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１．事業計画について（非公開） 

 

（質問） 

単機当たりの出力が 2000kW 級と 3000kW 級では諸元が異なります。また、方法書段階で配置計

画についても定かではありません。改変予定区域についても提示されていません。このため、配

慮書段階とあまり変わらない内容の方法書となっています。このような状況は、火力や地熱等の

アセスでは例がなく、あきらかに系統連系申し込みのためだけのためにアセスの手続きにできる

だけ早く着手している状況を既成事実化するやり方と考えます。本来であれば、配置案が決まり、

アクセス道路等の計画案もできたうえで方法書を議論すべきであるのに対して、アセス本来の手

続きを形骸化する事例の一つといえます。 

 

（事業者見解） 

風力発電機配置案及び土捨て場候補地を別添 1 に示します。 

今後、詳細な地形の状況を踏まえた造成計画、現地調査結果、許認可等に係る関係機関との協

議、地権者との協議等を踏まえて検討を行い、風車設置位置、工事用道路及び管理用道路の配置

を決定する予定です。改変予定区域は、風車設置ヤード、土捨場及び既設林道との接続道路です。 

準備書においては、改変予定区域を提示した上で、影響の予測・評価を行います。 

風力発電機の搬入ルートについては方法書 P11 に示すとおり、「中九州大仁田山風力発電所建

設事業」で利用した道路を活用する計画です。 

 

※風力発電機及び土捨場の位置については、想定される仮配置であり、地権者交渉等が未実施で

あることから、弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため非公開とします。 
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２．各フェーズの環境配慮事項について 

 

（質問） 

隣接事業である「中九州大仁田山風力発電所建設事業」の建設スケジュールに合わせて、本計

画において、計画段階、方法書段階、準備書段階で環境配慮すべき事項は何か、整理して具体的

対応を予測的に検討してください。具体的なデータをいつどのように取得して、どのようにフィー

ドバックするか、という観点が必要だと思います。隣接事業における環境影響評価と今回の共通

点と相違点は何かということも検討してみてください。 

 

（事業者見解） 

検討した結果を下表に示します。 

  
「中九州大仁田山風力発電所建設事業」 

の工事の状況 
本事業で環境配慮する事項 

配慮書段階 
造成工事が終了し、風車の建設が開始され

ている。 

「中九州大仁田山風力発電所建設事業」の送電線ルートや搬入

ルートの活用、アセス結果の活用。住民や自治体など地元への

工事の説明を通した本事業の説明。 

方法書段階 風車の建設中 

両事業による累積的影響が把握できる調査地点及び調査内容と

する。 

住民や自治体への説明等の場で、「中九州大仁田山風力発電所

建設事業」の建設工事等に対するご意見等を確認する。 

準備書段階 風車の稼働中 

以下の項目について、両事業による累積的影響を予測・評価す

る。 

・騒音、低周波音、風車の影、バードストライク、景観 

 

なお、地形、標高、気象条件、最寄りの住宅までの距離などの両

事業の共通点はあるものの、本事業では、シラキ－ブナ群集など

の自然植生があること、シカの生息が少ないことなどに配慮する

必要がある。 
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３．熊本地震による影響について 

 

（質問） 

今回の地震が計画に与える影響の有無について確認してください。 

 

（事業者見解） 

一部林道での落石等がありましたが、「中九州大仁田山風力発電所建設事業」及び「第二中九

州大仁田山風力発電事業」の計画への影響はありません。 
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４．尾根の造成に関する環境配慮事項について 

 

（質問） 

尾根の造成に関する環境配慮事項として、縦横断面詳細を良く検討し、表土保全の検討、無理

のない造成計画をしてください。 

 

（事業者見解） 

造成計画にあたっては、表土保全の検討を含み、詳細な検討を行います。 
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５．土捨て場候補地と各種調査点との位置関係について（非公開） 

 

（質問） 

配置予定図および土捨て場候補地（非公開資料）と各種調査点との関係をみると特に土捨て場

候補地との関係が良くわかりません。土壌図、表層地質図上に調査点をプロットし、改変予定地

との関係がわかるように別添資料を再考してください。 

 

（事業者見解） 

風力発電機配置案及び土捨て場候補地と各種調査点図を別添 5 に示します。 

 

※風力発電機の位置については、想定される仮配置であり、地権者交渉等が未実施であることか

ら、弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため、非公開とします。 
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６．放射線測定場所と対象事業実施区域との位置関係について 

 

（質問） 

84 ページ、放射線測定場所と対象事業実施区域の位置関係を示す図を作成してください。 

 

（事業者見解） 

放射線測定場所と対象事業実施区域の位置関係を下記図面に示します。 
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７．自動車交通量の推計値について 

 

（質問） 

97 ページ、第 3-2.12 表における推計値とはどのようにして得た推計値でしょうか。 

 

（事業者見解） 

出典の記載では「推計値」ではなく「推定値」でした、申し訳ありません。 

推定値は、国土交通省が推定値として公表しているものであり、推定方法は以下のとおりです。 

他の交通量調査を実施した区間の平成 17 年度及び平成 22 年度の交通量調査結果の交通量比を

算定し、推定調査区間の交通量調査を実施した平成 17 年度の値に交通量比を乗じて平成 22 年度の

交通量を推定したものです。 

出典：http://www.mlit.go.jp/road/census/h22-1/data/kasyorep.pdf 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

８．残留騒音について 

 

（質問） 

準備書では、風車騒音の予測評価にあたり、地域の特性を踏まえ残留騒音（LA95）についても

累積的影響の評価を行ってください。 

 

（事業者見解） 

風車騒音の予測評価にあたり、残留騒音（LA95）についても累積的影響の評価をします。 
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９．風力発電機の稼働時の騒音に関する特筆すべき事項について 

 

（質問） 

準備書では、「風車騒音の Swish 音の程度」、「卓越した純音成分の特徴（純音成分がある場

合は、可能ならば IEC 61400-11:2012 規格に従った性能試験結果から Tonality(dB)と Tonal 

audibility(dB)）」についても記載をお願いします。 

 

（事業者見解） 

準備書では、採用する風力発電機の機種を選定し、メーカーへ問い合わせ、「風車騒音の Swish

音の程度」、「卓越した純音成分の特徴（純音成分がある場合は、可能ならば IEC 61400-11:2012

規格に従った性能試験結果からTonality(dB)とTonal audibility(dB)）」についても記載します。 
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１０．水質及び土質調査地点選定理由について 

