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２００５年１月１９日 

 

 

空港島及び空港対岸部に係る環境監視計画の策定について

 愛知県企業庁及び中部国際空港株式会社は、「空港島及び空港対岸部に係る環境監視計画」を策定し

ましたのでお知らせします。 

 ２００５年２月１７日の中部国際空港（セントレア）開港日からこの環境監視計画に基づき環境監視

を行うこととしております。 

 この環境監視計画は、次の２つの調査内容から成っています。 

 

１ 空港島等の存在に係る調査 

 

 中部国際空港用地、空港島地域開発用地及び空港対岸部用地の存在に伴う水質汚濁、海水の流れ等

の影響を把握することを目的とし、企業庁と中部国際空港株式会社が、工事中の環境監視に引き続き

共同で調査を実施します。 

２ 空港の供用に係る調査 

 

 中部国際空港の供用に伴う航空機騒音等が、周辺地域に及ぼす影響を把握することを目的とし、中

部国際空港株式会社が新たに調査を実施します。 

 航空機騒音につきましては、常滑市、美浜町、弥富町及び木曽岬町の４地点において年間を通じて

連続測定を行う常時監視局を設置するとともに、３７市町村４１ 地点において開港時調査を２月か

ら８月にかけて２回行い、当該調査結果を基に定期監視地点を選定していきます。 

 この環境監視計画は、学識経験者で構成される「空港島及び対岸部の環境監視に関する検討委員会」

及び周辺関係自治体の意見を聴き、とりまとめました。 

 これらの環境監視結果につきましては、旅客ターミナルビル内に設置します情報コーナーやインター

ネット等により広く公開していきます。 

 なお、空港島等の建設工事に伴う周辺環境への影響を監視するために策定した「中部国際空港建設事

業及び空港島地域開発用地埋立造成事業並びに空港対岸部埋立造成事業に係る工事中の環境監視計画」

は、平成１７年２月１６日をもって廃止します。 

 

ホームページアドレス 

・愛知県企業庁     http://www.pref.aichi.jp/kigyo-chosei/ 

・中部国際空港株式会社 http://www.centrair.jp/

別添資料 

資料１ 「空港島及び空港対岸部に係る環境監視計画」の概要 

資料２ 空港島及び空港対岸部に係る環境監視計画（平成 17 年 2 月 中部国際空港㈱ 愛知県）        

以上 

http://www.pref.aichi.jp/kigyo-chosei/
http://www.centrair.jp/
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「空港島及び空港対岸部に係る環境監視計画」の概要 

 
１ 環境監視についての基本的な考え方  
（１）環境監視の目的 

空港島等の存在及び中部国際空港の供用に伴う環境に及ぼす影響を把握し、

必要に応じて適切な措置を講じることにより環境の保全を図るとともに、環境

監視の結果を広く一般に公開し、事業に対する理解の促進に努める。 

                                                

（２）環境監視計画の策定 

   存在に係る環境監視については、中部国際空港株式会社及び愛知県企業庁

が、空港の供用に係る環境監視については、中部国際空港株式会社が計画

内容を定める。環境監視計画については、必要に応じて見直しを行う。 

   

（３）環境監視の実施 

      環境監視については、環境監視計画に基づいて適切に実施する。 

   環境監視に当たっては、日常的にデータの検討を行うとともに、迅速な環

境保全の措置を講じることができる体制の整備を図る。 

 

（４）環境監視結果の評価 

      環境監視結果については、「空港島及び対岸部の環境監視に関する検討委員

会」で公正・中立な評価を受ける。 

      評価に当たっては、周辺地域に与える影響の程度を環境監視結果をもとに

行政機関等の一般環境データを参考として、環境基準や周辺地域の経年的な

環境変化の傾向等と対比するなど、科学的・客観的に行う。 

   

（５）対策 

   環境監視結果等から何らかの異常があると認められる場合については、 関

係機関と連携して原因を究明するとともに、事業による環境への影響が認め

られる場合には、適切な対応を行う。 

      

