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8．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) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.1-1 に示すとおりである。 

 

表 8.1-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

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 法令等による基準等 

本事業の実施により、下記の要因が計画地周辺の環境に影響を

及ぼすことが予想されるため、大気汚染の予測及び評価を行うに

あたり、「東京都環境影響評価技術指針」（平成 25 年 12 月一部

改正、都告示第 1729 号）（以下「技術指針」という。）にあげら

れた事項のうち左記の事項を選択した。 

なお、環境基準が設定されている大気汚染物質のうち、二酸化

硫黄、一酸化炭素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレン及びジクロロメタンは、計画地周辺の現況濃度が環境

基準を大きく下回っており、本事業の実施により現況濃度を悪化

させることはないと考える（下表参照）。また、光化学オキシダ

ント、微小粒子状物質（PM2.5）は、発生源からの寄与を定量化す

る手法が確立されていない。したがって、これらの大気汚染物質

は、予測対象物質より除外した。 

 

【工事の施行中】 

・ 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中

における濃度 

・ 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気

中における濃度 

 

＜令和２年度 大気汚染物質測定結果＞ 単位：ppm 

項 目 測定局 日平均値の２％除外値 環境基準 

二酸化硫黄 

福生市本町 0.001 

 0.04 以下 八王子片倉町 0.001 

甲州街道国立 0.002 

一酸化炭素 
福生市本町 0.4 

10 以下 
甲州街道国立 0.4 

＜令和２年度 有害大気汚染物質測定結果＞ 単位：mg/m3 

項 目 測定局 年平均値 環境基準 

ベンゼン 
八王子片倉町 0.00067 

 0.003 以下 
東大和市奈良橋 0.00072 

トリクロロエチレン 
八王子片倉町 0.00028 

 0.13 以下 
東大和市奈良橋 0.00049 

テトラクロロエチレン 
八王子片倉町 0.00005 

 0.2 以下 
東大和市奈良橋 0.00008 

ジクロロメタン 
八王子片倉町 0.00082 

 0.15 以下 
東大和市奈良橋 0.00110 

注）測定局の位置は、図 8.1-1（p.48）に示すとおりである。 

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

   「2020年度（令和２年度） 大気汚染状況の測定結果について」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 
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(2) 調査地域 

計画地及びその周辺、ならびに工事用車両の主な走行ルート周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 大気質の状況 

① 既存資料調査 

「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ）等の既存

資料から計画地周辺の一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）及び自動車排出ガス測定局

（以下「自排局」という。）の位置等を把握し、各測定局における測定結果を整理・解析した。 

大気汚染常時監視測定局の所在地・測定高さは表8.1-2に、大気汚染常時監視測定局の位置は図

8.1-1 に示すとおりである。 

 

表 8.1-2 大気汚染常時監視測定局の所在地・測定高さ 

区 分 測定局 所在地 
測定高さ 

PM2.5 その他 

一般局 

立川市泉町 立川市役所（立川市和泉町 1156-9） 14.9ｍ 10.2ｍ 

福生市本町 福生市役所（福生市本町 5） 23.0ｍ  4.2ｍ 

八王子市片倉町 八王子市立由井中学校（八王子市片倉町 553）  4.3ｍ  3.9ｍ 

東大和市奈良橋 東大和市立第一小学校（東大和市立奈良橋4-573）  3.0ｍ  4.5ｍ 

自排局 

甲州街道八木町 甲州街道（八王子市八木町 8-1）  3.0ｍ  4.0ｍ 

川崎街道百草園 川崎街道（日野市落川 946）  3.0ｍ  4.0ｍ 

甲州街道国立 甲州街道・矢川駅通り（国立市谷保 6208）  3.0ｍ  4.5ｍ 

注）測定局の位置は、図 8.1-1 に示すとおりである。 

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

 

図 8.1-1 大気汚染常時監視測定局の位置 
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② 現地調査 

調査地点・調査期間は、表 8.1-3 及び図 8.1-2 に示すとおりである。 

一般環境大気質の調査地点は、計画地内の１地点とした。また、沿道環境大気質の調査地点は、

計画地周辺の道路沿道の５地点とした。調査期間は、年間を通した大気質の変化を把握できるよ

う四季調査とした。 

調査方法は、表8.1-4に示すとおりである。なお、二酸化窒素については、一般環境大気質の調

査地点では公定法及び簡易法（PTIO 法注））の併行測定とし、沿道環境大気質の調査地点では簡易

法（PTIO 法）で測定した。 

 

表 8.1-3 調査地点・調査期間 

調査項目 調査地点 測定高さ 調査期間 

一般環境 
大気質 

（NO2,SPM） 
Ａ：計画地内 

【公定法】 
NO2 ：地上約 1.5ｍ 
SPM ：地上約 3.0ｍ 

夏季：令和元年８月22日（木）０時 
      ～８月28日（水）24時 
秋季：令和元年10月24日（木）０時 
      ～10月30日（水）24時 
冬季：令和２年１月29日（水）０時 
      ～２月４日（火）24時 
春季：令和２年４月15日（水）０時 
      ～４月21日（火）24時 

沿道環境 
大気質 
（NO2） 

№1：都道 59 号 

【簡易法】 
NO2 ：地上約 2.5ｍ 

夏季：令和元年８月22日（木）９時 
      ～８月29日（木）９時 
秋季：令和元年10月24日（木）９時 
      ～10月31日（木）９時 
冬季：令和２年１月29日（水）９時 
      ～２月５日（水）９時 
春季：令和２年４月15日（水）９時 
      ～４月22日（水）９時 

№2：都道 59 号 

№3：市道昭島 12 号 

№4：市道昭島９号 

№5：市道昭島９号 

気 象 
（風向･風速） 

Ａ：計画地内 地上約 4.0ｍ 

夏季：令和元年８月22日（木）０時 
      ～８月28日（水）24時 
秋季：令和元年10月24日（木）０時 
      ～10月30日（水）24時 
冬季：令和２年１月29日（水）０時 
      ～２月４日（火）24時 
春季：令和２年４月15日（水）０時 
      ～４月21日（火）24時 

注）調査地点の位置は、図 8.1-2（p.50）に示すとおりである。 

 

表 8.1-4 調査方法 

調査項目 調査方法 

二 酸 化 窒 素 
「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年７月、環境庁告示第 38

号）に定める公定法（化学発光法）及び簡易法（PTIO 法）とした。 

浮 遊 粒 子 状 物 質 
「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年５月、環境庁告示第 25

号）に定める測定方法（β線吸収法）とした。 

風 向 ・ 風 速 
「地上気象観測指針」（平成 14 年３月、気象庁）に定める測定方法に準拠

した。 

  

 
注）酸化剤として PTIO（2-ﾌｪﾆﾙ-4,4,5,5-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙｲﾐﾀﾞｿﾞﾘﾝ-3-ｵｷｻｲﾄﾞ-1-ｵｷｼﾙ）を用い、一酸化窒素、二酸化窒素を同時

に測定する。 
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図 8.1-2 大気質、気象、自動車交通量の調査地点 
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2) 気象の状況 

