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○全体項目

1. 当該地域で計画中の他事業について

 事業計画地が他社事業（インベナジージャパン・稲庭・配慮書段階）と競合しているが、

現状ではどのような状況になっているのか、説明してください。 

（事業者見解） 

方法書手続の開始時期も含めて、他社事業の進捗状況についての情報は把握していません。（平

成 28 年 6 月時点） 
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○2章

2. 風力発電機の概要について

  風力発電の騒音に関して補足説明書にパワーレベル値の例示がありますが、これらの機種

概要を示してください。（例えば定格発電出力等。） 

（事業者見解） 

機種概要は以下のとおりです。 

項目 諸元 

定格出力 2,850kW 

A 特性パワーレベル（定格運転時） 105.0dB 

カットイン風速 3.0m/s 

定格風速 13.0 m/s 

カットアウト風速 25.0 m/s 

ローター直径 103m 

ローター中心までの地上高 85m 

ブレード枚数 3 枚 

定格回転数 18rpm 

出力制御方式 ピッチ制御

耐用年数 20 年 

（仮称）宮古岩泉風力発電事業環境影響評価準備書（株式会社グリーンパワーインベ

ストメント、平成 27 年）   より作成 
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○2章

3. 予測評価を行う場合の条件について

 単機当たりの出力が2500～3000kWとなっているが、予測評価を行う場合はどのような条件

で予測を行う予定であるのか説明してください。2500と3000kWクラスでは風車の種々の諸元

が異なります。周波数特性、音響特性、基礎工事部分等、考慮すべきパラメータをどのよう

に設定して予測評価を行うのか説明してください。 

（事業者見解） 

予測を行う場合は、実際に採用する機種を一つに絞ったうえでメーカーより情報を入手し、予

測を実施します。 
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○2章

4. 掘削残土等の処理について

 掘削残土等の処理はどのように考えているのか、土捨て場を想定しているのであれば提示

するとともに、調査点がカバーできているのか説明してください。 

（事業者見解） 

基本的にはヤードや道路部への盛土に活用する予定であり、現時点では余剰分は場外搬出を想

定していることから、土捨て場の設置予定はありません。 
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○2章

5. 道路拡幅工事等が想定される場所及び既存道路の現状について

 資材等の運搬に伴い、道路拡幅工事等が想定される場所を提示してください。また、尾根

部分の道路の現状と改変予定範囲を具体的に示してください。 

また、各種調査地点は改変予定区域をカバーしているか説明してください。 

（事業者見解） 

○「資材等の運搬に伴い、道路拡幅工事等が想定される場所」について

「資材等の運搬に伴い、道路拡幅工事等が想定される場所」は別添資料 Q5 のとおりです。

図中の「工事関係車両の主要な走行ルート（既設道路）」のうち、対象事業実施区域に含まれ

る範囲について、道路の拡幅工事等が想定されます。 

なお、既存道路の現状については詳細設計の中で確認している段階ですが、現時点では全てを

把握できていないことから、「基盤地図情報ダウンロードサービス（国土地理院）」で提供され

ている道路の情報等を基に図示しています。※図中の「林道等」 

○「改変予定区域」について

改変区域については、別添資料 Q5 に示した以下の範囲が対象となりますが、設計が未完了のた

め詳細をお示しすることが出来ません。また、既存道路の状況についても、現時点で対象事業実

施区域内の正確な情報を把握できておらず、あくまでも想定案となります。 

・各風力発電機を結ぶライン上（赤線） ※風力発電機ヤード及び風力発電機間の道路の造成

（主に新設道路を想定） 

・工事関係車両の主要な走行ルート（既設道路） ※風力発電機の運搬のため支障木の伐採を

実施する。支障木の伐採を踏まえてもブレードの運搬が困難な状況である場合には、既設道

路の拡幅を実施。ただし、対象事業実施区域に含まれない部分については改変しません。 

・工事用資材等の搬出入経路案（区域内） ※道路の新設または拡幅（主に新設道路を想定） 

○ 調査地点について

調査地点については、改変予定区域をカバーしております（風力発電機の設置位置を中心に、

調査地点、踏査ルートを設定しています）。 
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○3章 ※方法書p3.1-56(p71)

