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仕様書（個別業務１）

１．業務名称

平成29年度九州大学箱崎キャンパス跡地等の基盤整備事業に係る環境影響評価（調査、予

測及び評価）業務

２．業務の目的

福岡市環境影響評価条例（平成10年条例第18号）（以下「条例」という。）、福岡市環境影

響評価条例施行規則（平成11年規則第43号）、福岡市環境影響評価技術指針（以下「技術指

針」という。）に基づき、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）及び福岡市が

九州大学箱崎キャンパス跡地等において実施する基盤整備事業について、環境影響評価に係

る調査及び予測の実施を目的とする。

３．業務履行期間

契約締結日の翌日から平成30年３月16日まで

４．業務対象区域

九州大学箱崎キャンパス跡地等（対象事業実施区域は別図に示す）

５．業務内容

５－１ 環境影響評価に係る調査及び予測の実施

条例第５条の規定により作成された環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）、方法

書に対する市長意見及び関係機関との協議を踏まえ、環境影響評価に係る調査及び予測を実

施する。

５－１－１ 業務計画書の作成

本業務の目的を十分に理解し、実施方針、実施体制、実施工程等について記載した業務

計画書を作成する。

５－１－２ 実施計画書の作成

対象事業実施区域及びその周囲について現地踏査を行い、方法書で選定した環境影響評価

項目（以下「評価項目」という。）に係る調査の実施計画書を作成する。

５－１－３ 調査の実施

評価項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、予測及び評価を行うために必要とさ

れる水準の情報を得るため、既存資料調査及び現地調査を実施する。
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５－１－３－１ 既存資料調査

技術指針に基づき、表１に示す評価項目について、既存資料調査を実施し、整理する。

表１ 既存資料調査

評価項目 調査内容

1)大気質 ・「福岡市大気測定結果報告書」及び常時監視測定局における測定結果（現地調査

と同時期に測定されたもの）等の情報の整理及び解析（過去10年）

・「気象庁データ」等の情報の整理及び解析（過去10年）

・基盤整備工事及び解体工事等（都市計画道路・公共下水道整備工事、埋蔵文化

財調査、土壌汚染調査・対策）（以下「基盤整備工事等」という。）における工

事関連車両の種類及び台数の算出、評価に必要な情報の整理

・発注者が貸与する将来交通量等の資料を基に、施設（道路等）供用後の道路交

通車両（以下「道路交通車両」という。）の台数の算出、評価に必要な情報の抽

出、整理

・上記算出台数に伴う窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じんの濃

度の算出

2)騒音 ・「福岡市自動車騒音常時監視結果」等の情報の整理及び解析（過去５年）

・「道路交通センサス一般交通量調査」等の情報の整理及び解析

・基盤整備工事等における工事関連車両の種類・台数の算出、評価に必要な情報

の整理

・発注者が貸与する将来交通量等の資料を基に、道路交通車両の台数の算出、評

価に必要な情報の抽出、整理

・上記算出台数に伴う音圧レベル、振動レベルの算出

3)振動

4)水質 ・「福岡市水質測定結果報告書」等の情報の整理及び解析（過去５年）

・発注者が貸与する雨水排水計画の資料を基に、評価に必要な情報の抽出、整理

・基盤整備工事等の実施に伴う浮遊物質量の濃度の算出
5)底質

6)地下水 ・別途実施される地下水水質調査資料を基に、評価に必要な情報の抽出、整理

・「福岡市水質測定結果報告書」等の情報の整理及び解析（過去５年）

7)地盤 ・別途実施される地盤や地下水位調査資料及び、土壌汚染調査・対策、地盤改良

工事に係る資料を基に、評価に必要な情報の抽出、整理

・基盤整備工事等の実施による、地下水の変動に伴う周辺地盤の影響の整理

8)土壌 ・別途実施される土壌汚染調査・対策に係る資料を基に、評価に必要な情報の抽

出、整理

・「福岡市水質測定結果報告書」等の情報の整理及び解析（過去５年）

9)動物 ・「福岡市環境配慮指針」や「自然環境保全基礎調査」、専門家等へのヒアリング

結果等の情報の整理

・重要な種及び注目すべき生息地、重要な群落の選定基準の整理

・選定基準に基づく、重要な種及び注目すべき生息地、重要な群落の整理

・重要な種及び注目すべき生息地、重要な群落の分布状況の整理

10)植物

11)生態系 ・「福岡市環境配慮指針」や「自然環境保全基礎調査」、専門家等へのヒアリング

結果等の情報の整理

・多々良川、宇美川の水辺環境、貝塚公園等の樹林環境、九州大学周辺の住宅環

境等に着目した、環境類型の区分の整理

・動植物の注目種や他の動植物との関係、生息・生育環境の状況の整理
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５－１－３－２ 現地調査

