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8.2 調査事項及び調査方法 

各会場等の調査事項及び調査手法は、以下に示すとおりである。 

なお、調査方法については、環境影響評価書案作成時の適切な時期に、その時点の事業計画内容、

設備計画、及び施工計画等に基づき、再検討を行う。 

 

8.2.1 オリンピックスタジアム 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.1-1 に示すとおりである。 

表 8.2.1-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等
の基準 

⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.1-2(既存資料調査)及び表 8.2.1-3(現地調査)に、現地調査地点は、図

8.2.1-1 及び図 8.2.1-3 に示すとおりである。 
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8.2.4 日本武道館 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.4-1 に示すとおりである。 

表 8.2.4-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の
基準 

⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、
ならびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出
ガスによる大気等の変化が考えられることから、
会場エリア及びその周辺について、左記の事項に
係る調査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.4-2(既存資料調査)及び表 8.2.4-3(現地調査)に、現地調査地点は、図

8.2.4-1 及び図 8.2.4-2 に示すとおりである。 

表 8.2.4-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考 

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質（SPM） 
・微小粒子状物質（PM2.5） 
・オゾン又は光化学オキシダント
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「千代田区環境ガイド」（千代田区） 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

 
 

最新の資料等
を参考とする。

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」（東京都） 
・「千代田区地域地区図」（千代田区） 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「千代田区地域地区図」（千代田区） 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の
基準 

・「環境基本法」（平成 5年法律第 91 号） 
・「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号） 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線防護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.8 有明アリーナ  

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.8-1 に示すとおりである。 

表 8.2.8-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.8-2(既存資料調査)及び表 8.2.8-3(現地調査)に、現地調査地点は、図

8.2.8-1 及び図 8.2.8-4 に示すとおりである。 
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2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.10-2(既存資料調査)及び表 8.2.10-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.8-1 及び図 8.2.8-4 に示すとおりである。 

表 8.2.10-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 
・「港区用途地域地区等図」（港区） 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 
・「港区用途地域地区等図」（港区） 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.11-2(既存資料調査)及び表 8.2.11-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.8-1 及び図 8.2.8-4 に示すとおりである。 

表 8.2.11-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 
・「港区用途地域地区等図」（港区） 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 
・「港区用途地域地区等図」（港区） 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.12-2(既存資料調査)及び表 8.2.12-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.8-1 及び図 8.2.8-4 に示すとおりである。 

表 8.2.12-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

① 気等の状況 
・二酸化窒素  
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 
・「港区用途地域地区等図」（港区） 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 
・「港区用途地域地区等図」（港区） 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.16 大井ホッケー競技場 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.16-1 に示すとおりである。 

表 8.2.16-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.16-2(既存資料調査)及び表 8.2.16-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.16-1 及び図 8.2.16-3 に示すとおりである。 

表8.2.16-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質（SPM） 
・微小粒子状物質（PM2.5） 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「しながわの環境と清掃・リサイクル｣ 
(品川区) 

・「大田区の環境調査」(大田区) 

・「環境放射線測定結果」（東京都） 

 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・｢品川区都市計画図｣（品川区） 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・｢品川区都市計画図｣（品川区） 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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表8.2.16-3 調査方法(現地調査) 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査(測定)手法 

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・浮遊粒子状物質（SPM）
・微小粒子状物質（PM2.5）
・オゾン 
・空間放射線量 

会場事業計画地及びその
周辺の土地利用状況を踏
まえ、会場エリア内の 1
地点とする。(図 8.2.16-1
参照) 

・二酸化窒素、浮遊粒子
状物質（SPM）、微小粒
子状物質（PM2.5）及び
オゾンについては、四
季×7 日間の調査を実
施する。 

・空間放射線量について
は、四季×1日間の調査
を実施する。 

・「二酸化窒素に係る環境
基準について」、「大気
の汚染に係る環境基準
について」、「微小粒子
状物質に係る環境基準
について」（公定法）に
定める測定方法によ
る。 

・「除染関係ガイドライン
（環境省）」に定める方
法に準拠する。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 

会場事業計画地及びその
周辺の気象条件を代表す
ると考えられる会場エリ
ア内の 1地点とする。(図
8.2.16-1 参照) 

大気等の状況の調査と同
時に実施する。 

「地上気象観測指針」(気
象庁)に定める方法に準
拠する。 

⑥自動車交通量等の状況 
・時間帯別、車種別、 
方向別交通量 

会場エリア周辺道路の 2
地点とする。(図 8.2.16-3
参照) 

平均的な交通状況を示す
と考えられる適切な時期
の平日・休日とし、24 時
間調査を実施する。 

数取計(ハンドカウン
ター)で車種別自動車台
数をカウントし、1時間毎
に記録する。 
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図 8.2.16-1 大気等調査地点 















 ①騒音・振動の状況 
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8.2.20 若洲オリンピックマリーナ 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.20-1 に示すとおりである。 

