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１．対象事業実施区域内の福利厚生施設について【方法書P10】 

対象事業実施区域になっている緑が浜地区は工専地域となっているようであるが、従業員

以外に一般住民の立ち入りはできる状況になっているのか？ 

また、福利厚生施設の概要を示されたい。 

 

 

本福利厚生施設は、田原工場を含めた工業専用地域内に位置する施設です。施設内には、研修

室、体育館、グランド、浴場などが含まれますが、これらの施設の使用者は、原則として従業員

とその家族になります。 

 

 

 

２．風力発電機の騒音に関わるデータについて【方法書P11】 

p11-12に配置計画A案、B案、C案が示され、p14には採用候補の諸元が示されていますが、

それぞれのパワーレベルが示されませんと、検討の対象になりません。 

単機発電出力から想定すると、A案で104-105dB、B案で107dB程度でしょうか？また、Ｃ案

は最近の事業でもあまり採用計画に上がらない高出力のもので、他の事業の例から参照も不

可能です。109-110dBほどと推測します。 

これらにそれぞれについて、明示を要請いたします。 

 

 

風力発電機の騒音のパワーレベルは、補足説明資料 p.26「２５.風力発電機の諸元と騒音のパ

ワーレベルについて」の記載のとおりです。 
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３．工事中の排水について【方法書P19】 

(1)「掘削時の濁水と雨水を沈砂池で自然浸透させるか工場敷地内の既設排水地点より排出

する」と書かれているが、本事業予定地が人工的に整地された地盤であることを考えると、

降雨時の雨水流出係数は相当大きいと考えられ、沈砂池の容量の計算式に流出係数が入っ

ていないのは、その値が１であるからと思われる。別の見方をすれば、このことは、地盤

への浸透が無いことを示すものであり、沈砂池で自然浸透させるという冒頭の記述は矛盾

する。 

(2)同じ理由から、コンクリ打設排水の地下浸透も期待は出来ないのではないか。 

(3)既設排水地点については、元来が土質などを含まない雨水の海域放水を前提にしている

ものであり、そこに工事中の濁水が混入することは本来の姿ではない。また、水質汚濁防

止法の排水基準の準用もできない。行政からの指導を仰ぐ必要がある。 

 

 

(1)愛知県開発許可技術基準によると、工事中の沈砂池の容量は「年間 1 ヘクタールあたり 300

立方メートルを標準とする」との記載があります。これをもとに本事業では方法書 P19 の

とおり、本事業における沈砂池の容量を V（容量）＝300A（集水面積（改変部））と設定し

ています。工事中の濁水等は、沈砂池に集水して一時的に滞留することにより、土砂の沈降

を行ったうえで上澄水のみを既設排水地点から排出します。なお、上澄水の濁度が高い場合

には濁水処理設備の設置等の必要な保全措置処置を別途講じることを検討します。 

 

(2)コンクリ打設排水につきましては、(1)と同じ考えに基づき処理を行います。 

 

(3)トヨタ自動車田原工場から排出される排水に関連する法令等については、水質汚濁防止法、

愛知県条例、及び田原市との公害防止協定がありますが、ご指摘の点も踏まえ、関係行政と

の協議を行います。 
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４．環境影響評価項目について【方法書P505】 

「表8.1.1-2 環境影響評価の項目の選定」(p.505)では「海域に生息する動物(植物)」 

は評価項目に選定されていないが、工事中の排水（濁り）が海域に流入する可能性があり、

また、すでに方法書の「図8.2.2-5(13)動物調査地点(魚類、底生動物)」(p.547)で南側水路

出口付近の海域を調査地点としていることから、「海域に生息する動物（植物）」を評価項

目に選定することが適切である。対象生物群は魚類、底生動物に拘らず地点の特性を考慮し

選定する方が良い。 

 

 

工事中は、排水中の浮遊物質量が十分小さくなるように沈砂池の容量を設定すること、海域は

水路等と比較して流入する水がすぐに拡散することから、海域への影響は極めて小さいと考えて

います。そのため、海域には調査地点を設定しませんでしたが、沈砂池から流れ出る水の浮遊物

質量を計算した結果、万が一海域への影響が生じる可能性があると判断された場合には、海域の

調査地区を追加する等、適切に対応します。 

なお、方法書の p.547 に示した、対象事業実施区域南側の水路出口付近の調査地区は、工事に

伴う濁水の排水地点の下流側の地点として設定しています。 
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【二次意見】 

