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環境影響評価事前配慮書 のあらまし

（仮称）神戸市北区東岡場地区プロジェクト
アイリスパートナーズ株式会社

ご挨拶
平素より皆様には、当社の事業活動につきまして、格別のご理解とご協⼒を賜り、厚く
お礼申し上げます。
当社は多様化する「不動産」の様々な問題、ニーズに対応し、すべてのお客様に⼀層の
は多様化する「不動産」の様々な問題、ニーズに対応し、すべてのお客様に⼀層の
ご満足をいただけますよう
ご満足をいただけますよう、質の高いサービスを提供し続けることにより「半世紀を超え
質の高いサービスを提供し続けることにより「半世紀を超え
てお客様の満足を維持するまちづくり」を実現させ、地域への貢献、日本の豊かな未来に
貢献していきたいと考えております。
神⼾市北区東岡場地区は、神⼾電鉄岡場駅
神⼾市北区東岡場地区は、神⼾電鉄岡場駅の東に位置し、平成
の東に位置し、平成 16 年に流通業務施設を
中⼼とした⼟地利⽤を目的とした「東岡場地区
中⼼とした⼟地利⽤を目的とし 「東岡場地区 地区計画」が決定されて
地区計画」が決定されています。
います。このたび
このたび
都市計画（地区計画、⽤途地域、特別⽤途地区）の手続きが進められる
都市計画（地区計画、⽤途地域、特別⽤途地区）の手続きが進められる準備が整い、本プ
が整い、本プ
ロジェクトを進めることになりました。
本プロジェクトは、広域幹線道路を⽣かした活⼒ある都市機能を導⼊し、駅に近接し
本プロジェクトは、広域幹線道路を⽣かした活⼒ある都市機能を導⼊し、駅に近接した
豊かな自然環境と調和
豊かな自然環境と調和する業務施設を適切に
業務施設を適切に
業務施設を適切に⽴地することを目的
することを目的としています。
することを目的としています。
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事業計画地

神⼾市北区有野町有野字岡場 1977 番 1 他

土地利用等（右の土地利用計画図を参照ください）
⼟地利⽤
方針

◆広域幹線道路の交通利便性を⽣かして、流通業務施設及びそれに付随する
⼯場等を適正に配置し、良好な業務地の形成を図る。

道路

◆事業計画地内南側を横断する都市計画道路有野藤原線を幅員 29ｍに拡幅。
◆事業計画地内に幅員 6〜12ｍの承認道路を新設。
◆事業計画地東側に幅員 4ｍの歩⾏者専⽤道路（ハイキングコース）を設置。

緑地

◆緑地広場を 2 箇所設置（面積:7,133.24 ㎡）

上水道

◆神⼾市上水道を利⽤。

下水道

◆汚水は公共下水道へ接続、⾬水は⾬水調整池に流⼊後に有野川へ放流。
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土地利用計画図

工事計画（造成工事）
切⼟・盛⼟ ◆概ね計画地の東側を切⼟、⻄側を盛⼟とする
概ね計画地の東側を切⼟、⻄側を盛⼟とする。
概ね計画地の東側を切⼟、⻄側を盛⼟とする
◆切⼟、盛⼟は
切⼟、盛⼟は開発地域内で
切⼟、盛⼟は開発地域内で⼟量バランスを図
⼟量バランスを図り、域内
⼟量バランスを図り、域内外へ搬出⼊
外へ搬出⼊しない。
防災

◆⾬水
⾬水調整池を事業計画地の北側に配置する。
池を事業計画地の北側に配置する。

⼯事⾞両

◆事業計画地周辺の既存の道路を利⽤（主に
◆事業計画地周辺の既存の道路を利⽤（主に都市計画道路
都市計画道路
都市計画道路有野藤原線）
有野藤原線）
◆1 日⼯事利⽤最⼤数
日
利⽤最⼤数︓50
50 台

概略⼯事
⼯事
⼯程

※⼯事最盛期は、⼯事開始後 14〜
〜15 か月目です。
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環境影響評価事前配慮書とは
環境影響評価事前配慮書は、事業を実施するにあたって早期の段階で環境への影響に配
慮するため、事業の位置・規模等の検討段階で、環境保全のために適正な配慮をしなけれ
ばならない事項について検討を⾏い、その結果をまとめた図書です。
環境保全の⾒地からの意⾒のある⼈は誰でも市⻑宛に意⾒書を提出することができます。
検討する環境要素は、⼤気質、騒音・低周波音、振動、悪臭、水質、底質、地下水質、
⼟壌、地形・地質、地盤、日照、風害、植物、動物、⽣態系、⼈と自然との触れ合い活動
の場、景観、文化環境、廃棄物等、地球温暖化、オゾン層破壊の 21 項目です。

