
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 騒音・振動・低周波音  
4.2.1 騒音 
4.2.2 振動 

 
 

 





- 166 - 

第4章. 環境影響評価 

4.2  騒音・振動・低周波音 
4.2.1 騒音 

計画区間及びその周辺の騒音の状況等を調査し、工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走

行、供用時の自動車の走行に伴う騒音への影響について、予測及び評価を行う。 

 
(1) 現況調査 

1) 調査項目 

調査項目は、表 4.2-1に示すとおりである。 

表 4.2-1 調査項目（騒音） 

項目 調査内容 

騒音 

①騒音の状況（道路交通騒音） 
②地形及び工作物の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 
⑤自動車交通量等の状況（自動車交通量、車種構成、道路構造等） 
⑥関係法令等による基準等 

 
2) 調査地域 

調査地域は、表 4.2-2に示すとおりである。 

表 4.2-2 調査地域（騒音） 

調査内容 調査地域 
①騒音の状況 
②地形及び工作物の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 
⑤自動車交通量等の状況 

計画区間及びその周辺 
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3) 調査方法等 

① 調査地点 

調査地点は、表 4.2-3及び図 4.2-1に示すとおりである。 

表 4.2-3 調査地点（騒音） 

調査内容 調査地点 

①騒音の状況 計画区間及びその周辺 12 地点とした。調査地点の概要は表 
4.2-4に示す。 

②地形及び工作物の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 

計画区間及びその周辺 

⑤自動車交通量等の状況 

【既存資料調査】 
「第 2 章．2.1 計画区間及びその周辺地域の概況 (7) 交通、運

輸の状況」（p48～51 参照）に示す地点とした。 
【現地調査】 

自動車交通量等 
工事用車両の走行ルート上の 8 地点とした（図 4.2-1参照）。 

道路構造等 
計画区間及びその周辺 12 地点とした。 

 

表 4.2-4 調査地点の概要 

地点 現況道路 計画区間 調査地点の概要 

No.1 市道下沼部30号線 － 沿道に特に配慮すべき施設や住宅はないが、工事用車両走
行ルート上の代表地点として設定した。 

No.2 市道中丸子70号線 － 沿道に特に配慮すべき施設はないが、住宅地を通るため、工
事用車両走行ルート上の代表地点として設定した。 

No.3 市道中丸子14号線 区画街路 沿道に特に配慮すべき施設（学校（橘高校、玉川中学校））が
あり、供用時の区画街路の代表地点として設定した。 

No.4 一般国道409号 矢向鹿島田線 沿道に特に配慮すべき施設はないが、住宅地を通るため、供
用時の矢向鹿島田線の代表地点として設定した。 

No.5 県道大田神奈川線 大田神奈川線 
近くに特に配慮すべき（保育園（あいみー平間保育園））があ

り、工事用車両走行ルート及び供用時の大田神奈川線の代表
地点として設定した。 

No.6 一般国道409号 矢向鹿島田線 
沿道に特に配慮すべき施設はないが、住宅地を通るため、工

事用車両走行ルート及び供用時の矢向鹿島田線の代表地点と
して設定した。 

No.7 一般国道409号 － 沿道に特に配慮すべき施設（保育園（ふくじゅ保育園））があ
り、工事用車両走行ルート上の代表地点として設定した。 

No.8 市道古市場矢上線 － 沿道に特に配慮すべき施設（保育園（ちぐさ保育園））があり、
工事用車両走行ルート上の代表地点として設定した。 

No.9 市道幸3号線 矢向鹿島田線 沿道に特に配慮すべき施設はないが、住宅地（マンション）を
通るため、供用時の矢向鹿島田線の代表地点として設定した。

No.10 市道塚越2号線 － 沿道に特に配慮すべき施設（学校（塚越中学校））があり、工
事用車両走行ルート上の代表地点として設定した。 

No.11 市道幸2号線 － 
近くに複数の特に配慮すべき施設（保育園（らいらっく幸保育

園等））があり、工事用車両走行ルート上の代表地点として設定
した。 

No.12 市道幸4号線 塚越南加瀬線 
沿道に特に配慮すべき（保育園（プレシャス・スターズ保育

園））や住宅地があり、供用時の塚越南加瀬線の代表地点として
設定した。 
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図 4.2-1 調査地点等位置図（騒音） 
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② 調査期間・調査時期 

調査期間・調査時期は、表 4.2-5に示すとおりである。 

表 4.2-5 調査期間・調査時期（騒音） 

調査内容 調査期間・調査時期 

①騒音の状況 

No.1・3・4・9・10 
令和元年 11 月 19 日（火）7 時～11 月 20 日（水）7 時（24 時間調査）

No.2 
令和元年 6 月 18 日（火）22 時～6 月 19 日（水）22 時（24 時間調査）

No.5・6・7・8 
平成 31 年 3 月 12 日（火）22 時～3 月 13 日（水）22 時（24 時間調査）

No.11・12 
平成 31 年 3 月 26 日（火）22 時～3 月 27 日（水）22 時（24 時間調査）

②地形及び工作物の状況 － 
③土地利用の状況 － 
④発生源の状況 － 

⑤自動車交通量等の状況 

【既存資料調査】 
「第 2 章．2.1 計画区間及びその周辺地域の概況 (7) 交通、運輸の

状況」（p48～50 参照）に示す調査期間・調査時期とした。 
【現地調査】 
「第 4 章．4.1.1 大気質 (1) 現況調査」（p110 参照）に示す調査期

間・調査時期とした。 
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③ 調査方法 

調査方法は、表 4.2-6に示すとおりである。 

表 4.2-6 調査方法（騒音） 

調査内容 調査方法 

①騒音の状況 

計量法第 71 条の条件に合格した「普通騒音計」を使用して JIS Z 
8731「環境騒音の表示・測定方法」に準拠し測定した。 

マイクロホンを地上高さ 1.2m に設置し、騒音計の周波数重み特性をＡ

特性に、時間重み特性を F（FAST）に設定して 10 分間隔で、24 時間測

定した。 
各調査地点の測定断面は、図 4.2-2(1)～(3)に示すとおりである。 

②地形及び工作物の状況  「地形図」等の既存資料から、計画区間周辺の地形及び地物の状況を

把握する方法とした。 

③土地利用の状況  「土地利用現況図」等の既存資料から、計画区間周辺の土地利用の状

況を把握する方法とした。 

④発生源の状況  「地形図」等の既存資料から、計画区間周辺の発生源の状況を把握す

る方法とした。 

⑤自動車交通量等の状況 

【既存資料調査】 
 「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）に示す調査方法とした。 
【現地調査】 
自動車交通量 

 「第 4 章．4.6.1 地域交通（交通安全、交通混雑） (1) 現況調査」

（p284 参照）に示す調査方法とした。 
走行速度 
あらかじめ設定した区間の距離について、目視により車両が通過する時

間をストップウォッチで計測し、車速を調査する方法とした。 
なお、規制速度については、規制標識及びヒアリングにより確認した。

⑥関係法令等による基準等 
「環境基本法」、「騒音規制法」、「川崎市公害防止等生活環境の保全

に関する条例」、「地域環境管理計画」等の関係法令における基準等を

整理する方法とした。 
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No.1（市道下沼部 30 号線） 

 

 

 
No.2（市道中丸子 70 号線） 

 
 

 
No.3（市道中丸子 14 号線） 

 

 

 

No.4（一般国道 409号） 

 

図 4.2-2(1) 騒音の調査地点断面図 

凡例 
●：騒音計 
単位：m 
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No.5（県道大田神奈川線） 

 

 

 

No.6（一般国道 409号） 

 

 

 

No.7（一般国道 409号） 

 

 

 

No.8（市道古市場矢上線） 

 

図 4.2-2(2) 騒音の調査地点断面図 

凡例 
●：騒音計 
単位：m 
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No.9（市道幸 3号線） 

 

 

 

No.10（市道塚越 2号線） 

 

 

 
No.11（市道幸 2 号線） 

 

 

 

No.12（市道幸 4 号線） 

 

図 4.2-2(3) 騒音の調査地点断面図 

凡例 
●：騒音計 
単位：m 
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4) 調査結果 

① 騒音の状況（道路交通騒音） 

道路交通騒音（等価騒音レベル）の調査結果は、表 4.2-7に示すとおりである。 
道路交通騒音は、昼間の等価騒音レベル（LAeq）は 53.6（54）dB から 66.6（67）dB、夜間の

等価騒音レベル（LAeq）は 47.2（47）dB から 62.5（63）dB であり、No.3（夜間）、No.11（昼間・

夜間）、No.12（昼間・夜間）で環境基準を超過しているが、その他の地点では環境基準を満足し

ていた。 
なお、調査結果の詳細については、資料編（p 資－109～120 参照）に示すとおりである。 

表 4.2-7 道路交通騒音（等価騒音レベル）調査結果 
単位：dB 

調査地点 用途地域 地域の 
類型※1 

時間 
区分※2

調査結果 環境 
基準値※4 評価 LAeq※3 

No.1 商業地域 C 昼間 61.3（61） 65 〇 

夜間 59.0（59） 60 〇 

No.2 第一種住居地域 B 昼間 56.6（57） 65 〇 

夜間 50.4（50） 60 〇 

No.3※5 第一種住居地域 B 昼間 55.0（55） 55 〇 

夜間 47.2（47） 45 × 

No.4 第一種住居地域 B 昼間 62.5（63） 70 〇 

夜間 59.0（59） 65 〇 

No.5 商業地域 C 昼間 64.6（65） 70 〇 

夜間 61.8（62） 65 〇 

No.6 第一種住居地域 B 昼間 65.0（65） 70 〇 

夜間 61.1（61） 65 〇 

No.7 第一種住居地域 B 昼間 65.6（66） 70 〇 

夜間 61.8（62） 65 〇 

No.8 商業地域 C 昼間 63.6（64） 65 〇 

夜間 60.4（60） 60 〇 

No.9※5 第二種住居地域 B 昼間 53.6（54） 65 〇 

夜間 49.4（49） 60 〇 

No.10 第一種住居地域 B 昼間 54.3（54） 65 〇 

夜間 48.0（48） 60 〇 

No.11 工業地域 C 昼間 65.6（66） 65 × 

夜間 61.7（62） 60 × 

No.12 準工業地域 C 昼間 66.6（67） 65 × 

夜間 62.5（63） 60 × 

※1：地域の類型区分については、「⑥関係法令等による基準等」（p176 参照）に示す。 
※2：時間区分 昼間（6 時~22 時）、夜間（22 時～6 時） 
※3：環境基準値との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
※4：No.3 は一般地域、No.1･2･8･9･10･11･12 は道路に面する地域、No.4・5・6・7 は幹線交通を担う道路に近接

する空間の環境基準値である。 
※5：No.3 及び No.9 は、JR 南武線を走行する電車の影響を除外した数値である。 
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② 地形及び工作物の状況 

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。 
計画区間周辺には、主に戸建住宅、集合住宅、福祉施設といった比較的小規模な建築物が分布

しているが、大規模集合住宅、教育施設、病院、大規模商業施設、事業場といった比較的大規模

な建築物も散在している。 
 

③ 土地利用の状況 

計画区間は、一般国道 409 号や市道等の道路用地の他、一部住宅用地や軽工業用地等となって

いる。計画区間周辺は、主に鉄道用地、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。 
 

④ 発生源の状況 

計画区間周辺の主な騒音の発生源としては、JR 南武線のほか、JR 横須賀線、東海道新幹線等

の鉄道交通、一般国道 409 号、川崎駅丸子線等の道路交通等があげられる。 
 

⑤ 自動車交通量等の状況 

ア.既存資料調査 

計画区間周辺の主な道路として、一般国道 409 号及び大田神奈川線が接している。 
計画区間周辺の道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査）の平成 27 年

度の結果をみると、平日昼間の 12 時間交通量は、計画区間に位置する一般国道 409 号（区間番号：

10160～10200）及び大田神奈川線（区間番号：60060～60090）における昼間 12 時間交通量は、

それぞれ 5,666～17,009 台、4,339～10,905 台である。 
 

イ.現地調査 

自動車交通量、走行速度、規制速度及び車線数については、「第 4 章．4.1.1 大気質 (1) 現況

調査」（p117～119 参照）に示すとおりである。道路構造については、図 4.2-2(1)～(3)に示すとお

りである。 
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⑥ 関係法令等による基準等 

ア.環境基本法における環境基準 

騒音に係る環境基準は、表 4.2-8～表 4.2-10に示すとおりである。 
また、川崎市が指定する地域の類型は、表 4.2-11に示すとおりである。 

表 4.2-8 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の類型 
基準値（等価騒音レベルLAeq、T） 

