
 

 

 

 

長 県環境影響評価技術指針 

ニュ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 「8 10 月 

 

長 県環境部 

 

 

 



長野県環境影響評価技術指針マニュアル 
 

目次 

 

 

 

序論 

 本 ニュ の性格 使い方……………………………………………………………… 序-1 

 環境影響評価の基本的 考え方…………………………………………………………… 序-「 

 環境影響評価の手 今回の主 改 点………………………………………………… 序-」 

 

 

第 章 総論 

 環境影響評価等の実施手 沿 技術手法の解説…………………………………… 0- 1 

環境影響評価等の実施手 ………………………………………………… 0- 1 

 1-1 配慮書の作成……………………………………………………………………………… 0- 」 

  (1) 事業計画の概要の策定………………………………………………………………… 0- 」 

  (「) 置等 関す 複数案の設定………………………………………………………… 0- 7 

  (」) 予備調査………………………………………………………………………………… 0-10 

  (4) 影響要因及び環境要素の抽出………………………………………………………… 0-1」 

  (5) 計画段階配慮事 並び 調査、予測及び評価の手法の選定……………………… 0-14 

  (6) 計画段階配慮事 係 調査、予測及び評価……………………………………… 0-16 

 1-「 方法書の作成……………………………………………………………………………… 0-19 

  (1) 事業計画の概要の策定………………………………………………………………… 0-19 

  (「) 予備調査………………………………………………………………………………… 0-「0 

  (」) 影響要因及び環境要素の抽出………………………………………………………… 0-「1 

  (4) 環境影響評価の 目並び 調査、予測及び評価の手法の予備選定……………… 0-「1 

 1-」 準備書の作成……………………………………………………………………………… 0-「1 

 1-4 評価書の作成……………………………………………………………………………… 0-」「 

 1-5 事後調査計画書の作成…………………………………………………………………… 0-」「 

 1-6 事後調査報告書の作成…………………………………………………………………… 0-」」 

 

 環境要素 い …………………………………………………………………………… 0-」4 

 

 環境影響評価の 目並び 調査、予測及び評価の手法の選定 ング …… 0-」8 

 」-1 ングの意義 目的……………………………………………………………… 0-」8 

 」-「 環境影響評価の 目の選定の考え方…………………………………………………… 0-」8 

 」-」 環境影響評価の 目の選定結果の整理方法…………………………………………… 0-」9 

 」-4 調査、予測及び評価の手法の選定の考え方…………………………………………… 0-40 

 」-5 ング 当 の留意事 …………………………………………………… 0-41 

 

 環境保全措置の検討………………………………………………………………………… 0-4「 

 4-1 環境 対す 影響緩和 ョン の考え方……………………………… 0-4「 

 4-「 回避の考え方及び手法例………………………………………………………………… 0-4「 

 4-」 減の考え方及び手法例………………………………………………………………… 0-4」 



 4-4 代償の考え方及び手法例………………………………………………………………… 0-44 

 4-5 環境保全措置の検討結果の整理方法…………………………………………………… 0-45 

 

 評価…………………………………………………………………………………………… 0-46 

 5-1 評価の考え方……………………………………………………………………………… 0-46 

 5-「 環境 対す 影響緩和 ョン の考え方 評価………………… 0-46 

 5-」 事業者自 設定し 目標等 評価………………………………………………… 0-47 

 

 事後調査結果の検討………………………………………………………………………… 0-49 

 6-1 事後調査結果の検討……………………………………………………………………… 0-49 

 6-「 原因の究明………………………………………………………………………………… 0-49 

 6-」 環境保全措置の検討……………………………………………………………………… 0-49 

 

 関係書類の作成 の留意事 ……………………………………………………………… 0-50 

 7-1 共通事 …………………………………………………………………………………… 0-50 

 7-「 配慮書の作成……………………………………………………………………………… 0-50 

 7-」 方法書の作成……………………………………………………………………………… 0-51 

 7-4 準備書の作成……………………………………………………………………………… 0-5」 

 7-5 評価書の作成……………………………………………………………………………… 0-56 

 7-6 事後調査計画書の作成…………………………………………………………………… 0-56 

 7-7 事後調査報告書の作成…………………………………………………………………… 0-56 

 7-8 施工状況等報告書の作成………………………………………………………………… 0-58 

 7-9 対象事業完了報告書の作成……………………………………………………………… 0-59 

 

環境要因－環境要素関連表  

［様式］ ……………………………………………………………………………………… 0-59 

［記載例］その ～その …………………………………………………………………… 0-60 

 

 

