 現況調査  

（3）調査方法 

2）代表的な眺望地点及び

眺望の状況 

②現地調査 

（a）調査時期・期間及び

調査範囲・地点 

調査計画書審査意見書に記載さ

れた知事の意見及び周知地域市長

の意見を勘案し、事業計画地の周

辺住民が慣れ親しんだ身近な景観

が望める場所として、身近な眺望

地点（「浅川河川敷」、「西平山４丁

目」、「北野町交差点」）を選定した。

また、八王子市景観計画の「高台

の住宅地からの眺望」に記載され

る「都立長沼公園」を、中～遠景

を代表する眺望地点として選定し

た。 

P.399 他 
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第6章 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

日野市は、都心から西に約 35kmに位置し、東京都多摩地域における住宅都市として、近年では大

規模な土地区画整理事業が進められている。また、隣接する八王子市は、かつてから東京都の多摩

地域の中核的な役割を担ってきており、平成 27年４月１日には都内初の中核市となっている。 

一方、両市の中心部を通る東西方向の幹線道路が一般国道 20号及び北野街道のみと不足している

ことから、交通混雑や沿道環境への影響が懸念されている。また、東京都多摩地域は災害時の救急

救援活動を担う幹線道路の整備が緊急の課題とされている。 

本事業は、「日野市まちづくりマスタープラン」（平成 31年４月、日野市）において、都市の骨格

となる広域幹線道路、「八王子市交通マスタープラン」（平成 27年３月、八王子市）において、防災・

物流・医療ネットワークに資する広域道路網とされており、交通渋滞の緩和、地域間交流の促進、

物流機能の強化や地域産業活動の活性化及び地域の安心・安全の確保に貢献するとともに、首都圏

災害における緊急輸送道路の確保や高度医療施設との連携強化など、地域の防災機能向上に寄与す

るものである。 

 

 

図 6.1.1 計画道路位置図（広域図） 
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6.2 事業の内容 

6.2-1 対象事業の位置及び概況 

計画道路の予定位置は、図 6.1.1、図 6.2.1及び図 6.2.2に示すとおり、日野市西平山３丁目の

一般国道 20号日野バイパス（延伸）の終点を起点とし、八王子市北野町の一般国道 16号（八王子

バイパス）との交差部を終点とする延長約 1.5kmの区間である。 

計画道路の道路構造及び標準横断構成等は、それぞれ図 6.2.3及び図 6.2.4に示すとおりである。

計画道路の幅員は 23.8～60mとし、沿道環境に配慮した質の高い道路として往復４車線の幹線道路

を整備する。 

主要な交差道路は、都市計画道路 3･4･24 号(旭が丘南北線)、一般都道長沼北野線、一般国道 16

号（八王子バイパス）である。主要な交差道路との交差方式は、都市計画道路 3･4･24号(旭が丘南

北線)との交差部については平面交差、一般都道長沼北野線及び一般国道 16号（八王子バイパス）

との交差部については本線を地下構造とし、側道を平面交差で整備する。また、浅川と交差する区

間は橋梁構造として整備する。 

 

 

図 6.2.1 計画道路位置図（一般国道 20号日野バイパス（延伸）～八王子南バイパス） 

 

 

今回対象区間 
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図 6.2.2 計画道路位置図 

起点 

終点 

一般国道 16号（八王子バイパス） 

八王子都市計画道路 3･3･2号 
東京八王子線 

日野都市計画道路 3･3･2号 
東京八王子線 

一般都道長沼北野線 

都市計画道路 3･4･24号(旭が丘南北線) 

事 業 区 間  約 1.5km 
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図 6.2.3 道路構造図 

終点 

事 業 区 間  約 1.5km 

１)平面構造部 
 

40m 幅員 

起点 

２)橋梁構造部 
 

23.8m 幅員 

３)平面構造部 
 

28～60m 幅員 

４)地下構造部 
（掘割部） 
28m 幅員 

日野市 八王子市 

一般国道 16号（八王子バイパス） 

都市計画道路 3･4･24号(旭が丘南北線) 

一般都道長沼北野線 

起点 

終点 
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１)平面構造部 

 

 

 

 

 

 

 

２)橋梁構造部 

 

 

 

 

 

 

３)平面構造部 

  

 

 

 

 

 

 

４)地下構造部（掘割部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）各横断図の 番号）は、図 6.2.3 道路構造図における区間分けと対応している。 

 

図 6.2.4 標準横断構成 

 

[単位：m] 

[単位：m] 

[単位：m] 

[単位：m] 

側道 連結道 車線 車線 車線 車線 連結道 側道 

60.0 

28.0 

側道 側道 

3.25 3.25 3.25 3.25 

5.5 5.5 

19.1 

車線 車線 車線 車線 

3.25 3.25 3.25 3.25 

40.0 

副道 車線 車線 車線 車線 副道 

5.0 5.0 

3.25 3.25 3.25 3.25 

23.8 

車線 車線 車線 車線 

3.25 3.25 3.25 3.25 5.5 5.0 8.25 5.0 
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6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3-1 施工計画 

 (1) 事業の工程 

事業の工程は、表 6.3.1に示すとおりである。本事業の全体工事期間は、用地取得後、工事着手

から概ね 10年を予定している。 

計画道路は、図 6.3.2 に示すとおり、工区を一級河川浅川の左岸側と右岸側に分けて施工する計

画である。一級河川浅川を渡る橋梁構造については、橋梁の基礎工、下部工及び上部工を施工し完

了となる。また、地下構造は、現在供用中の道路敷地内の現道を確保しながらＵ型擁壁工及び箱型

函渠工を施工し完了となる。なお、地下構造については区間を３分割して作業工程の短縮を図る。 

工事の実施に当たっては、工区のピークを分散させる等の配慮を行う。 

 

表 6.3.1 事業の工程 

項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

平面構造 １工区           

２工区           

橋梁構造 浅川渡河橋           

地下構造 ２工区 ２－１工区           

２－２工区           

２－３工区           
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 (2) 施工手順 

主な施工手順は、図 6.3.1(1)〜(3)に示すとおりである（資料編「第 1章 施工計画、1.1 道路構

造別施工方法」参照）。 

なお、工事は原則として昼間に行うが、夜間作業が必要な場合においては、関係機関と協議の上、

夜間作業を極力少なくするよう工事計画を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.1(1) 主な施工手順（平面構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 6.3.1(2) 主な施工手順（橋梁構造）

 

土工 
掘削 

敷均し・締固め 

方毛 

擁壁工 

方毛 
補強土壁工 コンクリート擁壁 

組立・設置 コンクリート打設 

排水工・街渠工 

舗装工 

路面排水施設 

分離帯・植樹帯 

電線共同溝 

路床・路盤 

基層・表層 

(敷均し・転圧) 

下部工 

方毛 基礎工 

橋脚工・橋台工 

 
土留板打設 

掘削・基礎材 

コンクリート打設 

土留板引き抜き 

上部工 

方毛 桁架設工 

床版工 

 

主桁架設 

方毛 

コンクリート打設 

舗装工 
基層・表層 

(敷均し・転圧) 
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図 6.3.1(3) 主な施工手順（地下構造） 
 

工事の施行中に係る工事用車両は、計画道路周辺の状況や道路網を踏まえ、極力分散させて搬出

入する。想定される主な工事用車両の搬出入ルートは図 6.3.2に示すとおりであり、浅川の左岸側

（往復：最大 48台/日）においては、日野市西平山土地区画整理事業において確保された道路用地

を活用の上で、一般都道町田平山八王子線が想定される。また、右岸側（往復：最大 101台/日）に

おいては、市道北野公園通り及び一般国道 16号（八王子バイパス）が想定される。各搬出入ルート

における工事用車両の現況交通量に対する割合は、最大で 1.2％程度（市道北野公園通り：工事用

車両 101台/12h÷現況交通量 8,752台/12h）となる（資料編「第１章 施工計画、1.2 工事用車両計

画」参照）。 

なお、計画道路及びその周辺では日野市西平山土地区画整理事業が進められている。「環境影響評

価書-日野市西平山土地区画整理事業-」（平成２年 11月、東京都・日野市）によれば、工事用車両

については最大 69.7台/日（往復：139.4台/日）が一般都道町田平山八王子線を通り計画区域に入

る計画であるが、大気汚染、騒音及び振動の予測にあたっては、「一般交通量に対して、最高でも日

中 1.2％程度と走行台数が少ないため、影響は極めて軽微であると考えられる」とされている。一

方で、同都道を利用する本事業における工事用車両台数の現況交通量に対する割合は、最大で 0.4％

（一般都道町田平山八王子線：工事用車両 48台/12h÷現況交通量 12,474 台/12h）であり、増加率

は当該土地区画整理事業よりも低い状況であるが、工事用車両台数については、事業実施段階にお

いて詳細な施工計画に基づき、著しい複合影響が生じないよう必要に応じて当該土地区画整理事業

と調整等を図る。 

土工 掘削・土留材・覆工板架設 

Ｕ型擁壁工・箱型函渠工 

方毛 コンクリートＵ型擁壁工 コンクリート箱型函渠工 

コンクリート打設 コンクリート打設 

 

排水工・街渠工 

舗装工 

路面排水施設 

分離帯・植樹帯 

電線共同溝 

路床・路盤 

基層・表層 

(敷均し・転圧) 

仮設工 土留板打設 

土工 締固め・土留材・覆工板撤去 

仮設工 土留板引き抜き

打設 



 

22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.2 工区割及び工事用車両の搬出入ルート 

※１）工事用車両の搬出入ルートは、現時点で想定されるルートを示す。 

※２）起点から一般都道町田平山八王子線までの区間は、日野市西平山

土地区画整理事業において確保された道路用地を活用する計画で

ある。 

平面構造部 橋梁構造部 平面構造部 地下構造部 

１工区 ２工区 浅川渡河橋 

２-1 工区 ２-２工区 ２-３工区 
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 (3) 主な建設機械 

主な建設機械及び作業内容は、表 6.3.2～表 6.3.4 に示すとおりである（資料編「第１章 施工

計画、1.1 道路構造別施工方法」参照）。 

工事の実施にあたっては、排出ガス対策型建設機械、低騒音・低振動型建設機械を採用する計画

である。平面構造部及び橋梁構造部においては、複数の作業を同一箇所で行うことがないよう配慮

した結果、同時稼働台数の最大は平面構造部の舗装工、橋梁構造部の橋面工における３台としてい

る。 

なお、地下構造部については供用中区間であり、掘割工にあたっては作業工程の短縮で３区間に

分割して施工することとしており、１区間当たりの同時稼働台数は最大で９台（３台×３ユニット）

としている。 

 

表 6.3.2 施工内容及び主な建設機械（平面構造） 

工種 作業内容 建設機械（規格） 
稼働台数 

(台) 

同時稼働 

台数(台) 

ユニット

数 

土工 

 

掘削・積込 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.8m3(平積 0.6m3) １ 
２ １ 

敷均し・締固め ブルドーザー15t １ 

 

 

 

擁

壁

工 

 

補強 

土壁工 

組

立 

・ 

設

置 

壁面材 ラフテレーンクレーン 25t 吊 1 
２ １ 

バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.45m3(平積 0.35m3) 1 

敷均し バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.45m3(平積 0.35m3) 1 
２ １ 

ブルドーザー7t 1 

締固め 振動ローラ 3～4t １ 1 １ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁

壁工 

 

鉄筋組立、 

型枠設置・撤去 
ラフテレーンクレーン 15ｔ 1 １ １ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 コンクリートポンプ車圧送能力 90～110m3/h 1 
２ １ 

コンクリートミキサ車 10t 1 

 

排水工 

街築工 

 

路面排水施設、

分離帯、植樹帯 
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.8m3(平積 0.6m3) １ １ １ 

電線共同溝 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.28m3(平積 0.2m3) １ 
２ １ 

ラフテレーンクレーン 25t 吊 １ 

 

 

舗装工 

路床・路盤 

(敷均し・転圧) 

モータグレーダー3.1m １ 

３ １ ロードローラ 10～12t １ 

タイヤローラ 8～20t １ 

基層・表層 

(敷均し・転圧) 

アスファルトフィニッシャ 2.4～6.0m １ 

３ １ ロードローラ 10～12t １ 

タイヤローラ 8～20t １ 
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表 6.3.3 施工内容及び主な建設機械（橋梁構造） 

工種 作業内容 建設機械（規格） 
稼働台数 

(台) 

同時稼働 

台数(台) 

ユニット

数 

 

 

下

部

工 

仮設工 鋼矢板打設 アースオーガ併用圧入機 １ 
２ １ 

クローラクレーン 50～55t 吊 １ 

土工 掘削 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.45m3(平積 0.35m3) １ 
２ １ 

締固め 振動ローラ 3～4t １ 

橋脚工 

・橋台工 

鉄筋組立、型枠

設置・撤去 
ラフテレーンクレーン 15ｔ １ １ １ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 コンクリートポンプ車圧送能力 90～110m3/h １ 
２ １ 

コンクリートミキサ車 10t １ 

 

 

上

部

工 

桁架設工 主桁架設 クローラクレーン 200t 吊 １ 
２ １ 

ラフテレーンクレーン 25t 吊 １ 

床版工 鉄筋組立、型枠

設置・撤去 
ラフテレーンクレーン 15ｔ １ １ １ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 コンクリートポンプ車圧送能力 90～110m3/h １ 
２ １ 

コンクリートミキサ車 10t １ 

橋面工 基層・表層 

(敷均し・転圧) 

アスファルトフィニッシャ 2.4～6.0m １ 

３ １ ロードローラ 10～12t １ 

タイヤローラ 8～20t １ 
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表 6.3.4 施工内容及び主な建設機械（地下構造） 

工種 作業内容 建設機械（規格） 
稼働台数 

(台) 

同時稼働 

台数(台) 

ユニット

数 

 

 

 

 

堀

割

工 

仮設工 鋼矢板打設 

覆工板架設 

ラフテレーンクレーン 25t 吊 １ 
２ ２ 

杭打ち機（油圧式杭打機） １ 

土工 掘削 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.8m3(平積 0.6m3) １ 

３ ３ ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式)平積 0.4m3 １ 

締固め 振動ローラ(舗装用･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)0.8～1.1t １ 

Ｕ型擁壁

工・箱型

函渠工 

鉄筋組立、型枠

設置・撤去 
ラフテレーンクレーン 15ｔ １ １ １ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 コンクリートポンプ車圧送能力 90～110m3/h １ 
２ １ 

コンクリートミキサ車 10t １ 

仮設工 鋼矢板引抜き 

覆工板撤去 

ラフテレーンクレーン 25t 吊 １ 
４ ２ 

杭打ち機（油圧式杭打機） １ 

土工 掘削・積込 バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.8m3(平積 0.6m3) 1 
２ １ 

敷均し・締固め ブルドーザー15t １ 

排水工 

・街築工 

路面排水施設、

分離帯、植樹帯 
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積 0.8m3(平積 0.6m3) １ １ １ 

舗装工 路床・路盤 

(敷均し・転圧) 

モータグレーダー3.1m １ 

３ １ ロードローラ 10～12t １ 

タイヤローラ 8～20t １ 

基層・表層 

(敷均し・転圧) 

アスファルトフィニッシャ 2.4～6.0m １ 

３ １ ロードローラ 10～12t １ 

タイヤローラ 8～20t １ 
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6.3-2 供用の計画 

計画交通量は、「平成 22年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）」の自動車起終点

調査による将来 OD データに基づき、将来の道路ネットワークに配分することにより推計を行った

（資料編「第２章 供用の計画、2.1 計画交通量の推計」参照）。 

計画交通量推計の対象時点は、道路ネットワークの整備完了時とし、令和 12年とした。計画交通

量は、図 6.3.3に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.3 計画交通量（令和 12年） 

 

凡例 

15,800 台/日 18,000 台/日 

25,300 台/日 

起点 

旭が丘南北線 

西平山南北線 

41,100 台/日 

日野 BP 延伸 

市道北野公園通り 

 

一般国道 16 号 

（八王子 BP） 

八王子南 BP 
終点 

一般都道長沼北野線 

 

25,300 台/日 

浅川 

：交差道路又は接続道路（明かり部） 

：交差道路又は接続道路（地下構造部） 

：交差点 

：計画道路（本線：明かり部） 

：計画道路（本線：地下構造部） 

：計画道路（連結道・側道） 
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

我が国では、環境保全に関する計画として「環境基本計画」が策定されており、環境基本計画を

踏まえた持続可能な社会の実現に貢献する配慮方針として、国土交通省では「環境行動計画」等が

策定されている。また、計画道路が通過する一級河川の浅川では、「多摩川水系河川整備計画【直轄

管理区間編】」が策定されている。 

東京都では、環境保全に関する計画として、「『未来の東京』戦略」、「ゼロエミッション東京戦略」

等が策定されている。また、日野市では「日野市環境基本計画」、「日野市環境配慮指針」等が、八

王子市では「八王子市環境基本計画」、「八王子市みどりの基本計画」等が策定されている。 

本事業の計画にあたっては、これらの国、東京都、日野市及び八王子市の環境保全に関する計画

の趣旨に沿って、表 6.4.1(1)～(8)に示した事項について配慮する。 

 

表 6.4.1(1) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

国 

第五次環境基本計画 
（平成 30 年４月、環境省） 

「環境基本計画」は、「環境基本法」（平成５年
11 月 19 日法律第 91 号）に基づいて定められ、
本計画は、平成６年、平成 12 年、平成 18 年、
平成 24 年に続く第五次の計画である。また、
SDGs、パリ協定採択後に初めて策定される環境
基本計画である。 
本計画は、以下のような環境政策の方向性等を
示している。 
①SDGs の考え方も活用しながら、分野横断的な

６つの「重点戦略」を設定し、環境政策によ
る経済社会システム、ライフスタイル、技術
などあらゆる観点からのイノベーションの
創出や、経済・社会的課題の「同時解決」を
実現し、将来に渡って質の高い生活をもたら
す「新たな成長」につなげていくこととする。 

②地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共
生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域が自
立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性
に応じて資源を補完し支え合う取組を推進
していくこととする。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 

・貴重な生物の生息・生育環境
を改変しないよう配慮する。 

・建設廃棄物の再利用・再資源
化に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 

環境行動計画 
－環境危機を乗り越え、持続

可能な社会を目指す－ 
（平成 29 年３月一部改定、

国土交通省） 

「環境行動計画」は「環境基本計画」を踏まえ
た国土交通省の配慮方針として、平成 26 年３
月に策定された。 
以下記載した分野に基づく施策の展開を通じ
て、持続可能な社会の実現に貢献するものとし
ている。 
・低炭素社会 

地球温暖化対策・緩和策の推進 
社会インフラを活用した再生可能エネルギ
ー等の利活用の推進 
地球温暖化対策・適応策の推進 

・自然共生社会 
自然共生社会の形成に向けた取組の推進 

・循環型社会 
循環型社会の形成に向けた取組の推進 

・分野横断的な取り組み 
賢い環境行動の選択を促す施策の推進 
技術力を活かした環境貢献の高度化の推進 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 

・貴重な生物の生息・生育環境
を改変しないよう配慮する。 

・建設廃棄物の再利用・再資源
化に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 
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表 6.4.1(2) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

国 

建設リサイクル推進計画 2020 
～「質」を重視する 

リサイクルへ～ 
（令和２年９月、国土交通省） 

「建設リサイクル推進計画 2020」は中長期的に
取り組むべき建設副産物のリサイクルや適正
処理等を推進するため、国土交通省における建
設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目
標、具体的施策を内容とし、令和２年に策定さ
れた。 
以下に示す３点を主要課題とし、施策の実施に
あたっては、必要に応じて民間企業や地方自治
体等と連携して取り組むものとする。 
①建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環

型社会形成へのさらなる貢献 
②社会資本の維持管理・更新時代到来等への配

慮 
③建設リサイクル分野における生産性向上の

必要性 

・建設廃棄物の再利用・再資源
化に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 

多摩川水系河川整備計画 
【直轄管理区間編】 

（平成 29 年３月変更） 

「多摩川水系河川整備計画」は、沿川の人々や
市町村、学識経験者等、色々な立場の人達が一
緒になってつくりあげ、平成 13 年３月に策定
された（平成 29 年３月に高潮区間の施行場所
に関する変更を実施）。河川環境の整備と保全
に関しては、以下に示す３点を基本として、河
川環境の整備を図るとともに、関係自治体や地
域住民等との共通認識のもと秩序ある利用に
努め、河川環境の保全を図ることとしている。 
①河川敷については、河川環境に応じ、本川及

び浅川（直轄管理区間）において５つのゾー
ン及び８つの機能空間に区分し、住民、行政
及び専門家からの多数の意見を踏まえ、近年
の自然環境保全に対する市民の意識の高ま
り、河川敷利用の要望の変化等を反映して、
適切に配置する。 

②多摩川本川の主として自然保護やふれあい
を目指す自然系空間と、主として人工的利用
に供する人工系空間の面積比を６対４にす
る。 

③水面利用の盛んな下流部について、水面、水
際部を対象とした水面の区分を適切に配置
する。 

・濁水処理施設を設置し、濁水
処理施設からの放流水は排
水基準を順守して排水する
等、汚濁負荷量の低減を図
る。 

・河川内の工事の施行に当たっ
ては、河川の水質への影響を
抑制するため、止水性の高い
仮締切工法を採用し、直接流
水に接しない施工を行う。 

東京都 
「未来の東京」戦略 
（令和３年３月） 

東京都では、2040 年代に目指す東京の姿「ビジ
ョン」と、その実現のために 2030 年に向けて
取り組むべき「戦略」を示した「『未来の東京』
戦略ビジョン」を令和元年 12 月に策定した。 
本計画では、新型コロナで浮き彫りとなった課
題を踏まえ、戦略ビジョンをバージョンアップ
し、「『未来の東京』戦略」に結実させるための
方向性を整理した。 
2040 年代の東京の姿である 20 の「ビジョン」
を目指し、2030 年に向けた「戦略」と「推進プ
ロジェクト」によって、「３つのシティ（セー
フシティ、ダイバーシティ、スマートシティ）」
が進化し、「成長」と「成熟」が両立した未来
の東京を実現していくことを掲げている。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 
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表 6.4.1(3) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

東京都 

ゼロエミッション東京戦略 
2020 Update＆Report 
（令和３年３月） 

2019 年 12 月に策定されたゼロエミッション東
京戦略では、東京都が特に重点的に取り組むべ
き分野を６分野 14 政策に体系化し、2050 年の
ゴールと 2030 年のターゲット、アクションを
明示した。 
今回のアップデートでは、今後 10 年間の行動
を加速させるため、到達すべきターゲット（マ
イルストーン）を強化し、2030 年カーボンハー
フの実現に必要な社会変革のビジョンとして
「2030・カーボンハーフスタイル」を提起した。
これに向けたアプローチや、直ちに加速・強化
する取組を示している。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

東京都気候変動対策方針 
「カーボンマイナス東京 10
年プロジェクト」基本方針 

（平成 19 年６月） 

東京が目指す低 CO2 型社会等の都市モデルの早
期実現をめざし、「カーボンマイナス東京 10 年
プロジェクト」の目標として、以下の数値目標
が掲げられている。 
・2020 年までに、東京の温暖化ガス（温室効果

ガス）排出量を 2000 年比で 25％削減する。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

緑施策の新展開 
～生物多様性の保全 
に向けた基本戦略～ 
（平成 24 年５月） 

緑施策によって目指すべき東京の将来像と目
標（2020 年）を掲げている。生物多様性の保全
に向けたあらゆる主体の参画と協力を得なが
ら、緑施策を強化し、発展させ、人と自然とが
共生できる緑豊かな都市東京を実現していく
としている。 
地域特性を踏まえた「７つのエリア」を設定す
るとともに、「３つの行動方針」（まもる・つく
る・利用する）ごとに体系化が図られている。
計画道路は前述した７つのエリアのうち、「武
蔵野の自然ふれあい」エリアに位置する。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 