昼間（6時～22時） 夜間（22時～6時） 
ＡＡ 50dB以下 40dB以下

Ａ及びＢ 55dB以下 45dB以下

Ｃ 60dB以下 50dB以下

出典：「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） 
※：地域の類型は以下のとおりである。 
  AA ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 
  A ：専ら住居の用に供される地域とする。 
  B ：主として住居の用に供される地域とする。 
  C ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 
 

表 4.2-9 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

時間の区分 
地域の類型 

基準値（等価騒音レベルLAeq、T） 
昼間（6時～22時） 夜間（22時～6時） 

Ａ地域のうち2車線以上の車線を有する道路
に面する地域 60dB以下 55dB以下 
Ｂ地域のうち2車線以上の車線を有する道路
に面する地域及びＣ地域のうち車線を有する
道路に面する地域 

65dB以下 60dB以下 

出典：「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） 
※車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分

をいう。 
 

表 4.2-10 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間（特例）） 

基準値（等価騒音レベルLAeq、T） 

昼間（6時～22時） 夜間（22時～6時） 

70dB以下 65dB以下 
出典：「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） 
※1：「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。 

①道路法第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあ

っては 4 車線以上の区間に限る。） 
②前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道にあって都市計画法施行規則第 7 条第 1 項第 1 号

に定める自動車専用道路。 
※2：「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じる道路端からの距離により

その範囲を特定するものとする。 
①2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路：15m 
②2 車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路：20m 

表 4.2-11 川崎市長が指定する地域の類型 

地域の類型 該当地域 

Ａ 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 
田園住居地域 

Ｂ 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、その他の地域

Ｃ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

出典：「川崎市告示第 135 号」（平成 24 年 3 月 13 日、川崎市） 
   「川崎市告示第 131 号」（令和 3 年 4 月 12 日、川崎市） 
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イ.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 

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は、表 4.2-12に示

すとおりである。 
また、川崎市が指定する区域の区分は、表 4.2-13に示すとおりである。 

表 4.2-12 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 

特定 
建設作業 

 

1.くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）
を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 

2.びょう打機を使用する作業 
3.さく岩機（電動を含む）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一

日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。） 
4.空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロ

ワット以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 
5.コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。）又はアスファルトプラ

ント（混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。）を設けて行なう作業（モルタルを製造
するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。） 

6.バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するも
のを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

7.トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指
定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

8.ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定す
るものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

基準値 85dB以下 
作業時間 ①午後7時～午前7時の時間内でないこと 

②午後10時～午前6時の時間内でないこと 
1日あたり
の作業量 

①10時間／日を超えないこと 
②14時間／日を超えないこと 

作業日数 連続6日を超えないこと 
作業日 日曜日その他の休日でないこと 

※1①：第 1 号区域：「騒音規制法」第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、イ.良好な住居の環境を保

全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。ロ.住居の用に供されているた

め、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ.住居の用に併せて商業、工業の用に供さ

れている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要があ

る区域であること。二.学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法

に規定する病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法に規定する図書館

並びに老人福祉法に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲 80m の区域内であること。 
②：第 2 号区域：「騒音規制法」第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、前号に掲げる区域以外の

区域。 
※2：建設作業騒音が基準値を超え、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる時は、1 日における作業時

間を、第 1 号区域においては 10 時間未満 4 時間以上、第 2 号区域においては 14 時間未満 4 時間以上の間に

おいて短縮させることができる。（昭和 43 年、建設省・厚生省告示第 1 号） 
※3：表内 6、7、8 の環境大臣が指定するものとは、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、

環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー」（平成 9 年、環境庁告示第 54 号）

をいう。 

表 4.2-13 川崎市長が指定する区域の区分 

区域の区分 該当地域 

第1号区域 

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地

域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用

途が定められていない地域、工業地域のうち学校・保育所・病院・図書館・老人ホーム・

幼保連携型認定こども園等の施設の敷地の境界線から80mまでの区域 
第2号区域 工業地域のうち、前号の区域以外の区域 

※各指定地域は「都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号」に掲げるところによる。 
出典：「川崎市告示第 92 号」（昭和 61 年 3 月 25 日、川崎市） 
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ウ.地域環境管理計画における地域別環境保全水準 

地域環境管理計画に定められている地域別環境保全水準は、表 4.2-14に示すとおりである。 

表 4.2-14 騒音に係る地域別環境保全水準（平野部） 

項目 地域別環境保全水準 
道路に係る騒音 環境基準を超えないこと。 
建設工事に係る騒音 生活環境の保全に支障のないこと。 

出典：「地域環境管理計画」（令和 3 年 3 月改定、川崎市） 
 

(2) 環境保全目標の設定 

環境保全目標は、地域環境管理計画における地域別環境保全水準を参考とし、表 4.2-15に示す

とおり設定した。具体的な数値等は、表 4.2-8～表 4.2-12（p176～177 参照）に基づき設定した。 

表 4.2-15 環境保全目標（騒音） 

項目 環境保全目標 具体的な数値等 

工事中 

建設機械の稼働 生活環境の保全に 
支障のないこと 85dB 以下 

工事用車両の走行 

環境基準を超えないこと 
ただし、現況で環境基準

を超過している場合には

騒音レベルの増加分が

小さいこと 

昼間：70dB 以下（幹線交通を担う道路に近接す

る空間） 
65dB 以下（道路に面する地域） 

供用時 自動車の走行 環境基準を超えないこと 

昼間：70dB 以下（幹線交通を担う道路に近接す

る空間） 
65dB 以下（道路に面する地域（B・C 地

域）） 
65dB 以下（非近接空間：幹線交通を担う

道路（2 車線以下の車線を有する）の道路

端から 15m を超える地域） 
夜間：65dB 以下（幹線交通を担う道路に近接す

る空間） 
60dB 以下（道路に面する地域（B・C 地

域）） 
60dB 以下（非近接空間：幹線交通を担う

道路（2 車線以下の車線を有する）の道路

端から 15m を超える地域）  
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(3) 予測及び評価 

1) 建設機械の稼働（工事中） 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.2-16に示すとおりである。 

表 4.2-16 予測項目（騒音－建設機械の稼働） 

項目 予測内容 

工事中 建設機械の稼働 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音（騒音レベル（L5））

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、表 4.2-17及び図 4.2-3に示すとおりである。 

表 4.2-17 予測地域・予測地点（騒音－建設機械の稼働） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 建設機械の稼働 
建設機械の稼働により騒音の状況に変化を及ぼすと想定され

る計画区間周辺の概ね100mの範囲とし、予測高さは地上 1.2m
とした。 

 
ウ.予測時期 

予測時期は、表 4.2-18に示すとおりである。 

表 4.2-18 予測時期（騒音－建設機械の稼働） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 建設機械の稼働 

工事の種類や使用機械の機種、台数等を考慮して、各工区に

おける騒音のパワーレベルの合成値が最大となるユニットの稼働

時期とした。予測時期の設定根拠は、資料編（p 資－121～122
参照）に示す。 
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図 4.2-3 騒音予測範囲図 
（工事中－建設機械の稼働） 
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エ.予測方法 

a. 予測手順 

建設機械の稼働に係る建設作業騒音の予測手順は、図 4.2-4に示すとおりである。 
建設機械の稼働状況をもとに、建設機械の稼働に伴う騒音レベル（L5）を予測した。 
なお、予測は各工区において実施するものとし、工区割位置図は、「第 1 章．計画区間の概要

(7) 施工計画」（p25 参照）に示すとおりである。 
 

b. 予測式 

予測式は、「建設工事騒音の予測モデル“ASJ CN-Model 2007”（日本音響学会誌 64 巻 4 号）」

（平成 20 年 4 月、日本音響学会）により行った。予測式の詳細は、資料編（p 資－134 参照）

に示す。 
 

 

図 4.2-4 建設機械の稼働に係る騒音の予測手順 

施工計画 

建設機械（ユニット）の稼働条件設定 
・種類、規格 
・台数、配置等 

建設機械（ユニット）の

騒音パワーレベル 予測範囲の設定 

予測計算（距離減衰） 

各音源別の騒音レベルの合成 

建設機械の稼働に伴う騒音レベル（L5） 

回折減衰による補正 
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オ.予測条件 

a. 建設機械の種類 

建設機械の種類は、表 4.2-19に示すとおりである。 
 

b. 音源（ユニット）のパワーレベル 

音源（ユニット）のパワーレベルは、既存資料等をもとに、表 4.2-19に示すとおり設定した。

音源の高さは、地上 1.5m とした。 

表 4.2-19 建設機械の稼働に係る騒音予測の条件 

工種 ユニット 建設機械 規格 低騒音型の
有無 

パワー
レベル 
（dB） 

ユニットの
パワーレベル

（dB） 

構造物撤去工 破砕・積込 バックホウ 0.8m3 超低騒音型 100 100
バックホウ 0.45m3 超低騒音型 100 100

道路土工 

掘削 バックホウ 0.8m3 超低騒音型 100 100
バックホウ 0.45m3 超低騒音型 98 98

盛土 
ブルドーザー 7t 低騒音型 102 103 
振動ローラ 11～12t 超低騒音型 98

ブルドーザー 4t 低騒音型 102 103 
小型振動ローラ 1t 超低騒音型 95

構造物工 
（擁壁工） 

コンクリート工 
コンクリートポンプ車 11t 低騒音型 107 107 

コンクリートミキサー車 10t － 97
コンクリートポンプ車 5.8t 低騒音型 107 107 

コンクリートミキサー車 4t － 97
設置工 バックホウ 0.45m3 超低騒音型 98 98

構造物工 
（函渠工） 函渠工 ラフタークレーン 45t吊り 超低騒音型 101 101

ラフタークレーン 25t吊り 超低騒音型 101 101
排水工 設置工 バックホウ 0.45m3 超低騒音型 98 98

バックホウ 0.28m3 超低騒音型 93 93
車道路盤工 
（再生瀝青安定処理） 

路盤工 

アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m 超低騒音型 99
103 ロードローラ 10t 超低騒音型 98

タイヤローラ 13t 超低騒音型 98

車道路盤工 

モータグレータ 3.1m － 105
106 ロードローラ 10t 超低騒音型 98

タイヤローラ 8～20t 超低騒音型 98
モータグレータ 2.8m － 105

106 ロードローラ 4t 超低騒音型 95
タイヤローラ 2.9t 超低騒音型 95

車道舗装工 舗装工 

アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m 超低騒音型 99
103 ロードローラ 10t 超低騒音型 98

タイヤローラ 8～20t 超低騒音型 98
アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m 超低騒音型 99

102 ロードローラ 4t 超低騒音型 95
タイヤローラ 2.9t 超低騒音型 95

歩道路盤工 路盤工 小型バックホウ 0.11m3 超低騒音型 93 97 
振動ローラ 3～4t 超低騒音型 95

歩道舗装工 舗装工 アスファルトフィニッシャ 1.4～3.0m 超低騒音型 95 98 
振動ローラ 3～4t 超低騒音型 95

歩車混在舗装路盤工 路盤工 
モータグレータ 3.1m － 105

106 ロードローラ 10t 超低騒音型 98
タイヤローラ 8～20t 超低騒音型 98

歩車混在舗装舗装工 舗装工 
アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m 超低騒音型 99

103 ロードローラ 10t 超低騒音型 98
タイヤローラ 8～20t 超低騒音型 98

※超低騒音型のパワーレベルは、低騒音型の基準値より－6dBとした。 
出典：「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成13年4月、国土交通省告示第487号） 

「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第3版）」（平成13年2月、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総合研究所独立行政

法人土木研究所） 
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c. 音源（ユニット）の配置 

音源（ユニット）の配置は、図 4.2-5に示すとおりである。 
なお、道路幅員が狭い区画街路における 7～9 工区（幅員 6.0m）、特殊街路における 12～17

工区（幅員 5.0m）は、工事区域境界上に高さ 2.0m の防音シートを設置する計画とした。 
 

 
 