 （６）環境監視結果の公開等 

       環境監視結果については、情報コーナーやインターネット等を用いて環境

監視データの速報及び環境監視の評価結果を一般公開する。月報、年報に

ついては、岐阜・愛知・三重県、名古屋市、関係市町村等に報告する。  
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２ 環境監視計画 

（１）空港島等の存在に係る調査（監視計画P9参照） 

空港島等の存在に係る調査は、工事中の環境監視に引き続き、中部国際

空港株式会社及び愛知県企業庁が実施する。  
調査の内容は、海水の流れ、水質、汀線、海域生物、鳥類等の調査を行

う。  
 

（２）空港の供用に係る調査（監視計画P10参照） 

    空港の供用に係る調査は、中部国際空港株式会社が実施する。 

調査の内容は、空港の開港に合わせ、新たに航空機騒音調査（調査地点：

別紙参照）を行うとともに、大気質等の調査を行う。  
    ・航空機騒音 常時監視４地点 

           開港時調査４１地点 

           定期監視は開港時調査結果から調査地点を選定 

 

（３）環境監視情報処理システム 

各種調査データの収集・処理を迅速かつ効率的に取り扱うため、テレメ

ータシステム及びコンピュータを用いたデータ処理システムによってデー

タの収集・処理、管理を行う。 
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 別紙  

                               別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          図 航空機騒音監視地点 
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<航空機騒音監視地点一覧表> 
 

１ 航空機騒音常時監視地点 

地 点 場      所 

① 常滑市立鬼崎中学校 

② 美浜町野間（ちびっこ広場） 

③ 弥富町立大藤小学校 

④ 木曽岬町南部クリーンセンター 

 

２ 開港時調査地点 
 (1) 愛知県知多地区   (4) 三重県 

地 点 場      所 地 点 場      所 

T1 東海市立緑陽小学校 M1 桑名市立多度中学校 

T2 大府市立みどり公園 M2 桑名市消防団長島方面団第四分団車庫

T3 知多市立知多中学校 M3 桑名市役所 

T4 知多市大草公民館 M4 木曽岬町農村集落多目的共同利用施設

T5 東浦町南部ふれあいセンター M5 朝日町役場 

T6 阿久比町立南部小学校 M6 川越町立総合体育館 

T7 常滑市立常滑西小学校 M7 四日市市海蔵地区市民センター 

T8 半田市どんぐり園 M8 楠町役場 

T9 武豊町配水池 M9 鈴鹿市長太公民館 

T10 美浜町上野間公民館 M10 伊勢市豊浜コミュニティセンター 

T11 南知多町町民会館体育館 M11 鳥羽市答志公民館 

T12 南知多町立師崎小学校 M12 二見町社会福祉会館 

  (2) 愛知県海部津島地区   (5) 岐阜県 

地 点 場      所 地 点 場      所 

A1 八開村役場 G1 海津町立大江小学校 

A2 美和町役場 G2 南濃町立石津幼稚園 

A3 甚目寺町役場   (6) 名古屋市 

A4 佐織町役場 地 点 場      所 

A5 立田村役場 N1 名古屋市中川区役所富田支所 

A6 津島市役所 

A7 七宝町役場 

A8 大治町役場 

A9 佐屋町役場 

A10 蟹江町役場 

A11 十四山村立西部小学校 

A12 飛島村立飛島小学校 

A13 弥富町立二葉保育所 

  (3) 愛知県渥美町 

地 点 場      所 

AT1 渥美町役場 
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第１章 環境監視についての基本的な考え方  

 
  本計画は、２００５年２月１７日からの中部国際空港の供用に伴う航空機騒音等の周  

 辺地域に対する環境影響を把握するため、また、引き続き中部国際空港用地、空港島地  

 域開発用地及び空港対岸部用地（以下、「空港島等」という）の存在に伴う水質汚濁、

海水の流れ等の影響を把握するため、関係事業者の責任において自主的に環境監視を実

施する内容を定めたものである。 

    なお、「中部国際空港建設事業及び空港島地域開発用地造成事業並びに空港対岸部埋 

 立造成事業に係る工事中の環境監視計画」については、２００５年２月１６日をもっ

て廃止する。 

 

