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第５章 環境保全のための措置 

 

本事業では、工事中及び供用時の環境影響要因に対し、「地域環境管理計画」の

地域別環境保全水準を達成するとともに、環境への影響を実行可能な範囲内ででき

る限り低減するために、種々の環境保全のための措置を講じる計画である。 

環境保全のための措置の内容は、表5－1(1)～(4)に示すとおりである。 

 

表 5－1(1) 環境保全のための措置 

環境影響 
評価項目 

環境影響要因 環境保全のための措置の内容 

大 

気 

大気質 

建設機械 
の稼働 

（工事中） 

・建設機械は、可能な限り最新の排出ガス対策型建設機械を使

用する。 

・建設機械は、集中稼働を避け、効率的な稼働に努める。 

・建設機械による負荷を極力少なくするための施工方法や手順

等に十分に配慮する。 

・建設機械のオペレーターに対して、不要なアイドリングや空

ふかしをしないよう、工事業者が指導を行う。 

・工事の始業前には、建設機械の点検を行い、整備不良、劣化

等による排出ガス性能の低下を防止する。 

・工事に伴う粉じんを防止するため、必要に応じて散水等を行

う。 

工事用車両 
の走行 

（工事中） 

・工事用車両は、可能な限り特定の日または時間帯に集中しな

いよう、計画的な運行管理を行う。 

・工事用車両の不要な空ふかし、急加速等の高負荷運転の防

止、アイドリングストップ等のエコドライブの指導を工事業

者が行う。 

・工事の始業前には、工事用車両の点検を行い、整備不良、劣

化等による排出ガス除去性能の低下を防止する。 

・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。 

・工事用車両が工事現場周辺で駐停車しないよう指導等を行

う。 

・工事用車両(通勤車両)については、利用台数の抑制を図るた

め工事業者へ相乗りを促す。 

騒
音
・
振
動
・
低
周
波
音 

騒 音 
建設機械の 

稼働 
（工事中） 

・建設機械は、可能な限り最新の低騒音型建設機械を使用す

る。 

・建設機械は、集中稼働を避け、効率的な稼働に努める。 

・建設機械による負荷を極力少なくするための施工方法や手順

等に十分に配慮する。 

・建設機械のオペレーターに対して、不要なアイドリングや空

ふかしをしないよう、工事業者が指導を行う。 

・工事の際には、仮囲い（鋼板製：高さ約２ｍ）を設置し、遮

蔽効果により周辺地域への騒音の防止に努める。 

・工事の始業前に建設機械の点検を行い、整備不良・劣化等に

よる騒音レベルの上昇を防止する。 
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表 5－1(2) 環境保全のための措置 