水路出口付近の調査地区が排水地点の下流側の地点として設定されていることは分かり

ますが、図に示された調査域は海域（汽水域）であり、出現する生物は海域、汽水域の動植

物となるので、現状の調査地点配置で「海域に生息するもの」は扱わないとするのはいささ

か無理があるかと思われます。 

実施区域が汐川干潟に通じる水路に面していることもあり、東側の２排水地点、南側の排

水地点からの排水（濁り）の影響が海域に及ばないよう配慮するのが基本と考えます。これ

を前提に調査点については、事業実施区域の南側のヒロ藻川に、放水地点とその下流域を含

む調査域を設定する選択肢もあるかと思います。現場の状況が分からないのですが、方法書

で、西側のヒロ藻川と川の出口の海域側を調査域として、南側河川域を調査域としなかった

理由を教えてください。 

また、4行目にある「海域への影響が生じる可能性があると判断」される際の基準をご説

明ください。 

 

 

ご意見のとおり、水路出口付近の調査地区に出現する生物は海域、汽水域の動植物ですが、工

事中の濁水等は、愛知県条例（水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準を定める条例）で

定められている排水基準（SS：30mg/L）等を遵守した上で排水を行うこととしていますので、海

域への影響が生じる可能性はほぼないと考えています。そのため、動物に係る予測及び評価にあ

たっては、海域に生息するものは基本的に対象外にしたいと考えています。ただし、万が一工事

中の排水が同基準を上回る可能性があると判断された場合には、必要な保全措置を別途講じるこ

とを検討したうえで、必要に応じて海域の調査地区を追加する等、適切に対応します。 

なお、調査地区は、工事中の濁水等の排水先となる水路の代表地点として、上流側(対象事業実

施区域西の水路)、下流側(対象事業実施区域南の水路出口付近)に設定していましたが、工事排水

計画等を踏まえ、南の水路の放水地点とその下流域を含む区域に変更します。 
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５．大気質に係る調査地点について【方法書P510】 

調査地点は図8.2.2.1(1)、(2)には各2地点の位置が記載されている。よく見ればわかりま

すがわかりにくいので表中にもどの項目がどの地点で測られるのか地点名を入れてくださ

い。また、表は窒素酸化物、粉じん、建設機械の稼働、工事用資材の搬出入の４つが同じ表

に書かれていますが、それぞれによって異なるものもあるのに違いが明確に記載されておら

ずわかりにくい（たとえば窒素酸化物を童浦小の県の測定を使用するなど。建設機械の稼働

の粉じんの項にも読めるので混乱する）。 

 

 

準備書の段階で、地点名を明記する等わかりやすい表記とします。 

 

（参考） 

表 工事用資材等の搬出入 

 気象 窒素酸化物 粉じん等 

緑が浜公園 ○ ○ ○ 

童浦小学校 － － － 

浦町西浦 － ○ ○ 

地点数 1 2 2 

 

表 建設機械の稼働 

 気象 窒素酸化物 粉じん等 

緑が浜公園 ○ － － 

童浦小学校 － 
－ 

(県設置データを使用) 
○ 

浦町西浦 － － － 

地点数 1 － 1 
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６．大気質にかかる予測手法について【方法書P511】 

予測の基本的な手法。参考とする文献により手法が若干異なるので、参考文献名を上げて

ください。また類似事例と比較する場合は、公表されているものを使用してください。寄与

濃度は年平均値をまず予測するのでしょうか、影響の大きい日の日平均値を予測するので

しょうか。その際、気象データは豊橋での年間のデータを現地観測により補正するのでしょ

うか。手法がよくわかりません。 

 

 

二酸化窒素については、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国土

技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に基づく大気拡散式（プルーム・パ

フ式）を用いた数値計算により予測します。寄与濃度は年平均値を予測します。気象データは、

既存資料と現地調査の同一時期の風速データを用いて単相関分析を行い、必要に応じて得られた

回帰式を用いて既存資料の風速データを補正します。 

粉じん等については、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国土技

術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に基づき降下ばいじん量を定量的に予

測します。気象データは、二酸化窒素の予測と同様の手法により整理した結果を踏まえ、季節別

に整理します。 

 

 

 

７．風車と最寄りの民家までの離隔距離について【方法書P231】 

p.231について、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案のそれぞれに関しては、配慮書段階の記述p.318の表

4.3.1-5、p.320-321の図4.3.1-5(2)-(3)の表示と同じと考えてよろしいのでしょうか？ 

 

 