技術指針に基づき、表２の項目について現地調査を実施し、整理する。

なお、現地調査は平成29年６月から実施する。

評価項目 調査内容

12)景観 ・「観光情報」や「自然環境保全基礎調査」、「福岡市歴史文化情報データベース」、

「東区ウォーキングマップ」等による、主要な眺望地点や、人と自然との触れ

合いの活動の場※の状況、アクセス、利便性等の整理

※公園、広場、ウォーキングコースなどの野外レクリエーションを行う場所、観光資源となる古墳・

神社、公共施設である公民館・福祉施設など

13)人と自然

との触れ合い

の活動の場

14)廃棄物等 ・福岡市における廃棄物等の処分状況及び処分地の情報の整理

・基盤整備工事等の実施による廃棄物等の量の算出

15)残土 ・福岡市における残土の処分状況及び処分地の情報の整理

・基盤整備工事等の実施による残土の量の算出

16)温室効果

ガス等

・基盤整備工事等における工事関連車両、道路交通車両の燃料消費量及び二酸化

炭素の排出量の算出

表２ 現地調査

調査項目 調 査 内 容

1)大気質 窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん（降下ばいじん）等、

気象（風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量）

2)騒音 一般環境騒音、自動車騒音、交通量、鉄道騒音

3)振動 一般環境振動、道路交通振動、地盤卓越振動数、鉄道振動

4)水質 生活環境項目、健康項目、ダイオキシン類、浮遊物質量、流速、流量、流

路断面、水温、土質特性

5)底質 底質に係るダイオキシン類、有害物質

6)地下水 －

7)地盤 －

8)土壌 ダイオキシン類

9)動物 陸域：哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類

水域：魚類、底生動物、餌生物、水質、底質、水象、干潟地形

10)植物 植物相、植生

11)生態系 動植物その他の自然に係る概況、複数の注目種等の生態、他の動植物との

関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

12)景観 景観資源の状況、主要な眺望地点の状況、主要な眺望景観の状況

13)人と自然との触れ

合いの活動の場

人と自然との触れ合いの活動の場の状況

14)廃棄物等 －

15)残土 －

16)温室効果ガス等 －
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1）大気質

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

調査期間

窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等、

気象（風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量）

１地点

３季（夏季、秋季、冬季）

二酸化窒素、浮遊粒子状物質は７日間

粉じん等、気象は１ヶ月間

②調査方法

「大気汚染に係る環境基準について」（昭和48年、環境庁告示第25号）に準じて行い、

測定高さは「環境大気常時監視マニュアル（第６版）」（平成 22 年３月、環境省）に基

づき、窒素化合物、二酸化窒素が地上 1.5ｍ、浮遊粒子状物質が地上 3.0ｍとし、「地上

気象観測指針」（平成14年、気象庁）に基づき、風向・風速は10ｍ、気温・湿度は地上

1.5ｍで行う。

2）騒音

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

調査期間

一般環境騒音、自動車騒音、交通量、鉄道騒音

一般環境騒音４地点、自動車騒音４地点、鉄道騒音２地点

一般環境騒音、自動車騒音：秋季～冬季の平日・休日の２回、

鉄道騒音：秋季～冬季の平日の１回

24時間

注）調査時期は、セミ、虫、カエル等の鳴き声の影響を受けない秋季～冬季とする。交通量調査は、自動車騒音

調査と併せて実施する。

②調査方法

一般環境騒音、自動車騒音については、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年、

環境告示第 64 号）に定める測定方法に準じて行い、測定高さは地上から 1.2ｍで行う。

併せて、２車種（大型車・小型車）分類の交通量調査、走行速度調査を行う。

鉄道騒音については、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針につ

いて」（平成７年、環大 174 号）に定める測定方法に準じて行い、併せて、「在来鉄道騒

音測定マニュアル」（平成27年 10月、環境省）に基づき、発生源（電車・ディーゼル等）

別、車種（特急、普通、回送等）別に編成両数、速度等の調査を行う。

    



5

3）振動

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

調査期間

一般環境振動、道路交通振動、地盤卓越振動数、鉄道振動

一般環境振動４地点、道路交通振動４地点、鉄道振動２地点

一般環境振動、道路交通振動：秋季～冬季の平日・休日の２回

鉄道振動：秋季～冬季の平日の１回

24時間

注）調査時期及び期間は、騒音調査と同様とする。

②調査方法

一般環境振動、道路交通振動については「振動規制法施行規則」（昭和 51 年、法律第

64号）に定める測定方法に準じて行う。

地盤卓越振動数については、大型車の単独走行時（10台）に測定した振動加速度レベ

ルを１/３オクターブ分析器を用いて分析する。鉄道振動については、「環境保全上緊急

を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」（昭和51年、環大特32号）に定める測定

方法に準じて行う。

  4）水質

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

生活環境項目、健康項目、ダイオキシン類、浮遊物質量、

流速、流量、流路断面、水温、土質特性

土質特性を除く各項目３地点（多々良川及び宇美川の干潟及びその周

囲）、土質特性１地点

生活環境項目：３季（夏、秋、冬）

健康項目、ダイオキシン類：１回

浮遊物質量：降雨時２回

流速、流量、流路断面、水温：３季（夏、秋、冬）、降雨時２回

土質特性：１回（降雨時を除く適期）

②調査方法

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年、環境庁告示第59号）、「ダイオキシ

ン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る

環境基準について」（平成14年、環境省告示第46号）に準じて行う。

また、土質特性については、粒度試験（JIS A 1204：2009）により粒度組成を分析す

るとともに、土性沈降試験（JIS M 0201 12）により浮遊粒子状物質の沈降速度を算出す

る。
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5)底質

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

底質に係るダイオキシン類、有害物質

３地点（水質調査地点と同じ地点）

１回（夏季）

②調査方法

「底質調査方法について」（昭和 50 年、環水管 120 号）、「ダイオキシン類による大気

の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準につい

て」（平成14年、環境省告示第46号）に準じて行う。

6)地下水

地下水については現地調査の対象としない。

7)地盤

地盤については現地調査の対象としない。

8)土壌

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

ダイオキシン類

１地点

１回（適期）

②調査方法

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土

壌の汚染に係る環境基準について」（平成14年、環境省告示第46号）に準じて行う。
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9）動 物