環境影響 

評価項目 
環境影響要因 環境保全のための措置の内容 

騒
音
・
振
動
・
低
周
波
音 

騒 音 

工事用車両の 
走行 

（工事中） 

・工事用車両は、可能な限り特定の日または時間帯に集中しな

いよう、計画的な運行管理を行う。 

・工事用車両の不要な空ふかし、急加速等の高負荷運転の防

止、アイドリングストップ等のエコドライブの指導を工事業

者が行う。 

・工事の始業前に工事用車両の点検を行い、整備不良・劣化等

による騒音の上昇を防止する。 

・工事用車両(通勤車両)については、利用台数の抑制を図るた

め工事業者へ相乗りを促す。 

変電所の稼働 
（供用時） 

・変電所内に設置する騒音の大きな機器については、必要に応

じて吸音処理を施した室内への配置等を実施する。 

・屋上階に設置する室外送風機については、消音装置の設置等

を実施する。 

・設備機器については、低騒音型機器の導入に努める。 

・定期的に設備機器等の整備、点検を行い、整備不良・劣化等

による騒音の上昇を防止する。 

列車の走行 
（供用時） 

・高架化区間の軌道には、ロングレールを採用し、鉄道騒音の

低減に努める。 

・レールの重軌条化（より重いレールに交換）を実施し、鉄道

騒音の低減に努める。 

・コンクリート道床区間では、原則として、弾性バラスト軌道

を採用し、鉄道騒音の低減に努める。 

・防音壁を設置し、鉄道騒音の低減に努める。 

・車両及び軌道の定期的な検査、保守作業を実施し、車輪及び

レールの摩耗等に起因する鉄道騒音が増大しないよう維持管

理に努める。 

振 動 

建設機械 
の稼働 

（工事中） 

・建設機械は、集中稼働を避け、効率的な稼働に努める。 

・建設機械による負荷を極力少なくするための施工方法や手順

等に十分に配慮する。 

・工事の始業前に建設機械の点検を行い、整備不良・劣化等に

よる振動を防止する。 

工事用車両 

の走行 

（工事中） 

・工事用車両は、可能な限り特定の日または時間帯に集中しな

いよう、計画的な運行管理を行う。 

・工事用車両の不要な空ふかし、急加速等の高負荷運転の防止

等のエコドライブの指導を工事業者が行う。 

・工事の始業前に工事用車両の点検を行い、整備不良・劣化等

による振動の上昇を防止する。 

・工事用車両(通勤車両)については、利用台数の抑制を図るた

め工事業者へ相乗りを促す。 

列車の走行 
（供用時） 

・高架化区間の軌道には、ロングレールを採用し、鉄道振動の

低減に努める。 

・レールの重軌条化（より重いレールに交換）を実施し、鉄道

振動の低減に努める。 

・車両及び軌道の定期的な検査、保守作業を実施し、車輪及び

レールの摩耗等に起因する鉄道振動が増大しないよう維持管

理に努める。 
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表 5－1(3) 環境保全のための措置 

環境影響 

評価項目 
環境影響要因 環境保全のための措置の内容 

廃
棄
物
等 

産業 

廃棄物 

工事の影響 

（工事中） 

・建設廃棄物の分別を徹底し、再資源化等に努める。 

・金属くずは可能な限り有価物として売却する。 

建設 

発生土 

工事の影響 

（工事中） 

・建設発生土は、施工業者の残土受入れリストやネットワーク

を利用して可能な限り工事間利用等の再利用に努め、再利用

が困難なものに関しては処分先を指定して適正に処理する。 

景
観 

景 観、

圧迫感 

高架又は盛土 

構造、駅舎等 

の存在 

（供用時） 

＜景観＞ 

・周辺の建物を大きく超える高さ、周辺からの視界を著しく遮

る構造物とせず、既設の建物と一体となった景観を形成する

計画とする。 

・計画する施設は、デザインに統一性を持たせ、水平方向の連

続性を保つ計画とする。 

・駅部の材質、色彩、デザイン等の詳細は今後決定するが、景

観に配慮した計画とする。 

構
造
物
の
影
響 

日照阻害 

高架又は盛土 

構造、駅舎等 

の存在 

（供用時） 

・計画施設は、可能な限り高さを抑えた設計とするなど、鉄道

施設の構造及び高さに配慮する。 

テレビ 

受信障害 

高架又は盛土 

構造、駅舎等 

の存在、 

列車の走行 

（供用時） 

・計画施設は、可能な限り高さを抑えた設計とするなど、鉄道

施設の構造及び高さに配慮する。 

・工事中及び供用時ともに本事業の実施に伴い発生するテレビ

受信障害については、障害の発生状況について実態調査を行

い、事前調査の結果と照合、確認のうえ、その内容に応じて

適切な改善対策を講じる。 

・テレビ電波受信障害に関する住民からの問合せに対応するた

め、工事中及び供用時に問合せ窓口等を設置する。 
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表 5－1(4) 環境保全のための措置  