第 章 各論 

 大気質………………………………………………………………………………………… 1- 1 

 1-1 前提………………………………………………………………………………………… 1- 1 

 1-「 予備調査…………………………………………………………………………………… 1- 「 

 1-」 ング……………………………………………………………………………… 1- 4 

 1-4 調査………………………………………………………………………………………… 1- 5 

参考 煙源の種類 最大着地濃度距離 調査範 例…………………………… 1- 7 

 1-5 予測………………………………………………………………………………………… 1- 8 

参考 プ パ の特殊条件 の適用方法……………………………… 1-11 

参考 大気汚染 係 定 的予測手法の概要、適用条件等………………………… 1-1「 

 1-6 環境保全措置……………………………………………………………………………… 1-14 

 1-7 評価………………………………………………………………………………………… 1-14 

 1-8 事後調査…………………………………………………………………………………… 1-15 

 音…………………………………………………………………………………………… 「- 1 

参考 複数案の比較検討例 ……………………………………………… 「-14 

 振動…………………………………………………………………………………………… 」- 1 

参考 振動の予測 等一覧………………………………………………………… 」- 9 

 周波音……………………………………………………………………………………… 4- 1 

 悪臭…………………………………………………………………………………………… 5- 1 



参考 悪臭防 法 お 特定悪臭物質 主 発生源……………………………… 5- 4 

参考 人の嗅覚を用い 悪臭の指標 官能試 法 ………………………………… 5- 6 

参考 悪臭予測の標準的手法…………………………………………………………… 5- 9 

参考 各種予測手法の概要等…………………………………………………………… 5-10 

 水質…………………………………………………………………………………………… 6- 1 

参考 淡水魚類 水域の自然性………………………………………………………… 6-10 

参考 水質予測の標準的手法…………………………………………………………… 6-14 

参考 各種予測 の概要等………………………………………………………… 6-14 

 水象…………………………………………………………………………………………… 7- 1 

参考 流 の測定方法…………………………………………………………………… 7-10 

参考 河川等の流出 の分類……………………………………………………… 7-18 

参考 河川及び湖沼等の流出予測 等一覧……………………………………… 7-18 

参考 地 水の予測 等一覧……………………………………………………… 7-19 

 土壌汚染……………………………………………………………………………………… 8- 1 

 地盤 ……………………………………………………………………………………… 9- 1 

参考 地盤 の予測手法……………………………………………………………… 9- 6 

参考 地 水流動の ュ ョン ………………………………………… 9- 6 

10 地形 地質……………………………………………………………………………………10- 1 

参考 注意す き地形 地質の選定基準例……………………………………………10- 7 

参考 す 自然 関す 地形、地質、自然現象の事例…………………………10- 7 

参考 日本の自然環境の特徴 そ さ 地形…………………10- 8 

参考 地形 災害 の関連………………………………………………………………10- 8 

11 植物……………………………………………………………………………………………11- 1 

参考 自然保護 留意す き植物群落の評価 関す 研究  

あ い 評価 目………………………………………………………11-「1 

参考 植生自然度評価基準………………………………………………………………11-「「 

参考 潜在自然植生の推定方法…………………………………………………………11-「」 

1「 動物……………………………………………………………………………………………1「- 1 

   参考 主 動物相調査の方法……………………………………………………………1「- 7 

参考 環境影響評価 お 猛禽類調査 ニュ …………………………………1「-19 

1」 生態系…………………………………………………………………………………………1」- 1 

   参考 環境単 の区分の手法……………………………………………………………1」- 7 

   参考 環境単 区分の …………………………………………………………1」- 8 

   参考 多様度指数及び類似度指数を用い 定 的解析手法…………………………1」-18 

14 景観……………………………………………………………………………………………14- 1 

参考 主要 景観資源の種類の例………………………………………………………14- 7 

参考 視点場の種類の例…………………………………………………………………14- 7 

参考 視覚的資料の作成手法……………………………………………………………14-11 

参考 予測 用い 視覚的指標等…………………………………………………14-11 

参考 評価実 等の手法 感覚 の測定 ……………………………………………14-11 

15 触 合い活動の場……………………………………………………………………………15- 1 

   参考 触 合い活動の場 対象 す 活動等…………………………………………15- 1 

   参考 日常的 触 合い活動の場 し 留意す き環境条件………………………15- 5 

16 文化財…………………………………………………………………………………………16- 1 

17 廃棄物等………………………………………………………………………………………17- 1 

18 温室効果ガ 等………………………………………………………………………………18- 1 

19 その他の環境要素……………………………………………………………………………19- 1 