9-1)陸域動物

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類

対象事業実施区域及びその周囲約250ｍ

哺 乳 類：３季（夏、秋、冬）

鳥   類：３回（夏、秋渡り、越冬）

爬虫類・両生類：２季（夏、秋）及び産卵期１回（両生類のみ）

昆 虫 類：２季（夏、秋）

注）250ｍ：「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）

②調査方法

    ・哺乳類：目視観察、フィールドサイン法、トラップ法（２地点）、自動撮影調査法（２

地点）により行う。

   ・鳥 類：任意観察、フィールドサイン法、ラインセンサス法（３ライン）、定点観察法

（４地点）により行う。

   ・爬虫類・両生類：目視観察により行う。

・昆虫類：目視観察、任意採集（スィーピング法、ビーティング法）､ベイトトラップ法

（２地点）、ライトトラップ法（２地点）により行う。

9-2)水域動物

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

魚類、底生動物

３地点（水質調査地点と同じ地点）

魚類： ３季（夏、秋、早春）

底生動物：２季（夏、早春）

   

②調査方法

    ・魚類：捕獲調査（投網、タモ網、サデ網、定置網、地曳網、セルビン等）により行う。

・底生動物:任意採集（タモ網）による定性調査、コドラート法による定量調査を行う。
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9-3)汽水域の環境

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

餌生物、水質、底質、水象、干潟地形

餌生物、水質４地点、底質３地点、水象３地点、干潟地形については②

調査方法のとおり

（調査地点はいずれも多々良川及び宇美川の干潟及びその周囲とする）

餌生物、水質： ３季（夏、秋、早春）

底質：２季（夏、早春）

水象：平常時と増水時の２回

干潟地形：出水前と出水後の２回

  

  ②調査方法

   ・餌生物：動物プランクトンは、プランクトンネット等を用いた捕獲調査、植物プラン

クトンは、バンドーン型採水器等を用いた捕獲調査により行う。

   ・水 質：バンドーン式採水器を用いて採水する。透視度は現地で測定し、その他は試

料を持ち帰り分析を行う。分析方法は「海洋観測ガイドライン」（平成28年

12月、日本海洋学会）、「日本工業規格」及び「水質汚濁に係る環境基準につ

いて」（昭和46年、環境庁告示第59号）に準じて行う。

        また、測定に際しては可搬式の多項目水質計を用い、ピッチは0.1ｍとする。

   ・底 質：海底面から深さ10cm までの底泥を採取し分析試料とする。試料の外観（夾

雑物）等を記録し、泥温、泥色、泥臭、電気伝導度については現地測定を行

う。分析方法は「日本工業規格」及び「底質調査方法」（環境省 水・大気環

境局、平成24年８月）に準じて行う。

   ・水 象：メモリー式流速計、メモリー式濁度計（ワイパー付）を係留し、連続観測を

行う。１週間毎に点検を行う。なお、係留については河川管理者、水域利用

者と十分に調整を行う。

・干潟地形：深浅測量はインターフェロメトリ測深機を用い、測量船の誘導及び水上測

位はGNSS を標準とする。測量船で測定できない浅い箇所については汀線測

量を実施する。測定は10ｍピッチで行い、澪筋等の起伏の著しい箇所は随時

計測する。

        なお、調査範囲は名島橋、松島大橋、松崎橋で囲まれる水域とする。
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10）植物

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

植物相、植生

対象事業実施区域及びその周囲約250ｍ

植物相：３季（初夏、夏、秋）

植生：秋季１回

注）250ｍ：「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）によると100ｍとさ

れているが、動物の生息基盤の状況を把握するため、動物及び生態系調査と同様に250ｍとする。

②調査方法

    ・植物相：調査区域（約 200ha）を踏査し、観察したシダ植物以上の高等植物について

記録するとともに、植物群落調査で出現する植物を記録し、出現種リストを

作成する。

なお、分類及び種名は「植物目録」（昭和62年、環境庁自然保護局）による。

また調査中に確認された重要な種については、その分布位置、生育状況を記

録する。

・植 生：航空写真及び現地踏査により調査区域にあらわれる種組成が均一な群落を対

象に、コドラ－ト（20地点（植生区分ごとに１地点以上））を設け階層構造、

被覆率、構成種を記録する（植物群落調査）。調査結果により植生区分を整理

し、航空写真の判読から相観植生図を作成する。

なお、調査中に確認された重要な群落については、その分布位置、生育の状

況及び生育環境の状況を記録する。

11）生態系

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

動植物その他の自然に係る概況、複数の注目種等の生態、他の動植物と

の関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

対象事業実施区域及びその周囲250m

２季（夏、秋）

注）250ｍ：「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）

  

②調査方法

動植物の現地調査や既存資料調査により得られた生態系の構成要素の情報を整理する。

また、地域を特徴づける注目種等を選定し、他の動植物との関係、生息・生育環境を

把握する。
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12）景観

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

景観資源の状況、主要な眺望地点の状況、主要な眺望景観の状況

対象事業実施区域及びその周囲約２km

景観資源の状況、主要な眺望景観の状況：３季（夏、秋、冬）

主要な眺望地点の状況：１回

   

