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は じ め に 

 

 

本環境影響評価書は、東海市及び知多市のごみ処理を広域化する西知多医療厚生組合ごみ

処理施設整備事業について、「愛知県環境影響評価条例」（平成 10 年愛知県条例第 47 号）に

基づき、平成 31 年（2019 年）３月に公表した環境影響評価準備書に対する知事意見等を踏

まえ、本事業に係る環境影響評価を行った結果についてまとめたものである。 
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(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.3-5 (445) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.3-6 (446) 

8.4 振動 ･････････････････････････････････････････････････････ 8.4-1 (449) 

8.4.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.4-1 (449) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.4-1 (449) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.4-5 (453) 

8.4.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.4-8 (456) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.4-8 (456) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.4-25 (473) 

8.5 悪臭 ･････････････････････････････････････････････････････ 8.5-1 (481) 

8.5.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.5-1 (481) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.5-1 (481) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.5-3 (483) 

8.5.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.5-5 (485) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.5-5 (485) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.5-6 (486) 

8.6 水質 ･････････････････････････････････････････････････････ 8.6-1 (489) 



 

8.6.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.6-1 (489) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.6-1 (491) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.6-4 (492) 

8.6.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.6-8 (496) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.6-8 (496) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.6-13 (501) 

8.7 地盤・土壌 ･･･････････････････････････････････････････････ 8.7-1 (503) 

8.7.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.7-1 (503) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.7-1 (503) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.7-4 (506) 

8.7.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.7-7 (509) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.7-7 (509) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.7-7 (509) 

8.8 地下水の状況及び地下水質 ･････････････････････････････････ 8.8-1 (513) 

8.8.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.8-1 (513) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.8-1 (513) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.8-4 (516) 

8.8.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.8-8 (520) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.8-8 (520) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.8-10 (522) 

   

［生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全］   

8.9 動物 ･････････････････････････････････････････････････････ 8.9-1 (527) 

8.9.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.9-1 (527) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.9-1 (527) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.9-8 (534) 

8.9.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.9-45 (571) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.9-45 (571) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.9-47 (573) 

8.10 植物 ･････････････････････････････････････････････････････ 8.10-1 (583) 

8.10.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.10-1 (583) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.10-1 (583) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.10-5 (587) 

8.10.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.10-11 (593) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.10-11 (593) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.10-12 (594) 

8.11 生態系 ･･･････････････････････････････････････････････････ 8.11-1 (597) 

8.11.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.11-1 (597) 



 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.11-1 (597) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.11-4 (600) 

8.11.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.11-25 (621) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.11-25 (621) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.11-27 (623) 

   

［人と自然との豊かな触れ合いの確保及び地域の歴史的文化的特性を生 

かした快適な環境の創造］ 

  

8.12 景観 ･････････････････････････････････････････････････････ 8.12-1 (635) 

8.12.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.12-1 (635) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.12-1 (635) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.12-4 (638) 

8.12.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.12-7 (641) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.12-7 (641) 

(2) 予測及び評価結果 ･････････････････････････････････････ 8.12-8 (642) 

8.13 人と自然との触れ合いの活動の場 ･･･････････････････････････ 8.13-1 (645) 

8.13.1 調査 ･････････････････････････････････････････････････ 8.13-1 (645) 

(1) 調査方法 ･････････････････････････････････････････････ 8.13-1 (645) 

(2) 調査結果 ･････････････････････････････････････････････ 8.13-4 (648) 

8.13.2 予測及び評価 ･････････････････････････････････････････ 8.13-7 (651) 

(1) 予測及び評価方法 ･････････････････････････････････････ 8.13-7 (651) 
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