① 既存資料調査 

調査地点は計画地の南西側約7.8kmに位置する八王子観測所（所在地：八王子市元本郷町、測定

高さ：地上約 49.8ｍ）とし、風向・風速の測定結果を整理した。 

 

② 現地調査 

調査地点・調査期間は表 8.1-3 及び図 8.1-2 に示したとおり、調査地点は計画地内の１地点と

し、調査期間は大気質の状況の現地調査と同様とした。調査方法は、表8.1-4に示したとおりであ

る。 

 

3) 地形及び地物の状況 

「東京都縮尺1/2,500地形図（平成27年度版）」（東京都都市整備局）、「東京都土地利用現況

図［建物用途別］（多摩都市部）平成29年現在」（東京都都市整備局）等の既存資料の整理・解析

及び現地踏査によった。 

 

4) 土地利用の状況 

「昭島市都市計画図」（令和２年３月、昭島市）、「東京都土地利用現況図［建物用途別］（多

摩都市部）平成 29 年現在」（東京都都市整備局）等の既存資料の整理・解析及び現地踏査によっ

た。 

 

5) 発生源の状況 

「昭島市都市計画図」（令和２年３月、昭島市）、「東京都土地利用現況図［建物用途別］（多

摩都市部）平成 29 年現在」（東京都都市整備局）等の既存資料の整理・解析及び現地踏査によっ

た。 

 

6) 自動車交通量等の状況 

① 既存資料調査 

「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和４年６月閲覧、東京都建設局ホー

ムページ）等の既存資料の整理・解析によった。 

調査地点は、表 8.1-5 及び図 8.1-3 に示すとおりである。 

 

表 8.1-5 調査地点 

調査地点 調査年度 路線名 

№1 
立川市一番町 1-6 平成 22 年度以降 

都道 59 号 
昭島市中神町 1363 平成 17 年度以前 

№2 
昭島市武蔵野 2-20-7 平成 22 年度以降 

都道 162 号 
昭島市つつじが丘 3-1 平成 17 年度以前 

注）調査地点の位置は、図 8.1-3（p.52）に示すとおりである。 

資料：「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和４年６月閲覧、東京都建設局ホームページ） 

   「道路交通センサス」（令和４年６月閲覧、国土交通省関東地方整備局ホームページ） 
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図 8.1-3 自動車交通量（道路交通センサス）の調査地点 
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② 現地調査 

調査地点・調査期間は表 8.1-6 に、調査方法は表 8.1-7 に、車種分類は表 8.1-8 に示すとおりで

ある。調査地点は、図 8.1-2 に示したとおりである。 

 

表 8.1-6 調査地点・調査期間 

調査地点 路線名 調査期間 

№1 都道 59 号 

令和元年 10 月 29 日（火）22 時～10 月 30 日（水）22 時 
№2 都道 59 号 
№3 市道昭島 12 号 
№4 市道昭島９号 
№5 市道昭島９号 

注）調査地点の位置は、図 8.1-2（p.50）に示したとおりである。 

 

表 8.1-7 調査方法 

調査項目 調査方法 

自 動 車 交 通 量 
数取器（ハンドカウンター）を用いて、車種別・時間帯別に自動車台数を集

計する方法とした。 

 

表 8.1-8 車種分類表 

車種分対 該当する車両 プレート番号 

自動車類 

大型車類 
大型貨物車・大型特殊車 １、９、０ 

バス ２ 

小型車類 
軽・小型貨物車 ４、６ 

軽・小型・普通乗用車 ３、５、７ 

二輪車 自動二輪車、原動機付自転車 － 

注）特種用途自動車（頭番号：８）は形状に応じて分類した。 

 

7) 法令による基準等 

「環境基本法」（平成５年 11 月、法律第 91 号）の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 大気質の状況 

① 既存資料調査 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果（令和２年度）は表 8.1-9(1)～(2)に示すとおり、す

べての測定局で環境基準を達成している。 

また、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値の推移（平成 28 年度～令和２年度）は図

8.1-4(1)～(2)に示すとおり、すべての測定局で横ばいである。 

 

表 8.1-9(1) 二酸化窒素の測定結果（令和２年度） 

単位：ppm 

区 分 測定局 年平均値 
日平均値の 

年間 98％値 

環境基準 

達成状況 
環境基準 

一般局 

立川市泉町 0.011 0.024 ○ 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であ

ること。 

福生市本町 0.011 0.022 ○ 

八王子市片倉町 0.010 0.023 ○ 

東大和市奈良橋 0.010 0.024 ○ 

自排局 

甲州街道八木町 0.012 0.027 ○ 

川崎街道百草園 0.013 0.027 ○ 

甲州街道国立 0.016 0.030 ○ 

注 1)測定局の位置は、図 8.1-1（p.48）に示したとおりである。 

注 2)環境基準達成状況 ○：達成 ×：非達成 

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

 

表 8.1-9(2) 浮遊粒子状物質の測定結果（令和２年度） 

単位：mg/m3 

区 分 測定局 年平均値 
日平均値の 

２％除外値 

環境基準 

達成状況 
環境基準 

一般局 

立川市泉町 0.013 0.035 ○ １時間値の１日平均値が

0.10mg/m3 以下であり、か

つ、１時間値が0.20mg/m3以

下であること。 

福生市本町 0.014 0.037 ○ 

八王子市片倉町 0.011 0.036 ○ 

東大和市奈良橋 0.015 0.047 ○ 

自排局 

甲州街道八木町 0.014 0.038 ○ 

川崎街道百草園 0.014 0.037 ○ 

甲州街道国立 0.014 0.038 ○ 

注 1)測定局の位置は、図 8.1-1（p.48）に示したとおりである。 

注 2)環境基準達成状況 ○：達成 ×：非達成 

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 
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注）測定局の位置は、図 8.1-1（p.48）に示したとおりである。 

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

図 8.1-4(1) 二酸化窒素の年平均値の推移（平成 28 年度～令和２年度） 

 

 

注）測定局の位置は、図 8.1-1（p.48）に示したとおりである。 

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

図 8.1-4(2) 浮遊粒子状物質の年平均値の推移（平成 28 年度～令和２年度） 
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② 現地調査 

大気質の調査結果は、表 8.1-10(1)～(2)に示すとおりである（資料編 p.17～27 参照）。 

公定法における一般環境大気質の二酸化窒素の期間平均値は 0.009～0.013ppm、四季平均値は

0.011ppm、浮遊粒子状物質の期間平均値は 0.009～0.021mg/m3、四季平均値は 0.014mg/m3である。 

また、簡易法における一般環境大気質の二酸化窒素の期間平均値は 0.009～0.014ppm、四季平均

値は 0.011ppm、沿道環境大気質の二酸化窒素の期間平均値は 0.009～0.024ppm、四季平均値は

0.012～0.019ppm である。 

 