②調査方法

現地踏査により行い、主要な眺望地点（４地点）からの眺望について写真撮影調査を

実施するとともに、眺望の状況、景観構成及び特性を把握する。

13）人と自然との触れ合いの活動の場

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査対象

調査時期

人と自然とのふれあいの活動の場の状況

対象事業実施区域及びその周囲500m

３季（夏、秋、冬）

注）500ｍ：「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）によると、近景の500

ｍ程度とされている。

②調査方法

公園、緑地、野外レクリエーション施設等の分布及び利用者数やアクセス方法等の利

用環境をヒアリング等で調査するとともに、利用状況を写真撮影等により記録する。

14)廃棄物等

廃棄物等については現地調査の対象としない。

15)残土

残土については現地調査の対象としない。

16)温室効果ガス等

温室効果ガス等については現地調査の対象としない。

５－１－３－３ 調査結果の取りまとめ

1)大気質、2)騒音、3)振動、4)水質、5)底質、6)地下水、8)土壌については、関連す

る環境基準等の各種基準との比較評価・検証等を行う。

また、7)地盤、9)動物、10)植物、11)生態系、12)景観、13)人と自然との触れ合いの

活動の場、14)廃棄物等、15)残土、16)温室効果ガス等については、予測及び評価のため

の考察を行う。
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５－１－４ 予測の実施

技術指針に基づき、表３に示す評価項目について予測を実施する。

予測の実施にあたっては、定量的に把握することを基本とするが、定量的な把握が困

難な場合は定性的に把握するものとする。

表３ 予測

評価項目 予測の内容

1)大気質 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質の大気中の濃度の変化による

環境への負荷等を予測する。

基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行に伴う粉じんの大気中の濃度

の変化による環境への負荷等を予測する。

2)騒音 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

音圧レベルの変化による環境への負荷等を予測する。

3)振動 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

振動レベルの変化による環境への負荷等を予測する。

4)水質 基盤整備工事等の実施に伴う浮遊物質量の環境中の濃度の変化による環境

への負荷等を予測する。

5)底質 基盤整備工事等の実施に伴う底質の有害物質等の環境中の濃度の変化によ

る環境への負荷等を予測する。

6)地下水 基盤整備工事等の実施に伴う地下水の水位等への影響を予測する。

7)地盤 基盤整備工事等の実施に伴う地盤への影響を予測する。

8)土壌 基盤整備工事等の実施に伴う土壌汚染物質の飛散の可能性及びその程度を

予測する。

9)動物 基盤整備工事等の実施、基盤整備工事等完了後における動物相の概要及び

重要な種の生息状況の変化の程度、注目すべき生息地における生物群集の

状況の変化の程度を予測する。

10)植物 基盤整備工事等の実施、基盤整備工事等完了後における植物相の概要及び

重要な種の変化の程度、植生及び重要な群落の変化の程度を予測する。

11)生態系 基盤整備工事等の実施、基盤整備工事等完了後における指標種の生息・生

育状況の変化の程度、生物種間の関係性の変化の程度を予測する。

12)景観 基盤整備工事等完了後における主要な眺望景観及び囲繞景観の変化の程度

を予測する。

13)人と自然との触れ

合いの活動の場

基盤整備工事等完了後におけるふれあいの活動の場及びふれあいの活動の

場の利用の変化を予測する。

14)廃棄物等 基盤整備工事等の実施に伴う廃棄物の発生量及びリサイクル等抑制策によ

る削減状況を予測る。

15)残土 基盤整備工事等の実施に伴う残土の発生量及び事業実施区域内での再利用

等抑制策による削減状況を予測する。

16)温室効果ガス等 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量を予測する。
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1）大気質

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等

プルーム式及びパフ式を基本とした拡散モデルによる計算、事例の引用

及び気象条件の解析等による季節別降下ばいじん量を計算

対象事業実施区域及びその周囲約150ｍ

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の最盛期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

二酸化窒素、浮遊粒子状物質

プルーム式及びパフ式を基本とした拡散モデルによる計算

対象事業実施区域及びその周囲約150ｍ

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了後の利用開始時

2）騒音

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

騒音

日本音響学会により提案された建設工事騒音の工種別予測法及び等価

騒音レベルを予測するための式を用いた計算

施工箇所周辺民家及び周辺道路

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の最盛期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

予測ケース

騒音

日本音響学会により提案された等価騒音レベルを予測するための式を

用いた計算

道路端から50ｍ程度

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了後の利用開始時

昼間、夜間の時間帯
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3）振動

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

振動

距離減衰式及び振動レベルの80%レンジの上端値を予測する式を用いた

計算

施工箇所周辺民家及び周辺道路

現地調査地点と同様

基盤整備工事等及び工事関連車両の影響が最大となる時期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測式

予測範囲

予測地点

予測時期

予測ケース

振動

振動レベルの80%レンジの上端値を予測する式を用いた計算

道路端から50ｍ程度

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了後の利用開始時

昼間、夜間の時間帯

4）水質

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

浮遊物質量濃度

拡散予測式、混合式、理論計算等

工事区域流域河川

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

5）底質

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

底質の有害物質等

排水対策事例の解析等

想定される工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期
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6）地下水

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地下水の水位・水質

工種ごとの事例の引用等

工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

7）地盤

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地盤

工種ごとの事例の引用等

想定される工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

8）土壌

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

土壌環境

事例の引用又は解析

想定される工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

9）動物

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測時期

動物相及び重要な種、注目すべき生息地

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

基盤整備工事等の影響が最大となる時期及び基盤整備工事等完了時

  