・貴重な生物の生息・生育環境
を改変しないよう配慮する。 

都市づくりのグランドデザイン 
（平成 29 年９月） 

2040 年代の目指すべき東京の都市の姿とその
実現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具
体的な方策が示されている。「活力とゆとりの
ある高度成熟都市」が都市づくりの目標とさ
れ、目指すべき都市像の実現に向けて、分野横
断的な視点から７つの戦略（災害リスクと環境
問題に立ち向かう都市の構築、四季折々の美し
い緑と水を編み込んだ都市の構築等）や 30 の
政策方針等が掲げられている。 
また、個別の拠点・地域について将来像の一端
が示されており、計画道路は「多摩広域拠点域」
に位置する。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 



 

30 

表 6.4.1(4) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

東京都 

みどりの新戦略ガイドライン 
（平成 18 年１月） 

公共と民間が、東京のみどりづくりを推進して
いくための指針であり、みどり率の目標設定や
みどりの質の向上、環境軸の形成が目標に挙げ
られている。計画道路が位置する「核都市広域
連携ゾーン」のみどり率 2025 年目標値は、現
況 64％に対し現状確保となっている。また、こ
れらの目標を達成するため、以下の４つの施策
が示されている。 
・「都市計画公園･緑地の整備方針」の策定 
・豊かなネットワークに寄与する「環境軸」の

形成 
・民間事業者による「みどりの計画書」の作成 
・民間による公園づくりのしくみの検討 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 

東京における 
都市計画道路の整備方針 
（第四次事業化計画） 
（平成 28 年３月） 

東京が目指すべき将来像の実現に向け、東京の
抱える道路整備の課題を解決するため、都市計
画道路の整備に関わる４つの基本目標が設定
されている。環境の目標としては以下が示され
ている。 
基本目標４：「環境」～都市環境の向上～ 
・緑豊かな道路空間の形成 
・自動車走行速度の向上による地球温暖化の抑

制等 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 

環境軸ガイドライン 
（平成 19 年６月） 

「環境軸基本方針」（平成 18 年４月）に基づき、
公・民が環境軸の形成に向けて、都市施設の整
備、まちづくりに関する計画や事業等を行う際
の指針となるものである。めざすべき将来像
と、公・民の役割分担や取組方策が示されてい
る。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

 

東京都環境基本計画 
（平成 28 年３月） 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技
大会とその後を見据え、環境政策と経済成長を
両立させた「世界一の環境先進都市・東京」の
将来像やこれを目指した政策展開を明らかに
するため、新たな東京都環境基本計画が策定さ
れた。 
東京が直面する環境面での課題・現状を踏ま
え、以下の５つを政策の柱と位置付け、施策が
示されている。 
・スマートエネルギー都市の実現 
・3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」

の促進 
・自然豊かで多様な生きものと共生できる都市
環境の継承 

・快適な大気環境、良質な土壌と水環境の確保 
・環境施策の横断的、総合的な取組 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・建設廃棄物の再利用・再資源
化に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 
・貴重な生物の生息・生育環境

を改変しないよう配慮する。 
・可能な限り既存街路樹を保全

し、緑豊かな景観の創出や既
存の緑の保全を図る。 

・低騒音・低振動型建設機械や
排出ガス対策型建設機械を
使用する等、工事に伴う周辺
環境への影響の低減に努め
る。 

東京都自動車排出窒素酸化物
及び自動車排出粒子状物質 

総量削減計画 
（平成 25 年８月） 

自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状
物質の総量の削減に係る各種対策を国、都、特
別区、市、町、事業者、都民が連携し、総合的
に推進するために、「自動車から排出される窒
素酸化物及び粒子状物質の特定地域における
総量の削減等に関する特別措置法」（平成４年
法律第 70 号）の規定に基づき策定された。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 
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表 6.4.1(5) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

東京都 

東京都地域公害防止計画 
（平成 24 年３月） 

昭和 47 年に第１次の公害防止計画（10 ヵ年計
画）が策定されてから、平成 22 年度までに８
回にわたり計画が策定され、公害防止に関する
諸施策が推進されてきた。しかし、東京湾の水
質は十分に改善されているとは言えず、また、
一部河川の底質においてダイオキシン類の無
害化処理が完了されていないことから、公害防
止に関する諸施策に積極的に取り組んでいく
ため、東京都環境基本計画を基本に、第９次の
公害防止計画が策定された。 

・体系的な道路ネットワークを
形成し、自動車交通の分散化
を図る。 

・低騒音・低振動型建設機械や
排出ガス対策型建設機械を
使用する等、工事に伴う周辺
環境への影響の低減に努め
る。 

・濁水処理施設を設置し、濁水
処理施設からの放流水は排
水基準を順守して排水する
等、汚濁負荷量の低減を図
る。 

東京都湧水等の保護と 
回復に関する指針 
（平成 14 年４月） 

「東京における自然の保護と回復に関する条
例」（平成 12 年東京都条例第 216 号）に基づき、
都が区市町村と連携して、良好な自然を形成
し、水源となる湧水及び湧水と河川とを結ぶ水
路の保護と回復に努めるために行うべき取組
等が定められている。 

・掘割工事においては、鋼矢板
や連続地中壁を難透水層（粘
性土層）まで打設し、地下水、
湧水等への影響の低減を図
る。 

東京都景観計画 
（平成 30 年８月改定） 

「景観法」（平成 16 年６月 18 日法律第 110 号）
の施行及び東京都景観審議会の答申（平成 18
年１月）を踏まえ、「都市計画法」（昭和 43 年
６月 15 日法律第 100 号）や「建築基準法」（昭
和 25 年５月 24 日法律第 201 号）に基づく諸制
度、「東京都屋外広告物条例」（昭和 24 年８月
27 日東京都条例第 100 号）の活用も図り、都民
や事業者、区市町村等と連携・協力しながら、
美しく風格のある首都東京を実現するための
具体的な施策が示されている。 
景観法に定める基本理念に加えて、以下の３つ
の基本理念と、具体的な施策が示されている。 
・都民、事業者等との連携による首都にふさわ
しい景観の形成 

・交流の活発化･新たな産業の創出による東京
のさらなる発展 

・歴史･文化の継承と新たな魅力の創出による
東京の価値の向上 

・河川、河川敷における構造物
の色彩は、水辺の景観にふさ
わしい広がりを感じさせる
開放的な雰囲気を創出する
ように努める。 

公共事業の景観づくり指針 
（平成 11 年４月） 

東京都では、国、都、区市町村及び「東京都景
観条例施行規則」（平成 19 年３月 29 日規則第
45 号）で定める公共的団体が施行する土木建築
に関する事業に係る景観形成のための指針が
定められている。 
公共事業を施行する者は、当該公共事業が公共
事業景観形成指針に適合するよう努める必要
がある。 

・河川、河川敷における構造物
の色彩は、水辺の景観にふさ
わしい広がりを感じさせる
開放的な雰囲気を創出する
ように努める。 

東京都資源循環・ 
廃棄物処理計画 

（令和３年９月） 

「廃棄物処理法」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第
137 号）の規定に基づいて策定された計画で、
都の廃棄物行政の基本的な方向が示されるも
のであり、「東京都環境基本計画」に基づく個
別分野の計画である。 
廃棄物の減量や３Ｒ施策の更なる促進により、
「良好な都市環境の次世代への継承」に加え、
資源採取の段階から環境に配慮するための「持
続可能な資源利用への転換」を基本的考え方と
する「東京都資源循環・廃棄物処理計画」とし
て平成 13 年度に制定された「東京都廃棄物処
理計画」の改定が行われた。 

・建設廃棄物の再利用・再資源
化に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 
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表 6.4.1(6) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

東京都 
東京都建設リサイクル 

推進計画 
（平成 28 年４月） 

都内における建設資源循環の仕組みを構築す
るとともに、本計画に基づき、都内の建設資
源循環に係る全ての関係者が一丸となって、
計画的かつ統一的な取組を推進することによ
り、環境に与える負荷の軽減とともに、東京
の持続ある発展を目指すために策定されたも
のである。建設廃棄物として、コンクリート
塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発
生木材、建設泥土、建設混合廃棄物に目標値
（令和２年度）が設定されている。 

・建設廃棄物の再利用・再資源化
に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 

日野市 

第２次日野市環境基本計画 
（平成 23 年３月） 

将来にわたる日野市の目指すべき環境の姿や
市全体で環境保全・創出を行う上での基本的
な考え方、着実に環境の保全・創出を行って
いくために取り組んでいくべき内容やその進
め方を示すものである。 
望ましい環境像「私たちの継承した自然環境
を保全し、次の世代に引き継ごう」の実現に
向けて、「みどり、水、ごみ、地球温暖化、生
活環境」の５つの分野ごとに 10 年後の目標が
設定され施策が展開されている。 

・体系的な道路ネットワークを形
成し、自動車交通の分散化を図
る。 

・建設廃棄物の再利用・再資源化
に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 
・貴重な生物の生息・生育環境を

改変しないよう配慮する。 
・可能な限り既存街路樹を保全

し、緑豊かな景観の創出や既存
の緑の保全を図る。 

・低騒音・低振動型建設機械や排
出ガス対策型建設機械を使用
する等、工事に伴う周辺環境へ
の影響の低減に努める。 

日野市環境配慮指針 
（平成 23 年３月） 

「第２次日野市環境基本計画」の望ましい環
境像や分野別目標の実現にむけて、市民や事
業者、市が日常生活や事業活動の中で具体的
にできる行動が示されている。 

・建設廃棄物の再利用・再資源化
に努める。 

・再生資材等の利用に努める。 
・貴重な生物の生息・生育環境を

改変しないよう配慮する。 
・可能な限り既存街路樹を保全

し、緑豊かな景観の創出や既存
の緑の保全を図る。 

・低騒音・低振動型建設機械や排
出ガス対策型建設機械を使用
する等、工事に伴う周辺環境へ
の影響の低減に努める。 

第５次日野市 
基本構想・基本計画 
（平成 23 年３月） 

以下に示す４つの基本理念をもとに将来都市
像が定められ、その「将来都市像」の実現に
向け７つのまちづくりの柱が設定され、市民
と市の協働のもとで総合的かつ計画的なまち
づくりが平成 23～32 年度までの 10 年間で推
進されている。 
・市民が主役のまち 
・水とみどりのまち 
・つながりを大切にするまち 
・持続可能なまち 

・体系的な道路ネットワークを形
成し、自動車交通の分散化を図
る。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既存
の緑の保全を図る。 

日野市みどりの基本計画 
（平成 13 年６月） 

「都市緑地法」（昭和 48 年９月１日法律第 72
号）に基づいて策定された計画で、市の公園・
緑地の適正な配置と整備、自然環境の保全、
都市緑化の推進、緑化の体制づくり等、みど
りに関する各種施策が総合的・体系的に取り
まとめられている。この計画に基づき、みど
りの保全及び緑化の推進を図ることで、みど
りを活かした豊かなまちづくりを推進するこ
とが目的とされている。 

・可能な限り既存街路樹を保全
し、緑豊かな景観の創出や既存
の緑の保全を図る。 
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表 6.4.1(7) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

日野市 

日野市まちづくり 
マスタープラン 

（平成 31 年４月） 

「都市計画法」（昭和 43年４月５日法律第 100
号）に基づき市民参画によって策定されたも
ので、日野市のまちづくりに対する基本理念
や将来のまちの姿が描かれ、それらを実現す
るための具体的な計画や仕組みが示されてい
る。計画道路が位置する「日野第四中学校地
域」においては、まちづくり方針の一つとし
て「都市計画道路日 3･3･2 号線の整備による
交通環境と利便性の向上・生活利便施設の充
実」が挙げられている。 

・体系的な道路ネットワーク
を形成し、自動車交通の分
散化を図る。 

第３次日野市ごみゼロプラン 
～ごみゼロ社会を目指して～ 

（日野市一般廃棄物 
処理基本計画） 

（平成 29 年３月） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和
45 年 12 月 25 日法律第 137 号）に基づく「一
般廃棄物処理基本計画」である。長期的な観
点から市の廃棄物問題を解決し、廃棄物処理
事業を円滑かつ効率的に推進するため、廃棄
物の発生抑制から収集運搬、処理処分等につ
いて示されている。本プランは、第３次ごみ
ゼロプランの達成状況や社会的状況等の変化
を踏まえた新規計画として策定されたもので
ある。 

・建設廃棄物の再利用・再資
源化に努める。 

・再生資材等の利用に努め
る。 

八王子市 

第２次八王子市環境基本計画 
改定版 

（平成 31 年３月） 

八王子市環境基本計画は、「八王子ビジョン
2022」を環境面から具現化すると同時に、環
境に関する計画の中で最も上位の計画と位置
付けられている。望ましい環境像「未来へつ
づく、水とみどりにあふれた健康で心やすら
ぐまち」の実現に向けて、４つの基本目標と
それを達成するための 15 の基本施策が定め
られている。 

・建設廃棄物の再利用・再資
源化に努める。 

・再生資材等の利用に努め
る。 

・貴重な生物の生息・生育環
境を改変しないよう配慮
する。 

・可能な限り既存街路樹を保
全し、緑豊かな景観の創出
や既存の緑の保全を図る。 

・低騒音・低振動型建設機械
や排出ガス対策型建設機
械を使用する等、工事に伴
う周辺環境への影響の低
減に努める。 

八王子市みどりの基本計画 
～自然とまちと人を結ぶ「みど

りの環境調和都市」～ 
(令和２年３月) 

「都市緑地法」（昭和 48 年 9 月 1 日法律第 72
号）に基づき策定された計画で、みどりに関
する各種施策が総合的・体系的にとりまとめ
られている。計画道路が位置する「東南部地
域」では、方針として「拠点となる公園の整
備や有効活用の促進」「多摩丘陵のみどりの連
続性の確保」「まとまりのある農地の保全」「河
川の保全や活用の促進」が示されている。 

・貴重な生物の生息・生育環
境を改変しないよう配慮
する。 

・可能な限り既存街路樹を保
全し、緑豊かな景観の創出
や既存の緑の保全を図る。 

都市づくりビジョン八王子 
（第２次八王子市都市計画 

マスタープラン) 
(平成 27 年３月) 

都市計画マスタープランは、「都市計画法」（昭
和 43 年４月５日法律第 100 号）に規定される
「市町村が定める都市計画に関する基本的な
方針」である。計画道路が位置する「東南部
地域」においては、地域づくり方針の一つと
して「地域内の道路・交通環境の改善」が挙
げられている。 

・体系的な道路ネットワーク
を形成し、自動車交通の分
散化を図る。 

八王子ビジョン 2022 
2018 基本計画改定版 
（平成 30 年３月） 

平成 25 年に策定した市政運営の基本的方針
である基本構想と 10 ヵ年を計画期間とする
基本計画からなる「八王子ビジョン 2022」に
ついて、平成 29 年に市制施行 100 年を迎えた
ことを踏まえ改定された基本計画である。基
本構想に基づく６つの都市像実現のため、49
の施策を定め、体系化している。 

・体系的な道路ネットワーク
を形成し、自動車交通の分
散化を図る。 
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表 6.4.1(8) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

環境保全に関する事項 内容 配慮した事項 

八王子市 

八王子市景観計画 
（平成 30 年９月） 

本市の基本構想・基本計画である「八王子ゆ
めおりプラン」に即し、「八王子市都市計画マ
スタープラン」を上位計画として、「八王子市
環境基本計画」や「八王子市みどりの基本計
画」、「八王子市水循環計画」等の関連する計
画や施策と連携しながら、本市の景観のあり
方とその実現方法を示す計画と位置づけられ
ている。 
八王子市の景観特性を踏まえ、景観形成の課
題の解決に向けて、「豊かな自然に抱かれた 
住み続けたいまち 八王子」の基本理念のも
と、以下の５つの基本目標を掲げている。 
・山並み・河川・街道を軸として、地域をつ

なぐ景観づくり 
・賑わい・活力・交流を育む景観づくり 
・地域の特色に根ざした暮らし・営みを支え

る景観づくり 
・歴史・文化・四季・眺めを活かし、暮らし

を彩る景観づくり 
・協働で進める景観づくり 

・河川、河川敷における構造
物の色彩は、水辺の景観に
ふさわしい広がりを感じ
させる開放的な雰囲気を
創出するように努める。 

八王子市ごみ処理基本計画 
「循環型都市八王子プラン」 

（平成 31 年３月） 

本計画は、一般廃棄物のうち、し尿・生活排
水を除く“ごみ”を対象とし、「ごみ処理基本
計画」として策定するものである。策定にあ
たっては、「八王子ビジョン 2022」及び環境
施策に関する上位計画である「八王子市環境
基本計画」、また、国や東京都が策定する計画
とも整合を図り、長期的・総合的な視点から
ごみ処理に関する基本的な方向性や目標、目
標達成のための施策を取りまとめている。 

・建設廃棄物の再利用・再資
源化に努める。 

・再生資材等の利用に努め
る。 

八王子市地球温暖化対策 
地域推進計画 

（令和２年３月） 

中核市への移行に伴い、「地球温暖化対策の推
進に関する法律」（平成 10 年 10 月９日法律第
117 号）に基づく「地方公共団体実行計画（区
域施策編）」として策定されたものである。 
計画期間は、2020 年度から 2030 年度の 11 年
間とし、CO2 排出量を基準年（2013 年度）比
で 33.1％削減することが目標とされている。 

・体系的な道路ネットワーク
を形成し、自動車交通の分
散化を図る。 

八王子市水循環計画 
（令和２年３月） 

平成 22 年３月に策定された「水循環計画」か
ら 10 年が経過したことから、水循環基本法等
の法律制定や上位計画の方針を受けて策定さ
れた第二次計画である。この計画では、「環境」
「利水」「治水」の３つの視点のバランスをと
りながら魅力のあるまちづくりに取り組む
「八王子・水のまちづくり」を基本的考え方
とし、以下の３つの方針を掲げている。 
・健全な水循環系再生の４つの行動の推進 
・水循環に係るライフラインの整備 
・『川と湧水・水のまちプロジェクト』～八王

子・水のまちづくりモデル事業の推進～ 

・濁水処理施設を設置し、濁
水処理施設からの放流水
は排水基準を順守して排
水する等、汚濁負荷量の低
減を図る。 

・河川内の工事の施行に当た
っては、河川の水質への影
響を抑制するため、止水性
の高い仮締切工法を採用
し、直接流水に接しない施
工を行う。 

・掘割工事においては、鋼矢
板や連続地中壁を難透水
層（粘性土層）まで打設し、
地下水、湧水等への影響の
低減を図る。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

一般国道 20 号のバイパスである本事業は、図 6.2.2 に示すとおり、日野都市計画道路 3･3･2 号

東京八王子線及び八王子都市計画道路 3･3･2号東京八王子線として都市計画決定されており、本事

業に係る都市計画の経過は、以下のとおりである。 

 

【日野都市計画道路3･3･2号東京八王子線】 

・昭和36年10月：日野都市計画道路1･3･1号東京八王子線として都市計画決定 

（都市計画道路全線の延長6.69km、幅員28m） 

・平成元年６月：名称を日野都市計画道路3･3･2号東京八王子線に都市計画変更 

・平成２年12月：一部線形の変更（変更区間長約345m→355m 中心線の振れ最大約55m） 

一部幅員の変更（変更区間長約1,610m 幅員28m→40m～48m） 

延長の変更（都市計画道路全線の延長6,690m→6,700m） 

 

【八王子都市計画道路 3･3･2号東京八王子線】 

・昭和36年10月：八王子都市計画道路2･1･2号東京八王子線として都市計画決定 

（延長7.76km、幅員28m 浅川の部分150mの幅員20.5m） 

・昭和38年８月：名称を八王子都市計画道路1･3･4号東京八王子線に都市計画変更 

延長の変更（都市計画道路全線の延長7,760m→7,110m） 

・平成元年６月：名称を八王子都市計画道路3･3･2号東京八王子線に都市計画変更 

・平成27年12月：一部幅員の変更（幅員28m→28m～60m） 

構造形式の変更（地表式→掘割式） 
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第7章 環境影響評価の項目 

7.1 選定した項目及びその理由 

環境影響評価を行う項目は、図 7.1.1に示すとおり、対象事業の事業計画案の内容から環境影響

要因を抽出し、地域の概況から把握した環境の地域特性との関係を検討することにより、表 7.1.1

に示すとおり選定した。 

選定した項目は、大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、地盤、水循環、生物・生態系、

日影、電波障害、景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物の 13項目である。 

選定した理由は、表 7.1.2(1)～(2)に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1.1 環境影響評価の項目の選定手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 計 画 案 

環境影響要因の抽出 

環境影響評価の項目の選定 

環境保全に関する計画等 

地域の概況の把握 
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表 7.1.1 環境影響要因と環境影響評価との関連性 

環境影響評価 

の項目 

区分 

 

 

 

環境影響要因 

 

 

予測する事項 

工事の 

施行中 

工事の

完了後 

施
設
の
建
設 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
用
車
両
の
走
行 

水
底
の
掘
削 

施
設
の
存
在 

自
動
車
の
走
行 

大気汚染 

建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量  ○     

工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量   ○    

自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中にお

ける濃度      ○ 

悪 臭 －       

騒音・振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル  ○     

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル   ○    

自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル      ○ 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル      ○ 

水質汚濁 

施設の建設に伴う水の濁り（SS）の濃度 ○      

水底の掘削に伴う水の濁り（SS）の濃度    ○   

水底の掘削と併せて実施するコンクリート工事に伴う水の汚れ（pH）の状態    ○   

土壌汚染 工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性の有無 ○      

地 盤 

地下構造部の掘削工事及び地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程

度 
○    ○  

地下構造部の掘削工事及び地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化

の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 ○    ○  

地形・地質 －       

水循環 
地下構造部の掘削工事及び地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化

の程度、地下水の流動阻害の変化の程度 ○    ○  

生物・生態系 

工事の施行及び計画道路の存在に伴う植物相及び植物群落の変化の内容及びその

程度 ○    ○  

工事の施行及び計画道路の存在に伴う動物相及び動物群集の変化の内容及びその

程度 ○ ○   ○  

工事の施行及び計画道路の存在に伴う水生生物相の変化の内容及びその程度 ○    ○  

工事の施行及び計画道路の存在に伴う生息(育)環境の変化の内容及びその程度 ○    ○  

計画道路の存在に伴う緑の量の変化の内容及びその程度     ○  

工事の施行及び計画道路の存在に伴う陸水域生態系の変化の内容及びその程度 ○    ○  

日 影 
橋梁構造物の存在に伴う冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の

日影の状況の変化の程度     ○  

電波障害 橋梁構造物の存在に伴うテレビ電波の遮蔽障害及び反射障害の程度     ○  

風環境 －       

景 観 
計画道路の存在に伴う地域景観の特性の変化の程度、代表的な眺望地点からの眺望

の変化の程度     ○  

史跡・文化財 工事の施行に伴う埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 ○      

自然との触れ

合い活動の場 

工事の施行及び計画道路の存在に伴う自然との触れ合い活動の場の改変の程度、機

能の変化の程度 ○    ○  

廃棄物 
工事の施行に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量、再資源化量及び

処理・処分方法 ○      

温室効果ガス －       
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表 7.1.2(1) 選定した項目及びその理由 