図 4.2-5 音源（ユニット）の配置図 

 
d. 各工区における工種及び対象ユニット 

各工区における工種及び対象ユニットは、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p129
参照）と同様とした。 

各工区における対象ユニットの稼働時期は、資料編（p 資－6～22 参照）に示す。 
 
 
 

・・・・・

工事計画幅（W） 

（道路横断方向） 

予測地点 

W 

W 

100m 

騒音源 

（ユニット） 

5m 
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e. ユニットの設定 

作業単位を考慮したユニットは、表 4.2-20に示すとおりとした。 

表 4.2-20 予測対象ユニット 

工区 対象時期 工種 ユニット ユニットを構成する建設機械

1工区 
（矢向鹿島田線） 1年目6～7ヶ月 車道路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m

ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t
2工区 
（矢向鹿島田線） 2年目3～6ヶ月 車道路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m

ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t
3工区 
（矢向鹿島田線） 3年目1～2ヶ月 車道路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m

ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t
4工区 
（矢向鹿島田線） 1年目6～8ヶ月 車道路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m

ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t
5工区 
（矢向鹿島田線） 

1年目11ヶ月～ 
2年目1ヶ月 

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工

コンクリートポンプ車 11t
コンクリートミキサー車 10t 

6工区 
（矢向鹿島田線） 2年目7～9ヶ月 構造物工 

（擁壁工） コンクリート工
コンクリートポンプ車 11t
コンクリートミキサー車 10t 

7工区 
（区画街路） 2年目6ヶ月 歩車混在舗装 

路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m
ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t

8工区 
（区画街路） 3年目4～6ヶ月 歩車混在舗装 

路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m
ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t

9工区 
（区画街路） 1年目4～5ヶ月 歩車混在舗装 

路盤工 路盤工 モータグレータ3.1m
ロードローラ 10t、タイヤローラ 8～20t

10工区 
（塚越南加瀬線） 2年目12ヶ月 構造物工 

（擁壁工） コンクリート工
コンクリートポンプ車 5.8t
コンクリートミキサー車 4t 

11工区 
（大田神奈川線） 

2年目9ヶ月～ 
3年目8ヶ月 

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工

コンクリートポンプ車 11t
コンクリートミキサー車 10t 

12工区 
（特殊街路） 1年目9ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t

小型振動ローラ1t 
13工区 
（特殊街路） 2年目7ヶ月 構造物撤去工 破砕・積込 バックホウ0.45m3 
14工区 
（特殊街路） 1年目3～4ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t

小型振動ローラ1t 
15工区 
（特殊街路） 2年目5ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t

小型振動ローラ1t 
16工区 
（特殊街路） 2年目9～10ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t

小型振動ローラ1t 
17工区 
（特殊街路） 1年目2ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t

小型振動ローラ1t 
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カ.予測結果 

建設機械の稼働に係る建設作業騒音（L5）の予測結果は、表 4.2-21に示すとおりである。 
建設機械の稼働に係る騒音レベルは、76.6（77）～84.9（85）dB となり、全ての工区において

環境保全目標（85dB 以下）を満足するものと予測する。 
予測地点（工事区域）から 100m までの建設作業騒音レベル（L5）の詳細は、資料編（p 資－

137 参照）に示す。 

表 4.2-21 建設機械の稼働に係る建設作業騒音（L5）の予測結果 

工区※1 
騒音のパワーレベルの合成値が 

最大となる工種及びユニット 対象ユニットの 
稼働時期 

予測結果
L5（dB）※2

防音シート
H=2.0m 

環境保全
目標 
（dB） 工種 ユニット 

1工区 車道路盤工 路盤工 1年目6～7ヶ月 82.0（82） － 

85 
以下 

2工区 車道路盤工 路盤工 2年目3～6ヶ月 82.0（82） － 

3工区 車道路盤工 路盤工 3年目1～2ヶ月 82.0（82） － 

4工区 車道路盤工 路盤工 1年目6～8ヶ月 82.0（82） － 

5工区 構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 1年目11ヶ月～

2年目1ヶ月 83.0（83） － 

6工区 構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 2年目7～9ヶ月 83.0（83） － 

7工区 歩車混在舗装 
路盤工 路盤工 2年目6ヶ月 81.0（81） 〇 

8工区 歩車混在舗装 
路盤工 路盤工 3年目4～6ヶ月 81.0（81） 〇 

9工区 歩車混在舗装 
路盤工 路盤工 1年目4～5ヶ月 81.0（81） 〇 

10工区 構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 2年目12ヶ月 84.9（85） － 

11工区 構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 2年目9ヶ月～ 

3年目8ヶ月 80.5（81） － 

12工区 道路土工 盛土 1年目9ヶ月 79.6（80） 〇 

13工区 構造物撤去工 破砕・積込 2年目7ヶ月 76.6（77） 〇 

14工区 道路土工 盛土 1年目3～4ヶ月 79.6（80） 〇 

15工区 道路土工 盛土 2年目5ヶ月 79.6（80） 〇 

16工区 道路土工 盛土 2年目9～10ヶ月 79.6（80） 〇 

17工区 道路土工 盛土 1年目2ヶ月 79.6（80） 〇 
※1：1～6 工区（矢向鹿島田線）、7～9 工区（区画街路）、10 工区（塚越南加瀬線）、11 工区（大田神奈川線） 
   12～17 工区（特殊街路） 
※2：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、騒音の影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画である。 
・建設機械は、国土交通省が定める最新の超低騒音型建設機械の使用に努める。 

・建設機械の高負荷運転を避けるように努める。 

・各施工区における施工方法や手順等を十分検討し、建設機械の集中稼働を避け、騒音への影

響低減に努める。 

・建設機械のアイドリングストップ等を徹底する。 

・建設機械の使用にあたっては、適切な整備・点検を徹底する。 

・幅員が狭い 7～9 工区、12～17 工区においては、工事区域境界に高さ 2.0m の防音シートを設

置し、騒音への影響低減に努める。 

 
③ 評価 

建設機械の稼働に係る騒音レベル（L5）は、77～85dB となり、全ての工区で環境保全目標（85dB
以下）を満足するものと予測された。なお、環境保全措置として、道路幅員が狭い区画街路の 7
～9 工区（幅員 6.0m）、特殊街路の 12～17 工区（幅員 5.0m）の工事区域境界においては、高さ

2.0m の防音シートを設置する計画としている。 
本事業の実施にあたっては、国土交通省が定める最新の超低騒音型建設機械の使用に努めると

ともに、建設機械の高負荷運転を避けることに努め、各施工区における施工方法や手順等を十分

検討し、建設機械の集中稼働を避け、騒音への影響低減に努める等の環境保全のための措置を講

じることから、計画区間周辺の生活環境に著しい騒音影響を及ぼすことはないものと評価する。 
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2) 工事用車両の走行（工事中） 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.2-22に示すとおりである。 

表 4.2-22 予測項目（騒音－工事用車両の走行） 

項目 予測内容 

工事中 工事用車両の走行 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音（騒音レベル（LAeq））

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、表 4.2-23及び図 4.2-6に示すとおりである。 

表 4.2-23 予測地域・予測地点（騒音－工事用車両の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 工事用車両の走行 

工事用車両の走行ルートと想定される区間の代表的な 8 地点

における道路端から 50m までの範囲とし、予測高さは地上 1.2m
とした。予測地点の概要は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及

び評価」（p145 参照）に示す。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、表 4.2-24に示すとおりである。 

表 4.2-24 予測時期（騒音－工事用車両の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 工事用車両の走行 
各予測地点において 1 日当たりの工事用車両（大型車）の台

数が最大になると想定される時期とした。予測時期の設定根拠

は、資料編（p 資－65～66 参照）に示す。 
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図 4.2-6 騒音予測地点図 
（工事中－工事用車両の走行） 
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エ.予測方法 

a. 予測手順 

工事用車両の走行に係る道路交通騒音の予測手順は、図 4.2-7に示すとおりである。 
工事用車両の走行状況をもとに、工事用車両の走行に伴う騒音レベル（LAeq）を予測した。 
 

b. 予測式 

予測式は、「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2018”（日本音響学会誌 75巻4号）」

（平成 31 年 4 月、日本音響学会）に基づき、既存道路の将来一般交通量に工事用車両台数を上

乗せした等価騒音レベルを予測した。予測式の詳細については、資料編（p 資－135 参照）に示

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各等価騒音レベル（LAeq）の予測手順は、図 4.2-10参照 

※工事中交通量＝将来一般交通量+工事用車両台数   

 

図 4.2-7 工事用車両の走行に係る騒音の予測手順 

現況交通量 

現況交通量に基づく 
騒音レベル予測結果 

LAeq ③ 

騒音レベル補正値 
(実測値と予測値の差分) 
LAeq⑤ = LAeq④－LAeq③ 

現況交通により発生 
する騒音レベル 

(騒音レベルの実測値) 
LAeq④ 

実測値と予測値の差分 
に係る補正値の設定 

現況の一般車両の交通条件

（自動車交通量調査結果）交通量の 
伸び率 

工事中の一般車両の交通 
条件(将来一般交通量) 

将来一般交通による
等価騒音レベル 

(補正前:予測計算値) 
（LAeq.①） 

将来一般交通による
等価騒音レベル（LAeq⑥）

（補正後:予測値） 
LAeq⑥ = LAeq① + LAeq⑤

工事用車両の走行に伴う
等価騒音レベルの増加分(LAeq⑧)

(補正後:予測値) 
LAeq⑧ = LAeq⑦ － LAeq ⑥ 

工事用車両の交通条件
（工事用車両台数） 

工事中交通量による
等価騒音レベル 

(補正前:予測計算値) 
（LAeq②） 

工事中交通量による
等価騒音レベル(LAeq⑦）

(補正後:予測値)  
LAeq ⑦ = LAeq② + LAeq⑤
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オ.予測条件 

a. 予測時間帯の設定 

予測時間帯は、工事用車両の走行時間が 9 時～17 時であることから、騒音の環境基準におけ

る昼間の時間区分（6 時～22 時）とした。 
 

b. 工事中の将来交通量 

工事中における将来交通量は、将来一般交通量に工事用車両を付加して求めた。将来一般交

通量は、現況で調査した自動車交通量調査結果に伸び率を掛けて算出した。 
伸び率については、「平成 22 年度道路交通センサスベース走行台キロ伸び率（関東臨海ブロ

ック）」をもとに算出した令和元年から令和 12 年までの伸び率を使用した（小型車伸び率：

0.9902、大型車伸び率：1.1371）。 
なお、将来交通量の推計は令和 12 年度までしかできないため（「第 1 章．事業計画の概要 (5)

交通計画（p17 参照）」）、工事中の将来一般交通量は令和 12 年度の推計値を用いた。 
工事中の将来交通量については、表 4.2-25に示すとおりである。将来交通量の詳細について

は資料編（p 資－123～130 参照）に示す。 

表 4.2-25 予測地点における工事中の将来交通量 
（単位：台/16 時間） 

予測 
地点 ピーク時期 

① ② ③（＝①+②）

将来一般交通量 工事用車両台数 工事中の将来交通量

小型車 大型車 合計 大型車 小型車 大型車 合計

No.1 1年目5ヶ月 2,080 261 2,341 32 2,080 293 2,373
No.2 3年目5ヶ月 1,053 177 1,230 44 1,053 221 1,274
No.5 2年目6ヶ月 4,656 440 5,096 30 4,656 470 5,126
No.6 1年目7ヶ月 5,343 933 6,276 30 5,343 963 6,306
No.7 3年目2ヶ月 4,937 1,101 6,038 14 4,937 1,115 6,052
No.8 3年目2ヶ月 5,087 557 5,644 14 5,087 571 5,658
No.10 2年目6ヶ月 445 48 493 30 445 78 523
No.11 1年目7ヶ月 5,842 1,364 7,206 34 5,842 1,398 7,240

※交通量は、昼間（6 時～22 時）の値を示す。 
 

c. 走行速度 

予測地点における走行速度は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p148 参照）に

示すとおりである。 
 
d. 道路条件 

(a) 舗装 

予測地点における舗装の状況は、アスファルト舗装（密粒舗装）とした。 
 

(b) 道路断面等 

予測地点の道路断面、騒音源及び予測地点の位置は、図 4.2-8(1)～(3)に示すとおりである。

予測地点は、道路端上の地上高さ 1.2m に設定した。 
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No.1（市道下沼部 30 号線） 

 

 

