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第４章 事後調査 

本事業による環境への影響を確認するため、全施設が完成し、定常的な状況となった時

期（全施設供用の開始の概ね１年後）に、表 4-1 に示す事後調査を実施します。騒音、低

周波音及び交通の調査地点については、原則として環境影響評価の予測地点において行い

ます。ただし、本事業は環境影響評価書提出から全施設供用まで約５年と長期間を要し、

事後調査実施時においては事業計画地周辺地域の環境の状況が予測の前提とした状況と異

なることなども考えらます。したがって、事後計画書作成にあたっては、調査地点、調査

方法等について適宜高槻市と協議いたします。 

なお、事後調査は、ＪＲ高槻駅北東地区開発事業まちづくり協議会の責任で行います。 

 

表 4-1 事後調査計画 

 

 

環 境 

影 響 

要 素 

項目 調査地点 地点数 調査時期等 調査方法 

環境騒音の等価騒音

レベル（ＬＡｅｑ） 

7 地点 全施設完成後の定

常的になった時期 

平日及び休日の 24

時間毎正時から 10

分間 

「騒音に係る環境基準につい

て」（平成１0 年環境庁告示第

64 号）に定める方法 

騒   音 

鉄軌道反射音のピー

ク騒音レベル 

（ＬAmax） 

図 7-1 に示す環境

影響評価の予測地

点 

1 地点 全施設完成後の定

常的になった時期 

南側路線を概ね 30

列車通過時 

普通騒音計(JIS C 1502)のＡ

特性音圧レベルを動特性 Slow

とした電気信号を0.1秒間隔で

パーソナルコンピュータに取

り込み、そのレベル波形から列

車通過時のピーク騒音レベル

（ＬAmax）を読み取る。 

低 周 波

音 

一般環境低周波音の

音圧レベル 

（低周波音の 1/3 オ

クターブ周波数分析

及びＧ特性音圧レベ

ル） 

図 7-1 に示す環境

影響評価の予測地

点 

7 地点 全施設完成後の定

常的になった時期 

平日及び休日の朝、

昼間、夕、夜間の４

時間帯 

「低周波音問題対応の手引書」

（環境省）に定める方法 

交通量 図 7-2 に示す事業

計画地周辺交差点

5 交 差

点 

全施設完成後の定

常的になった時期 

平日及び休日の午

前７時から午後 11

時 

車種別・方向別交通量、滞留長

を目視により測定する。 

交   通 

駐車場利用状況 駐車場棟入口及び

出口 

2 地点 全施設完成後の定

常的になった時期 

平日及び休日の駐

車場営業時間帯 

発券、回収券数を整理する。 

気象（ビ

ル風） 

風向、風速 事業計画地内の地

上及びデッキ上

1.4ｍ 

3 地点 全施設完成後の定

常的になった時期 

１年間 

測定器により、10 分間平均値を

連続測定 
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第５章 準備書に対する市長意見及び事業者の見解 

 

本事業に係る環境影響評価準備書に関する高槻市環境影響評価条例第 23 条第１項の規

定に基づく、高槻市長からの意見（平成 20 年１月 25 日 高環保第 1330 号）に対する見

解は、表 5-1 に示すとおりです。 

 

表 5-1 市長意見と事業者の見解 

市長の意見 事業者の見解 

１．一般的事項 

(1) 高槻市環境影響評価条例第 25 条の

環境影響評価書（以下「評価書」とい

う。）の作成に当たっては、用語や数値

について、その意義や根拠を十分精査

して用いること。 

 

環境影響評価準備書に関する高槻市環境影響評価

委員会並びに同公害部会及び同都市環境部会でのご

指摘を踏まえ、用語や数値の意義や根拠について再度

十分に精査し、評価書を作成しました。 

(2) 大気質と騒音など、関連する項目に

おいては、相互の整合が図られている

ことを明らかにすること。 

 大気質、騒音や振動は、設備機器や建設機械、車両

等、その発生源が共通した項目です。本事業の環境影

響評価においては、予測対象とした全ての環境項目に

ついて、施設計画または工事計画をもとに各環境項目

の特性などを考慮して、高槻市環境影響評価技術指針

に従って、また、影響の程度を過小に評価することの

ないよう、発生源の設定条件等にも十分配慮して予

測・評価を行っていますので、相互の整合は十分に図

られています。 

(3) 本事業は中心市街地の形成に資する

ものであることから、街の文化、個性、

快適性の要素である光環境、かおり環

境、音環境といった感覚環境にも配慮

した事業計画とするよう努めること。

 緑のふれあい軸を中心とした、季節感や華やかさの

創出による快適性や花のかおりのある環境、Ａエリア

の「賑わい」、Ｂエリアの「暮らし」、Ｃエリアの「ま

なび」の各テーマに相応しい照明等の光環境、音環境

の創出など、緑化計画や照明計画等に関して、感覚環

境にも配慮した事業計画の作成に努めております。 

実施計画においても、より良い環境形成に向け、こ

の考え方を取り入れていくように努力いたします。 

(4) 事業計画について周辺住民に十分に

説明するとともに、事業の実施に当た

っては住民意見に配慮すること。 

事業計画については、周辺地域の自治会等に十分な

説明を行い、住民の方々のご意見も伺っており、それ

らを事業計画において配慮するよう努めます。 
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市長の意見 事業者の見解 