表 8.2.20-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.20-2(既存資料調査)及び表 8.2.20-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.20-1 及び図 8.2.20-4 に示すとおりである。 

表 8.2.20-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.21 葛西臨海公園 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.21-1 に示すとおりである。 

表 8.2.21-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.21-2(既存資料調査)及び表 8.2.21-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.21-1 及び図 8.2.21-3 に示すとおりである。 

表 8.2.21-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「安全で快適な環境に向けて」(江戸川区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
・「東京臨海部における自然環境調査委託調査

報告書」(東京都) 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江戸川区都市計画図」(江戸川区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江戸川区都市計画図」(江戸川区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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表 8.2.21-3 調査方法(現地調査) 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査(測定)手法 

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5)
・オゾン 
・空間放射線量 

会場事業計画地及びその
周辺の土地利用状況を踏
まえ、会場エリア内の 1
地点とする。(図 8.2.21-1
参照) 

・二酸化窒素、浮遊粒子
状物質（SPM）、微小粒
子状物質（PM2.5）及び
オゾンについては、四
季×7 日間の調査を実
施する。 

・空間放射線量について
は、四季×1日間の調査
を実施する。 

・「二酸化窒素に係る環境
基準について」、「大気
の汚染に係る環境基準
について」、「微小粒子
状物質に係る環境基準
について」（公定法）に
定める測定方法によ
る。 

・「除染関係ガイドライン
（環境省）」に定める方
法に準拠する。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 

会場事業計画地及びその
周辺の気象条件を代表す
ると考えられる会場エリ
ア内の 1地点とする。(図
8.2.21-1 参照) 

大気等の状況の調査と同
時に実施する。 

「地上気象観測指針」(気
象庁)に定める方法に準
拠する。 

⑥自動車交通量等の状況 
・時間帯別、車種別、 
方向別交通量 

会場エリア周辺道路の 1
地点とする。(図 8.2.21-3
参照) 

平均的な交通状況を示す
と考えられる適切な時期
の平日・休日とし、24 時
間調査を実施する。 

数取計(ハンドカウンタ
ー)で車種別自動車台数
をカウントし、1時間毎に
記録する。 
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8.2.22 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.22-1 に示すとおりである。 

表 8.2.22-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.22-2(既存資料調査)及び表 8.2.22-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-1 及び図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表8.2.22-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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図 8.2.22-1 大気等調査地点 





















































- 1109 - 

8.2.23 夢の島ユース・プラザ・アリーナ B 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.23-1 に示すとおりである。 

表 8.2.23-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.23-2(既存資料調査)及び表 8.2.23-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.23-1 及び図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表8.2.23-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 

 















- 1116 - 

(5) 騒音・振動 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.23-12 に示すとおりである。 

表 8.2.23-12 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①騒音・振動の状況 
②土地利用の状況 
③発生源の状況 
④自動車交通量等の状況 
⑤地盤及び地形の状況 
⑥騒音・振動に関する法令等の基準
⑦その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴う関係者等の移動
による騒音及び振動の影響が考えられることから、
会場エリア及びその周辺について、左記の事項に係
る調査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.23-13(既存資料調査)及び表 8.2.23-14(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表 8.2.23-13 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①騒音・振動の状況 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「道路交通騒音振動調査結果報告書」(東京都) 

最新の資
料を参考
とする。

②土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

③発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

④自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑤地盤及び地形の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

⑥騒音・振動に関する法令等の基
準 

・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「騒音規制法」(昭和 43 年法律第 98 号) 
・「振動規制法」(昭和 51 年法律第 61 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 

⑦その他 ・その他必要な資料 
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(6) 景観 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.23-15 に示すとおりである。 

表 8.2.23-15 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地域景観の特性 
②景観資源の状況 
③眺望地点の状況 
④眺望景観の状況 
⑤緑視率の状況 
⑥土地利用の状況 
⑦法令等による基準等 
⑧東京都等の計画等の状況 
⑨その他 

開催前の施設の存在による主要な景観の構成要素
の改変及びその改変による地域景観の特性の変化、
代表的な眺望地点からの眺望の変化、貴重な景勝地
の消滅の有無又は改変の程度、緑視率の変化及び景
観阻害要因の変化が考えられることから、会場エリ
ア及びその周辺について、左記の事項に係る調査が
必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.23-16(既存資料調査)及び表 8.2.23-17(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-4 に示すとおりである。 

表 8.2.23-16 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①地域景観の特性 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「地形図」(国土地理院) 
・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京都景観計画」(東京都) 
・「江東区景観計画」(江東区) 

最新の資
料を参考
とする。

②景観資源の状況 ・「東京都景観計画」(東京都) 
・「江東区景観計画」(江東区) 

③眺望地点の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京都景観計画」(東京都) 
・「江東区景観計画」(江東区) 
・「航空写真」 

④眺望景観の状況 ・「東京都景観計画」(東京都) 
・「江東区景観計画」(江東区) 

