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・北千葉道路は、環境アセスメントの手続きと都市計画の手続きを併行して
進めており、平成３０年１月から手続きに着手

・環境アセスメントの手続きでは配慮書、方法書、環境調査などを経て、
令和２年２月から準備書の手続きを実施

・準備書とは、環境調査の結果をもとに、北千葉道路の工事中や
供用後などの影響を予測した結果や、その影響を回避・低減するための保全措置、
これらの結果を踏まえた評価の結果などをまとめた図書

・都市計画の手続きでは、昨年９月に「都市計画の変更の案の概要」を縦覧し、
その後１０月に開催した公聴会の手続きを経て作成した、都市計画変更の最終案
となる「都市計画の変更の案」の縦覧を併せて行っている
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・準備書は、2月4日に縦覧を開始

・準備書に対して、環境の保全の見地からご意見のある方は、縦覧期間中
及び期間終了から２週間後の、3月17日まで意見書を提出することができる

・提出された意見は、その概要と見解を作成した上で、環境の知事や沿線市長に
送付し、その意見などを踏まえ、知事や市長は意見を述べることになる

・都市計画決定権者の知事は、環境の知事意見を踏まえ、次の手続きである
評価書を作成する
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・準備書は、全１３章で構成されており、
第１章から、事業の名称、都市計画決定権者の名称、事業の目的及び内容、
地域の概況、最初の手続きである配慮書の結果を載せている

・第６章～８章については、配慮書や方法書に対する国交大臣や知事、住民など
からの意見とその見解を載せている

・第９章は、方法書で示した環境影響評価を実施する項目やその予測などの
手法を示している

・準備書で主要な章となる第１０章では、第９章で示した項目において、調査・
予測・評価を行い、その結果を示している

・１１章は、総合的な評価を記載しており、第10章の結果をとりまとめた内容を
掲載している

・１２章では、事後調査を実施する項目や内容を示している

・最後に、１３章では、調査会社など、委託した業者名を記載している
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・事業の名称は、「一般国道４６４号北千葉道路（市川市～船橋市）」、
都市計画決定権者の名称は、「千葉県」

・事業の内容は、「一般国道の改築」であり、延長は約１５ｋｍとなっている

・市川市～鎌ケ谷市までは専用部と一般部をそれぞれ４車線、鎌ケ谷市～船橋市
までは専用部を４車線、整備する計画

・休憩施設の設置計画はなし
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本事業の目的

○成田空港等の拠点への広域高速移動の強化

○周辺道路の渋滞の緩和

○災害時の緊急輸送ネットワークの強化
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・縦断図のとおり、鎌ケ谷以西の専用部では、高架構造を基本
・外環道との接続部周辺と市川市の大町、松戸市の串崎新田周辺で地下構造を
予定

・一般部は、交差する国道や県道などと平面交差点を形成する必要がある
ことから、基本的に地表に沿った構造
・4箇所ある鉄道交差部は、立体交差

・鎌ケ谷以東では、すでに一般部ができているため専用部のみ地表式での整備を予定

・市川市から船橋市までの約１５ｋｍ間に、ハーフICを５つ設ける予定
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・手続き区間は、大きく３つの構造に分けられる

・専用部が高架、一般部が地表式の構造

・専用部が地下、一般部が地表式の構造

・鎌ケ谷以東において、北総線が真ん中を走り、
両端に既設の一般部、その間に専用部だけを設ける構造
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・計画交通量推計
専用部 約２８，３００台～３６，５００台
一般部 約２３，６００台～３６，１００台

・工事計画
工事期間は環境影響を予測評価するため、全ての用地が取得できていると仮定した上
で、道路の構造などから１１年と想定
切土や盛土のほか、地下構造があることからシールド工法や開削工法も予定

・施工方法、工事期間等の具体的な計画は、事業実施段階において詳細設計を行った
後に決定

・工事の実施の際には、各関係機関と協議を行い、十分な安全対策を講じるとともに、
周辺住民への工事の実施期間、内容等について周知徹底する
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・環境影響を調査・予測・評価した項目については、方法書で示した項目から変更な
し

・全部で１４項目あり、大気質や騒音、振動、地下水、動植物生態系など

・それぞれ、工事の実施や道路の存在、自動車の走行による影響について予測
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・大気質
大きく２つに分かれ「二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」と「粉じん等」
について、調査予測評価を実施