２．個別事項 

（大気質） 

(1) 工事関連車両の使用に当たっては、

自動車排ガスの発生を抑制するため、

低公害車の採用及びその車齢について

配慮すること。 

 

 

工事関連車両については、可能な限り年式が新しく、

環境への負荷の小さいものを準備します。 

(2) 建設作業による粉じんの発生を抑制

するため、その具体的な対策について

評価書に記載すること。 

 裸地からの巻き上げ粉じんについては、適宜、適量

の散水を行います。また、長期間土工等の作業を行わ

ない区域については、養生シート等で覆い、巻き上げ

粉じんの発生を抑制します。工事用車両の場内走行に

伴う粉じんの発生については、通路に適宜、適量の散

水を行うとともに、通路上の土砂の排除を行います。

工事用車両が事業計画地外に出る場合には、タイヤや

車体を洗浄します。さらに、出入口付近は適宜清掃を

実施します。 

 これらの環境保全対策については、評価書の「第５

章 5.1 大気質」の項に記載しました。 

（悪臭） 

(3) 定量的な予測を行っていないため、

廃棄物保管庫や厨房の排気口など施設

に係る防止対策について具体的に評価

書に記載すること。 

 

 悪臭の環境保全対策として、以下の事項を評価書の

「第５章 5.2 悪臭」の項に記載しました。 

集合住宅Ａ、集合住宅Ｂ及び複合棟Ｂの賃貸住宅の

家庭系ごみステーションは建物内に設け、また、ディ

スポーザーを集合住宅Ａ及び集合住宅Ｂについて設

置することにより、悪臭が漏洩することを抑制しま

す。 

家庭系以外の生ごみを含む廃棄物については、以下

のような環境保全対策を講じます。 

・ごみ置き場は十分な広さをとり、建物内に設ける。

・生ごみは十分な容量を持つ密閉式の廃棄物保管設備

を設置し保管する。 

・ごみ置き場の床は、汚れた場合を考慮し水洗しやす

い仕上げとする。 

（次ページ） 
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市長の意見 事業者の見解 

  また、飲食店の厨房等からの悪臭の発生について

は、以下のような環境保全対策を講じます。 

・飲食にかかる店舗の配置を集約し、必要に応じて集

合ダクトにする等の対策を講じる。 

・店舗の出店に際しては、換気扇に防臭フィルターを

設置するなどの方法を検討し、悪臭の発生防止の対

策を講じる。 

・厨房の排気口からの悪臭は、建物の高い位置から排

気して人通りの多い地上付近や連絡通路への直接

の影響がないように対策を講じる。 

（騒音・振動） 

(4) 建設作業騒音のうち土木工事は、ユ

ニットを用いた予測式（ASJ CN-Model 

2002）で予測・評価を行い、評価書に

併記すること。 

 

評価書においては、建設機械の点配置による予測と

ともに、ユニットを用いた予測式（ASJ CN-Model 2002）

での予測・評価も行い、併せて記載しました。 

(5) 計画地は特に静穏を必要とする病院

と隣接していることから、施設に設置

する空調機等は、低騒音型の設備機器

とすること。 

高槻病院に隣接する福祉棟については、低騒音型の

空調室外機を設置するとともに、機器の周囲に防音壁

を設けます。 

(6) 施設建物による鉄軌道騒音からの反

射の予測は、ピーク騒音レベルで予

測・評価し、評価書に併記すること。

また、壁面からの反射音を点音源とし

ているが、可能な限り予測式の妥当性

について検証すること。 

 評価書においては、施設建物による鉄軌道騒音から

の反射については、等価騒音レベルとともに騒音レベ

ルのピーク値（ピーク騒音レベル）の予測・評価も行

い、併せて記載しました。 

 壁面からの反射音を点音源としたことについては、

予測の設定条件に用いた分割壁面（予測対象とした壁

面を１m2に分割して予測条件に設定した壁面）と予測

地点までの距離を考慮して点音源とすることが妥当

と考えます。 

 (7) 工事期間中に供用が開始される建

物に対する騒音・振動の防止対策を図

ること。 

 工事期間中に供用が開始される建物の工事区域側

の敷地境界に、高さ３ｍの鋼板製仮囲いを設置しま

す。また、建設機械については、低騒音型を使用しま

す。なお、関西大学及び福祉棟の供用開始直後におけ

る、これらの建物に対する工事の騒音ついての予測・

評価を行っています。 
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市長の意見 事業者の見解 

（低周波音） 

(8) 事後調査は、「低周波音問題の対応の

手引書」（平成 16 年６月環境省）で行

うこと。 

 

