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（事業計画概要） 

１．対象事業実施区域及び風車予定位置の拡大図について（非公開） 

対象事業実施区域の等高線が読み取れる拡大図を提示願いたい。また、補足説明資料

の風車予定位置についても拡大図を用意願いたい。 

 

 現段階における風力発電機の配置予定図を図 1-1 に示します。また、図 1-1 を 4 分割に

した拡大図を図 1-2～図 1-5 に示します。定格出力 2,000kW 又は 2,100kW の風力発電機を

22 基設置する計画です。 

※図 1-1～図 1-5 について、地権者との調整、また、他社事業計画に関係し、弊社事業推

進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．工事用・管理用道路の改変予定箇所について（非公開） 

工事用車両の走行に必要な道路を拡幅する（県道 9 号から風力発電機設置区域まで）

予定としているが，どこを拡幅するのかについて明記した資料を提示されたい。 

また、風車間の道路の改変予定箇所も提示されたい。 

 

工事用・管理用道路の改変予定箇所を図 2-1、図 2-2 に示します。県道 9 号から市道の

入口は、トレーラーのための拡幅は行いますが、ここで、トランスポーター等の特殊機械

に積替えて、市道、林道部は運搬しますので、枝払い、一部側溝への敷き鉄板を行います

が、法面の拡幅等は行いません。 

 風車間の道路については、既存道を改変拡幅し、又は新設道を設置します。 

※図 2-1、2-2 について、地権者との調整、また、他社事業計画に関係し、弊社事業推進に

支障が生じる恐れがあるため、非公開とします。 
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３． 残土の処理計画及び土捨て場の位置について（非公開）【方法書 P13】 

残土に関する事項について、対象事業実施区域内に土捨て場を作成するのか。作成す

る場合はその予定位置を示されたい。 

 

※地権者と調整中に付き、非公開とします。 

 

 

４．改変土量および切土・盛土量について（非公開） 

改変土量の算出に際して適切な係数を用いて土量を算出されたい。 

 

 現段階の改変土量について概算数量を下記に示します。 

※計画検討中に付き、非公開とします。 
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５．風力発電機の選定経緯について（非公開） 

補足説明資料では、2,850kw- 17 基案を見直したとしているが、その経緯は何か？ ま

た、2,000kW を 22 基、または 2,100kw を 22 基としているが、どのような環境要素を重

視して最終的な選定を行うのか？ 

 

2,850kW 機を採用した場合に必要な運搬ルートの道路拡幅、伐採等の道路改変区域をで

きる限り縮小するため、より運搬が容易である 2,000kW 機もしくは 2,100kW 機を選定しま

した。今後は、それぞれの風車を設置した際の、騒音・低周波音のＰＷＬ値及び周波数特

性等を把握し、また、風車の影等の影響予測を行い、一方、発電量をはじめとした事業性

も検討することで機種を決定します。 

※計画検討中に付き、非公開とします。 

 

 

６．累積的影響に関わる他社事業計画との位置関係と現状について（非公開） 

他社事業計画（由利本荘権現山）との位置関係等、現状を説明されたい。場所が重複

している他案件と重複（両立）する可能性はあるのか？ 

 

他社事業計画については、現段階では計画段階環境配慮書のみが情報源ですが、弊社の

事業計画と大きく重複しております。これまでの協議経過としては、平成 28 年 2 月 24 日

に自治体立会いのもと初めて協議を実施したほか、平成 28 年 5 月 24 日には事業者間での

協議を実施しました。現段階では調整が済んではおりませんが、継続して協議を行い、重

複が発生しないように事業を進めます。 

※他社の事業計画及び協議状況を記したものであり、非公開とします。 

 

 

７．保安林の指定状況について【方法書 P135、図 3.2-15】 

対象事業実施区域が水源涵養林を含んでいるが、問題はないのか？ 

 

 原則として、保安林にかからないように風力発電機を配置し、また、工事用・管理用道

路を計画しますが、計画熟度をあげ、必要に応じて早めに行政と協議を行います。 
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（大気環境） 