項 目 理 由 

大気汚染 

【工事の施行中】 

計画道路及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働及び工事用車両

の走行に伴い発生する一般粉じんにより、大気質への影響を及ぼすおそれがあることから、

環境影響評価項目として選定する。 

なお、環境基準が設定されている物質のうち、二酸化硫黄、一酸化炭素及び有害大気汚染

物質については、計画道路及びその周辺における現況濃度は環境基準を大幅に下回っており、

本事業の実施により現在の大気質の状況を悪化させる可能性は低いものと考えられることか

ら、予測の対象とはしない。浮遊粒子状物質及び二酸化窒素については、計画道路及びその

周辺における現況濃度は環境基準を下回っているとともに、工事の進捗に伴い施工箇所が移

動するため、一定区間に対して長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性は低いものと考

えられること、また、排出ガス対策型建設機械を採用する計画であることから、予測の対象

とはしない。光化学オキシダント及び微小粒子状物質については、発生源からの排出の状況

が明確になっておらず、予測方法も確立されていないことから、予測の対象とはしない。 

【工事の完了後】 

計画道路及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、自動車の走行に伴い発生する二

酸化窒素、浮遊粒子状物質により、大気質への影響を及ぼすおそれがあることから、環境影

響評価項目として選定する。 

なお、その他の環境基準が設定されている物質（二酸化硫黄、一酸化炭素、光化学オキシ

ダント、微小粒子状物質、有害大気汚染物質）については、工事の施行中と同様の理由によ

り、予測の対象とはしない。 

騒音･振動 

【工事の施行中】 

計画道路及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働及び工事用車両

の走行に伴う騒音・振動により影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目とし

て選定する。 

【工事の完了後】 

計画道路及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、自動車の走行に伴う道路交通の

騒音・振動、橋梁構造物からの低周波音により影響を及ぼすおそれがあることから、環境影

響評価項目として選定する。 

水質汚濁 

【工事の施行中】 

計画道路の一部区間については、用水路及び浅川を渡河する計画であり、道路及び橋梁等

の施設の建設に伴う水の濁り（SS）、水底の掘削に伴う水の濁り（SS）及び水底の掘削と併せ

て実施するコンクリート工事に伴う水の汚れ（pH）により、水質への影響を及ぼすおそれが

あることから、環境影響評価項目として選定する。 

なお、人の健康の保護に関する環境基準の項目については、対象事業の実施に伴う有害物

質の発生はないこと、計画道路周辺の水質の状況が環境基準を達成していることから、予測

の対象とはしない。また、既存資料によると、浅川における底質の有害物質は環境基準等を

下回っていることから、底質中の有害物質については予測の対象とはしない。 

土壌汚染 

【工事の施行中】 

計画道路内には、現状で「土壌汚染対策法」（平成 14年 5月 29日法律第 53 号、最終改正：

平成 29 年６月２日法律第 45 号）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域は存在しな

いものの、計画道路のうち一部の区間については、土地利用の履歴等から土壌汚染のおそれ

がないものと判断できないことから、環境影響評価項目として選定する。 

なお、工事の完了後は、土壌汚染の発生が問題となる要因はなく、土壌汚染を発生させる

施設も建設しないことから、予測の対象とはしない。 

地 盤 

【工事の施行中･完了後】 

計画道路のうち一部の区間については、道路構造を地下構造とする計画であり、工事の施

行中における地下構造部の掘削工事及び工事の完了後における地下構造物の存在により、地

盤への影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目として選定する。 

水循環 

【工事の施行中･完了後】 

計画道路のうち一部の区間については、道路構造を地下構造とする計画であり、工事の施

行中における地下構造部の掘削工事及び工事の完了後における地下構造物の存在により、水

循環（地下水）への影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目として選定する。 
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表 7.1.2(2) 選定した項目及びその理由 

項 目 理 由 

生物･生態系 

【工事の施行中･完了後】 

計画道路及びその周辺には、緑地や公園、浅川沿いの草本群落等が分布し、これらの環境

に生息・生育する動植物が存在する。工事の施行及び工事の完了後における計画道路の存在

により、生物・生態系への影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目として選

定する。 

日 影 

【工事の完了後】 

計画道路のうち一部の区間については、道路構造を橋梁構造とする計画であり、橋梁構造

物の存在に伴う日影により影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目として選

定する。 

電波障害 

【工事の完了後】 

計画道路のうち一部の区間については、道路構造を橋梁構造とする計画であり、橋梁構造

物の存在により、テレビ電波の遮蔽障害及び反射障害が生じることが考えられることから、

環境影響評価項目として選定する。 

景 観 

【工事の完了後】 

計画道路及びその周辺には、代表的な眺望地点等が存在しており、計画道路の存在により、

景観への影響が考えられることから、環境影響評価項目として選定する。 

史跡･文化財 

【工事の施行中】 

計画道路及びその周辺には、埋蔵文化財包蔵地が確認されており、工事の施行により、埋

蔵文化財包蔵地への影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目として選定する。 

自然との触れ

合い活動の場 

【工事の施行中・完了後】 

計画道路及びその周辺には、主要な自然との触れ合い活動の場が存在し、工事の施行及び

工事の完了後における計画道路の存在により、自然との触れ合い活動の場への影響を及ぼす

おそれがあることから、環境影響評価項目として選定する。 

廃棄物 

【工事の施行中】 

工事の施行に伴い発生する建設廃棄物及び建設発生土は、現場内での再利用を優先する一

方、実施区域外に搬出し影響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価項目として選定

する。 

 

7.2 選定しなかった項目及びその理由 

選定しなかった項目は、悪臭、地形・地質、風環境、温室効果ガスの４項目である。 

選定しなかった理由は、表 7.2.1に示すとおりである。 

表 7.2.1 選定しなかった項目及びその理由 

項 目 理 由 

悪 臭 

本事業に係る工事は、一般的な道路工事であり、工事の施行中において、日常的に影響を及

ぼすような悪臭の発生は想定されない。 

また、工事の完了後も悪臭の発生源となる施設の設置は計画していないことから、環境影響

評価項目として選定しない。 

地形･地質 
計画道路及びその周辺に特異な地形･地質は確認されておらず、本事業の実施により大規模

な法面、斜面等の改変は計画されていないことから、環境影響評価項目として選定しない。 

風環境 

本事業では、高さ 40～50m程度以上の大規模施設の設置計画がないほか、橋梁構造部におい

ては桁下空間を確保する計画であり、著しい風環境への影響が想定されないことから、環境影

響評価項目として選定しない。 

温室効果ガス 

「東京都環境影響評価技術指針（付解説） 東京都環境影響評価事後調査基準」（平成 26

年１月、東京都）では、道路の供用に伴う自動車交通から排出される二酸化炭素等については、

環境影響評価の対象外とされている。また、このほかに本事業の実施に伴う著しい温室効果ガ

スを発生させる要因は想定されないことから、環境影響評価項目として選定しない。 

工事の施行中については、使用する建設機械は、可能な限り低炭素型建設機械を使用する計

画であり、著しい温室効果ガスの発生は想定されないことから、環境影響評価項目として選定

しない。 
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第8章 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

8.1 大気汚染 

8.1-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

工事の施行中における建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴い発生する一般粉じん、工事の完

了後における自動車の走行に伴い発生する二酸化窒素、浮遊粒子状物質により、大気質へ影響を及ぼ

すおそれがあることから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選定した。 

１.大気質の状況 

２.気象の状況  

３.地形及び地物の状況 

４.土地利用の状況 

５.発生源の状況 

６.自動車交通量等の状況 

７.法令による基準等 
 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模、発生源の状況並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実

施が大気質に影響を及ぼすと予想される地域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査結果 

1) 大気質の状況 

① 既存資料調査 

 (a) 二酸化窒素 

平成 27年度～令和元年度の過去５年間における二酸化窒素（NO2）の日平均値の年間 98％値は、

八王子市片倉町 0.023ppm～0.028ppm、甲州街道八木町 0.024ppm～0.031ppm、下柚木 0.028ppm～

0.030ppm、打越町 0.033ppm～0.035ppm となっており、いずれの測定局においても環境基準を満

足している。 

 

 (b) 浮遊粒子状物質 

平成 27 年度～令和元年度の過去５年間における浮遊粒子状物質（SPM）の日平均値の年間２％除

外値は、八王子市片倉町 0.028mg/m3～0.040mg/m3、甲州街道八木町 0.034mg/m3～0.044mg/m3、下柚

木 0.037mg/m3～0.057mg/m3となっており、いずれの測定局においても環境基準を満足している。 

 

② 現地調査 

二酸化窒素の期間平均値（調査期間中）は、日野市西平山２丁目（日野市立滝合小学校）で 0.007

～0.017ppm、八王子市打越町（八王子市立打越中学校）で 0.009～0.019ppm、八王子市北野町（一

般都道長沼北野線）で 0.012～0.020ppmである。 

また、浮遊粒子状物質の期間平均値（調査期間中）は、日野市西平山２丁目（日野市立滝合小学

校）で 0.013～0.025mg/m3、八王子市打越町（八王子市立打越中学校）で 0.011～0.035mg/m3、八王

子市北野町（一般都道長沼北野線）で 0.014～0.021mg/m3である。 
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2) 気象の状況 

① 既存資料調査 

八王子観測所（八王子市元本郷町）における令和２年の気象の状況は、年平均気温は 15.4℃、年

平均風速は 2.7m/s であり、年間最多風向は北となっている。平成 28 年～令和２年の過去５年間で

は、平均気温は 14.6℃～15.7℃、平均風速は 2.7m/s～2.8m/s、最多風向は北、日照時間は約 1,900

時間～2,200 時間である。 

八王子市片倉町測定局における令和２年の気象の状況は、年平均風速は 2.0m/s であり、年間最多

風向は東となっている。平成 28 年～令和２年の過去５年間では、平均風速は 2.0m/s～2.1m/s、最多

風向は北北西である。 

 

② 現地調査 

調査期間中の最多風向（四季）は、日野市西平山２丁目（日野市立滝合小学校）で北、八王子市

打越町（八王子市立打越中学校）で北北東、八王子市北野町（一般都道長沼北野線）で北である。 

風速の調査期間中の平均値は、日野市西平山２丁目（日野市立滝合小学校）で 1.2～2.1m/s、八

王子市打越町（八王子市立打越中学校）で 1.3～2.2m/s、八王子市北野町（一般都道長沼北野線）

で 0.6～1.2m/sである。 

 

3) 地形及び地物の状況 

計画道路及びその周辺は、主に八王子市には浅川低地が、日野市には日野台地、立川段丘の２面

の段丘面が広がっている。計画道路は、主に浅川低地を通過する。 

また、計画道路沿道における住居等の保全対象については、３階以下の低層建物が多数を占め、

一部、４階以上の高層建物も立地している。 

 

4) 土地利用の状況 

① 土地利用の状況 

通過地域における地目別の土地利用面積の割合は、日野市、八王子市ともに宅地が最も高い状況

である。 

また、計画道路及びその周辺では、主に八王子市では住宅系のほか、工業系の土地利用が見られ、

日野市では畑や独立住宅として利用されている。計画道路は、主に住宅系、農業系（畑）、工業系の

土地を通過する。 

 

② 土地区画整理事業の状況 

計画道路及びその周辺では、土地区画整理事業が１ヵ所で実施されている。 

また、土地区画整理事業の進捗状況について、計画道路及びその周辺における土地区画整理事業

は平成４年度に施行開始され、既に道路用地の確保や周辺の改変が進んでおり、施行完了年度は令

和 10年度とされている。 

 

③ 用途地域等 

計画道路及びその周辺には、第１種低層住居専用地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域等

が分布する。計画道路は、第１種低層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、準住居地域、準

工業地域及び工業地域を通過する。 
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④ 公共施設等の状況 

計画道路周辺には、学校教育施設や保育所等の社会福祉施設等が多く分布する。 

 

5) 発生源の状況 

計画道路及びその周辺には、主な道路として、一般国道 16号（八王子バイパス）、一般都道下柚

木八王子線、一般都道上館日野線、一般都道長沼北野線がある。 

なお、計画道路及びその周辺には、大気汚染物質の固定発生源となるような工場又は事業所等は

見られない。 

 

6) 自動車交通量等の状況 

① 既存資料調査 

平成 27年度の平日 12時間交通量は、計画道路と交差する一般国道 16 号（八王子バイパス）（区

間番号：15090）で 17,217 台/12h、一般都道長沼北野線（区間番号：61450）で 13,164台/12h（推

定値）となっている。 

 

② 現地調査 

 (a) 自動車交通量 

平日 12時間交通量は、東平山２丁目交差点で 2,525～12,474台/12h、西平山３丁目付近で 1,804

～3,274 台/12h、北野公園前交差点で 3,636～8,752 台/12h、北野町交差点で 3,876～32,139 台

/12hとなっている。 

 

 (b) 平均走行速度 

平均走行速度は、昼間（７時～19 時）で 27.4～51.4km/h、夜間（19時～７時）で 27.8～51.8km/h

となっている。 

 

7) 法令による基準等 

「環境基本法」に基づく二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）に係る環境基準が定めら

れている。 

また、一般粉じんについては、国等による環境保全に関する基準又は目標は示されていないが、

参考となる指標として、「国土技術政策総合研究所資料第 714号 土木研究所資料第 4254号 道路

環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（平成 25年３月、国土交通省国土技術政策総合研究所・

独立行政法人土木研究所）（以下、「技術手法」という。）に記載される参考値（降下ばいじんの参考

となる値）がある。 
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8.1-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量及び工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下

する量を予測した。 

 

2) 工事の完了後 

自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度を予

測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量 

予測の対象時点は、主要な建設機械の稼働に伴う一般粉じんに係る環境影響が最大となる時点と

し、影響が最も大きいと考えられる建設機械の組み合わせ（ユニット）による工事の実施時期とし

た。 

 

② 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量 

予測の対象時点は、工事用車両の走行に伴う一般粉じんに係る環境影響が最大となる時点とし、

工事用車両台数が最大となる時期とした（資料編「第１章 施工計画、1.2 工事用車両計画」参照）。 

 

2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度 

予測の対象時点は、計画道路の供用後、周辺の道路網が概ね整備されると想定される時点とした。 

 

 (3) 予測地域及び予測地点 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量 

予測地域は、建設機械の稼働に伴う一般粉じんが日常生活に影響を及ぼすおそれのある地域とし

た。 

予測地点は、表 8.1.1及び図 8.1.1に示すとおりである。予測地点は、建設機械が稼働する区

域の予測断面における工事施工ヤードの敷地境界とし、地上 1.5mとした。 

 

表 8.1.1 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの予測地点 

地点番号 予測地点 工事の区分 

１ 日野市西平山３丁目 土工(平面) 

２ 八王子市長沼町 土工(平面) 

３ 八王子市北野町(1) 橋梁工 

４ 八王子市北野町(2) 土工(平面) 

５ 八王子市北野町(3) 土工(掘割) 
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② 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量 

予測地域は、工事用車両の走行に伴う一般粉じんが日常生活に影響を及ぼすおそれのある地域と

した。 

予測地点は表 8.1.2及び図 8.1.1に、各予測地点における予測断面図は図 8.1.2に示すとおり

である。予測地点は、工事用道路の接続が予想される既存道路等、工事用車両が既存交通に合流す

る地点の近傍で、当該既存道路の沿道の状況を勘案し、既存道路の代表的な断面における敷地境界

とし、地上 1.5mとした。 

 

表 8.1.2 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの予測地点 

地点番号 予測地点 対象道路 

Ａ 日野市東平山２丁目 一般都道町田平山八王子線 

Ｂ 八王子市北野町(1) 市道北野公園通り 

Ｃ 八王子市北野町(2) 一般国道 16 号（八王子バイパス） 
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地点Ａ：日野市東平山２丁目（一般都道町田平山八王子線） 

 

 

地点Ｂ：八王子市北野町(1)（市道北野公園通り） 

 

 

地点Ｃ：八王子市北野町(2)（一般国道 16号（八王子バイパス）） 

 

 

 

 

図 8.1.2 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの予測地点の断面図 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度 

予測地域は、自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）が大気質に影

響を及ぼすおそれのある地域とした。 

予測地点は表 8.1.3及び図 8.1.1に、各予測地点における予測断面図は図 8.1.3(1)～(2)に示

すとおりである。予測地点は、予測地域の中から、道路構造、自動車交通量、地形及び地物、土地

利用の状況等を考慮して設定することとし、地上 1.5mとした。 

 

表 8.1.3 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の予測地点 

地点番号 予測地点 構造区分 

１ 日野市西平山３丁目 平面構造 

２ 八王子市長沼町 平面構造 

３ 八王子市北野町(1) 橋梁構造 

４ 八王子市北野町(2) 平面構造 

５ 八王子市北野町(3) 地下構造 
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地点１：日野市西平山 3丁目 

 

 

地点２：八王子市長沼町 

 

 

地点３：八王子市北野町(1) 

 

 

地点４：八王子市北野町(2) 

 

 

 

図 8.1.3(1) 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測地点の断面図 
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地点５：八王子市北野町(3) 

 

 

 

 

図 8.1.3(2) 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測地点の断面図 
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 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量 

 (a) 予測手順 

予測手順は、図 8.1.4に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う一般粉じんについては、「技術指針」に基づき、「技術手法」に記載の事

例の引用又は解析により得られた経験式を用いて、季節別降下ばいじん量を予測した。 

予測方法は、解析による計算とし、予測を行う季節において、予測地点における１ヶ月あたり

の風向別降下ばいじん量に当該季節別風向出現割合を乗じ、全風向について足し合わせることに

より、当該季節の降下ばいじん量を計算した。また、施工計画に基づき、主要な建設機械につい

て、各工種の作業内容ごとに予測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ユニットとは、目的の建設作業を行うために必要な建設機械の組み合わせのことである。 

図 8.1.4 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの予測手順 

 

 (b) 予測式 

１ヶ月あたりの風向別降下ばいじん量は、１日あたりの降下ばいじん量を基に計算した。 

 

工事計画の概要 

・工事区分、位置、延長 

・工事施工ヤード、工事用道路の位置 

・想定される主な工種 

工事種別・作業の選定 

作業に対応する建設機械の組み合わせ 

（ユニット）及びその数の設定 

施工範囲とユニットの配置 

季節別風向別降下ばいじん量 

季節別降下ばいじん量 

年間工事日数 

季節別平均月間工事日数 気象データ（風向・風速） 
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② 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量 

 (a) 予測手順 

予測手順は、図 8.1.5に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う一般粉じんについては、「技術指針」に基づき、「技術手法」に記

載の事例の引用又は解析により得られた経験式を用いて、季節別降下ばいじん量を予測した。 

予測方法は、解析による計算とし、予測を行う季節において、予測地点における１ヶ

月あたりの風向別降下ばいじん量に当該季節別風向出現割合を乗じ、全風向について足

し合わせることにより、当該季節の降下ばいじん量を計算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.5 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの予測手順 

 

 (b) 予測式 

１ヶ月あたりの風向別降下ばいじん量は、１日あたりの降下ばいじん量を基に計算した。 

工事計画の概要 

・工事区分、位置、延長 

・工事施工ヤード、工事用道路の位置 

・想定される主な工種 

工事用車両の平均日交通量 

季節別風向別降下ばいじん量 

季節別降下ばいじん量 

年間工事日数 

季節別平均月間工事日数 気象データ（風向・風速） 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度 

 (a) 予測手順 

予測手順は、図 8.1.6に示すとおりである。 

自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、「技術指針」に基づき、「技術

手法」に記載の正規型プルーム式及び積算型簡易パフ式の拡散式を用いて、年平均値を予測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.6 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測手順 

 

 (a) 予測式 

  a) 有風時 

有風時（風速１m/s を超える場合）には、プルーム式を用いた。 

 

  b) 弱風時 

弱風時（風速１m/s 以下の場合）には、パフ式を用いた。 

排出源高さの風速の推定 

時間別平均排出量の計算 

拡散幅等の設定 

予測地点の年平均濃度 

 

気象データの整理  
・風向、風速の時間値データ 

 

道路の条件の設定 
・車道部幅員 
・道路構造、路面位置 
・予測点位置 

交通条件 
・時間別交通量 
・平均走行速度 
・車種構成比 

排出源位置の設定 

車種別走行
速度別の排
出係数 

拡散式による基準濃度計算 

・有風時：プルーム式 
・弱風時：パフ式 

 

気象条件の設定 

・有風時弱風時の年間の時間別出現割合 

・年平均時間別風向出現割合 

・年平均時間別風向別平均風速 

将来のバックグラウンド濃度 

年平均時間別濃度の算出 

年平均濃度の算出 

計画路線の年平均濃度 

浮遊粒子状物質 窒素酸化物→二酸化窒素 NOx 変換式 
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 (5) 予測条件 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量 

 (a) ユニットの種類及び位置 

予測対象のユニットは、工事計画により想定した工種及び予測される工事内容を基に選定した

種別の中から、工事の区分ごとに、最も一般粉じんの影響が大きくなるものを選定した。 

選定した予測対象のユニット及びユニット数は、表 8.1.4に示すとおりである。 

また、ユニットの配置は、施工範囲を面発生源となるように配置した。 

 

表 8.1.4 予測対象とした工事区分、種別及びユニット 

地点番号 予測地点 工事区分 工種 作業内容 ユニット ユニット数 

１ 日野市西平山３丁目 土工（平面） 土工 掘削 土砂掘削 １ 

２ 八王子市長沼町 土工（平面） 土工 掘削 土砂掘削 １ 

３ 八王子市北野町(1) 橋梁工 下部工（土工） 掘削 土砂掘削 １ 

４ 八王子市北野町(2) 土工（平面） 土工 掘削 土砂掘削 １ 

５ 八王子市北野町(3) 土工（掘割） 掘割工（土工） 掘削 土砂掘削 ３ 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

 

 (b) 施行範囲 

土工部における施工範囲は、設定した工区における当該工事区分の延長を、季節数で均等に分

割することにより求めた。また、橋梁部における施工範囲は、対象とするユニットが定置してい

るものとした。 

 

 (c) 建設機械の稼働時間及び稼働日数 

建設機械の稼働時間は、８時～12 時、13 時～17 時の８時間とした。また、建設機械の稼働日

数は、17日/月とした。 

 

 (d) 基準降下ばいじん量 a及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c 

基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c は、表 8.1.5 に示すとおりであ

る。 

 

表 8.1.5 基準降下ばいじん量 a及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c 

工事区分 種別 ユニット a c 

土工 掘削工 土砂掘削（散水） 4,636 2.0 

注）散水による効果は、硬岩掘削の係数と硬岩掘削（散水）の係数を比較し、低減する割合（約 27％）を参考に 

aの値を設定した。 

資料：「国土技術政策総合研究所資料第 714号 土木研究所資料第 4254号 道路環境影響評価の技術手法（平成 24年

度版）」（平成 25年３月、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所） 
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 (e) 気象条件 

予測に用いた気象の測定局は表 8.1.6に、季節別風向出現割合及び季節別風向別平均風速は表 

8.1.7に示すとおりである（資料編「第３章 大気汚染、3.1 現況調査」参照）。 

予測に用いた気象条件（風向及び風速）は、計画道路に最も近い一般環境大気測定局であ

る八王子市片倉町測定局（八王子市片倉町）の観測結果と現地調査結果をベクトル相関

分析により比較した。その結果、一般環境大気質の現地調査地点と八王子市片倉町測定

局で高い相関があると判断されたことから、八王子市片倉町測定局を用いて気象データ

を設定した。なお、予測に用いた気象データについては異常年検定を行い、異常年では

ないことを確認した（資料編「第３章 大気汚染、3.2 予測」参照）。 

 

表 8.1.6 予測に用いる気象の測定局 

地点
番号 

予測地点 
周辺の 

気象測定局 
周辺の現地調査地点 
（一般環境大気質） 

ベクトル 
相関係数 

予測に用いる気象データ 

観測地点 期間 

１ 日野市西平山３丁目 

八王子市片倉

町測定局 

日野市西平山２丁目 

（日野市立滝合小学校） 
0.89 

八王子市片

倉町測定局 

令和２年 

６月１日 

～ 

令和３年 

５月 31 日 

２ 八王子市長沼町 

３ 八王子市北野町(1) 
八王子市打越町 

（八王子市立打越中学校） 
0.89 ４ 八王子市北野町(2) 

５ 八王子市北野町(3) 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

 

表 8.1.7 季節別風向出現割合及び季節別風向別平均風速（八王子市片倉町） 

季節 方位 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏 

春 

頻度(%) 6.0 11.4 9.1 6.5 5.0 4.5 7.5 13.5 18.2 5.4 1.6 2.2 0.7 1.6 3.0 3.7 0.1 
平均風速 

(m/s) 
2.5 2.7 2.3 1.9 1.6 1.9 2.6 3.7 4.6 3.9 2.0 3.1 2.0 1.7 1.8 2.2 － 

夏 

頻度(%) 7.5 9.9 6.0 4.9 3.4 6.3 8.8 14.1 16.1 9.7 2.7 0.7 1.2 0.4 2.9 4.5 1.0 
平均風速 