 
No.2（市道中丸子 70 号線） 

 

 

 

No.5（県道大田神奈川線） 

 

図 4.2-8(1) 騒音の予測地点断面図（工事中） 

凡例 
●：音源 
◎：予測地点 
 ● ：騒音調査地点
単位：m 
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No.6（一般国道 409号） 

 

 

 
No.7（一般国道 409号） 

 

 

 

No.8（市道古市場矢上線） 

 

図 4.2-8(2) 騒音の予測地点断面図（工事中） 

凡例 
●：音源 
◎：予測地点 
●：騒音調査地点
単位：m 
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No.10（市道塚越 2号線） 

 

 

 
No.11（市道幸 2 号線） 

 

図 4.2-8(3) 騒音の予測地点断面図（工事中） 

凡例 
●：音源 
◎：予測地点 
●：騒音調査地点 
単位：m 
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カ.予測結果 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）の予測結果は、表 4.2-26に示すとおりである。 
工事用車両の走行に伴う騒音レベルは、55.0（55）～66.4（66）dB、工事用車両の走行による

騒音レベルの増加分は、0.0～0.8dB となり、No.11 を除く地点においては、環境保全目標を満足

すると予測する。 
環境保全目標を超過した No.11 については、工事用車両の走行による騒音レベルの増加分は、

0.1 dB であり、工事による影響は小さいと予測する。 
予測地点（道路端）から 50m までの等価騒音レベル（LAeq）の詳細は、資料編（p 資－138 参

照）に示す。 

表 4.2-26 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）予測結果 

予測 
地点 

路線名（現況） 
予測 
方向 

予測結果 LAeq（dB） 

環境保全
目標 
（dB） 

（参考） 
現況調査

結果 
（dB） 

将来一般交通量 
に基づく 

騒音レベル 
（LAeq ⑥） 

工事用車両の
走行による 

騒音レベルの
増加分 
（LAeq⑧） 

工事用車両の
走行による 
騒音レベル

（LAeq ⑦） 

No.1 市道下沼部30号線 
北側 61.7 0.2 61.9(62) 65以下 

－ 
南側 61.4 0.2 61.6(62) 61.3 

No.2 市道中丸子70号線 
北側 56.9 0.4 57.3(57) 65以下 56.6 
南側 58.6 0.4 59.0(59) － 

No.5 県道大田神奈川線 北側 64.9 0.1 65.0(65) 70以下 － 
南側 64.7 0.1 64.8(65) 64.6 

No.6 一般国道409号 
東側 65.2 0.1 65.3(65) 70以下 

－ 
西側 65.2 0.0 65.2(65) 65.0 

No.7 一般国道409号 
北側 65.9 0.0 65.9(66) 70以下 65.6 
南側 66.3 0.1 66.4(66) － 

No.8 市道古市場矢上線 
北側 63.8 0.0 63.8(64) 65以下 63.6 
南側 64.0 0.1 64.1(64) － 

No.10 市道塚越2号線 
北側 54.2 0.8 55.0(55) 65以下 

－ 
南側 54.4 0.8 55.2(55) 54.3 

No.11 市道幸2号線 北側 66.1 0.0 66.1(66) 65以下 － 
南側 65.8 0.1 65.9(66) 65.6 

※1：時間区分 昼間（6時～22時） 
※2：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
※3：  は環境保全目標超過を示す。 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、騒音の影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画である。 
・工事用車両の運行に際して、走行速度の抑制とともに、不要なアイドリングを行わないこと

を徹底する。 

・特定の道路、時間帯に工事用車両が集中しないよう、工程等の管理や配車の計画を行う。 

・工事用車両の使用にあたっては、適切な整備・点検を徹底する。 

 
③ 評価 

工事用車両の走行に伴う騒音レベル（LAeq）は、55～66dB、工事用車両の走行による騒音レベ

ルの増加分は、0.0～0.8dB となり、環境保全目標を超過する地点があると予測された。なお、環

境保全目標を超過した地点については、工事用車両の走行による騒音レベルの増加分は 0.1dB で

あり、工事による影響は小さいと予測された。 
本事業の実施にあたっては、工事用車両の運行に際しては、走行速度の抑制とともに、不要な

アイドリングを行わないことを徹底すること、特定の道路、時間帯に工事用車両が集中しないよ

う、工程等の管理や配車の計画を行う等の環境保全のための措置を講じることから、計画区間周

辺の生活環境に著しい騒音影響を及ぼすことはないものと評価する。 



- 196 - 

 
3) 自動車の走行（供用時） 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.2-27に示すとおりである。 

表 4.2-27 予測項目（騒音－自動車の走行） 

項目 予測内容 

供用時 自動車の走行 自動車の走行に伴う道路交通騒音（騒音レベル（LAeq）） 

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、表 4.2-28及び図 4.2-9に示すとおりである。 

表 4.2-28 予測地域・予測地点（騒音－自動車の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

供用時 自動車の走行 

道路構造を勘案し、計画区間の代表的な 6 地点における道路

端から 100m までの範囲とし、予測高さは地上 1.2m とした。予測

地点の概要は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」

（p157 参照）に示す。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、表 4.2-29に示すとおりである。 

表 4.2-29 予測時期（騒音－自動車の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

供用時 自動車の走行 
計画区間の供用時とした。 
計画区間の供用は、JR 南武線連続立体交差事業完了の 3 年

後とした。 
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図 4.2-9 騒音予測地点図 
（供用時－自動車の走行） 
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エ.予測方法 

a. 予測手順 

自動車の走行に伴う道路交通騒音の予測手順は、図 4.2-10に示すとおりである。 
供用時の将来交通量をもとに、自動車の走行に伴う騒音レベル（LAeq）を予測した。 
 

b. 予測式 

予測式は、「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2018”（日本音響学会誌 75巻4号）」

（平成 31 年 4 月、日本音響学会）に基づき、計画区間の将来交通量より等価騒音レベルを予測

した。予測式の詳細については、資料編（p 資－135 参照）に示す。 
 

 
 

図 4.2-10 自動車の走行に伴う道路交通騒音の予測手順 

道路構造・沿道条件の設定 

予測地点の設定 

ユニットパターンの計算 
伝搬計算（車線別、車種別） 

計算車線位置及び離散点音源の設定 

音源のパワーレベルの設定 

ユニットパターンのエネルギー積分 
（車線別、車種別） 

LAeqの計算（車線別、車種別） 

道路全体からの LAeqの計算 

自動車の走行状態（定常、非定常） 
車種別の走行速度 
補正条件（舗装路面の種類） 

予測対象道路の種類、沿道の地形、地物等の条件 

地表面効果（地表面の種類） 
回折補正（遮音壁） 

車線別、車種別交通量 
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オ.予測条件 

a. 供用時の将来交通量 

供用時における将来交通量は、平成 42 年における計画交通量（対象道路整備あり）とした。 
供用時の将来交通量については、表 4.2-30に示すとおりである。将来交通量の詳細について

は資料編（p 資－131～133 参照）に示す。 

表 4.2-30 予測地点における供用時の将来交通量 
（単位：台/日） 

予測地点 計画区間 時間区分 将来交通量

小型車 大型車 合計

No.3 区画街路 昼間 378 54 432
夜間 37 0 37

No.4 矢向鹿島田線 昼間 8,091 2,749 10,840
夜間 953 529 1,482

No.5 大田神奈川線 昼間 7,811 2,177 9,988
夜間 1,413 455 1,868

No.6 矢向鹿島田線 昼間 5,678 2,263 7,941
夜間 613 402 1,015

No.9 矢向鹿島田線 昼間 5,394 1,368 6,762
夜間 581 243 824

No.12 塚越南加瀬線 昼間 6,152 2,290 8,442
夜間 658 442 1,100

※時間区分：昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時） 
 

b. 走行速度 

予測地点における走行速度は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p159 参照）に

示すとおりである。 

 
c. 道路条件 

(a) 舗装 

予測地点における舗装の状況は、区画街路（No.3）はアスファルト舗装（密粒舗装）、矢向

鹿島田線（No.4・6・9）、大田神奈川線（No.5）及び塚越南加瀬線（No.12）は排水性舗装（低

騒音型舗装）とした。 
 

d. 道路断面等 

予測地点の道路断面、騒音源及び予測地点の位置は、図 4.2-11(1)～(2)に示すとおりである。

予測地点は、道路端上の地上高さ 1.2m に設定した。 
なお、塚越南加瀬線（No.12）においては、車道端に高さ 1.0m の遮音壁（透光式）を設置

する計画とした。 
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No.3（区画街路） 

 

 

 
No.4（矢向鹿島田線） 

 

 

 

No.5（大田神奈川線） 

 

図 4.2-11(1) 騒音の予測地点断面図（供用時） 

凡例 
●：音源 
◎：予測地点 
単位：m
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No.6（矢向鹿島田線） 

 

 

 
 

No.9（矢向鹿島田線） 

 

 

 
No.12（塚越南加瀬線） 

 

図 4.2-11(2) 騒音の予測地点断面図（供用時） 

 

凡例 
●：音源 
◎：予測地点 
単位：m 
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カ.予測結果 

自動車の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）の予測結果は、表 4.2-31に示すとおりである。 
自動車の走行に伴う騒音レベルは、昼間が 58.8（59）～67.2（67）dB、夜間が 52.1（52）～

62.6（63）dB となり、全ての地点において環境保全目標を満足すると予測する。 
また、幹線交通を担う道路における（No.4・5・6）、非近接空間の予測結果は、表 4.2-32に示

すとおりである。 
非近接空間（道路端から 15m）における自動車の走行に伴う騒音レベルは、昼間が 60.9（61）

～62.1（62）dB、夜間が 56.1（56）～57.5（58）dB となり、全ての地点において環境保全目標

を満足すると予測する。 
予測地点（道路端）から 100m までの等価騒音レベル（LAeq）の詳細は、資料編（p 資－139 参

照）に示す。 

表 4.2-31 自動車の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）予測結果 

予測 
地点 路線名（計画） 予測 

方向 
時間 
区分 

予測結果 LAeq（dB）
排水性
舗装 

遮音壁
H=1.0m

環境保全
目標 
（dB） 

（参考）
現況調査

結果 
（dB） 

自動車の走行による
騒音レベル 

No.3 区画街路 
東側 

昼間 60.7(61) 

－ － 

65以下 － 
夜間 52.4(52) 60以下 － 

西側 
昼間 59.7(60) 65以下 55.0 
夜間 52.1(52) 60以下 47.2 

No.4 矢向鹿島田線 
東側 

昼間 67.1(67) 

〇 － 

70以下 62.5 
夜間 62.4(62) 65以下 59.0 

西側 
昼間 67.2(67) 70以下 － 
夜間 62.6(63) 65以下 － 

No.5 大田神奈川線 
北側 昼間 64.9(65) 

〇 － 

70以下 － 
夜間 60.9(61) 65以下 － 

南側 
昼間 65.0(65) 70以下 64.6 
夜間 61.0 (61) 65以下 61.8 

No.6 矢向鹿島田線 
東側 

昼間 65.9(66) 

〇 － 

70以下 － 
夜間 60.9(61) 65以下 － 

西側 
昼間 66.0 (66) 70以下 65.0 
夜間 60.9(61) 65以下 61.1 

No.9 矢向鹿島田線 
東側 

昼間 65.3(65) 

〇 － 

65以下 － 
夜間 60.2(60) 60以下 － 

西側 昼間 65.4(65) 65以下 53.6 
夜間 60.2(60) 60以下 49.4 

No.12 塚越南加瀬線 
北側 昼間 58.8(59) 

〇 〇 

65以下 － 
夜間 54.1(54) 60以下 － 

南側 
昼間 58.8(59) 65以下 66.6 
夜間 54.1(54) 60以下 62.5 

※1：時間区分 昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時） 
※2：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
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表 4.2-32 自動車の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）予測結果（非近接空間） 

予測 
地点 路線名（計画） 予測 

方向 
時間 
区分 

予測結果 LAeq（dB）
排水性
舗装 

遮音壁
H=1.0m

環境保全
目標 
（dB） 

自動車の走行による
騒音レベル 

道路端から15mの位置

No.4 矢向鹿島田線 
東側 昼間 62.1(62) 

〇 － 

65以下 
夜間 57.4(57) 60以下 

西側 昼間 62.1(62) 65以下 
夜間 57.5(58) 60以下 

No.5 大田神奈川線 
北側 

昼間 60.9(61) 