本プロジェクトの事前配慮段階環境影響評価項目
事前配慮段階環境影響評価項目
事前配慮段階環境影響評価項目として選定する理由
環境要素の区分
⾏為
騒音
騒音
造成・建設⼯ 事業計画地の⻄側には住宅や福祉施設があり、⼯事中の騒
低周波音
事等
音の影響が考えられるため
植物
動物
⽣態系

重要な種 造成・建設⼯ 事業計画地において重要な植物が確認されており、⼯事の
の⽣育状 事等
実施により、事業計画地内に⽣育する植物への影響が考え
況等
られるため
重要な種 造成・建設⼯ 事業計画地において重要な動物が確認されており、⼯事の
の⽣息状 事等
実施により、事業計画地内に⽣息する動物への影響が考え
況等
られるため
上位性、典 造成・建設⼯ 事業計画地において重要な動植物が確認されており、⼯事
型性、特殊 事等
の実施により、事業計画地内の⽣態系への影響が考えられ
性
るため

事前配慮段階環境影響評価項目に関する予測・評価の方法
事前配慮段階環境影響評価項目
予測の手法
評価の手法
環境要素の区分
⾏為
騒音
騒音
造成・建設 「 建 設 ⼯ 事 騒 音 の 予 測 モ デ ル （ ASJ 騒音規制法におけ
低周波音
⼯事等
CN-Model 2007）」に基づく数値シミュレ る特定建設作業に
ーション解析による
伴って発⽣する騒
音の基準との比較
植物
重要な種 造成・建設 事業計画地と重要な植物及び重要な群落の 事業者の実施可能
の⽣育状 ⼯事等
分布位置との重ね合わせにより、直接改変 な範囲で環境保全
況等
がある場合には分布又は⽣育環境の影響を 措置を検討してい
踏まえた定性的な予測
るか否か
動物
重要な種 造成・建設 事業計画地と重要な動物及び注目すべき⽣
の⽣息状 ⼯事等
息地の分布位置との重ね合わせにより、直
況等
接改変がある場合には分布又は⽣息環境の
影響を踏まえた定性的な予測
⽣態系 上位性、典 造成・建設 事業計画地と重要な動植物、重要な群落及
型性、特殊 ⼯事等
び注目すべき⽣息地の分布位置との重ね合
性
わせにより、直接改変がある場合には分布
又は⽣息.⽣育環境の影響を踏まえた定性
的な予測
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事前配慮段階環境影響評価項目に関する調査、予測及び評価の結果
総合評価

◆騒音
建設⼯事中の騒音レベルの予測結果は、評価基準値（騒音規制法）を下回っ
ていることから、重⼤な影響は回避していると評価します。

◆植物・動物・生態系
現地調査結果では、重要な植物の⽣育、動物の⽣息を確認しています。
事業計画においては、
①現状表⼟の利⽤、事業計画地外と連続する草地、郷⼟種による緑地帯を創
出すること
②事業計画地内においてまとまりのある緑地を配置すること
③事業実施区域外と連続する緑地を創出することより、⽣物の移動空間・経
路の確保等に努めること
④事業計画地内に緑地及び緑地広場を創出するとともに、
「太陽と緑の道」の
再整備を⾏い、重要な植物を適地に移植すること
⑤事業計画地内にビオトープを設置し、重要な植物・動物の⽣育・⽣息でき
る場を創出すること
など、⼀部の自然緑地の残存や造成緑地を配置する計画であり、自然環境へ
の配慮をしています。
以上のことから重⼤な影響の低減に配慮していると評価します。

上記評価の詳細
〇騒音

予測・評価の結果

建設機械の騒音レベルの予測結果（最⼤値）︓75dB（南側敷地境界）
特定建設作業に伴って発⽣する騒音に係る規制基準︓85dB
特定建設作業に伴って発⽣する騒音に係る規制基準を満足するものと考えられます。
〇植物（重要な植物）
種名
コヒロハハナヤスリ
イヌタヌキモ
タムラソウ
ヒメミコシガヤ
ナラガシワ