②存在及び供用

工事の実施と同様
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10）植物

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

植物相及び重要な種、植生及び重要な群落

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

植物相、植生：予測地域全域

重要な種：対象種の生育地

重要な群落：対象の分布地

基盤整備工事等の影響が最大となる時期及び基盤整備工事等完了時

②存在及び供用

工事の実施と同様

11）生態系

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地域を特徴づける生態系

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

予測地域全域

基盤整備工事等の影響が最大となる時期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地域を特徴づける生態系

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

予測地域全域

基盤整備工事等完了時
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12）景 観

①存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

主要な眺望景観

「大規模跡地の土地利用転換に伴う環境配慮事項等検討業務」（都市再

生機構九州支社）における公共測量成果（平成27年９月28日付平27九公

第207号）より３次元データを作成し、完成予想図を３次元で描画

概ね事業実施区域及びその周囲約500m

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了時

13）人と自然との触れ合いの活動の場

①存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

人と自然のふれあいの活動の場

事例の引用又は解析により、周辺環境の変化や利用の妨げ

等の内容及び程度を予測

概ね事業実施区域及びその周囲約500m

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了時

14）廃棄物等

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

廃棄物等

廃棄物の種類ごとの発生量について事業計画及び事例の引

用・解析により予測

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等の期間全体
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15）残土

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

残土

残土の発生量、処分方法及び残土中の有害物質の有無につ

いて、事業計画及び事例の引用・解析により予測

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等の期間全体

16）温室効果ガス等

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

温室効果ガス等

工種ごとの温室効果ガス排出量を算定

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等の期間全体

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

温室効果ガス等

車両の走行を想定し、温室効果ガス排出量を算定

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等完了時
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６．成果物

・業務報告書（Ａ４版） 10部

・上記原稿等のデジタルデータ 一式

※デジタルデータは、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）にて提出（データ形式はPDF形式、Word形

式、Excel形式とする）。

７．その他

・本業務は、機構と福岡市が共同して実施する業務であり、業務の成果品は機構及び福岡市

に帰属する。従って、業務の実施にあたっては機構及び福岡市担当者の指示に従うことと

なるので留意すること。

・調査時期等が想定と異なる場合は、契約の変更を行う場合がある。

・仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、都度、機構及び福岡市担当者と協

議すること。

・本業務完了後、成果品に誤謬又は不足が発見された場合には、請負者の負担においてこれ

を処理すること。

以 上
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仕様書（個別業務２）

１．業務名称

平成30年度九州大学箱崎キャンパス跡地等の基盤整備事業に係る環境影響評価（調査、予

測及び評価）業務

２．業務の目的

福岡市環境影響評価条例（平成10年条例第18号）（以下「条例」という。）、福岡市環境影

響評価条例施行規則（平成11年規則第43号）、福岡市環境影響評価技術指針（以下「技術指

針」という。）に基づき、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）及び福岡市が

九州大学箱崎キャンパス跡地等において実施する基盤整備事業について、環境影響評価に係

る調査、予測及び評価の実施、環境保全措置の検討、事後調査計画（案）の検討を行うこと

を目的とする。

３．業務履行期間

契約締結日の翌日から平成30年８月31日まで

４．業務対象区域

九州大学箱崎キャンパス跡地等（対象事業実施区域は別図に示す）

５．業務内容

５－１ 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の実施並びに環境保全措置の検討

条例第５条の規定により作成された環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）、方法

書に対する市長意見及び関係機関との協議を踏まえ、環境影響評価に係る調査、予測及び評

価を実施し、環境保全措置の検討を行う。

５－１－１ 業務計画書の作成

本業務の目的を十分に理解し、実施方針、実施体制、実施工程等について記載した業務

計画書を作成する。

５－１－２ 実施計画書の作成

対象事業実施区域及びその周囲について現地踏査を行い、方法書で選定した環境影響評価

項目（以下「評価項目」という。）に係る調査の実施計画書を作成する。

５－１－３ 調査の実施

評価項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、予測及び評価を行うために必要とさ

れる水準の情報を得るため、現地調査を実施する。
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５－１－３－１ 現地調査