表 8.1-10(1) 大気質の調査結果（公定法） 

調査項目 
調査 

地点 

調査 

時期 

二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（mg/m3） 

期間 

平均値 

日平均値 

の最高値 

１時間値 

の最高値 

期間 

平均値 

日平均値 

の最高値 

１時間値 

の最高値 

一般環境 

大気質 
Ａ 

夏季 0.009 0.016 0.032 0.021 0.031 0.064 

秋季 0.012 0.019 0.028 0.014 0.020 0.051 

冬季 0.013 0.019 0.035 0.009 0.015 0.039 

春季 0.010 0.014 0.026 0.013 0.019 0.037 

四季 0.011 0.019 0.035 0.014 0.031 0.064 

注 1)調査地点の位置は、図 8.1-2（p.50）に示したとおりである。 

注 2)調査期間 夏季：令和元年８月22日（木）０時～８月28日（水）24 時 

      秋季：令和元年10月24日（木）０時～10月30日（水）24 時 

      冬季：令和２年１月29日（水）０時～２月４日（火）24 時 

      春季：令和２年４月15日（水）０時～４月21日（火）24 時 
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表 8.1-10(2) 大気質の調査結果（簡易法） 

調査項目 
調査 
地点 

調査 
時期 

二酸化窒素（ppm） 

期間平均値 日平均値の最高値 日平均値の最低値 

一般環境 
大気質 

Ａ 

夏季 0.009 0.015 0.004 

秋季 0.012 0.017 0.008 

冬季 0.014 0.018 0.008 

春季 0.010 0.013 0.005 

四季 0.011 0.018 0.004 

沿道環境 
大気質 

№1 

夏季 0.017 0.024 0.010 

秋季 0.019 0.027 0.014 

冬季 0.024 0.034 0.017 

春季 0.016 0.021 0.009 

四季 0.019 0.034 0.009 

№2 

夏季 0.016 0.026 0.010 

秋季 0.018 0.023 0.013 

冬季 0.021 0.031 0.013 

春季 0.015 0.020 0.008 

四季 0.018 0.031 0.008 

№3 

夏季 0.011 0.017 0.006 

秋季 0.015 0.019 0.012 

冬季 0.015 0.028 0.006 

春季 0.010 0.013 0.005 

四季 0.013 0.028 0.005 

№4 

夏季 0.010 0.018 0.003 

秋季 0.013 0.021 0.009 

冬季 0.013 0.028 0.007 

春季 0.010 0.016 0.005 

四季 0.012 0.028 0.003 

№5 

夏季 0.009 0.016 0.004 

秋季 0.013 0.019 0.009 

冬季 0.017 0.036 0.009 

春季 0.010 0.014 0.004 

四季 0.012 0.036 0.004 

注 1)調査地点の位置は、図 8.1-2（p.50）に示したとおりである。 

注 2)調査期間 夏季：令和元年８月22日（木）９時～８月29日（木）９時 

      秋季：令和元年10月24日（木）９時～10月31日（木）９時 

      冬季：令和２年１月29日（水）９時～２月５日（水）９時 

      春季：令和２年４月15日（水）９時～４月22日（水）９時 
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2) 気象の状況 

① 既存資料調査 

八王子観測所の風配図（令和２年度）は図 8.1-5 に示すとおり、年間の最多風向は N（出現率：

13.2％）、年平均風速は 2.7m/s である。 

 

 

資料：「気象統計情報」（令和４年６月閲覧、気象庁ホームページ） 

図 8.1-5 風配図（令和２年度） 

 

② 現地調査 

調査期間中における計画地内の風配図（四季）は図 8.1-6 に示すとおり、最多風向は NW（出現

率：26.2％）、期間平均風速は 0.9m/s である（資料編 p.27～34 参照）。 

 

 
注）調査地点の位置は、図 8.1-2（p.50）に示したとおりである。 

図 8.1-6 風配図（四季） 
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3) 地形及び地物の状況 

計画地周辺の地盤高さは図 8.1-7 に示すとおり T.P.+100ｍ～T.P.+110ｍであり、北西から南東に

向かって緩やかに傾斜した地形となっている。 

また、計画地周辺には、工場、住宅、事務所ビル等が立地している。 

 

4) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の用途地域図は、図 8.1-8 に示すとおりである。 

計画地は準工業地域に指定されており、計画地周辺は準工業地域、第一種住居地域、第一種中高

層住居専用地域等に指定されている。 

計画地及びその周辺の土地利用現況図は、図 8.1-9 に示すとおりである。 

計画地は主に専用工場として利用されており、計画地周辺は専用工場、独立住宅、集合住宅等と

して利用されている。 

また、計画地周辺における大気汚染物質の影響に特に配慮すべき施設等の状況は表 8.1-11(1)～

(2)及び図 8.1-10 に示すとおり、計画地近傍にむさしの保育園（№10）、昭和の杜病院（№21）等

がある。 

 

5) 発生源の状況 

固定発生源としては計画地周辺の工場等が、移動発生源としては計画地周辺の都道59号（多摩大

橋通り）、市道昭島９号（文化通り）等を走行する自動車等がある。 
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図 8.1-7 地形（地盤高さ）の状況 
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図 8.1-8 用途地域図 
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図 8.1-9 土地利用現況図 
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表 8.1-11(1) 大気汚染物質の影響に特に配慮すべき施設等の状況 

区 分 № 名 称 
計画地からの方向・距離 

方 向 距 離 

教育施設 

幼稚園 1 昭島幼稚園 南 約 640ｍ 

小学校 

2 富士見丘小学校 南南東 約 660ｍ 

3 武蔵野小学校 北 約 360ｍ 

4 中神小学校 南南西 約 1,100ｍ 

5 つつじが丘小学校 西北西 約 560ｍ 

中学校 
6 瑞雲中学校 西 約 560ｍ 

7 立川第五中学校 北東 約 1,100ｍ 

福祉施設 

保育園 

8 昭和郷保育園 南南東 約 660ｍ 

9 昭和郷第二保育園 南南東 約 540ｍ 

10 むさしの保育園 南東 約 40ｍ 

11 福島保育園分園 西南西 約 400ｍ 

12 保育園アルペジオ昭島中神町園 南南西 約 440ｍ 

13 しらさぎ保育室 南 約 840ｍ 

14 家庭的保育室こころ 北東 約 740ｍ 

子育て関連施設 15 新畑子どもの広場 南西 約 280ｍ 

福祉関連施設 
16 東部地域包括支援センター竹口病院 南 約 840ｍ 

17 朝日町高齢者福祉センター 南西 約 1,160ｍ 

医療施設 

18 中神内科呼吸科クリニック 南南西 約 740ｍ 

19 マタニティークリニック小島医院 南西 約 900ｍ 

20 昭島病院 南南東 約 600ｍ 

21 昭和の杜病院 西 約 40ｍ 

22 うしお病院 北北西 約 540ｍ 

23 あきしま相互病院 北東 約 480ｍ 

24 豊泉胃腸科外科 北東 約 1,040ｍ 

公園等 公園 

25 玉川上水緑道 北西 約 1,060ｍ 

26 中神公園 南南西 約 960ｍ 

27 新生公園 南南東 約 140ｍ 

28 富士見公園 南 約 460ｍ 

29 つつじが丘公園 西南西 約 540ｍ 

30 北文化公園 西 約 120ｍ 

31 日ノ出台公園 北北西 約 680ｍ 

32 美ノ宮公園 北 約 400ｍ 

33 朝日町いこい公園 南西 約 1,140ｍ 

34 仲町公園 南東 約 240ｍ 

35 むさしの公園 東北東 約 380ｍ 

注）大気汚染物質の影響に特に配慮すべき施設等の位置は、図 8.1-10（p.65）に示すとおりである。 

資料：「昭島市市民便利帳」（平成 31 年１月、昭島市） 

   「施設マップ」（令和４年６月閲覧、昭島市ホームページ） 

   「立川市市民便利帳 2020」（令和２年８月、立川市） 
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表 8.1-11(2) 大気汚染物質の影響に特に配慮すべき施設等の状況 