方法書 p.231では、対象事業実施区域から最も近い住宅までの距離を示しています。方法書

p.318 では、風車を配置する可能性があるライン上から住宅までの距離を示しています。具体的

な距離は下表に示すとおりです。 

いずれも配慮書段階からの変更はありません。 

 

表 各風車配置案から最寄りの住宅までの距離 

風車 

配置案 

風車を配置する可能性がある 

ライン上から住宅までの距離 

対象事業実施区域から 

最寄りの住宅までの距離 

Ａ案 約 750ｍ 

約 390ｍ Ｂ案 約 770ｍ 

Ｃ案 約 1,220m 

※対象事業実施区域は風車配置案によらず、同範囲です。  
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８．風車稼働時の騒音・超低周波音予測のための現況調査について【方法書P514～518】 

騒音・超低周波音の現況値は、調査地点周辺の気象条件（風向・風速）によって大幅に変

動する可能性がある。したがって、環境騒音・超低周波音の調査と同期して、調査地点にお

いて地表付近（例えば地上1.5m等）で気象状況（風向・風速等）を把握する必要がある。 

合わせて、風力発電機を設置する予定地のナセル位置付近における気象条件（風向・風速）

も同時調査し、風車の「稼働時」と「停止時」と考えられる気象条件を整理して、それらの

条件における、各調査地点での環境騒音（及び残留騒音）の現況値を把握してもらいたい。

（既設の風車のナセル位置の風況データを利用してもよい） 

したがって、準備書では、風車が稼働している条件での現況値を推定したうえで、騒音・

超低周波音の影響を算定し、現実的な予測・評価をしていただきたい。 

 

 

騒音・超低周波音の調査は、各季節において大気質調査と同時期に実施しており、調査地点周

辺の気象状況も同時期に把握しています。また、既設の風車のナセル位置の風況データ等の入手

に努め、できる限り現実的な予測・評価を行います。 

 

 

 

９．環境騒音を支配する音について【方法書P514】 

環境騒音を支配する音（例えば人の活動に伴う音、自然由来の音など）を記録して、報告

すること。 

 

 

環境騒音を支配する音については記録しています。 
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１０．低周波音の測定について【方法書P518】 

低周波音は風雑音の影響を受けやすいので、適切な風防を使って風雑音の影響を抑止させ

ること。 

 

 

低周波音測定時には全天候型のウィンドスクリーンを使用して風雑音の影響を抑止しています。 

測定状況は以下の写真のとおりです。 

 

 
低周波音測定状況 
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１１．工事中の排水の影響評価について【方法書P522】 

(1)南側水路への排水(濁り)が海域に流入する可能性があるので、海域への排水(濁り)影響に

ついて予測評価し、必要あれば保全対策を施す必要がある。 

(2)工事中の排水経路が不明であるが、既設の排水経路を利用し東側の海域にも排水するので

あれば、こちらについても排水(濁り)影響の予測評価が必要である。 

(3)関連質問 

・当該地点における排水に関連する条例や地元協定などの有無？ 

・工事実施域の西側および南側にある水路の性格？排水路？元河川？公共用水域？ 

・埋立地造成時の埋め立て材は何？ 

 

 

(1)工事中の濁水等が排出される南側水路では、調査、予測及び評価を実施しますが、海域は水

路等と比較して流入する水がすぐに拡散することから、水路において十分な対策を講じてい

れば、海域への影響は極めて小さいと考えています。なお、沈砂池から流れ出る水の浮遊物

質量を計算した結果、万が一海域への影響が生じる可能性があると判断された場合には、海

域の浮遊物質量の計算等適切に対応します。 

 

(2)工事中の濁水等は、沈砂池に集水して一時的に滞留することにより、土砂の沈降を行ったう

えで上澄水のみを既設排水地点から排出しますが、排水中の浮遊物質量の低減を図るため、

適切な容量の沈砂池を設置し、必要に応じて濁水処理設備の設置等の保全措置を講じること

を検討します。 

 

(3)トヨタ自動車田原工場から排出される排水に関連する法令等については、水質汚濁防止法、

愛知県条例、田原市との公害防止協定があります。 

対象事業実施区域の西側および南側に位置する水路は、「ヒロ藻川」と呼ばれる準用河川で

あり、公共用水域にあたります。 

対象事業実施区域が位置する埋立地は、既存沖積層の上に造成されており、全般的には、不

均一な砂質土、粘性土、砂礫等で構成されています。 
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１２．浮遊物質量の調査について【方法書P522】 