 

（質問） 

水質調査、土質調査について総じて問題は無いと思いますが、川の水質調査地点に関しては、

本来は沈砂池になるべく近い場所が望ましいのであり、本計画ではやや遠いところが見受けられ

ます。客観性を付与するために、あまり上流では水量が足りないとかアクセスが難しいとかの現

実的な理由を併記するのが望まれます。 

 

（事業者見解） 

水質調査地点は、以下の基準で選定しました。 

①地形から濁水が流入する可能性のある河川であること 

②安全を確保した上で、人のアクセスが可能であること 

なお、降雨時の水質調査もあるため、増水時でも安全を確保できるよう、可能であれば、橋が

ある場所を選定するようにしています。 
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１１．水質の評価に関する留意事項について 

 

（質問） 

データの評価について、準備書で再計算にならないよう以下の諸点にご留意下さい。 

① 水環境の調査、予測及び評価の手法 (p258) の 10-(2) に水質汚濁防止法との整合性を図る

ことが書かれていますが、同法は趣旨が全く異なる法律なので、評価の参考にはできませ

ん。 

② 濁水の発生量を予測する場合、県には林地開発許可制度があると思いますので、そのガイド

ラインを参考にされるのが説得力があると思います。一時期「面整備事業環境影響評価技術

マニュアル」（面整備事業環境影響評価研究会、平成 11 年）を参考にされる例が多くあっ

たのですが、そこでは、降雨時に工事区域から沈砂地に流入する濁水の量を算定する場合、

流量予測式で流出係数 f を「裸地からの値 0.5」にしますが、同じ裸地でも流出係数が土

質や植生、傾斜で変わることは常識なので、その論議をしないで 0.5 にすることはできませ

ん。地形、土質､傾斜などについて書かれている県の「林地開発許可制度」の手引もあり、

また出典を明記して土質に触れているものも多くありますのでご参考に。なお、つぎに紹介

する環境省のガイドラインでは 0.7-0.8 となっていますが、その根拠は明らかではありま

せん。 

③ 沈砂地に流入する濁水の浮遊物質量については、多くの場合「建設工事における濁水・泥水

の処理工法」（鹿島出版会、昭和 58 年）などから引用して「開発区域 1,000mg/L 」とし

ていますが、②で述べたことと同様に土質や表土の質などで開発区域も色々です。降雨量

も大きく影響します。下記の環境省ガイドラインでは 1000〜3000mg/L としており、土質、

傾斜によって変わると言うことでしょう。風力のガイドラインのない現状では環境省ガイ

ドラインに従うのが無難だと思います。 ダウンロードして閲覧してください。 

 

資料 「道路及び鉄道建設事業における河川の濁り等に関する環境影響評価」ガイド

ライン 

   平成 21 年 3 月 環 境 省 

 

④ 濁水発生の元数値である降雨量を算出するとき、説得力のある（かつ現実的な）方法を選ん

で下さい。10 年確率とか、警報発令など客観性があれば、過去の 大時間雨量にこだわる

ことはないと思います。 

 

 

 

（事業者見解） 
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① ご指摘のとおりであり、水質汚濁防止法との整合性が図られているかどうかの評価は実施

しません。（「(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討」は削除しま

す。） 

② 流出係数 fは、「林地開発許可申請の手引き」（宮崎県、平成 24 年）より設定する予定で

す。 

③ 沈砂地に流入する濁水の浮遊物質量は、「道路及び鉄道建設事業における河川の濁り等に

関する環境影響評価ガイドライン」（環境省、平成 21 年）に記載されている「新訂版 ダ

ム建設工事における濁水処理」（（財）日本ダム協会、平成 12 年）より設定する予定です。 

④ 大雨・洪水注意報の基準が宮崎県五ヶ瀬町で 40mm/h、宮崎県諸塚村で 50mm/h であることか

ら、降雨条件は、50mm/h 及びやや強い雨である 10mm/h とする予定です。 
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１２．動植物、生態系の調査点について 

 

（質問） 

動・植物、生態系に係る調査点が種々示されていますが、いずれにも土捨て場候補地が示され

ておらず、調査点は風車予定地との関係だけが考慮されているようですが、土捨て場候補地につ

いては考慮されていません。このため、調査点を追加するなどの検討が必要と考えます。 

 

（事業者見解） 

土捨て場候補地については、５．の回答に示すとおりです。これらの位置を考慮し、候補地に

ついては動物相、植物相ともに、いずれも踏査ルートに加えて現地調査を実施しております。 
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１３．鳥類のポイント・ルートセンサス調査について 

 

（質問） 

鳥類のポイント・ルートセンサス調査を実施する場合、調査結果について背景環境との関係が

わかるように定量的な表示を心がけてください。また、調査時間帯をできるだけ揃えるようにし

てください。 

 

（事業者見解） 

鳥類のポイント・ルートセンサス調査結果は、背景環境との関係がわかるように定量的な表示

を心掛けます。ラインセンサスの観察幅は片側約 50ｍで、ポイントセンサスは 1 ポイントあたり

30 分間観察しております。 

また、調査は午前中に時間間隔が空かないように留意した上で実施しております。 

実施済みの冬季調査までのラインセンサス・ポイントセンサスの主な環境及び調査時間を以下

にお示し致します。 

 

表 1 ラインセンサス・ポイントセンサスの主な環境及び調査時間 

調査方法 
調査

地点 
主な環境（植生）

夏季 秋季 冬季 

平成 27 年 7 月 平成 27 年 10 月 平成 28 年 2 月 

ライン 

センサス法 

L1 落葉広葉樹林 6:40～7:43 6:20～7:20 8:15～9:05 

L2 造成地 6:45～7:40 6:30～8:00 8:43～9:43 

L3 落葉広葉樹林 7:45～8:40 8:00～8:55 8:05～8:42 

L4 針葉樹林 7:40～8:40 7:20～8:38 8:15～9:01 

L5 針葉樹林 7:15～8:40 7:15～8:40 7:30～9:20 

L6 落葉広葉樹林 7:10～8:15 7:00～8:06 7:30～8:24 

ポイント 

センサス法 

P1 針葉樹林 10:30～11:00 8:10～8:40 10:30～11:00 

P2 造成地 6:15～6:45 6:10～6:40 10:15～10:45 

P3 針葉樹林 9:15～9:45 9:20～9:50 9:32～10:02 

P4 落葉広葉樹林 9:15～9:45 9:15～9:45 8:10～8:40 

P5 落葉広葉樹林 8:50～9:20 6:43～7:13 9:25～9:55 

P6 落葉広葉樹林 9:30～10:00 8:45～9:15 10:05～10:35 
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１４．飛翔状況の提示について 