８．可視領域図と騒音・低周波音調査地点の関係について（非公開） 

景観で示されている可視領域図（方法書 P189）と、騒音・低周波音調査地点との位置

関係を図示してもらいたい。 

 

 可視領域と騒音・低周波音調査地点の重ね合わせ図を図 3 に示します。 

※風車予定位置を図示しており、地権者と調整中に付き、非公開とします。 

 

図 3 可視領域と騒音・低周波音調査地点の重ね合わせ図 
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９．風車予定地及び改変区域と最寄り民家等の距離について（一部非公開） 

土捨て場、風力発電機の予定地、道路等改変予定区域から最近の民家、商業施設等（あ

れば）への距離を個別に示されたい。対象事業実施区域で尾根筋から新沢地区にのびる

道路沿道（対象事業実施区域内）に建物があるが、これは民家か？ 

 

 風車予定地、道路等改変予定区域に近接する民家等の位置を図 4 に示します。また、最

寄り民家までの距離を以下に示します。 

ア. 風車予定地と最寄り民家までの距離         1.2ｋｍ 

イ. 道路等改変予定区域と最寄り民家までの距離     1.2ｋｍ 

ウ. 土捨て場と最寄り民家までの距離          － 

 

 また、図 4 に示されている風車予定改変区域から新沢地区にのびる道路沿道にある建物

マークの場所には、現在建物はありません。 

※風車予定位置が示されており、地権者と調整中に付き、一部（図 4）非公開とします。 
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図 4 民家等の配置の状況（図は非公開） 

 

約 1.2km 

約 1.2km 

現在建物は 

ありません 
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（水環境） 

10．水環境の調査地点について【方法書 P237、図 6.2-2】 

① 沈砂池からの排水による河川影響を評価する目的からすると、可能な限り事業実施

区域に近い河道に測点を置くべきであるが、水質-1、水質-6  水質-7 、水質-8 の

各地点についてはかなり下流である。それら地点までに周囲の集水域からの雨水、

湧水が混合・希釈するので正しい予測にはならない。 

② また、水質-1、水質-7、水質-8 の水質調査地点については、複数の河川が合流して

からの水質を調査するものであり、発生源の影響を正しく評価することができない。 

③ とくに、図 3.2-8 「水道施設の水道水源」（p95）の「旧水源地（通称）」に示さ

れる水源地の位置を考えると、水質-8 については貝井田沢に設けるのが本来である

と考えられる。 

④ 添付資料（前倒調査結果）p29 の水質調査について、晴天時と思われるが天候、降

水量なども併記されたい。 

 

①②予測地点は対象事業実施区域内において設置する仮設沈砂池の排水口とします。その

ため、水質調査地点が予測に影響しない予定です。 

③水源地に調査地点（水質-10 及び水質-11）を設けました（図 5 参照）。 

④調査時の天候を表 1-1 に示します。また、前日及び当日の対象事業実施区域最寄りの地

域気象観測所のデータを表 1-2～1-3 に示します。 

 

表 1-1 秋季水質調査時の天気 

項目 水質-1 水質-2 水質-3 水質-4 水質-5 水質-6 水質-7 水質-8 水質-9 

天気 晴 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 

 

表 1-2 秋季水質調査前日の地域気象観測所データ 

平成 27 年 10 月 25 日 

地域気象 

観測所名 

降水量(mm) 気温(℃) 日照 

時間 

（h） 
合計 

最大 
平均 最高 最低 

1 時間 10 分間 

本荘 0.0 0.0 0.0 10.7 11.9 9.8 0.3 

大正寺 0.5 0.5 0.5 9.0 11.1 7.5 0.6 

 

表 1-3 秋季水質調査当日の地域気象観測所データ 

平成 27 年 10 月 26 日 

地域気象 

観測所名 

降水量(mm) 気温(℃) 日照 

時間 

（h） 
合計 

最大 
平均 最高 最低 

1 時間 10 分間 

本荘 0.0 0.0 0.0 10.6 14.3 6.1 3.5 

大正寺 0.0 0.0 0.0 8.8 13.3 3.3 6.4 
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図 5 水質調査地点 