〇 － 

65以下 
夜間 56.9(57) 60以下 

南側 
昼間 60.9(61) 65以下 
夜間 56.9(57) 60以下 

No.6 矢向鹿島田線 
東側 

昼間 61.0(61) 

〇 － 

65以下 
夜間 56.1(56) 60以下 

西側 
昼間 61.1(61) 65以下 
夜間 56.1(56) 60以下 

※1：時間区分 昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時） 
※2：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、騒音の影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画である。 
・右折車線の確保により、交通渋滞を緩和するとともに、円滑な車両の通行を維持することで、

騒音への影響低減に努める。 

・車道部の舗装は、排水性舗装（低騒音型舗装）を採用し、道路交通騒音の低減に配慮する（区

画街路については、交通量が少ないため、排水性舗装（低騒音型舗装）は採用しない）。 
・排水性舗装の適切な維持管理に努める。 
・塚越南加瀬線においては、高さ 1.0m の遮音壁（透光式）を設置する。 
 

③ 評価 

自動車の走行に伴う騒音レベル（LAeq）は、昼間が 59～67dB、夜間が 52～63dB となり、全て

の地点において環境保全目標を満足するものと予測された。また、非近接空間（道路端から 15m）

における自動車の走行に伴う騒音レベルは、昼間が 61～62dB、夜間が 56～58dB となり、全ての

地点において環境保全目標を満足すると予測された。なお、環境保全措置として、車道部の舗装

は排水性舗装（低騒音舗装）を採用し（区画街路を除く）、塚越南加瀬線においては、高さ 1.0m
の遮音壁（透光式）を設置する計画としている。 
本事業の実施にあたっては、右折車線の確保により、交通渋滞を緩和するとともに、円滑な車

両の通行を維持することで、騒音への影響低減に努めるとともに、車道部の舗装は、排水性舗装

（低騒音型舗装）を採用し、道路交通騒音の低減に配慮する（区画街路については、交通量が少

ないため、排水性舗装（低騒音型舗装）は採用しない）こと、排水性舗装の適切な維持管理に努

める等の環境保全のための措置を講じることから、計画区間周辺の生活環境に著しい騒音影響を

及ぼすことはないものと評価する。 
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第4章. 環境影響評価 
4.2  騒音・振動・低周波音 
4.2.2 振動 

計画区間及びその周辺の振動の状況等を調査し、工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走

行、供用時の自動車の走行に伴う振動への影響について、予測及び評価を行う。 
 

(1) 現況調査 

1) 調査項目 

調査項目は、表 4.2-33に示すとおりである。 

表 4.2-33 調査項目（振動） 

項目 調査内容 

振動 

①振動の状況（道路交通振動及び地盤卓越振動数） 
②地盤、地形及び工作物の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 
⑤自動車交通量等の状況（自動車交通量、車種構成、道路構造等） 
⑥関係法令等による基準等 

 
2) 調査地域 

調査地域は、表 4.2-34に示すとおりである。 

表 4.2-34 調査地域（振動） 

調査内容 調査地域 
①振動の状況 
②地盤、地形及び工作物の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 
⑤自動車交通量等の状況 

計画区間及びその周辺 
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3) 調査方法等 

① 調査地点 

調査地点は、表 4.2-35及び図 4.2-12に示すとおりである。 

表 4.2-35 調査地点（振動） 

調査内容 調査地点 

①振動の状況 「第 4 章．4.2.1 騒音 (1) 現況調査」（p167 参照）と同様の 12 地

点とした。 
②地盤、地形及び工作物の状況 
③土地利用の状況 
④発生源の状況 

計画区間及びその周辺 

⑤自動車交通量等の状況 

【既存資料調査】 
「第 2 章．2.1 計画区間及びその周辺地域の概況 (7) 交通、運

輸の状況」（p48～51 参照）に示す地点とした。 
【現地調査】 
自動車交通量等 
工事用車両の走行ルート上の 8 地点とした（図 4.2-12参照）。 

道路構造等 
 「第 4 章．4.2.1 騒音 (1) 現況調査」（p167 参照）と同様の 12 地

点とした。 
 

② 調査期間・調査時期 

調査期間・調査時期は、表 4.2-36に示すとおりである。 

表 4.2-36 調査期間・調査時期（振動） 

調査内容 調査期間・調査時期 

①振動の状況 「第 4 章．4.2.1 騒音 (1) 現況調査」（p169 参照）と同様の調査期間・

調査時期とした。 
②地盤、地形及び工作物の状況 － 
③土地利用の状況 － 
④発生源の状況 － 

⑤自動車交通量等の状況 

【既存資料調査】 
「第 2 章．2.1 計画区間及びその周辺地域の概況 (7) 交通、運輸の

状況」（p48～50 参照）に示す調査期間・調査時期とした。 
【現地調査】 
「第 4 章．4.1.1 大気質 (1) 現況調査」（p110 参照）に示す調査期間・

調査時期とした。 
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図 4.2-12 調査地点等位置図（振動） 
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③ 調査方法 

調査方法は、表 4.2-37に示すとおりである。 

表 4.2-37 調査方法（振動） 

調査内容 調査方法 

①振動の状況 

【振動レベル】 
計量法第 71 条の条件に合格した「振動レベル計」を使用して JIS Z 

8735「振動レベル測定方法」に準拠し測定した。ピックアップを地表面に

設置し、振動レベル計の振動感覚補正回路を鉛直振動特性に設定し、Z
（鉛直）方向について毎正時から 10 分間隔で、24 時間測定した。 
【地盤卓越振動数】 
計量法第 71 条の条件に合格した「振動レベル計」の拡張機能（オプシ

ョンプログラムカード）を用い JIS C 1513 の規定に従った 1/3 オクターブ

バンド周波数毎の振動加速度レベルを大型車の単独走行 10 台につい

て収録し、周波数分析を行った。 
各調査地点の測定断面は、図 4.2-13(1)～(3)に示すとおりである。 

②地盤、地形及び工作物の状況  「地形図」等の既存資料から、計画区間周辺の地形及び地物の状況を

把握する方法とした。 

③土地利用の状況  「土地利用現況図」等の既存資料から、計画区間周辺の土地利用の状

況を把握する方法とした。 

④発生源の状況  「地形図」等の既存資料から、計画区間周辺の発生源の状況を把握す

る方法とした。 

⑤自動車交通量等の状況 

【既存資料調査】 
 「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）に示す調査方法とした。 
【現地調査】 
自動車交通量 

 「第 4 章．4.6.1 地域交通（交通安全、交通混雑） (1) 現況調査」 
（p284 参照）に示す調査方法とした。 

走行速度 
あらかじめ設定した区間の距離について、目視により車両が通過する

時間をストップウォッチで計測し、車速を調査する方法とした。 
なお、規制速度については、規制標識及びヒアリングにより確認した。

⑥関係法令等による基準等 「振動規制法」、「地域環境管理計画」等の関係法令における基準等

を整理する方法とした。 
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No.1（市道下沼部 30 号線） 

 

 

 

No.2（市道中丸子 70 号線） 

 

 

 
No.3（市道中丸子 14 号線） 

 

 

 

No.4（一般国道 409号） 

 

 

図 4.2-13(1) 振動の調査地点断面図 

凡例 
●：振動計 
単位：m 
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No.5（県道大田神奈川線） 

 

 

 

No.6（一般国道 409号） 

 

 

 

No.7（一般国道 409号） 

 

 

 

No.8（市道古市場矢上線） 

 

図 4.2-13(2) 振動の調査地点断面図 

凡例 
●：振動計 
単位：m 
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No.9（市道幸 3号線） 

 

 

 
No.10（市道塚越 2号線） 

 

 
No.11（市道幸 2 号線） 

 

 

No.12（市道幸 4 号線） 

 

 

図 4.2-13(3) 騒音の調査地点断面図 

凡例 
●：振動計 
単位：m 
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4) 調査結果 

① 振動の状況（道路交通振動及び地盤卓越振動数） 

道路交通振動（振動レベル）の調査結果は、表 4.2-38に示すとおりである。 
道路交通振動は、昼間の時間率振動レベル（L10）は 34.2dB から 46.5dB であり、夜間の時間

率振動レベル（L10）は 28.3dB から 43.3dB、また、測定値の最大値は、昼間で 36.4（36）～48.7
（49）、夜間で 34.7（35）～51.9（52）であり、要請限度を満足していた。 
地盤卓越振動数の調査結果は、表 4.2-39に示すとおりである。 
なお、調査結果の詳細は、資料編（p 資－158～181 参照）に示すとおりである。 

表 4.2-38 道路交通振動（振動レベル）調査結果 
単位：dB 

調査 
地点 用途地域 区域の 

区分※1 
時間 

区分※2 
調査結果 

基準値※4 評価 L10※3 測定値の範囲 

No.1 商業地域 二種区域 昼間 37.3 36.3～38.9（39） 70 〇 

夜間 31.2 21.6～38.2（38） 65 〇 

No.2 第一種住居地域 一種区域 昼間 37.2 36.0～38.6（39） 65 〇 

夜間 29.5 16.7～37.7（38） 60 〇 

No.3 第一種住居地域 一種区域 昼間 36.6 32.0～45.1（45） 65 〇 

夜間 28.3 17.5～43.0（43） 60 〇 

No.4 第一種住居地域 一種区域 昼間 46.0 43.1～48.6（49） 65 〇 

夜間 40.3 36.6～45.7（46） 60 〇 

No.5 商業地域 二種区域 昼間 41.1 38.8～42.5（43） 70 〇 

夜間 36.9 31.6～41.4（41） 65 〇 

No.6 第一種住居地域 一種区域 昼間 42.6 40.5～44.8（45） 65 〇 

夜間 35.6 28.6～43.6（44） 60 〇 

No.7 第一種住居地域 一種区域 昼間 42.5 39.6～45.6（46） 65 〇 

夜間 36.6 31.4～45.3（45） 60 〇 

No.8 商業地域 二種区域 昼間 36.5 35.4～37.6（38） 70 〇 

夜間 32.9 28.7～37.9（38） 65 〇 

No.9 第二種住居地域 一種区域 昼間 37.4 34.0～45.7（46） 65 〇 

夜間 31.9 21.9～42.7（43） 60 〇 

No.10 第一種住居地域 一種区域 昼間 34.2 33.3～36.4（36） 65 〇 

夜間 28.4 20.4～34.7（35） 60 〇 

No.11 工業地域 二種区域 昼間 41.4 39.6～43.8（44） 70 〇 

夜間 36.0 31.1～42.9（43） 65 〇 

No.12 準工業地域 二種区域 昼間 46.5 43.3～48.7（49） 70 〇 

夜間 43.3 37.7～51.9（52） 65 〇 

※1：区域の区分については、「⑥関係法令等による基準等」（p215 参照）に示す。 
※2：時間区分 昼間（8 時~19 時）、夜間（19 時～8 時） 
※3：時間帯別の測定値における算術平均値を示している。基準値との比較は、測定値の最大値における（ ）内の四捨

五入した数値で行う。 
※4：振動の基準値として、環境基準がないため、要請限度を基準値とした。 
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表 4.2-39 地盤卓越振動数調査結果 
単位：Hz 

項目 
地点 

地盤卓越振動数 
最大値が最も多い 

周波数 
最大値を示す

中心周波数の平均値 
No.1 16 15.8 
No.2 20 18.8 
No.3 20 18.4 
No.4 20 18.4 
No.5 16 17.6 
No.6 16 17.6 
No.7 16 17.2 
No.8 20 19.2 
No.9 16 17.6 
No.10 16 14.6 
No.11 16 16.4 
No.12 20 18.8 
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② 地盤、地形及び工作物の状況 

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。 
計画区間周辺には、主に戸建住宅、集合住宅、福祉施設といった比較的小規模な建築物が分布

しているが、大規模集合住宅、教育施設、病院、大規模商業施設、事業場といった比較的大規模

な建築物も散在している。 
 

③ 土地利用の状況 

計画区間は、一般国道 409 号や市道等の道路用地の他、一部住宅用地や軽工業用地等となって

いる。計画区間周辺は、主に鉄道用地、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。 
 

④ 発生源の状況 

計画区間周辺の主な振動の発生源としては、JR 南武線のほか、JR 横須賀線、東海道新幹線等

の鉄道交通、一般国道 409 号、川崎駅丸子線等の道路交通等があげられる。 
 

⑤ 自動車交通量等の状況 

ア.既存資料調査 

計画区間周辺の主な道路として、一般国道 409 号及び大田神奈川線が接している。 
計画区間周辺の道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査）の平成 27 年