環境影響 

評価項目 
環境影響要因 環境保全のための措置の内容 

地
域
交
通 

交通安全、

交通混雑 

工事用車両の 

走行 

（工事中） 

＜工事用車両の走行に係る交通安全への影響＞ 

・工事用車両（大型車）の運転者とともに、工事関係者の通勤

車両等（小型車）の運転者に対しても、路上駐車の禁止や交

通ルールの順守、通学する児童・生徒を含む歩行者及び自転

車の横断及び通行に十分配慮するなどの交通安全教育を行

う。 

・工事用車両の出入に際しては、ガードマンを配置し、交通誘

導を行う。 

・指定通学路となっている工事用車両走行ルートでは、関係機

関と十分に協議し、児童の安全の確保に配慮する。 

＜工事用車両の走行に係る交通流への影響＞ 

・工事用車両が特定の時間に集中しないように工程等の管理や

配車の計画を行う。 

・通勤等の車両については、工事業者に相乗りを促進し、周辺

への交通負荷を軽減する。 

安 

全 

火災、 

爆発、 

化学物質 

の漏洩等 

変電所の稼働 

（供用時） 

・計画施設の変電所設備には、法令に基づき、火災報知器、消

火器及び不活性ガス消火設備等の消防用設備等を設置する。 

・取り扱う危険物は、気密性容器に入れ、施錠できる保管庫に

て管理を行うなど、法規制・基準を順守して適正に取り扱

い、保管を行う。 

・「消防法」に準拠して業務上取扱者を選任し、適正な取扱いや

保管を行う。 

・高圧ガスは、「高圧ガス保安法」の規定及び川崎市の指導に沿

った高圧ガス保管庫に保管するとともに、地震災害でのボン

ベの転倒や機器の損傷を防止する安全対策を施す。 

・火災・爆発が生じないように、法規制・基準に基づく適切な

設備側の対策を行う。 

・各物質の取り扱いにおける有害性・危険性、緊急時の対応な

どについて安全確保のための組織体制の確立等を行うととも

に、従業者に対して定期的な教育、訓練を継続して行う。  
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第６章 環境配慮項目に関する措置 