 

（質問） 

猛禽類の飛翔状況については、重要種のみならず一般種の飛翔状況についても提示できるよう

にしてください。 

 

（事業者見解） 

重要種以外の猛禽類についても極力飛翔状況をお示しできるように致します。なお、現地調査

においては、ノスリとチゴハヤブサについては飛翔状況を記録しております。 
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１５．工事による飛翔パターンの変化について（非公開） 

 

（質問） 

猛禽類の飛翔調査およびクマタカの調査結果について、工事中の中九州の評価書（ｐ.481 等）

に示されている飛翔状況と比較すると明らかに工事等の実施に伴ってクマタカや他の猛禽類の飛

翔は影響を受けていると考えられます。このため、単に衝突リスクを算出するだけではなく、風

車の工事、設置にともなう飛翔パターンの変化を中九州の評価書と比較することにより予測評価

する必要があると考えます。 

 

（事業者見解） 

ご指摘を踏まえ、風車の工事、設置にともなう飛翔パターンの変化を中九州の評価書と比較す

ることにより予測評価を実施いたします。 

なお、平成 28 年 2 月までのクマタカの確認状況と工事状況を、クマタカの飛翔状況と併せて別

添 15 にお示し致します。 

 

※調査結果についてはとりまとめ中であること、且つ、クマタカの営巣地保護のため非公開とし

ます。 
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１６．魚類及び底生動物の調査について 

 

（質問） 

魚類及び底生動物の調査を積極的に実施されるように書かれており、妥当と思います。 

 

（事業者見解） 

ありがとうございます。 

調査地点の設定にあたっては、風力発電機設置予定区域と流域を考慮し、工事に伴う土砂流出

等の影響を受ける可能性があると思われる地点を設定しました。 
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１７．植物調査について 

 

（質問） 

ブラウン‐ブランケの植物社会学的調査を実施することになっているので、準備書では調査結

果を示してください。また植生調査地点を図で示してください。 

 

（事業者見解） 

現地調査による植生調査結果は植生調査地点と併せて方法書 p3.1-40 に、群落の概要について

は方法書 p3.1-38～39 に記載しております。 

また、準備書においては、巻末資料として植生調査票も掲載する予定です。 
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１８．土捨て場候補地の現存植生の状況について 

 

（質問） 

現地調査に基づく現存植生図（ｐ.57）に係る記述については，土捨て場候補地が記載されてい

ません。現状非公開ですが、土捨て場候補地の現存植生はどのような状況にあるのかについて説

明が必要と考えます。 

 

（事業者見解） 

土捨て場候補地を重ね合わせた現存植生図は別添 5-5 にお示ししたとおりです。 

いずれも主な植生はスギ・ヒノキ植林であり、下層植生も少ない状況でした。 

参考に土捨て場候補地の写真を以下に掲載致します。 

また、ササなどがシカに食べられた痕もみられました。 

 

 

写真 1 土捨て場候補地の植生の状況 
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１９．環境類型区分図について（非公開） 

 

（質問） 

環境類型区分図（p.73）については現地調査結果に基づく環境類型区分図を示してください。 

 

（事業者見解） 

現地調査結果に基づく環境類型区分図を別添 19 にお示し致します。 

 

※風力発電機及び土捨場の位置については、想定される仮配置であり、地権者交渉等が未実施で

あることから、弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため非公開とします。 
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２０．重要な自然環境のまとまりの場と風車の配置予定図、土捨て場候補地との位置関係に

ついて（非公開） 

 

（質問） 

重要な自然環境のまとまりの場（p.76）に風車の配置予定図と土捨て場候補地を追記した図を

作成してください。 

 

（事業者見解） 

方法書 p.76 にてお示しした重要な自然環境のまとまりの場のうち、自然植生については環境省

の現存植生図を元に記載しておりましたので、対象事業実施区域から約 300ｍの植生調査範囲内

については現地調査結果に基づく自然植生に差し替えた上で、重要な自然環境のまとまりの場に

風車の配置予定図と土捨て場候補地を追記した図を別添 20 にお示し致します。 

 

※風力発電機及び土捨場の位置については、想定される仮配置であり、地権者交渉等が未実施で

あることから、弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため非公開とします。 
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２１．クマタカの主要な餌種について 

 

（質問） 

生態系の上位性の注目種としてクマタカを選定していますが、当地点のクマタカの主要な餌種

についてどのように確認したのか説明してください。ペリット等の解析調査は実施したのでしょ

うか。 

 

（事業者見解） 

 「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省自然環境局野生生物課、平成 24 年 12 月）によれ

ば、「獲物のうち多いものはノウサギ、ヘビ類、ヤマドリで、これら 3 種がクマタカにとって全

国的に重要な獲物となっていると言える。」と記載されています。また、「宮崎県の保護上重要

な野生生物改訂・宮崎県版レッドデータブック 2010 年度版」（宮崎県、平成 23 年）によれば、

「山地の森林に生息し、ノウサギ・ヤマドリ・キジ・アオダイショウなどを捕食する。」と記載

されています。これらのことから、ノウサギ・ヤマドリ、ヘビ類が主要な餌資源であると考えま

した。 

なお、現地調査においては、ヘビを持って飛翔するクマタカの個体が確認されました。そのほ

か、平成 27 年 10 月に巣の下の食痕としてヤマドリの羽根が確認されました。 

 

 

写真 1 ヘビを持つクマタカ（2016 年 4 月） 

 

 

写真 2 ヤマドリの羽根（2015 年 10 月） 
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【説明済み資料】 

 

２２．風力発電機の配置等について（非公開） 

 

（事業者見解） 

・風力発電機の配置等について 

風現段階では、風力発電機の設置位置は未定ですが、風況観測結果を踏まえ、風況が良好な場

所を優先して配置する場合の風力発電機の配置案及び、その配置案をもとに算出した概略の発生

土量を処分可能と想定される土捨場の候補地を別添資料 1 に示します。 

今後、詳細な地形の状況を踏まえた造成計画、現地調査結果、許認可等に係る関係機関との協

議、地権者との協議等を踏まえて検討を行い、風車設置位置、工事用道路及び管理用道路の配置

を決定する予定です。 

改変予定区域、仮設道路の位置、対象事業実施区域内の送電線位置等については、検討中のた

め、お示しすることができません。 

連系変電所の位置は、方法書 P17 第 2.2-7 図のとおりです。 

 