度の結果をみると、平日昼間の 12 時間交通量は、計画区間に位置する一般国道 409 号（区間番号：

10160～10200）及び大田神奈川線（区間番号：60060～60090）における昼間 12 時間交通量は、

それぞれ 5,666～17,009 台、4,339～10,905 台である。 
 
イ.現地調査 

自動車交通量、走行速度、規制速度及び車線数については、「第 4 章．4.1.1 大気質 (1) 現況

調査」（p117～119 参照）に示すとおりである。道路構造については、図 4.2-13(1)～(3)に示すと

おりである。 
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⑥ 関係法令等による基準等 

ア.振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度は、表 4.2-40に示すとおりである。 
また、川崎市長が指定する区域及び時間の区分は、表 4.2-41に示すとおりである。 

表 4.2-40 道路交通振動の要請限度 

時間の区分
区域の区分 

昼間 
（8時～19時）

夜間 
（19時～8時）

第一種区域 

第一種低層住居専用地域、 
第二種低層住居専用地域、 
第一種中高層住居専用地域、 
第二種中高層住居専用地域、 
田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、
準住居地域、その他の地域 

65dB 60dB 

第二種区域 近隣商業地域、商業地域、 
準工業地域、工業地域 70dB 65dB 

※1：第一種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供

されているため、静穏の保持を必要とする区域。 
※2：第二種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の

生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供され

ている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止

する必要がある区域。 
※3：区域の区分及び（ ）内に示す時間の区分は、川崎市における区分を示す。 
 

表 4.2-41 川崎市長が定める区域及び時間の区分 

区域の区分 
時間の区分 

種別 該当区域 

第一種区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、 
準住居地域、用途地域の定められていない地域 
（第二種区域に該当する区域を除く） 

昼間 8時～19時

夜間 19時～8時

第二種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 
工業地域並びにこれらに接する地先 

昼間 8時～19時

夜間 19時～8時

※各指定地域は「都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号」に掲げるところによる。 
出典:「川崎市告示第 95 号」（昭和 61 年 3 月 25 日、川崎市） 
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イ.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 

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は、表 4.2-42に示

すとおりである。 
また、川崎市長が指定する区域の区分は、表 4.2-43に示すとおりである。 

表 4.2-42 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 

特定 
建設作業 

1.くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はく
い打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 

2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 
3.舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日におけ

る当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。） 
4.ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業に

あっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業
に限る。） 

基準値 75dB以下 

作業時間 ①午後7時～午前7時の時間内でないこと 
②午後10時～午前6時の時間内でないこと 

1日あたり 
の作業量 

①10時間／日を超えないこと 
②14時間／日を超えないこと 

作業日数 連続6日を超えないこと 
作業日 日曜日その他の休日でないこと 

※1①：第 1 号区域:「振動規制法」第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、イ.良好な住居の環境を保

全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。ロ、住居の用に供されているため、

静穏の保持を必要とする区域であること。ハ.住居の用に併せて商業、工業の用に供されてい

る区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域で

あること。二.学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する

病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法に規定する図書館並びに老人福

祉法に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲 80m の区域内であること。 
②：第 2 号区域:「振動規制法」第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、前号に掲げる区域以外の

区域。 
※2：建設作業振動が基準値を超え、周辺の生活環現が著しく損なわれると認められる時は、1 日における作業時

間を、第 1 号区域においては 10 時間未満 4 時間以上、第 2 号区域においては 14 時間未満 4 時間以上の問に

おいて短縮させることができる。 
 

表 4.2-43 川崎市長が指定する区域の区分 

区域の区分 該当地域 

第1号区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、 
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、 
商業地域、準工業地域、用途地域の定められていない地域、 
工業地域のうち、学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法

に規定する病院、図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護

老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域 
第2号区域 工業地域のうち、第1号の区域以外の区域 

※各指定地域は「都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号」に掲げるところによる。 
出典：「川崎市告示第 95 号」（昭和 61 年 3 月 25 日、川崎市） 
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ウ.地域環境管理計画における地域別環境保全水準 

地域環境管理計画に定められている地域別環境保全水準は、表 4.2-44に示すとおりである。 

表 4.2-44 振動に係る地域別環境保全水準（平野部） 

細項目 地域別環境保全水準 
道路に係る振動 

生活環境の保全に支障のないこと。 
建設工事に係る振動 

出典：「地域環境管理計画」（令和 3 年 3 月改定、川崎市） 
 

(2) 環境保全目標の設定 

環境保全目標は、地域環境管理計画における地域別環境保全水準を参考とし、表 4.2-45に示す

とおり設定した。 

表 4.2-45 環境保全目標（振動） 

項目 環境保全目標 具体的な数値等 

工事中 
建設機械の稼働 生活環境の保全に支障のないこと 75dB 以下 

工事用車両の走行 生活環境の保全に支障のないこと 昼間：65dB 以下（第一種区域） 
   70dB 以下（第二種区域） 

供用時 自動車の走行 生活環境の保全に支障のないこと 

昼間：65dB 以下（第一種区域） 
   70dB 以下（第二種区域） 
夜間：60dB 以下（第一種区域） 
   65dB 以下（第二種区域） 
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(3) 予測及び評価 

1) 建設機械の稼働に係る影響（工事中） 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.2-46に示すとおりである。 

表 4.2-46 予測項目（振動－建設機械の稼働） 

項目 予測内容 

工事中 建設機械の稼働 建設機械の稼働に伴う建設作業振動（振動レベル（L10））

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、表 4.2-47及び図 4.2-14に示すとおりである。 

表 4.2-47 予測地域・予測地点（振動－建設機械の稼働） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 建設機械の稼働 建設機械の稼働により振動の状況に変化を及ぼすと想定され

る計画区間周辺の概ね 100m の範囲とした。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、表 4.2-48に示すとおりである。 

表 4.2-48 予測時期（振動－建設機械の稼働） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 建設機械の稼働 
工事の種類や使用機械の機種、台数等を考慮して、各工区に

おける振動レベルが最大となるユニットの稼働時期とした。予測

時期の設定根拠は、資料編（p 資－182～183 参照）に示す。 
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図 4.2-14 振動予測範囲図 
（工事中－建設機械の稼働） 
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エ.予測方法 

a. 予測手順 

建設機械の稼働に係る振動の予測手順は、図 4.2-15に示すとおりである。 
建設機械の稼働状況をもとに、建設機械の稼働に伴う振動レベル（L10）を予測した。 
なお、予測は各工区において実施するものとし、工区割位置図は、「第 1 章．計画区間の概要

（8）施工計画」（p25 参照）に示すとおりである。 
 

b. 予測式 

予測式は、振動の伝搬理論式により行った。予測式の詳細は、資料編（p 資－196 参照）に示

す。 
 
 

 

図 4.2-15 建設機械の稼働に係る振動の予測手順 

施工計画 

建設機械（ユニット）の稼働条件設定 
・種類、規格 
・台数、配置等 

建設機械（ユニット）の

振動レベル 予測範囲の設定 

予測計算（振動の伝搬理論式）

建設機械の稼働に伴う振動レベル（L10） 
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オ.予測条件 

a. 建設機械の種類 

建設機械の種類は、表 4.2-49に示すとおりである。 
 

b. 振動源（ユニット）の基準点振動レベル 

振動源（ユニット）の基準点振動レベル（振動源から 5m の位置における振動レベル）は、

既存資料等をもとに、表 4.2-49に示すとおり設定した。 

表 4.2-49 建設機械の稼働に係る振動予測の条件 

工種 ユニット 建設機械 規格 基準点
振動レベル（dB）※2

構造物撤去工 破砕・積込 バックホウ 0.8m3 52
バックホウ 0.45m3 52

道路土工 

掘削 バックホウ 0.8m3 53
バックホウ 0.45m3 53

盛土 
ブルドーザー 7t 63 
振動ローラ 11～12t

ブルドーザー 4t 63 
小型振動ローラ 1t

構造物工（擁壁工） コンクリート工 
コンクリートポンプ車 11t 63 

コンクリートミキサー車 10t
コンクリートポンプ車 5.8t 63 

コンクリートミキサー車 4t
設置工 バックホウ 0.45m3 63

構造物工（函渠工） 函渠工 ラフタークレーン 45t吊り 52
ラフタークレーン 25t吊り 52

排水工 設置工 バックホウ 0.45m3 63
バックホウ 0.28m3 63

車道路盤工 
（再生瀝青安定処理） 

路盤工 

アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m
59 ロードローラ 10t

タイヤローラ 13t

車道路盤工 

モータグレータ 3.1m
59 ロードローラ 10t

タイヤローラ 8～20t
モータグレータ 2.8m

59 ロードローラ 4t
タイヤローラ 2.9t

車道舗装工 舗装工 

アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m
59 ロードローラ 10t

タイヤローラ 8～20t
アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m

56 ロードローラ 4t
タイヤローラ 2.9t

歩道路盤工※1 路盤工 小型バックホウ 0.11m3
 

振動ローラ 3～4t
歩道舗装工※1 舗装工 アスファルトフィニッシャ 1.4～3.0m  

振動ローラ 3～4t

歩車混在舗装路盤工※1 路盤工 
モータグレータ 3.1m

 ロードローラ 10t
タイヤローラ 8～20t

歩車混在舗装舗装工※1 舗装工 
アスファルトフィニッシャ 2.3～6.0m

 ロードローラ 10t
タイヤローラ 8～20t

※1：路盤工、舗装工の基準点振動レベルは、車道と歩道の区別がないため、歩道舗装工及び歩車混在舗装工におけ
る路盤工・舗装工の振動レベルは、車道における路盤工・舗装工の振動レベルで予測した。 

※2：同じ建設機械であっても、工種により基準点振動レベルが異なる場合がある。 
出典：「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） 
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 13 年 4 月 9 日改正、国土交通省告示） 
「建設工事に伴う騒音・振動の分析結果」（平成 22 年、東京都土木技術支援・人材育成センター） 
「建設騒音振動の予測評価手法に関する研究（第 1 報）－建設機械の騒音振動の測定－」（昭和 56 年、建

設省土木研究所） 
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c. 振動源（ユニット）の配置 

振動源（ユニット）の配置は、図 4.2-16に示すとおりである。振動レベルの基準点距離は 5m
とした。なお、区画街路における 7～9 工区（幅員 6.0m）及び 12～17 工区（幅員 5.0m）は、

作業半径 5m が確保できないため、振動源から予測地点（敷地境界）までの距離は、工事計画

幅（幅員）の 1/2 であるそれぞれ 3m 及び 2.5m とした。  

 

図 4.2-16 振動源（ユニット）の配置図 

 
 

d. 各工区における工種及び対象ユニット 

各工区における工種及び対象ユニットは、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p129
参照）と同様とした。 

各工区における対象ユニットの稼働時期は、資料編（p 資－6～22 参照）に示す。 
 
 

工事計画幅 

半径 5.0m 

振動源（ユニット）

予測地点（基準点）
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e. ユニットの設定 

作業単位を考慮したユニットは、表 4.2-50(1)～(2)に示すとおりとした。 

表 4.2-50(1) 予測対象ユニット 

工区 対象時期 工種 ユニット ユニットを構成する建設機械

1工区 
（矢向鹿島田線） 

1年目4ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 7t、振動ローラ 11~12t 

1年目3～6ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 

2工区 
（矢向鹿島田線） 

1年目11ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 7t、振動ローラ 11~12t 
1年目11ヶ月～ 

2年目3ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 
3工区 
（矢向鹿島田線） 2年目10～12ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 

4工区 
（矢向鹿島田線） 

1年目2～4ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 7t、振動ローラ 11~12t 

1年目4～6ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 

5工区 
（矢向鹿島田線） 

1年目11ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 7t、振動ローラ 11~12t 
1年目11ヶ月～ 