(m/s) 
1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.7 2.2 3.6 3.7 2.9 2.0 2.1 1.2 1.0 1.4 1.9 － 

秋 

頻度(%) 11.7 16.6 11.4 5.8 5.0 5.6 4.0 6.2 7.3 4.7 1.7 1.4 1.2 2.2 7.2 5.9 2.2 
平均風速 

(m/s) 
2.1 2.3 2.0 1.6 1.5 1.7 1.7 2.8 3.9 2.9 1.5 1.0 1.0 1.0 2.1 2.1 － 

冬 

頻度(%) 7.8 13.8 14.4 8.8 6.9 6.8 6.3 7.1 4.3 2.1 1.9 5.7 3.5 2.4 4.2 2.5 1.7 
平均風速 

(m/s) 
1.6 2.7 2.2 1.7 1.5 1.5 1.9 3.0 3.6 2.0 2.2 2.8 2.3 1.9 1.3 1.4 － 

注１）静穏：風速が 0.4m/s以下の場合を示す。 

注２）風向別平均風速が１m/s未満の場合は、１m/sとして計算した。 

注３）地上 15mで観測された風速を地上 10mの高さの風速に補正して集計した。 

注４）建設機械の稼働時間（8:00～12:00、13:00～17:00）を対象に集計した。 
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② 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量 

 (a) 工事用車両交通量及び一般車両交通量 

  a) 工事用車両の最大日交通量 

工事用車両の最大日交通量は、表 8.1.8に示すとおりである（資料編「第３章 大気汚染、3.2 

予測」参照）。 

 

表 8.1.8 各予測地点における工事用車両台数 

[単位：台/日] 

地点

番号 
予測地点 車両の通行ルート 

工事用車両台数（往復） 

計画台数 予測採用台数 

Ａ 日野市東平山２丁目 一般都道町田平山八王子線 48 50 

Ｂ 八王子市北野町(1) 市道北野公園通り 101※ 110 

Ｃ 八王子市北野町(2) 一般国道 16 号（八王子バイパス） 101※ 110 

注１）工事用車両交通量は昼間の8:00～12:00、13:00～17：00の８時間である。 

注２）全ての工事用車両は、予測地点を往復路とも通過するとし、予測には往復の台数を用いた。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

※）浅川右岸側における工事の工事用車両は搬出入ルートが未定のため、市道北野公園通り及び一般国道 16号（八

王子バイパス）にはそれぞれに浅川右岸側における工事の計画台数を配分した。 

 

  b) 現況の時間別車種別交通量と工事用車両台数の配分 

予測に用いた現況の時間別車種別交通量は、現地調査結果を用いた。工事用車両台数は、作業

時間内（昼間の 8:00～12:00、13:00～17：00 の８時間）において、各時間に均等に分配した。 

 

  c) 平均速度 

平均走行速度は、表 8.1.9に示すとおりである。 

平均走行速度は、周辺道路の規制速度の状況を勘案して設定した。 

 

表 8.1.9 平均走行速度 

地点番号 予測地点 走行速度（規制速度） 

Ａ 日野市東平山２丁目 小型 40km/h、大型 40km/h 

Ｂ 八王子市北野町(1) 小型 40km/h、大型 40km/h 

Ｃ 八王子市北野町(2) 小型 60km/h、大型 60km/h 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

 

 (b) 基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c 

基準降下ばいじん量 a及び降下ばいじんの拡散を表す係数 cは、表 8.1.10に示すとおりであ

る。 

表 8.1.10 基準降下ばいじん量 a及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c 

工事用道路の状況 a ｃ 

現場内運送（舗装路＋タイヤ洗浄装置） 0.0007 2.0 

資料：「国土技術政策総合研究所資料第 714号 土木研究所資料第 4254号 道路環境影響評価の技術手法 

（平成 24年度版）」（平成 25年３月、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所） 
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 (c) 気象条件 

予測に用いた気象の測定局は表 8.1.11 に、季節別風向出現割合及び季節別風向別平均風速は

表 8.1.7に示すとおりである（資料編「第３章 大気汚染、3.2 予測」参照）。 

予測に用いた気象条件（風向及び風速）は、計画道路に最も近い一般環境大気測定局であ

る八王子市片倉町測定局（八王子市片倉町）の観測結果と現地調査結果をベクトル相関

分析により比較した。その結果、一般環境大気質の現地調査地点と八王子市片倉町測定

局で高い相関があると判断されたことから、八王子市片倉町測定局を用いて気象データ

を設定した。なお、予測に用いた気象データについては異常年検定を行い、異常年では

ないことを確認した（資料編「第３章 大気汚染、3.2 予測」参照）。 

 

表 8.1.11 予測に用いる気象の測定局 

地点
番号 

予測地点 
周辺の 

気象測定局 
周辺の現地調査地点 
（一般環境大気質） 

ベクトル 
相関係数 

予測に用いる気象データ 

観測地点 期間 

Ａ 日野市東平山２丁目 

八王子市片倉

町測定局 

日野市西平山２丁目 

（日野市立滝合小学校） 
0.89 

八王子市片

倉町測定局 

令和２年 

６月１日 

～ 

令和３年 

５月 31 日 

Ｂ 八王子市北野町(1) 
八王子市打越町 

（八王子市立打越中学校） 
0.89 

Ｃ 八王子市北野町(2) 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度 

 (a) 交通条件 

  a) 日交通量 

日交通量は、表 8.1.12に示すとおりである。 

 

表 8.1.12 予測に用いた日交通量 

地点

番号 
予測地点 

日交通量 

（台/日） 

１ 日野市西平山３丁目 41,100 

２ 八王子市長沼町 41,100 

３ 八王子市北野町(1) 41,100 

４ 八王子市北野町(2) 
41,100 

（内、連結道 15,800） 

５ 八王子市北野町(3) 
43,300 

（内、側道 18,000） 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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 ア) 交通量の時間変動及び車種構成 

時間交通量の算出に必要な時間変動係数は、「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査 一般

交通量調査」（平成 29年６月、国土交通省道路局）の一般国道 20号（区間番号：17040、調査地

点：日野市万願寺 2-24-1）における調査結果を用いた。 

一般国道 20号における時間変動係数は、表 8.1.13に示すとおりである。 

 

表 8.1.13 時間変動係数（一般国道 20号） 

時間帯 
交通量（台） 時間変動係数（％） 

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 全車 

7～8 1,930 217 2,147 7.8 5.6 7.5 

8～9 1,441 203 1,644 5.8 5.2 5.7 

9～10 1,104 280 1,384 4.5 7.2 4.8 

10～11 1,075 267 1,342 4.4 6.8 4.7 

11～12 1,112 269 1,381 4.5 6.9 4.8 

12～13 1,060 249 1,309 4.3 6.4 4.6 

13～14 1,097 320 1,417 4.4 8.2 5.0 

14～15 1,182 344 1,526 4.8 8.8 5.3 

15～16 1,354 207 1,561 5.5 5.3 5.5 

16～17 1,744 109 1,853 7.1 2.8 6.5 

17～18 1,982 143 2,125 8.0 3.7 7.4 

18～19 1,858 102 1,960 7.5 2.6 6.8 

19～20 1,500 89 1,589 6.1 2.3 5.6 

20～21 1,149 67 1,216 4.6 1.7 4.2 

21～22 848 50 898 3.4 1.3 3.1 

22～23 602 52 654 2.4 1.3 2.3 

23～24 459 67 526 1.9 1.7 1.8 

24～1 326 59 385 1.3 1.5 1.3 

1～2 320 56 376 1.3 1.4 1.3 

2～3 254 63 317 1.0 1.6 1.1 

3～4 185 67 252 0.7 1.7 0.9 

4～5 271 104 375 1.1 2.7 1.3 

5～6 704 163 867 2.8 4.2 3.0 

6～7 1,155 359 1,514 4.7 9.2 5.3 

24 時間計 24,712 3,906 28,618 100 100 100 

 

 イ) 平均走行速度 

平均走行速度は、設計速度に基づき、60km/h とした。 
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 (b) 排出係数 

自動車１台が１㎞走行する際に排出する大気汚染物質の量を表す排出係数は、「道路環境影響

評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠（平成 22年度版）」（平成 24 年２月、国土技術政策総

合研究所）に示されている。予測に用いた排出係数は、表 8.1.14に示すとおりである（資料編

「第３章 大気汚染、3.2 予測」参照）。 

予測にあたっては、表 8.1.15に示す補正式を用いて、計画道路の縦断勾配を考慮した排出係

数を大型車、小型車別に設定した。 

 

表 8.1.14 予測に用いた排出係数 

車種 窒素酸化物（NOx） 浮遊粒子状物質（SPM） 

小型 0.037 0.000370 

大型 0.274 0.004995 

資料：「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠（平成 22年度版）」 

（平成 24年２月、国土技術政策総合研究所） 

 

表 8.1.15 縦断勾配による排出係数の補正 

車種 車種 
縦断勾配 i 

（%） 

窒素酸化物 

補正係数 

浮遊粒子状物質 

補正係数 

小型車類 

60km/h 未満 
 0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.40i 

1+0.08i 

1+0.50i 

1+0.08i 

60km/h 以上 
 0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.31i 

1+0.16i 

1+0.76i 

1+0.13i 

大型車類 

60km/h 未満 
 0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.52i 

1+0.15i 

1+0.25i 

1+0.11i 

60km/h 以上 
 0＜i≦4 

-4≦i＜0 

1+0.49i 

1+0.20i 

1+0.39i 

1+0.12i 
資料：「国土技術政策総合研究所資料第 714号 土木研究所資料第 4254号 道路環境影響評価の技術手法 

（平成 24 年度版）」（平成 25 年３月、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所） 

 

 (c) 気象条件 

予測に用いた気象の測定局は表 8.1.6 に、時間帯別風向出現割合及び風向別平均風速は表 

8.1.16 に示すとおりである。 

予測に用いた気象条件（風向及び風速）は、計画道路に最も近い一般環境大気測定局であ

る八王子市片倉町測定局（八王子市片倉町）の観測結果と現地調査結果をベクトル相関

分析により比較した。その結果、一般環境大気質の現地調査地点と八王子市片倉町測定

局で高い相関があると判断されたことから、八王子市片倉町測定局を用いて気象データ

を設定した（資料編「第３章 大気汚染、3.2 予測」参照）。 

なお、予測に用いた気象データについては異常年検定を行い、異常年ではないことを

確認した（資料編「第３章 大気汚染、3.2 予測」参照）。 
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表 8.1.16 時間帯別風向出現割合及び風向別平均風速 

 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

出現頻度(%) 4.7 4.9 2.2 0.8 1.1 0.5 1.1 0.8 2.2 4.1 2.2 3.3 9.6 3.8 11.0 3.8

平均風速(m/s) 2.0 2.2 2.1 2.3 1.7 1.6 2.0 2.8 3.3 2.4 1.9 1.7 1.6 1.4 1.9 1.8

出現頻度(%) 5.5 4.9 2.5 1.6 0.8 0.3 0.5 0.3 3.0 1.9 1.1 4.9 8.8 5.5 9.9 3.6

平均風速(m/s) 2.0 2.5 1.8 2.0 1.6 2.1 3.0 1.7 4.0 2.9 1.7 1.9 1.4 1.4 1.7 2.0

出現頻度(%) 4.4 5.5 3.6 0.8 0.8 0.0 0.3 0.8 1.4 2.2 1.6 3.8 10.7 5.5 8.8 3.8

平均風速(m/s) 2.0 1.9 2.5 1.3 1.5 0.0 1.4 3.4 5.2 2.6 2.5 2.0 1.4 1.4 1.7 2.2

出現頻度(%) 4.7 4.4 2.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.8 2.2 2.7 0.5 4.7 11.8 4.4 7.1 3.8

平均風速(m/s) 1.9 2.1 2.3 2.3 1.5 0.0 0.0 2.2 3.5 2.7 1.9 1.6 1.5 1.4 2.0 1.7

出現頻度(%) 6.6 4.9 1.9 0.3 0.5 0.0 0.5 0.8 1.6 2.2 1.4 3.6 11.5 5.8 7.1 1.9

平均風速(m/s) 2.0 2.1 2.4 1.1 1.7 0.0 1.1 3.0 4.0 3.2 2.6 1.7 1.4 1.4 1.8 1.5

出現頻度(%) 5.5 5.5 2.7 0.8 0.0 0.3 0.5 1.1 1.9 1.9 1.1 5.5 11.8 2.7 7.7 3.6

平均風速(m/s) 1.8 2.3 1.7 1.7 0.0 1.1 1.8 5.5 3.9 3.4 3.2 1.5 1.5 1.3 1.9 1.8

出現頻度(%) 6.9 7.1 3.0 0.5 0.3 0.3 0.8 0.8 3.3 1.1 2.7 3.8 9.6 1.6 5.5 3.6

平均風速(m/s) 2.1 1.9 1.8 2.3 1.2 1.4 1.5 3.6 4.0 1.8 2.1 1.8 1.5 1.4 1.6 2.2

出現頻度(%) 7.1 11.8 4.9 2.2 0.5 0.3 1.6 2.2 3.8 3.8 2.2 3.3 0.5 1.6 5.5 4.1

平均風速(m/s) 1.9 2.3 2.0 1.8 1.7 1.5 1.6 3.4 3.5 2.0 2.0 2.5 1.3 1.4 2.1 2.0

出現頻度(%) 8.5 13.7 7.9 6.6 2.5 1.6 2.2 3.3 6.0 3.6 0.8 0.8 0.5 1.1 3.6 5.8

平均風速(m/s) 1.9 2.3 2.1 1.6 1.5 1.7 1.8 2.8 3.9 2.4 2.2 2.9 3.2 2.7 2.1 2.1

出現頻度(%) 10.4 15.9 10.4 6.3 4.1 2.7 5.2 5.8 5.5 4.4 2.2 2.2 0.8 0.3 3.8 4.4

平均風速(m/s) 2.2 2.4 2.1 1.8 1.5 1.7 2.1 2.9 3.5 3.6 2.1 4.0 1.8 5.5 2.2 2.4

出現頻度(%) 8.8 13.2 12.9 7.1 4.7 5.2 5.8 7.1 10.2 4.1 1.4 2.7 0.0 0.0 3.0 3.6

平均風速(m/s) 2.6 2.6 2.6 2.0 1.6 2.1 2.7 2.9 4.1 3.3 1.7 4.8 0.0 0.0 2.2 2.7

出現頻度(%) 6.0 12.9 12.6 7.1 4.7 5.8 9.0 12.9 8.8 3.8 1.4 1.4 1.1 0.3 2.5 3.3

平均風速(m/s) 2.5 2.9 2.9 2.0 1.8 2.2 2.5 3.8 4.2 3.9 3.8 5.5 2.6 1.1 2.1 2.7

出現頻度(%) 6.6 11.0 10.4 6.6 6.0 7.1 8.8 12.6 13.2 5.2 0.5 1.4 1.1 0.8 1.4 2.5

平均風速(m/s) 2.6 3.0 2.7 2.4 1.9 2.0 2.9 4.0 4.7 3.5 3.6 5.7 3.0 2.5 3.2 2.9

出現頻度(%) 4.9 10.1 10.1 4.9 6.8 7.4 8.5 15.1 15.1 4.7 1.4 0.5 1.1 1.1 2.2 3.3

平均風速(m/s) 2.6 3.5 2.7 2.2 1.9 2.1 2.9 4.0 5.0 4.5 4.4 7.5 3.6 3.0 2.7 2.3

出現頻度(%) 5.2 10.7 6.3 4.7 4.9 6.3 7.1 17.9 16.8 5.2 1.4 0.5 1.1 1.1 1.9 2.7

平均風速(m/s) 3.1 3.1 2.7 2.6 2.2 2.3 2.7 4.3 4.9 4.3 3.4 4.3 4.6 2.0 2.5 2.9

出現頻度(%) 5.2 8.5 8.2 3.6 2.7 6.8 5.8 13.7 18.4 8.8 1.6 0.8 1.9 0.8 3.0 1.4

平均風速(m/s) 2.7 3.2 2.7 2.7 2.2 2.4 2.8 4.3 4.9 4.1 2.8 3.3 3.1 3.7 2.4 3.0

出現頻度(%) 4.1 9.6 7.4 1.6 3.0 3.8 6.3 11.5 21.4 7.1 1.1 0.8 2.5 3.0 2.2 2.5

平均風速(m/s) 2.7 3.1 2.4 1.6 1.8 2.1 3.0 3.9 4.7 3.7 2.4 5.0 1.8 2.3 2.6 2.4

出現頻度(%) 4.7 9.9 4.9 1.4 1.1 3.8 4.4 8.8 17.3 8.5 3.6 0.8 4.7 4.1 4.9 2.7

平均風速(m/s) 2.6 2.9 2.5 2.4 1.6 2.2 2.8 3.4 4.1 3.6 3.1 3.0 1.9 1.7 2.0 2.5

出現頻度(%) 4.7 7.7 3.6 3.0 1.6 1.6 2.5 5.5 14.0 10.4 4.7 1.9 6.6 4.7 6.3 2.5

平均風速(m/s) 2.4 2.8 2.4 2.4 1.9 2.5 2.4 2.9 3.9 2.9 2.0 2.4 1.3 1.7 2.1 2.7

出現頻度(%) 3.3 7.1 3.3 1.1 1.1 3.0 1.6 4.1 9.0 12.1 3.0 3.0 8.8 5.8 6.8 2.5

平均風速(m/s) 2.6 2.8 2.5 2.3 3.0 2.2 2.9 2.9 3.8 2.5 2.1 1.9 1.6 1.5 2.0 2.8

出現頻度(%) 2.5 5.8 4.4 1.6 0.0 2.5 3.3 4.1 7.1 8.8 1.9 4.7 8.8 2.5 6.6 4.1

平均風速(m/s) 2.5 2.8 2.1 2.4 0.0 2.2 2.1 3.6 3.3 2.9 2.5 2.1 1.4 1.3 1.9 2.9

出現頻度(%) 4.1 4.7 3.3 1.4 1.4 1.6 1.9 2.5 4.9 7.4 3.3 3.6 7.9 4.4 8.8 2.2

平均風速(m/s) 2.1 2.8 2.4 2.1 1.6 2.0 2.0 2.2 3.6 2.5 2.2 2.1 1.4 1.3 2.2 2.5

出現頻度(%) 3.8 6.0 1.4 1.6 0.5 0.3 2.2 1.4 3.0 6.3 4.1 3.3 9.3 4.1 11.3 3.6

平均風速(m/s) 2.1 2.3 1.9 2.1 1.4 2.1 1.6 3.6 3.2 2.7 2.1 1.9 1.4 1.3 1.8 2.2

出現頻度(%) 6.3 4.4 2.2 1.1 0.5 1.6 1.1 0.5 4.4 5.2 2.2 3.8 8.2 5.2 8.8 4.1

平均風速(m/s) 2.1 2.6 2.0 1.9 1.4 1.6 2.1 3.2 3.5 2.5 2.0 1.6 1.4 1.4 1.8 2.1

出現頻度(%) 5.6 8.3 5.5 2.8 2.1 2.6 3.4 5.6 8.1 5.2 2.0 2.7 5.8 2.9 5.8 3.3

平均風速(m/s) 2.3 2.7 2.4 2.1 1.8 2.1 2.6 3.7 4.3 3.1 2.4 2.4 1.6 1.6 2.0 2.3

時刻  項 目 
有 風 時 の 出 現 状 況

弱風時
出現頻度

(%)

1 43.7

2 44.8

3 45.9

4 49.5

5 49.2

6 47.3

7 48.9

8 44.4

9 31.5

10 15.6

11 10.2

12 6.6

13 4.9

14 2.7

15 6.0

16 8.8

17 12.1

18 14.5

19 18.9

20 24.4

21 31.5

22 36.7

23 37.6

24 40.1

通年 28.2
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 (d) 排出源の配置 

排出源の配置図は、図 8.1.7及び図 8.1.8 に示すとおりである。 

排出源は「技術手法」に基づき連続した点煙源とし、車道部の中央に、予測断面を中心として、

前後合わせて 400m の区間に配置した。その際、点煙源の間隔は、予測断面の前後 20m の区間で

２m間隔、その両側それぞれ 180mの区間で 10m間隔とした。 

なお、八王子市北野町(2)、八王子市北野町(3)の連結道、側道については、上下車線が水平方

向に離れていることから、上下線ごとに点煙源を配置した。 

図 8.1.7 排出源の配置図
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図 8.1.8 排出源の高さ 

 

 (e) 窒素酸化物(NOx)から二酸化窒素(NO2)の変換 

自動車から排出された窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換式は、「技術手法」に基づ

き、次式を用いた。 

 

  

 

ここで、 

[NOx]R ：窒素酸化物の計画路線の寄与濃度(ppm) 

[NO2]R ：二酸化窒素の計画路線の寄与濃度(ppm) 

[NOx]BG ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度(ppm) 

[NOx]T ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と計画路線の寄与濃度の 

合計値(ppm) 

([NOx]T = [NOx]R +[NOx]BG) 
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 (f) バックグラウンド濃度 

 ア) 窒素酸化物(NOx)及び二酸化窒素(NO2) 

窒素酸化物及び二酸化窒素のバックグラウンド濃度は、現地調査結果を用いた。 

予測に用いた窒素酸化物及び二酸化窒素のバックグラウンド濃度は、表 8.1.17に示すとおり

である。 

 

表 8.1.17 窒素酸化物及び二酸化窒素のバックグラウンド濃度 

[単位：ppm]  

地点

番号 
予測地点 

バックグラウンド濃度 

（四季平均値） 調査地点 

窒素酸化物 二酸化窒素 

１ 日野市西平山３丁目 
0.014 0.011 

日野市西平山２丁目 

（日野市立滝合小学校） ２ 八王子市長沼町 

３ 八王子市北野町(1) 

0.017 0.013 
八王子市打越町 

（八王子市立打越中学校） 
４ 八王子市北野町(2) 

５ 八王子市北野町(3) 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

 

 イ) 浮遊粒子状物質(SPM) 

浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度は、現地調査結果を用いた。 

予測に用いた浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度は、表 8.1.18に示すとおりである。 

 

表 8.1.18 浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度 

[単位：mg/m3]  

地点

番号 
予測地点 

バックグラウンド濃度 

（四季平均値） 調査地点 

浮遊粒子状物質 

１ 日野市西平山３丁目 
0.016 

日野市西平山２丁目 

（日野市立滝合小学校） ２ 八王子市長沼町 

３ 八王子市北野町(1) 

0.017 
八王子市打越町 

（八王子市立打越中学校） 
４ 八王子市北野町(2) 

５ 八王子市北野町(3) 

注）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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 (6) 予測結果 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量 

建設機械の稼働に伴う一般粉じんの予測結果は、表 8.1.19に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う一般粉じんの最大値は、八王子市北野町(3)において、7.8t/km2/月と予測

される。なお、八王子市北野町(3)については、粉じん等が極力発生しないよう、工事施工

ヤードへの散水を行うことにより、影響を低減させた結果である。 

 

表 8.1.19 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの予測結果 

[単位：t/km2/月] 

地点

番号 
予測地点 

工事 

区分 
工種 

作業 

内容 
ユニット 

ユニッ

ト数 

予測 

位置 

予測結果 

春季 夏季 秋季 冬季 

1 日野市西平山３丁目 
土工 

(平面) 
土工 掘削 土砂掘削 １ 

北側 2.0 2.7 1.8 2.0 

南側 2.8 3.2 4.4 4.3 

２ 八王子市長沼町 
土工 

(平面) 
土工 掘削 土砂掘削 １ 

北側 2.3 2.7 2.1 2.5 

南側 1.7 2.1 3.0 2.7 

３ 八王子市北野町(1) 橋梁工 
下部工 

（土工） 
掘削 土砂掘削 １ 

北側 4.1 5.9 3.4 2.6 

南側 － － － － 

４ 八王子市北野町(2) 
土工 

（平面） 
土工 掘削 土砂掘削 １ 

北側 1.0 1.3 0.9 1.1 

南側 0.8 1.0 1.5 1.3 

５ 八王子市北野町(3) 
土工 

（掘割） 

掘割工 

（土工） 
掘削 土砂掘削 ３ 

北側 3.4 4.5 3.1 3.4 

南側 4.8 5.7 7.8 7.4 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

注４）八王子市北野町(3)については、粉じん等が極力発生しないよう、工事施工ヤードへの散水を行うことによ

り、影響を低減させた結果である。 
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② 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量 