１．１ 環境監視の目的 

（１）空港島等の存在及び中部国際空港の供用に伴う環境に及ぼす影響を把握し、

必要に応じて適切な措置を講じることにより環境の保全を図る。 

    （２）環境監視の結果を広く一般に公開し、事業に対する理解の促進に努める。 

                                                
１．２  環境監視計画の策定 

     調査項目、調査地点、調査頻度などの環境監視計画の具体的な内容は、事業計画、 

  空港島等周辺の環境調査結果及び環境影響評価書の内容を踏まえ設定する。 

      環境監視計画の策定に当たっては、各専門分野の学識経験者で構成される第三 

   者機関（空港島及び対岸部の環境監視に関する検討委員会（以下、「委員会」 と 

    いう））及び事業実施区域周辺の関係自治体の意見を聴く。 

      存在に係る環境監視については、中部国際空港株式会社及び愛知県企業庁が、   

  空港の供用に係る環境監視については、中部国際空港株式会社が計画内容を定め  

  る。 

     なお、環境監視計画については、必要に応じて見直しを行う。 

   

１．３  環境監視の実施 

         環境監視については、環境監視計画に基づいて適切に実施する。 

     環境監視に当たっては、日常的にデータの検討を行うとともに、迅速な環境保  

       全の措置を講じることができる体制の整備を図る。 

 

１．４  環境監視結果の評価 

         環境監視結果については、委員会で公正・中立な評価を受ける。 

          評価に当たっては、周辺地域に与える影響の程度を環境監視結果を基に行政機

関等の一般環境データを参考として、環境基準や周辺地域の経年的な環境変化の

傾向等と対比するなど、科学的・客観的に行う。 
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１．５ 対策 

      環境監視結果等から何らかの異常があると認められる場合については、関係機  

関と連携して原因を究明するとともに、事業による環境への影響が認められる場合 

   には、適切な対応を行う。 

      
１．６ 環境監視結果の公開等 

        環境監視結果については、情報コーナーやインターネット等を用いて環境監視デ  

      ータの速報及び環境監視の評価結果を一般公開する。 

    監視結果の公開方法は、次のとおりとし、月報、年報については、岐阜・愛知・ 

   三重県、名古屋市、関係市町村等に報告する。 

      ＜環境監視結果の公開方法＞    
      ・ セントレア情報コーナーでのパソコン上でデータの公開 

          ・  セントレア情報コーナー等での月報及び年報の公開 

           ・  インターネットによるデータの公開 

 

        また、環境監視に係る調査項目や調査地点などをまとめたリーフレットを作成し、  

   環境に関する理解や関心を深めていただくとともに、環境用語解説や環境クイズな  

   ど環境を楽しく学べる機能を中部国際空港株式会社が設置するセントレア情報コ

ーナーに整備する。          
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図１ 環境監視の概念図 
 

環境監視計画の策定

注２ 

注 1：日々の調査データを整理・検討した結果から、事業による環境への影響が認められ

る場合には、適切な対策を講じる。 

注 2：調査データについて、年間を通して評価された結果から、事業による環境への影響

が認められる場合には、適切な対策を講じる。 

調       査

調査データの収集・公開

調査データの整理・検討

年間環境監視結果

の評価 

環境監視結果（年報）

の公開 

対 策 の 検 討 注 1 

対 策 の 実 施 

環境監視計画の見直し 
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第２章  環境影響要因 

 

２．１  環境影響要因 

        空港関連事業に係る環境影響要因として、空港用地と地域開発用地を有する空 

   港島及び空港対岸部用地の存在があり、また、中部国際空港の運用に伴う航空機    

   の運航等がある。 

 

２．２  空港島及び空港対岸部の存在 

（１）場所（図２－１参照） 

      愛知県常滑市セントレア（空港島） 

常滑市りんくう町（空港対岸部） 

（２）規模 

    空港島      ５８０ｈａ 

     空港対岸部    １２３ｈａ 

 

