
別添資料-1 
＜調査に用いる文献・資料の一覧＞ 

項   目 調査項目 内       容 文        献        名 発   行   者 発 行 年 

大気質 

（硫黄酸化物、窒素

酸化物、浮遊粒子状

物質、粉じん等） 

硫黄酸化物、窒素

酸化物、浮遊粒子

状物質  

粉じん等 

二酸化窒素、窒素酸化物及び

浮遊粒子状物質の濃度の状

況 

 

知多市の環境 平成 24～28 年度（平成 23～27 年度実績） 知多市 平成 24～28 年 

環境概況 平成 24～28 年度（平成 23～27 年度実績） 常滑市 平成 24～28 年 

美浜町の環境 平成 23～27 年度版 美浜町 平成 24～28 年 

あいちの環境 環境データ検索システム（平成 23～27 年度） 愛知県 － 

気象の状況(風向・風速) 気象統計情報 過去の気象データ検索（平成 18～27 年） 気象庁 － 

騒音（建設機械騒音） 騒音 騒音の状況 環境概況 平成 24～28 年度（平成 23～27 年度実績） 常滑市 平成 24～28 年 

悪臭 悪臭 気象の状況（風向･風速）再掲 気象統計情報 過去の気象データ検索（平成 18～27 年） 気象庁 － 

水質 

（水の汚れ、全窒素・

全燐、溶存酸素量、

土砂による水の濁り、

水素イオン濃度） 

 

水の汚れ 

全窒素・全燐 

溶存酸素量 

土砂による水の濁

り 

水素イオン濃度 

 

化学的酸素要求量の状況 

全窒素・全燐の状況 

溶存酸素量の状況 

あいちの環境 平成 23～27 年度公共用水域の水質等調査結果 愛知県 平成 24～28 年 

三重の環境 河川、海域（公共用水域）及び地下水調査結果（平成 23～27 年度） 三重県 平成 24～28 年 

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

浮遊物質量の状況 あいちの環境 平成 23～27 年度公共用水域の水質等調査結果 愛知県 平成 24～28 年 

平成 25 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

水素イオン濃度の状況 あいちの環境 平成 23～27 年度公共用水域の水質等調査結果 愛知県 平成 24～28 年 

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

水温、塩分の状況  平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

浅海定線観測結果インデックス（平成 25～27 年度） 三重県 － 

流れの状況 平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 国土交通省中部地方整備局 平成 27～28 年 

伊勢湾水質定点モニタリング速報（平成 24～28 年度） 国土交通省中部地方整備局 － 

空港島及び空港対岸部に係る平成 19 年度環境監視結果 中部国際空港(株)・愛知県 平成 20 年 

土質（底質：粒度組成）の状況 平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

水底の底質（有害物

質、粒度組成） 

有害物質 底質の有害物質に係る状況 平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務現地調査報告書 国土交通省中部地方整備局 平成 29 年 

粒度組成 底質（粒度組成）の状況 平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

流れの状況 再掲 

 

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 国土交通省中部地方整備局 平成 27～28 年 

伊勢湾水質定点モニタリング速報（平成 24～28 年度） 国土交通省中部地方整備局 － 

空港島及び空港対岸部に係る平成 19 年度環境監視結果 中部国際空港(株)・愛知県 平成 20 年 

その他水環境に係る

環境要素 

  

  

  

流向及び流速 

  

  

  

  

流れの状況 再掲 

  

  

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 国土交通省中部地方整備局 平成 27～28 年 

伊勢湾水質定点モニタリング速報（平成 24～28 年度） 国土交通省中部地方整備局 － 

空港島及び空港対岸部に係る平成 19 年度環境監視結果 中部国際空港(株)・愛知県 平成 20 年 

水温及び塩分の状況 再掲 

  

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

浅海定線観測結果インデックス（平成 25～27 年度） 三重県 － 

 

 

 

 

  

   



＜調査に用いる文献・資料の一覧＞ 
項   目 調査項目 内       容 文        献        名 発   行   者 発 行 年 

地形及び地質 重要な地形及び地

質 

海岸線（汀線及び干潟分布）

の状況 

平成 28 年度 管内海浜地形変化把握業務報告書 国土交通省中部地方整備局 平成 29 年 

空港島及び空港対岸部に係る平成 21 年度環境監視結果 中部国際空港(株)・愛知県 平成 22 年 

干潟の粒度 平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

波浪の状況 全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）波浪データ（2006～2015 年） 国土交通省港湾局 － 