工事用車両の走行に伴う一般粉じんの予測結果は、表 8.1.20に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う一般粉じんの最大値は、八王子市北野町(2)において、0.3t/km2/月と予

測される。なお、予測結果は、工事用車両の車体やタイヤに付着した泥土等は洗浄することにより、

影響を低減させた結果である。 

 

表 8.1.20 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの予測結果 

[単位：t/km2/月]   

地点

番号 
予測地点 対象道路 

予測 

位置 

予測結果 

春季 夏季 秋季 冬季 

Ａ 日野市東平山２丁目 一般都道町田平山八王子線 
西側 0.1 0.1 0.1 0.1 

東側 0.0 0.1 0.1 0.0 

Ｂ 八王子市北野町(1) 市道北野公園通り 
西側 0.1 0.1 0.1 0.1 

東側 0.1 0.1 0.1 0.1 

Ｃ 八王子市北野町(2) 一般国道 16 号（八王子バイパス） 
西側 0.2 0.3 0.3 0.3 

東側 0.1 0.1 0.1 0.1 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

注３）予測結果は、工事用車両の車体やタイヤに付着した泥土等を洗浄することにより、影響を低減させた結果で 

ある。 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度 

 (a) 二酸化窒素 

自動車の走行に伴う二酸化窒素の予測結果は、表 8.1.21に示すとおりである。 

寄与濃度とは、計画道路を走行する自動車から排出される大気汚染物質濃度を指し、予測値は

バックグラウンド濃度に自動車の走行に伴う寄与濃度を加えたものである。 

自動車の走行に伴う二酸化窒素の最大値は、八王子市北野町(2)及び八王子市北野町(3)におい

て、0.015ppmと予測される。 

 

表 8.1.21 自動車の走行に伴う二酸化窒素の予測結果 

［単位：ppm］ 

地点

番号 
予測地点 方向 

寄与濃度の 

年平均値 

バックグラウンド 

濃度の年平均値 

予測結果 

（年平均値） 

１ 日野市西平山３丁目 
下り側 0.001 0.011 0.012 

上り側 0.001 0.011 0.012 

２ 八王子市長沼町 
下り側 0.001 0.011 0.012 

上り側 0.001 0.011 0.012 

３ 八王子市北野町(1) 
下り側 － － － 

上り側 0.001 0.013 0.014 

４ 八王子市北野町(2) 
下り側 0.001 0.013 0.014 

上り側 0.002 0.013 0.015 

５ 八王子市北野町(3) 
下り側 0.002 0.013 0.015 

上り側 0.002 0.013 0.015 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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 (b) 浮遊粒子状物質 

自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果は、表 8.1.22に示すとおりである。 

寄与濃度とは、計画道路を走行する自動車から排出される大気汚染物質濃度を指し、予測値は

バックグラウンド濃度に自動車の走行に伴う寄与濃度を加えたものである。 

自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の最大値は、八王子市北野町(1)、八王子市北野町(2)、八

王子市北野町(3)において、0.017ppmと予測される。 

 

表 8.1.22 自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

［単位：mg/m3］ 

地点 

番号 
予測地点 方向 

寄与濃度の 

年平均値 

バックグラウンド 

濃度の年平均値 

予測結果 

（年平均値） 

１ 日野市西平山３丁目 
下り側 0.001 未満 0.016 0.016 

上り側 0.001 未満 0.016 0.016 

２ 八王子市長沼町 
下り側 0.001 未満 0.016 0.016 

上り側 0.001 未満 0.016 0.016 

３ 八王子市北野町(1) 
下り側 － － － 

上り側 0.001 未満 0.017 0.017 

４ 八王子市北野町(2) 
下り側 0.001 未満 0.017 0.017 

上り側 0.001 未満 0.017 0.017 

５ 八王子市北野町(3) 
下り側 0.001 未満 0.017 0.017 

上り側 0.001 未満 0.017 0.017 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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8.1-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における大気汚染の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保全措

置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

【建設機械の稼働】 

・粉じん等が極力発生しないよう、工事施工ヤードへの散水を行うこととし、事業実施段階で現地

条件等を勘案し必要に応じて実施する。 

【工事用車両の走行】 

・工事用車両の車体やタイヤに付着した泥土等は洗浄する。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

【建設機械の稼働】 

・建設機械については、最新の排出ガス対策型建設機械の使用に努める。 

・近接する工事工区のユニットについては、同時稼働をできる限り回避し、大気汚染の影響の低減

に努める。 

・粉じん等が極力発生しないよう、土工部の速やかな転圧及び法面整形、法面等のシートによる被

覆等の実施による速やかな裸地の解消に努める。 

・建設機械については、性能維持のため、日常点検及び定期点検を実施する。 

・工程・作業内容を確認し、必要に応じて仮囲い等を設置する。 

【工事用車両の走行】 

・工事の平準化を図ることにより、工事用車両の極端な集中を回避し、大気汚染の影響の低減に努

める。 

・現地条件等を勘案し、必要に応じて既存道路の交通量等を考慮した運行ルートの選定、工事用車

両の出入り口の分散等を行う。 

・工事用車両については、最新の排出ガス規制適合車を使用する。 

・工事用車両の駐車及び長時間の停車においては、アイドリングストップを厳守する。 

・工事関係者の通勤車両は、極力乗り合いとし工事用車両台数の低減に努める。 

・工事用車両運転者に対し、過積載の防止や走行速度の遵守を指導し、影響の低減を図る。 

【工事の施行中 共通】 

・夜間工事を実施する際には、事前に工事実施日や実施時間をお知らせする等の措置を講じる。 

 

 (2) 工事の完了後 

予測結果より、自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は環境基準を下回り、影響は極

めて小さいと考えられる。 

 



69 

8.1-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの降下する量 

建設機械の稼働に伴う一般粉じんにおける評価の指標は、「技術手法」に記載される参考値とし、

環境保全のための措置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評

価の指標は、表 8.1.23に示すとおりである。 

八王子市北野町(3)については、工事施工ヤードへの散水を行う。その結果、建設機械の稼

働に伴う一般粉じんの最大値は、八王子市北野町(3)において 7.8t/km2/月と予測され、全ての予測

地点で、評価の指標とした「技術手法」に記載される参考値を満足すると考えられる。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の稼働に伴う一般粉じんの影響を低減するため、

事前に作業手順・工程を十分に検討し、建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、排

出ガス対策型建設機械の使用等により、影響低減に努める。 

 

表 8.1.23 建設機械の稼働に伴う一般粉じんの予測結果と評価の指標 

[単位：t/km2/月] 

地点

番号 
予測地点 

工事 

区分 
工種 ユニット 

予測

位置 

予測結果 評価の指標 

（参考値） 春季 夏季 秋季 冬季 

１ 日野市西平山３丁目 土工(平面) 土工 土砂掘削 
北側 2.0 2.7 1.8 2.0 

10 

南側 2.8 3.2 4.4 4.3 

２ 八王子市長沼町 土工(平面) 土工 土砂掘削 
北側 2.3 2.7 2.1 2.5 

南側 1.7 2.1 3.0 2.7 

３ 八王子市北野町(1) 橋梁工 
下 部 工

（土工） 
土砂掘削 

北側 4.1 5.9 3.4 2.6 

南側 － － － － 

４ 八王子市北野町(2) 土工(平面) 土工 土砂掘削 
北側 1.0 1.3 0.9 1.1 

南側 0.8 1.0 1.5 1.3 

５ 八王子市北野町(3) 土工(掘割) 
掘 割 工

（土工） 
土砂掘削 

北側 3.4 4.5 3.1 3.4 

南側 4.8 5.7 7.8 7.4 

注１）評価の指標（参考値）は、「技術手法」に示されている降下ばいじんの参考となる値である。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
注４）八王子市北野町(3)については、粉じん等が極力発生しないよう、工事施工ヤードへの散水を行うことにより、 

影響を低減させた結果である。 
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2) 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの降下する量 

工事用車両の走行に伴う一般粉じんにおける評価の指標は、「技術手法」に記載される参考値と

し、環境保全のための措置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及

び評価の指標は、表 8.1.24に示すとおりである。 

工事の施行にあたっては、工事用車両の車体やタイヤに付着した泥土等の洗浄を行う。その結果、

工事用車両の走行に伴う一般粉じんの最大値は、八王子市北野町(2)において 0.3t/km2/月と予測さ

れ、全ての予測地点で、評価の指標とした「技術手法」に記載される参考値を満足すると考えられ

る。 

 

表 8.1.24 工事用車両の走行に伴う一般粉じんの予測結果と評価の指標 

[単位：t/km2/月] 

地点

番号 
予測地点 車両の通行ルート 

予測 

位置 

予測結果 評価の指標 

（参考値） 春季 夏季 秋季 冬季 

Ａ 日野市東平山２丁目 
一般都道 

町田平山八王子線 

西側 0.1 0.1 0.1 0.1 

10 

東側 0.0 0.1 0.1 0.0 

Ｂ 八王子市北野町(1) 市道北野公園通り 
西側 0.1 0.1 0.1 0.1 

東側 0.1 0.1 0.1 0.1 

Ｃ 八王子市北野町(2) 
一般国道 16 号 

（八王子バイパス） 

西側 0.2 0.3 0.3 0.3 

東側 0.1 0.1 0.1 0.1 

注１）評価の指標（参考値）は、「技術手法」に示されている降下ばいじんの参考となる値である。 

注２）予測地点位置は図 8.1.1参照。 

注３）予測結果は、工事用車両の車体やタイヤに付着した泥土等を洗浄することにより、影響を低減させた結果であ

る。 
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 (2) 工事の完了後 

1) 自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（一次生成物質）の大気中における濃度 

自動車の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質における評価の指標は、環境基本法（平成５

年 11 月 19 日法律第 91 号、最終改正：令和３年５月 19 日法律第 36 号）に基づく「二酸化窒素に

係る環境基準」（昭和 53年７月 11日環境庁告示第 38号、最終改正：平成８年 10月 25日環境庁告

示第 74号）及び「大気の汚染に係る環境基準」（昭和 48年５月８日環境庁告示第 25号、最終改正：

平成８年 10月 25日環境庁告示第 73号）とし、予測結果と比較検討することにより評価した。 

環境基準による評価は日平均値（年間 98%値又は２%除外値）で行うこととされているが、予測結

果で示した将来濃度は年平均値であるため、「技術手法」に記載される換算式を用いて、年平均値か

ら日平均値へ換算を行った。換算式は、表 8.1.25に示すとおりである。 

 

表 8.1.25 年平均値から日平均値の年間 98%値及び年間２%除外値への換算式 

項目 換算式 

二酸化窒素 [年間 98%値]=a([NO2]BG+[NO2]R)+b 

 a=1.34+0.11・exp(-[NO2]R/[NO2]BG) 

 b=0.0070+0.0012・exp(-[NO2]R/[NO2]BG) 

浮遊粒子状物質 [年間２%除外値]=a([SPM]BG+[SPM]R)+b 

 a=1.71+0.37・exp(-[SPM]R+[SPM]BG) 

 b=0.0063+0.0014・exp(-[SPM]R+[SPM]BG) 

注）[NO2]R ：二酸化窒素の道路寄与濃度の年平均値（ppm） 

[NO2]BG ：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm） 

[SPM]R ：浮遊粒子状物質の道路寄与濃度の年平均値（mg/m3） 

[SPM]BG ：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 

資料：「国土技術政策総合研究所資料第 714号 土木研究所資料第 4254号 道路環境影響評価の技術手法 

（平成 24年度版）」（平成 25年３月、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所） 
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① 二酸化窒素 

自動車の走行に伴う二酸化窒素の予測結果及び評価の指標は、表 8.1.26に示すとおりである。 

自動車の走行に伴う二酸化窒素の最大値は、八王子市北野町(2)及び八王子市北野町(3)において

0.029ppmと予測され、全ての予測地点で、評価の指標とした環境基準を満足すると考えられる。 

 

表 8.1.26 自動車の走行に伴う二酸化窒素の日平均値の年間 98%値と評価の指標 

［単位：ppm］ 

地点

番号 
予測地点 方向 

寄与濃度の 

年平均値 

バックグラウンド 

濃度の年平均値 

予測結果 
評価の指標 

年平均値 年間 98%値 

１ 
日野市西平

山３丁目 

下り側 0.001 0.011 0.012 0.026 

１時間値の 

１日平均値が 

0.04ppm から 

0.06ppm までの 

ゾーン内又は 

それ以下 

上り側 0.001 0.011 0.012 0.026 

２ 
八王子市 

長沼町 

下り側 0.001 0.011 0.012 0.026 

上り側 0.001 0.011 0.012 0.026 

３ 
八王子市 

北野町(1) 

下り側 － － － － 

上り側 0.001 0.013 0.014 0.028 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

下り側 0.001 0.013 0.014 0.029 

上り側 0.002 0.013 0.015 0.029 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

下り側 0.002 0.013 0.015 0.029 

上り側 0.002 0.013 0.015 0.029 

注１）評価の指標（環境基準）は、「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53年７月 11日、環境庁告示第 38号）に

基づく基準である。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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② 浮遊粒子状物質 

自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果及び評価の指標は、表 8.1.27に示すとおりであ

る。 

自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の最大値は、八王子市北野町(1)、八王子市北野町(2)、八王

子市北野町(3)において、0.043mg/m3と予測され、全ての予測地点で、評価の指標とした環境基準を

満足すると考えられる。 

 

表 8.1.27 自動車の走行に伴う浮遊粒子状物質の日平均値の２%除外値と評価の指標 

［単位：mg/m3］  

地点

番号 
予測地点 方向 

寄与濃度の 

年平均値 

バックグラウンド 

濃度の年平均値 

予測結果 
評価の 

指標 年平均値 
年間 

２%除外値 

1 
日野市西平

山３丁目 

下り側 0.001 未満 0.016 0.016 0.041 

１時間値の１日

平均値： 

0.10mg/m3以下 

（長期的評価） 

上り側 0.001 未満 0.016 0.016 0.041 

２ 
八王子市長

沼町 

下り側 0.001 未満 0.016 0.016 0.041 

上り側 0.001 未満 0.016 0.016 0.041 

３ 
八王子市北

野町(1) 

下り側 － － － － 

上り側 0.001 未満 0.017 0.017 0.043 

４ 
八王子市北

野町(2) 

下り側 0.001 未満 0.017 0.017 0.043 

上り側 0.001 未満 0.017 0.017 0.043 

５ 
八王子市北

野町(3) 

下り側 0.001 未満 0.017 0.017 0.043 

上り側 0.001 未満 0.017 0.017 0.043 

注１）評価の指標（環境基準）は、「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48年５月８日、環境庁告示第 25号）に基

づく基準である。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.1.1参照。 
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8.2 騒音・振動 

8.2-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

工事の施行中における建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴う騒音・振動、工事の完了後にお

ける自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動、橋梁構造物からの低周波音により影響を及ぼすおそ

れがあることから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選定した。 

１.騒音・振動の状況 

２.土地利用の状況 

３.発生源の状況 

４.自動車交通量等の状況 

５.地盤及び地形の状況 

６.法令による基準等 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施に伴う騒音・

振動が日常生活に影響を及ぼすと予想される地域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査結果 

1) 騒音・振動の状況 

① 既存資料調査 

 (a) 騒音の状況 

平成 27 年度～令和元年度の過去５年間における道路交通騒音の状況は、昼間は 68dB～74dB、

夜間は 63dB～74dBとなっており、一般国道 16号（八王子バイパス）の３地点で昼間及び夜間の

環境基準を超過している。また、一般都道長沼北野線の１地点では、昼間及び夜間の環境基準を

満足している。 

 

 (b) 振動の状況 

振動について、計画道路周辺における平成 27年度以降の調査に係る公表資料はない。 

 

 (c) 低周波音の状況 

低周波音についても、計画道路周辺における平成 27年度以降の調査に係る公表資料はない。 

 

② 現地調査 

 (a) 騒音の状況 

等価騒音レベル（LAeq）は、昼間は 42dB～73dB、夜間は 40dB～73dB となっており、道路交通の

地点２及び地点３の２地点で昼間及び夜間で環境基準を超過している。その他の地点は昼間及び

夜間の環境基準を満足している。 
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 (b) 振動の状況 

振動レベル（L10）は、昼間は 25dB未満～50dB、夜間は 25dB未満～44dB となっており、全ての

地点で評価の指標である規制基準又は要請限度を満足している。 

 

 (c) 低周波音の状況 

50％時間率音圧レベル（L50）は 76dB、Ｇ特性５％時間率音圧レベル（LG5）は 72dBとなってお

り、どちらも評価の指標である参考値を満足している。 

 

2) 土地利用の状況 

① 土地利用の状況 

通過地域における地目別の土地利用面積の割合は、日野市、八王子市ともに宅地が最も高い状況

である。 

また、計画道路及びその周辺では、主に八王子市では住宅系のほか、工業系の土地利用が見られ、

日野市では畑や独立住宅として利用されている。計画道路は、主に住宅系、農業系（畑）、工業系の

土地を通過する。 

 

② 土地区画整理事業の状況 

計画道路及びその周辺では、土地区画整理事業が１ヵ所で実施されている。 

また、土地区画整理事業の進捗状況について、計画道路及びその周辺における土地区画整理事業

は平成４年度に施行開始され、既に道路用地の確保や周辺の改変が進んでおり、施行完了年度は令

和 10年度とされている。 

 

③ 用途地域等 

計画道路及びその周辺には、第１種低層住居専用地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域等

が分布する。計画道路は、第１種低層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、準住居地域、準

工業地域及び工業地域を通過する。 

 

④ 公共施設等の状況 

計画道路周辺には、学校教育施設や保育所等の社会福祉施設等が多く分布する。 

 

⑤ 住居等の保全対象の状況 

計画道路沿道における住居等の保全対象については、３階以下の低層建物が多数を占め、一部、

４階以上の高層建物も立地している。 

 

3) 発生源の状況 

計画道路及びその周辺には、主な道路として、一般国道 16号（八王子バイパス）、一般都道下柚

木八王子線、一般都道上館日野線、一般都道長沼北野線がある。 

なお、計画道路及びその周辺には、騒音・振動の発生源となるような工場又は事業所等は見られ

ない。 
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4) 自動車交通量等の状況 

① 既存資料調査 

平成 27年度の平日 12時間交通量は、計画道路と交差する一般国道 16 号（八王子バイパス）（区

間番号：15090）で 17,217 台/12h、一般都道長沼北野線（区間番号：61450）で 13,164台/12h（推

定値）となっている。 

 

② 現地調査 

 (a) 自動車交通量 

平日 12時間交通量は、東平山２丁目交差点で 2,525～12,474台/12h、西平山３丁目付近で 1,804

～3,274 台/12h、北野公園前交差点で 3,636～8,752 台/12h、北野町交差点で 3,876～32,139 台

/12hとなっている。 

 

 (b) 平均走行速度 

平均走行速度は、昼間（７時～19 時）で 27.4～51.4km/h、夜間（19時～７時）で 27.8～51.8km/h

となっている。 

 

5) 地盤及び地形の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における地盤種別は、砂地盤である。 

計画道路及びその周辺における地形は、主に八王子市には浅川低地が、日野市には日野台地、立

川段丘の２面の段丘面が広がっている。計画道路は、主に浅川低地を通過する。 

 

② 現地調査 

地盤卓越振動数は、16.1～24.5Hzとなっている。 

 

6) 法令による基準等 

① 騒音 

「環境基本法」に基づく騒音に係る環境基準、「騒音規制法」に基づく道路交通騒音の要請限度が

定められている。 

また、「騒音規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準、「都民の

健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12年 12月 22日東京都条例第 215号、最終改正：

令和２年６月 17日条例第 77号）（以下、「環境確保条例」という。）に基づく指定建設作業の騒音の

勧告基準、「環境確保条例」に基づく日常生活等に適用する騒音の規制基準が定められている。 

 

② 振動 

「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度が定められている。 

また、「振動規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準、「環境確

保条例」に基づく指定建設作業に適用する振動の勧告基準、「環境確保条例」に基づく日常生活等に

適用する振動の規制基準が定められている。 
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③ 低周波音 

低周波音については、国等による環境保全に関する基準又は目標は示されていないが、低周波音

圧レベルの参考指標としては、「技術手法」において「一般環境中に存在する低周波音圧レベル（１

～80Hzの平坦特性 50％時間率音圧レベル：L50＝90dB）」及び「ISO 7196に規定されたＧ特性低周波

音圧レベル（１～20HzのＧ特性５%時間率音圧レベル：LG5=100dB）」が示されている。 
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8.2-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル及び工事用車両の走行に伴う道路交通の騒

音・振動レベルを予測した。 

 

2) 工事の完了後 

自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル及び自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周

波音圧レベルを予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル 

予測の対象時点は、主要な建設機械に伴う建設作業の騒音・振動に係る環境影響が最大となる時

点とし、影響が最も大きいと考えられる建設機械の組み合わせ（ユニット）による工事の実施時期

とした。 

 

② 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

予測の対象時点は、工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動に係る環境影響が最大となる

時点とし、工事用車両台数が最大となる時期とした（資料編「第１章 施工計画、1.2 工事用車両計

画」参照）。 

 

2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

予測の対象時点は、計画道路の供用後、周辺の道路網が概ね整備されると想定される時点とした。 

 

② 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル 

予測の対象時点は、計画道路の供用後、周辺の道路網が概ね整備されると想定される時点とした。 
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 (3) 予測地域及び予測地点 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル 

予測地域は、建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動が日常生活に影響を及ぼすおそれのあ

る地域とした。 

予測地点は、表 8.2.1及び図 8.2.1に示すとおりである。予測地点は、建設機械が稼働する区

域の予測断面における工事施工ヤードの敷地境界とし、騒音は地上 1.2m、振動は地盤面とした。 

 

表 8.2.1 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動の予測地点 

地点番号 予測地点 工事の区分 

１ 日野市西平山３丁目 土工（平面） 

２ 八王子市長沼町 土工（平面） 

３ 八王子市北野町（1） 橋梁工 

４ 八王子市北野町（2） 土工（平面） 

５ 八王子市北野町（3） 土工（掘割） 
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② 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

予測地域は、工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動が日常生活に影響を及ぼすおそれの

ある地域とした。 

予測地点は表 8.2.2及び図 8.2.1に、各予測地点における予測断面図は図 8.2.2に示すとおり

である。予測地点は、工事用道路の接続が予想される既存道路等、工事用車両が既存交通に合流す

る地点の近傍で、当該既存道路の沿道の状況を勘案し、既存道路の代表的な断面における敷地境界

とし、騒音は地上 1.2m、振動は地盤面とした。 

 

表 8.2.2 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動の予測地点 

地点番号 予測地点 対象道路 

Ａ 日野市東平山２丁目 一般都道町田平山八王子線 

Ｂ 八王子市北野町（1） 市道北野公園通り 

Ｃ 八王子市北野町（2） 一般国道 16 号（八王子バイパス） 
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地点Ａ：日野市東平山２丁目（一般都道町田平山八王子線） 

 

 

地点Ｂ：八王子市北野町(1)（市道北野公園通り） 

 

 

地点Ｃ：八王子市北野町(2)（一般国道 16号（八王子バイパス） 

 

 

 

図 8.2.2 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動の予測地点の断面図 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

予測地域は、事業に伴い発生する騒音・振動が日常生活に影響を及ぼすおそれのある地域とした。 

予測地点は、表 8.2.3及び図 8.2.1に、各予測地点における予測断面図は図 8.2.3(1)～(2)に

示すとおりである。予測地点は、予測地域の中から、道路構造、自動車交通量、沿道の建物の状況

等を考慮して設定した。予測高さは、周辺の地形の状況及び建物状況を考慮して設定した。 

 