2年目1ヶ月 
構造物工 
（擁壁工） コンクリート工

コンクリートポンプ車 11t
コンクリートミキサー車 10t 

1年目12ヶ月～ 
2年目3ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 

6工区 
（矢向鹿島田線） 

2年目7ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 7t、振動ローラ 11~12t 

2年目7～9ヶ月 構造物工 
（擁壁工） コンクリート工

コンクリートポンプ車 11t
コンクリートミキサー車 10t 

2年目9ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 

7工区 
（区画街路） 

2年目5ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 4t、小型振動ローラ 1t 

2年目5～6ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

8工区 
（区画街路） 

2年目10～11ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 4t、小型振動ローラ 1t
2年目11ヶ月～ 

3年目2ヶ月 
構造物工 
（擁壁工） 設置工 バックホウ 0.45m3 

3年目1～4ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

9工区 
（区画街路） 

1年目2ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 4t、小型振動ローラ 1t 

1年目2～3ヶ月 構造物工 
（擁壁工） 設置工 バックホウ 0.45m3 

1年目3～4ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

10工区 
（塚越南加瀬線） 

2年目11～12ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 4t、小型振動ローラ 1t 

2年目12ヶ月 構造物工 
（擁壁工） コンクリート工

コンクリートポンプ車 5.8t
コンクリートミキサー車 4t 

2年目12ヶ月～ 
3年目2ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 

11工区 
（大田神奈川線） 

2年目7～10ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー 7t、振動ローラ 11~12t 
2年目9ヶ月～ 
3年目8ヶ月 

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工

コンクリートポンプ車 11t
コンクリートミキサー車 10t 

3年目4～8ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28・0.45m3 
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表 4.2-50(2) 予測対象ユニット 

工区 対象時期 工種 ユニット ユニットを構成する建設機械

12工区 
（特殊街路） 

1年目9ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t
小型振動ローラ1t 

1年目10～11ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 
13工区 
（特殊街路） 2年目9ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

14工区 
（特殊街路） 

1年目3～4ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t
小型振動ローラ1t 

1年目4～5ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

15工区 
（特殊街路） 

2年目5ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t
小型振動ローラ1t 

2年目5～6ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

16工区 
（特殊街路） 

2年目9～10ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t
小型振動ローラ1t 

2年目10ヶ月～ 
3年目1ヶ月 

構造物工 
（擁壁工） 設置工 バックホウ0.45m3 

2年目12ヶ月～ 
3年目2ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 

17工区 
（特殊街路） 

1年目2ヶ月 道路土工 盛土 ブルドーザー4t
小型振動ローラ1t 

1年目3～5ヶ月 構造物工 
（擁壁工） 設置工 バックホウ0.45m3 

1年目5～6ヶ月 排水工 設置工 バックホウ 0.28m3 
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カ.予測結果 

建設機械の稼働に係る建設作業振動（L10）の予測結果は、表 4.2-51(1)～(2)に示すとおりであ

る。 
建設機械の稼働に係る振動レベルは、各工区の最大値で 63.0（63）～67.7（68）dB となり、

全ての工区において環境保全目標（75dB 以下）を満足するものと予測する。なお、振動レベルが

最大となるユニットが複数存在する工区について、各ユニットが 1 箇所において同時に稼働する

ことはない。 
予測地点（工事区域）から 100m までの振動レベルの詳細は、資料編（p 資－198～199 参照）

に示す。 

表 4.2-51(1) 建設機械の稼働に係る建設作業振動の予測結果 

工区※1 
基準点の振動レベルが 

最大となる工種及びユニット 対象ユニットの 
稼働時期 

予測結果
L10（dB）※2

環境保全
目標 
（dB） 工種 ユニット 

1工区 道路土工 盛土 1年目4ヶ月 63.0（63）

75以下

排水工 設置工 1年目3～6ヶ月 63.0（63）

2工区 
道路土工 盛土 1年目11ヶ月 63.0（63）

排水工 設置工 1年目11ヶ月～
2年目3ヶ月 63.0（63）

3工区 排水工 設置工 2年目10～12ヶ月 63.0（63）

4工区 道路土工 盛土 1年目2～4ヶ月 63.0（63）

排水工 設置工 1年目4～6ヶ月 63.0（63）

5工区 

道路土工 盛土 1年目11ヶ月 63.0（63）

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 1年目11ヶ月～

2年目1ヶ月 63.0（63）

排水工 設置工 1年目12ヶ月～
2年目3ヶ月 63.0（63）

6工区 
道路土工 盛土 2年目7ヶ月 63.0（63）

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 2年目7～9ヶ月 63.0（63）

排水工 設置工 2年目9ヶ月 63.0（63）

7工区 道路土工 盛土 2年目5ヶ月 66.5（67）

排水工 設置工 2年目5～6ヶ月 66.5（67）

8工区 
道路土工 盛土 2年目10～11ヶ月 66.5（67）

構造物工 
（擁壁工） 設置工 2年目11ヶ月～

3年目2ヶ月 66.5（67）

排水工 設置工 3年目1～4ヶ月 66.5（67）

9工区 
道路土工 盛土 1年目2ヶ月 66.5（67）

構造物工 
（擁壁工） 設置工 1年目2～3ヶ月 66.5（67）

排水工 設置工 1年目3～4ヶ月 66.5（67）

10工区 

道路土工 盛土 2年目11～12ヶ月 63.0（63）

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 2年目12ヶ月 63.0（63）

排水工 設置工 2年目12ヶ月～
3年目2ヶ月 63.0（63）

11工区 
道路土工 盛土 2年目7～10ヶ月 63.0（63）

構造物工 
（擁壁工） コンクリート工 2年目9ヶ月～

3年目8ヶ月 63.0（63）

排水工 設置工 3年目4～8ヶ月 63.0（63）
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表 4.2-51(2)  建設機械の稼働に係る建設作業振動の予測結果 

工区※1 
基準点の振動レベルが 

最大となる工種及びユニット 対象ユニットの 
稼働時期 

予測結果
L10（dB）※2

環境保全
目標 
（dB） 工種 ユニット 

12工区 道路土工 盛土 1年目9ヶ月 67.7（68）

75以下

排水工 設置工 1年目10～11ヶ月 67.7（68）

13工区 排水工 設置工 2年目9ヶ月 67.7（68）

14工区 道路土工 盛土 1年目3～4ヶ月 67.7（68）

排水工 設置工 1年目4～5ヶ月 67.7（68）

15工区 道路土工 盛土 2年目5ヶ月 67.7（68）

排水工 設置工 2年目5～6ヶ月 67.7（68）

16工区 
道路土工 盛土 2年目9～10ヶ月 67.7（68）

構造物工 
（擁壁工） 設置工 2年目10ヶ月～3年目1ヶ月 67.7（68）

排水工 設置工 2年目12ヶ月～3年目2ヶ月 67.7（68）

17工区 
道路土工 盛土 1年目2ヶ月 67.7（68）

構造物工 
（擁壁工） 設置工 1年目3～5ヶ月 67.7（68）

排水工 設置工 1年目5～6ヶ月 67.7（68）

※1：1～6 工区（矢向鹿島田線）、7～9 工区（区画街路）、10 工区（塚越南加瀬線）、11 工区（大田神奈川線） 
  12～17 工区（特殊街路） 
※2：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、振動の影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画である。 
・建設機械の高負荷運転を避けるように努める。 

・各施工区における施工方法や手順等を十分検討し、建設機械の集中稼働を避け、振動への影

響低減に努める。 

・建設機械のアイドリングストップ等を徹底する。 

・建設機械の使用にあたっては、適切な整備・点検を徹底する。 

 
③ 評価 

建設機械の稼働に係る振動レベル（L10）は、各工区の最大値で 63～68dB となり、全ての工区

において環境保全目標（75dB 以下）を満足するものと予測された。 
本事業の実施にあたっては、建設機械の高負荷運転を避けるように努め、各施工区における施

工方法や手順等を十分検討し、建設機械の集中稼働を避け、振動への影響低減に努める等の環境

保全のための措置を講じることから、計画区間周辺の生活環境に著しい振動影響を及ぼすことは

ないものと評価する。 



- 228 - 

 
2) 工事用車両の走行（工事中） 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.2-52に示すとおりである。 

表 4.2-52 予測項目（振動－工事用車両の走行） 

項目 予測内容 

工事中 工事用車両の走行 工事用車両の走行に伴う道路交通振動（振動レベル（L10））

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、表 4.2-53及び図 4.2-17に示すとおりである。 

表 4.2-53 予測地域・予測地点（振動－工事用車両の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

工事中 工事用車両の走行 

工事用車両の走行ルートと想定される区間の代表的な 8 地点

における道路端から 50m までの範囲とした。予測地点の概要

は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p145 参照）に

示す。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、表 4.2-54に示すとおりである。 

表 4.2-54 予測時期（振動－工事用車両の走行） 

項目 予測時期 

工事中 工事用車両の走行 
各予測地点において 1 日当たりの工事用車両（大型車）の台

数が最大となると想定される時期とした。予測時期の設定根拠

は、資料編（p 資－65～66 参照）に示す。 
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図 4.2-17 振動予測地点図 

（工事中－工事用車両の走行） 
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エ.予測方法 

a. 予測手順 

工事用車両の走行に係る振動の予測手順は、図 4.2-18に示すとおりである。 
工事用車両の走行状況をもとに、工事用車両の走行に伴う振動レベル（L10）を予測した。 
 

b. 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）」（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）に基づき、既存道路の将来一般交通量に工事

用車両台数を上乗せした振動レベルを予測した。予測式の詳細については、資料編（p 資－196
参照）に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各振動レベル（L10）の予測手順は、図 4.2-21参照 

 ※工事中交通量＝将来一般交通量+工事用車両台数  

 

図 4.2-18 工事用車両の走行に係る振動の予測手順 

 

現況交通量 

現況交通量に基づく 
振動レベル予測結果 

L10 ③ 

振動レベル補正値 
(実測値と予測値の差分) 

L10⑤ = L10④－L10③ 

現況交通により発生 
する振動レベル 

(振動レベルの実測値) 
L10④ 

実測値と予測値の差分 
に係る補正値の設定 

現況の一般車両の交通条件

（自動車交通量調査結果）交通量の 
伸び率 

工事中の一般車両の交通 
条件(将来一般交通量) 

将来一般交通による
振動レベル 

(補正前:予測計算値) 
（L10①） 

将来一般交通による
振動レベル（L10⑥） 
（補正後:予測値） 

L10⑥ = L10① + L10⑤ 

工事用車両の走行に伴う
振動レベルの増加分(L10⑧) 

(補正後:予測値) 
L10⑧ = L10⑦ － L10⑥ 

工事用車両の交通条件
（工事用車両台数） 

工事中交通量による
振動レベル 

(補正前:予測計算値) 
（L10②） 

工事中交通量による
振動レベル(L10⑦） 
(補正後:予測値)  

L10 ⑦ = L10② + L10⑤



- 231 - 

 
オ.予測条件 

a. 予測時間帯の設定 

予測時間帯は、工事用車両の走行時間である 9 時～17 時とした。 
 

b. 工事中の将来交通量 

工事中における将来交通量は、将来一般交通量に工事用車両を付加して求めた。将来一般交

通量は、現況で調査した自動車交通量調査結果に伸び率を掛けて算出した。 
伸び率については、「平成 22 年度道路交通センサスベース走行台キロ伸び率（関東臨海ブロ

ック）」をもとに算出した令和元年から令和 12 年までの伸び率を使用した（小型車伸び率：

0.9902、大型車伸び率：1.1371）。 
なお、将来交通量の推計は令和 12 年度までしかできないため（「第 1 章．事業計画の概要 （5）

交通計画（p17 参照）」）、工事中の将来一般交通量は令和 12 年度の推計値を用いた。 
工事中の将来交通量については、表 4.2-55に示すとおりである。将来交通量の詳細について