２．３  空港計画 

（１）航空機の運航 

   ア  飛行経路（図２－２、２－３参照） 

   イ  滑走路        １本、３５００ｍ 

   ウ  飛行機材      B747、B767、B777、MD91、DC10、A300等 

  エ  離着陸回数    約１３万回／年（２０２５年） 

 

（２）空港施設概要 

      離着陸施設（滑走路、誘導路、航空保安施設等） 

      エプロン 

       航空旅客取扱施設（国内・国際旅客ターミナルビル、機内食工場等） 

       航空貨物取扱施設（国内・国際貨物取扱施設） 

       管理施設（庁舎、管制塔、空港管理棟等） 

       供給処理施設（航空機給油施設、エネルギー供給施設等） 

       その他施設（道路等） 
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              図２－１ 空港島及び空港対岸部の場所及び形状   
 

 空港対岸部用地 

  空港島地域開発用地 

  空港島用地 

空港島及び空港対岸部

６工区（6-1、6-2 工区）
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    ＊出発５０００フィート以下・到着３０００フィート以下で飛行すると予想される区域  

      
図２－２ 飛行経路（北向き運用：６～２３時）       
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     ＊出発５０００フィート以下・到着３０００フィート以下で飛行すると予想される区域  
 
      図２－３ 飛行経路（南向き運用：６～２３時）  
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第３章 環境監視計画  

 

３．１  調査 

（１）調査の考え方 

      事業の実施が環境に及ぼす影響を適切に把握するため、以下の考え方に基づき調  

査を実施する。 

      なお、必要に応じて原因を究明するための調査や周辺環境の基礎情報を収集するた

めの調査を実施する。 

  ア  調査項目 

      空港島等の存在や空港の供用に伴う環境影響、空港島等周辺の環境調査結果、環境 

  影響予測項目を踏まえ、「大気質」、「騒音」、「海水の流れ」、「水質」、「底質」、「汀

線」、「海域生物」、「鳥類」、「海浜植物」を設定する。 

 

  イ  調査地点等 

      地域の環境特性を考慮して、空港島等の存在や空港の供用による周辺環境への影響 

  の程度が的確に把握できるよう配慮し設定する。 

 

  ウ  調査期間 

      調査項目ごとに周辺環境への影響の程度を考慮して設定する。 

 

  エ  調査頻度・時期 

      調査項目毎の環境質の特性、空港島等の存在や空港の供用に伴う環境負荷の発生状  

  況に応じ、環境の的確な把握が行えるように設定する。 

 

  オ  調査方法 

      各種法令やJIS等に規定されているものについては、これらに準拠し、規定がないも

のについては、計測の信頼性、確実性、迅速性を考慮して設定する。 

      なお、調査に当たっては、できる限り環境への負荷の少ない手法を用いる。 
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（２）調査の内容 

 ア 空港島等の存在に係る調査 

 （ア）調査の実施主体 

    中部国際空港株式会社、愛知県企業庁 

 
 (イ) 調査の内容 
  調査の内容は次のとおりである。 

調 査 項 目 調査地点等 
調査  

頻度・時期
調査方法

海水の流

れ 注１ 

流向、流速 図３－１ 

（３点[２層]） 

四季  

（30 日間）

表３－１

水温、塩分、濁度、透明度、pH、DO 図３－１ 

（8点[２層]）注２ 

日１回 表３－２

SS、VSS 図３－１ 

（8点[２層]）注２ 

週１回 表３－２

水質 

 

 

 

 

  注１ 

水温、塩分、pH、DO 、COD、T-N、NH４-N、NO２-N、

NO３-N、T-P、PO４-P、ｸﾛﾛﾌｨﾙ a 

図３－２ 

（６点[２層]） 

月１回 表３－２

底質 泥温、粒度分布、含水率、pH、強熱減量、COD、 

全硫化物、T-N、T-P 

図３－２ 

（６点） 

四季 表３－３

汀線 図３－３ 

（大野～内海） 

年１回 

 