6. 岩手県自然環境保全指針における保全区分と風車位置について

 p.71に示されているように、現時点で既に保全区域AあるいはBに該当する7、8、18-20に

ついては設置を見合わせるべきではないでしょうか。 

（事業者見解） 

保全区域の保全方向としては、保全区域 A が「原則として改変を避ける」とされており、保全

区域 A、B とも「現況を把握し、保全に万全を期する」と示されております。保全区域図は、それ

ぞれ 1km の大まかなメッシュで示されているものであり、特に保全が必要とされる保全区域 A に

はNo.7の風力発電機の設置が予定されています。保全区域A及びBに係る改変予定地については、

詳細な現況調査を十分に行った上で有識者にもヒアリングを行い、回避・低減等の保全対策を検

討したいと考えております。 

上記を踏まえ、風力発電機の設置位置を変更または削減する可能性があります。 
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○3章 ※方法書p3.1-64(p79)

7. 放射線の測定場所と対象事業実施区域の位置関係について

 79ページ 放射線の測定場所と対象事業実施区域の位置関係がわかる図を示してくださ

い。 

（事業者見解） 

放射線の測定位置図は、別添資料 Q7 のとおりであり、いずれも対象事業実施区域の東に位置し

ます。 
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○6章 ※方法書p6.2-25(p240)

8. 風車の影について

 240ページ 風車の影で水亦地区までの距離が近いので、最大の等時間日影図で基準値を

超える民家等があった場合には、その民家の状況、そこからの風車の見え具合を考慮した上

で必要があれば実日影時間を推定してください。 

（事業者見解） 

風車の影がかかると予測される範囲にある「水亦地区」については、準備書時点での予測・評

価において、等時間日影図、住宅地図及び現地における視認状況を確認し、必要に応じて日影時

間を予測し記載します。 
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○6章

9. 上位性の注目種について

 上位性の注目種としてクマタカが選定されているが、計画地点は樹林帯とともに農地部分

もあることからクマタカ以外にも注目種を選定することを検討してください。 

（事業者見解） 

これまでの前倒環境調査の結果より、農耕地もしくは牧草地といった開放的な環境質に依存す

る種として、ノスリが確認されております。ノスリの飛行頻度はそれ程高いものではなく、現時

点では近隣地域での営巣を示唆する行動が確認されておりません。 

しかしながら、ご指摘を踏まえてノスリについても、注目種として選定を検討させて頂きます。 
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○6章

10. 濁水の予測に用いるサンプルについて

濁水の予測（沈降試験）に用いるのは土質なのか地質のどちらでしょうか。

別添資料Q3「土質」では、沈砂池の能力を決定するための土質の沈降試験を3カ所で行って

いますが、3カ所の選定根拠として書かれているものは「表層地質（方法書p37）」です。沈

砂池への流入水は工事中に裸地となった改変区域の表面を流れてくる水なので、表層土壌

（方法書p36）」で試験を行うことが適正と考えられます。実際のサンプリングは表土で行っ

たのか、あるいは地質について行ったのでしょうか。 

（事業者見解） 

沈降実験に用いる試料は現地で採取した土が基となります。現地においては、上部の腐葉土等

の層を除外したうえで、可能な範囲で深めの土層より採取しています。 

改変に伴う濁水は御指摘のとおり裸地から発生するものであり、裸地となるのは基礎等を埋め

込む深さの土層です。そのため、濁水の原因となる裸地は、生物等の影響を受けた表部の腐葉土

の土層ではなく、地表面以下数ｍまでの土層（基盤要素である母材の影響が残ると想定される層）

であると考えております。 

また、濁水の影響予測に際しては、沈降試験結果を基に土壌の沈降性能を設定し、沈砂池の出

口における浮遊物質濃度を算出する方針であり、結果は採取地点の土の粒径の大小に影響されま

す。 

上記より、採取地点の設定根拠については、生物等の影響を受けた表土の性質（森林性、乾性・

湿性など）ごとの分布を表す土壌図ではなく、地表以下の表層を構成する要素（砂、礫、泥及び

岩石など）の分布を表す表層地質図を根拠としました。 

13



 

○6章 ※方法書p6.2-22(p237)