気象統計情報 過去の気象データ検索（平成 18～27 年） 気象庁 － 

動物 重要な種及び注目

すべき生息地 

 

鳥類に係る動物相の状況 美浜町誌 美浜町 昭和 58 年 

知多市誌 知多市 昭和 56 年 

常滑市誌 常滑市 昭和 51 年 

愛知の野鳥 愛知県農地林務部 平成 8 年 

空港島及び空港対岸部に係る環境監視結果年報(平成 17～21 年度) 中部国際空港(株)・愛知県 平成 18～22 年 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009-動物編 愛知県 平成 21 年 

第三次レッドリスト レッドリストあいち 2015 愛知県 平成 27 年 

主な海生動物（動物プランクト

ン、底生生物、付着生物、魚

卵・稚仔魚、魚類、干潟生物、

藻場生物）に係る動物相の状

況 

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009-動物編 愛知県 平成 21 年 

第三次レッドリスト レッドリストあいち 2015 愛知県 平成 27 年 

主な海生動物の状況（海棲爬

虫類（ウミガメ）） 

 

自然環境保全基礎調査 海域自然環境保全基礎調査 海棲動物調査報告書 環境庁自然保護局 平成 10 年 

自然環境保全基礎調査 浅海域生態系調査（ウミガメ調査）報告書 環境省自然環境局 平成 14 年 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009-動物編 愛知県 平成 21 年 

南知多ビーチランド提供資料 南知多ビーチランド － 

主な海生動物の状況（海棲哺

乳類（スナメリ）） 

自然環境保全基礎調査 海域自然環境保全基礎調査 海棲動物調査報告書 環境庁自然保護局 平成 10 年 

自然環境保全基礎調査 海域自然環境保全基礎調査 海棲動物調査（スナメリ

生息調査）報告書 
環境省自然環境局 平成 13～14 年 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009-動物編 愛知県 平成 21 年 

動物の重要な種の分布、生息

の状況及び生息環境の状況 

鳥類に係る動物相の状況、主な海生生物に係る動物相の状況で用いる文献に同

じ。 
－ － 

注目すべき生息地の分布並び

に当該生息地が注目される理

由である動物の種の生息状況

及び生息環境の状況 

鳥類に係る動物相の状況、主な海生生物に係る動物相の状況で用いる文献に同

じ。 
－ － 

植物 重要な種及び群落 

 

海草類その他主な植物（植物

プランクトン、海草藻類、付着

生物）に係る植物相及び食性

の状況 

植物の重要な種及び群落の分

布、生育の状況及び生育環境

の状況 

平成 25 年度、平成 27 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務報告書 

平成 28 年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響予測検討業務報告書 
国土交通省中部地方整備局 平成 27～29 年 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009-動物編 愛知県 平成 21 年 

第三次レッドリスト レッドリストあいち 2015 愛知県 平成 27 年 

生態系 地域を特徴付ける

生態系 

動植物その他の自然環境に係

る概況 

複数の注目種等の生態、他の

動植物との関係又は生息環境

若しくは生育環境の状況 

※動物、植物に同じ － － 



＜調査に用いる文献・資料の一覧＞ 
項   目 調査項目 内       容 文        献        名 発   行   者 発 行 年 

景観 主要な眺望点及び

景観資源並びに

主要な眺望景観 

主要な眺望点の状況 

景観資源の状況 

主要な眺望点景観の状況 

 

全国観光情報検索サイト 旅そうだん （公社）日本観光協会 － 

愛知県観光ガイド 愛知県観光協会 － 

美しい愛知づくり景観資源 600 選 愛知県 － 

スポーツ・公園 常滑市 － 

観光・レジャー 常滑市 － 

観光スポット 美浜町 － 

人と自然との触れ合

いの活動の場  

主要な人と自然と

の触れ合いの活

動の場 

人と自然との触れ合いの活動

の場の概況 

主要な人と自然との触れ合い

の活動の場の分布、利用の状

況及び利用環境の状況 

全国観光情報検索サイト 旅そうだん （公社）日本観光協会 － 

愛知県観光ガイド （一社）愛知県観光協会 － 

常滑市観光スポット 常滑市観光協会 － 

いきいきタウン知多福祉ガイド 知多市 － 

観光スポット 美浜町 － 

 