-12- 



 

 

 

 

10-2．水環境の調査地点について（10．と関連） 

10．の補足説明では、濁水濃度を沈砂池出口で予測するとあるが、【方法書 P237、図

6.2-2】の水質調査地点は沈砂池ではなく、河川である。また、【表 6.2-2(22) 調査、

予測及び評価の手法（水環境）】の「5.調査期間」に 3 季及び降雨時に水質調査を実施

すると記述しているが、これも河川である。最終的な沈砂池出口からの排水が河川水質

に及ぼす影響をどのような手法、手順で行うのか、説明されたい。 

 

水質の予測は、事業実施区域内に設置する沈砂池出口の排水を対象に行います。降雨に

より発生する濁水は沈砂池で濁りを低減させ、排水を地下浸透させます。したがって、沈

砂池出口の排水は直接河川に流入することはなく、河川水質に及ぼす影響の予測及び評価

は行いません。 

河川における水質調査は、河川水質の現況を把握するために行います。なお、必要に応

じて、工事期間中の環境監視として複数の河川を対象に水質調査を実施します。 
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11．調査、予測及び評価の手法（水環境）について【方法書 P235】 

「10.評価の手法」では、本来は解析方法、参考資料などが妥当であるかを示すもの

と考えられるが、それへの論究がない。準備書で再調査・再計算にならないよう以下

の諸点を参考にされたい。 

① 濁水の発生量を予測する場合、秋田県には林地開発許可制度があるので、そのガ

イドラインを参考にされれば説得力がある。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）を参考にする例が多

くあったが、同書では、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」にするが、同じ裸地でも

流出係数は土質や植生、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

にすることはできない。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る

ので参考に。秋田県では、表層の植生などを除去した場合の裸地についても数値を

設定している。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

いるが、その根拠は示されていない。 

② 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 」としているが、①で述べたことと同様に土質や表土の質などで開発区

域も色々であり、降雨量も大きく影響する。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ある。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われ、ダウン

ロードして閲覧されたい。 

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 

③ 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）

方法を選ばれたい。10 年確率とか、警報発令など客観性・合理性があれば、過去の

最大時間雨量にこだわることはない。 

 

① 流出係数 f は、「林地開発許可申請の手引」（秋田県、平成 28 年）より設定する予定

です。 

② 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。 

③ 降雨条件は、大雨・洪水注意報の基準が由利本荘市（平坦地以外）で 40mm/h であ

ることから 40mm/h と、弱雨である 3mm/h とする予定です。なお、対象事業実施区域近

傍の気象官署である本荘地域気象観測所及び大正寺地域気象観測所の 1 時間雨量の階

級時間数（2013 年～2015 年）は、表 2 のとおりです。 
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表 2 1 時間雨量の階級時間数 

（単位：時間、斜字：％） 

1 時間雨量 
本荘地域気象観測所 大正寺地域気象観測所 

2013 年 2014 年 2015 年 2013 年 2014 年 2015 年 

0.5mm 以上 1319 1162 878 1423 1290 750 

3mm 以上 233（17.7） 153（13.2） 118（13.4） 244（17.1） 188（14.6） 155（17.5） 

10mm 以上 32（2.4） 18（1.5） 6（0.7） 19（1.3） 20（1.6） 14（1.6） 

20mm 以上 5（0.4） 6（0.5） 0（0） 7（0.5） 2（0.2） 2（0.2） 

30mm 以上 2（0.2） 2（0.2） 0（0） 2（0.1） 0（0） 0（0） 

50mm 以上 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

80mm 以上 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

 

 

12．土質調査地点について【方法書 P237、図 6.2-2】 

土壌調査地点の 3 点は、風車設置場所がすべて等質の土壌であること（方法書 P42、図

3.1-11）から考えて妥当なものである。 

 

 対象事業実施区域の改変予定区域は、既存資料調査によりほぼ等質の土壌及び表層地質

であることから、地理的に南北方向に３分割する形で調査地点を配置しました。 

 

 