11. 水質調査地点について

水質調査地点の根拠はp237および補足説明にありほぼ適正です。しかし、事業実施区域の

最北部の北にも小河川が２本有りますが、そこに調査点を設けない理由は何でしょうか？方

地形的な理由でしょうか。 

（事業者見解） 

〇板の沢について 

御指摘の小河川のうち、風車番号 33 の北部の河川（板の沢）については、以下の理由により非

選定としました。 

・風力発電機の設置位置は地形的に比良根沢の流域であり、板の沢の流域から外れています。 

〇比良根沢について 

御指摘の小河川のうち東側の河川（比良根沢）については、以下の理由により非選定としまし

た。 

・風力発電機の設置位置が流域にあたるものの、風力発電機の設置位置からの離隔があり、風

力発電機の設置位置が比較的平坦な地形（牧野）となっていることから、周辺部へ濁水が流

出しづらい条件となっています。 

・地域の水源地（取水地点）ではありません。 

・対象事業実施区域のうち風力発電機の設置対象外となる区域に隣接していますが、当該区域

内では支障木の枝を剪定する程度を想定しており濁水の発生に寄与する改変を伴いません。 

しかし、現時点で当該河川については補足的に調査を実施しており、今後の詳細設計において

想定以上の改変（掘削、擁壁施工等）が実施されることが明らかとなった場合には、準備書にお

いて結果をお示しします。 
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○6章

12. 濁水の予測方法について

データの評価について、解析手法、参考資料などに具体的な記述がないので、準備書で再

計算にならないよう以下の諸点に留意してください。 

① すでに準備されているとは思いますが、濁水の発生量を予測する場合、県には林地開発

許可制度があるので、そのガイドラインを参考にされると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りましたが、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」に固定

していますが、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、その根拠は示されていません。 

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 」

としていますが、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。 

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、過去の最大時間雨量にこだ

わることはないと思います。 

（事業者見解） 

①流出係数については青森県及び岩手県の「林地開発許可制度」の手引を参考に設定いたしま

す。

②沈砂地に流入する濁水の浮遊物質量については、御教示いただいた環境省ガイドラインも参

考に検討いたします。

③本事業で設ける「仮沈砂池」は工事期間中に降雨時に裸地から発生する濁水を軽減するため

に一時的に（数年間）設けるものであり、供用時は埋め戻します。そのため、予測に使用す

る降水量については、仮設沈砂池への土砂の想定流入量等の土木の観点に加え、地域の大

雨・洪水注意報の基準等を鑑み、現実的な条件で検討いたします。
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○前倒し調査結果

13.環境騒音の調査地点の写真について

 前倒し調査結果を拝見し、環境騒音の測定値がNo.1についてやや高いようですが、Q5の

調査地点(3地点)で撮影された写真をご提供いただけないでしょうか。その上で、No1の地

点での支配的な音の種類を考察してください。 

（事業者見解） 

環境騒音及び低周波音の測定地点写真は、別添資料 Q13 のとおりです。 

No1（新田地区）については御指摘のとおり、バックグラウンド値が他の地点と比べて大きい状

況となっています。これは、以下の理由により、河川の流水音が支配的な音源として寄与してお

り、とりわけ水量が定常的に多い「杉倉川」の影響をより多く受けていると考えております。 

・90%時間率騒音レベル（LA95）が等価騒音レベルに近い値であること。 

・地区の北側を流れる「杉倉川」及び南側を流れる「鶏頭沢」と調査地点は 100m 程度の離隔で

あること。 

・調査時の音源（サウンドレコーダによる）から、流水音が確認されたこと。 
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【説明済み資料】 

14．風力発電機の配置等について 

 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、土捨て場、改変を伴う管理用道路、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） 