海域には浮遊物質量の環境基準が定められていないが、「9.調査結果の評価」は何に基づ

いて論議するのか？ 

 

 

造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されている

かを検討するため、浮遊物質量において予測結果と現況値を比較し、その負荷量を把握します。 

 

 

 

【二次意見】 

文末の「予測結果と現況値を比較し、その負荷量を把握します。」について、負荷量の評

価は何を基準とするのか。国の環境基準は海域について定められていないが、県などに基準

値は定められているのか？定められているのならばその値はいくつか？ 

 

 

海域における環境基準はありませんが、トヨタ自動車田原工場は水質汚濁防止法に定める特定

事業場に該当し、工場から出す排水については、愛知県条例（水質汚濁防止法第３条第３項に基

づく排水基準を定める条例）で定められている排水基準（SS：30mg/L）等を遵守することが求め

られています。本事業の造成等の施工により発生する水の濁りも同条例の適用範囲内となるため、

基準を遵守するよう適切に処理をした上で排水を行うこととします。 

具体的な対策としては、工事中の濁水等を沈砂池に集水して一時的に滞留することにより、土

砂の沈降を行ったうえで上澄水のみを既設排水地点から排出します。 

水の濁りの予測は、造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避

又は低減されているかを検討するため、浮遊物質量の予測結果と現況値を比較し、予測結果が現

況値を大きく上回ることがないかを把握します。そのために、沈砂池から排出する水の流量と浮

遊物質量を算出したうえで、工場外に排出する水の浮遊物質量を予測します。また、評価は、こ

の値と愛知県条例で定められている排水基準とを比較することなどにより行います。 

なお、上澄水の浮遊物質量が高い場合には、必要な保全措置を別途講じることを検討します。 

 

  



14 

 

 

１３．風車の影について【方法書P524】 

今までの経験から10D以内に住居がある場合には、気象条件を考慮しない場合の日影時間

の計算では指針値を超える場合が多いと思います。超えた場合には、対象となる住居につい

て気象条件を考慮した日影の実時間の予測を実施し、さらに現地調査においては、対象とな

る住居のまわりの樹林の状況や窓の設置方向等について、住民の同意を得て調査をしておい

たほうがよいと思います。 

 

 

ご意見を踏まえて、風車の影においては気象条件を考慮しない場合の日影時間の計算を行い、

指針値を超えた場合には、対象となる住居について気象条件を考慮した日影の実時間の予測を行

います。それらの予測結果に応じて必要な調査及び検討を行います。 

 

 

 

１４．コウモリ類に係る調査手法について【方法書P526】 

コウモリ類の飛翔高度調査の内容について、高さ方向の検出状況についてブレード高さの

上部域をカバーできる調査が実施可能か詳細を説明されたい。 

 

 

対象事業実施区域内には、高さのある構造物がなく、風況ポール等を設置する予定もないため、

ブレード高さの上部域をカバーできる調査を行うことは難しいです。 

なお、コウモリ類の専門家へのヒアリング結果を踏まえて、今後、対象事業実施区域内で最も

高い構造物である建屋の屋上に垂直上向きに超音波マイクを設置することを計画しており、でき

る限り高いところを飛翔するコウモリ類の音声の記録に努めます。 

また、対象事業実施区域南側エリアの草地に観測ポール(15m程度)を設置し、高さ別に複数の

マイクを設置する計画としています。 
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１５．鳥類の調査手法について【方法書P529】 

鳥類のラインセンサス調査についてはライン毎に複数回の調査を実施し、再現性、変動幅

などを把握されたい。また、風車設置予定ラインと平行あるいは直交するラインを設け、風

車との離隔距離との関係について議論できるようなデータの取得を検討されたい。 

 

 

ラインセンサス法は、平成 28年夏季から実施していますが、冬季からライン毎に日を変えて 2

回ずつ実施しています。なお、2 回の調査結果を比較し、どちらかが特異なデータになっている

と判断された場合には、適宜 3回目の調査を実施する計画としています。 

調査経路は、対象事業実施区域南側の草地や樹林が分布するエリアでは、風車配置を意識して

設定していますが、東側の南北方向の風車配置は、自社工場建屋と海に挟まれたエリアであるた

め、海域の鳥類を対象とし、ラインセンサス法ではなく、定点センサス法の調査地点を設定して

います。 

 

 

 

１６．鳥類の予測及び評価手法について【方法書P525】 

近傍の既設風車の周辺における飛翔の状況を把握し、回避状況、通過状況等の観察結果を

予測評価に使うことを検討されたい。 

 