第３章で選定した環境配慮項目に関する措置は、表6－1に示すとおりである。 

表6－1 環境配慮項目に関する措置 

環境配慮項目 
措置の内容 

工事中 供用時 

電磁波・電磁界 － 

○ 変電所は、電磁波・電磁界が用地境界
で「鉄道営業法」や「電気事業法」に
基づく規制値以下となるよう機器配
置等を行う。 

光害 － 

○ 一般部では、防音壁を設置することに
より、鉄道車両のライトが外部に大き
く漏れ出さないようにする。 

○ 駅部では、照明が外部に大きく漏れ出
さないようにする。 

地震時等の災害 － 

○ 「鉄道営業法」や「建築基準法」等の
法令に基づき、耐震性に十分配慮した
構造設計とする。 

○ 防災マニュアルの作成や防災訓練な
どを通じて、災害に対する意識を高
め、災害時対応が円滑に行えるよう準
備・訓練する。 

地球温暖化対策 

○ 建設機械や工事用車両は、可能な限
り低燃費なものを使用し、温室効果
ガスの排出を抑制する。 

○ 建設機械による負荷を極力少なく
するための施工方法や手順等を検
討し、建設機械の効率的な稼働に努
め、温室効果ガスの排出を低減す
る。 

○ 工事用車両のアイドリングストッ
プ等のエコドライブを徹底し、不要
な温室効果ガスの排出を防止する。 

○ 変電設備は、最新の高効率な設備を導
入する。 

○ 鉄道車両は、可能な限り省電力型のも
のを使用し、温室効果ガスの排出を抑
制する。 

○ 駅部の照明には消費電力が少なく、長
寿命のLED照明などを使用し、温室効
果ガスの排出を抑制する。 

資源 

○ 建設資材について、コンクリート型
枠など、極力再生品を採用し、資源
の有効利用の推進を図る。 

－ 
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第７章 環境影響の総合的な評価 

本事業は、道路と鉄道を立体交差する「都市計画法」に規定する都市計画事業であり、

都市計画事業の事業者である川崎市が、鉄道事業者である東日本旅客鉄道の協力を得て、

JR南武線の矢向駅から武蔵小杉駅間の約4.5kmを連続立体交差化し、９箇所の踏切を除去す

ることで、道路交通の円滑化、地域分断を解消し、安全で利便性が高く災害に強いまちづ

くりを推進するものである。 

計画区間は、平坦な地形となっているが、計画区間周辺は主に人工地形である盛土地と

なっており、低地の微高地である自然堤防及び砂堆・砂州や低地の一般面である旧河道も

分布している。また、計画区間は、現在、そのほとんどが現状のJR南武線の路線となって

おり、計画区間周辺は、主に住宅用地、集合住宅用地となっているほか、学校をはじめと

した文教・厚生用地や軽工業用地等がみられる。 

第３章「環境影響評価項目の選定等」に基づき選定した環境影響の調査、予測及び評価

を実施する項目について、環境影響評価を行った結果は表7－1(1)～(5)に示すとおりであ

る。 

対象事業を実施することにより、大気質（建設機械の稼働、工事用車両の走行）、騒音（建

設機械の稼働、工事用車両の走行、変電所の稼働、列車の走行）、振動（建設機械の稼働、

工事用車両の走行、列車の走行）、産業廃棄物、建設発生土、景観、日照阻害、テレビ受信

障害、地域交通（交通安全、交通混雑）及び安全の項目に対しては、環境負荷を生じさせ

る可能性があるものの、各種の環境保全のための措置を講じることにより、その影響を低

減し、環境保全目標を概ね満足することができると考える。 

さらに、予測評価項目以外にも、電磁波・電磁界、光害、地震時等の災害、地球温暖化

対策及び資源に関して、事業内容と立地環境特性を勘案して各種の措置を講じる計画であ

る。 

以上のことから、本事業は、周辺環境との調和が保たれ、環境保全に十分に配慮した連

続立体交差化の事業であると評価する。 
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表7－1(2) 環境影響評価の結果 

環境影響評価項目 環境影響評価の結果 

騒
音
・
振
動
・
低
周
波
音 

騒 音 

＜供用時＞ 

変電所の稼働に係る騒音レベルの最大値は、変電所西側敷地境界で44.4デシ

ベルとなり、いずれの時間区分においても環境保全目標（昼間：55デシベル以

下、朝・夕：50デシベル以下、夜間：45デシベル以下）を満足するものと予測

する。 

さらに、本事業では、定期的に設備機器の整備、点検を行い、整備不良・劣

化等による騒音の上昇を防止するなどの環境保全のための措置を講じること

から、周辺地域の生活環境の保全に支障のないものと評価する。 

 

列車の走行に係る騒音の影響は、測線１～測線７で昼間49.1～52.6デシベ

ル、夜間45.9～48.9デシベルであり、いずれも環境保全目標を満足するものと

予測する。 

さらに、本事業では、車両及び軌道の定期的な検査、保守作業を実施し、車

輪及びレールの摩耗等に起因する鉄道騒音が増大しないよう維持管理に努め

るなどの環境保全のための措置を講じることから、周辺地域の現状の改善が図

られるものと評価する。 

振 動 

＜工事中＞ 
建設機械の稼働に係る振動レベルの最大値は、計画区間西側の敷地境界で

70.0デシベルとなり、環境保全目標（75デシベル以下）を満足するものと予

測する。 

さらに、本事業では、建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努めるな

どの環境保全のための措置を講じることから、周辺地域の生活環境の保全に支

障のないものと評価する。 

 

工事用車両の走行に係る振動レベルは、38.5～47.8デシベルとなり、いずれ

も環境保全目標を満足するものと予測する。 

さらに、本事業では、工事用車両が特定の日または時間帯に集中しないよう、

計画的な運行管理を行うなどの環境保全のための措置を講じることから、沿道

の生活環境の保全に支障のないものと評価する。 

 

＜供用時＞ 

供用時の列車の走行に係る振動（ピーク振動レベル）は、測線１～測線７で

46.7～50.2デシベルとなり、いずれも環境保全目標を満足するものと予測す

る。 

さらに、本事業では、車両及び軌道の定期的な検査、保守作業を実施し、車

輪及びレールの摩耗等に起因する鉄道振動が増大しないよう維持管理に努め

るなどの環境保全のための措置を講じることから、周辺地域の現状の改善が図

られるものと評価する。 
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表7－1(3) 環境影響評価の結果 