 ご指摘の方法で行います。なお、本事業は環境影響

評価書提出から全施設供用まで約５年と長期間を要

するため、事後調査実施時においては事業計画地周辺

地域の環境の状況が予測の前提とした状況と異なる

ことなども考えられます。よって、事後計画書作成に

あたっては、調査地点、調査方法等について適宜高槻

市と協議いたします。 

（土壌・地下水汚染） 

 (9) 計画地の土壌・地下水調査及び浄化

対策を適切に行うこと。 

 

事業計画地の土壌・地下水については、それぞれの

敷地について必要とされている調査・対策を行いま

す。本事業計画の建築物等は、上記調査・対策が完了

した後に建設を開始します。 

（日照阻害） 

 (10)  複数の計画建築物が同一敷地にな

いため、計画建築物による複合的な影

響は「高槻市建築基準法施行条例」（平

成 12 年高槻市条例第 6号）の規制の対

象ではないが、条例の趣旨を踏まえて

影響の低減に努めること。 

 

条例及び指針に示される日影の影響をできるだけ

低減するという趣旨を踏まえ、駐車場棟、複合棟Ｂ及

び関西大学体育・厚生棟の建物階高を減ずることや、

安満新町天神線に面する建物の位置を敷地境界から

内側に８ｍセットバックするなどの方法により影響

の低減に努めています。また、実施計画においても、

可能な範囲で影響の低減に努めます。 

（電波障害） 

(11)  事業実施に伴い、電波障害が発生

した場合は、誠実にこれに対応するこ

と。 

 

本事業により電波障害が発生した場合には、障害除

去について誠実に対応いたします。 

（交通） 

(12) 信号現示の調整や交差点改良につ

いて、交通管理者及び道路管理者との

協議を円滑に行うこと。 

 

 信号現示の調整や交差点改良について、事業者とし

ての案を提示するなど、交通管理者及び道路管理者と

円滑に協議を行えるよう努力しています。 

 (13) 工事関連車両の通行経路等につい

て、関係機関等と協議すること。また、

「高槻市自転車の駐車秩序の確立に関

する条例」（昭和 57 年高槻市条例第 21

号）に基づく自転車駐車場の設置につ

いて担当部署と協議すること。 

工事関連車両の通行経路等の工事中の交通安全に

関する計画については、工事着工前に学校などの関係

機関と協議します。また、自転車駐車場の設置につい

ても高槻市の担当部署と協議します。 
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市長の意見 事業者の見解 

 (14) 工事関連車両の通行により消防自

動車等緊急車両の通行に支障をきたさ

ないよう配慮すること。 

 工事関連車両については、古曽部西冠線の開通前は

本線に沿って設置される工事専用道路を、市道安満新

町天神線拡幅前は事業計画地内を通り上記の工事専

用道路まで至るよう計画しています。また、事業計画

地の工事関連車両出入口には交通誘導員を配置し、緊

急車両などが接近してきた場合には工事関連車両を

停止させるなど、適宜緊急用車両の通行に支障を来さ

ないようにします。これらを含め工事中の交通安全に

関する計画については、工事開始前に関係機関と協議

します。 

 (15) 工事関連車両の通行経路が幹線通

学路であることから、学校等に対して

事前に説明するとともに、児童及び園

児の安全に配慮すること。 

 工事着工前に周辺の幼稚園、学校等に工事関連車両

の運行予定等について説明します。また、工事中につ

いては、通学路のうち工事関連車両が通行する道路の

主要箇所に交通誘導員を配置し、交通安全を図る計画

です。 

 なお、交通安全に関する計画については、工事着工

前に関係機関（学校等を含む）と協議します。 

（廃棄物） 

(16) 事業系廃棄物の収集は、できるだ

け業者を統一する方向で検討するとと

もに、騒音などの影響がでないような

時間帯とすること。 

 