区 分 № 名 称 
計画地からの方向・距離 

方 向 距 離 

公園等 児童遊園 

36 武蔵野二丁目東児童遊園 北東 約 460ｍ 

37 武蔵野三丁目児童遊園 北西 約 280ｍ 

38 武蔵野三丁目西児童遊園 北西 約 320ｍ 

39 睦会児童遊園 南 約 800ｍ 

40 富士見児童遊園 南東 約 820ｍ 

41 むさしの児童遊園 北東 約 340ｍ 

42 宮沢文化児童遊園 西 約 300ｍ 

43 上砂三公園 北東 約 940ｍ 

44 上砂三東児童遊園 北東 約 920ｍ 

45 一番西公園 北北東 約 1,000ｍ 

46 天王橋南公園 北北東 約 680ｍ 

47 天王橋南第二公園 北 約 560ｍ 

その他 

市民図書館 48 つつじが丘分室（新幹線電車図書館） 西 約 560ｍ 

市立会館 
49 武蔵野会館 南南西 約 460ｍ 

50 富士見会館 南東 約 380ｍ 

注）大気汚染物質の影響に特に配慮すべき施設等の位置は、図 8.1-10（p.65）に示すとおりである。 

資料：「昭島市市民便利帳」（平成 31 年１月、昭島市） 

   「施設マップ」（令和４年６月閲覧、昭島市ホームページ） 

   「立川市市民便利帳 2020」（令和２年８月、立川市） 
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図 8.1-10 大気汚染物質の影響に特に配慮すべき施設等の状況 
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6) 自動車交通量等の状況 

① 既存資料調査 

自動車交通量（道路交通センサス）の調査結果（平成27年度：平日）は、表8.1-12に示すとお

りである。 

計画地周辺における自動車交通量（12 時間）は、4,247～12,845 台、大型車混入率は 15.4～

18.2％である。 

 

表 8.1-12 自動車交通量（道路交通センサス）の調査結果（平成 27 年度：平日） 

調査地点 路線名 
自動車交通量（台/12 時間） 大型車混入率 

（％） 大型車 小型車 合 計 

№1 都道 59 号 2,337 10,508 12,845 18.2 

№2 都道 162 号 655 3,592 4,247 15.4 

注 1)調査地点の位置は、図 8.1-3（p.52）に示したとおりである。 

注 2)調査時間：７～19 時の 12 時間 

資料：「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和４年６月閲覧、東京都建設局ホームページ） 

 

また、自動車交通量（12時間）の推移（平成９、11、17、22、27年度：平日）は、表8.1-13及

び図 8.1-11 に示すとおりである。なお、平成 17 年度以前と平成 22 年度以降で調査地点が異なる

ため、平成 17 年度以前の調査結果は参考として示した。 

平成22年度と平成27年度を比較すると、自動車交通量（12時間）は№1（都道59号）で増加、

№2（都道 162 号）で減少している。 

 

表 8.1-13 自動車交通量（12 時間）の推移（平成９、11、17、22、27 年度：平日） 

調査 

地点 
路線名 

自動車交通量（台/12 時間） 

平成９年度 平成11年度 平成17年度 平成22年度 平成27年度 

№1 都道 59 号 7,263 7,380 7,404 7,616 12,845 

№2 都道 162 号 15,976 18,700 18,140 4,596 4,247 

注 1)調査地点の位置は、図 8.1-3（p.52）に示したとおりである。 

注 2)調査時間：７～19 時の 12 時間 

注 3)平成17年度以前と平成22年度以降で調査地点が異なるため、平成17年度以前の調査結果は参考として記載した。 

資料：「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和４年６月閲覧、東京都建設局ホームページ） 

   「道路交通センサス」（令和４年６月閲覧、国土交通省関東地方整備局ホームページ） 
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注1)調査地点の位置は、図8.1-3（p.52）に示したとおりである。 

注2)調査時間：７～19時の12時間 

注3)平成17年度以前と平成22年度以降で調査地点が異なるため、平成17年度以前の調査結果は参考として記載した。 

資料：「平成27年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和４年６月閲覧、東京都建設局ホームページ） 

   「道路交通センサス」（令和４年６月閲覧、国土交通省関東地方整備局ホームページ） 

図 8.1-11 自動車交通量（12 時間）の推移（平成９、11、17、22、27 年度：平日） 

 

② 現地調査 

自動車交通量の調査結果は、表 8.1-14 に示すとおりである（資料編 p.1～7 参照）。 

自動車交通量は 1,130～19,391 台/日、大型車混入率は 6.5～17.9％である。 

 

表 8.1-14 自動車交通量の調査結果 

調査 

地点 
路線名 

自動車交通量（台/日） 大型車混入率 

（％） 大型車 小型車 合 計 

№1 都道 59 号 3,033 13,868 16,901 17.9 

№2 都道 59 号 3,160 16,231 19,391 16.3 

№3 市道昭島 12 号 218 2,988 3,206 6.8 

№4 市道昭島９号 151 2,181 2,332 6.5 

№5 市道昭島９号 162 968 1,130 14.3 

注 1)調査地点の位置は、図 8.1-2（p.50）に示したとおりである。 

注 2)調査期間：令和元年 10 月 29 日（火）22 時～10 月 30 日（水）22 時 
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7) 法令による基準等 

「環境基本法」に基づく二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準は、表8.1-15に示すとお

りである。 

 

表 8.1-15 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準 

項 目 環境基準 

二 酸 化 窒 素  
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

下であること。 

浮遊粒子状物質 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/m3以下であること。 

資料：「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年７月、環境庁告示第 38 号） 

   「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年５月、環境庁告示第 25 号） 
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8.1.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す項目とした。 

なお、浮遊粒子状物質は、建設機械及び自動車の排気管より排出される粒子状物質（一次生成物

質）のみを予測の対象とし、反応二次生成物質やタイヤの磨耗による粉じん、砂ぼこり等の巻き上

げ粉じんは予測の対象としないこととした。 

 

1) 工事の施行中 

・建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

・工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の予測の対象時点は、

12 号館建設工事、２号館二期棟解体工事及び 13 号館建設工事、１号館解体工事及び 14 号館建設工

事において、建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量がそれぞれ最大となる時点（工事開始１～12 ヶ

月目の１年間、工事開始 46～57 ヶ月目の１年間、工事開始 118～129 ヶ月目の１年間）とした（資

料編 p.35～40 参照）。 

工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の予測の対象時点

は、工事用車両の走行台数が最大となる時点（工事開始５ヶ月目、12 号館建設工事中）とし、この

交通量が１年間続くものと想定した（資料編 p.13～16 参照）。 

 

