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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) 調査方法 

1) 水域の状況（地下水等の状況） 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における水域の状況（地下水等の状況）については、「東京の湧水マップ

（平成 30年度調査）」（平成 31年３月、東京都環境局）、「湧水量及び地下水位計測調査業務委託報

告書」（平成 31年４月、日野市）等の既存資料を収集・整理した。 

 

② 現地調査 

 (a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査期間は表 8.5.4（地盤参照：P.217）に、調査地点は表 8.5.2及び図 8.5.1（地盤参照：

P.215、216）に示すとおりである。 

調査期間は、１年間連続測定とした。 

調査地点は、計画道路のうち地下構造部及びその周辺を代表する４地点を設定した。 

 

 (b) 調査方法 

調査方法は、表 8.5.5（地盤参照：P.217）に示すとおりである。 

地下水位の調査は、「技術指針」に基づき、観測孔による測水調査により行った。 

 

2) 気象の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における気象の状況については、気象観測が実施されている八王子観測所

（八王子市元本郷町）の調査結果を整理した。 

気象観測所の位置は、図 8.1.3（大気汚染参照：P.46）に示すとおりである。 
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3) 地形･地質及び土質等の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における地形・地質及び土質等の状況については、「東京都総合地盤図（Ⅱ）」

（平成２年８月、東京都）、「表層地質図（八王子・藤沢・上野原）」（平成７年３月、東京都）等の

既存資料を収集・整理した。 

 

② 現地調査 

 (a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査期間は表 8.5.1（地盤参照：P.215）に、調査地点は表 8.5.2及び図 8.5.1（地盤参照：

P.215、216）に示すとおりである。 

調査地点は、水域の状況（地下水等の状況）と同じ地点とした。 

 

 (b) 調査方法 

調査方法は、表 8.5.3（地盤参照：P.217）に示すとおりである。 

地層構造及び地盤の透水性の調査は、「技術指針」に基づき、ボーリング調査により行った。 

 

4) 土地利用の状況 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における土地利用の状況については、「東京都統計年鑑（平成 31年・令和

元年）」（令和３年５月閲覧、東京都 HP）、「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕平成 24年現在（多

摩都市部）」（平成 26年３月、東京都都市整備局）等の既存資料を収集・整理した。 

 

 (4) 調査結果 

1) 水域の状況（地下水等の状況） 

① 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における湧水、井戸及び用水路位置は、図 8.5.5（地盤参照：P.224）に示

すとおりである。 

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 

地下水位の現地調査結果は、図 8.5.6（地盤参照：P.226）に示すとおりである。 

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。 

地下水の流れは図 8.5.7(1)～(12)（地盤参照：P.227～238）に示すとおり、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 

計画道路及びその周辺における気象の状況は、表 8.3.12及び図 8.3.3（水質汚濁参照：P.196）

に示すとおりである。 

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における地形の状況は、図 8.1.13（大気汚染参照：P.63）に示すとおり

である。 

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における表層地質は、図 8.5.2（地盤参照：P.220）に示すとおりであ

る。 

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における土質等の状況は、図 8.6.1に示すとおりである。 

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。 
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② 現地調査 

 (a) 地層構造 

地盤の現地調査結果を基に作成した地質層序表は表 8.5.6（地盤参照：P.219）に、地質縦断図

は図 8.5.3（地盤参照：P.221）に、地質横断図（地点３-４断面）は図 8.5.4（地盤参照：P.222）

に示すとおりである。 

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（資料編「第６章 地盤、6.1現況調査」参照）。 

 

 (b) 地盤の透水性 

現場透水試験結果一覧は、表 8.5.7（地盤参照：P.223）に示すとおりである。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 

日野市及び八王子市における地目別土地利用面積は、表 8.1.16（大気汚染参照：P.65）に示すと

おりである。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における土地利用の状況は、図 8.1.15（大気汚染参照：P.66）に示

すとおりである。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。 