・二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、「自動車の走行」、「建設
機械の稼働」、「工事用車両の運行」の３つの要因において実施

・「自動車の走行」により発生する「二酸化窒素など」については、住居
などの保全対象や道路構造を考慮し、１４箇所で予測評価を実施した結果、
全ての地点で「基準以下」となっている
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・「建設機械の稼働」により発生する二酸化窒素などについては、１４箇所
のうち、１０箇所は基準以下
・赤色で示した市川市の堀之内や稲越町と、松戸市の串崎新田、
鎌ケ谷市の初富の４箇所で基準を超過する予測

・環境保全措置として、「排出ガス対策型建設機械の採用」を実施する
ことなどにより、すべての予測地点において、基準以下になると予測

・さらに、「作業方法の配慮」を実施することにより、環境影響のできる限り
回避又は低減を図る
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・「工事用車両の運行」により発生する二酸化窒素などについては、北千葉
道路に接続する既存の道路１２箇所を予測地点とする

・１２箇所のうち、全ての地点で基準以下
・環境保全措置として、「工事用車両の分散」を実施することにより、
環境影響のできる限り回避又は低減を図る
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・大気質の「粉じん等」については、「建設機械の稼働」、「工事用
車両の運行」の２つの要因について、調査予測評価を実施

・「建設機械の稼働」により発生する粉じん等については、１４箇所のうち、
１３箇所は基準以下となり、外環道周辺の１箇所で基準を超過する予測
となった

・環境保全措置として、「散水」を実施することにより、すべての予測
地点において、基準以下になると予測

・さらに、「作業方法の配慮」を実施することにより、環境影響のできる限り
回避又は低減を図る
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・「工事用車両の運行」により発生する「粉じん等」については、二酸化窒素
などの結果と同様に、既存道路１２箇所のうち、全ての地点で基準以下となった
・環境保全措置として、「工事用車両の分散」を実施することにより、環境影響ので
きる限り回避又は低減を図る
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・「騒音」については、大気質と同様に「自動車の走行」、
「建設機械の稼働」、「工事用車両の運行」の３つの要因について、
予測評価を実施

・「自動車の走行」により発生する騒音については、１４箇所のうち、
松戸市串崎新田周辺の１箇所は基準以下となり、残る１３箇所で
基準を超過する予測となった

・環境保全措置として、「遮音壁の設置」などを実施することにより、
基準以下もしくは対象道路以外の道路の騒音レベルから増加することが
ない値になると予測

・さらに、「排水性舗装の敷設」を実施することにより、環境影響のできる限り
回避又は低減を図る

・鎌ケ谷以東の整備済の一般部において、基準を超過している地点に
ついては、一般部においても、住居等の立地状況や交通量の変化等を踏まえ、
適切な環境保全措置を実施するよう道路管理者に求める
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・基準を超過する１３箇所については、最大で５ｍ、
最小１ｍの遮音壁などを設置することで「基準以下」
などになると予測
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・「建設機械の稼働」により発生する騒音については、１４箇所のうち、
９箇所は基準以下となり、外環道周辺や市川市大町、
松戸市串崎新田周辺の５箇所で基準を超過する予測となった

・環境保全措置として、「仮囲いなどの遮音対策」を実施すること
により、全ての地点で基準以下になると予測

・さらに、「低騒音型建設機械の採用」などを実施することにより、環境影響の
できる限り回避又は低減を図る
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・工事用車両の運行により発生する騒音については、１２箇所のうち、
１０箇所は基準以下となり、船橋市小室町の２箇所で基準を超過する
予測となった

・超過する２箇所においては、環境保全措置として、「工事車両の分散」を
実施することにより、環境影響のできる限り回避又は低減を図る
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・振動については、大気質や騒音と同様に「自動車の走行」、
「建設機械の稼働」、「工事用車両の運行」の３つの要因
について、調査予測評価を実施

・「自動車の走行」により発生する振動については、１４箇所のうち、全ての
地点で基準以下となった
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・「建設機械の稼働」により発生する振動については、１４箇所全ての地点で
基準以下となった
・環境保全措置として、「低振動型建設機械の採用」などを実施することにより、
環境影響のできる限り回避又は低減を図る
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・「工事用車両の運行」により発生する振動については、１２箇所全ての地点で
基準以下となった
・環境保全措置として、「工事用車両の分散」を実施することにより、
環境影響のできる限り回避又は低減を図る
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・低周波音は、道路構造が橋梁や高架構造の箇所において自動車が走行する
ことにより発生ので、そのことを踏まえた４地点で予測評価を実施
・全ての地点で基準以下となった