(3) 予測地域・地点 

1) 工事の施行中 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の予測の予測地域は、

発生源の高さ等を考慮して、予測される最大着地濃度出現地点を含む範囲とした。予測高さは、地

上 1.5ｍとした。 

工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の予測地点は図

8.1-12 に示すとおり、工事用車両の主な走行ルート上の３地点における沿道の道路端とした。予測

高さは、地上 1.5ｍとした。 

なお、大気質の状況及び自動車交通量等の状況の現地調査は、計画地周辺の道路沿道５地点（№1

～№5）で実施したが、№4 及び№5 については、工事用車両が走行しないことから予測地点として選

定しなかった。 
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図 8.1-12 工事用車両の走行に伴う大気質の予測地点 
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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二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

ア 予測手順 

予測手順は、図8.1-13に示すとおりである。なお、予測にあたっては、計画地及びその周辺の

建築物は考慮しないこととした。 

 

 

図 8.1-13 建設機械の稼働に伴う大気質の予測手順 

 

イ 予測式 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年 12 月、公害研究対策セン

ター）に基づき、プルーム式（有風時：風速 1.0m/s 以上の場合）、弱風パフ式（弱風時：風速

0.5m/s 以上、0.9m/s 以下の場合）、無風パフ式（無風時：風速 0.4m/s 以下の場合）を用いた

（資料編 p.41～42 参照）。 
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ウ 予測条件 

(a) 建設機械の種類・稼働台数 

予測の対象時点における建設機械の種類・稼働台数は、表 8.1-16 に示すとおりである。 

 

表 8.1-16 建設機械の種類・稼働台数 

予測の対象時点 建設機械の種類 
定格出力 

（kW） 

稼働台数 

（台/年） 

工事開始１～12 ヶ月目 

の１年間 

（12 号館建設工事中） 

バックホウ（0.7m3） 122    50 

バックホウ（0.55m3）  90    75 

バックホウ（0.45m3）  68   450 

ブルドーザー（10t）  67    25 

多軸減速機（120t） 186    75 

クローラクレーン（80t） 201   175 

トラッククレーン（100t） 331   300 

合 計 － 1,150 

工事開始 46～57 ヶ月目 

の１年間 

（２号館二期棟解体工事中） 

油圧破砕機（0.7m3） 122   300 

バックホウ（0.7m3） 122   450 

合 計 －   750 

工事開始 118～129 ヶ月目 

の１年間 

（１号館解体工事中及び 

14 号館建設工事中） 

油圧破砕機（0.7m3） 122   300 

バックホウ（0.7m3） 122   450 

バックホウ（0.55m3）  90   150 

バックホウ（0.45m3）  68   250 

ジャイアントブレーカー（0.7m3） 122    50 

多軸減速機（120t） 186    25 

トラッククレーン（100t） 331   300 

合 計 － 1,525 

注）タワークレーンは、電動式のため予測の対象から除いた。 

資料：「令和３年度版 建設機械等損料表」（令和３年５月、(一社)日本建設機械施工協会） 

 

(b) 排出源の位置 

排出源の位置は図 8.1-14(1)～(3)に示すとおり、建設機械の配置及び移動等を考慮し、施

工区域内に点煙源を均等に配置した。なお、排出源の高さは、仮囲いを考慮して地上 3.0ｍ

とした。 
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図 8.1-14(1) 排出源（建設機械）の位置 

（工事開始１～12 ヶ月目、12 号館建設工事中） 
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図 8.1-14(2) 排出源（建設機械）の位置 

（工事開始 46～57 ヶ月目、２号館二期棟解体工事中） 
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図 8.1-14(3) 排出源（建設機械）の位置 

（工事開始 118～129 ヶ月目、１号館解体工事中及び 14 号館建設工事中） 
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(c) 気象条件 

気象条件は、八王子観測所の風向・風速、東京管区気象台の日射量、雲量の測定結果（令

和２年度）を用いた。大気安定度は、八王子観測所の風向・風速、東京管区気象台の日射量、

雲量の測定結果（令和２年度）から求めた（資料編 p.43 参照）。なお、八王子観測所の風

向・風速の測定結果（令和２年度）が平年と比べて異常でないことを確認するため、過去 10

年間（平成22年度～令和元年度）の測定結果を用いて異常年検定を行った。ここで、「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研

究所 独立行政法人土木研究所）では、危険率か１％で棄却検定を行うこととされているこ

とから、危険率１％の判定結果をもって異常年かどうか判断し、八王子観測所の風向・風速

の測定結果（令和２年度）が平年と比べて異常でないことを確認した（資料編p.44参照）。 

また、排出源の高さ（地上 3.0ｍ）の風速は以下に示す式により、八王子観測所（測定高

さ：地上 49.8ｍ）の風速から推定した。なお、べき指数（ ）は、表 8.1-17 に示す大気安

定度別のべき指数とした。 

 

 0 0U U H H

 

 

U  ：排出源の高さH （ｍ）の推定風速（m/s） 

0U　  ：基準高さ 0H　（ｍ）の風速（m/s） 

H   ：排出源の高さ（＝地上3.0ｍ） 

0H　  ：基準とする高さ（＝地上49.8ｍ：八王子観測所測定高さ） 

   ：べき指数（表8.1-17参照） 

 

表 8.1-17 大気安定度別のべき指数 

大気安定度 A B C D E F,G 

  0.1 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

資料：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年 12 月、公害研究対策センター） 
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(d) 汚染物質排出量 

予測の対象時点における建設機械の排出係数原単位は表8.1-18に示すとおり、建設機械の

定格出力、エンジン排出係数原単位等から以下に示す式を用いて算出した。 

なお、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」によると、エンジン排出係数原

単位は粒子状物質（PM）のみが記載されているため、粒子状物質（PM）を浮遊粒子状物質

（SPM）として計算した。 

 

  bBrEPQ iii /  

 

iQ   ：建設機械（ i）の排出係数原単位（g/h） 

iP   ：建設機械（ i）の定格出力（kW） 

Br   ：実作業ベースの燃料消費率（＝原動機燃料消費率/1.2）（g/kW･h） 

b   ：ISO-C1モードにおける平均燃料消費率（g/kW･h） 

iE   ：建設機械（ i）のエンジン排出係数原単位（g/kW･h） 

 

表 8.1-18 排出係数原単位 

建設機械の種類 

定格 

出力 

（kW） 

エンジン排出係数 

原単位 

（g/kW･h） 

排出係数原単位 

 