表 8.2.3 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動の予測地点 

地点番号 予測地点 構造区分 

騒音の道路に

面する地域の

環境基準の地

域区分 

道路交通振動

の要請限度の

区域区分 

１ 日野市西平山３丁目 平面構造 Ａ類型 第１種 

２ 八王子市長沼町 平面構造 Ａ類型 第１種 

３ 八王子市北野町（1） 橋梁構造 Ｃ類型 第２種 

４ 八王子市北野町（2） 平面構造 Ｃ類型 第２種 

５ 八王子市北野町（3） 地下構造 Ｃ類型 第２種 
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地点１：日野市西平山３丁目 

 

 
地点２：八王子市長沼町 

 

 
地点３：八王子市北野町(1) 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.3(1) 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動の予測地点の断面図 
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地点４：八王子市北野町(2) 

 

 
地点５：八王子市北野町(3) 

 

 

 

 

 

図 8.2.3(2) 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動の予測地点の断面図 
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② 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル 

予測地域は、低周波音の伝搬の特性を踏まえて事業に伴い発生する低周波音が日常生活に影響を

及ぼすおそれのある地域とした。 

予測地点は、表 8.2.4及び図 8.2.1に、各予測地点における予測断面図は図 8.2.4に示すとお

りである。予測地点は、予測地域の中から、橋梁構造部の上部工形式、自動車交通量、沿道の建物

の状況等を考慮して設定することとし、地上 1.2mとした。 

 

表 8.2.4 自動車の走行に伴う低周波音の予測地点 

地点番号 予測地点 構造区分 

３ 八王子市北野町(1) 橋梁構造 

 

 

地点３：八王子市北野町（1） 

 

 

 

 

図 8.2.4 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音の予測地点の断面図 
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 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル 

 (a) 予測手順 

  a) 騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音については、「技術指針」に基づき、音の伝搬理論に基づ

く予測式として、「技術手法」に記載の一般社団法人日本音響学会の「ASJ CN-Model 2007」の工

種別予測法を用いて、騒音レベルの 90％レンジの上端値（LA5）又は騒音レベルの最大値の 90％

レンジの上端値（LA,Fmax、LA,Fmax,5）を予測した。 

また、建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測手順は、図 8.2.5に示すとおりである。施

工計画に基づき、主要な建設機械について、各工種の作業内容ごとに予測した。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ユニットとは、目的の建設作業を行うために必要な建設機械の組み合わせのことである。 

図 8.2.5 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測手順 

  

年間工事日数の設定 

工事計画の概要 

・工事区分、位置、延長 

・工事施工ヤード、工事用道路の位置 

 

建設機械の組み合わせ（ユニット）及び 

その数の設定 

施工範囲とユニットの配置 

等価騒音レベル（LAeq）の予測 

評価指標（LA,Fmax、LA,Fmax,5、LA5）の算出 
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  b) 振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動については、「技術指針」に基づき、「技術手法」に記載

の事例の引用又は解析により得られた式を用いて、振動レベルの 80％レンジの上端値（L10）を予

測した。 

また、建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測手順は、図 8.2.6に示すとおりである。施

工計画に基づき、主要な建設機械について、各工種の作業内容ごとに予測した。 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ユニットとは、目的の建設作業を行うために必要な建設機械の組み合わせのことである。 

図 8.2.6 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測手順 

 

 (b) 予測式 

  a) 騒音 

予測式は､一般社団法人日本音響学会提案の音の伝搬理論に基づく予測式「ASJ CN-Model 2007」

を用いた。 

 

  b) 振動 

予測式は、「技術手法」に示されている解析による予測計算の式を用いた。 

工事計画の概要 

・工事区分、位置、延長 

・工事施工ヤード、工事用道路の位置 

・想定される工程 

建設機械の組み合わせ（ユニット） 

及びその数の選定 

施工範囲とユニットの配置 

年間工事日数の設定 

振動レベルの予測 
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② 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

 (a) 予測手順 

  a) 騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音については、「技術指針」に基づき、音の伝搬理論に基

づく予測式として、「技術手法」に記載の既存道路の現況の等価騒音レベルに工事用車両の影響

を加味した式を用いて、等価騒音レベル（LAeq）を予測した。工事用車両の走行に伴う道路交通の

騒音の予測手順は、図 8.2.7に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Δ𝐿 = 10 log10{(10𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑅/10 + 10𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐻𝐶/10)/10𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑅/10} 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.7 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測手順 

  

現況の交通による等価騒音 

レベル𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑅の計算 

現況等価騒音レベル𝐿𝐴𝑒𝑞∗ 現況の交通条件 

工事用車両の走行による 

等価騒音レベル𝐿𝐴𝑒𝑞,HCの計算

ベル𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑅の計算 

工事用車両の上乗せによる騒音レベルの増加 

工事用車両の上乗せによる騒音レベルの増加 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 𝐿𝐴𝑒𝑞∗ + Δ𝐿 

注）10𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑅
, 10𝐿_(𝐴𝑒𝑞,𝐻𝐶)は、日本音響学会の ASJ RTN-Modelを用いて計算 

工事用車両の交通条件 
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  b) 振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動については、「技術指針」に基づき、「技術手法」に記

載の振動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式（旧建設省土木研究所の提案式）を用

いて、既存道路の現況の振動レベルに工事用車両の影響を加味して、振動レベルの 80％レンジの

上端値（L10）を予測した。工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測手順は、図 8.2.8に示

すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.8 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測手順  

 

 (b) 予測式 

  a) 騒音 

予測式は、一般社団法人日本音響学会の道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model 2018」を

用いた。 

 

  b) 振動 

予測式は、「技術手法」に示されている事例の引用又は解析により得られた式を用いた。 

  

工事用車両の上乗せによる 

振動レベルの増加 

工事用車両走行時の振動レベル 

𝐿10＝𝐿10
∗ + Δ𝐿 

𝒬：現況の等価交通量 𝒬′：工事用車両の上乗せ

時の等価交通量 

𝛥𝐿 = 𝑎 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10(𝑙𝑜𝑔10 𝒬′)  −   𝑎 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10(𝑙𝑜𝑔10 𝒬)  

現況の交通条件 工事用車両の交通条件 現況振動レベル 𝐿10
∗ 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

 (a) 予測手順 

  a) 騒音 

自動車の走行に伴う道路交通の騒音については、「技術指針」に基づき、音の伝搬理論に基づく

予測式として、「国土技術政策総合研究所資料第 1124号 道路環境影響評価の技術手法 4.騒音 

4.1 自動車の走行に係る騒音 (令和２年度版)」（令和２年９月、国土技術政策総合研究所）（以

下、「技術手法」という。）に記載の一般社団法人日本音響学会の「ASJ RTN-Model 2018」を用い

て、等価騒音レベル（LAeq）を予測した。自動車の走行に伴う道路交通の騒音の予測手順は、図 

8.2.9に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.9 自動車の走行に伴う道路交通の騒音の予測手順 

  

予測地点の設定 

音源のパワーレベルの設定 

・自動車の走行状態（定常、非定常、加速、減速、停止） 

・車種別走行速度 

・補正条件（舗装路面の種類、縦断勾配、指向性等） 

・予測計画路線の種類 

・沿道の地形、地物等の幾何配置 

道路構造・沿道条件の設定 

計算車線位置及び離散点音源の設定 

ユニットパターンの計算（伝搬計算） 

[車線別、車種別] 

ユニットパターンの時間積分値の計算 

[車線別、車種別] 

𝐿𝐴𝑒𝑞の計算[車線別、車種別] 

 

・回析補正量←音響障害物（位置、高さ、幅、設置延長、 

先端改良型遮音壁の種類等） 

・地表面効果←地表面の種類 

・反射音←反射面（性状、位置、表面の吸音特性） 

・空気の音響吸収（気温、相対湿度） 

・建物・建物群による減衰（建物の高さ・見通し角等） 

 
・車線別、車種別交通量 

 

高架構造物の𝐿𝐴𝑒𝑞の計算 高架の種類、大型車類交通量 

建物群による減衰に関する補正量の計算 

風の影響による変化量の推定 

道路全体からの𝐿𝐴𝑒𝑞の計算 

レ

ベ

ル

合

成 

建物パラメータ（建物密度等） 

平均風速 

計算手順 計算条件 

必
要
に
応
じ
て 
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  b) 振動 

自動車の走行に伴う道路交通の振動については、「技術指針」に基づき、「技術手法」に記載の

振動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式（旧建設省土木研究所の提案式）を用いて、

振動レベルの 80％レンジの上端値（L10）を予測した。自動車の走行に伴う道路交通の振動の予測

手順は、図 8.2.10に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.10 自動車の走行に伴う道路交通の振動の予測手順 

 

 (b) 予測式 

  a) 騒音 

予測式は、一般社団法人日本音響学会の道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model 2018」を

用いた。 

 

  b) 振動 

予測式は、「技術手法」に示されている振動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式

を用いた。 

  

平面道路 高架道路 

平面併設 単独 

盛土道路 

切土道路 

掘割道路 

予測条件の設定 

高架道路予測基準点での振動レベル 

併設平面道路の基準点の振
動レベル 

高架道路と平面道路とのエ
ネルギー合成 

 

距離減衰の補正 距離減衰の補正 距離減衰の補正 距離減衰の補正 

道路構造 

平面道路予測基準点での振動レベル 

道路構造による
補正 

設定 



93 

② 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル 

 (a) 予測手順 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音については、「技術指針」に基づき、「技術手法」

に記載の既存調査結果により導かれた予測式を用い、低周波音圧レベル（L50、LG5）を予測した。

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音の予測手順は、図 8.2.11に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.11 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音の予測手順 

 

 (b) 予測式 

予測式は、「技術手法」に示されている既存調査結果より導かれた予測式を用いた。 

 

 

道路条件の設定 

・高架の上部工形式 

・車道部幅員 

・路面位置 

基準点における低周波音圧レベル 

予測位置における低周波音圧レベル 

予測位置の設定 

・道路中心から予測位置までの斜距離 

交通条件の設定 

・大型車類時間別交通量 
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 (5) 予測条件 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル 

 (a) 騒音 

  a) ユニットの種類及び位置 

予測対象のユニットは、工事計画により想定した工種及び予測される工事内容を基に選定した

種別の中から、工事の区分ごとに、最も騒音の影響が大きくなるものを選定した。 

選定した予測対象のユニット、ユニットのパワーレベル、補正値ΔLは、表 8.2.5に示すとお

りである（資料編「第４章 騒音・振動、4.2 予測」参照）。 

また、ユニットの配置は、施工範囲を面音源となるように配置した。 

 

表 8.2.5 予測対象とした工事区分、種別及びユニットのパワーレベルと補正値 

地点

番号 
予測地点 

工事 

区分 
工種 作業内容 ユニット 

ユニッ

ト数 

ユニットの 

パワーレベル 

補正値 

ΔL 

１ 
日野市 

西平山３丁目 

土工 

（平面） 
舗装工 

基層・表層 

（敷均し・転圧） 

舗装工 

（表層・基層） 
１ 106dB ５dB 

２ 
八王子市 

長沼町 

土工 

（平面） 

擁壁工（コンクリ

ート擁壁工） 

コンクリート 

打設 

コンクリートポンプ

車を使用したコンク

リート工 

１ 105dB ５dB 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
橋梁工 

上部工 

（桁架設工） 
主桁架設 鋼橋架設 １ 118dB ８dB 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

土工 

（平面） 
舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

舗装工 

（表層・基層） 
１ 106dB ５dB 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

土工 

（掘割） 
掘割工（仮設工） 鋼矢板打設 

鋼矢板 

（油圧圧入引抜工） 
２ 102dB ５dB 

注）予測地点位置は図 8.2.1参照。 

資料：「建設工事騒音の予測モデル"ASJ CN-Model 2007"」（平成 20年、日本音響学会誌 64巻４号） 
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 (b) 振動 

  a) ユニットの種類及び位置 

予測対象のユニットは、工事計画により想定した工種及び予測される工事内容を基に選定した

種別の中から、工事の区分ごとに、最も振動の影響が大きくなるものを選定した。 

選定した予測対象のユニット及び基準点振動レベルは、表 8.2.6に示すとおりである（資料編

「第４章 騒音・振動、4.2 予測」参照）。 

また、ユニットの配置は、工事の内容を考慮して設定した。なお、ユニットが移動型であり施

工範囲の特定が困難な場合は、建設機械の作業半径や必要最小限の移動スペースを考慮して予測

地点から 5m離れた位置に設定した。 

 

表 8.2.6 予測対象とした工事区分、種別及びユニットの振動レベル 

地点

番号 
予測地点 

工事 

区分 
工種 作業内容 ユニット 

ユニッ

ト数 

基準点振動 

レベル 

１ 
日野市西平山

３丁目 

土工 

（平面） 
舗装工 

路床・路盤 

(敷均し・転圧) 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
１ 59dB 

２ 
八王子市 

長沼町 

土工 

（平面） 

擁壁工 

（補強土壁工） 

組立・設置 

（敷均し・締固め） 
盛土（路体・路床） １ 63dB 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
橋梁工 下部工（仮設工） 鋼矢板打設 

鋼矢板（アースオー

ガ併用圧入工） 
１ 59dB 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

土工 

（平面） 
舗装工 

路床・路盤 

(敷均し・転圧) 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
１ 59dB 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

土工 

（掘割） 
掘割工（仮設工） 鋼矢板打設 

鋼矢板 

（油圧圧入引抜工） 
２ 62dB 

注）予測地点位置は図 8.2.1参照。 

資料：「国土技術政策総合研究所資料第 714号 土木研究所資料第 4254号 道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度 

版）」（平成 25年３月、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所） 

 

  b) 地盤条件 

予測に用いる各地点の地盤条件は、現地調査結果から未固結地盤とした。 
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② 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

 (a) 工事用車両交通量及び一般車両交通量 

  a) 工事用車両の最大日交通量 

工事用車両の最大日交通量は、大気汚染に示すとおりである（資料編「第３章 大気汚染、3.2 

予測」参照）。 

 

  b) 現況の時間別車種別交通量と工事用車両台数の配分 

予測に用いた現況の時間別車種別交通量は、現地調査結果（大気汚染参照）を用いた。工事用

車両台数は、作業時間内（昼間の 8:00～12:00、13:00～17：00の８時間）において、各時間に均

等に分配した。 

 

  c) 平均速度 

平均走行速度は、周辺道路の規制速度の状況を勘案して設定した（大気汚染参照）。 

 

 (b) 地盤条件 

各地点の地盤種別及び地盤卓越振動数は、現地調査結果に基づき設定した。予測に用いた地盤

種別及び地盤卓越振動数は、表 8.2.7に示すとおりである。 

 

表 8.2.7 地盤種別及び地盤卓越振動数 

［単位：Hz］ 

地点番号 予測地点 地盤種別 地盤卓越振動数 

Ａ 日野市東平山２丁目 砂地盤 16.9 

Ｂ 八王子市北野町（1） 砂地盤 21.0 

Ｃ 八王子市北野町（2） 砂地盤 22.7 

注）予測地点位置は図 8.2.1参照。 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

 (a) 交通条件 

  a) 日交通量 

日交通量は、大気汚染に示すとおりである。 

 

  b) 交通量の時間変動及び車種構成 

時間交通量の算出に必要な時間変動係数は、「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査 一般

交通量調査」（平成 29年６月、国土交通省道路局）の一般国道 20号（区間番号：17040、調査地

点：日野市万願寺２-24-１）における調査結果を用いた。 

一般国道 20号における時間変動係数は、大気汚染に示すとおりである。 

 

  c) 平均走行速度 

平均走行速度は、設計速度に基づき、60km/h とした。 

 

 (b) 地盤種別及び地盤卓越振動数 

各地点の地盤種別及び地盤卓越振動数は、現地調査結果に基づき設定した。予測に用いた地盤

種別及び地盤卓越振動数は、表 8.2.8に示すとおりである。 

 

表 8.2.8 地盤種別及び地盤卓越振動数 

［単位：Hz］ 

地点
番号 

予測地点 地盤種別 地盤卓越振動数 

１ 日野市西平山３丁目 砂地盤 16.1 

２ 八王子市長沼町 砂地盤 16.9 

３ 八王子市北野町(1) 砂地盤 21.0 

４ 八王子市北野町(2) 砂地盤 22.7 

５ 八王子市北野町(3) 砂地盤 24.5 

注）予測地点位置は図 8.2.1参照。 
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 (c) 予測対象時間帯 

予測時間帯は、騒音については環境基準に定める時間の区分ごと、振動については道路交通振

動の要請限度に定める時間の区分ごとに等価交通量が最大となる時間帯とした。予測に用いた予

測対象時間帯は表 8.2.9に示すとおりである（資料編「第４章 騒音・振動、4.2 予測」参照）。 

 

表 8.2.9 予測対象時間帯 

時間区分 
予測対象時間帯 

騒音 振動 

昼間 ６時～22 時 
第１種区域 ８時～19 時 

第２種区域 ８時～20 時 

夜間 22 時～６時 
第１種区域 19 時～８時 

第２種区域 20 時～８時 

 

② 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル 

 (a) 交通条件 

  a) 日交通量 

日交通量は、大気汚染に示すとおりである。 

 

  b) 交通量の時間変動及び車種構成 

時間交通量の算出に必要な時間変動係数は、「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査 一般

交通量調査」（平成 29年６月、国土交通省道路局）の一般国道 20号（区間番号：17040、調査地

点：日野市万願寺２-24-１）における調査結果を用いた。 

一般国道 20号における時間変動係数は、大気汚染に示すとおりである。 

 

  c) 平均走行速度 

平均走行速度は、設計速度に基づき、60km/h とした。 

 

 (b) 予測対象時間帯 

予測時間帯は、大型車交通量が最大となる時間帯とした。予測に用いた予測対象時間帯は大型

車類の時間交通量が最大（1,121 台）となる 6:00～7:00 である（資料編「第４章 騒音・振動、

4.2 予測」参照）。 
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 (6) 予測結果 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル 

 (a) 騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測結果は、表 8.2.10に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の最大値は、八王子市長沼町及び八王子市北野町(1)に

おいて、77dBと予測される。 

なお、八王子市北野町(1)については、桁下を防音シート（２枚）で覆工、八王子市北野町(3)

の南側については、高さ２mの防音シートを設置することにより、影響を低減させた結果である。 

 

表 8.2.10 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測結果 

［単位：dB］ 
地
点
番
号 

予測地点 
工事 
区分 

工種 作業内容 ユニット 
ユニッ
ト数 

予測 
方向 

予測 
高さ 

予測結果（LA5） 

騒音 
レベル 
LAeq 

増加
分 
ΔL 

90%レンジ 
の上端値 
(LAeq＋ΔL) 

１ 
日野市西平

山３丁目 

土工 

（平面） 
舗装工 

基層・表層（敷

均し・転圧） 

舗装工 

（表層・基層） 
１ 

北側 1.2ｍ 70 ５ 75 

南側 1.2ｍ 71 ５ 76 

２ 
八王子市 

長沼町 

土工 

（平面） 

擁壁工（コ

ン ク リ ー

ト擁壁工） 

コンクリート

打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

車を使用した

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

１ 

北側 1.2ｍ 71 ５ 76 

南側 1.2ｍ 72 ５ 77 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
橋梁工 

上部工（桁

架設工） 
主桁架設 鋼橋架設 １ 

北側 1.2ｍ 69 ８ 77 

南側 － － － － 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

土工 

（平面） 
舗装工 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 

舗装工 

舗装工 

（表層・基層） 
１ 

北側 1.2ｍ 71 ５ 76 

南側 1.2ｍ 71 ５ 76 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

土工 

（掘割） 

掘割工 

（仮設工） 
鋼矢板打設 

鋼矢板（油圧圧

入引抜工） 
２ 

北側 1.2ｍ 71 ５ 76 

南側 1.2ｍ 70 ５ 75 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 
注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.2.1参照。 

注４）八王子市北野町(1)については、桁下を防音シート（２枚）で覆工、八王子市北野町(3)の南側については、高さ２mの

防音シートを設置することにより、影響を低減させた結果である。 
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 (b) 振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測結果は、表 8.2.11に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の最大値は、八王子市北野町(3)において、65dB と予測

される。 

 

表 8.2.11 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測結果 

［単位：dB］ 
地点
番号 

予測地点 工事区分 工種 作業内容 ユニット 
ユニッ
ト数 

予測 
方向 

予測結果 
（L10） 

１ 
日野市西平

山３丁目 

土工 

（平面） 
舗装工 

路床・路盤 

(敷均し・転圧) 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
１ 

北側 51 

南側 54 

２ 
八王子市 

長沼町 

土工 

（平面） 

擁壁工（補強

土壁工） 

組立・設置（敷均

し・締固め） 
盛土（路体・路床） １ 

北側 63 

南側 63 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
橋梁工 

下部工 

（仮設工） 
鋼矢板打設 

鋼矢板 

（アースオーガ併

用圧入工） 

１ 

北側 54 

南側 － 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

土工 

（平面） 
舗装工 

路床・路盤 

(敷均し・転圧) 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
１ 

北側 55 

南側 55 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

土工 

（掘割） 

掘割工（仮設

工） 
鋼矢板打設 

鋼矢板 

（油圧圧入引抜工） 
２ 

北側 65 

南側 65 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）規制基準は、「振動規制法施行規則」（昭和 51年 11月 10日総理府令第 58号、最終改正：令和３年３月 25日環

境省令第３号）の特定建設作業の規制に関する基準である。 

注３）予測地点位置は図 8.2.1参照。 
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② 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

 (a) 騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果は、表 8.2.12に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の最大値は、C 八王子市北野町(2)において、73dB と

予測される。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル増加分（ΔL）は１dB未満と予測される。 

 

表 8.2.12 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果 

［単位：dB］ 

地点

番号 
予測断面 

地域 

区分 

時間 

区分 

現地調査結果

（LAeq） 

予測結果(LAeq) 工事用車両 

台数(台) 増加分ΔL 工事中 

Ａ 日野市東平山２丁目 Ａ類型 

昼間 

68 １未満 68 50 

Ｂ 八王子市北野町(1) Ｃ類型 66 １未満 66 110 

Ｃ 八王子市北野町(2) Ｃ類型 73 １未満 73 110 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）昼間とは６時～22時を示す。なお、工事用車両台数は作業時間内（昼間の 8:00～12:00、13:00～17：00の８時間）

において、各時間に均等に分配した。 

注３）全ての工事用車両は、予測地点を往復路とも通過することとし、予測には往復の台数を用いた。 

注４）予測地点位置は図 8.2.1参照。 

 

 (b) 振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測結果は、表 8.2.13に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の最大値は、日野市東平山２丁目において、50dBと予

測される。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル増加分（ΔL）は１dB未満と予測される。 

 

表 8.2.13 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測結果 

［単位：dB］ 

地点

番号 
予測断面 

区域 

区分 

時間 

区分 

現地調査結果

（L10） 

予測結果(L10) 工事用車両 

台数(台) 増加分ΔL 工事中 

Ａ 日野市東平山２丁目 第１種 

昼間 

50 １未満 50 50 

Ｂ 八王子市北野町(1) 第２種 33 １未満 33 110 

Ｃ 八王子市北野町(2) 第２種 44 １未満 44 110 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）昼間とは第１種区域では８時～19時、第２種区域では８時～20時を示す。なお、工事用車両台数は作業時間内（昼

間の 8:00～12:00、13:00～17：00の８時間）において、各時間に均等に分配した。 

注３）全ての工事用車両は、予測地点を往復路とも通過することとし、予測には往復の台数を用いた。 

注４）予測地点位置は図 8.2.1参照。 
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2) 工事の完了後 

① 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

 (a) 騒音 

自動車の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果は、表 8.2.14に示すとおりである（資料編「第