26



・北千葉道路が渡河する６河川において、切土工事の実施などにより発生する
濁水が周辺河川へ流出することにより、水の濁りが発生すると予測
・環境保全措置として、「速やかな転圧及び法面整形」などを実施すること
により、環境影響のできる限り回避又は低減を図る

・供用後の路面排水による手賀沼や印旛沼の水質負荷の低減を図るため、
処理舛等を設置する
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・地下水については、地下構造物を設置する外環道周辺と市川市大町、松戸市
串崎新田の２箇所において、工事の実施や地下構造物の設置により、地下水の
流れが遮断されることで上流側で最大１．２ｍの水位上昇、下流側で最大
１．６ｍの水位低下の発生を予測

・環境保全措置として、「復水工法」などを実施することにより、環境
影響のできる限り低減を図る
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・河川については、地下水位が低下することで、北千葉道路が渡河する
６河川のうち、地下構造物を設置する箇所に近い国分川や紙敷川、大津川の
流量の変化を予測

・河川は地下水の影響が大きく寄与することから、地下水と同様に「復水工法」
などを実施することにより、環境影響のできる限り低減を図る
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・地盤については、地下構造物を設置する２箇所において、
地下水位の低下により、外環道接続付近で最大で1５ｃｍ、
市川市大町周辺で最大で２ｃｍの地盤沈下の発生を予測

・同様に環境保全措置として、「復水工法」などを実施することにより、
環境影響のできる限り低減を図る
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・日照阻害については、道路構造が橋梁や高架構造となる４箇所のうち、
２箇所で基準以下となり、鎌ケ谷市初富と粟野の２箇所で冬至の日影となる時間
が、参考となる指標の「２階で５時間以上」の超過を予測

・環境保全措置として、「高架構造物の上下部工の形式・配置等の工夫」
を実施することなどにより、環境影響のできる限り低減を図る

・本事業に起因する日照阻害については、事業実施段階において、
必要に応じて「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損失等に係る費用
負担について」という関係通達に基づき、適切に対処していく
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・動物は現地で確認された約１，８００種のうち、国や県のレッドリストに
載っている重要な種、約１００種を確認

・ほとんどの重要種は、生息環境が保全されると予測したが、猛禽類の
オオタカだけは生息環境への影響の可能性が考えられる

・そのため、オオタカに対しては、「繁殖期を避けた工事工程の配慮及び
段階的な土地の改変」などの保全措置を実施することで、環境影響の
できる限り回避又は低減を図る

・また、保全措置の内容をより詳細なものにするために、着工前を含む工事中の
生息状況の確認調査として「事後調査」を実施していく

・なお、生息環境が保全されると予測した他の重要種に対しても、移動経路の
確保や照明の漏れ出しの抑制などの保全措置を実施していく
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・植物ついては、確認された約１，１００種のうち、重要な種は４３種

・そのうち、１７種については、生息地が計画路線内などにあり、生息環境が
保全されない、または保全されないおそれがあると予測

・そのため、１７種については、保全措置として「移植」を行うことで、
環境影響のできる限り回避又は低減を図る

・なお、「移植」については、供用後や工事中に移植した植物の生育状況の
調査を、事後調査として実施していく

・また、他の重要種についても、照明の漏れ出しの抑制などを行い、環境影響の
できる限り回避又は低減を図る
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・生態系については、現地調査の結果などをもとに、「樹林環境」、
「耕作地及び緑の多い住宅地環境」、「水辺環境」の３つの区分に整理

・予測評価に当たっては、各区分において、上位性、典型性、特殊性の観点で、
生態系として注目する種・群集の選定を行い、その影響を予測評価

・猛禽類のオオタカにおいては、生態系の項目でも保全されないおそれがあると
予測したため、保全措置として、「繁殖期を避けた工事工程の配慮及び
段階的な土地の改変」などを実施することにより、
環境影響のできる限り回避又は低減を図る
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食物連鎖の模式図

・「樹林環境」、「耕作地及び緑の多い住宅地環境」、
「水辺環境」の３つの区分

・「樹林環境」では、オオタカやホンドタヌキを上位の捕食者として位置付け、
その下に哺乳類のノウサギやホンドアカネズミ、両生類のアズマヒキガエルを
消費者として位置付け