13．残土処理を行う場合の掘削土の有害物質調査について 

有害物質の排出を伴わないため非選定としているが，掘削土に含まれる有害物質を調

査したうえで判断する必要があると考える。残土を対象とした有害物質についての調査

を検討されたい。 

 

底質の有害物質への影響については、「発電所アセス省令」等について解説された「発

電所に係る環境影響評価の手引（平成 27 年 7 月改訂）」（経済産業省、平成 27 年）を参

考に『浚渫工事を行わないことから、評価項目として選定しない。』と記載しました。 

掘削土に含まれる有害物質への影響については、対象事業実施区域及びその周囲におい

て、これまでの土地利用履歴等から土壌汚染対策法に基づく区域指定はなく、また、秋田

県に多く見られるカドミウム、銅、ヒ素の農用地土壌汚染防止法に基づく指定対策地域も

ありません。さらに、自然由来の重金属汚染は、文献資料「日本の地球化学図」をもとに

対象事業実施区域周辺における河川堆積物（由利本荘市衣川水系、芋川水系）の含有濃度

を参照した結果、濃度が特異的に高い有害重金属元素の分布は認められず、掘削土を対象

に有害物質調査の必要性はないと判断しました。 
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（動物、植物、生態系） 

14．方法書の哺乳類調査位置とコウモリ類前倒調査地点・ルートについて（非公開）【方

法書 P247、補足説明資料添付資料 1 の P34】 

 方法書ｐ247 に示されている哺乳類の調査位置と前倒調査のコウモリ類調査位置図と

の違いについて説明されたい。また、前倒調査のコウモリ類調査地点が大きく偏ってお

り，北側については追加調査が必要ではないか？ 一方で，踏査ルートがないにも係ら

ず哺乳類の記録がなされているのはどういうことか，説明されたい。（前倒調査・非公

開：ｐ46-47） 

 

前倒環境調査では、事業実施想定区域とその周辺を対象に広範囲に渡って調査地点を設

定しました。その後、方法書では、この事業実施想定区域から領域の絞り込みを行い対象

事業実施区域としていますので、コウモリ類の春季、夏季及び秋季調査においては、対象

事業実施区域及びその周辺を対象とし、北側区域についても十分に調査を実施します。な

お、コウモリ類の前倒環境調査（平成 27 年秋季）は、この春季、夏季及び秋季調査のため

の概査調査と位置付けます。 

また、前述のとおり、前倒環境調査では方法書の調査範囲より広範囲に渡って調査を実

施しているため、方法書に記載のない踏査ルートで哺乳類の確認位置を示していました。 

※前倒環境調査中に付き、非公開とします。 

 

 

15．前倒調査のコウモリ調査の実施状況について（非公開） 

前倒調査のコウモリ調査について、ｐ39 の「調査期日及び気象概況(平成 27 年秋季)」

によれば、9 月 30 日のみの調査と解釈してよろしいか？その場合、天候が悪い（曇り時々

雨）条件下で、コウモリ相を把握したことになるのか？ 

 

前倒環境調査の調査期日を示しましたが、平成 27 年秋季について、天候に記載ミスが

ありましたので訂正します。また、鳥類の調査期日にも記載ミスがありました。 

 

なお、コウモリ類調査は、対象事業実施区域及びその周辺を対象に春季、夏季、秋季の

調査を実施します。コウモリ類の前倒環境調査（秋季）は、この春季、夏季及び秋季調査

のための概査調査と位置付けます。 

※前倒環境調査中に付き、非公開とします。 
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16．コウモリ類の飛翔高度調査について 

コウモリ類調査において飛翔高度データの取得に努められたい。 

 

飛翔高度の調査については、コウモリ類の専門家へのヒアリングを実施しました。その

結果を踏まえ、春季調査より、少なくとも 1 週間の音声録音が可能な機器を風況計や樹木

を対象に、それぞれ 3 段階の高度（樹冠部より上部、樹冠部付近、樹林内）にて調査を実

施します。 

 

 

17．鳥類調査地点の可視領域について 

各調査地点の視野がどの程度カバーできているのか提示していただきたい。 

 

