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環境検討概要書

背景
地域コネクター軽鉄道交通機関（LRT）調査には、ロサンゼル
スのダウンタウンを通過する7th Street Metro Center とUnion
Station を結ぶ選択肢の分析が含まれています。
このプロジェク
トは2007年に代替分析調査として開始されました。ロサンゼル
スのダウンタウンを通過する約33件の選択肢を、重要な判断基
準に基づき開発・分析した後、選択肢分析の過程を通じて4件の
選択肢に絞り込みました。2009年の初頭Metroの理事会はプロ
ジェクトチームが次の段階に進むことを承認し、草案環境影響白
書／報告書(Draft EIS/R)を作成して、次の4案件に関して詳細に
わたる評価を開始しました。

> 構造なし
> 交通システム管理 (TSM)
> 道路と同一水平面のLRT 構造の代替案
> 地下のLRT構造の代替案

環境過程の概要
EIS/R 過程では、政府当局、利害関係者がプロジェクトを見直し、
コメントする機会を提供
するためのいくつかのステップがあります。

1. 意向通知(NOI)/

準備通知 (NOP)
2009年3月(完了)

metroが行うこと
> Metro はCEQA/NEPA 過程を開始する。
> NEPAおよびCEQAで義務付けられているNOIと
NOPの発行。

皆様の役割 (公衆の活動)
> NOI/NOPによりプロジェクトの開始とスコープ
会議の予定を発表するが、
スコープ会議に参加
する以外の活動はなし。
> 公衆は環境分析に関して評価・コメントする機
会を与えられる。

2. 公開のスコープ調査
2009年3月－5月 (完了)

metroが行うこと
> Metroは 2009年4月/5月に公開会議を開催する。
> 公衆も会議に参加し、Eメールや紙面でコメ
ントしてもらうようにした。Metroは次の4ヶ
所で会議を開催した。Financial District、Little
Tokyo、South Park/USC、Pasadena。合計175人が
調査会議に参加し、口頭・紙面・Eメールのコメン
トを受け付けた。
> Metroはこれらの会議に関して、郵便、Eメー
ル、Metroのトランジット・サービス、新聞広告、
多種のメディア、地域ごとの広告手段を通じて広
範囲に公表した。

皆様の役割 (公衆の活動)
> 公衆は環境分析に関して評価・コメントする機
会を与えられる。
> MetroがDEIS/Rにおいて何を調査すべきか、即
ちプロジェクトの目的と要件、EIS/Rにおける分
析の他の選択肢、EIS/Rにおいて考えられるイン
パクトとその緩衝に関し、公衆がコメントできる
最初の機会。
> DEIS/Rスコープ調査過程における公式的な公
衆コメント受付は終了したが、公衆が自分の意
見を提出できないということではない。Metro
は継続的な透明な地域アウトリーチに尽力し、
プロジェクト領域における利害関係者グループ
への現行のアウトリーチとともに、重要なプロ
ジェクトの要所要所で地域のアップデート会議
を行う。
> 公衆の調査期間は2009年5月11日に終了。Metro
は調査報告書にコメントを含め記録する。

3. 草案EIS/Rの作成
2009年の3月－2010年夏

metroが行うこと
> プロジェクトおよび、
プロジェクトの設計と影響
緩和に関し、地域との現行の作業における影響
を分析する。
> その結果に関する情報をMetroは継続して提供
する。その間Metroは4件の代替案に関しても引
き続き分析する。質問によってはすぐに答えが
出ないこともあるが、それに対しては必ず追っ
て返答する。

皆様の役割 (公衆の活動)
> 公開会議に参加する。
> 次回の公開会議は2009年11月に開催する予定。
> 各地域の利害関係者会議を参観する。一般向け
のアップデートに加え、
プロジェクトの進行に沿
って、Metroは組織やプロジェクトの利害関係者
と話し合いを継続する。
> ここで地域における影響とそれを緩衝するため
の方策を話し合う。

NEPA および CEQA 過程
全国環境政策法 (NEPA) およびカリフォルニア州環境基準法
(CEQA) は、あらゆる悪影響を回避・軽減・緩衝するために、政府
当局が彼らの活動における環境への影響を明確にすることを要
求する法です。NEPAのための環境影響白書(EIS)およびCEQAの
ための環境影響報告書は、政府が行う、
または政府の援助を受け
て行う全ての活動に要求されています。本プロジェクトはNEPA と
CEQAの承認が必要なため、合同のEIS/Rを作成します。