〇風力発電機の配置等について 

風力発電機の設置予定位置は方法書に記載のとおりです。 

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、

現時点では具体的にお示し出来ません。 

改変が想定される範囲としては、別添資料 Q14 に記載した以下の要素が該当します。 

・風力発電機の設置位置の周囲 ※主にヤード造成 

・各風力発電機を結ぶライン上（赤線） ※主に各風力発電機間の道路造成 

・工事関係車両の主要な走行ルート ※主に支障木の伐採及び道路の拡幅 

・工事用資材等の搬出入経路案（区域内） ※主に支障木の伐採、道路の拡幅または新設 

15．工事中の交通に関する事項について 

 工事関係車両の種類及び台数並びに工事中における主要な交通ルートについて記載して

ください。（図中に道路の種類と名称を記載してください。確定していない場合は、ルート

の複数案と走行車両台数の概算を記載してください。） 

・工事関係車両の種類及び台数 

工事関係車両として想定するのは、主に土砂及び資材の搬出入のためのダンプトラック、基

礎工事期間に使用するコンクリートミキサー車、コンクリートポンプ車であり、車両台数は今

後検討します。 

風力発電機の設置工事においては、基礎工事（コンクリート打設時）時に工事関係車両の最

大数が走行すると想定しており、当事業においても同様と考えています。 

参考例として、弊社が岩手県内で予定している他事業の台数を以下に示します。 

【参考例】コンクリート打設時の工事関係車両の走行台数 

（仮称）宮古岩泉風力発電事業：約 120 台（コンクリートミキサー車） 

（仮称）住田遠野風力発電事業：約 180 台（コンクリートミキサー車） 

・工事関係車両の主要な交通ルート 

工事関係車両の主要な交通ルートは方法書 2.2-10(12)ページのとおりです。 
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16．各項目の調査地点とその設定根拠について 

 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。） 

各項目の調査地点の設定根拠は、別添資料 Q16 のとおりです。 

17．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。 

方法書 2.2-13(15)ページのとおり、本事業予定地において他事業者の計画があります。 

事業名称：（仮称）稲庭風力発電事業（インベナジー・ジャパン合同会社） 

出力：最大 180,000kW（2,000～3,000kW 級を最大 60 基） 

 累積的影響については、稼働後の騒音、低周波音、バードストライク及び景観に関して、当事

業の準備書の届出時点における他事業者の計画の熟度や入手可否の状況を踏まえ、検討を行いま

す。 

18．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。 

平成 28 年冬季までの調査結果は、別添資料 Q18 のとおりです。【非公開】 

※調査結果については、とりまとめ中の暫定案であること、重要種に係る情報が含まれることか

ら非公開とする。 
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19．大気環境の調査位置について【方法書P225、236】 

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を記載してください。 

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】 

至 対象事業実施区域 

県道

181 号 

沿道 A 

（冬季を除く 3 季）

一般環境 

（冬季を除く 3 季）

至 対象事業実施区域
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沿道 B 

（冬季を除く 3 季）

至 対象事業実施区域 

県道 

181 号 
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【環境騒音・低周波音】 

下記の番号は方法書 P236 に記載の図中番号に対応しています。 

No.1 新田地区 

No.2 水亦地区 

調査地点 

調査地点

県道

181 号
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No.3 安戸地区 

調査地点

県道

181 号

22



 

【道路交通騒音・振動】 

沿道 A

至 対象事業実施区域

沿道 B

至 対象事業実施区域 

県道 

181 号 
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20．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。 

風力発電機（仮配置）から最寄りの民家までの距離は、方法書 3.2-18(97)ページのとおりです。

風力発電機から民家までの距離は、最短で 0.8km です。 

また、騒音及び低周波音の各調査地点までの距離は、方法書 6.2-21(236)ページのとおりです。 

21．風力発電機の諸元と騒音のパワーレベルについて 

設置予定の風力発電機について、騒音パワーレベルを記載してください。 

風力発電機について、現時点で機種を未選定であることから、本事業に係る風力発電機の騒音

パワーレベルをお示しすることが出来ません。弊社の他案件（岩手県内）で採用予定の風力発電

機の仕様を以下に示します。 

今後、風力発電機の輸送路、地形や風況等を把握し、詳細設計を実施したうえで最終的に決定

します。 

【参考】 

弊社の「(仮称)宮古岩泉風力発電事業 環境影響評価準備書」及び「(仮称)住田遠野風力発電

事業 環境影響評価準備書」に記載した風力発電機は同機種であり、その諸元は以下のとおりで

す。 

項 目 仕 様 

ハブ（ナセル）高さ 85m 

ローター直径 103m 

パワーレベル 105.0dB 
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22．騒音の調査位置と可視領域の関係について 