（g/h） 

窒素酸化物 粒子状物質 窒素酸化物 粒子状物質 

油圧破砕機（0.7m3） 122 5.3 0.15 298.8 8.5 

バックホウ（0.7m3） 122 5.3 0.15 298.8 8.5 

バックホウ（0.55m3）  90 5.4 0.22 219.8 9.0 

バックホウ（0.45m3）  68 5.4 0.22 153.9 6.3 

ジャイアントブレーカー（0.7m3） 122 5.3 0.15 298.8 8.5 

ブルドーザー（10t）  67 5.4 0.22 163.6 6.7 

多軸減速機（120t） 186 5.3 0.15 185.1 5.2 

クローラクレーン（80t） 201 5.3 0.15 244.5 6.9 

トラッククレーン（100t） 331 5.3 0.15 233.1 6.6 

ロードローラー（４t）  56 6.1 0.27 117.1 5.2 

注 1)タワークレーンは、電動式のため予測の対象から除いた。 

注 2)エンジン排出係数原単位は、二次排出ガス対策型の値とした。 

資料：「令和３年度版 建設機械等損料表」（令和３年５月、(一社)日本建設機械施工協会） 

   「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研究所 独立行政法人土木研究所） 

 

予測の対象時点における汚染物質排出量は表8.1-19に示すとおり、建設機械の稼働台数、

排出係数原単位、稼働条件等から算出した。また、予測にあたっては、すべての作業時間帯

（７～19 時の 11 時間（12～13 時は除く））で建設機械が稼働する可能性は低いが、計画地

周辺への影響が大きくなる場合を想定し、建設機械の稼働時間は７～19 時の 11 時間（12～

13 時は除く）とした。なお、特定建設作業、指定建設作業にかかる実際の建設機械の稼働時

間は、関係法令等を遵守し、10 時間以内とする。 

  



- 78 - 

表 8.1-19 汚染物質排出量 

予測の対象時点 建設機械の種類 

定格 

出力 

（kW） 

汚染物質排出量 

窒素酸化物 

（m3/年） 

粒子状物質 

（kg/年） 

工事開始１～12 ヶ月目 

の１年間 

（12 号館建設工事中） 

バックホウ（0.7m3） 122 43.0 2.4 

バックホウ（0.55m3）  90 47.4 3.7 

バックホウ（0.45m3）  68 278.7 21.9 

ブルドーザー（10t）  67 11.8 0.9 

多軸減速機（120t） 186 39.9 2.1 

クローラクレーン（80t） 201 98.7 4.9 

トラッククレーン（100t） 331 80.4 4.7 

合 計 － 599.9 40.6 

工事開始 46～57 ヶ月目 

の１年間 

（２号館二期棟解体工事中） 

油圧破砕機（0.7m3） 122 309.6 16.8 

バックホウ（0.7m3） 122 541.2 29.4 

合 計 － 850.8 46.2 

工事開始 118～129 ヶ月目 

の１年間 

（１号館解体工事中及び 

14 号館建設工事中） 

油圧破砕機（0.7m3） 122 309.6 16.8 

バックホウ（0.7m3） 122 541.5 29.4 

バックホウ（0.55m3）  90 94.8 7.5 

バックホウ（0.45m3）  68 155.0 12.4 

ジャイアントブレーカー（0.7m3） 122 34.5 1.9 

多軸減速機（120t） 186 13.3 0.7 

トラッククレーン（100t） 331 80.4 4.2 

合 計 － 1,228.8 72.9 

注 1)タワークレーンは、電動式のため予測の対象から除いた。 

注 2)窒素酸化物の汚染物質排出量は、単位排出量（g/h）に単位換算係数（523ml/g）を用いて算出した。 

資料：「令和３年度版 建設機械等損料表」（令和３年５月、(一社)日本建設機械施工協会） 

 

(e) 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

窒素酸化物から二酸化窒素への変換式は、東京都多摩部の一般局及び自排局における過去

５年間（平成28年度～令和２年度）の測定結果から、自排局と一般局の年平均値の差を回帰

分析し、以下のとおり設定した（資料編 p.45 参照）。 

 

   0.80692 0.1604 xNO NO  

 

 2NO   ：二酸化窒素の寄与濃度（ppm） 

 xNO   ：窒素酸化物の寄与濃度（ppm） 
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(f) バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、表 8.1-20 に示すとおりである。 

バックグラウンド濃度は、計画地最寄りの一般局であるの立川市泉町測定局の測定結果を

用いることとした。 

立川市泉町測定局の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値の推移（平成28年度～令和

２年度）は表8.1-20に示すとおり、横ばいであることから、過去５年間における測定結果の

平均値をバックグラウンド濃度とした。 

 

表 8.1-20 バックグラウンド濃度 

項 目 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

バックグラウンド 

濃度 

二酸化窒素 

（ppm） 
0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.012 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.015 0.015 0.015 0.013 0.013 0.014 
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② 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

ア 予測手順 

予測手順は、図 8.1-15 に示すとおりである。 

 

 

図 8.1-15 工事用車両の走行に伴う大気質の予測手順 

イ 予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」に基づき、プルーム式（有風

時：風速が 1.0m/s を超える場合）、パフ式（弱風時：風速が 1.0m/s 以下の場合）を用いた（資

料編 p.46～47 参照）。 

 

ウ 予測条件 

(a) 将来交通量 

工事の施行中における将来交通量は、表 8.1-21 に示すとおりである（資料編 p.8～12 参

照）。 
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表 8.1-21 工事の施行中における将来交通量（工事開始５ヶ月目、12 号館建設工事中） 

単位：台/日 

予測 

地点 
車 種 

将来基礎交通量 

① 

工事用車両 

② 

将来交通量 

③＝①＋② 

№1 

大型車 3,033 157 3,190 

小型車 13,868 20 13,888 

合 計 16,901 177 17,078 

№2 

大型車 3,160 314 3,474 

小型車 16,231 40 16,271 

合 計 19,391 354 19,745 

№3 

大型車 218 157 375 

小型車 2,988 20 3,008 

合 計 3,206 177 3,383 

注 1)予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 

注 2)将来基礎交通量は、現況交通量とした。 

注 3)将来交通量＝将来基礎交通量＋工事用車両 

注 4)工事用車両の走行時間帯：６～20 時 

 

(b) 道路条件 

道路条件は、表 8.1-22 に示すとおりである（資料編 p.48 参照）。 

 

表 8.1-22 道路条件 

予測地点 路線名 車線数 道路構造 路 面 

№1 都道 59 号 ２ 

平面道路 アスファルト舗装 №2 都道 59 号 ２ 

№3 市道昭島 12 号 ２ 

注）予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 

 

(c) 気象条件 

気象条件は、八王子観測所の風向・風速の測定結果（令和２年度）を用いた（資料編 p.48

～49 参照）。 

また、排出源の高さ（地上 1.0ｍ）の風速は以下に示す式により、八王子観測所（測定高

さ：地上49.8ｍ）の風速から推定した。なお、べき指数（ ）は土地利用の状況に合わせて

1/3（市街地）とした。 

 

 0 0U U H H

 

 

U  ：排出源の高さH （ｍ）の推定風速（m/s） 

0U　  ：基準高さ 0H　（ｍ）の風速（m/s） 

H   ：排出源の高さ（＝地上1.0ｍ） 

0H　  ：基準とする高さ（＝地上49.8ｍ：八王子観測所測定高さ） 

   ：べき指数（1/3：市街地） 
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(d) 排出源の位置 

排出源の位置は、予測断面の前後に点煙源が連続したものとし、車道部中央の高さ１ｍに

配置した（資料編 p.50 参照）。 

 