は資料編（p 資－185～192 参照）に示す。 

表 4.2-55 予測地点における工事中の将来交通量 
（単位：台/8 時間） 

予測 
地点 ピーク時期 

① ② ③（＝①+②） 
将来一般交通量 工事用車両台数 工事中の将来交通量

小型車 大型車 合計 大型車 小型車 大型車 合計

No.1 1年目5ヶ月 1,187 182 1,369 32 1,187 214 1,401
No.2 3年目5ヶ月 616 117 733 44 616 161 777
No.5 2年目6ヶ月 2,737 328 3,065 30 2,737 358 3,095
No.6 1年目7ヶ月 2,983 659 3,642 30 2,983 689 3,672
No.7 3年目2ヶ月 2,665 752 3,417 14 2,665 766 3,431
No.8 3年目2ヶ月 2,847 391 3,238 14 2,847 405 3,252
No.10 2年目6ヶ月 232 41 273 30 232 71 303
No.11 1年目7ヶ月 3,325 798 4,123 34 3,325 832 4,157
※：交通量は、工事時間（9 時～17 時）の値を示す。 

 
c. 走行速度 

予測地点における走行速度は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p148 参照）に

示すとおりである。 
 
d. 道路条件 

(a) 舗装 

予測地点における舗装の状況は、「第 4 章．4.2.1 騒音 (3) 予測及び評価」（p190 参照）に

示すとおりである。 
 

(b) 道路断面等 

予測地点の道路断面、振動源及び予測地点の位置は、図 4.2-19(1)～(3)に示すとおりである。

予測地点は、道路端上に設定した。 
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No.1（市道下沼部 30 号線） 

 

 

 
No.2（市道中丸子 70 号線） 

 

 

 

No.5（県道大田神奈川線） 

 

図 4.2-19(1) 振動の予測地点断面図（工事中） 

凡例 
●：振動源 
◎：予測地点 
▲：基準点 
単位：m 
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No.6（一般国道 409号） 

 

 

 
No.7（一般国道 409号） 

 

 

 

No.8（市道古市場矢上線） 

 

図 4.2-19(2) 振動の予測地点断面図（工事中） 

凡例 
●：振動源 
◎：予測地点 
▲：基準点 
単位：m 
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No.10（市道塚越 2号線） 

 

 

 
No.11（市道幸 2 号線） 

 

図 4.2-19(3) 振動の予測地点断面図（工事中） 

凡例 
●：振動源 
◎：予測地点 
▲：基準点 
単位：m 
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カ.予測結果 

工事用車両の走行に伴う道路交通振動（L10）の予測結果は、表 4.2-56に示すとおりである。 
工事用車両の走行に伴う振動レベルは、37.1（37）～45.7（46）dB となり、全ての地点におい

て環境保全目標を満足すると予測する。 
予測地点（道路端）から 50m までの振動レベル及びピーク時間帯以外の振動レベルは、資料編

（p 資－200～203 参照）に示す。 

表 4.2-56 工事用車両の走行に伴う道路交通振動（L10）予測結果 

※1：時間区分 昼間（8時～19時） 
※2：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 

予測 
地点 

路線名（現況） 
ピーク 
時間帯 

予測 
方向 

予測結果 L10（dB） 
環境 
保全 
目標 
（dB） 

（参考）
現況 
調査 
結果 
（dB） 

将来一般 
交通量 
に基づく 

振動レベル 
（ L10⑥） 

工事用車両の
走行による 

振動レベルの
増加分 
（ L10⑧） 

工事用車両の
走行による
振動レベル
（ L10 ⑦） 

No.1 市道下沼部30号線 10～11時 北側 40.2 0.4 40.6(41) 70以下
－ 

南側 40.2 0.4 40.6(41) 38.9 

No.2 市道中丸子70号線 10～11時 
北側 41.4 2.1 43.5(44) 65以下

38.6 
南側 41.5 2.2 43.7(44) － 

No.5 県道大田神奈川線 10～11時 
北側 45.5 0.2 45.7(46) 70以下

－ 
南側 45.5 0.2 45.7(46) 42.5 

No.6 一般国道409号 10～11時 
東側 44.7 0.1 44.8(45) 65以下

－ 
西側 44.7 0.1 44.8(45) 44.8 

No.7 一般国道409号 9～10時 
北側 45.6 0.0 45.6(46) 65以下

45.6 
南側 45.6 0.0 45.6(46) － 

No.8 市道古市場矢上線 10～11時 
北側 38.2 0.1 38.3(38) 70以下

37.6 
南側 38.2 0.1 38.3(38) － 

No.10 市道塚越2号線 9～10時 北側 34.1 3.0 37.1(37) 65以下
－ 

南側 34.1 3.0 37.1(37) 36.4 

No.11 市道幸2号線 10～11時 
/13～14時 

北側 44.5 
/44.6 

0.2 
/0.1 

44.7（45） 
/44.7（45） 70以下

－ 

南側 44.5 
/44.6 

0.2 
/0.1 

44.7（45） 
/44.7（45） 43.8 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、振動の影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画である。 
・工事用車両の運行に際して、走行速度を抑制するとともに、不要なアイドリングを行わない

よう徹底する。 

・特定の道路、時間帯に工事用車両が集中しないよう、工程等の管理や配車の計画を行う。 

・工事用車両の使用にあたっては、適切な整備・点検を徹底する。 

 
③ 評価 

工事用車両の走行に伴う振動レベル（L10）は、37～46dB となり、全ての地点において環境保

全目標を満足すると予測された。 
本事業の実施にあたっては、工事用車両の運行に際して、走行速度を抑制するとともに、不要

なアイドリングを行わないよう徹底すること、特定の道路、時間帯に工事用車両が集中しないよ

う、工程等の管理や配車の計画を行う等の環境保全のための措置を講じることから、計画区間周

辺の生活環境に著しい振動影響を及ぼすことはないものと評価する。 
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3) 自動車の走行（供用時） 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.2-57に示すとおりである。 

表 4.2-57 予測項目（振動－自動車の走行） 

項目 予測内容 

供用時 自動車の走行 自動車の走行に伴う道路交通振動（振動レベル（L10）） 

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、表 4.2-58及び図 4.2-20に示すとおりである。 

表 4.2-58 予測地域・予測地点（振動－自動車の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

供用時 自動車の走行 
道路構造を勘案し、計画区間の代表的な 6 地点における道路

端から 100m までの範囲とした。予測地点の概要は、「第 4 章．

4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p157 参照）に示す。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、表 4.2-59に示すとおりである。 

表 4.2-59 予測時期（振動－自動車の走行） 

項目 予測地域・予測地点 

供用時 自動車の走行 
計画区間の供用時とした。 
計画区間の供用は、JR 南武線連続立体交差事業完了の 3 年

後とした。 
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図 4.2-20 振動予測範囲図 

（供用時－自動車の走行） 
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エ.予測方法 

a. 予測手順 

自動車の走行に伴う道路交通振動の予測手順は、図 4.2-21に示すとおりとした。 
 

b. 予測式 

予測式は、振動の伝搬理論式により行った。予測式の詳細は、資料編（p 資－196 参照）に示

す。 
 

 

 
 

図 4.2-21 自動車の走行に伴う道路交通振動の予測手順 

予測条件の設定 

道路構造 

平面道路予測基準点での振動レベル 

距離減衰の補正 
道路構造による補正 
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オ.予測条件 

a. 供用時の将来交通量 

供用時における将来交通量は、平成 42 年における計画交通量（対象道路整備あり）とした。 
供用時の将来交通量については、表 4.2-60に示すとおりである。将来交通量の詳細について

は資料編（p 資－193～195 参照）に示す。 

表 4.2-60 予測地点における供用時の将来断面交通量 
（単位：台/日） 

予測地点 都市計画道路 時間区分 将来完成時交通量

小型車 大型車 合計

No.3 区画街路 昼間 287 54 341
夜間 128 0 128

No.4 矢向鹿島田線 昼間 6,132 2,297 8,429
夜間 2,912 981 3,893

No.5 大田神奈川線 昼間 5,810 1,790 7,600
夜間 3,414 842 4,256

No.6 矢向鹿島田線 昼間 4,355 1,908 6,263
夜間 1,936 757 2,693

No.9 矢向鹿島田線 昼間 4,139 1,152 5,291
夜間 1,836 459 2,295

No.12 塚越南加瀬線 昼間 4,681 1,762 6,443
夜間 2,129 970 3,099

※時間区分：昼間（8時～19時）、夜間（19時～8時） 
 

b. 走行速度 

予測地点における走行速度は、「第 4 章．4.1.1 大気質 (3) 予測及び評価」（p159 参照）に

示すとおりである。 

 
c. 道路条件 

(a) 舗装 

予測地点における舗装の状況は、「第 4 章．4.2.1 騒音 (3) 予測及び評価」（p199 参照）に

示すとおりである。 
 

(b) 道路断面等 

予測地点の道路断面、振動源及び予測地点の位置は、図 4.2-22(1)～(2)に示すとおりである。

予測地点は、道路端上に設定した。 
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No.3（区画街路） 

 

 

 
No.4（矢向鹿島田線） 

 

 

 
No.5（大田神奈川線） 

 

図 4.2-22(1) 振動の予測地点断面図（供用時） 

凡例 
●：振動源 
◎：予測地点
▲：基準点 
単位：m 
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No.6（矢向鹿島田線） 

 

 

 
No.9（矢向鹿島田線） 

 

 

 

No.12（塚越南加瀬線） 

 

図 4.2-22(2) 振動の予測地点断面図（供用時） 

凡例 
●：振動源 
◎：予測地点 
▲：基準点 
単位：m 
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カ.予測結果 

自動車の走行に伴う道路交通振動（L10）の予測結果は、表 4.2-61に示すとおりである。 
自動車の走行に伴う振動レベルは、昼間が 33.9（34）～51.4（51）dB、夜間が 46.0（46）～

49.0（49）dB となり、環境保全目標を満足すると予測する。 
予測地点（道路端）から 100m までの振動レベル及びピーク時間帯以外の振動レベルは、資料

編（p 資－204～209 参照）に示す。 
なお、区画街路における No.3 の夜間は、交通量が少なく、振動予測式の適用対象外となること

から、予測値は示していない。 

表 4.2-61 自動車の走行に伴う道路交通振動（L10）予測結果 

予測 
地点 路線名（計画） 予測 

方向 
時間 
区分 ピーク時間帯 

予測結果 L10（dB）
環境保全

目標 
（dB） 

（参考）
現況調査

結果 
（dB） 

自動車の走行による 
振動レベル 

No.3 区画街路 
東側 昼間 9～10時 33.9（34） 65以下 － 

夜間 － －※2 60以下 － 

西側 
昼間 9～10時 33.9（34） 65以下 45.1 
夜間 － －※2 60以下 43.0 

No.4 矢向鹿島田線 
東側 

昼間 9～10時 51.4（51） 65以下 48.6 
夜間 7～8時 49.0（49） 60以下 45.7 

西側 
昼間 9～10時 51.4（51） 65以下 － 
夜間 7～8時 49.0（49） 60以下 － 

No.5 大田神奈川線 
北側 

昼間 10～11時 48.2（48） 70以下 － 
夜間 6～7時 46.0（46） 65以下 － 

南側 昼間 10～11時 48.2（48） 70以下 42.5 
夜間 6～7時 46.0（46） 65以下 41.4 

No.6 矢向鹿島田線 
東側 昼間 10～11時 50.4（50） 65以下 － 

夜間 7～8時 48.0（48） 60以下 － 

西側 
昼間 10～11時 50.4（50） 65以下 44.8 
夜間 7～8時 48.0（48） 60以下 43.6 

No.9 矢向鹿島田線 
東側 

昼間 10～11時 49.1（49） 65以下 － 
夜間 7～8時 46.6（47） 60以下 － 

西側 
昼間 10～11時 49.1（49） 65以下 45.7 
夜間 7～8時 46.6（47） 60以下 42.7 

No.12 塚越南加瀬線 
北側 

昼間 10～11時 48.5（49） 70以下 － 
夜間 6～7時 47.2（47） 65以下 － 

南側 昼間 10～11時 48.5（49） 70以下 48.7 
夜間 6～7時 47.2（47） 65以下 51.9 

※1：時間区分 昼間（8時～19時）、夜間（19時～8時） 
※2：No.3の夜間については、交通量が少なく、振動予測式の適用対象外となる。 
※3：環境保全目標との比較は、（ ）内の四捨五入した数値で行う。 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、振動の影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画である。 
・右折車線の確保により、交通渋滞の緩和、円滑な車両の通行を維持することで、振動への影

響低減に努める。 

 
③ 評価 

自動車の走行に伴う振動レベル（L10）は、昼間が 34～51dB、夜間が 46～49dB となり、全て

の地点において環境保全目標を満足すると予測された。 
本事業の実施にあたっては、右折車線の確保により、交通渋滞を緩和するとともに、円滑な車

両の通行を維持することで、振動への影響低減に努める等の環境保全のための措置を講じること

から、計画区間周辺の生活環境に著しい振動影響を及ぼすことはないものと評価する。 
 
 
 
 
 

 