表３－４

プランクトン（植物、動物）、魚卵・稚仔魚 図３－２ 

（６点） 

四季 表３－５

底生生物 図３－２ 

（６点） 

四季 表３－６

小型底びき網漁獲試験 魚類等 

ぱっち網漁獲試験 

図３－４ 

（３点） 

四季 表３－７

藻場生物、 

干潟生物、 

潮間帯生物 

生息生育状況 図３－５ 

（１２測線） 

四季 表３－８

海域生物 

藻場（アマモ場分布） 図３－５ 

（常滑港～冨具崎）

繁茂期 表３－８

カワウ 生息数、就塒状況 図３－６（１地点[鵜

の山ウ繁殖地周辺]） 

育雛期・ 

非育雛期 

表３－９鳥類 

カモメ類等

水鳥・カワウ 

出現状況 図３－６（知多半島

西岸 25 地点、空港

島 2 測線、空港対

岸部 1 測線） 

隔月 表３－９

海浜植物 ゴキヅル、スナ

ビキソウ、ネコ

ノシタ、ビロー

ドテンツキ 

生育状況 図３－７ 

（６地点） 

７～９月 表３－10

注１）海水の流れ、水質の調査点について、水深５ｍ以浅は１層のみで調査する。 

  ２）水質の日調査、週調査については、空港島の６工区の工事に伴う濁りの確認調査として

２００５年８月まで行うものである。 

  ３）上記調査の期間については、カモメ類等水鳥・カワウの出現状況調査については、概ね

２００９年度末を目途とし、その他の調査については、概ね２００６年度末までを目途とする。

    なお、今後の環境監視結果を考慮し、必要に応じて調査項目、調査地点等、調査頻度・時期、

調査期間等の見直しを行う。 
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  イ 空港の供用に係る調査 

 （ア）調査の実施主体 

    中部国際空港株式会社 

   
 （イ）調査内容 

  調査の内容は次のとおりである。 
調 査 項 目 調査地点等 

調 査 

頻度・時期 
調査方法

風向、風速、気温、湿度、 

NOX(NO,NO2)、SO2、CO、SPM、Ox、HC

図３－８ 

 (１地点) 

常時   

   注１ 

表３－11

  

大気質 一般環境 

風向、風速、気温、湿度、 

NOX(NO,NO2)、SO2、CO、SPM、Ox、HC

図３－８ 

（１地点） 

四季     

    注１ 

表３－11

  

常時監視 

 

図３－９ 

（４地点） 

常時 表３－12

開港時調査 図３－９    

（４１地点） 

年２回 表３－12

航空機騒音 

 

 

定期監視 図３－９ 

（開港時調査結果

を踏まえ選定）注２

四 季 又 は

年１回 

表３－12

騒音 

航空機による低周波音 図３－９ 

（４地点） 

年２回  

   注１ 

表３－13

 

鳥類 ワシタカ類

等渡り鳥 

渡りの状況 図３－６ 

（３地点） 

秋    

   注１ 

表３－9 

 

注１）大気質、低周波音、鳥類調査については、概ね２００９年度末を目途とする。 

   なお、今後の環境監視結果を考慮し、必要に応じて調査項目、調査地点等、調査頻度・時期、

  調査期間の見直しを行う。 

 ２）航空機騒音に係る定期監視の調査地点については、２００５年２月～８月に図３－９の４１地

  点で実施する開港時調査結果を踏まえ、選定する。 
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図３－１ 水質（日・週調査）及び海水の流れの調査点 
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図３－２ 水質（月調査）、底質及び海域生物（ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ、魚卵・稚仔魚、底生生物）の調査点 
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図３－３ 汀線の調査範囲  
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図３－４ 海域生物（魚類等）の調査点  
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図３－５ 海域生物（藻場生物､干潟生物､潮間帯生物､藻場(アマモ場分布)）の調査測線等 
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図３－６ 鳥類（カワウ、カモメ類等水鳥・カワウ、ワシタカ類等渡り鳥）の調査地点  
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              図３－７ 海浜植物調査地点        

                           

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         

 
 
 