 

現地調査では、既設の風力発電所周辺を飛翔する個体の行動(忌避行動等)の記録に努めていま

す。準備書では、これらの行動記録も予測及び評価に活用することを検討します。 

 

 

 

１７．既設の風力発電所における鳥類衝突の実態について【方法書P525】 

既設風車周辺の衝突実態については調査を実施しないのか？ 

 

 

対象事業実施区域周辺の既設の風力発電所はすべて他の事業者のものですので、現地調査の実

施可否も含めて各事業者の協力が得られるよう努めます。 
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１８．重要な種の生息環境の攪乱について（一部非公開）【方法書P81】 

準備書に向けて、工専地区内に生息環境を有する重要種としてチュウヒに注目している

が、事業者として生息環境の攪乱についてはどのような考えで対応をする予定であるのか、

基本的な考え方を整理しておいていただきたいと考えます。 

 

 

今後の調査で、対象事業実施区域及びその付近でチュウヒの営巣及びねぐら入りが確認された

場合には、平成 28年 6月に公表された「チュウヒの保護の進め方」等を踏まえ、適切な対策を検

討します。 

また、対象事業実施区域の外では、チュウヒの営巣及びねぐら入りが確認されていますので、

対象事業実施区域内の草地がこれらのチュウヒの餌量の確保にどの程度寄与しており、それが本

事業によりどのように変化するのかを予測したうえで、必要に応じて適切な対策を検討します。 

 

※チュウヒの営巣及びねぐらの位置情報については、希少生物の生息地保護の観点から非公開。 

 

 

 

１９．希少猛禽類チュウヒに係る調査について【方法書P81】 

猛禽類のうち、チュウヒだけが調査対象となっているが、猛禽類全般の状況についても調

査を行い、飛翔状況の実態を確認調査されたい。チュウヒだけに注目して調査する根拠を説

明されたい。 

 

 

配慮書及び方法書の記載が分かりづらく申し訳ありませんでしたが、「希少猛禽類チュウヒ」

の調査は、チュウヒ以外の希少猛禽類も対象としており、希少猛禽類全般の飛翔状況等も把握し

ています。 
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２０．魚類調査、底生動物調査の調査地区について【方法書P526】 

(1)事業実施区域の西側水路が調査対象となっているが、排水地点がある南側水路が調査対象

域となっていない。西側より南側水路を調査対象とする方が適切である。 

(2)魚類、底生動物の調査地区は「対象事業実施区域外の水域に５地区(図8.2.2-5(13)参照)」

(p.526)とあるが、3か所の池は実施区域内にあるので表現の修正が必要。 

 

 

(1)ご意見を踏まえ、対象事業実施区域西の水路の調査地区を南の水路に変更します。 

(2)対象事業実施区域内外の 5地区という意味でしたが、表現が分かりづらかったため、準備書

では「対象事業実施区域内の水域に 3地区、工事に伴う濁水の排水が想定される対象事業実

施区域外の水域に 2地区」に修正します。 

 

 

 

２１．底生動物の調査手法について【方法書P530】 

「表8.2.2-8 動物に係る調査内容の詳細」(p.530)に記載されている底生動物の採集法は

河川域を対象にした手法なので、池や海域を対象とする場合は、それら地点の特性を考慮し

た手法を選定する必要がある。 

 

 

底生動物は、主にタモ網で採集していますが、対象事業実施区域外の水路出口で採泥器を併用

する等、地点の特性を考慮した手法を選定しています。 
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２２．生態系の構造について【方法書P190】 

現地で観察された主要な種をできるだけ追記されたい。 

 

 

現地調査では、下表のような種が確認されていますが、ご意見を踏まえ、準備書ではこれらの

種をできるだけ追記します。 

 

表 現地調査で確認された主要な種 

区分 分類 確認種 

1 次消費者 

哺乳類 ジネズミ、アカネズミ、ハツカネズミ 

昆虫類 

ヒメクダマキモドキ、ショウリョウバッタ、イチモン

ジセセリ、チャバネセセリ、ヤマトシジミ本土亜種、

キタキチョウ、モンシロチョウ 等 

2～3 次消費者 

哺乳類 タヌキ、ハクビシン 

鳥類 

ハマシギ、ホオジロ、ハクセキレイ、ツグミ、ムクド

リ、ウグイス、ツバメ、モズ、ミサゴ、セグロカモメ、

ウミネコ、イソシギ、ケリ、ダイサギ、アオサギ、ス

ズガモ 等 

爬虫類 アオダイショウ 

両生類 
アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、ニホンアカガ

エル、ナゴヤダルマガエル、ヌマガエル 

4 次消費者 鳥類 
チュウヒ、ハイイロチュウヒ、オオタカ、ノスリ、ハ

ヤブサ 等 
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２３．生態系の注目種及び予測評価手法について【方法書P552～553】 