予測・評価の結果
事業計画地内で確認され、⼯事により事業計画地内の⽣育環境が
改変されると予測されましたが、「太陽と緑の道」の再整備やビ
オトープ創出後の適地移植等、⽣育環境の修復・代償措置を講じ
ることにより、実施可能な範囲で影響の低減を図ることができる
と考えられます。
事業計画地外で確認されており、⽣育環境は改変されないため、
影響はないと評価できます。
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〇動物（重要な動物）
予測・評価の結果
工事により生息環境の変化が生じる可能性があることから、本種の生息環境への影響
を受けるものと予測されますが、現状表土の利用等により、有野川沿いの緑地を早期
に再形成し、事業計画地内の法面等に郷土種による草地や緑地帯を創出し、生息環境
を再形成することとしており、影響の低減を図ることができると考えられます。
事業計画地外の生息環境はそのまま残るものの、計画地内は、工事により生息環境の
変化が生じることから、本種の生息環境への影響があると予測されますが、事業計画
地内にため池の一部分を残存させるビオトープや有野川沿いの緑地を早期に再形成
し、事業計画地内の法面等に郷土種による草地や緑地帯を創出し、生息環境を再形成
することとしており、影響の低減を図ることができると考えられます。
事業計画地外で確認されており、生息環境は改変されないため影響はないものと予測
されますが、生息域の連続性を考慮し、事業計画地内にため池の一部分を残存させる
ビオトープや有野川沿いの緑地を早期に再形成し、事業計画地内の法面等に郷土種に
よる草地や緑地帯を創出し、生息環境を再形成することとしており、影響の低減を図
ることができると考えられます。
事業計画地外の生息環境はそのまま残るものの、計画地内は、工事により生息環境の
変化が生じることから、本種の生息環境への影響があると予測されますが、事業計画
地内にため池の一部分を残存させるビオトープや有野川沿いの緑地を早期に再形成
し、事業計画地内の法面等に郷土種による草地や緑地帯を創出し、生息環境を再形成
することとしており、影響の低減を図ることができると考えられます。
事業計画地外の生息環境はそのまま残るものの、計画地内は、工事により生息環境の
変化が生じることから、本種の生息環境への影響があると予測されますが、事業計画
地内に、周辺緑地からの流入水を溜める小規模のビオトープやため池の一部分を残存
させたビオトープを用意し、生息環境を創出することとしており、影響の低減を図る
ことができると考えられます。
フタスジサナエ
事業計画地外の生息環境はそのまま残るものの、計画地内は、工事
オグマサナエ
により生息環境の変化が生じることから、本種の生息環境への影響
オオミズムシ
があると予測されますが、事業計画地内に、周辺緑地からの流入水
コオイムシ
を溜める小規模のビオトープやため池の一部分を残存させたビオ
ミズカマキリ
トープを用意し、生息環境を創出することとしており、影響の低減
コガムシ
を図ることができると考えられます。
ミズスマシ
ハルゼミ
事業計画地外の生息環境はそのまま残るものの、計画地内は、工事
により生息環境の変化が生じることから、本種の生息環境への影響
があると予測されますが、現状表土の利用等により、事業計画地内
の法面等にアカマツ林を創出し、生息環境を再形成することとして
おり、影響の低減を図ることができると考えられます。
〇生態系（影響の回避方法）

予測・評価の結果

事業計画地内に成立している生態系については、工事により事業計画地内の植物の生育環
境が改変され、それらで構成された植生を生息基盤としている動物の生息環境の変化が生
じる可能性があります。このため生態系の上位性、典型性を有する動植物の生育・生息環
境への影響があると予測されますが、実施可能な範囲で修復・代償措置、生物生息空間の
再生・創出を行うことから、生態系への影響の低減に配慮していると評価します。
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事前配慮事項の内容
配慮項目
基本的配慮