技術指針に基づき、表１の項目について現地調査を実施し、整理する。

なお、現地調査は個別業務１に引続き実施する。

表１ 現地調査

調査項目 調 査 内 容

1)大気質 窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん（降下ばいじん）等、

気象（風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量）

2)騒音 －

3)振動 －

4)水質 生活環境項目、流速、流量、流路断面、水温

5)底質 －

6)地下水 －

7)地盤 －

8)土壌 －

9)動物 陸域：哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類

水域：魚類、底生動物、餌生物、水質、底質

10)植物 植物相

11)生態系 動植物その他の自然に係る概況、複数の注目種等の生態、他の動植物との

関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

12)景観 景観資源の状況、主要な眺望景観の状況

13)人と自然との触れ

合いの活動の場

人と自然との触れ合いの活動の場の状況

14)廃棄物等 －

15)残土 －

16)温室効果ガス等 －
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1）大気質

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

調査期間

窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等、

気象（風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量）

１地点

１季（春季）

二酸化窒素、浮遊粒子状物質は７日間

粉じん等、気象は１ヶ月間

②調査方法

「大気汚染に係る環境基準について」（昭和48年、環境庁告示第25号）に準じて行い、

測定高さは「環境大気常時監視マニュアル（第６版）」（平成 22 年３月、環境省）に基

づき、窒素化合物、二酸化窒素が地上 1.5ｍ、浮遊粒子状物質が地上 3.0ｍとし、「地上

気象観測指針」（平成14年、気象庁）に基づき、風向・風速は10ｍ、気温・湿度は地上

1.5ｍで行う。

2）騒音

騒音については個別業務１において実施する。

3）振動

振動については個別業務１において実施する。
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4）水質

①調査項目、内容等

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

生活環境項目、

流速、流量、流路断面、水温

※健康項目、ダイオキシン類、浮遊物質量、土質特性については個別業

務１において実施する。

各項目３地点（多々良川及び宇美川の干潟及びその周囲）

生活環境項目：１季（春）

流速、流量、流路断面、水温：１季（春）

②調査方法

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年、環境庁告示第59号）、「ダイオキシ

ン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る

環境基準について」（平成14年、環境省告示第46号）に準じて行う。

5)底質

底質については個別業務１において実施する。

6)地下水

地下水については現地調査の対象としない。

7)地盤

地盤については現地調査の対象としない。

8)土壌

土壌については個別業務１において実施する。
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9）動 物

9-1)陸域動物

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類

対象事業実施区域及びその周囲約250ｍ

哺 乳 類：１季（春）

鳥   類：２回（春渡り、繁殖期）

爬虫類・両生類：１季（春）

昆 虫 類：１季（春）

注）250ｍ：「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）

②調査方法

    ・哺乳類：目視観察、フィールドサイン法、トラップ法（２地点）、自動撮影調査法（２

地点）により行う。

   ・鳥 類：任意観察、フィールドサイン法、ラインセンサス法（３ライン）、定点観察法

（４地点）により行う。

   ・爬虫類・両生類：目視観察により行う。

・昆虫類：目視観察、任意採集（スィーピング法、ビーティング法）､ベイトトラップ法

（２地点）、ライトトラップ法（２地点）により行う。

9-2)水域動物

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

魚類、底生動物

３地点（水質調査地点と同じ地点）

魚類： １季（春）

底生動物：１季（春）

   

②調査方法

    ・魚類：捕獲調査（投網、タモ網、サデ網、定置網、地曳網、セルビン等）により行う。

・底生動物:任意採集（タモ網）による定性調査、コドラート法による定量調査を行う。



24

9-3)汽水域の環境

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査地点

調査時期

餌生物、水質、底質

※水象、干潟地形については個別業務１において実施する。

餌生物、水質４地点、底質３地点

（調査地点はいずれも多々良川及び宇美川の干潟及びその周囲とする）

餌生物、水質： １季（春）

底質：１季（春）

  

  ②調査方法

   ・餌生物：動物プランクトンは、プランクトンネット等を用いた捕獲調査、植物プラン

クトンは、バンドーン型採水器等を用いた捕獲調査により行う。

   ・水 質：バンドーン式採水器を用いて採水する。透視度は現地で測定し、その他は試

料を持ち帰り分析を行う。分析方法は「海洋観測ガイドライン」（平成28年

12月、日本海洋学会）、「日本工業規格」及び「水質汚濁に係る環境基準につ

いて」（昭和46年、環境庁告示第59号）に準じて行う。

        また、測定に際しては可搬式の多項目水質計を用い、ピッチは0.1ｍとする。

   ・底 質：海底面から深さ10cm までの底泥を採取し分析試料とする。試料の外観（夾

雑物）等を記録し、泥温、泥色、泥臭、電気伝導度については現地測定を行

う。分析方法は「日本工業規格」及び「底質調査方法」（環境省 水・大気環

境局、平成24年８月）に準じて行う。
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10）植物

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

植物相

※植生については個別業務１において実施する。

対象事業実施区域及びその周囲約250ｍ

植物相：１季（春）

注）250ｍ：「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）によると100ｍとさ

れているが、動物の生息基盤の状況を把握するため、動物及び生態系調査と同様に250ｍとする。

②調査方法

    ・植物相：調査区域（約 200ha）を踏査し、観察したシダ植物以上の高等植物について

記録するとともに、植物群落調査で出現する植物を記録し、出現種リストを

作成する。

なお、分類及び種名は「植物目録」（昭和62年、環境庁自然保護局）による。

また調査中に確認された重要な種については、その分布位置、生育状況を記

録する。

11）生態系

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

動植物その他の自然に係る概況、複数の注目種等の生態、他の動植物と

の関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

対象事業実施区域及びその周囲250m

１季（春）

注）250ｍ：「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）

  

②調査方法

動植物の現地調査や既存資料調査により得られた生態系の構成要素の情報を整理する。

また、地域を特徴づける注目種等を選定し、他の動植物との関係、生息・生育環境を

把握する。
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12）景観

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査区域

調査時期

景観資源の状況、主要な眺望景観の状況

※主要な眺望地点の状況については個別業務１において実施する。

対象事業実施区域及びその周囲約２km

景観資源の状況、主要な眺望景観の状況：１季（春）

   