環境影響評価項目 環境影響評価の結果 

廃
棄
物
等 

産業廃棄物 

＜工事中＞ 

工事中に発生する産業廃棄物（建設汚泥を除く）は47,599t、再資源化量は

47,597t、工事中に発生する建設汚泥は40,913t、再資源化量は40,504tと予測

する。これらの工事中に発生する産業廃棄物については、産業廃棄物処理業の

許可を受けた業者に委託して再資源化施設に持ち込む等、可能な限り再資源化

等を図る計画であることから、適正に処理・処分されるものと予測する。 

さらに、本事業では、建設廃棄物の分別を徹底し、再資源化等に努めるなど

の環境保全のための措置を講じることから、資源の循環が図られるとともに周

辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

建設発生土 

＜工事中＞ 

本事業の工事による建設発生土は、25,560ｍ3と予測する。計画区間での埋

戻し及び保管等が困難であるため、すべて場外搬出する計画であるが、搬出す

る建設発生土は、「建設副産物適正処理推進要綱」等に基づき処分先を指定し

て適正に処理されるものと予測する。 

さらに、本事業では、建設発生土は、施工業者の残土受入れリストやネッ

トワークを利用して可能な限り工事間利用等の再利用に努め、再利用が困難

なものに関しては処分先を指定して適正に処理するなどの環境保全のための

措置を講じることから、資源の循環が図られるとともに周辺地域の生活環境

の保全に支障はないものと評価する。 

景 
観 

景観、 

圧迫感 

＜供用時＞ 

計画区間及びその周辺の主要な景観構成要素としては、市街地を構成する大

規模なマンションや事業所の他は住宅や工場の建物、JR南武線や道路などの

人工構造物となっている。供用時は、これら主要な景観構成要素の中に主にコ

ンクリート構造物である鉄道の高架橋や駅部が概ね現状のJR南武線の位置に

出現する。これにより、主要な景観構成要素の１つである現状のJR南武線は改

変されるが、構造物の最高高さは、駅部が約15ｍ、高架構造区間が約10ｍ、変

電所の建物高さが約17ｍであることから周辺の高層建物と同等若しくは低い

高さになり際立たず、周辺の人工構造物と一体となった景観を形成するため、

地域景観の特性の変化は少ないものと予測する。 

また、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度は、既設の建物等にさえぎ

られ計画施設が視認されない若しくはほぼ視認されない眺望地点では変化は

少なく、計画する施設が視認される眺望地点においても、一般部は連続した構

造形式のため水平性と一体性が確保され、一般部及び駅部ともに周辺の建物を

大きく超える高さでないため、周辺施設と一体となった景観を形成するものと

予測する。 

さらに、本事業では、計画する施設は、デザインに統一性を持たせ、水平方

向の連続性を保つ計画とするなどの環境保全のための措置を講じることから、

周辺環境との調和が保たれるものと評価する。 
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表7－1(4) 環境影響評価の結果 

環境影響評価項目 環境影響評価の結果 

構
造
物
の
影
響 

日照阻害 

＜供用時＞ 
計画施設による計画区間周辺への日影について、冬至日において計画区間周

辺の地盤面レベルで日影の影響を受ける棟数は、１時間未満が827棟、１時間
以上２時間未満が136棟、２時間以上３時間未満が31棟と予測し、３時間以上
の日影の影響を受ける建物はないものと予測する。 
また、計画区間付近における特に配慮すべき施設等については、１時間未満

が３棟、１時間以上２時間未満が１棟と予測し、２時間以上の日影の影響を受
ける建物はないものと予測する。 
なお、法令に基づく日影規制の対象となる建築物に係る日影規制面（高さ４

ｍ）の等時間日影は、いずれも日影規制の規制時間を満足するものと予測する。 
本事業では、計画施設は、可能な限り高さを抑えた設計とするなど、鉄道施

設の構造及び高さに配慮するといった環境保全のための措置を講じることか
ら、住環境に著しい影響を与えないものと評価する。 

構
造
物
の
影
響 

テレビ 
受信障害 

＜供用時＞ 
東京スカイツリー局（広域局）からの遮へい障害予測範囲については、計画

施設の南西方向に最大距離約12ｍで発生するものと予測する。東京スカイツリ
ー局（県域局）からの遮へい障害予測範囲については、計画施設の南西方向に
最大距離約140ｍで発生するものと予測する。横浜局からの遮へい障害予測範
囲については、計画施設の北東方向に最大距離約２ｍで発生するものと予測す
る。なお、地上デジタル放送に係る反射障害は、現状の受信状況が不良の場合
に発生する可能性があるものの、当該地域では、いずれの放送局も受信状況が
概ね良好であるため、反射障害は発生しないものと予測する。遮へい障害予測
範囲に含まれる棟数は、東京スカイツリー局（広域局）で３棟、東京スカイツ
リー局（県域局）で384棟、横浜局で０棟であり、合計384棟と予測する。なお、
当該範囲内の建物については、CATV(ケーブルテレビ)、光ケーブル(NTTフレッ
ツテレビ)及び共聴施設（親アンテナが障害地域内ではない施設）への加入に
よるテレビ受信障害の改善対策が、一部の範囲に実施されていることから、実
際に影響を受ける可能性がある建物は177棟と予測する。 
衛星放送のテレビ受信障害予測範囲は、計画施設の北東方向に最大距離約20

ｍで発生するものと予測する。遮へい障害予測範囲に含まれる棟数は、ＢＳ・
ＣＳ放送（東経110°）で17棟、ＣＳ放送（東経124°）で０棟、ＣＳ放送（東
経128°）で０棟であり、合計17棟と予測する。 
また、列車の走行によるテレビ受信障害（パルスノイズ障害）については、