図３－７ 海浜植物調査地点                     
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図３－８ 大気質（一般環境）の調査地点  
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図３－９ 航空機騒音、低周波音の調査地点 
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<航空機騒音・低周波音監視地点一覧表>

 

１ 航空機騒音常時監視・低周波音監視地点

地 点 場      所 

① 常滑市立鬼崎中学校 

② 美浜町野間（ちびっこ広場） 

③ 弥富町立大藤小学校 

④ 木曽岬町南部クリーンセンター 

 

２ 開港時調査地点 

 (1) 愛知県知多地区   (4) 三重県 

地 点 場      所 地 点 場      所 

T1 東海市立緑陽小学校 M1 桑名市立多度中学校 

T2 大府市立みどり公園 M2 桑名市消防団長島方面団第四分団車庫

T3 知多市立知多中学校 M3 桑名市役所 

T4 知多市大草公民館 M4 木曽岬町農村集落多目的共同利用施設

T5 東浦町南部ふれあいセンター M5 朝日町役場 

T6 阿久比町立南部小学校 M6 川越町立総合体育館 

T7 常滑市立常滑西小学校 M7 四日市市海蔵地区市民センター 

T8 半田市どんぐり園 M8 楠町役場 

T9 武豊町配水池 M9 鈴鹿市長太公民館 

T10 美浜町上野間公民館 M10 伊勢市豊浜コミュニティセンター 

T11 南知多町町民会館体育館 M11 鳥羽市答志公民館 

T12 南知多町立師崎小学校 M12 二見町社会福祉会館 

  (2) 愛知県海部津島地区   (5) 岐阜県 

地 点 場      所 地 点 場      所 

A1 八開村役場 G1 海津町立大江小学校 

A2 美和町役場 G2 南濃町立石津幼稚園 

A3 甚目寺町役場   (6) 名古屋市 

A4 佐織町役場 地 点 場      所 

A5 立田村役場 N1 名古屋市中川区役所富田支所 

A6 津島市役所 

A7 七宝町役場 

A8 大治町役場 

A9 佐屋町役場 

A10 蟹江町役場 

A11 十四山村立西部小学校 

A12 飛島村立飛島小学校 

A13 弥富町立二葉保育所 

  (3) 愛知県渥美町 

地 点 場      所 

AT1 渥美町役場 
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表３－１ 海水の流れ 
項     目 調 査 方 法 

 流向・流速  電磁流向流速計を用いる方法 
 
                 表３－２ 水質 

項     目 調 査 方 法 
 水温  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 塩分 「海洋観測指針」（気象庁編、1999 年版）に定める方法 
 濁度  透過散乱方式による方法 
 透明度 「海洋観測指針」（気象庁編、1999 年版）に定める方法 
 ｐＨ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＤＯ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＳＳ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＶＳＳ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＣＯＤ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 Ｔ－Ｎ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＮＨ４－Ｎ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＮＯ２－Ｎ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＮＯ３－Ｎ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 Ｔ－Ｐ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 ＰＯ４－Ｐ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に定める方法 
 クロロフィルａ 「海洋観測指針」（気象庁編、1999 年版）に定める方法 

 
表３－３ 底質 

項     目 調 査 方 法 
 泥温  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に準ずる方法 
 粒度分布  ＪＩＳ Ａ 1204－2000 に定める方法 
 含水率 ｢底質調査方法｣(昭和 63 年環水管第 127 号)Ⅱに定める方法

 ｐＨ  ＪＩＳ Ｋ 0102－1998 に準ずる方法 
 強熱減量 ｢底質調査方法｣(昭和 63 年環水管第 127 号)Ⅱに定める方法

 ＣＯＤ ｢底質調査方法｣(昭和 63 年環水管第 127 号)Ⅱに定める方法

 全硫化物 ｢底質調査方法｣(昭和 63 年環水管第 127 号)Ⅱに定める方法

 Ｔ－Ｎ ｢底質調査方法｣(昭和 63 年環水管第 127 号)Ⅱに定める方法

 Ｔ－Ｐ ｢底質調査方法｣(昭和 63 年環水管第 127 号)Ⅱに定める方法
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表３－４ 汀線 
項     目 調 査 方 法 