 希少猛禽類調査地点の視野の重ね合わせ図を図 6-1 に、渡り鳥調査地点の視野の重ね合

わせ図を図 6-2 に示します。 
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図 6-1 希少猛禽類調査地点の視野の重ね合わせ図 
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図 6-2 渡り鳥調査地点の視野の重ね合わせ図 
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18．鳥類調査における背景環境との関係および定量化について 

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いただきたい。また，調査時間帯をできるだけ

揃えるようにしていただきたい。 

 

 鳥類のラインセンサス、ポイントセンサス調査については、確認位置を記録して、環境

類型との重ね合わせを行い、各ルートの環境類型ごとに定量的な結果を示すこととします。

また、調査時間帯については 2 日程度に渡って実施しますが、できる限り調査時間帯を揃

えて実施することとします。 

 

 

19．夜行性鳥類の衝突リスク検討手法について 

衝突リスクを検討する場合，夜間に飛翔する鳥類のデータの取得についてはどのよう

に検討するのか説明されたい。 

 

衝突リスクの検討としては、夜間に飛行する鳥類調査はレーダーによる調査が挙げられ

ますが、現状、ノイズの除去、種の特定、飛行高度、個体数の把握などの課題も多く、十

分に確立された調査手法ではないと考えられます。また、対象事業実施区域及びその周辺

は主に山岳域であり、尾根や樹木などに遮られるエリアが広範に存在することから、360°

の探査範囲を確保できる場所がありません。そのため、バードストライクについては事後

調査で検証していくことと考えます。 

ただし、夜行性鳥類については、夜間に実施する哺乳類などの調査時に確認を行うとと

もに、IC レコーダーを適宜設置して鳴き声により夜行性の鳥類相の把握を行い、種の特性

や確認頻度、主な生息場所などから衝突リスクの影響予測を行いたいと考えます。 
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20．生態系模式図について【方法書 P73】 

概略の生態系の模式図を作成・提示されたい。 

 

 前倒環境調査の確認種をもとに作成した生態系食物連鎖模式図を図 7 に示します。 

 

植生 アカマツ群落

カラマツ、スギ、アカマツ、ミズナラ、オオバクロモジ、イワガラミ等

哺乳類

ノウサギ、ニホンリス、

ネズミ類等

鳥類

ヤマドリ、アカゲラ、

ヒヨドリ、カラ類等

爬虫類

シマヘビ、ヤマカガシ等

哺乳類

テン、イタチ、タヌキ

哺乳類・猛禽類

キツネ、クマタカ、オオタカ、フクロウ

昆虫類

エゾゼミ、クロヒカゲ、コミスジ、クスサン、オオハナアブ等

昆虫類

ミルヤンマ、ヤマトシリアゲ、

オオカマキリ、ナツアカネ等

生
産
者

一
・
二
次
消
費
者

三
・
四
次
消
費
者

高
次
捕
食
者

スギ植林

環境類型 水辺伐採跡地、耕作地針葉樹

コナラ群落 水田、伐採跡地群落 開放水域

ノリウツギ、タラノキ、クマイザサ、イタチハギ、

ヨモギ等

昆虫類

トビケラ等

昆虫類

ゲンゴロウ、ガムシ等

両生類・魚類

ニホンアカガエル、アブ

ラハヤ、ヨシノボリ類等

鳥類

カワセミ、アオサギ

両生類

シュレーゲル

アオガエル等

広葉樹

 

図 7 生態系食物連鎖模式図 

 

 

21．一般猛禽類の飛翔状況について 

希少種と同様に，一般猛禽類の飛翔状況についての観察結果を示されたい。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図も提示していただきたい。 

 

渡り鳥調査で確認した一般猛禽類（ノスリ、トビ）の飛翔状況を図 8-1 に示します。ま

た、希少猛禽類調査で確認した一般猛禽類（ノスリ）の飛翔状況を図 8-2 及び図 8-3 に示

します。 
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図 8-1 渡り鳥調査で確認した一般猛禽類の飛翔状況 
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図 8-2 希少猛禽類調査で確認した一般猛禽類の飛翔状況（平成 27 年 1 月～12 月） 
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図 8-3 希少猛禽類調査で確認した一般猛禽類の飛翔状況（平成 28 年 1 月～3 月） 
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22．一般種の取扱いについて 