※風力発電機及び土捨場の位置については、想定される仮配置であり、地権者交渉等が未実施で

あることから、弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため非公開とします。 
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２３．各項目の調査地点とその設定根拠について 

 

（事業者見解） 

・調査地点とその設定根拠について 

各項目の調査地点とその設定理由について、表 1 に示します。各項目の調査地点については、

別添資料 23 に示します。 

 

表 1 調査地点の設定理由 

環境要素 調査項目 調査地点の設定理由 

(1)大気質 道路沿道 
コンクリートミキサー車などの大型車が主に走行するルートの沿道地点
とした。 

(2)騒音・低周波音・
振動 

環境騒音・低周波音 
風力発電機設置予定区域周辺における代表的な集落の最寄りの住
居付近とした。 

道路沿道 
コンクリートミキサー車などの大型車が主に走行するルートの沿道地点
とした。 

(3)水質 
水質 

対象事業実施区域周辺の地形から、濁水が流入する可能性のある河
川の下流で、他の河川との合流前の地点とした。 

土壌 
表層地質の分布状況を踏まえ、対象事業実施区域内の改変区域と想
定される場所のうち代表的な地点とした。 

(4)動物 

哺乳類 
対象事業実施区域から 300m 程度の範囲内において、主な環境（植
生）を網羅できる地点又は経路とした。 

鳥類 
対象事業実施区域から 300m 程度の範囲内において、主な環境（植
生）を網羅できる地点又は経路とした。 

爬虫類・両生類、陸産貝
類 

対象事業実施区域から 300m 程度の範囲内において、主な環境（植
生）を網羅できる経路とした。 

昆虫類 
対象事業実施区域から 300m 程度の範囲内において、主な環境（植
生）を網羅できる地点又は経路とした。 

魚類及び底生動物 
対象事業実施区域周辺の地形から、濁水が流入する可能性のある河
川の下流の地点とした。 

渡り鳥及び希少猛禽類 
対象事業実施区域から約 1.5km 程度の範囲内において、対象事業実
施区域及びその周辺を広く見渡せる地点とした。なお、渡り鳥調査
は、比較対照地点として、佐賀関、金御岳を設定した。 

(5)植物 
植物相 
植生 

現地調査の植物相の状況及び植生の状況並びに重要な種及び重要
な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況については、対象事
業実施区域から 300m 程度の範囲内とした。なお、植生調査地点につ
いては、現地の植生分布状況から代表的と考えられる地点を選定し
た。 

(6)生態系 
上位性 

対象事業実施区域から約 1.5km 程度の範囲内とし、且つ、クマタカの
行動圏を考慮して調査地点を選定した。 

典型性 対象事業実施区域から 300ｍ程度の範囲内とした。 

(7)景観 
主要な眺望点 

対象事業実施区域及びその周囲における視野角 1°（約 7.8km）の範
囲の主要な眺望点を対象とした。 

最寄りの住居 
対象事業実施区域及びその周囲における最寄りの居住地及び主要
な眺望点を対象とした。 

(8)人と自然との触れ合い活動の場 
対象事業実施区域及びその周囲並びに工事関係車両の主要な走行
ルートの周囲における主要な人と自然との触れ合い活動の場を対象と
した。 
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２４．累積的な影響について 

 

（事業者見解） 

・累積的な影響について 

 方法書 P3 に示すとおり、本事業予定地の北側において、弊社の事業として、下記の事業を実施

しています。 

事業名称：中九州大仁田山風力発電所建設事業 

出力：16,000kW（2,000kW 級の風力発電機を 8 基設置） 

工程：本工事開始時期：平成 26 年 10 月 

運転開始時期：平成 28 年 8 月（予定） 

 累積的影響については、騒音、低周波音、風車の影、バードストライク、景観などの項目につ

いて、影響の検討を行います。 
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２５．現況調査の結果について【非公開】 

 

（事業者見解） 

平成 28 年冬季までの調査結果を別添資料 25 に示します。 

 

※調査結果については、とりまとめ中であることから非公開。 
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２６．大気環境の調査位置について【方法書P247、256】 

 

（事業者見解） 

道路と道路沿いの民家、調査予定地点の関係のわかる図面をお示しします。 

 

【大気質】 

 

 

 

 

 100m 

至 対象事業実施区域

一般国道

503 号 

浄専寺地点 

（夏季及び秋季） 

 100m 

一般国道

503 号 

牧地点 

（冬季及び春季）

至 対象事業実施区域
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【環境騒音・低周波音】 

下記の番号は方法書 P256 に記載の図中番号に対応しています。 

 

①飯干地区 

 

 

②只石地区 

 

 

 

 

 100m 

調査地点 

 100m 

調査地点
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③小原井地区 

 

 

④尾原地区 

 

 100m 

調査地点

 100m 

調査地点
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⑤奈良津地区 

 

 

⑥桑の木谷地区 

 

 

 

 

 

 

 100m 

調査地点

 100m 

調査地点 
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【道路交通騒音・振動】 

 

 

一般国道

503 号 

牧地点

至 対象事業実施区域

 100m 
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２７．騒音・振動発生施設と民家の関係について【非公開】 

 

（事業者見解） 

風力発電機（仮配置）から 寄りの民家までの距離を別添資料 27 に示します。 

 

※風力発電機の位置については、想定される仮配置であり、地権者交渉等が未実施であることか

ら、弊社の利益に支障が生じる恐れがあるため、非公開とします。 

 

 

 

 



36 

 

 

 

２８．風力発電機の諸元と騒音のパワーレベルについて 

 

（事業者見解） 

現時点では、風力発電機の機種を複数検討している段階であり、採用する機種の絞り込みがで

きていないため、風力発電機の騒音パワーレベルを示すことができません。 

準備書段階では、採用する風車を選定し、メーカーから騒音パワーレベルを入手し、予測を行

います。 

 

 

 



 

別添 23 

 

（仮称）第二中九州大仁田山風力発電事業 

各項目の調査地点とその設定根拠について 

 

 

＜目 次＞ 

 

 

（別添23-1）大気質  

（別添23-2）騒音・低周波音、振動  

（別添23-3）水質  

（別添23-4）動物  

（別添23-5）植物  

（別添23-6）生態系  

（別添23-7）景観  

（別添23-8）人と自然との触れ合い活動の場  

 