②調査方法

現地踏査により行い、主要な眺望地点（４地点）における眺望の状況、景観構成及び

特性を把握する。

13）人と自然との触れ合いの活動の場

①調査項目、内容

項 目 内    容

調査項目

調査対象

調査時期

人と自然とのふれあいの活動の場の状況

対象事業実施区域及びその周囲500m

１季（春）

注）500ｍ：「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）によると、近景の500

ｍ程度とされている。

②調査方法

公園、緑地、野外レクリエーション施設等の分布及び利用者数やアクセス方法等の利

用環境をヒアリング等で調査するとともに、利用状況を写真撮影等により記録する。

14)廃棄物等

廃棄物等については現地調査の対象としない。

15)残土

残土については現地調査の対象としない。

16)温室効果ガス等

温室効果ガス等については現地調査の対象としない。
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５－１－３－２ 調査結果の取りまとめ

1)大気質、2)騒音、3)振動、4)水質、5)底質、6)地下水、8)土壌については、関連す

る環境基準等の各種基準との比較評価・検証等を行う。

また、7)地盤、9)動物、10)植物、11)生態系、12)景観、13)人と自然との触れ合いの

活動の場、14)廃棄物等、15)残土、16)温室効果ガス等については、予測及び評価のため

の考察を行う。

５－１－４ 予測及び評価の実施

技術指針に基づき、表２に示す評価項目について予測及び評価を実施する。

予測の実施にあたっては、定量的に把握することを基本とするが、定量的な把握が困

難な場合は定性的に把握するものとする。

評価の実施にあたっては、事業実施による環境影響が、事業者の実行可能な範囲内で

最大限に回避、又は低減されているか否かについて明らかにする。

また、環境の保全の観点からの基準または目標が示されている場合は、これらとの整

合が図られているか否かについて検討する。

表２ 予測及び評価

評価項目 予測及び評価の内容

1)大気質 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

窒素酸化物及び二酸化窒素、浮遊粒子状物質の大気中の濃度の変化による

環境への負荷等を予測・評価する。

基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行に伴う粉じんの大気中の濃度

の変化による環境への負荷等を予測・評価する。

2)騒音 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

音圧レベルの変化による環境への負荷等を予測・評価する。

3)振動 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

振動レベルの変化による環境への負荷等を予測・評価する。

4)水質 基盤整備工事等の実施に伴う浮遊物質量の環境中の濃度の変化による環境

への負荷等を予測・評価する。

5)底質 基盤整備工事等の実施に伴う底質の有害物質等の環境中の濃度の変化によ

る環境への負荷等を予測・評価する。

6)地下水 基盤整備工事等の実施に伴う地下水の水位等への影響を予測・評価する。

7)地盤 基盤整備工事等の実施に伴う地盤への影響を予測・評価する。

8)土壌 基盤整備工事等の実施に伴う土壌汚染物質の飛散の可能性及びその程度を

予測・評価する。

9)動物 基盤整備工事等の実施、基盤整備工事等完了後における動物相の概要及び

重要な種の生息状況の変化の程度、注目すべき生息地における生物群集の

状況の変化の程度を予測・評価する。

10)植物 基盤整備工事等の実施、基盤整備工事等完了後における植物相の概要及び

重要な種の変化の程度、植生及び重要な群落の変化の程度を予測・評価す

る。

11)生態系 基盤整備工事等の実施、基盤整備工事等完了後における指標種の生息・生

育状況の変化の程度、生物種間の関係性の変化の程度を予測・評価する。
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12)景観 基盤整備工事等完了後における主要な眺望景観及び囲繞景観の変化の程度

を予測・評価する。

13)人と自然との触れ

合いの活動の場

基盤整備工事等完了後におけるふれあいの活動の場及びふれあいの活動の

場の利用の変化を予測・評価する。

14)廃棄物等 基盤整備工事等の実施に伴う廃棄物の発生量及びリサイクル等抑制策によ

る削減状況を予測・評価する。

15)残土 基盤整備工事等の実施に伴う残土の発生量及び事業実施区域内での再利用

等抑制策による削減状況を予測・評価する。

16)温室効果ガス等 基盤整備工事等の実施、工事関連車両の走行、道路交通車両の走行に伴う

温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量を予測・評価する。
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1）大気質

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等

プルーム式及びパフ式を基本とした拡散モデルによる計算、事例の引用

及び気象条件の解析等による季節別降下ばいじん量を計算

対象事業実施区域及びその周囲約150ｍ

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の最盛期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

二酸化窒素、浮遊粒子状物質

プルーム式及びパフ式を基本とした拡散モデルによる計算

対象事業実施区域及びその周囲約150ｍ

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了後の利用開始時

2）騒音

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

騒音

日本音響学会により提案された建設工事騒音の工種別予測法及び等価

騒音レベルを予測するための式を用いた計算

施工箇所周辺民家及び周辺道路

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の最盛期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

予測ケース

騒音

日本音響学会により提案された等価騒音レベルを予測するための式を

用いた計算

道路端から50ｍ程度

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了後の利用開始時

昼間、夜間の時間帯
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3）振動

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

振動

距離減衰式及び振動レベルの80%レンジの上端値を予測する式を用いた

計算

施工箇所周辺民家及び周辺道路

現地調査地点と同様

基盤整備工事等及び工事関連車両の影響が最大となる時期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測式

予測範囲

予測地点

予測時期

予測ケース

振動

振動レベルの80%レンジの上端値を予測する式を用いた計算

道路端から50ｍ程度

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了後の利用開始時

昼間、夜間の時間帯

4）水質

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

浮遊物質量濃度

拡散予測式、混合式、理論計算等

工事区域流域河川

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

5）底質

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

底質の有害物質等

排水対策事例の解析等

想定される工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期
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6）地下水