準備書に向けた指摘であるが、前倒調査結果について重要種のことしか触れられてい

ない。重要種に配慮するのは当然であるが、例えば猛禽類の一般種扱いのノスリについ

て、他の猛禽類よりも出現頻度の高いことが前倒調査結果で示されている。専門家の意

見を前提に重要種を中心とした調査になっているが、一般猛禽類についても出現頻度の

高い種については重要種と同等に扱う必要があると考える。 

 

ご指摘のとおり、重要種以外の猛禽類についても、対象事業実施区域で出現頻度が高く、

営巣活動や主要な餌場となっている場合には、事業の実施により甚大な影響が及ぶおそれ

があると予測されますので、専門家の意見も踏まえながら保全措置の検討を行いたいと考

えています。 

なお、ご指摘のノスリについては、事業実施区域の周辺（3 ヶ所程度）で営巣木が存在

する可能性があります。また、主要な餌場となる牧草地や耕作地といった環境は対象事業

実施区域内には存在しておりません。 
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23．上位性種クマタカ、典型性種タヌキの選定根拠について【方法書 P259】 

上位性，典型性の注目種を選定した根拠を示されたい。 

 

上位性種クマタカついては、前倒環境調査をもとに生態系食物連鎖模式図に示した通り、

対象事業実施区域及びその周辺における生態系の上位種として位置付けられていると考え

られたためです。また、対象事業実施区域の周辺で営巣地を確認していることから、継続

的な営巣活動が行われるためにも、クマタカを選定して予測することが重要であると考え

ています。また、風力発電機が建設される尾根部はほとんどが樹林地であることから、有

識者へのヒアリング結果も踏まえ、森林性のクマタカが適していると判断しました。 

一方、典型性種タヌキについては、前倒環境調査（秋季）にて対象事業実施区域やその

周辺で個体の目撃やため糞場も多く確認されており、他種に比べると個体数が多いと推測

されます。また、対象事業実施区域は最も高い所でも標高 350m 程であり、集落にも近い里

山的な環境であること、ため糞場からは餌対象種を把握することも可能であることも挙げ

られます。本事業は尾根部に展開する事業特性であることから、尾根部における典型性種

の生息環境の変化を把握し、事業による影響を回避・低減することを検討する上ではタヌ

キが適していると判断しました。 

 

 

24．事業実施区域及びその周囲における餌動物について 

注目種の餌について，文献上に記載される採餌対象種で餌量を検討するよりも，当該

地域で主に採餌している種は何か， 具体的に調査を行ったうえで予測・評価されたい。 

 

上位性種（クマタカ）は前倒環境調査において、営巣木を確認しており、食痕の回収に

努めました。しかしながら、その時にはほとんど回収されませんでした（定点調査ではヘ

ビ類の運搬を確認）。今繁殖期においても、引き続き食痕の回収に努めます。 

なお、本調査においては、繁殖活動を行っているつがいを対象とし、餌要求量の多くな

る育雛期（6～7 月）に、生息状況調査（定点調査：4 地点）を追加して行う予定です。そ

の調査でさらなるハンティング場所、餌種の把握に努めます。 

一方、典型性（タヌキ）については、ため糞場から餌対象種を把握するよう努めており

ます。また、季節により餌対象種が異なることから、季節毎に糞を採集して内容物の分析

を行っております。 
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25．生態系の上位性種クマタカの餌種の実態把握について 

生態系の上位性注目種としてクマタカを選択しているが、その餌種をノウサギとして

いる。秋田県のクマタカは、ノウサギを主要な餌種としていると想像されるが、近隣に

おける調査結果などの文献引用や、営巣木付近での痕跡調査などから、なるべく正確な

餌動物種を選んだ方が良い。 

 