響を回避、軽減、緩衝する方策を検討します。
この段階ではさら
に、
（平面線形、駅の場所を含み）代替におけるコストの効率性、
工事の資金調達オプション等も、Metroが詳細にわたり検討して
いきます。

地域コネクターの EIS/R では、大気の質、文化・歴史的資源、地域
的な影響、騒音、可視的な影響、土壌、水、生物学的資源等、提案
されているプロジェクトに関する環境的な影響を幅広い観点で
検討します。草案 EIS/R 段階では、Metroはまた本プロジェクト関
し、工事中と稼動開始以後に生じる影響の可能性を調査し、悪影

4. 草案EIS/Rに関する公衆の評

価およびコメント
2010年夏

metroが行うこと
> 草案環境文書を配布する。
> DEIS/R作成の終了にあたり、環境文書が完成し、
公衆が評価できるようにMetroが配布する。
Metroは文書がいつ配布されるかを知らせる。
> Metro は公式的な公聴会を開催し、公衆が草案
EIS/Rに関してコメントできるようにする。

皆様の役割 (公衆の活動)
> 公衆が草案EIS/Rを見直し、影響、緩衝、その他
の関連する問題に取り組む。
> 公聴会に参加し、環境過程の一環として、
ここで
もプロジェクトに関する公式的なコメントを提
出する。
このような方法で、公衆はプロジェクト
設計と悪影響への緩衝方策が充分であるかに
ついて、取り組むことができる。
> 公聴会は暫定的に2010年夏に開催する予定。

5. 理事会は地域優先の代替選

択肢(LPA)を選択する。

2010年晩夏／初秋

metroが行うこと
> Metroの 理事会は地域優先の代替選択肢 LPA
を選択する。
> Metro のスタッフはMetroの理事会に対して
DEIS/Rに関する考察を発表する。理事会はLPA
の承認を行い、
スタッフに対して最終EIS/Rを作
成するよう指示する。LPAは最終EIS/Rへ進行す
る定められるプロジェクト。
> Metroの理事会は連邦交通省に対して、初期エ
ンジニアリング、即ちプロジェクトを実行する
ための最終図面と設計図を開発する承認を求
める。

皆様の役割 (公衆の活動)
> 公衆はMetro理事会に、LPA提案におけるコメ
ントを提出する。
> Metro理事会の会議に参加する。
ここではMetro
理事会に対して、実行に移すプロジェクトに関
して意見を述べることができる。
この時にあな
たの望むプロジェクトについて発表することが
できる。

6. 最終EIS/Rの作成
2010/11年夏

metroが行うこと
> Metro は 最終EIS/Rに関するEIS/Rのコメントに
対して返答する。
> Metro はを配布し、公衆に評価してもらう。
> この過程はNEPA/CEQAを遵守するもの。

皆様の役割 (公衆の活動)
> 公衆の活動なし。
> 最終EIS/Rの時点では、草案EIS/R期間の公衆の
コメントに対して応答済み。決定記録に対する
承認の前に、公衆が最終EIS/Rを見直す30日の
期間がある。

7. 理事会の決定/プロジェクト

の承認
2011年夏

metroが行うこと
> Metroの理事会は地域コネクタープロジェクトの
工事。
> Metroのスタッフは理事会に対して、実行すること
を提案する地域コネクタープロジェクトに関して、
最終的な発表をする。理事会がスタッフの提案を
承認した場合に限り、
プロジェクトを着工する。

皆様の役割 (公衆の活動)
> 公衆の提案に関するコメント理事会に提出する。
> 公衆はこの機会に、理事会が決定する前の最終コ
メントを提出する。

連絡先
調査に関して質問したい、詳細の情報がほしい、当局のメー
ルリストに加えてほしい、等をお望みですか？あなたの会社・
団体に対する説明会もリクエストすることができます。以下
の方法であなたの意見や質問を送ってください。

email

regionalconnector@metro.net
書信
紙面のコメントは郵便で、
Dolores Roybal Saltarelli
Project Manager
Metro
One Gateway Plaza,
Los Angeles, CA 90012-2952
に宛てて送ってください。

電話
本プロジェクトに関する質問やコメントを電話のメッセージ
に残すこともできます。電話番号は 213.922.7277。電話のメッ
セージは平日に最低1回は再生されます。
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