 



 

 

別添 23-1 

1.大気質 

 沿道大気質の調査地点については、工事関係車両の内、影響が大きいと考えられるコン

クリートミキサー車の走行が予定されている道路沿いで周囲を代表できる地点としました。 

 調査地点を図1に示します。 

 夏季と秋季は、浄専寺で実施しましたが、冬季と春季は、お寺の都合により牧地点で実

施しました。 

 

 



 

 

別添 23-1 

 

図 1 大気環境の調査位置（大気質） 



 

 

別添 23-2 

1.騒音・低周波音、振動 

 騒音・低周波音の調査地点については、表1に示すとおり、風力発電機設置予定区域周辺

における代表的な集落の最寄りの住居付近としました。 

沿道振動の調査地点については、工事関係車両の内、影響が大きいと考えられるコンク

リートミキサー車の走行が予定されている道路沿いで周囲を代表できる地点としました。 

 調査地点を図1に示します。 

  

表1 騒音・低周波音の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

①飯干地区 
風力発電機設置予定区域東側の飯干地区の最寄りの住居とした。区域の北側で
建設している風力発電機との累積的影響を把握することが可能である。 

②只石地区 風力発電機設置予定区域東側の只石地区の最寄りの住居とした。 

③小原井地区 風力発電機設置予定区域南側の小原井地区の最寄りの住居とした。 

④尾原地区 風力発電機設置予定区域西側の尾原地区の最寄りの住居とした。 

⑤奈良津地区 風力発電機設置予定区域西側の奈良津地区の最寄りの住居とした。 

⑥桑の木谷地区 
風力発電機設置予定区域西側の桑の木谷地区の最寄りの住居とした。区域の北
側で建設している風力発電機との累積的影響を把握することが可能である。 

 

 

 



 

 

別添 23-2 

 

図1 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動） 



 

 

別添 23-3 

1.水質 

 水質の調査地点については、表1に示すとおり、対象事業実施区域周辺の地形から、濁水

が流入する可能性のある河川の下流で、他の河川との合流前の地点としました。 

 土壌の調査地点については、表層地質の分布状況を踏まえ、対象事業実施区域内の改変

区域と想定される場所のうち代表的な地点としました。 

 水質・土壌の調査地点を図1、土壌の調査地点と表層地質図の重ね合わせた図面を図2に

示します。 

  

表1 水質の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

No.1 風力発電機設置予定区域東側の七ツ山川に設定しました。 

No.2 風力発電機設置予定区域東側の七ツ山川に設定しました。 

No.3 風力発電機設置予定区域東側の七ツ山川支流（合流前）に設定しました。 

No.4 風力発電機設置予定区域南側の小原井川の支流（合流前）に設定しました。 

No.5 風力発電機設置予定区域南側の小原井川に設定しました。 

No.6 風力発電機設置予定区域南側の小原井川に設定しました。 

No.7 風力発電機設置予定区域西側の三ヶ所川の支流（合流前）に設定しました。 

No.8 風力発電機設置予定区域西側の三ヶ所川に設定しました。 

 

 

 



 

 

別添 23-3 

 

図1 水環境の調査位置（水質・土壌） 
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図2 水環境の調査位置（土壌） 
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1.動物 

動物の調査地点については、表1～表 5及び図1～図 6に示すとおりです。哺乳類、鳥類、爬虫類、両

生類、昆虫類、陸産貝類については対象事業実施区域から300m程度の範囲内において、主な環境（植生）

を網羅できる地点又は経路を設定しました。渡り鳥、希少猛禽類については、対象事業実施区域から約

1.5km程度の範囲内において、対象事業実施区域及びその周辺を広く見渡せる地点を設定しました。ま

た、渡り鳥調査は、比較対照地点として、佐賀関、金御岳を設定しました。なお、調査地点の設定にあ

たり、建設中の中九州大仁田山風力発電所の影響も検討できるように考慮しました。 

 

表 1 哺乳類トラップ及びコウモリ類トラップ地点設定根拠 

調査方法 調査地点 環境（植生） 
対象事業実施 

区域内外 
設定根拠 

捕獲調査 

St.1 新植地 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの若齢林や草地を主

体とする新植地に設定した。 

St.2 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ、カエデ類、シデ類

等を主体とする落葉広葉樹林に設定した。 

St.3 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

St.4 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主

体とする落葉広葉樹林に設定した。 

St.5 新植地 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの伐開後の草地を主

体とする新植地に設定した。 

St.6 針葉樹林 外 
主要な植生のうちブナ、スギ・ヒノキ植林を主体とす

る針葉樹林に設定した。 

コウモリ類 

捕獲調査 

K1 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ等を主体とする落葉

広葉樹林に設定した。 

K2 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ等を主体とする落葉

広葉樹林に設定した。 

K3 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

K4 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主

体とする落葉広葉樹林に設定した。 
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表 2 鳥類調査地点設定根拠 

調査方法 調査地点 環境（植生） 
対象事業実施 

区域内外 
設定根拠 

ライン 

センサス法 

L1※ 落葉広葉樹林 外 

落葉広葉樹林環境内の生息状況を確認するため、建設

中の中九州大仁田山風力発電所の影響についても考慮

して設定した。 

L2※ 造成地 外 

造成地環境内の生息状況を確認するため、建設中の中

九州大仁田山風力発電所の影響についても考慮して

設定した。 

L3 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ等を主体とする落葉

広葉樹林に設定した。 

L4 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

L5 針葉樹林 内外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

L6 落葉広葉樹林 外 比較対照地点として設定した。 

ポイント 

センサス法 

P1※ 針葉樹林 外 

針葉樹林環境内の生息状況を確認するため、建設中の

中九州大仁田山風力発電所の影響についても考慮し

て設定した。 

P2※ 造成地 外 

造成地環境内の生息状況を確認するため、建設中の中

九州大仁田山風力発電所の影響についても考慮して

設定した。 

P3 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

P4 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ、カエデ類、シデ類

等を主体とする落葉広葉樹林に設定した。 

P5 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主

体とする落葉広葉樹林、河川環境に設定した。 

P6 落葉広葉樹林 外 比較対照地点として設定した。 

空間飛翔 

調査 

T1 落葉広葉樹林 外 

落葉広葉樹林環境内の生息状況を確認するため、建設

中の中九州大仁田山風力発電所の影響についても考慮

して設定した。 

T2 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ等を主体とする落葉

広葉樹林に設定した。 

T3 針葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、スギ・ヒノキ植林を主体とす

る針葉樹林に設定した。 

T4 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主

体とする落葉広葉樹林に設定した。 

T5 落葉広葉樹林 外 比較対照地点として設定した。 

※は「中九州風力発電所設置事業環境影響評価書」（合同会社 JRE 中九州風力、平成 26 年 5 月）と同じ調査地点 
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表 3 昆虫類トラップ地点設定根拠  