上位性種（クマタカ）は前倒し環境調査において、営巣木を確認しており、食痕の回収

に努めました。しかしながら、その時にはほとんど回収されませんでした（定点調査では

ヘビ類の運搬を確認）。今繁殖期においても、引き続き食痕の回収に努めます。 

 

 

26．餌種の分布と採餌場所との関係について 

クマタカの餌種の分布と採餌場所との関係をどのように評価するのか，工夫が必要と

考えられる。 

 

クマタカの餌種は多岐に渡っており、対象種を把握すること、対象種によっては分布情

報を得ることが難しい種もあります。食痕の把握に努めるとともに、餌種となり得る種に

ついては確認位置を記録します。また、生息状況調査においては、ハンティング場所の把

握に努めます。 

なお、本調査においては、繁殖活動を行っているつがいを対象とし、餌要求量の多くな

る育雛期（6～7 月）に、生息状況調査を追加して行う予定です。その調査でさらなるハン

ティング場所、餌種の把握に努めます。 

 

 

27．餌種調査の調査時期について 

餌種は積雪期と非積雪期では行動圏が異なるので調査時期について留意されたい。 

 

餌種の調査は四季を通じて実施しますので、それぞれの時期の行動圏に留意して解析を

行いたいと考えます。 

 

 

28．植生調査地点について 

ブラウン－ブランケの植物社会学的調査を実施する予定地点を示すとともに，調査結

果をデータ（組成表，断面図）として準備書で示していただきたい。 

 

コドラート調査予定地点を図 9 に示します。コドラート調査地点は、環境区分した代表

植生ごとに少なくとも 2 か所は設定し実施する予定です。 

また、準備書においては、組成表及び断面図を示します。 
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図 9 コドラート調査予定地点 
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（その他項目） 

29．風車の影の現地調査の留意事項について【方法書 P238】 

風車の影の現地調査では対象となる住居等周辺の樹木・植生および風車周辺の植生に

ついて、風車の影がかかる可能性のある場合、風車方向にある植生が落葉樹かどうか、

また草本の草丈等にも留意して調査願いたい。 

 

 対象となる住居等周辺の樹木・植生および風車周辺の植生について、風車の影がかかる

可能性がある場合は、風車方向にある植生や草丈等にも留意した調査を実施します。 

 

 

30．対象事業実施区域の南端部の状況および施設の分布状況について 

南端部の影響が相対的に高いと思われる。 

① ｐ92 には営農地域の存在が示され、一方、森林とも判断される。今現在はどのよう

な状況か？また、事業実施期間における状況の見通しを示されたい。 

② ｐ81,ｐ82 には、南端から至近の距離に権現山があり、宗教施設が存在する記述とな

っている。事業のこれに対する影響の評価の方法を示されたい。 

 

① 対象事業実施区域南端部から南側について、現状、牧草地として利用されています。

今後の土地利用計画について、計画の大きな変更の情報はありません。 

② 権現山山頂の筵掛神社については、使用状況や使用頻度を確認し、人と自然との触れ

合いの活動の場の観点から、本事業の地形改変や施設の存在によって権現山神社へ与

える影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかについて、評価します。 

 

 

（総合） 

31．事業計画の具体化と調査地点設定の妥当性について（一部非公開） 

方法書段階で改変予定区域，および風車の配置が具体的に示されていない。改変の程

度，残土量なども不明。土捨て場も未定ということであるので，最終的に風車の配置や

改変区域が確定し，残土の埋め立場所等が決定された場合に，現状の調査地点や調査ル

ートとの関係が適切に配置されているかどうかは判断できないと考える。 

したがって，準備書段階では工事内容のより詳細な図面を用意するとともに，調査点

が適切であったかどうかについても説明されたい。 

 

 現段階における事業計画内容は、設問 2 で回答した図 2-1、2-2（拡大図）であり、これ

は造成工事範囲を図示していますが、伐採範囲も含む改変区域全体は示していません。 

今後、準備書段階までに工事内容をより詳細化して図面を準備し、調査地点の妥当性に

ついてもきちんと説明できるようにします。 

 なお、添付資料 1 に、現段階の風車予定地、改変内容及び区域と重ね合わせをした項目

ごとの調査位置図を示します。 

※添付資料 1 は、風車予定位置、改変区域が記載され、地権者との調整、また、他社事業

計画に関係し、弊社事業推進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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【説明済み資料】 