(1)上位性の注目種としてチュウヒを選択しているが、動物相鳥類の重要種としてもチュウヒ

に特化して調査を実施しているので、チュウヒ以外の種についても調査対象にするべきで

はないか。 

(2)生態系影響を予測評価するフロー図を提示されたい。どのようなモデルを用いて予測評価

するのか説明をされたい。 

 

 

(1)既存資料及び現地調査の結果を踏まえ、下表に示すチュウヒ、サシバ、ハヤブサ、オオタカ

等を候補に挙げて検討しましたが、対象事業実施区域の生態系が草地を基盤として成立して

いることを踏まえ、そのような環境に依存するチュウヒを上位性の注目種として選定しまし

た。 

 

表 上位性の注目種の選定結果 

種名 選定結果 選定・非選定理由 

ミサゴ × 

対象事業実施区域周辺の水域上で採餌行動等が確認さ

れたが、主要な餌動物が魚類であること、対象事業実

施区域周辺で営巣地が確認されていないことから選定

しなかった。 

ハチクマ × 

対象事業実施区域周辺の上空で、春及び秋の渡り個体

が確認されたが、当該地域周辺に定着している種では

ないことから選定しなかった。 

トビ × 

対象事業実施区域周辺の上空で飛翔が確認されたが、

確認頻度が少ないこと、対象事業実施区域周辺で営巣

地が確認されていないことから選定しなかった。 

チュウヒ ○ 

対象事業実施区域周辺で確認されており、繁殖も確認

されている。また、主要な生息環境が湿原等の高茎草

地であることから、選定した。 

ハイイロチュウヒ × 

対象事業実施区域周辺で採餌行動等が確認されている

が、確認頻度が少ないこと、対象事業実施区域周辺で

営巣地が確認されていないことから選定しなかった。 

オオタカ × 

対象事業実施区域周辺の上空で飛翔が確認されたが、

確認頻度が少ないこと、対象事業実施区域周辺で営巣

地が確認されていないことから選定しなかった。 

サシバ × 

対象事業実施区域周辺の上空で、春及び秋の渡り個体

が確認されたが、当該地域周辺に定着している種では

ないことから選定しなかった。 

ノスリ × 

対象事業実施区域周辺の上空で飛翔が確認されたが、

確認頻度が少ないこと、対象事業実施区域周辺で営巣

地が確認されていないことから選定しなかった。 

ハヤブサ × 

対象事業実施区域周辺で採餌行動等が確認されている

が、確認頻度が少ないこと、対象事業実施区域周辺で

営巣地が確認されていないことから選定しなかった。 
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(2)生態系への予測及び評価のフローを下図に示します。 

なお、予測及び評価に用いる具体的なモデルは、「環境アセスメントにおける生態系の

定量的な影響予測手法－基本的な考え方とケーススタディ－総合報告：V02」(財団法人電力

中央研究所、平成 22年 9月)等を参考に、対象種の生態的特徴や地域性を踏まえて適切に選

定します。 

 

 

【調査】 

 

 

 

 

【解析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予測】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 生態系の影響予測フロー(上位性：チュウヒ) 

 

  

生息状況 
・採餌行動、繁殖状況、ね

ぐら入り等を把握 

餌資源量 
・餌動物の生息状況を定量

的に把握 

植生区分 
・現存植生図を基に、環境

類型区分図を作成 

行動圏内部構造解析 
・時期毎(越冬期、繁殖期

等)の行動圏の解析 

餌資源量解析 
・環境類型区分ごとの餌動

物の生息密度等を算出 

飛翔状況解析 
・年齢毎(成鳥、幼鳥)の飛

翔軌跡、飛翔高度の解析 

消失率の算出 

営巣・ねぐら適地環境の抽出 

衝突確率の算出 

採餌適地環境の抽出 

影響予測 

消失率の算出 

事業計画 
・風力発電機の配置 

・工事による改変 
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【調査】 

 

 

 

 

【解析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予測】 

 

 

 

 

 

 

 

図 生態系の影響予測フロー(典型性：タヌキ) 

 

  