４章 騒音・振動、4.2 予測」参照）。 

自動車の走行に伴う道路交通の騒音の最大値は、日野市西平山３丁目において、地上 4.2m で

昼間 68dB、夜間 63dBと予測される。 

なお、日野市西平山３丁目については上下線（本線）に高さ２m の遮音壁を設置、八王子市長

沼町については上下線（本線）に高さ１mの遮音壁を設置、八王子市北野町(1)については上り線

（本線）に高さ３＋５Ｒm、中央分離帯に高さ２m の遮音壁を設置、八王子市北野町(2)について

は上下線（本線）に高さ２m、上り線（連結道）に高さ 1.5m、下り線（連結道）に高さ２mの遮音

壁を設置、八王子市北野町(3)については上下線（本線・側道）に高さ 4.5mの遮音壁を設置する

ことにより、影響を低減させた結果である（遮音壁の設置位置については図 8.2.3参照）。 

 

表 8.2.14 自動車の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果 

［単位：dB］    

地点

番号 
予測断面 地域区分 

時間 

区分 
予測高さ 

予測結果（LAeq） 

下り側 上り側 

１ 
日野市西平

山３丁目 
Ｂ類型 

昼間 
4.2m 65 68 

1.2m 62 62 

夜間 
4.2m 61 63 

1.2m 57 58 

２ 
八王子市 

長沼町 
Å類型 

昼間 
4.2m 46 46 

1.2m 45 45 

夜間 
4.2m 42 42 

1.2m 40 40 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
Ｃ類型 

昼間 
4.2m － 49 

1.2m － 53 

夜間 
4.2m － 44 

1.2m － 49 

４ 
八王子市 

北野町(2) 
Ｃ類型 

昼間 
4.2m 62 64 

1.2m 57 61 

夜間 
4.2m 58 60 

1.2m 52 56 

５ 
八王子市 

北野町(3) 
Ｃ類型 

昼間 
4.2m 57 57 

1.2m 54 54 

夜間 
4.2m 53 53 

1.2m 50 50 
注１）表中の網掛けは最大値を示す。 
注２）昼間とは６時～22時、夜間とは 22時～翌日６時を示す。 
注３）－は、予測位置として設定していない。 
注４）予測地点位置は図 8.2.1参照。 
注５）日野市西平山３丁目については上下線（本線）に高さ２mの遮音壁を設置、八王子市長沼町については上

下線（本線）に高さ１m の遮音壁を設置、八王子市北野町(1)については上り線（本線）に高さ３＋５Ｒ
m、中央分離帯に高さ２m の遮音壁を設置、八王子市北野町(2)については上下線（本線）に高さ２m、上
り線（連結道）に高さ 1.5m、下り線（連結道）に高さ２mの遮音壁を設置、八王子市北野町(3)について
は上下線（本線・側道）に高さ 4.5mの遮音壁を設置することにより、影響を低減させた結果である。  
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 (b) 振動 

自動車の走行に伴う道路交通の振動の予測結果は、表 8.2.15に示すとおりである（資料編「第

４章 騒音・振動、4.2 予測」参照）。 

自動車の走行に伴う道路交通の振動の最大値は、日野市西平山３丁目において、昼間 55dB、夜

間 55dBと予測される。 

 

表 8.2.15 自動車の走行に伴う道路交通の振動の予測結果 

［単位：dB］   

地点

番号 
予測断面 区域区分 時間区分 

予測結果（L10） 

下り側 上り側 

１ 日野市西平山３丁目 第１種 
昼間 54 55 

夜間 54 55 

２ 八王子市長沼町 第１種 
昼間 43 43 

夜間 43 43 

３ 八王子市北野町(1) 第２種 
昼間 － 47 

夜間 － 47 

４ 八王子市北野町(2) 第２種 
昼間 47 47 

夜間 47 47 

５ 八王子市北野町(3) 第２種 
昼間 51 51 

夜間 51 51 

注１）表中の網掛けは最大値を示す。 

注２）時間区分は、以下のとおりである。 

第１種区域：昼間とは８時～19時、夜間とは 9時～翌日８時を示す。 

第２種区域：昼間とは８時～20時、夜間とは 20時～翌日の８時を示す。 

注３）－は、予測位置として設定していない。 

注４）予測地点位置は図 8.2.1参照。 

 

② 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音の予測結果は、表 8.2.16に示すとおりである。 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音の最大値は、八王子市北野町(1)において、84dB

（L50）及び 90dB（LG5）と予測される。 

 

表 8.2.16 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベルの予測結果 

［単位：dB］ 

地点

番号 
予測地点 項目 

予測結果 

下り側 上り側 

３ 八王子市北野町(1) 
L50  － 84 

LG5 － 90 

注１）予測時間は大型車類の時間交通量が最大（1,121台）となる 6:00～7:00とした。 

注２）－は、予測位置として設定していない。 

注３）予測地点位置は図 8.2.1参照。 
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8.2-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における騒音及び振動の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保

全措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

【建設機械の稼働】 

・騒音について、工種・作業内容等を検討し、対策が必要な箇所には仮囲いや防音シートを設置

する等、騒音の低減を図る。なお、仮囲いや防音シートの具体化の検討時期は、工事の詳細な

施工計画段階とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

【建設機械の稼働】 

・建設機械については、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成９年建設省告示

第 1536号、最終改正：平成 13年４月９日国土交通省告示第 487号）に基づいて指定された低

騒音・低振動型建設機械を採用し、騒音・振動の低減に努める。 

・建設機械については、超低騒音型機械の使用に努める。 

・振動について、「技術指針」に基づき、住居に近接して工事を実施する場合には、極力振動の少

ない工法を採用する等、環境の保全に努める。 

・近接する工事工区のユニットについては、同時稼働をできる限り回避し、騒音・振動の影響の

低減に努める。 

・建設機械については、性能維持のため、日常点検及び定期点検を実施する。 

【工事用車両の走行】 

・工事の平準化を図ることにより、工事用車両の極端な集中を回避し、騒音・振動の影響の低減

に努める。 

・現地条件等を勘案し、必要に応じて既存道路の交通量等を考慮した運行ルートの選定、工事用

車両の出入り口の分散等を行う。 

・工事用車両の駐車及び長時間の停車においては、アイドリングストップを厳守する。 

・工事関係者の通勤車両は、極力乗り合いとし工事用車両台数の低減に努める。 

・工事用車両運転者に対し、過積載の防止や走行速度の遵守を指導し、影響の低減を図る。 

【工事の施行中 共通】 

・夜間工事を実施する際には、事前に工事実施日や実施時間をお知らせする等の措置を講じる。 
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 (2) 工事の完了後 

工事の完了後における騒音・振動及び低周波音の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に

示す環境保全措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

・遮音壁を設置し、騒音の低減に努める。なお、遮音壁の具体化の検討時期は、事業実施段階と

し、保全すべき対象等の状況を勘案し、最新の技術指針等を踏まえて決定する。また、本事業

の計画道路に設置する遮音壁は、住居等保全対象の立地状況を踏まえ、当該路線の環境基準の

達成に必要な区間及び設計とする。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・必要に応じて排水性舗装の敷設等の追加措置を行い、騒音の低減に努める。 
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8.2-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動レベル 

① 騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の評価の指標は、勧告基準と規制基準とし、環境保全のた

めの措置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指標は、

表 8.2.17に示すとおりである。 

八王子市北野町(1)については桁下に防音シートを２重設置、八王子市北野町(3)の南側について

は高さ２mの防音シートを設置する。その結果、建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の最大値は、

八王子市長沼町及び八王子市北野町(1)において 77dBと予測され、全ての予測地点で評価の指標と

した勧告基準及び規制基準を満足すると考えられる。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の影響を低減するため、

事前に作業手順・工程を十分に検討し、建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、低騒音

型建設機械の使用等により、影響低減に努める。 

 

表 8.2.17 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測結果と評価の指標 

［単位：dB］ 

地点

番号 
予測地点 

工事 

区分 
工種 ユニット 

予測

方向 

予測 

高さ 

予測結果（LA5） 評価の指標 

騒音 

レベル 

LAeq 

増
加
分 

ΔL 

90%レンジ 

の上端値 

(LAeq＋ΔL) 

勧告 

基準 

規制 

基準 

１ 
日野市西平

山３丁目 

土工 

（平面） 
舗装工 

舗装工 

（表層・

基層） 

北側 1.2ｍ 70 ５ 75 

80 85 

南側 1.2ｍ 71 ５ 76 

２ 
八王子市 

長沼町 

土工 

（平面） 

擁壁工 

（コンクリー

ト擁壁工） 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

車を使用した

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

北側 1.2ｍ 71 ５ 76 

南側 1.2ｍ 72 ５ 77 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
橋梁工 

上部工 

（桁架設工） 
鋼橋架設 

北側 1.2ｍ 69 ８ 77 

南側 － － － － 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

土工 

（平面） 
舗装工 

舗装工 

（表層・

基層） 

北側 1.2ｍ 71 ５ 76 

南側 1.2ｍ 71 ５ 76 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

土工 

（掘割） 

掘割工 

（仮設工） 

鋼矢板 

（油圧圧入

引抜工） 

北側 1.2ｍ 71 ５ 76 

南側 1.2ｍ 68 ５ 73 

注１）評価の指標（勧告基準）は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日
東京都条例第 215 号、最終改正：令和２年６月 17 日東京都条例第 77 号）の指定建設作業に伴って発
生する騒音に関する基準である。 

注２）評価の指標（規制基準）は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43 年厚
生省・建設省告示第１号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日環境省告示 54 号）の特定建設作業に伴って
発生する騒音に関する基準である。 

注３）－は、予測位置として設定していない。 
注４）予測地点位置は図 8.2.1 参照。 
注５）八王子市北野町(1)については、桁下を防音シート（２枚）で覆工、八王子市北野町 (3)の南側につい

ては、高さ２m の防音シートを設置することにより、影響を低減させた結果である。 
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② 振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動における評価の指標は、勧告基準と規制基準とし、環境保

全のための措置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指

標は、表 8.2.18に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の最大値は、八王子市北野町(3)において 65dBと予測され、

全ての予測地点で評価の指標とした勧告基準及び規制基準を満足すると考えられる。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の影響を低減するため、

事前に作業手順・工程を十分に検討し、建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、低振動

型建設機械の使用等により、影響低減に努める。 

 

表 8.2.18 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測結果と評価の指標 

［単位：dB］ 

地点

番号 
予測地点 

工事 

区分 
工種 ユニット 

予測 

方向 

予測 

結果 

評価の指標 

勧告

基準 

規制 

基準 

１ 
日野市西平

山３丁目 

土工 

（平面） 
舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 

北側 51 

70 75 

南側 54 

２ 
八王子市 

長沼町 

土工 

（平面） 

擁壁工（補強土壁

工） 

盛土（路体・路床） 北側 63 

南側 63 

３ 
八王子市 

北野町(1) 
橋梁工 下部工（仮設工） 

鋼矢板 

（アースオーガ併用圧入工） 

北側 54 

南側 － 

４ 
八王子市 

北野町(2) 

土工 

（平面） 
舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 

北側 55 

南側 55 

５ 
八王子市 

北野町(3) 

土工 

（掘割） 
掘割工（仮設工） 

鋼矢板 

（油圧圧入引抜工） 

北側 65 

南側 65 

注１）評価の指標（勧告基準）は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日
東京都条例第 215 号、最終改正：令和２年６月 17 日東京都条例第 77 号）の指定建設作業に伴って発
生する振動に関する基準である。 

注２）評価の指標（規制基準）は、「振動規制法」（昭和 51 年６月 10 日法律第 64 号、最終改正：平成 26 年
６月 18 日法律第 72 号）の特定建設作業に伴って発生する振動に関する基準である。 

注３）－は、予測位置として設定していない。 
注４）予測地点位置は図 8.2.1 参照。 
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2) 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

① 騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音における評価の指標は、環境基準とし、環境保全のため

の措置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指標は、表 

8.2.19に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の最大値は、八王子市北野町(1)において 66dB、八王子

市北野町(2)において 73dBと予測され、評価の指標とした環境基準を超過する。その他の１地点は、

評価の指標とした環境基準を満足すると考えられる。 

なお、八王子市北野町(1)及び八王子市北野町(2)では環境基準を超過するが、これは現況値が環

境基準を上回っているためであり、工事用車両による寄与は現況値を増加させるものではない。事

業実施段階においては、現地条件等を勘案し、必要に応じて既存道路の交通量等を考慮した運行ル

ートの選定、工事用車両の出入り口の分散等を行い、影響低減に努める。 

 

表 8.2.19 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果と評価の指標 

[単位：dB] 

地点

番号 
予測断面 時間区分 

工事用車両

台数(台) 

現地

調査

結果 

予測結果（LAeq） 評価の指標 

増加分 

ΔL 
工事中 

環境 

基準 

要請 

限度 

Ａ 日野市東平山２丁目 
昼間 

（６時～22時） 

50 68 １未満 68 70 

75 Ｂ 八王子市北野町(1) 110 66 １未満 66 65 

Ｃ 八王子市北野町(2) 110 73 １未満 73 70 
注１）昼間とは６時～22 時を示す。 
注２）評価の指標（環境基準）は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年９月 30 日環境庁告示第 64 号、

最終改正：平成 24 年３月 30 日環境省告示第 54 号）の環境基準である。 
注３）要請限度は、「騒音規制法第 17 条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定め

る省令」（平成 12 年３月２日総理府令第 15 号、最終改正：令和２年３月 30 日環境省令第９号）の自
動車騒音に関する基準である。 

注４）網掛け部分は、基準の超過を示す。 
注５）予測地点位置は図 8.2.1 参照。 
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② 振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動における評価の指標は、要請限度とし、環境保全のため

の措置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指標は、表 

8.2.20に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の最大値は、日野市東平山２丁目において 50dB と予測

され、全ての予測地点で、評価の指標とした要請限度を満足すると考えられる。 

 

表 8.2.20 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測結果と評価の指標 

[単位：dB] 

地点

番号 
予測断面 時間区分 

工事用車両

台数(台) 

現地

調査

結果 

予測結果（L10） 評価の指標 

増加分 

ΔL 
工事中 要請限度 

Ａ 日野市東平山２丁目 
昼間 

（８時～19時） 

50 50 １未満 50 65 

Ｂ 八王子市北野町(1) 110 33 １未満 33 70 

Ｃ 八王子市北野町(2) 110 44 １未満 44 70 
注１）時間区分は、以下のとおりである。 

第１種区域：昼間とは８時～19 時を示す。第２種区域：昼間とは８時～20 時を示す。 
注２）評価の指標（要請限度）は、「振動規制法」（昭和 51 年６月 10 日法律第 64 号、最終改正：平成 26 年

6 月 18 日法律第 72 号）の道路交通振動に関する基準である。 
注３）予測地点位置は図 8.2.1 参照。 
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 (2) 工事の完了後 

1) 自動車の走行に伴う道路交通の騒音・振動レベル 

① 騒音 

自動車の走行に伴う道路交通の騒音における評価の指標は、環境基準とし、環境保全のための措

置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指標は、表 

8.2.21に示すとおりである。 

日野市西平山３丁目については上下線（本線）に高さ２m の遮音壁を設置、八王子市長沼町につ

いては上下線（本線）に高さ１mの遮音壁を設置、八王子市北野町(1)については上り線（本線）に

高さ３＋５Ｒm、中央分離帯に高さ２m の遮音壁を設置、八王子市北野町(2)については上下線（本

線）に高さ２m、上り線（連結道）に高さ 1.5m、下り線（連結道）に高さ２mの遮音壁を設置、八王

子市北野町(3)については上下線（本線・側道）に高さ 4.5mの遮音壁を設置する（遮音壁の設置位

置については図 8.2.3参照）。その結果、自動車の走行に伴う道路交通の騒音の最大値は、日野市

西平山３丁目において地上 4.2mで昼間 68dB、夜間 63dBと予測され、全ての予測地点で、評価の指

標とした環境基準を満足すると考えられる。 

 

表 8.2.21 自動車の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果と評価の指標 

[単位：dB] 

地点

番号 
予測断面 時間区分 予測高さ 

予測結果（LAeq） 評価の指標 

下り側 上り側 環境基準 

１ 日野市西平山３丁目 

昼間 
4.2m 65 68 

70 
1.2m 62 62 

夜間 
4.2m 61 63 

65 
1.2m 57 58 

２ 八王子市長沼町 

昼間 
4.2m 46 46 

70 
1.2m 45 45 

夜間 
4.2m 42 42 

65 
1.2m 40 40 

３ 八王子市北野町(1) 

昼間 
4.2m － 49 

70 
1.2m － 53 

夜間 
4.2m － 44 

65 
1.2m － 49 

４ 八王子市北野町(2) 

昼間 
4.2m 62 64 

70 
1.2m 57 61 

夜間 
4.2m 58 60 

65 
1.2m 52 56 

５ 八王子市北野町(3) 

昼間 
4.2m 57 57 

70 
1.2m 54 54 

夜間 
4.2m 53 53 

65 
1.2m 50 50 

注１）昼間とは６時～22時、夜間とは 22時～翌日６時を示す。 

注２）評価の指標（環境基準）は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10年９月 30日環境庁告示第 64号、最終改正：

平成 24年３月 30日環境省告示第 54号）に基づく基準である。 

注３）－は、予測位置として設定していない。 

注４）予測地点位置は図 8.2.1参照。 

注５）日野市西平山３丁目については上下線（本線）に高さ２mの遮音壁を設置、八王子市長沼町については上下線（本

線）に高さ１mの遮音壁を設置、八王子市北野町(1)については上り線（本線）に高さ３＋５Ｒm、中央分離帯に高

さ２m の遮音壁を設置、八王子市北野町(2)については上下線（本線）に高さ２m、上り線（連結道）に高さ 1.5m、

下り線（連結道）に高さ２mの遮音壁を設置、八王子市北野町(3)については上下線（本線・側道）に高さ 4.5mの

遮音壁を設置することにより、影響を低減させた結果である。  



111 

② 振動 

自動車の走行に伴う道路交通の振動における評価の指標は、要請限度とし、環境保全のための措

置を勘案して、予測結果と比較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指標は、表 

8.2.22に示すとおりである。 

自動車の走行に伴う道路交通の振動の最大値は、日野市西平山３丁目において昼間 55dB、夜間

55dBと予測され、全ての予測地点で、評価の指標とした要請限度を満足すると考えられる。 

 

表 8.2.22 自動車の走行に伴う道路交通の振動の予測結果と評価の指標 

[単位：dB] 

地点

番号 
予測地点 時間区分 

予測結果（L10） 評価の指標 

下り側 上り側 要請限度 

１ 日野市西平山３丁目 
昼間 54 55 65 

夜間 54 55 60 

２ 八王子市長沼町 
昼間 43 43 65 

夜間 43 43 60 

３ 八王子市北野町(1) 
昼間 － 47 70 

夜間 － 47 65 

４ 八王子市北野町(2) 
昼間 47 47 70 

夜間 47 47 65 

５ 八王子市北野町(3) 
昼間 51 51 70 

夜間 51 51 65 

注１）時間区分は、以下のとおりである。 

第１種区域：昼間とは８時～19時、夜間とは 19時～翌日８時を示す。 

第２種区域：昼間とは８時～20時、夜間とは 20時～翌日の８時を示す。 

注２）評価の指標は、「振動規制法」（昭和 51 年６月 10 日法律第 64 号、最終改正：平成 26 年
６月 18 日法律第 72 号）の道路交通振動に関する要請限度である。 

注３）－は、予測位置として設定していない。 
注４）予測地点位置は図 8.2.1 参照。 
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2) 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベル 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベルにおける評価の指標は、一般環境中に存

在する低周波音圧レベル及び ISO 7196 に規定されたＧ特性低周波音圧レベルとし、予測結果と比

較検討することにより評価した。予測結果及び評価の指標は、表 8.2.23に示すとおりである。 

自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベルの最大値は、八王子市北野町(1)におい

て 84dB（L50）及び 90dB（LG5）と予測され、評価の指標とした一般環境中に存在する低周波音圧レ

ベル及び ISO 7196に規定されたＧ特性低周波音圧レベルを満足すると考えられる。 

 

表 8.2.23 自動車の走行に伴う橋梁構造物からの低周波音圧レベルの予測結果と評価の指標 

[単位：dB] 

地点

番号 
予測地点 

項

目 

予測結果（敷地境界） 
評価の指標 

下り側 上り側 

３ 八王子市北野町(1) 
L50 － 84 90 

LG5 － 90 100 

注１）予測時間は大型車類の時間交通量が最大（1,121 台）となる 6:00～7:00 とした。 
注２）評価の指標は、「技術手法」に示されている低周波音の参考となる指標である。 
注３）－は、予測位置として設定していない。 
注４）予測地点位置は図 8.2.1 参照。 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 水質汚濁 
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8.3 水質汚濁 

8.3-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

工事の施行中における施設の建設に伴う水の濁り(SS)、水底の掘削に伴う水の濁り(SS)及び水底

の掘削と併せて実施するコンクリート工事に伴う水の汚れ(pH)により、水質への影響を及ぼすおそ

れがあることから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選定した。 

１.水質等の状況 

２.水域の状況（河川等の状況） 

３.気象の状況 

４.公共用水域等の利用の状況 

５.発生源の状況 

６.法令による基準等 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が水質等に

影響を及ぼすと予想される公共用水域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査結果 

1) 水質等の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における平成 27年度～令和元年度の公共用水域（河川）水質測定結果に

ついて、水素イオン濃度は一部地点で、大腸菌群数は全ての地点で環境基準を超過しているが、

溶存酸素量、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量は全ての地点で環境基準を満足している。 

 

② 現地調査 

 (a) 浮遊物質量（SS）、水素イオン濃度（pH） 

調査地点のうち浅川には環境基準が設定されており、浮遊粒子状物質及び水素イオン濃度と

もに環境基準を満足している。 

 

 (b) 水底の土砂の状況 

浅川の水底土砂は、概ね礫及び砂で構成される礫質砂である。 

 

2) 水域の状況（河川等の状況） 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺には、多摩川水系の一級河川である浅川、湯殿川、山田川がある。用水

路は、浅川低地面に川北用水、上村用水があり、農業用水等に利用されている。 

 

② 現地調査 

流量は、川北用水で 0.03～0.18 m3/s、浅川で 0.74～2.3 m3/sである。 
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3) 気象の状況 

計画道路の最寄りの気象観測所である八王子観測所（八王子市元本郷町）における令和２年の

年間降水量は 1,604.5mm、年平均気温は 15.4℃となっている。平成 28年～令和２年の過去５年間

では、年間降水量は 1,436.0mm～1,966.0mm、平均気温は 14.6℃～15.7℃、日照時間は約 1,900

時間～2,200時間である。 

 

4) 公共用水域等の利用の状況 

計画道路及びその周辺には、多摩川水系の一級河川である浅川、湯殿川、山田川がある。この

うち浅川は、計画道路の中心付近で交差しており、主に計画道路の北側から南側へ流れている。

用水路は、計画道路が通過する浅川低地面に川北用水、上村用水があり、農業用水等に利用され

ている。湧水は、計画道路周辺に３箇所が分布する。 

地下水の１日あたり用途別平均揚水量は、日野市では上水道で、八王子市では指定作業場で最

も利用されている。また、地下水の令和元年における全揚水量は、日野市で約 10,379 m3/日、八

王子市で約 10,784m3/日となっている。 

上水道については、「事業概要 令和２年版」（令和３年５月閲覧、東京都水道局 HP）によると、

日野市、八王子市ともに東村山浄水場の給水区域となっている。東村山浄水場は、多摩川の原水

に加えて、朝霞浄水場からの原水連絡管により利根川･荒川の原水を取水し、浄水処理している。 

下水道については、日野市、八王子市ともに公共下水道が整備されており、下水道普及率は 95％

以上となっている。 

 

5) 発生源の状況 

計画道路及びその周辺では、日野市において土地区画整理事業が実施されている。 

 

6) 法令による基準等 

① 環境基準 

「環境基本法」に基づく生活環境の保全に関する環境基準及び水域の類型指定が定められてい

る。 

 

② 関係法令の基準等 

「水質汚濁防止法」に基づく排水基準が定められている。 
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8.3-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

施設の建設に伴う水の濁り(SS)、水底の掘削に伴う水の濁り(SS)及び水底の掘削と併せて実施

するコンクリート工事に伴う水の汚れ(pH)の状態を予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

予測の対象時点は、施設の建設に伴う水の濁り、水底の掘削に伴う水の濁り及び水の汚れに係

る環境影響が最大となる時点とした。 

 