調査方法 調査地点 環境（植生） 
対象事業実施 

区域内外 
設定根拠 

捕獲調査 

Tr.1 新植地 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの若齢林や草地を主

体とする新植地に設定した。 

Tr.2 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ、カエデ類、シデ類

等を主体とする落葉広葉樹林に設定した。 

Tr.3 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

Tr.4 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主

体とする落葉広葉樹林に設定した。 

Tr.5 新植地 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの伐開後の草地を主

体とする新植地に設定した。 

Tr.6 針葉樹林 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針

葉樹林に設定した。 

 

表 4 魚類及び底生動物調査地点設定根拠  

調査方法 調査地点 河川名 設定根拠 

捕獲調査 

S1 三ヶ所川（下流） 

工事に伴う土砂流出等の影響を受ける可能性があることから設定し

た。 

S2 三ヶ所川（上流） 

S3 七ツ山川（上流） 

S4 七ツ山川（下流） 

S5 七ツ山川（支流） 

S6 小原井川（下流） 

S7 小原井川（中流） 

S8 小原井川（上流） 
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表 5 渡り鳥及び希少猛禽類調査地点設定根拠 

定点 設定根拠 

W-1 大仁田山と飯干峠間の西側斜面を確認する地点として設定した。 

W-2 桑の木谷の谷部及び大仁田山西斜面を確認する地点として設定した。 

W-3 大仁田山西側斜面を確認する地点として設定した。 

W-4 大仁田山西側の桑の木谷の斜面を確認する地点として設定した。 

W-5 大仁田山西側の桑の木谷の谷部を確認する地点として設定した。 

W-6 大仁田山西側の伐開地を確認する地点として設定した。 

W-7 大仁田山西側の斜面から小原井峠までを幅広く確認する地点として設定した。 

W-8 大仁田山西側斜面から舟の谷部を確認する地点として設定した。 

W-9 桑の木谷の河川周辺を確認する地点として設定した。 

W-10 桑の木谷から舟の谷周辺を確認する地点として設定した。 

W-11 桑の木谷から舟の谷周辺の南側斜面を確認する地点として設定した。 

W-12 大仁田山北西側斜面を確認する地点として設定した。 

E-1 諸塚山南西斜面と大仁田山～飯干峠間の稜線付近を確認する地点として設定した。 

E-2 大仁田山から北に延びる稜線周辺やその東側斜面を確認する地点として設定した。 

E-3 幸重谷の谷部を確認する地点として設定した。 

E-4 只石の谷部を確認する地点として設定した。 

E-5 幸重谷の谷部奥を確認する地点として設定した。 

E-6 幸重谷の谷部入口周辺を確認する地点として設定した。 

S-1 小原井峠周辺を確認する地点として設定した。 

S-2 小原井峠西側の谷部奥を確認する地点として設定した。 

S-3 小原井峠の南側斜面を確認する地点として設定した。 

S-4 小原井峠の南側斜面から小原井地区を確認する地点として設定した。 

S-5 伊の川内谷部を確認する地点として設定した。 

S-6 小原井峠の南東斜面を確認する地点として設定した。 

S-7 小原井峠の南東斜面から小原井川周辺を確認する地点として設定した。 

S-8 小原井地区周辺を確認する地点として設定した。 

S-9 小原井峠の南東斜面を幅広く確認する地点として設定した。 
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図 1 動物の調査位置（哺乳類）  
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図 2 動物の調査位置（鳥類）  
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図 3 動物の調査位置（爬虫類・両生類及び陸産貝類）  
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図 4 動物の調査位置（昆虫類：ベイトトラップ及びライトトラップ）  
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図 5 動物の調査位置（魚類及び底生動物）  
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図 6 動物の調査位置（渡り鳥及び希少猛禽類） 

対象事業実施区域 

比較対照地点：佐賀関 

比較対照地点：金御岳 
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1.植物 

植物相の調査範囲については、図 1に示すとおり、対象事業実施区域から300m程度の範囲としました。

植生の調査範囲についても、対象事業実施区域から300m程度の範囲内とし、表1及び図 2に示すとおり

現地の植生分布状況から代表的と考えられる地点を選定しました。 
 
 
 

 

 



 

 

 

図 1 植物相調査範囲 
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表 1(1) 植物群落の概要 
群落名 植生 