主な事前配慮の内容
・周辺の⽣活環境及び自然環境への影響を⼩さくするよう適切な施設配
置に努めます。
・事業計画地内に緑地を創出するとともに、「太陽と緑の道」の再整備
を⾏い、樹林帯を確保することなど、自然緑地の残存や造成緑地を配
置し、自然環境への配慮を⾏うことにより、自然環境・文化環境との
調和に努めます。
・事業計画地で発⽣する⼟砂は、持ち出しがないよう配慮します。
自然環境の保全 ・保全すべき植物種については、残存する『太陽と緑の道』の移植適地
に移植するとともに、事業計画地周辺の移植適地への分散移植を検討
します。また、保全すべき水圏⽣物については、事業計画地内にビオ
トープを⽤意し、水⽣植物を移植するとともに両⽣類、魚類、昆虫類
などの水圏⽣物が⽣息できる場を創出します。
・事業計画地内に緑地及び緑地広場を創出するとともに、樹林帯を確保
することなど、⼀部の自然緑地の残存や造成緑地を配置します。また、
現状表⼟の利⽤等により有野川沿いの樹林帯を早期に形成し、事業計
画地内において事業計画地外の緑地帯と連続する、まとまりのある緑
地を配置します。
⽣活環境の保全 ・⼯事時は施⼯範囲に散水することにより粉じんの発⽣を抑制するとと
もに、排出ガス対策型建設機械の使⽤に努めます。
・⼯事時は低騒音型や低振動型の建設機械の採⽤、⼯事の平準化に努め
るとともに、防音パネルの設置を⾏います。
・⼯事の平準化により最⼤交通量の抑制に努めます。
・コンクリート廃材、アスファルト廃材等やプレキャスト擁壁・法面等
を建設資材に⽤いることで、事業計画地内の造成・建設に伴う廃棄物
の発⽣を抑制します。
・右折専⽤路の設置により、事業計画地への適切なアクセスの確保に努
めます。
・供⽤時は遮蔽植栽の設置、アイドリングストップを⾏います。
・駐⾞場への緑化ブロックの採⽤や透水ますを整備します。
快適環境の
・建築物は周辺景観と調和した色彩の壁面とするとともに、業務地区 B
保全・創造
及び業務地区 C の際の周囲に遮蔽植栽を⾏います。
・事業実施区域内に緑地及び緑地広場を創出するとともに、隣接する「太
陽と緑の道」の再整備を⾏います。
・オープンスペースの整備にあたっては，自然素材や現存植⽣を活⽤す
ることにより⽣き物の⽣息環境へ配慮します。
地球環境保全
・建築物に高断熱壁材を採⽤することにより省エネルギー化を図りま
への貢献
す。
・建築物屋上に太陽光パネルを設置し自然エネルギーを活⽤します。
・隣接する「太陽と緑の道」の再整備に伐採樹⽊をウッドチップとして
利⽤します。
・舗装骨材，建築資材等について可能な限り再⽣資源の利⽤に努めます。
・樹脂型枠を使⽤するなど熱帯産⽊材の使⽤削減をするとともに、隣接
する「太陽と緑の道」の再整備に伐採樹⽊をウッドチップとして利⽤
します。
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環境影響評価の手続き
神⼾市環境影響評価等に関する条例に基づく環境影響評価の手続きは次のとおりであり、
今回の「事前配慮書」の手続きは太枠の段階のものです。今後、市⺠の皆様のご意⾒をお
聴きし、
「事前配慮書」の内容を事業の実施をしていく上での環境への配慮に反映していき
ます。
【環境影響評価手続きの流れ（概要）】

事前配慮書の縦覧について
縦覧場所
縦覧期間
縦覧時間
備考
神⼾市役所、神⼾市北区役所 平成 29 年 6 月 26 日（月） 午前 9 時〜 ⼟曜日、日曜日
神⼾市北区役所北神⽀所、
〜平成 29 年 8 月 9 日（水） 午後 5 時
及び祝日を除く
⻄宮市役所、⻄宮市⼭⼝⽀所
また、アイリスパートナーズホームページでもご覧になれます http://irispartners.jp/

意見の受付について
環境影響評価事前配慮書に関して、環境の保全の⾒地からの意⾒のある⼈は、神⼾市⻑
宛てに意⾒を提出することができます。
１ 意⾒の提出方法
郵送または持参による書面の提出、ファクシミリの利⽤、電子メールによる送信
２ 意⾒の提出期間
平成 29 年６月 26 日（月曜）から平成 29 年８月９日（水曜）まで≪当日消印有効≫
３ 意⾒の提出先及び問い合わせ先
〒650-8570 神⼾市中央区加納町６-５-１神⼾市環境局環境保全部自然環境共⽣課
電話番号 078-322-6435
ファクシミリの番号 078-322-6069
電子メールアドレス assessment@office.city.kobe.lg.jp
４ 意⾒の提出にあたっての注意事項
意⾒の提出にあたっては、お名前、ご住所（法⼈にあっては、その名称、代表者の
お名前、主たる事務所の所在地）、環境の保全の⾒地からのご意⾒をご記⼊ください。

【お問い合わせ先】
アイリスパートナーズ株式会社
電話番号 0532-21-5273
ファクシミリの番号 0532-21-5274
電子メールアドレス irispartners2009@gmail.com
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