「新幹線列車による電波雑音妨害とその評価実験」（昭和51年11月 テレビジ
ョン学会資料）によると、アナログ放送においては、列車が150km/h程度の高
速走行の場合にパルス雑音（パルスノイズ）が増加する場合があると報告され
ている。本事業に係る列車の設計最高速度は110km/hであり、現在受信されて
いる地上デジタル放送は、アナログ放送に比べて雑音等の妨害に強い特性を持
つとされていることから、テレビ画質に影響を及ぼすほどの著しいパルスノイ
ズ障害は発生しないものと予測する。 
列車の走行によるテレビ受信障害（フラッター障害）については、現状の受

信レベル（端子電圧）が低い地域において、移動体（列車の走行等）によって
電波が遮られる場合に起こり得る現象であり、計画区間周辺においても発生す
る可能性はあるものの、計画施設による遮へい障害の予測では、高架橋上を走
行する列車高さも含んだ高さを遮へい高さとして設定していることから、万
一、フラッター障害が発生した場合でも遮へい障害予測範囲内に収まるものと
予測する。 
本事業の実施に伴い発生するテレビ受信障害については、障害の発生状況に

ついて実態調査を行い、事前調査の結果と照合、確認のうえ、その内容に応じ
て適切な改善対策を講じるなどの環境保全のための措置を講じることから、良
好な受像画質が維持され、かつ、現状を悪化させないものと評価する。 
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表7－1(5) 環境影響評価の結果 

環境影響評価項目 環境影響評価の結果 

地
域
交
通 

交通安全、 

交通混雑 

＜工事中＞ 

工事用車両の走行に係る交通安全への影響に関しては、予測対象道路とした

16ルートのうち、６ルート（ルート①②③⑥⑨⑭）で縁石等、植栽帯、ガー

ドレール等により歩車分離がなされていない区間がある。また、14ルート（ル

ート①②④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯）において信号機が整備されていない横断

歩道がみられる。さらに、７ルート（ルート①②④⑩⑬⑭⑫）で工事用車両走

行ルートの一部が、小学校の指定通学路となっている。以上のことから、工事

用車両の全走行ルートにおいて歩行者に対する安全への配慮が必要になるも

のと予測する。 

これに対し、本事業では、工事用車両（大型車）の運転者とともに、工事関

係者の通勤車両等（小型車）の運転者に対しても、路上駐車の禁止や交通ルー

ルの順守、通学する児童・生徒を含む歩行者及び自転車の横断及び通行に十分

配慮するなどの交通安全教育を行うなどの環境保全のための措置を講じる計

画である。 

工事用車両の走行に係る交通流への影響に関しては、工事中の将来予測交通

量による交差点需要率は、0.212～0.741であり、交差点における交通処理が可

能とされる交差点需要率を下回るものと予測する。また、工事中の将来予測交

通量による車線別の混雑度は、0.002～0.861であり、円滑な交通処理が可能と

される目安1.0を下回ると予測する。また、無信号交差点では、工事中の将来

予測交通量における非優先側からの流入する交通量は交通容量を下回り、交通

処理が可能と予測する。 

さらに、本事業では、工事用車両が特定の時間に集中しないように工程等の

管理や配車の計画を行うなどの環境保全のための措置を講じる計画である。 

これらのことから、周辺地域の生活環境の保全に支障のないものと評価す

る。 

安 

全 
火災、爆発、 

化学物質の 

漏洩等 

＜供用時＞ 

本事業では、危険物等を取り扱うため、関係法令等に基づき使用・管理につ

いて安全対策を講じるとともに、適切な防災体制を確立する計画としているこ

とから、事故防止及び安全が確保されるものと予測する。 

さらに、本事業では、各物質の取り扱いにおける有害性・危険性、緊急時の

対応などについて安全確保のための組織体制の確立等を行うとともに、従業者

に対して定期的な教育、訓練を継続して行うなどの環境保全のための措置を講

じることから、人の健康の保護の観点から見て必要な事故防止、安全管理が図

られるものと評価する。 
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第８章 事後調査計画 

１ 事後調査の目的 

事後調査は、事業者自らが工事中及び供用後の環境の状況等について調査を行い、

予測・評価結果の検証を行うとともに、事業の実施に伴い大きな影響が生じている

場合、新たな環境保全対策を検討・実施すること等により環境への影響の低減を図

り、適正な事業実施に資することを目的としている。 

 