生息状況 
・糞、足跡等の分布を把握 

餌資源量 
・餌動物の生息状況を定量

的に把握 

植生区分 
・現存植生図を基に、環境

類型区分図を作成 

出現頻度解析 
・環境類型区分ごとの出現

頻度を解析 

餌資源量解析 
・環境類型区分ごとの餌動

物の生息密度等を算出 

消失率の算出 

生息適地環境の抽出 

影響予測 

事業計画 
・風力発電機の配置 

・工事による改変 
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【調査】 

 

 

 

 

【解析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予測】 

 

 

 

 

 

 

 

図 生態系の影響予測フロー(典型性：オオヨシキリ・オオジュリン) 

 

  

生息状況 
・生息状況を定量的に把握 

餌資源量 
・餌動物の生息状況を定量

的に把握 

植生区分 
・現存植生図を基に、環境

類型区分図を作成 

出現頻度解析 
・環境類型区分ごとの出現

頻度を解析 

餌資源量解析 
・環境類型区分ごとの餌動

物の生息密度等を算出 

消失率の算出 

生息適地環境の抽出 

影響予測 

事業計画 
・風力発電機の配置 

・工事による改変 
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２４．風力発電機の配置等について（一部非公開）【方法書P10～13】 

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）なお、採用予定の機種毎に配置案

が異なる場合は、それぞれ記載して下さい。 

 

 

風力発電機の各配置案の設置位置及び既設の変電設備の位置は、方法書の P11～13 図 2.2-1(1)

～(3)に記載しています。 

工事用仮設道路及び管理用道路の位置は図 1に示すとおりであり、工事用仮設道路は、運転開

始後に管理用道路として利用する計画です。 

また、事業実施区域内には土捨て場は設けませんが、風力発電機の基礎及び工場構内他工事の

埋戻量を超える残土は専門の処理会社に委託し、工場敷地外で適正に処理を行います。現時点で

処理を予定している地点は図 2に示すとおりです。 

なお、本事業により発電した電力は、トヨタ自動車田原工場内での使用を原則とする計画です

ので、既設の送電線経路及び変電所を最大限活用しますが、具体的な送電線の敷設方法及び経路

については、現在検討中です。 

 

※工事用仮設道路及び管理用道路、残土処理場の位置は計画中の情報のため非公開。 
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図 1（非公開） 

計画中の工事用仮設道路及び 

管理用道路位置 

(現時点での想定) 
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図 2（非公開） 

計画中の残土の処理場位置 

(現時点での想定) 
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２５．風力発電機の諸元と騒音のパワーレベルについて（非公開）【方法書P14】 

設置可能性のあるすべて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。 

 

 

設置可能性のある風力発電機の騒音パワーレベルは、下表に示すとおりです。 

 

表 設置可能性のある風力発電機の騒音パワーレベル 

機種 騒音パワーレベル 備考 

2,000～2,100kW ― ― 

3,400kW ― ― 

5,000～5,200kW ― ― 

 

※風力発電機の騒音のパワーレベルは、メーカー提供の数値のため非公開。 

 

 

 

２６．工事中の交通に関する事項について【方法書P21】 

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

下さい。(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は、下表に示すとおりです。 

工事中における主要な走行ルートは、方法書 P23に記載しています。 

 

表 工事関係車両の種類及び台数(現時点での想定) 

工事関係車両 仕様 台数 備考 

ダンプトラック 10ｔ 2～5 1 日当たり 10 往復/台 

トラッククレーン 50ｔ 3 1 日当たり 1 往復/台 

ポンプ車 100 ㎥/h 1 1 日当たり 1 往復/台 

ミキサー車（生コン車） 4 m3 15 1 日当たり 10 往復/台 

トレーラー 28ｔ 10 1 日当たり 1 往復/台 

通勤車 普通車 15 1 日当たり最大 3 往復/台 

ユニック車 4t 5 1 日当たり 5 往復/台 
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２７．現況調査の結果について（別添資料非公開）【方法書P81～145】 

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。必要に応じて非公開とすることも可) 

 

 

現況調査の結果は、別添資料 1-1及び 1-2に示すとおりです。なお、調査結果の一部について

は、方法書 P81～145 に記載しています。 

 

※別添資料 1-1及び 1-2については、とりまとめ中の暫定値であること、希少な動植物の情報を

含むことから非公開。 
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２８．専門家等の意見について（非公開） 

意見聴取した専門家等の所属機関の属性について、記載してください。(cf.アセス省令第

17条第5項) 