 (3) 予測地域及び予測地点 

1) 工事の施行中 

予測地域は、公共用水域において、施設の建設及び水底の掘削を予定している水域とした。 

予測地点は、施設の建設による水の濁り、水底の掘削による水の濁り及び水の汚れの影響を受

ける水域の範囲とした。 

 

 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

施設の建設に伴う水の濁り(SS)、水底の掘削に伴う水の濁り(SS)及び水底の掘削と併せて実施

するコンクリート工事に伴う水の汚れ(pH)については、「技術指針」に基づき、事例の引用又は解

析による手法により予測した。 

 

 (5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

施設の建設にあたっては、濁水処理施設を設置し、濁水処理施設からの放流水は排水基準を順

守して排水することで汚濁負荷量を低減するとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効

果が持続するよう努める。さらに、土工部の速やかな転圧及び法面整形を行うとともに、法面等

のシートによる被覆等の実施により速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周辺河川・

用水路への流出を防止することで、水の濁りに係る影響の低減を図る。 

橋脚の設置を予定している浅川では、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行う。さら

に、河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置や中和処理による工事排水の適切

な処理等を行うことで、水の濁り及び水の汚れに係る影響の低減を図る。 

以上のことから、工事の施行中における施設の建設に伴う水の濁り、水底の掘削に伴う水の濁

り及び水底の掘削と併せて実施するコンクリート工事に伴う水の汚れは抑制されると予測される。 
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8.3-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における水質汚濁の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保全

のための措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

【施設の建設】 

・濁水処理施設を設置し、濁水処理施設からの放流水は排水基準を順守して排水することで汚濁

負荷量を低減する。また、メンテナンスを行うことにより、低減効果が持続するよう努める。 

・土工部の速やかな転圧及び法面整形により、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流

出を防止する。 

・法面等のシートによる被覆等の実施により速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周

辺河川・用水路への流出を防止する。 

【水底の掘削、水底の掘削と併せて実施するコンクリート工事】 

・仮締切工法による直接流水に接しない施工を行う。 

・河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置や中和処理による工事排水の適切な

処理等を行う。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・工事の施行中に事後調査を行い、事業の実施による著しい影響が認められた場合には、更なる

環境保全のための措置を検討する。 
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8.3-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 評価の指標 

評価の指標は、「水質等の状況に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

施設の建設にあたっては、濁水処理施設を設置し、濁水処理施設からの放流水は排水基準を順

守して排水することで汚濁負荷量を低減するとともに、メンテナンスを行うことにより、低減効

果が持続するよう努める。さらに、土工部の速やかな転圧及び法面整形を行うとともに、法面等

のシートによる被覆等の実施により速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周辺河川・

用水路への流出を防止することで、水の濁りに係る影響の低減を図る。 

橋脚の設置を予定している浅川では、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行う。さら

に、河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置や中和処理による工事排水の適切

な処理等を行うことで、水の濁り及び水の汚れに係る影響の低減を図る。 

以上のことから、工事の施行中における施設の建設に伴う水の濁り、水底の掘削に伴う水の濁

り及び水底の掘削と併せて実施するコンクリート工事に伴う水の汚れは抑制されると予測され、

評価の指標とした「水質等の状況に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 土壌汚染 
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8.4 土壌汚染 

8.4-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

計画道路のうち一部の区間については、土地利用の履歴等から土壌汚染のおそれがないものと判

断できないことから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選定した。 

１.土地利用の履歴等の状況 

２.土壌汚染の状況 

３.法令による基準等 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が土壌に影

響を及ぼすと予想される地域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査結果 

1) 土地利用の履歴等の状況 

旧地形図（国土地理院）等によれば、計画道路及びその周辺には、1927年（昭和２年）から 1954

年（昭和 29年）頃まで、主に水田や桑畑等の耕作地が分布しており、日野市西平山や八王子市北

野町の一部に集落がみられる。その後、八王子市北野町では大規模な工場等が立地されるなど急

速な開発がみられ、一般都道長沼北野線が整備されて以降は大きな土地利用の変遷はなく、浅川

左岸側では主に畑地や果樹園等の耕作地が分布し、浅川右岸側では工場等の事業所や住居等が分

布する状況となっている。 

土地利用の履歴等の状況から、八王子市長沼町の道路用地内に給油所として利用されている土

地が確認され、一部の土地については土壌汚染の可能性は否定できない。なお、当該地における

道路用地は現時点で未取得のため、当該地に対する聞き取り等による状況調査については、事業

実施段階において行う。 

 

2) 土壌汚染の状況 

計画道路及びその周辺には、「土壌汚染対策法」（平成 14年５月 29日法律第 53号、最終改正：

平成 29年６月２日法律第 45号）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定された区

域はない。 

なお、土地利用の履歴等の状況から、土壌汚染の可能性は否定できないと考えられる土地につ

いては、現時点では道路用地未取得のため現地調査が実施できないことから、事業実施段階にお

いて、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 117条に基づく手続き・調査を行う。 

土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染の存在が確認された場合には、同法第 12条、第 16条及び

同条例第 117条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行った上で適切な拡散防止措置を実施す

るとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 
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3) 法令による基準等 

① 環境基準 

「環境基本法」に基づく土壌の汚染に係る環境基準、地下水の水質汚濁に係る環境基準が定め

られている。 

 

② 関係法令の基準等 

 (a) 土壌汚染対策法の指定基準 

  a)指定基準 

「土壌汚染対策法」に基づく特定有害物質及び指定基準が定められている。 

 

 (b) 環境確保条例の土壌汚染処理基準 

  a)処理基準 

「環境確保条例」で定める土壌汚染処理基準は、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の

指定基準と同一である。ただし、アルキル水銀は第３種有害物質に位置付けられている。 
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8.4-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性の有無を予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

予測の対象時点は、工事の施行中において建設発生土が排出される時点とした。 

 

 (3) 予測地域 

1) 工事の施行中 

予測地域は、計画道路内において汚染された土壌が存在する可能性がある範囲とした。 

 

 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性の有無については、「技術指針」に基

づき、既存資料調査結果及び施工計画の内容を踏まえて定性的に予測した。 

 

 (5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

土地利用の履歴等の状況から、計画道路が平面構造で通過する道路用地には、土壌汚染の可能

性は否定できないと考えられる土地が存在し、土地の形質変更の範囲に含まれる。なお、現時点

で当該地における道路用地は未取得のため、土壌汚染の状況を確認することはできない。 

事業実施段階においては、工事の施行に先立ち、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」

第 117条に基づく手続き・調査を行う。土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染の存在が確認された

場合には、同法第 12条、第 16条及び同条例第 117条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行

った上で適切な拡散防止措置を実施するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

以上のことから、土壌汚染の掘削及び移動に伴う新たな土地への拡散の可能性はないものと予

測される。 
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8.4-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における土壌汚染の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保全

のための措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

・事業実施段階において、工事の施行に先立ち、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」

第 117条に基づく手続き・調査を行う。 

・土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染の存在が確認された場合には、同法第 12条、第 16条及び

同条例第 117条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行った上で適切な拡散防止措置を実施

するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

 

8.4-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 評価の指標 

評価の指標は、「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

土地利用の履歴等の状況から、計画道路が平面構造で通過する道路用地には、土壌汚染の可能

性は否定できないと考えられる土地が存在し、土地の形質変更の範囲に含まれる。なお、現時点

で当該地における道路用地は未取得のため、土壌汚染の状況を確認することはできない。 

事業実施段階においては、工事の施行に先立ち、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」

第 117条に基づく手続き・調査を行う。土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染の存在が確認された

場合には、同法第 12条、第 16条及び同条例第 117条に基づく届出を行い、関係機関と調整を行

った上で適切な拡散防止措置を実施するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

以上のことから、土壌汚染の掘削及び移動に伴う新たな土地への拡散の可能性はないものと予

測され、評価の指標とした「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」を満足すると考えられ

る。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 地盤 
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8.5 地盤 

8.5-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

工事の施行中における地下構造物の掘削工事及び工事の完了後における地下構造物の存在により、

地盤への影響を及ぼすおそれがあることから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選

定した。 

１.地盤の状況 

２.地下水の状況 

３.地盤沈下の状況 

４.土地利用の状況 

５.法令による基準等 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施により地盤沈

下又は地盤の変形が生じると予想される地域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査結果 

1) 地盤の状況 

① 既存資料調査 

 (a) 地形の状況 

計画道路及びその周辺は、主に八王子市には浅川低地が、日野市には日野台地、立川段丘の２

面の段丘面が広がっている。計画道路は、主に浅川低地を通過している。 

 

 (b) 地質の状況 

計画道路及びその周辺は、主に八王子市で沖積層及び河川堆積物、日野市で立川ローム層及び

立川段丘堆積物が広がっている。 

 

② 現地調査 

 (a) 地層構造 

調査地点付近の地表部は盛土層、沖積礫質土層となっており、一部に関東ローム層、新規段丘

礫層も分布している。沖積礫質土層は透水性が比較的高く、帯水層となっている。下位には、透

水性が比較的高い洪積第二砂質土層が分布している。 

 

 (b) 地盤の透水性 

現場透水試験は、計画道路の地下構造区間が通過･交差する地下水帯水層である沖積礫質土層

Agまたは洪積第二砂質土層 Ds2で実施した。 

調査の結果、各地点で土質が異なるものの、透水係数は 2.49～7.06×10-5（m/s）とほぼ類似し

た値となっていた。 
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2) 地下水の状況 

① 既存資料調査 

湧水は、計画道路周辺に３箇所が分布する。 

井戸は、日野市において計画道路の北側に分布している。なお、八王子市内における井戸の位置

を示す公表資料はない。 

 

② 現地調査 

浅川付近に位置する地点１、地点２の地下水位は、T.P.89～91m の範囲で、計画道路の終点側に

位置する地点３、地点４の地下水位は、T.P.93～95ｍの範囲で推移している。 

地下水の流れは、計画道路の終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方向

は概ね並行であると想定される。 

 

3) 地盤沈下の状況 

① 既存資料調査 

計画道路周辺における水準基標の過去５年間の累積変動量は、+10.6mm～+13.5mm となっている。 

なお、「公害苦情調査総括表（平成 28年度～令和元年度）」（令和３年５月閲覧、東京都環境局 HP）

によると、平成 28 年度～令和元年度で日野市及び八王子市における地盤沈下に係る公害苦情は報

告されていない。 

 

4) 土地利用の状況 

① 既存資料調査 

通過地域における地目別の土地利用面積の割合は、日野市、八王子市ともに宅地が最も高い状況

である。 

また、計画道路及びその周辺では、主に八王子市では住宅系のほか、工業系の土地利用が見られ、

日野市では畑や独立住宅として利用されている。計画道路は、主に住宅系、農業系（畑）、工業系の

土地を通過する。 

 

5) 法令による基準等 

① 既存資料調査 

「環境基本法」において、地盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く）を公

害と定め、国は、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべ

き基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置を講じなければならな

いと規定している。 

また、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」及び「工業用水法」では、井戸等による地下

水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制が定められている。 

「環境確保条例」では、奥多摩町、檜原村及び島しょを除き、法令による規制対象となる井戸よ

りも小さな井戸に対して、構造基準等が定められている。 

なお、本事業は道路の新設であり、用水を目的とした井戸の設置は行わない。 
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8.5-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及びその程度、地下水の水位及び流況の変化の程

度、地盤沈下の範囲及びその程度を予測した。 

 

2) 工事の完了後 

地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程度、地下水の水位及び流況の変化の程度、

地盤沈下の範囲及びその程度を予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

予測の対象時点は、地下構造部において掘削工事等を実施する時点とした。 

 

2) 工事の完了後 

予測の対象時点は、地下構造部において工事完了後一定期間を経過した時点とした。 

 

 (3) 予測地域及び予測地点 

1) 工事の施行中 

① 地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

予測地域は、地下構造部の掘削工事により地盤の変形が生じるおそれのある範囲とし、計画道路

周辺とした。 

 

② 地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

予測地域は、地下構造部の掘削工事により地盤沈下が生じるおそれのある範囲とし、計画道路周

辺とした。 

 

2) 工事の完了後 

① 地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

予測地域は、地下構造物の存在により地盤の変形が生じるおそれのある範囲とし、計画道路周辺

とした。 

 

② 地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

予測地域は、地下構造物の存在により地盤沈下が生じるおそれのある範囲とし、計画道路周辺と

した。 
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 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及びその程度、地下水の水位及び流況の変化の程

度、地盤沈下の範囲及びその程度については、「技術指針」に基づき、施工計画及び現地調査結果等

を踏まえて定性的に予測した。 

 

2) 工事の完了後 

地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程度、地下水の水位及び流況の変化の程度、

地盤沈下の範囲及びその程度については、「技術指針」に基づき、事業計画及び現地調査結果等を踏

まえて定性的に予測した。 

 

 (5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

① 地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

地下構造部の施工方法として、掘削側面に土留壁を構築するとともに、掘削状況に応じて支保工

を設置する。また、必要に応じて地盤改良工を行うことにより、掘削による地盤の変形を抑制する。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形はほとんど生じないと予測される。 

 

② 地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

地下水位の状況及び地層の分布状況を踏まえると、計画道路及びその周辺において不圧地下水

（自由地下水）が存在する地層は、T.P.約 80～95mに分布する新規段丘礫層（Dg1）、沖積層（Ag）、

第二砂質土層（Ds2）と想定される。また、不圧地下水の流れは、計画道路の終点側から浅川に向か

っており、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であると想定される。 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで、地下水の湧出を抑制する。ま

た、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であり、土留壁の構築による地下水の遮断は生じ

ないものと考えられる。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地盤沈下はほ

とんど生じないと予測される。 

 

2) 工事の完了後 

① 地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

計画道路の地下構造は、工事の施行において適切に埋戻し及び締固めを行うこととともに、必要

に応じてその他の地盤改良工を施すことにより、構造物の存在による地盤の変形を抑制する。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地盤の変形はほとんど生じないと予測される。 

 

② 地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

不圧地下水の流れは計画道路の終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方

向は概ね並行であることから、地下水を遮断する可能性は小さい。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地盤沈下はほとん

ど生じないと予測される。  
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8.5-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における地盤の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保全措置を

講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

・掘削側面に対し、遮水性の高い土留壁、支保工を採用するとともに、必要に応じて地盤改良工を

行うことにより、地盤の変形及び地下水の湧出の抑制に努める。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・工事の施行に先立ち、既存構造物の基礎構造や周辺の地質等を確認し、これらを詳細設計・施工

に反映させることで、計画道路周辺の地盤の変形が生じないよう努める。 

・事後調査を行い、環境影響について明らかにするとともに、環境に著しい影響を及ぼすおそれが

あると認められる場合は、環境の保全について適切な措置を講じる。 

 

 (2) 工事の完了後 

工事の完了後における地盤の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環境保全措置を

講じることとする。 

 

1) 予測に反映しなかった措置 

・事後調査を行い、環境影響について明らかにするとともに、環境に著しい影響を及ぼすおそれが

あると認められる場合は、環境の保全について適切な措置を講じる。 

 

8.5-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 評価の指標 

① 地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

評価の指標は、「地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とした。 

 

② 地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

評価の指標は、「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

① 地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

地下構造部の施工方法として、掘削側面に土留壁を構築するとともに、掘削状況に応じて支保工

を設置する。また、必要に応じて地盤改良工を行うことにより、掘削による地盤の変形を抑制する。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地盤の変形はほとんど生じないと予測され、評価

の指標とした「地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられ

る。 
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② 地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

地下水位の状況及び地層の分布状況を踏まえると、計画道路及びその周辺において不圧地下水

（自由地下水）が存在する地層は、T.P.約 80～95mに分布する新規段丘礫層（Dg1）、沖積層（Ag）、

第二砂質土層（Ds2）と想定される。また、不圧地下水の流れは、計画道路の終点側から浅川に向か

っており、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であると想定される。 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで、地下水の湧出を抑制する。ま

た、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であり、土留壁の構築による地下水の遮断は生じ

ないものと考えられる。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地盤沈下はほ

とんど生じないと予測され、評価の指標とした「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさな

いこと」を満足すると考えられる。 

 

 (2) 工事の完了後 

1) 評価の指標 

① 地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

評価の指標は、「地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とした。 

 

② 地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

評価の指標は、「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

① 地下構造物の存在に伴う地盤の変形の範囲及びその程度 

計画道路の地下構造は、工事の施行において適切に埋戻し及び締固めを行うこととともに、必要

に応じてその他の地盤改良工を施すことにより、構造物の存在による地盤の変形を抑制する。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地盤の変形はほとんど生じないと予測され、評価の指

標とした「地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

② 地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地盤沈下の範囲及びその程度 

不圧地下水の流れは計画道路の終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方

向は概ね並行であることから、地下水を遮断する可能性は小さい。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地盤沈下はほとん

ど生じないと予測され、評価の指標とした「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこ

と」を満足すると考えられる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 水循環 
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8.6 水循環 

8.6-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

工事の施行中における地下構造物の掘削工事及び工事の完了後における地下構造物の存在により、

水循環（地下水）への影響を及ぼすおそれがあることから、計画道路及びその周辺について、以下の

調査項目を選定した。 

１.水域の状況（地下水等の状況） 

２.気象の状況 

３.地形･地質及び土質等の状況 

４.土地利用の状況 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が水循環に影

響を及ぼすと予想される地下水等の水域とし、計画道路及びその周辺とした。 

 

 (3) 調査結果 

1) 水域の状況（地下水等の状況） 

① 既存資料調査 

湧水は、計画道路周辺に３箇所が分布する。 

井戸は、日野市において計画道路の北側に分布している。なお、八王子市内における井戸の位置

を示す公表資料はない。 

用水路は、浅川低地面に川北用水、上村用水があり、農業用水等に利用されている。 

 

② 現地調査 

浅川付近に位置する地点１、地点２の地下水位は、T.P.89～91m の範囲で、計画道路の終点側に

位置する地点３、地点４の地下水位は、T.P.93～95ｍの範囲で推移している。 

地下水の流れは、計画道路の終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方向

は概ね並行であると想定される。 
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2) 気象の状況 

計画道路の最寄りの気象観測所である八王子観測所（八王子市元本郷町）における令和２年の年

間降水量は 1,604.5mm、年平均気温は 15.4℃となっている。平成 28 年～令和２年の過去５年間で

は、年間降水量は 1,436.0mm～1,966.0mm、平均気温は 14.6℃～15.7℃、日照時間は約 1,900 時間

～2,200時間である。 

 

3) 地形･地質及び土質等の状況 

① 既存資料調査 

 (a) 地形の状況 

計画道路及びその周辺は、主に八王子市には浅川低地が、日野市には日野台地、立川段丘の２

面の段丘面が広がっている。計画道路は、主に浅川低地を通過している。 

 

 (b) 地質の状況 

計画道路及びその周辺は、主に八王子市で沖積層及び河川堆積物、日野市で立川ローム層及び

立川段丘堆積物が広がっている。 

 

 (c) 土質等の状況 

計画道路及びその周辺は、主に八王子市で人口改変地、日野市で厚層黒ボク土壌・多腐植質が

広がっている。 

 

② 現地調査 

 (a) 地層構造 

調査地点付近の地表部は盛土層、沖積礫質土層となっており、一部に関東ローム層、新規段丘

礫層も分布している。沖積礫質土層は透水性が比較的高く、帯水層となっている。下位には、透

水性が比較的高い洪積第二砂質土層が分布している。 

 

 (b) 地盤の透水性 

現場透水試験は、計画道路の地下構造区間が通過･交差する地下水帯水層である沖積礫質土層

Agまたは洪積第二砂質土層 Ds2で実施した。 

調査の結果、各地点で土質が異なるものの、透水係数は 2.49～7.06×10-5（m/s）とほぼ類似し

た値となっていた。 

 

4) 土地利用の状況 

通過地域における地目別の土地利用面積の割合は、日野市、八王子市ともに宅地が最も高い状況

である。 

また、計画道路及びその周辺では、主に八王子市では住宅系のほか、工業系の土地利用が見られ、

日野市では畑や独立住宅として利用されている。計画道路は、主に住宅系、農業系（畑）、工業系の

土地を通過する。 
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8.6-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程

度を予測した。 

 

2) 工事の完了後 

地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程度を

予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

予測の対象時点は、地下構造部において掘削工事等を実施する時点とした。 

 

2) 工事の完了後 

予測の対象時点は、地下構造部において工事完了後一定期間を経過した時点とした。 

 

 (3) 予測地域及び予測地点 

1) 工事の施行中 

予測地域は、地下構造部の掘削工事により地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻

害の変化が生じるおそれのある範囲とし、計画道路周辺とした。 

 

2) 工事の完了後 

予測地域は、地下構造物の存在により地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の

変化が生じるおそれのある範囲とし、計画道路周辺とした。 

 

 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程

度については、「技術指針」に基づき、施工計画及び現地調査結果等を踏まえて定性的に予測した。 

 

2) 工事の完了後 

地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程度に

ついては、「技術指針」に基づき、事業計画及び現地調査結果等を踏まえて定性的に予測した。 
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 (5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

① 地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程度 

地下水位の状況及び地層の分布状況を踏まえると、計画道路及びその周辺において不圧地下水

（自由地下水）が存在する地層は、T.P.約 80～95mに分布する新規段丘礫層（Dg1）、沖積層（Ag）、

第二砂質土層（Ds2）と想定される。また、不圧地下水の流れは、計画道路の終点側から浅川に向か

っており、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であると想定される。 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで、地下水の湧出を抑制する。ま

た、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であり、土留壁の構築による地下水の遮断及び流

向の変化は生じないものと考えられる。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地下水の流動

阻害の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

2) 工事の完了後 

① 地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程度 

不圧地下水の流れは計画道路の終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方

向は概ね並行であることから、地下水を遮断若しくは地下水の流向が変化する可能性は小さい。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地下水の流動阻害

の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

8.6-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における水循環（地下水）の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環

境保全措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

・掘削側面に対し、遮水性の高い土留壁を採用することにより、地下水の湧出の抑制に努める。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・工事の施行に先立ち、周辺の地下水位の状況を確認し、詳細設計・施工に反映させることで、計

画道路周辺の地下水の水位等に変化が生じないよう努める。 

・事後調査を行い、環境影響について明らかにするとともに、環境に著しい影響を及ぼすおそれが

あると認められる場合は、環境の保全について適切な措置を講じる。 
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 (2) 工事の完了後 

工事の完了後における水循環（地下水）の影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環

境保全措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映しなかった措置 

・事後調査を行い、環境影響について明らかにするとともに、環境に著しい影響を及ぼすおそれが

あると認められる場合は、環境の保全について適切な措置を講じる。 

 

8.6-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 評価の指標 

評価の指標は、「地下水、湧水等の状況に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

① 地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程度 

地下水位の状況及び地層の分布状況を踏まえると、計画道路及びその周辺において不圧地下水

（自由地下水）が存在する地層は、T.P.約 80～95mに分布する新規段丘礫層（Dg1）、沖積層（Ag）、

第二砂質土層（Ds2）と想定される。また、不圧地下水の流れは、計画道路の終点側から浅川に向か

っており、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であると想定される。 

工事の施行にあたっては、遮水性の高い土留壁を施工することで、地下水の湧出を抑制する。ま

た、地下水の流れと構造物の縦断方向は概ね並行であり、土留壁の構築による地下水の遮断及び流

向の変化は生じないものと考えられる。 

以上のことから、地下構造部の掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地下水の流動

阻害の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「地下水、湧水等の状況に著しい影

響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (2) 工事の完了後 

1) 評価の指標 

評価の指標は、「地下水、湧水等の状況に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

① 地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度、地下水の流動阻害の変化の程度 

不圧地下水の流れは計画道路の終点側から浅川に向かっており、地下水の流れと構造物の縦断方

向は概ね並行であることから、地下水を遮断若しくは地下水の流向が変化する可能性は小さい。 

以上のことから、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化並びに地下水の流動阻害

の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「地下水、湧水等の状況に著しい影響を

及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 