 騒音の調査位置と可視領域の関係について、図示してください。 

なお、その際、可視領域予測の条件を注記してください。（地形以外に考慮した事項、風力

発電機の配置を勘案しているか等） 

・騒音の調査位置と可視領域の関係 

騒音の調査位置と可視領域の関係については、方法書 6.2-21(236)ページのとおりです。 

・可視領域の計算条件 

可視領域の計算条件は以下のとおりです。方法書 2.2-5(7)ページに記載した風力発電機の概

要（ローター直径及びハブ高さ）より、最大の高さを 150m に設定し、視認可否を予測しました。 

項 目 仕 様 

ハブ（ナセル）高さ 100m 

ローター直径 100m 

最大高さ 150m 

風力発電機の位置 方法書のとおり 

地形以外に考慮した事項 

※建物や樹木等 
なし 
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図 1 既存道路の状況 
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（別添資料Q5）道路拡幅工事等が想定される場所及び既存道路の現状



図 2 既存道路の状況と改変予定区域 
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（別添資料Q5）道路拡幅工事等が想定される場所及び既存道路の現状
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（別添資料Q7）空間放射線量率の測定位置



（別添資料 Q13）環境騒音及び低周波音の測定地点写真 

No.1-1 

No.1-2 

No.2 

No.3 
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（別添資料 Q13）環境騒音及び低周波音の測定地点写真 

〇No.1 新田地区 

写真標題 

地点 No.1-1 

説明 

新田地区（南西向き） 

撮影日 

平成 27年 10月 

写真標題 

地点 No.1-2 

説明 

新田地区（北西向き） 

撮影日 

平成 27年 10月 

個人情報保護の観点から非公開とさせていただきます。 

個人情報保護の観点から非公開とさせていただきます。 
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（別添資料 Q13）環境騒音及び低周波音の測定地点写真 

〇No.2 水亦地区 

 

 

〇No.3 安戸地区 

 

 

 

写真標題 

地点 No.2 

説明 

水亦地区（南東向き） 

撮影日 

平成 27年 10月 

 

写真標題 

地点 No.3 

説明 

安戸地区（西向き） 

撮影日 

平成 27年 10月 
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（別添資料 Q14）改変が想定される範囲 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇大気質 

 

表 1 大気質（窒素酸化物、粉じん等）調査地点設定根拠 

調査地点 影響要因の区分 設定根拠 

沿道 A 
工事用資材等の搬出

入 

工事関係車両の走行ルート沿いの住宅等のうち、工事関係車両の集中が見込

まれる地点を対象とした。対象事業実施区域の北から延びるルートを対象と

した。 

沿道 B 
工事用資材等の搬出

入 

工事関係車両の走行ルート沿いの住宅等のうち、工事関係車両の集中が見込

まれる地点を対象とした。対象事業実施区域の南から延びるルートを対象と

した。 

一般環境 建設機械の稼働 対象事業実施区域の周囲の住宅等を代表する地点とした。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 1図 大気質の調査位置 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇騒音及び低周波音、振動 

 

表 2 騒音及び低周波音調査地点設定根拠 

調査地点 影響要因の区分 設定根拠 

沿道 A 
工事用資材等の搬出

入 

工事関係車両の走行ルート沿いの住宅等のうち、工事関係車両の集中が見込

まれる地点を対象とした。対象事業実施区域の北から延びるルートを対象と

した。 

沿道 B 
工事用資材等の搬出

入 

工事関係車両の走行ルート沿いの住宅等のうち、工事関係車両の集中が見込

まれる地点を対象とした。対象事業実施区域の南から延びるルートを対象と

した。 

No1 新田地区 
建設機械の稼働 

施設の稼働 
対象事業実施区域の周囲の住宅等を代表する地点とした。 

No2 水亦地区 
建設機械の稼働 

施設の稼働 

風力発電機の設置位置に最も近接する住宅が存在する地区であり、周囲の住

宅等を代表する地点とした。 

No3 安戸地区 
建設機械の稼働 

施設の稼働 
対象事業実施区域の周囲の住宅等を代表する地点とした。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 2図 騒音及び低周波音の調査位置  
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇水質 