専門家の了解が得られた範囲で、氏名を御教示ください(※非公開資料可) 

また、専門家の意見の根拠となっているものがあれば教えてください。(文献や地域のデー

タ等) 

 

 

意見聴取した専門家等の氏名、所属機関等は、下表に示すとおりです。 

 

表 意見聴取した専門家等一覧 

氏名 所属 役職等 活動実績等 

地元 

鳥類愛好家 

(鳥類) 

― ― ― ― 

地元 

鳥類愛好家 

(鳥類) 

― ― ― ― 

大学教授 

(生態系) 
― ― ― ― 

大学研究員 

(鳥類) 
― ― ― ― 

大学講師 

(鳥類) 
― ― ― ― 

大学名誉教授 

(コウモリ類) 
― ― ― ― 

※個人情報を含むことから非公開。 
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２９．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した根拠は別添資料 2に示すとおりです。 

 

 

 

３０．累積的な影響について【方法書P7～8、P505～570】 

・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。 

例１：累積的影響が生じる可能性あり、○○について、検討を行うこととする。 

例２：△△のため、累積的影響は生じないと考えられる。 

例３：累積的影響が生じる可能性があるが、□□のため、検討を行わない。 

 

・対象事業実施区域の周囲には既設の風力発電所が位置していますが、計画中の風力発電事業

は本事業のみです。既設の風力発電所の概要、位置等は方法書 P7～9に記載しています。 

 

・累積的な影響については、施設の存在に伴う「景観」、施設の稼働に伴う「騒音及び超低周

波音」、「動物(バードストライク、バットストライク）」、「生態系(バードストライク)」

について、検討を行います。なお、方法書 P7の表 2.2.1に記載している「No.6 蔵王山風力

発電所」は、対象事業実施区域からは離れており、立地条件(住宅からの距離や自然環境の

状況等)が異なることから、累積的な影響の対象とはしません。 
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３１．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【方法書P510～523】 

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1～2500分の1程度)を記載してください。 

 

 

大気環境の調査位置は、次ページ以降の図 3～11に示すとおりです。 
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図 3 大気質調査(緑が浜公園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 大気質調査(浦町西浦) 

  

調査地点 

調査地点 

調査地点 
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図 5 騒音・振動・超低周波音調査(童浦小学校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 騒音・振動・超低周波音調査(北部保育園) 

  

調査地点 

調査地点 
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図 7 騒音・振動・超低周波音調査(青尾集落) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 道路交通騒音・振動調査(緑が浜公園) 

  

調査地点 

調査地点 
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図 9 道路交通騒音・振動調査(浦町西浦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 道路交通騒音・振動調査(三河港大橋東周辺) 

  

調査地点 

調査地点 
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図 11 道路交通騒音・振動調査(多門田周辺) 

 

 

  

調査地点 
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３２．騒音の調査位置と可視領域の関係について【方法書P514～517】 

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は、次ページの図 12(1)～(3)に示すとおりです。 

なお、可視領域は、各風車配置(配慮書段階)のライン上における風車基部(地上 0m)と、風車ブ

レード先端の高さ(Ａ案：地上 121m、Ｂ案：地上 133.5m、Ｃ案：地上 158m)から、人の目線の高

さ(地上高 1.5m)が視認できる範囲として計算しており、樹木や構造物等の障害物は考慮していま

せん。 
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図 12(1) 

騒音の調査位置と可視領域(Ａ案) 

注)1. 可視領域は、各風車配置(配慮書段階)のライン上における風車基部(地上

0m)と、風車ブレード先端の高さ(地上 121m)から、人の目線の高さ(地上高

1.5m)が視認できる範囲として計算しており、樹木や構造物等の障害物は考

慮していない。 
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図 12(2) 

騒音の調査位置と可視領域(Ｂ案) 

注)1. 可視領域は、各風車配置(配慮書段階)のライン上における風車基部(地上

0m)と、風車ブレード先端の高さ(地上 133.5m)から、人の目線の高さ(地上

高 1.5m)が視認できる範囲として計算しており、樹木や構造物等の障害物は

考慮していない。 
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図 12(3) 

騒音の調査位置と可視領域(Ｃ案) 

注)1. 可視領域は、各風車配置(配慮書段階)のライン上における風車基部(地上

0m)と、風車ブレード先端の高さ(地上 158m)から、人の目線の高さ(地上高

1.5m)が視認できる範囲として計算しており、樹木や構造物等の障害物は考

慮していない。 
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