(e) 走行速度 

走行速度は、「平成 27 年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成 29 年 11

月、東京都環境局）に示される都内全域における道路種別の車速分布等から平均速度（一般

幹線道路：30km/h、支線・細街路：20km/h）を設定した。なお、予測地点のうち、№1、№2

は一般幹線道路、№3 は支線・細街路とした。 

 

(f) 排出係数 

排出係数は表 8.1-23 に示すとおり、「平成 27 年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託

報告書」に示される令和２年度の車種別・車速別排出係数及び車種別・地域別走行量の推移

から設定した。なお、「平成27年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」では、平

成 27 年度、令和２年度、令和６年度、令和 12 年度の排出係数が示されており、本予測では

令和２年度の排出係数を用いた。 

 

表 8.1-23 排出係数（令和２年度） 

予測地点 道路種別 走行速度 
窒素酸化物（g/km･台） 粒子状物質（g/km･台） 

大型車 小型車 大型車 小型車 

№1、№2 一般幹線道路 30km/h 1.6218 0.0312 0.00697 0.00045 

№3 支線・細街路 20km/h 1.4122 0.0369 0.00633 0.00055 

注）予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 

資料：「平成 27 年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成 29 年 11 月、東京都環境局） 

 

(g) 汚染物質排出量 

汚染物質排出量は、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」に基づき、以下に

示す式を用いて算出した。 

 

 
2

1

1 1

3600 1000t w it i
i

Q V N E


      

 

tQ   ：時間別平均排出量（ml/m･s又はmg/m･s） 

iE   ：車種別排出係数（g/km･台） 

itN   ：車種別時間別交通量（台/h） 

wV   ：換算係数（ml/g又はmg/g） 

窒素酸化物   ：20℃、１気圧で523ml/g 

浮遊粒子状物質 ：1000mg/g 
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(h) 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

「① 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 ウ 予

測条件 (e) 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式」（p.78）と同様とした。 

 

(i) バックグラウンド濃度 

「① 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 ウ 予

測条件 (f) バックグラウンド濃度」（p.79）と同様とした。 
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(5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

予測結果は、表 8.1-24 及び図 8.1-16～図 8.1-17 に示すとおりである。 

二酸化窒素の将来濃度（年平均値）は0.01422～0.01624ppmであり、建設機械の稼働に伴う寄与

率は 15.6～26.1％である。 

また、浮遊粒子状物質の将来濃度（年平均値）は0.01434～0.01460 ㎎/m3であり、建設機械の稼

働に伴う寄与率は 2.4～4.1％である。 

 

表 8.1-24(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

単位：ppm 

予測の対象時点 

予測地点 

（最大着地濃度 

出現地点） 

バック 

グラウンド 

濃度 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与濃度 

将来濃度 

（年平均値） 
寄与率 

① ② ③＝①＋② ④＝②/③×100 

工事開始１～12ヶ月目 

の１年間 

（12 号館建設工事中） 

計画地南側 

敷地境界 

0.012 

0.00222 0.01422 15.6％ 

工事開始46～57ヶ月目 

の１年間 

（２号館二期棟解体工事中）

計画地西側 

敷地境界 
0.00424 0.01624 26.1％ 

工事開始118～129 ヶ月目 

の１年間 

（１号館解体工事中及び 

14 号館建設工事中） 

計画地北側 

敷地境界 
0.00270 0.01470 18.4％ 
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表 8.1-24(2) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

単位：mg/m3 

予測の対象時点 

予測地点 

（最大着地濃度 

出現地点） 

バック 

グラウンド 

濃度 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与濃度 

将来濃度 

（年平均値） 
寄与率 

① ② ③＝①＋② ④＝②/③×100 

工事開始１～12ヶ月目 

の１年間 

（12 号館建設工事中） 

計画地南側 

敷地境界 

0.014 

0.00034 0.01434 2.4％ 

工事開始46～57ヶ月目 

の１年間 

（２号館二期棟解体工事中）

計画地西側 

敷地境界 
0.00060 0.01460 4.1％ 

工事開始118～129 ヶ月目 

の１年間 

（１号館解体工事中及び 

14 号館建設工事中） 

計画地北側 

敷地境界 
0.00038 0.01438 2.6％ 
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図 8.1-16(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

（工事開始１～12 ヶ月目、12 号館建設工事中） 
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図 8.1-16(2) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

（工事開始 46～57 ヶ月目、２号館二期棟解体工事中） 
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図 8.1-16(3) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

（工事開始 118～129 ヶ月目、１号館解体工事中及び 14 号館建設工事中） 
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図 8.1-17(1) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

（工事開始１～12 ヶ月目、12 号館建設工事中） 
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図 8.1-17(2) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

（工事開始 46～57 ヶ月目、２号館二期棟解体工事中） 
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図 8.1-17(3) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

（工事開始 118～129 ヶ月目、１号館解体工事中及び 14 号館建設工事中） 
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② 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

予測結果は、表 8.1-25(1)～(2)に示すとおりである（資料編 p.51～52 参照）。 

二酸化窒素の将来濃度（年平均値）は0.01272～0.01572ppmであり、工事用車両の走行に伴う寄

与率は 0.6～1.6％である。 

浮遊粒子状物質の将来濃度（年平均値）は 0.01401～0.01409mg/m3 であり、工事用車両の走行に

伴う寄与率は 0.1％未満～0.1％である。 

 

表 8.1-25(1) 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の予測結果 

単位：ppm 

予測 

地点 

予測 

方向 

バック 

グラウンド 

濃度 

将来基礎 

交通量に 

伴う濃度 

工事用車両 

の走行に伴う 

寄与濃度 

将来濃度 

（年平均値） 
寄与率 

① ② ③ ④＝①＋②＋③ ⑤＝③/④×100 

№1 
西 

0.012 

0.00350 0.00010 0.01560 0.6％ 

東 0.00324 0.00009 0.01533 0.6％ 

№2 
西 0.00352 0.00020 0.01572 1.3％ 

東 0.00294 0.00014 0.01508 0.9％ 

№3 
北 0.00056 0.00021 0.01277 1.6％ 

南 0.00052 0.00020 0.01272 1.6％ 

注）予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 

 

表 8.1-25(2) 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

単位：mg/m3 

予測 

地点 

予測 

方向 

バック 

グラウンド 

濃度 

将来基礎 

交通量に 

伴う濃度 

工事用車両 

の走行に伴う 

寄与濃度 

将来濃度 

（年平均値） 
寄与率 

① ② ③ ④＝①＋②＋③ ⑤＝③/④×100 

№1 
西 

0.014 

0.00008 0.00001 0.01409 0.1％ 

東 0.00008 0.00001 未満 0.01408 0.1％未満 

№2 
西 0.00009 0.00001 未満 0.01409 0.1％未満 

東 0.00007 0.00001 未満 0.01407 0.1％未満 

№3 
北 0.00001 0.00001 0.01402 0.1％ 

南 0.00001 0.00001 未満 0.01401 0.1％未満 

注）予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 
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8.1.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映した措置 