 

32．風力発電機の配置等について（非公開） 

方法書の調査内容と調査地点の位置等との妥当性を検討するためには、風車の配置や

改変予定区域の場所を特定することが望ましいことから、風力発電機の設置位置、工事

用仮設道路の位置、対象事業実施区域内の送電線及び変電所の位置等、基本的情報を記

載してください（計画案でも可）。 

 

 次頁にて風力発電機設置位置および送電線ルート、変電所位置を示します。 

※計画案につき非公開。 

送電線は各発電機間および連系変電所まで（黄色線）となります。 

なお、方法書公告時においては 2,850kW 機×17 基の案がありましたが、計画の精査により

2,000kW×22 基もしくは 2,100kW×22 基の設置を計画しています。なお、環境影響評価等

により風車基数を減らす場合は、その他の風車の配置変更は予定しておりません。 
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33．対象事業実施区域について 

 各項目の各調査地点について、設定した根拠を記載してください。 

（その際、例えば土壌図や表層地質図、植生図等に調査点や風車設置位置を記載するよ

うにしてください。） 

 

 各項目の設定根拠は方法書第 6 章に記載しております。なお、表層地質図に土質調査地

点を重ねたものをお示しします。 
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34．累積的な影響について 

対象事業実施区域の周囲等に既設及び計画中の風力発電事業があれば、事業の概要

（事業の名称、出力、風力発電機の基数、運転開始年月等）、事業区域、風力発電機の

位置について、情報が得られる範囲で記載してください。 

選定した環境影響評価の項目について、これらの事業との累積的な影響の検討を行う

か、その項目も含めて記載してください。 

 

近隣で計画されている風力発電事業について、公開された配慮書による事業の概要は下

記のとおりです。 

 事業名称：（仮称）由利本荘権現山風力発電事業 

 出力・基数：最大 30,000kW（定格出力 2,000～3,000kW 級風力発電機を最大 10 基程度） 

 

方法書 6 章に記載のとおり、窒素酸化物、粉じん、騒音、低周波音、振動、風車の影、

電波障害、鳥類、景観について、風力発電機の配置、主要な走行ルート及び工事実施時期

を踏まえて個別に必要性を検討した上で、累積的影響の予測を行います。 
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35．現況調査の結果について（非公開） 

 現況調査を前倒して実施している場合は、審査の参考とするため、調査結果を提供し

てください。（※任意。差し障りのある情報は除く） 

 

 平成 28 年冬季までの調査結果を添付資料 2 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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36．大気環境（大気質、騒音及び超低周波音、振動）の調査位置について 

 大気環境（大気質、騒音及び超低周波音、振動）の調査位置について、民家・道路・

測定場所の関係がわかる大縮尺の図（500 分の 1 程度）を記載してください。 

 

 下図に示す各調査地点について、大縮尺の地図を示します。 

 

 

-34- 



 

 

 

大気質調査地点（環境及び沿道） 
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大気質調査地点（沿道） 
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騒音・低周波音調査地点①海又地区 
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騒音・低周波音調査地点②新沢地区 
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騒音・低周波音調査地点③下滝地区 
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騒音・低周波音調査地点④ケタカ沢地区 
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騒音・低周波音調査地点⑤菖蒲田地区 
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騒音・低周波音調査地点⑥上蛇田地区 
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騒音・低周波音調査地点⑦岩城福俣地区 
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道路交通騒音・振動調査地点 沿道-1 
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道路交通騒音・振動調査地点 沿道-2 
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37．騒音、振動発生施設と民家の関係について 

 騒音、振動発生施設から最寄りの民家までの状況（距離・地形など）がわかる地形図

（可能であれば裁断面も）を記載してください。 

 

 最寄りの民家は騒音調査地点②新沢地区の民家です。地形図を拡大したものをお示しします。

なお、地形拡大図の矢印及び破線の部分について、概略断面図をお示しします。 
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