 汀線  汀線測量 
 

表３－５ プランクトン、魚卵・稚仔魚 
項     目 調 査 方 法 

 植物プランクトン  バンドーン型採水器で採水後、種の同定及び細胞数の

計数 

 動物プランクトン  北原式定量ネットで採集後、種の同定及び個体数の計

数 

 魚卵・稚仔魚  改良型ノルパックネットで採集後、種の同定及び個体

数の計数 
 

表３－６ 底生生物 
項     目 調 査 方 法 

 底生生物  スミス・マッキンタイヤ型採泥器で採泥後、種の同定

及び個体数、湿重量の計測 
 

表３－７ 魚類等 
項     目 調 査 方 法 

 小型底びき網漁獲試験  出現種及び個体数の調査 
 ぱっち網漁獲試験  出現種及び個体数の調査 

 
表３－８ 藻場生物、干潟生物、潮間帯生物、藻場（アマモ場分布） 
項     目 調 査 方 法 

 藻場生物生息生育状況  海草藻類、葉上動物、底生生物について、枠採り採取

等後、種の同定及び個体数、湿重量の計測 

 干潟生物生息生育状況  植物、底生生物について、枠採り採取後、種の同定及

び個体数、湿重量の計測 
 潮間帯生物生息生育 
 状況 

 植物・動物について、枠採り採取後、種の同定及び個

体数、湿重量の計測 
 アマモ場分布  航空写真及び目視観察による藻場の分布状況の把握 

   注）空港島及び空港対岸部における調査は、藻場生物（海草藻類、大型底生生物）、         

潮間帯生物（付着生物）の分布状況の把握を行う。人工海浜部における調査は、干潟生

物（底生生物）の分布状況の把握を行う。 
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表３－９ 鳥類 
項     目 調 査 方 法 

 カワウ  目視観察及び写真等判読による個体数の計数 
 カモメ類等水鳥・カワウ 
 出現状況  目視観察による出現個体数の計数 

 カモメ類等水鳥・カワウ 
 行動種類別出現個体数  目視観察による行動種別出現個体数の計数 

 ワシタカ類等渡り鳥 
 目視観察による種の同定及び渡り個体数の計数    

 目視観察、レーダー、レーザー測遠器による渡り経路

 の計測 
 

表３－１０ 海浜植物 
項     目 調 査 方 法 

ゴキヅル、スナビキソウ、ネ

コノシタ、ビロードテンツキ  目視観察による生育株数の計数及び生育面積の計測 

 
表３－１１ 大気質（一般環境） 

項     目 調 査 方 法 
 風向・風速 風車型風向風速計を用いる方法 
 気温 白金抵抗式温度計を用いる方法 
 湿度 電気式湿度計を用いる方法 

一酸化窒素 窒 素 
酸化物 二酸化窒素 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる

化学発光法 

 二酸化硫黄 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 
 一酸化炭素 非分散型赤外分析計法 
 浮遊粒子状物質 ベータ線吸収法 
 光化学オキシダント 紫外線吸収法 
 炭化水素（メタン、非 
 メタン炭化水素） 水素炎イオン検出器付ガスクロマト法 

 
表３－１２ 航空機騒音 

項     目 調 査 方 法 

 航空機騒音 
 「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和４８年環

境庁告示第１５４号）及び「航空機騒音監視測定マニュ

アル」（昭和６３年環境庁大気保全局編）に定める方法 
 

表３－１３ 航空機による低周波音 
項     目 調 査 方 法 

 航空機による低周波音 「低周波音の測定方法に関するマニュアル 」

（平成１２年環境庁大気保全局編）に定める方法 
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３．２  環境監視情報処理システム 

        各種調査データの収集・処理を迅速かつ効率的に取り扱うため、テレメータシ     

   ステム及びコンピュータを用いたデータ処理システムによってデータの収集・処    

   理、管理を行う。 

        環境監視情報処理システム機能概要図は、図４のとおりである。 

 

    
 

         図４    環境監視情報処理システム機能概要図            
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