浮遊物質量の状況及び流れの状況については、以下の点を考慮した。 

①風力発電機の設置工事の実施想定箇所に近接する河川であること。 

②調査に必要な一定の水量の確保が可能であること。 

③悪天時（降雨時）においても調査員のアクセスが可能であること。 

④ダムや水源地（取水点）より上流であること。 

 

表 3 水質調査地点設定根拠 

調査地点 影響要因の区分 設定根拠 

①杉倉沢 

造成等の施工による

一時的な影響 

対象事業実施区域内に存在しない河川であるが、花木ダム周辺に水源地（新

田水源地）があるため、その上流地点における状況を把握するため設定した。 

②滝沢 
対象事業実施区域内に存在しない河川であるが、風力発電機の設置位置が集

水域に該当するため設定した。 

③鶏頭沢 
対象事業実施区域内に存在する河川であり、風力発電機の設置位置が集水域

に該当するため設定した。 

④十文字川 
対象事業実施区域内に存在しない河川であるが、風力発電機の設置位置が集

水域に該当するため設定した。 

⑤芦名沢 
対象事業実施区域内に存在する河川であり、風力発電機の設置位置が集水域

に該当するため設定した。 

⑥岩名沢 
対象事業実施区域内に存在する河川であり、風力発電機の設置位置が集水域

に該当するため設定した。 

⑦大沢川 
対象事業実施区域内に存在しない河川であるが、風力発電機の設置位置が集

水域に該当するため設定した。 

⑧根石川 

対象事業実施区域内に存在しない河川であり、風力発電機の設置位置から

2km以上の離隔があるが、風力発電機の設置位置が集水域に該当するため設

定した。根石ダム（目的：洪水調整）より上流側で設定した 

 

〇土質 

土質の状況については、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た。 

 

表 4 土質調査地点設定根拠 

調査地点 影響要因の区分 設定根拠 

No.1  

造成等の施工による

一時的な影響 

改変が想定される範囲のうち、4基の風力発電機が該当する降下テフラ、ロ

ーム（A）の表層地質上とした。 

No.2 
改変が想定される範囲のうち、多くの風力発電機が該当する安山岩質岩石

（Ab）の表層地質上とした。 

No.3  
改変が想定される範囲のうち、多くの風力発電機が該当する火山砕屑物（Py）

の表層地質上とした。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 3図 水質及び土質の調査位置  
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 4図 表層地質図  

No.1 

No.2 

No.3 

39



（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇動物 

 

表 5 哺乳類及び昆虫類調査地点設定根拠 

（小型哺乳類捕獲調査・自動撮影調査、ライトトラップ法・ベイトトラップ法） 
調査地点 環境（植生） 設定根拠 

T1・C1・L1・B1 アカマツ林 北東尾根部の対象事業実施区域内のアカマツ林に設定 対象事業実施区域

の代表的な植生に

生息する、生態系

の典型性（アカネ

ズミ）の生息状況、

上位種（クマタカ）

及び典型性種（ア

カネズミ）の餌資

源として解析する

ためのデータに用

いる。 

T2・C2・L2・B2 牧草地 北東尾根部の対象事業実施区域内の牧草地に設定 

T3・C3・L3・B3 カラマツ林 北東尾根部の対象事業実施区域内のカラマツ林に設定 

T4・C4・L4・B4 落葉広葉樹林 北西尾根部の対象事業実施区域内の登山道入り口付近に設定 

T5・C5・L5・B5 カラマツ林 東尾根部の対象事業実施区域内のカラマツ林に設定 

T6・C6・L6・B6 スギ植林 中央の谷沿いの対象事業実施区域外のスギ植林に設定 

T7・C7・L7・B7 落葉広葉樹林 南中央尾根部の対象事業実施区域内の落葉広葉樹林に設定 

T8・C8・L8・B8 ススキ草地 南尾根部の対象事業実施区域外のススキ草地に設定 

T：小型哺乳類捕獲地点 C：自動撮影装置 L：ライトトラップ法 B：ベイトトラップ法 

 