・「耕作地及び緑の多い住宅地環境」でも、同様にオオタカなどが上位となって
おり、その下に鳥類のツバメやヒバリ、両生類のシュレーゲルアオガエル、
昆虫類のナミアゲハやエンマコオロギを位置づけ

・最後に、水辺環境ではサシバ、ホンドタヌキを頂点とした環境と、鳥類の
アオサギやカワセミを頂点とした環境のほか、「水辺環境」の中には湧水の影響
を受けた環境に特徴的に生息する動物が見られたため、「水辺環境」の一部に
「湧水環境」という区分を設けている

・湧水環境では、魚類のホトケドジョウなどを頂点にした環境が存在
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・景観については、北千葉道路周辺の主要な眺望景観や身近な景観及び景観資源
のうち、計画路線を見ることができる地点など９箇所を対象に、予測評価を実施

・９箇所のうち、６箇所において、直接改変される景観資源や景観の構成に
変化が生じる眺望点が発生すると予測

・そのため、環境保全措置として、「構造物（橋梁等）などの形状やデザイン、
色彩の配慮」などを実施することにより、環境影響のできる限り低減を図る
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・景観における予測では、フォトモンタージュ法という手法を用いて、現状の
写真に、計画路線の完成予想図を合成し、景観に関する変化の程度
を把握

・真ん中の行の写真が完成予想図を合成したもの

・鎌ケ谷スカイビューの写真など、合成された部分が判別しづらいものもある
ため、一番下の行にある、白黒写真に赤色で示したものも、準備書に掲載
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・人と自然との触れ合いの活動の場とは、自然との触れ合い
活動が行われる施設や場のことであり、例えば、公園や海水浴場、キャンプ場
などのこと。この地域では主に公園が該当

・公園のほか調整池など１２施設を対象に、
改変の有無や、利用性・快適性の変化について、予測・評価を実施

・すべての地点で活動の場の地形の改変は発生しませんが、新鎌ふれあい公園と
東部調整池の２施設で、散策路などから北千葉道路が視認できることにより、
快適性に変化を与える可能性があると予測

・そのため、環境保全措置として、「構造物（橋梁等）などの形状やデザイン、
色彩の配慮」などを実施することにより、環境影響のできる限り低減を図る
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・快適性に変化を与える可能性があるとした、新鎌ふれあい公園と東部調整池の
概要

・どちらも近隣にお住いの方が散歩をしたり、お子さんが遊んだりするような場所

・どちらも直接の改変は無く、利用に支障が生じるおそれも低いですが、公園内
から計画路線が視認できるため、快適性に変化が生じる、としている
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・廃棄物等については、工事の実施により発生する廃棄物等（建設発生土、
建設汚泥、建設発生木材、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊）
を対象として、予測・評価を実施

・発生量が大きいところでは、建設発生土が約２６２万ｍ３、建設発生木材が
約１．３万ｍ３発生すると予測

・場外に搬出するものについて適正に処理することはもちろんですが、環境保全
措置として、「工事間流用の促進」などを実施することにより、環境影響の
できる限り低減を図る
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・総合的な評価としては、全１４項目において調査予測評価を実施した結果、

全ての項目で必要な環境保全措置を実施することなどにより、環境負荷の回避

又は低減に努めており、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り

回避又は低減されているものと評価

・また、「動物」、「植物」、「生態系」については、保全措置の内容をより

詳細なものにするため、オオタカの生息状況の確認調査や移植した植物の

生育状況調査の事後調査を実施していく

・なお、今後、本事業における詳細な計画検討に当たっては、環境影響評価の

結果に基づき、環境保全に十分配慮して行うほか、詳細なものとする必要がある

環境保全措置の内容については、詳細な設計や事後調査等の結果を踏まえ、

十分に検討する

・また、本環境影響評価の段階において予測し得なかった著しい環境への影響が

生じた場合には、必要に応じて適切な措置を講じる
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準備書の縦覧・意見書の提出について

・3月3日まで、県及び沿線市において縦覧を行っていますが、市役所などに
お越しになれない方は、県都市計画課のHPからPDFのダウンロードが可能
となっておりますので、インターネットでの縦覧もご利用ください

・意見書については、県都市計画課あてに3月17日までに郵送または持参を
お願いいたします
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