
 

 

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に示す手順に従って、対象事業の事業計画案から環

境影響要因を抽出し、地域の概況において把握した環境の地域特性を勘案し、表7.1-1に示

すとおり選定した。 

選定した項目は、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、史跡・文化財及び廃棄物の６

項目である。その選定理由は、表7.1-2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 
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表 7.1-1 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連表 

（対象事業の種類：鉄道の建設） 

環境影響評価の 

項目 

区分 
工事の 

施行中 

工事の 

完了後 

環境影響要因 建設 

工事 

鉄道の 

走行 

施設の 

存在 予測する事項 

大気汚染     

悪 臭     

騒音・振動 
建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動 ○   

列車の走行に伴う鉄道振動  ○  

水質汚濁     

土壌汚染 土壌汚染の拡散の可能性の有無 〇   

地 盤 

開削工事及びシールド工事に伴う地盤の変形の
範囲及び程度 

○   

開削工事及びシールド工事に伴う地下水の水位
及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度 

○   

地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況
の変化による地盤沈下の範囲及び程度 

  ○ 

地形・地質     

水循環 

開削工事及びシールド工事に伴う地下水の水位
及び流況の変化の程度 

○   

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 

  ○ 

生物・生態系     

日 影     

電波障害     

風環境     

景 観 
    

    

史跡・文化財 

対象事業の計画地内の文化財の現状変更の程度
又は周辺地域の文化財の損傷等の程度 

〇   

埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 〇   

自然との触れ合い
活動の場 

    

    

廃棄物 
建設廃棄物及び建設発生土の排出量、 
再利用・再資源化量及び処理・処分方法 

○   

温室効果ガス     

注1）○：予測及び評価を行う必要があると認められる環境影響評価の項目 

注2）予測する事項欄には、予測及び評価を行う予測事項を列挙して記載する。 
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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 

騒音・振動 

＜騒音＞ 

工事の施行中において、建設機械の稼働に伴う建設作業騒音が周辺の環境に影響を及

ぼすことが考えられる。 

工事の完了後において、列車の走行に伴う鉄道騒音は計画路線が地下構造であり、騒

音の地上伝播は極小なため、予測の対象としない。 

＜振動＞ 

工事の施行中において、建設機械の稼働に伴う建設作業振動が周辺の環境に影響を及

ぼすことが考えられる。 

工事の完了後において、列車の走行に伴う鉄道振動が周辺の環境に影響を及ぼすこと

が考えられる。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動と、列車の走行に伴う鉄

道振動については、環境影響評価の項目として選定する。 

 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動については、以下の理由により、環境影

響評価の項目として選定しない。 

・工事用車両の走行に伴う影響については、図4.2.2-10（17ページ参照）に示すとおり、

主要な走行ルートにおける現況交通量は、平日24時間で18,208～30,820台/日であり、

走行ルートごとの工事用車両は最大380台/日を想定している。現況交通量に対する

工事用車両の割合は小さく、周辺の環境に及ぼす影響は小さいと考えられる。 

 

換気施設による騒音・振動については、以下の理由により、環境影響評価の項目とし

て選定しない。 

・換気施設の送風機については、消音器を設置するなどの対策を講じることから、周辺

に影響を及ぼすような騒音・振動を発生させることはないものと考えられる。 

低周波音については、以下の理由により、環境影響評価の項目として選定しない。 

工事の施行中において、一般に市街地の工事で使用される建設機械類及び低騒音型の

建設機械類を使用するため、周辺に影響を及ぼすような低周波音を発生させることはな

いものと考えられる。 

工事の完了後において、換気施設の送風機による低周波音の発生が考えられるが、低

周波音を発生させにくい送風機の選定、ダクトの設計を行うことから、周辺に影響を及

ぼすような低周波音を発生させることはないものと考えられる。 

土壌汚染 

土壌汚染対策法に基づき東京都が指定している要措置区域等のうち、要措置区域は計

画路線の周辺に存在しない。形質変更時要届出区域は計画路線の周辺に31箇所が指定さ

れている。開削工事を計画している区域等では、これまでの土地の履歴等に土壌汚染の

おそれがある。開削工事に伴い汚染土壌の拡散が生じる可能性が考えられることから、

環境影響評価の項目として選定する。 

地  盤 

工事の施行中において、開削工事及びシールド工事に伴う地盤の変形、地下水の水位

及び流況の変化による地盤沈下が生じる可能性がある。 

工事の完了後において、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による

地盤沈下が生じる可能性がある。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定する。 

水循環 

工事の施行中において、開削工事及びシールド工事に伴う地下水の水位及び流況の変

化が考えられる。 

工事の完了後において、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化が考え

られる。 

以上のことから、環境影響評価の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 

史跡・文化財 

計画路線の周辺には、指定・登録文化財255件、埋蔵文化財包蔵地17件が存在する。こ

のうち、133ページの図9-1に示す環境に影響を及ぼすと予想される地域には、登

録文化財7件、埋蔵文化財包蔵地1件が存在し、工事の施行中において、これらの史

跡・文化財に影響を及ぼすことが考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定する。 

廃棄物 
工事の施行中において、建設廃棄物及び建設発生土が生じることから、環境影響評価

の項目として選定する。 
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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、大気汚染、悪臭、水質汚濁、地形・地質、生物・生態系、日影、