調査地点 

概  要 

シラキ－ブナ群集 No.12、No.13 落葉広葉樹のブナが優占する群落である。高木層、亜高木層、

低木層、草本層の 4層構造からなり、胸高直径は約 30cm 以上、

群落高は 12m 程度である。 

高木層ではブナ、アサガラ、エゴノキ等、亜高木層ではウリ

ハダカエデ、コハウチワカエデ、アサガラ等、低木層ではシロ

モジ、タンナサワフタギ、ヒメシャラ等、草本層ではスズタケ

の優占が確認された。 

リョウブ－ミズナラ群集 No.8、No.15 落葉広葉樹のミズナラが優占する群落である。高木層、亜高

木層、低木層、草本層の 4 層構造からなり、群落高は 15m 程度

である。 

高木層ではミズナラ、イヌシデ、コハウチワカエデ、フカギ

レオオモミジ等、亜高木層ではブナ、ミズナラ、コハウチワカ

エデ、リョウブ等、低木層ではシロモジ、イヌシデ、コハウチ

ワカエデ、シラキ等、草本層ではスズタケの優占が確認された。 

ブナ－ミズナラ群落 No.14、No.16 落葉広葉樹のブナ、ミズナラが優占する群落である。高木層、

低木層、草本層の 3 層構造からなり、胸高直径は約 20cm、群落

高は 10m 程度である。 

高木層ではブナ、ミズナラ、クマシデ、エゴノキ、ウリハダ

カエデ等、低木層ではシロモジ、コハクウンボク、エゴノキ、

ナツツバキ等、草本層ではスズタケの優占が確認された。 

アカシデ－イヌシデ群落 No.10、No.22 谷沿いに分布する落葉広葉樹のイヌシデまたはアカシデが、

カエデ類とともに混生する群落である。高木層、亜高木層、低

木層、草本層の 4層構造からなり、群落高は 18ｍ程度である。 

高木層ではイヌシデのほか、エンコウカエデ、オオモミジ、

イロハモミジ等のカエデ類が多数確認された。亜高木層ではエ

ンコウカエデ、シラキ、アサガラ、シロダモ等、低木層ではア

ブラチャン、ヤブツバキ、シラキ等、草本層ではスズタケ、ガ

クウツギ、ヤマジオウ、カナクギノキ等が確認された。 

シキミ－モミ群集 No.7 常緑針葉樹のモミが優占する群落である。高木層、亜高木層、

低木層、草本層の 4層構造からなり、群落高は 30ｍ程度である。 

高木層ではモミ、ブナ、ツガ等、亜高木層ではモミ、ブナ、

ウラジロガシ、ミズナラ等、低木層ではモミ、イタヤメイゲツ、

ヤブツバキ等、草本層ではスズタケ、ハイノキ、コガクウツギ、

ミヤマシキミ、シキミ等が確認された。 

モミ群落 No.2 常緑針葉樹のモミが優占する群落である。高木層、亜高木層、

低木層、草本層の 4層構造からなり、群落高は 15ｍ程度である。 

高木層ではモミ、ツガ、アカマツ等、亜高木層ではブナ、ツ

ガ、ミズナラ等、低木層ではハイノキ、ソヨゴ、アセビ、リョ

ウブ等、草本層ではハイノキ、スズタケ、ミヤマシキミ、ソヨ

ゴ等が確認された。 
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表 1(2) 植物群落の概要 
群落名 植生 

調査地点 

概  要 

アカマツ群落 No.3、No.4 常緑針葉樹のアカマツが優占する群落である。高木層、亜高

木層、低木層、草本層の 4層構造からなり、群落高は 15ｍ程度

である。 

高木層ではアカマツ、リョウブ、ネムノキ等、亜高木層では

ブナ、ホオノキ等、低木層ではアセビ、ネジキ、リョウブ、ヤ

マボウシ等、草本層ではスズタケ、リョウブ、シシガシラ、コ

ガクウツギ等が確認された。 

先駆性木本群落 No.11、No.19 先駆性の落葉広葉樹が優占する群落である。低木層、草本層

の 2層構造からなり、群落高は 6m 程度である 

低木層ではアカメガシワ、ネムノキ、ヌルデ等、草本層では

スズタケ、コアカソ、ナガバモミジイチゴ、ミヤマタニソバ、

ヤブソテツ、イタドリ等が確認された。 

伐採跡地群落 No.17、No.18 伐採跡地でみられる木本・草本類が優占する群落である。草

本層の 1層からなり、群落高は 1.2m 程度である。 

草本層ではクマイチゴ、タケニグサ、クサギ、ベニバナボロ

ギク、ミヤマタニソバ、ヘビイチゴ、コアカソ、タラノキ等、

荒れ地で見られる種が多く確認された。 

クヌギ植林 No.5、No.24 落葉広葉樹であるクヌギが植栽された群落である。高木層、

亜高木層、低木層、草本層の 4層構造からなり、群落高は 18ｍ

程度である。 

高木層ではクヌギ、アカシデ等、亜高木層ではケヤキ、エゴ

ノキ、アカシデ等、低木層ではシロバイ、ヤマザクラ、アブラ

チャン等、草本層ではクマザサ、スズタケ、ススキ、ワラビ、

コアカソ、サルトリイバラ等が確認された。 

スギ・ヒノキ植林 No.9、No.23 針葉樹であるスギ、ヒノキが植栽された群落である。高木層、

亜高木層、低木層、草本層の 4層構造からなり、群落高は 18ｍ

程度である。 

高木層ではスギ、ヒノキ等、亜高木層ではリョウブ、ノキシ

ノブ等、低木層ではケクロモジ、リョウブ、ヤブツバキ、タン

ナサワフタギ等、草本層ではコガクウツギ、スズタケ、コチヂ

ミザサ、ナガバモミジイチゴ、ヤイトバナ、ミヤマタニソバ、

タンナサワフタギ等が確認された。 

スギ・ヒノキ新植地 No.20、No.21 針葉樹であるスギ、ヒノキが植栽されて間もない群落である。

低木層、草本層の 2層構造からなり、群落高は 2m 程度である。 

低木層ではスギ、ヒノキ等、草本層ではチガヤ、ヤイトバナ、

ワラビ、コチヂミザサ、ススキ、コブナグサ、ヘビイチゴ等が

確認された。 

ススキ群落 No.1、No.6 草本類であるススキが優占する群落である。草本層の 1 層構

造からなり、群落高は 1.4m 程度である。 

草本層ではススキ、コアカソ、イワニガナ、コチヂミザサ、

シナダレスズメガヤ、タンナサワフタギ、タチツボスミレ、タ

ケニグサ、ナガバモミジイチゴ等が確認された。 

 

 

 



 

 

 
図 2 植生調査地点
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1.生態系 

上位性の注目種であるクマタカは、対象事業実施区域から約1.5km程度の範囲内、且つ、クマタカの

行動圏を考慮して調査地点を選定しました。また、典型性の注目種であるコゲラは、対象事業実施区域

から300ｍ程度の範囲内としました。 

調査地点の選定根拠は表1に、調査地点図は図1に示します。 

 

表 1(1) 生態系クマタカ餌資源調査地点設定根拠  

調査方法 調査地点 環境（植生） 
対象事業実施 

区域内外 
設定根拠 

ノウサギ

糞粒法 

N.1 新植地 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの若齢林や草地を主体とする新

植地に設定した。 

N.2 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちブナ、ミズナラ、カエデ類、シデ類等を主体と

する落葉広葉樹林に設定した。 

N.3 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針葉樹林に設

定した。 

N.4 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主体とする落

葉広葉樹林に設定した。（クマタカＡペアの行動範囲） 

N.5 新植地 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの伐開後の草地を主体とする新

植地に設定した。（クマタカＡペアの行動範囲） 

N.6 針葉樹林 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針葉樹林に設

定した。（クマタカＡペアの行動範囲） 

N.7 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主体とする落

葉広葉樹林に設定した。（クマタカＣペアの行動範囲） 

N.8 新植地 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの若齢林や草地を主体とする新

植地に設定した。（クマタカＣペアの行動範囲） 

N.9 針葉樹林 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針葉樹林に設

定した。（クマタカＣペアの行動範囲） 

N.10 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主体とする落

葉広葉樹林に設定した。（クマタカＢペアの行動範囲） 

N.11 針葉樹林 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針葉樹林に設

定した。（クマタカＢペアの行動範囲） 

N.12 新植地 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの若齢林や草地を主体とする新

植地に設定した。（クマタカＢペアの行動範囲） 
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表 1(2) 生態系クマタカ餌資源調査地点設定根拠 