表 6 鳥類調査地点設定根拠 

（ラインセンサス法・ポイントセンサス法、空間飛翔調査） 

調査方法 
調査 

地点 

対象事業

実施区域

内外 

環境（植生） 設定根拠 

ラインセンサス法 

L1 内 牧草地等 対象事業実施区域北東側の尾根部に設定 

L2 内 アカマツ林等 対象事業実施区域北東側の尾根部から谷部に設定 

L3 内 落葉広葉樹林等 対象事業実施区域西側の尾根部に設定 

L4 内 落葉広葉樹林等 対象事業実施区域東側の尾根部から斜面に設定 

L5 内 落葉広葉樹林等 対象事業実施区域南側の尾根部から斜面に設定 

ポイントセンサス法 

P1 内 牧草地 対象事業実施区域北西側の尾根部に設定 

P2 内 牧草地 対象事業実施区域北東側の尾根部に設定 

P3 内 落葉広葉樹林 対象事業実施区域西側の尾根部に設定 

P4 外 牧草地 対象事業実施区域東側の尾根部に設定 

P5 内 ササ草地 対象事業実施区域南側の尾根部に設定 

空間飛翔調査 

St.1 内 牧草地 
対象事業実施区域の中心部及び東側付近を観察する

ために設定 

St.2 内 牧草地 
対象事業実施区域の中心部及び西側付近を観察する

ために設定 

St.3 内 牧草地 
対象事業実施区域の中心部及び北側付近を観察する

ために設定 

St.4 内 ササ草地 対象事業実施区域の南側付近を観察するために設定 

St.5 外 耕作地 対象事業実施区域の東側付近を観察するために設定 

St.6 内 ススキ草地 対象事業実施区域の南側付近を観察するために設定 

St.7 外 落葉広葉樹林 対象事業実施区域の東側付近を観察するために設定 

St.8 外 牧草地 対象事業実施区域の北側付近を観察するために設定 

St.9 外 牧草地 
対象事業実施区域の南東側付近を観察するために設

定 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

表 7 魚類及び底生動物調査地点設定根拠 
調査地点 設定根拠 

W1 対象事業実施区域内に位置し、北側を集水域とする渓流河川である。 流水性種

を中心と

した魚類

や底生動

物の生息

状況を把

握するた

めに設定 

W2 対象事業実施区域内に位置し、中心部を集水域とする渓流河川である。 

W3 対象事業実施区域内に位置し、東側を集水域とする渓流河川である。 

W4 対象事業実施区域外に位置し、南東側を集水域とする渓流河川である。 

W5 対象事業実施区域外に位置し、南東側を集水域とする渓流河川である。 

W6 対象事業実施区域外に位置し、西側を集水域とする渓流河川である。 

W7 対象事業実施区域外に位置し、北側を集水域とする渓流河川である。 

W8 対象事業実施区域外に位置し、北側を集水域とする渓流河川である。 

W9 対象事業実施区域外に位置し、北側を集水域とする渓流河川である。 

W10 対象事業実施区域外に位置し、北西側を集水域とする渓流河川である。 

 

表 8 鳥類調査地点設定根拠（渡り鳥調査） 
調査地点 設定根拠 

St.1 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部及び東側付近を観察するために設定 

St.2 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部及び西側付近を観察するために設定 

St.3 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部及び北側付近を観察するために設定 

St.4 対象事業実施区域内に位置し、区域の南側付近を観察するために設定 

St.5 対象事業実施区域外に位置し、区域の東側付近を観察するために設定 

St.6 対象事業実施区域内に位置し、区域の南側付近を観察するために設定 

St.7 対象事業実施区域外に位置し、区域の東側付近を観察するために設定 

St.8 対象事業実施区域外に位置し、区域の北側付近を観察するために設定 

St.9 対象事業実施区域外に位置し、区域の南東側付近を観察するために設定 

 

表 9 鳥類調査地点設定根拠（希少猛禽類調査） 
調査地点 設定根拠 

St.1 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部及び東側付近を観察するために設定 

St.2 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部及び西側付近を観察するために設定 

St.3 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部及び北側付近を観察するために設定 

St.4 対象事業実施区域内に位置し、区域の南側付近を観察するために設定 

St.5 対象事業実施区域外に位置し、区域の東側付近を観察するために設定 

St.6 対象事業実施区域内に位置し、区域の南側付近を観察するために設定 

St.7 対象事業実施区域外に位置し、区域の東側付近を観察するために設定 

St.8 対象事業実施区域外に位置し、区域の北側付近を観察するために設定 

St.9 対象事業実施区域外に位置し、区域の南東側付近を観察するために設定 

St.10 対象事業実施区域外に位置し、区域の東側付近を観察するために設定 

St.11 対象事業実施区域内に位置し、区域の中心部付近を観察するために設定 

St.12 対象事業実施区域内に位置し、区域の東側付近を観察するために設定 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 1図 動物の調査位置（哺乳類） 