⑤土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥法令等による基準等 ・「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号) 
・「江東区都市景観条例」（江東区） 

⑦東京都等の計画等の状況 ・「東京都景観計画」(東京都) 
・「江東区景観計画」(江東区) 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.24 夢の島公園 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.24-1 に示すとおりである。 

表 8.2.24-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、開
催中の大会の運営ならびに開催後の工事用車両の
走行及び建設機械の稼働に伴い発生する排出ガス
による大気等の変化が考えられることから、会場エ
リア及びその周辺について、左記の事項に係る調査
が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.24-2(既存資料調査)及び表 8.2.24-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-1 及び図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表 8.2.24-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 

 





















































- 1159 - 

8.2.25 夢の島競技場 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.25-1 に示すとおりである。 

表 8.2.25-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、開
催中の大会の運営、ならびに開催後の工事用車両の
走行及び建設機械の稼働に伴い発生する排出ガス
による大気等の変化が考えられることから、会場エ
リア及びその周辺について、左記の事項に係る調査
が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.25-2(既存資料調査)及び表 8.2.25-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-1 及び図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表 8.2.25-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.26 オリンピックアクアティクスセンター 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.26-1 に示すとおりである。 

表 8.2.26-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、開
催中の大会の運営、ならびに開催後の工事用車両の
走行及び建設機械の稼働に伴い発生する排出ガス
による大気等の変化が考えられることから、会場エ
リア及びその周辺について、左記の事項に係る調査
が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.26-2(既存資料調査)及び表 8.2.26-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-1 及び図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表 8.2.26-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素  
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.27 ウォーターポロアリーナ 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.27-1 に示すとおりである。 

表 8.2.27-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、開
催中の大会の運営、ならびに開催後の工事用車両の
走行及び建設機械の稼働に伴い発生する排出ガス
による大気等の変化が考えられることから、会場エ
リア及びその周辺について、左記の事項に係る調査
が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.27-2(既存資料調査)及び表 8.2.27-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.22-1 及び図 8.2.22-3 に示すとおりである。 

表 8.2.27-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「江東区環境白書」(江東区) 
・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 

(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「江東区都市計画図」(江東区) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.28 武蔵野の森総合スポーツ施設 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.28-1 に示すとおりである。 

表 8.2.28-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催前の工事用車両の走行及び建設機械の稼働、な
らびに開催中の大会の運営に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.28-2(既存資料調査)及び表 8.2.28-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.28-1、3 に示すとおりである。 

表 8.2.28-2 調査方法(既存資料調査) 

調査事項 調査範囲等 使用する主な資料 備 考

①大気等の状況 
・二酸化窒素 
・二酸化硫黄 
・一酸化炭素 
・浮遊粒子状物質(SPM) 
・微小粒子状物質(PM2.5) 
・オゾン又は光化学オキシダント 
・ダイオキシン類 
・空間放射線量 等 

会場エリア
及びその周
辺地域 

・「大気汚染常時測定局測定結果報告」 
(東京都) 

・「環境放射線測定結果」（東京都） 
 

 

最新の資
料等を参
考 と す
る。 

②気象の状況 
・風向 
・風速 
・大気安定度 等 

・「気象庁年報」(気象業務支援センター) 
・「アメダス年報」(気象業務支援センター) 
・「地上気象観測日原簿」(気象庁) 
・「大気汚染常時測定局測定結果報告」(東京都) 

③地形及び地物の状況 ・「地形図」(国土地理院) 
・「土地分類基本調査」(国土地理院) 
・「東京都総合地盤図」(東京都) 

④土地利用の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「東京の土地利用」(東京都) 
・「調布市都市計画図」(調布市) 
・「府中市都市計画図」(府中市) 
・「三鷹市都市計画図」(三鷹市) 

⑤発生源の状況 ・「東京都土地利用現況図」(東京都) 
・「調布市都市計画図」(調布市) 
・「府中市都市計画図」(府中市) 
・「三鷹市都市計画図」(三鷹市) 

⑥自動車交通量等の状況 ・「道路交通センサス 一般交通量調査結果」 
(東京都) 

⑦大気等に関する法令等の基準 ・「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号) 
・「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第 97 号) 
・「環境確保条例」(東京都) 
・「国際放射線保護委員会勧告」 

⑧その他 ・その他必要な資料 
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8.2.31 選手村 

(1) 大気等 

1) 調査事項 

調査事項及びその選択理由は、表 8.2.31-1 に示すとおりである。 

表 8.2.31-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等の基準 
⑧その他 

開催中の大会の運営、ならびに開催後の工事用車両
の走行及び建設機械の稼働に伴い発生する排出ガ
スによる大気等の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

2) 調査方法 

調査方法は、表 8.2.31-2(既存資料調査)及び表 8.2.31-3(現地調査)に、現地調査地点は、

図 8.2.31-1、3 に示すとおりである。 
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