 事業系廃棄物の収集については、可能な範囲で同じ

収集業者に委託します。また、収集時間については、

深夜、早朝は避けるようにします。 

(17) 事業系廃棄物に関しては、リサイ

クルの徹底など、一層の減量に努める

こと。 

 事業系廃棄物については、減量に努めます。また、

賃貸の場合は、契約時に廃棄物の排出方法等について

説明し、リサイクルへの協力を周知します。 

(18) 集合住宅での厨芥類の廃棄物はデ

ィスポーザーで処理するとしているこ

とから、下水道の担当部署と協議する

こと。 

 ディスポーザー設置については、高槻市の下水道担

当部署等の関係機関と十分協議します。 

（地球環境） 

(19) 「大阪府温暖化の防止等に関する

条例」（平成 17 年大阪府条例第 100 号）

に基づく建築物環境配慮指針に従って

措置する建築物の環境配慮について、

可能な範囲で具体的に記載すること。

 

 現時点で計画している建築物の環境配慮事項につ

いては、評価書の「第５章 5.11 地球環境」の項に記

載しました。 
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市長の意見 事業者の見解 

(20) 積極的に屋上緑化や壁面緑化に努

めること。また、公園等の樹種は、地

域の特性に配慮して選定すること。 

 屋上緑化、壁面緑化については、施設建物の構造等

に配慮しながら可能な範囲で行います。また、公園の

樹種については、上宮天満宮の植物相等を参考に選定

します。 

（気象（ビル風）） 

(21) 大阪管区気象台の観測データを用

いて予測・評価しているが、計画地周

辺の観測データとは風向に違いがみら

れる。このため、計画地周辺の測定局

である高槻北局の観測データで予測・

評価し、これを評価書に併記すること。

 

 評価書においては、大阪管区気象台及び高槻北局の

観測データによる予測・評価を併せて記載しました。

(22) 村上式だけではなく風工学式で予

測・評価し、これを評価書に併記する

こと。 

評価書においては、村上式及び風工学式による予

測・評価を併せて記載しました。 

(23) 地上８ｍにおける建設前後での風

向ごとの風速比を評価書に記載するこ

と。 

 評価書においては、地上２ｍ相当高さ及び地上８ｍ

相当高さにおける建設前後での風向ごとの風速比を

地点ごとに記載しました 

(24) 計画地の防風対策（デッキ上の防

風対策を含む。）を適切に行うこと。 

 事業計画地内には予測結果に基づき、防風植栽など

適切な防風対策を実施します。また、デッキについて

も、歩路上に屋根を設置など、デッキの利用用途に応

じた適切な対策を実施します。 

（景観） 

 (25) 計画地を含む地域の自然的条件、

歴史的背景及び都市機能等の地域特性

に照らし、事業によって創出される景

観そのものが良好なものか、あるいは

周辺の景観と調和するか等について、

客観的かつ具体的に予測・評価するこ

と。 

事業計画地は都市域の中にあるものの緑地を豊か

に配するなど自然的景観を形成しつつ、事業計画地内

の車や人の通行がスムーズに行えるよう効果的な動

線を計画するなど都市機能も維持する計画です。ま

た、歴史的な背景に考慮し、西国街道に歴史的な雰囲

気を感じさせるモニュメントを設置するなどの検討

を行っています。以上のように、周辺との景観の調和

には充分配慮することとしており、景観についてはそ

れらの計画を踏まえ客観的かつ具体的に予測・評価を

行っています。 

 (26) 「高槻市緑地環境の保全及び緑化

の推進に関する条例」（昭和 61 年高槻

市条例第 44 号）に基づく緑化について

担当部署と協議すること。 

 緑化については、高槻市の緑化担当部署と協議しま

す。 
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 (27)  高槻市「高槻市都市景観形成要

綱」（平成元年４月）に基づく指導基準

に適合した建築物となるよう担当部署

と協議すること。 

高槻市「高槻市都市景観形成要綱」（平成元年４月）

に基づく指導基準に適合した建築物となるよう、高槻

市の都市計画担当部署と協議します。 

（文化財） 

 (28) 事業計画は、計画地周辺の文化

的・歴史的要素を考慮したものとする

こと。 

 

５つの景観軸を設定し、「変化と統一感」に富んだ

街並み形成を行うため、指針を定めた「まちづくりガ

イドライン」を作成しています。このなかで「高槻の

伝統を活かし、これからの高槻の歴史と文化を育んで

ゆく、趣のある街に」を共通認識とすることとしてお

り、施設のデザインや施設内での催しをとおして、計

画地周辺の文化的・歴史的要素を考慮していきます。

（事後調査計画） 

 (29) 騒音・低周波音・交通に加えて、

鉄軌道騒音及び気象（ビル風）につい

ても事後調査を実施すること。 

 

 施設完成後に鉄軌道騒音及び気象（ビル風）も含み、

事後調査を実施します。調査の内容については、評価

書の「第７章 事後調査計画」の項に記載しました。

 

 