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地下水の水位・水質

工種ごとの事例の引用等

工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

7）地盤

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地盤

工種ごとの事例の引用等

想定される工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

8）土壌

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

土壌環境

事例の引用又は解析

想定される工種、工法、工事施工計画を基に決定

現地調査地点と同様

基盤整備工事等の面積が最大となる時期

9）動物

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測時期

動物相及び重要な種、注目すべき生息地

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

基盤整備工事等の影響が最大となる時期及び基盤整備工事等完了時

  

②存在及び供用

工事の実施と同様
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10）植物

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

植物相及び重要な種、植生及び重要な群落

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

植物相、植生：予測地域全域

重要な種：対象種の生育地

重要な群落：対象の分布地

基盤整備工事等の影響が最大となる時期及び基盤整備工事等完了時

②存在及び供用

工事の実施と同様

11）生態系

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地域を特徴づける生態系

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

予測地域全域

基盤整備工事等の影響が最大となる時期

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

地域を特徴づける生態系

改変域と調査結果を重ね合わせることにより改変量を予

測、事例の引用又は解析

概ね事業実施区域及びその周囲約250m

予測地域全域

基盤整備工事等完了時
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12）景 観

①存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

主要な眺望景観

「大規模跡地の土地利用転換に伴う環境配慮事項等検討業務」（都市再

生機構九州支社）における公共測量成果（平成27年９月28日付平27九公

第207号）より３次元データを作成し、完成予想図を３次元で描画

概ね事業実施区域及びその周囲約500m

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了時

13）人と自然との触れ合いの活動の場

①存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

人と自然のふれあいの活動の場

事例の引用又は解析により、周辺環境の変化や利用の妨げ

等の内容及び程度を予測

概ね事業実施区域及びその周囲約500m

現地調査地点と同様

基盤整備工事等完了時

14）廃棄物等

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

廃棄物等

廃棄物の種類ごとの発生量について事業計画及び事例の引

用・解析により予測

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等の期間全体
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15）残土

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

残土

残土の発生量、処分方法及び残土中の有害物質の有無につ

いて、事業計画及び事例の引用・解析により予測

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等の期間全体

16）温室効果ガス等

①工事の実施

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

温室効果ガス等

工種ごとの温室効果ガス排出量を算定

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等の期間全体

②存在及び供用

項 目 内    容

予測項目

予測方法

予測範囲

予測地点

予測時期

温室効果ガス等

車両の走行を想定し、温室効果ガス排出量を算定

事業実施区域

事業実施区域

基盤整備工事等完了時
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５－１－５ 環境保全措置の検討

５－１－５－１ 環境保全措置の検討

環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場

合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をで

きる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償する

こと（以下「代償措置」という。）、及び当該環境影響に係る環境要素に関する環境の保全

の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討する。

５－１－５－２ 検討結果の検証

環境保全措置の検討を行ったときは、環境保全措置の複数の案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者

により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減され

ているかを検証する。

５－１－５－３ 検証結果を踏まえた検討結果の整理

環境保全措置を検討したときは、次に掲げる事項を明らかにする。

① 検討した環境保全措置及びそのうち講じることとした環境保全措置とその選定の

理由

② 講じることとした環境保全措置の内容、実施主体及び実施の方法

③ 講じることとした環境保全措置の効果及び当該措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該措置の効果の不確実性の程度

④ 代償措置を講じようとする場合は、環境影響を回避し、又は低減させることが困難

な理由及び代償措置の実施により、損なわれる環境の有する価値を代償することが

可能と判断した根拠

⑤ 代償措置を講じようとする場合は、損なわれる環境要素と創出される環境要素の位

置、種類及び内容

⑥ 環境保全措置について、複数の案を検討した場合又は段階的に検討した場合は、環

境保全措置の決定に至るまでの経緯及び選定しなかった環境保全措置との比較検

討結果

⑦ 環境保全措置に関して、専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を

受けた場合は、その内容及び専門分野
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５－２ 事後調査計画（案）の検討

５－２－１ 事後調査を実施する項目の選定

予測及び評価の結果並びに環境保全措置の検討の結果、以下に示すものについて、事後調

査の対象項目としての選定を検討する。

① 予測の不確実性が高く、かつ、相当程度の環境影響が予想されるもの

② 環境保全措置の効果に係る知見が不十分で、かつ、相当程度の環境影響が予想される

もの

③ その他、予測結果の検証が必要と考えられるもの

５－２－２ 事後調査計画（案）の作成

選定した事後調査の対象項目について、選定理由及び調査手法等を検討・整理し、事後調

査計画（案）を作成する。

６．成果物

・業務報告書（Ａ４版） 10部

・上記原稿等のデジタルデータ 一式

※デジタルデータは、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）にて提出（データ形式はPDF形式、Word形

式、Excel形式とする）。

７．その他

・本業務は、機構と福岡市が共同して実施する業務であり、業務の成果品は機構及び福岡市

に帰属する。従って、業務の実施にあたっては機構及び福岡市担当者の指示に従うことと

なるので留意すること。

・調査時期等が想定と異なる場合は、契約の変更を行う場合がある。

・仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、都度、機構及び福岡市担当者と協

議すること。

・本業務完了後、成果品に誤謬又は不足が発見された場合には、請負者の負担においてこれ

を処理すること。

以 上



対象事業実施区域対象事業実施区域

●

対象事業実施区域

●箱崎九大前箱崎九大前駅

九州大学箱崎

●

九州大学箱崎キャンパス

●貝塚駅

キャンパス

別図