① 建設機械に対する措置 

・排出ガス対策型建設機械を採用する。 

 

② 工事用車両に対する措置 

・工事用車両に対して所定の走行ルートの周知を徹底するとともに、計画的な運行により、影

響の低減を図る。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

① 建設機械に対する措置 

・最新の排出ガス対策型の建設機械の使用に努める。 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、工事工程の平準化及び建設機械の効率的な稼働に努め

る。 

・建設機械のアイドリングストップを励行し、周知・徹底する。 

・建設機械の配置への配慮等の適切な工事方法を検討する。 

・建設機械の整備・点検を徹底し、良好な状態で使用することにより、汚染物質の排出を極力

少なくするよう努める。 

・解体工事等において粉じんの飛散が想定される場合には、散水の実施、粉じん飛散防止シー

トの設置等、粉じんの飛散防止対策を講じる。 

・作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分に

検討する。 

・環境保全のための措置の内容を工事関係者に周知・徹底する。 

・住民からの問い合わせに対して、相談受付の窓口を設置し、迅速かつ適切な対応を行う。 

 

② 工事用車両に対する措置 

・工事用車両は、最新の排出ガス規制適合車の使用に努める。 

・工事用車両に対してアイドリングストップを周知・徹底するため、工事区域内にはアイドリ

ングストップの看板を設置する。 

・工事用車両の過積載の防止を指導し、影響の低減を図る。 

・工事用車両の整備・点検を徹底し、良好な状態で使用することにより、汚染物質の排出を極

力少なくするよう努める。 

・シートカバーを使用し、出入口でタイヤに付着した泥土の洗浄を行うなど、工事用車両によ

る粉じん飛散を防止する。 

・環境保全のための措置の内容を工事関係者に周知・徹底する。 

・工事用車両の走行ルートや工事用車両の増加については、関係機関と十分協議し、周辺の交

通渋滞の防止に努めること等により、影響の低減を図る。 
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8.1.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、「環境基本法」に基づく二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準とした。 

予測結果は年平均値であるため、日平均値（二酸化窒素：日平均値の年間 98％値、浮遊粒子状物

質：日平均値の２％除外値）に換算して評価した。 

年平均値から日平均値への換算式は表 8.1-26 に示すとおり、東京都多摩部の自排局における過去

５年間（平成 28 年度～令和２年度）の測定結果から設定した（資料編 p.53～54 参照）。 

なお、浮遊粒子状物質は、建設機械及び自動車の排気管より排出される粒子状物質（一次生成物

質）のみを寄与濃度として予測しており、反応二次生成物質やタイヤの磨耗による粉じん、砂ぼこ

り等の巻き上げ粉じんは評価の対象としないこととした。 

 

表 8.1-26 年平均値から日平均値への換算式 

項 目 地 域 年平均値から日平均値への換算式 

二 酸 化 窒 素 
沿道地域 

[日平均値の年間 98％値] ＝1.0505×[年平均値]＋0.0152 

浮遊粒子状物質 [日平均値の２％除外値] ＝1.4164×[年平均値]＋0.0160 

注）沿道地域：東京都多摩部における自排局の測定結果に基づいた換算式を適用する地域 
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(2) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

① 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

評価の結果は、表 8.1-27(1)～(2)に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.030～0.032ppm であり、評価の指標とした環境基準

（0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下）を満足する。また、建設機械の稼働に伴う

寄与率は 15.6～26.1％である。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.036～0.037mg/m3 であり、評価の指標とした環境基

準（0.10mg/m3以下）を下回る。また、建設機械の稼働に伴う寄与率は 2.4～4.1％である。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う大気質への影響は小さいと考える。 

 

表 8.1-27(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の評価 

単位：ppm 

予測の対象時点 

予測地点 

（最大着地濃度 

出現地点） 

工事の施行中の将来濃度 

寄与率 環境基準 
年平均値 

日平均値の 

年間 98％値 

工事開始１～12ヶ月目 

の１年間 

（12 号館建設工事中） 

計画地南側 

敷地境界 
0.01422 0.030 15.6％ 

日平均値が 

0.04ppm から 

0.06ppm まで 

のゾーン内 

又はそれ以下 

工事開始46～57ヶ月目 

の１年間 

（２号館二期棟解体工事中 

及び 13号館建設工事中） 

計画地西側 

敷地境界 
0.01624 0.032 26.1％ 

工事開始118～129 ヶ月目 

の１年間 

（14 号館建設工事中） 

計画地北側 

敷地境界 
0.01470 0.031 18.4％ 

 

表 8.1-27(2) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の評価 

単位：mg/m3 

予測の対象時点 

予測地点 

（最大着地濃度 

出現地点） 

工事の施行中の将来濃度 

寄与率 環境基準 
年平均値 

日平均値の 

２％除外値 

工事開始１～12ヶ月目 

の１年間 

（12 号館建設工事中） 

計画地南側 

敷地境界 
0.01434 0.036 2.4％ 

日平均値が 

0.10mg/m3以下

工事開始46～57ヶ月目 

の１年間 

（２号館二期棟解体工事中 

及び 13号館建設工事中） 

計画地西側 

敷地境界 
0.01460 0.037 4.1％ 

工事開始118～129 ヶ月目 

の１年間 

（14 号館建設工事中） 

計画地北側 

敷地境界 
0.01438 0.036 2.6％ 
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② 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

評価の結果は、表 8.1-28(1)～(2)に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.029～0.032ppm であり、評価の指標とした環境基準

（0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下）を満足する。また、工事用車両の走行に伴

う寄与率は 0.6～1.6％である。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.036mg/m3 であり、評価の指標とした環境基準

（0.10mg/m3以下）を下回る。また、工事用車両の走行に伴う寄与率は 0.1％未満～0.1％である。 

以上のことから、工事用車両の走行に伴う大気質への影響は小さいと考える。 

 

表 8.1-28(1) 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の評価 

単位：ppm 

予測 

地点 

予測 

方向 

工事の施行中の将来濃度 

寄与率 環境基準 
年平均値 

日平均値の 

年間 98％値 

№1 
西 0.01560 0.032 0.6％ 

日平均値が 0.04ppm から 

0.06ppm までのゾーン内 

又はそれ以下 

東 0.01533 0.031 0.6％ 

№2 
西 0.01572 0.032 1.3％ 

東 0.01508 0.031 0.9％ 

№3 
北 0.01277 0.029 1.6％ 

南 0.01272 0.029 1.6％ 

注）予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 

 

表 8.1-28(2) 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の評価 

単位：mg/m3 

予測 

地点 

予測 

方向 

工事の施行中の将来濃度 

寄与率 環境基準 
年平均値 

日平均値の 

２％除外値 

№1 
西 0.01409 0.036 0.1％ 

日平均値が 0.10mg/m3以下 

東 0.01408 0.036 0.1％未満 

№2 
西 0.01409 0.036 0.1％未満 

東 0.01407 0.036 0.1％未満 

№3 
北 0.01402 0.036 0.1％ 

南 0.01401 0.036 0.1％未満 

注）予測地点の位置は、図 8.1-12（p.70）に示したとおりである。 
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