２ 事後調査の項目 

本事業は第２種行為に該当し、「川崎市環境影響評価等技術指針」により事後調査

を行うこととされている。また、事後調査を行う項目は、影響の程度が大きい項目、

予測等の不確実性の高い項目等を選定することとされている。 

「第４章 環境影響評価」の結果を踏まえ、事後調査を行う評価項目は、表8－1

に示すとおりとする。 

表 8－1 事後調査を行う評価項目 

評価項目 環境影響要因 対象時 事後調査を行う理由 

騒音・振動 列車の走行 供用時 

沿道の生活環境に著しい影響を及ぼすことはないも

のと評価したが、住宅地が多い等、計画区間周辺の状況

を考慮し、事後調査を行う。 

 

３ 事後調査の内容 

事後調査の内容は、表8－2に示すとおりとする。 

表 8－2 事後調査の内容 

評価項目 
環境影響

要因 
調査項目 調査時期 

調査 

頻度 

調査 

位置 
調査方法 

騒音・振動 
列車 

の走行 
鉄道騒音・鉄道振動 供用時注１) １回 

現地調査

地点注２) 

現地調査と同等

の方法 

注１)供用開始後において、概ね定常状態となる時期とする。 

注２)現地の状況により調査が困難な場合は、計画区間周辺の状況を適切に把握できる地点とする。 

 

 

４ 事後調査報告書の提出時期 

事後調査（騒音・振動）の結果を記載した報告書については、調査が終了したの

ち速やかに報告書を提出する。 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 関係地域の範囲
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第９章 関係地域の範囲 

 

環境影響評価の結果に基づき、本事業の実施に伴い周辺環境への影響が想定される項目

とその範囲は、以下のとおりである。 

 

①大気質、騒音、振動等の影響が考えられる、計画区間の敷地境界から約100ｍの範囲 

②工事用車両の走行による影響が考えられる、工事用車両の走行ルート沿道約50ｍの範囲 

③日照阻害範囲（冬至日の８～16時において日影となる範囲） 

④テレビ受信障害範囲 

 

以上の観点から、関係地域はこれらの地域を包括するように、表9－1及び図9－1に示す

とおりとする。 

 

表9－1 関係地域の範囲 

市 区域 関係町丁名 

川崎市 

中原区 

新丸子東２丁目、新丸子東３丁目、上丸子、田尻町、上丸子山
王町１丁目の一部、上丸子山王町２丁目の一部、下沼部の一部、
中丸子の一部、市ノ坪の一部、北谷町の一部、上平間の一部 

幸区 

新塚越、塚越１丁目、塚越２丁目、塚越３丁目、塚越４丁目、
戸手本町１丁目、戸手本町２丁目、東小倉、古川町、鹿島田１
丁目の一部、鹿島田２丁目の一部、鹿島田３丁目の一部、下平
間の一部、小向西町４丁目の一部、紺屋町の一部、神明町１丁
目の一部、神明町２丁目の一部、都町の一部、小倉の一部、南
幸町３丁目の一部 

横浜市 鶴見区 矢向５丁目、矢向６丁目の一部 

 

 

 

 

 

 



- 432 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

0 250ｍ 500ｍ 1km 

１：２５，０００ 

この地図は、「川崎市デジタル地形図 2500」(川崎市)及び「電子地形図 25000」

（国土地理院）を使用したものである。 

図9－1 関係地域図 
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第 10 章 その他
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第 10章 その他 

１ 指定開発行為の実施に必要な許認可等の種類 

 

表10－1 必要な主な許認可等 

根拠法令 許認可等の種類 

都市計画法 第59条 都市計画事業の認可 

鉄道事業法 第12条 道路の縦断占有の許可 

道路法 第32条 道路の占有の許可 

道路交通法 第77条 道路の使用の許可 

 

２ 条例準備書の作成者及び業務受託者の名称及び所在地 

（１）条例準備書の作成者 

名 称：川崎市 

住 所：神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 

代表者：川崎市長 福田 紀彦 

 

（２）業務受託者 

名 称：東日本旅客鉄道株式会社 

住 所：東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 

代表者：代表取締役社長  深澤 祐二 

 