電波障害、風環境、景観、自然との触れ合い活動の場及び温室効果ガスの11項目である。 

その理由は、表7.2-1に示すとおりである。 

表 7.2-1(1) 選定しなかった項目及びその理由 

項 目 理   由 

大気汚染 

工事の施行中において、工事の実施に伴う粉じんの発生については、飛散防止のため

の清掃や散水、シート覆い等の措置を随時施すことから周辺環境への影響は小さいもの

と考えられる。 

工事用車両の走行に伴う大気質については、図4.2.2-10（17ページ参照）に示すとお

り、主要な走行ルートにおける現況交通量は、平日24時間で18,208～30,820台/日であ

り、走行ルートごとの工事用車両は最大380台/日を想定している。現況交通量に対す

る工事用車両の割合は小さく、周辺の環境に及ぼす影響は小さいと考えられる。 

建設機械の稼働に伴う大気汚染については、建設機械の稼働により大気汚染物質が排

出されるが、限られた事業用地内の稼働であり、同時稼働台数は少ない。シールドマシ

ンは電力を動力としていること、排出ガス対策型の建設機械の積極的な導入等、排出ガ

スの低減に配慮した計画とすることから、大気質への影響は小さいと考えられる。 

工事の完了後において、大気汚染が問題となる環境影響要因はない。換気施設を設置

するが、人体からの炭酸ガス等の濃度上昇、通過列車、照明、人体からの発熱による温

度・湿度上昇を防止するため等の吸排気に必要なものであり、大気汚染物質（二酸化窒

素、ばいじん等）対策のものではない。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

悪 臭 
工事の施行中及び工事の完了後において、悪臭の発生が問題となる環境影響要因はな

いことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

水質汚濁 

工事の施行中に発生する排水は、計画路線の区域内で処理した後、計画路線周辺の公

共下水道に放流する。したがって、水質汚濁に影響を及ぼす要因はない。 

必要に応じて、地盤に薬液を注入する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施

工に関する通達及び暫定指針」（平成２年、建設省）及び「東京都薬液注入工法暫定取

扱指針」（昭和49年 東京都）等に基づき設計、施工管理することから、地下水の水質

への影響は小さいと考えられる。 

工事の完了後において、駅等の施設から発生する雑排水等は、計画路線周辺の公共下

水道に排水することから、水質汚濁に係る影響はない。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

地形・地質 

計画路線及びその周辺には、特異な地形・地質は存在しない。 

本事業に係る掘削工事や構造物の設置により、土地の安定性に影響を及ぼすような法

面は生じない。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

生物・生態系 

計画路線及びその周辺は既に市街地化されており、動植物の生息・生育環境が少ない

ことから、生物・生態系に影響を及ぼす可能性は小さいと考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 
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表 7.2-1(2) 選定しなかった項目及びその理由 

項 目 理   由 

日 影 

工事の完了後において、換気施設、駅部の出入口が存在する。 

換気施設は、保全対象を考慮し、設計することから、日影が環境に及ぼす影響は小さ

いと考えられる。 

駅部の出入口は、地上に設置されるが、建築基準法等に基づき設計され、周辺構造物

と比較し規模も小さいことから、日影が環境に及ぼす影響は小さいと考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

電波障害 

工事の完了後において、換気施設、駅部の出入口が存在する。 

換気施設の高さは、周辺の建物を上回ることはないことから、電波障害を発生させる

ことはないと考えられる。 

駅部の出入口は、地上に設置されるが、利用者の出入等を想定した建物であり、周辺

建物と比較し規模も小さいことから、電波障害を発生させることはないと考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

風環境 

工事の完了後において、換気施設、駅部の出入口が存在する。 

換気施設の高さは、周辺の建物を上回ることはないことから、風環境に影響を及ぼす

ことはないと考えられる。 

駅部の出入口は、地上付近に設置されることから、風環境に影響を及ぼすことはない

と考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

景 観 

工事の完了後において、換気施設、駅部の出入口が存在する。 

換気施設の高さは、周辺の建物を上回ることはなく、地域景観との調和に配慮するこ

とから、景観に影響を及ぼすことはないと考えられる。 

駅部の出入口は、地上付近に設置され、規模も小さいことから、景観に影響を及ぼす

ことはないと考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

自然との触れ

合い活動の場 

計画路線周辺には、親水公園等が存在するが、直接的な改変は発生しない。 

また、工事の施行中に、散歩道・散策路となる歩道と工事用車両の走行する車道は分

離されており、工事用車両の出入口には交通誘導員を配置し、歩行者の妨げになること

がないよう交通誘導をはかることから、本事業による影響は小さいと考えられる。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 

温室効果ガス 

工事の施行中において、建設機械等の稼働により温室効果ガスの発生があるが、限ら

れた事業用地内の稼働で、同時稼働台数は少ないことから、本事業による影響は小さい

と考えられる。工事用車両の走行による温室効果ガスについては、現況交通量に対する

工事用車両の割合は小さく、温室効果ガスの発生量に著しい影響を及ぼすことはない。 

工事の完了後においては、鉄道はエネルギー効率が高く、運輸部門において輸送量当

たりの CO2排出量が最も小さい輸送機関であることから、整備による CO2排出量の削減

が期待される。 

以上のことから、環境影響評価の項目として選定しない。 
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