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 2図 動物の調査位置（鳥類）  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 3図 動物の調査位置（爬虫類・両生類）  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 4図 動物の調査位置（昆虫類）  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 5図 動物の調査位置（魚類及び底生動物）  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 6図 動物の調査位置（渡り鳥） 

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 

47



（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 7図 動物の調査位置（希少猛禽類）  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇植物 

 植物相及び植生については、表 10 に示す調査手法（踏査及び植物群落ごとの調査）であることから、

選定理由表は省略する。 

表 10 植物の調査手法 
項目 調査手法 内容 

植物相 目視観察調査 調査地域の範囲を、樹林、草地における主要な群落を網羅するよう踏査する。

その他の箇所については、随時補足的に踏査する。目視により確認された植

物種（シダ植物以上の高等植物）の種名を調査票に記録する。 

植生 ブラウン－ブラン

ケの植物社会学的

植生調査法 

調査地域内に存在する各植物群落を代表する地点において、ブラウン－ブラ

ンケの植物社会学的方法に基づき、コドラート内の各植物の被度・群度を記

録することにより行う。コドラートの大きさは、対象とする群落により異な

るが、樹林地で 10m×10mから 20m×20m、草地で 1m×1mから 3m×3m程

度をおおよその目安とする。各コドラートについて生育種を確認し、階層の

区分、各植物の被度・群度を記録する。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇生態系 

表 11 生態系の調査地点の設定根拠 

調査地点 環境類型 設定根拠 

T1 アカマツ林 

対象事業実施区域の代表的な植生に生息する、生態系の典型

性（アカネズミ）の生息状況、上位種（クマタカ）及び典型

性種（アカネズミ）の餌資源として解析するためのデータに

用いるため設定した。 

T2 牧草地 

T3 カラマツ林 

T4 落葉広葉樹林 

T5 カラマツ林 

T6 スギ植林 

T7 落葉広葉樹林 

T8 ススキ草地 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 8図 生態系の調査位置（クマタカ：生息状況）  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 

第 7図 動物の調査位置（希少

猛禽類）と同じ。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 
第 9図 生態系の調査位置（クマタカ：餌資源、アカネズミ：生息状況及び餌資源） 

  

注：現地状況により変更を伴う場合がある。 

52



（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇景観 

表 12 景観の調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

新田地区 

対象事業実施区域の周囲の生活環境の場として、住宅又は地区の公民館

を選定した。 

遠瀬生活館 

水亦生活館 

長者前地区 

中岳 

対象事業実施区域の周囲に存在する、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。 

大黒森 

四角岳 

稲庭岳 

稲庭交流センター「天台の湯」 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 10図 景観の調査位置  

54



（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

〇人と自然との触れ合いの活動の場 

表 13 生態系の調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

新田地区（水車） 
水車を利用したイベントが開催されており、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場となっている可能性があるため、選定した。 

稲庭岳 

（稲庭岳登山道及び稲庭岳キャンプ場） 

稲庭岳登山道及びキャンプ場を含め、主要な人と自然との触れ合いの活動

の場となっている可能性があるため、選定した。 

岩誦坊 
わき水が存在し、主要な人と自然との触れ合いの活動の場となっている可

能性があるため、選定した。 

稲庭高原パークゴルフ場 
稲庭岳のふもとに存在するパークゴルフ場であり、主要な人と自然との触

れ合いの活動の場となっている可能性があるため、選定した。 

稲庭交流センター「天台の湯」 
入浴及び宿泊施設が存在し、主要な人と自然との触れ合いの活動の場とな

っている可能性があるため、選定した。 
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（別添資料 Q16）調査地点の設定根拠について 

 

第 11図 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置 
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