名 称：八千代エンジニヤリング株式会社 横浜センター 

住 所：神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町１番７号 

代表者：センター長 北見 宗輝 

 

３ 事業内容等に関する問い合わせ窓口 

窓 口：川崎市建設緑政局道路整備課 

住 所：神奈川県川崎市川崎区駅前本町12番地１ 

電 話：０４４－２００－３４９９ 
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４ 参考とした資料の目録 

（１）「川崎市大気データ」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（２）「令和２年度 川崎市の災害概要」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（３）「土地分類基本調査図（地形分類図）（横浜・東京西南部・東京東南部・木更津）」 

（昭和 63年６月 24日指定 神奈川県） 

（４）「土地分類基本調査図（土壌図）（横浜・東京西南部・東京東南部・木更津）」 

（昭和 63年６月 24日指定 神奈川県） 

（５）「土地分類基本調査図（表層地質図）（横浜・東京西南部・東京東南部・木更津）」 

（昭和 63年６月 24日指定 神奈川県） 

（６）「平成 30年～令和４年町丁別世帯数・人口 ３月末日現在」 

（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（７）「平成 30年（2018）～令和４年(2022) 町丁別人口」 

（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（８）「平成 28年経済センサス 活動調査結果」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（９）「横浜市統計書[Web版]」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（10）「川崎都市計画図（中原区）」（令和３年３月 川崎市） 

（11）「川崎都市計画図（幸区）」（令和４年３月 川崎市） 

（12）「横浜都市計画図（港北区）」（平成 31年３月 横浜市） 

（13）「横浜都市計画図（鶴見区）」（平成 31年３月 横浜市） 

（14）「神奈川県土地利用現況図[川崎東]（平成 27年度都市計画基礎調査）」 

（平成 31年 神奈川県県土整備局都市部都市計画課） 

（15）「GEOSPACE CDS プラス」（（C）NTTインフラネット,DigitalGlobe Inc.） 

（16）「平成 17年度全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査」（国土交通省） 

（17）「平成 22年度全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査」（国土交通省） 

（18）「平成 27年度全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査」（国土交通省） 

（19）「各駅の乗車人員 2020年度」（令和４年６月閲覧 JR東日本ホームページ） 

（20）「2020年度乗降人員」（令和４年６月閲覧 東急電鉄株式会社ホームページ） 

（21）「さいわいガイドマップ 2022」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（22）「中原区ガイドマップ」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（23）「市営バスマップ」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（24）「つるみ生活・防災マップ」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（25）「港北区ガイドマップ」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（26）「子ども・教育に関する施設」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 
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（27）「幼稚園・認定こども園一覧」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（28）「横浜市立学校名簿」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（29）「神奈川県立特別支援学校」（令和４年６月閲覧 神奈川県ホームページ） 

（30）「県内大学一覧」（令和４年６月閲覧 神奈川県ホームページ） 

（31）「ここ deサーチ」（令和４年６月閲覧 子ども・子育て支援情報公表システムホームページ） 

（32）「病院・診療所名簿」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（33）「高齢者施設のご案内」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（34）「高齢者福祉保健施設一覧」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（35）「ふれあい－障害福祉の案内－」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（36）「地区センター一覧」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（37）「川崎市公園・緑地等位置図」（令和３年３月 31日現在 川崎市） 

（38）「横浜市公園緑地配置図」（平成 29年７月１日現在 横浜市） 

（39）「指定文化財紹介」（令和４年６月閲覧 川崎市教育委員会ホームページ） 

（40）「市域文化財一覧」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（41）「ガイドマップかわさき」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（42）「行政地図情報提供システム」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（43）「平成 28～令和３年度 環境局事業概要－公害編－」 

（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（44）「横浜市統計書」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（45）「平成 27～令和元年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 

（令和４年６月閲覧 神奈川県ホームページ） 

（46）「平成 27～令和元年度 水質年報」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（47）「川崎市の土壌汚染対策 形質変更時要届出区域」 

（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（48）「土壌汚染対策法に基づく汚染された土地の区域の指定」 

（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（49）「川崎市の土壌汚染対策 要措置区域」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（50）「市の条例に基づく土壌調査等の結果」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（51）「水準測量成果一覧表」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 

（52）「横浜市水準測量成果表」（令和４年６月閲覧 横浜市ホームページ） 

（53）「川崎市景観計画」（令和４年６月閲覧 川崎市ホームページ） 
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