調査方法 調査地点 環境（植生） 
対象事業実施 

区域内外 
設定根拠 

ラインセ

ンサス法 

KL.1 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針葉樹林に設

定した。 

KL.2 
落葉広葉樹林 

針葉樹林 
外 

ヤマドリ、ヘビ類の確認が容易な落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植

林内の林道に設定した。（クマタカＡペアの行動範囲） 

KL.3 
落葉広葉樹林 

針葉樹林 
外 

ヤマドリ、ヘビ類の確認が容易な落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植

林内の林道に設定した。（クマタカＡペアの行動範囲） 

KL.4 新植地 外 
クマタカは新植地を餌場として利用しやすいため、新植地内の林

道に設定した。（クマタカＡペアの行動範囲） 

KL.5 
落葉広葉樹林 

針葉樹林 
外 

ヤマドリ、ヘビ類の確認が容易な落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植

林内の林道に設定した。（クマタカＣペアの行動範囲） 

KL.6 
落葉広葉樹林 

針葉樹林 
外 

ヤマドリ、ヘビ類の確認が容易な落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植

林内の林道に設定した。（クマタカＣペアの行動範囲） 

KL.7 新植地 外 
クマタカは新植地を餌場として利用しやすいため、新植地内の林

道に設定した。（クマタカＣペアの行動範囲） 

KL.8 
落葉広葉樹林 

針葉樹林 
外 

ヤマドリ、ヘビ類の確認が容易な落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植

林内の林道に設定した。（クマタカＢペアの行動範囲） 

KL.9 
落葉広葉樹林 

針葉樹林 
内外 

ヤマドリ、ヘビ類の確認が容易な落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植

林内の林道に設定した。（クマタカＢペアの行動範囲） 

KL.10 新植地 外 
クマタカは新植地を餌場として利用しやすいため、新植地内の林

道に設定した。（クマタカＢペアの行動範囲） 
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表 1(3) 生態系コゲラ餌資源調査地点設定根拠  

調査方法 調査地点 環境（植生） 
対象事業実施 

区域内外 
設定根拠 

コゲラ餌

資源調査 

KG.1 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうち、ブナ－ミズナラ群落を主体とする落葉

広葉樹林に設定した。 

KG.2 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうち、シラキ－ブナ群集を主体とする落葉広

葉樹林に設定した。 

KG.3 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主体と

する落葉広葉樹林に設定した。 

KG.4 新植地 外 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの伐開後の草地を主体と

する新植地に設定した。 

KG.5 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうち、リョウブ－ミズナラ群集を主体とする

落葉広葉樹林に設定した。 

KG.6 新植地 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキの若齢林や草地を主体と

する新植地に設定した。 

KG.7 落葉広葉樹林 内 
主要な植生のうちミズナラ、カエデ類、シデ類等を主体と

する落葉広葉樹林に設定した。 

KG.8 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、スギ・ヒノキ植林を主体とする針葉樹

林に設定した。 

KG.9 落葉広葉樹林 外 
主要な植生のうち、クヌギ植林を主体とする落葉広葉樹林

に設定した。 

KG.10 針葉樹林 外 
主要な植生のうち、シキミ－モミ群集を主体とする針葉樹

林に設定した。 

KG.11 針葉樹林 内 
主要な植生のうち、アカマツ群落を主体とする針葉樹林に

設定した。 

KG.12 針葉樹林 外 
主要な植生のうち、アカマツ群落を主体とする針葉樹林に

設定した。 
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図 1(1) 生態系の調査位置（クマタカ餌資源調査：ノウサギ）  
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図 1(2) 生態系の調査位置（クマタカ餌資源調査：ヤマドリ、ヘビ類）  
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図 1(3) 生態系の調査位置（コゲラ餌資源調査） 
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1.景観 

 景観の調査地点については表1に示すとおり、視野角1度以上で視認される可能性のある

範囲を踏まえ、対象事業実施区域及びその周囲を対象といたしました。 

 調査地点を図1に示します。 

  

表1 景観調査地点の設定根拠 

調査地点 選定根拠 

① 日蔭棚田 

対象事業実施区域周囲に存在する、不特定かつ多数の者

が利用する主要な眺望点を選定した。 

② 鳥の巣棚田 

③ 下の原棚田 

④ Gパーク 

⑤ 星の久保展望台 

⑥ 黒岳 

⑦ 諸塚山 

⑧ 赤土岸山 

⑨ 諸塚山渓流の里 

⑩ 六峰街道（日諸峠） 

⑪ 飯干地区 

対象事業実施区域の周囲の生活環境の場として、居住地

を選定した。 

⑫ 舟の谷地区 

⑬ 奈良津地区 

⑭ 小原井地区 
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図1 景観の調査位置 
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1.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活動の場の調査地点については表1に示すとおり、対象事業実施区

域及びその周囲並びに工事関係車両の主要な走行ルートの周囲における主要な人と自然と

の触れ合い活動の場を対象といたしました。 

 調査地点を図1に示します。 

  

表1 人と自然との触れ合い活動の場の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

①諸塚山 
対象事業実施区域の周囲に位置し、登山等の利用により、主要な人と自然との
触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから選定した。 

②赤土岸山 
対象事業実施区域の周囲に位置し、登山等の利用により、主要な人と自然との
触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから選定した。 

③諸塚山渓流の里 

工事関係車両の主要な走行ルート沿いに位置し、キャンプ等の利用により、主
要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があること
から選定した。 

④大仁田山 
対象事業実施区域内に位置し、登山等の利用により、主要な人と自然との触れ
合いの活動の場として機能している可能性があることから選定した。 

⑤黒仁田山 
対象事業実施区域内に位置し、登山等の利用により、主要な人と自然との触れ
合いの活動の場として機能している可能性があることから選定した。 
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図1 人と自然との触れ合い活動の場の調査位置 
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