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（第２章） 

１. 事業計画について 

・発電機の出力が決まっていない。事業にともなう改変予定区域、工事用仮設道路の位置、

土捨て場及び改変を伴う管理用道路の位置については、現在検討中のため未定となって

おり、調査点の配置の妥当性なども含めてそもそも方法書を議論する段階にはない。 

・現在稼働中のものを含めて、この地域には約 230 基が設置される予定で、さらに基数が

増加する可能性もあります。したがって、このエリア全体のコウモリ類、猛禽類、渡り

のルート、景観などを把握する調査が必要と考えます。 

（事業者見解） 

・ 発電機の出力は、本事業計画が適切な計画となるよう、今後の調査を踏まえて決定したい

と考えています。今後、改変予定区域、工事用仮設道路の位置、土捨て場及び改変を伴う管

理用道路の位置を準備書でお示しできるように、設計業務を進めてまいりますが、現時点で

の風力発電機の配置案は補足説明資料の別添資料 Q28 のとおりとなっております。風力発電

機は、対象事業実施区域の稜線付近に設置する予定ですが、適切に予測・評価ができるよう

調査地点や調査範囲を確保し、本事業の環境への影響を把握してまいります。 

 

・ 本事業の準備書段階において、本事業の北側の（仮称）川内鬼太郎山風力発電事業及び、

さらに北側の（仮称）阿武隈風力発電事業の案件につきましては、渡りのルート等の結果

について、可能な範囲で情報を収集し把握するようにいたします。また、方法書で示した

主要な眺望景観においても、同様に可能な範囲で風力発電機の情報を収集し把握するよう

にいたします。 

 

（第２章） 

２. 風車、アクセス道路の位置などについて 

風車、アクセス道路の位置などが定まらないと、調査地点位置など調査手法の適否が

判断しにくい。アセスの後戻りもあり得ます。発電所仕様を方法書審議終了前に決める

ことを望みます。 

（事業者見解） 

現時点での風力発電機の配置案は、補足説明資料の別添資料Q28のとおりとなっております。

また、風力発電機の輸送経路として可能性のある経路については方法書 P10 に、また、工事関

係車両が走行する可能性のある主要な走行ルートにつきましては方法書 P11 に記載しておりま

す。 

詳細な事業計画の設計は今後実施するため、確定しておりませんが、風力発電機の輸送経路

や工事関係車両の主要な走行ルートとなる可能性のある道路につきましては、広く調査地点を

設定しております。 

発電機の仕様につきましては、補足説明資料の別添資料 Q37 に、設置可能性のある風力発電

機のうち、得られている騒音のデータを示しております。 
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風力発電機については、メーカー都合や環境影響評価の結果等の様々な外的な理由により変

更となる可能性があるため、方法書段階で機種を確定することは困難となります。そのため、

方法書においても風力発電機の概要について幅をもって示させていただいております。  

 

 

（第３章） 

３. 大気質の測定について 

24ページ ２６年度四ツ倉、広野、楢葉では窒素酸化物の記載がありませんが、福島

県の環境白書によれば測定されているのではないでしょうか？ 

 

（事業者見解） 

  御指摘の通り、二酸化窒素に関しても測定が実施されておりました。準備書以降訂正いたしま

す。なお、平成 26 年度の二酸化窒素の測定結果は下記のとおりです。 

 

区分 市 測定局 
用途

地域 

有効

測定

日数 

年平 

均値 

1 時間

値の最

高値 

1 時間値

が

0.2mg/m3

を超えた

時間数と

その割合 

1 時間値

が 0.1ppm

以上

0.2ppm 以

下の時間

数とその

割合 

日平均値

が

0.06ppm

を超えた

日数とそ

の割合 

日平均値

が

0.04ppm

以上

0.06ppm

以下の日

数と割合 

日平均

値の年

間 98％

値 

98％値評

価による

日平均値

が 0.06ppm

を超えた

日 

日 ppm ppm 時間 ％ 時間 ％ 日 ％ 日 ％ ppm 日 

一般局 いわき市 四倉 未 364 0.003 0.024   0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.009 0 

一般局 広野町 広野 未 362 0.003 0.020 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.007 0 

一般局 楢葉町 楢葉 未 362 0.004 0.029 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.011 0 

〔「大気汚染測定結果(平成 26 年度)」(福島県、平成 28 年)より作成〕 
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（第３章） 

４. 地下水の調査地点について 

36p.の図の範囲程度でよいので、37p.第 3.1-15 表、38p.第 3.1-16 表の地下水の調査

定点位置を図示してほしい。 

 

（事業者見解） 

引用文献である福島県の「水質年報」には地下水の調査地点の位置は記載されておりませ

んでした。福島県生活環境部水・大気環境課にヒアリングしたところ、方法書において引用

している福島県の「水質年報」の地下水の具体的な調査地点に関しては、個人の井戸もあり、

個人情報を含むため公表できない情報であるということでした。「水質年報」には、水質調

査を実施した地区名が記載されており、方法書 P36 の図の範囲に含まれる地下水調査地点の

地区は、川内村上川内地区及び楢葉町大谷地区となります。図 4 に地下水調査地点の地区名

の位置を示します。 
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図４河川の状況及び水質測定地点 

上川内地区 

大谷地区 

大谷地区 

大谷地区 

大谷地区 
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（第３章） 

５. 動物の重要な種について 

59p.1L. 「ウツセミカジカと（回遊型）」と判断された知見を教えてください。 

 

（事業者見解） 

情報を抽出した文献では、カジカ小卵型及び中卵型の記載がありましたが、下記の分布情報

を踏まえ、対象区域が太平洋側の河川であることから「回遊型の小卵型」をウツセミカジカと

判断いたしました。 

 

http://www.tansuigyo.net/a/link7-13.html （日本淡水魚類愛護会ＨＰ） 

 

 

（第３章） 

６. 対象事業実施区域およびその周辺の概況について 

・現存植生図は凡例が見にくい。p.64 に加えて事業対象区域の拡大図を用意されたい。 

・木戸川自然環境保全地域に重なる特定植物群落（ブナ・ミズナラ林）と風車の配置位置

関係を示す詳細図を提示されたい。 

 

（事業者見解） 

拡大した現存植生図を図 6-1 に示します。 

木戸川自然環境保全地域、特定植物群落及び風力発電機の配置案を示したものを、 

別添資料 6-2 に示します。 

※配置計画は未定のため非公開。 

http://www.tansuigyo.net/a/link7-13.html
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図 6-1 現存植生図（拡大） 
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（第３章 

７. 居住宅について 

地図によれば十文字地区に人家らしきものがありますが、居住宅でしょうか？ 

※個人情報を含むため非公開。 

 

（事業者見解） 

別添資料 7 に事業者見解を示します。 

 

 

（第４章） 

８. 類型指定区域の一部と住居について 

方法書p.184は配慮書の内容を記した内容ですが、「事業実施想定区域及びその周囲に

は法令で指定された環境基準等の類型指定区域の一部と住居等が存在していた」の記述

があります。現在の事業計画時点で、その記述に該当する類型指定区域と住居等の位置

関係を示してください（無ければ、そのような回答でも良い）。 

 

（事業者見解） 

   配慮書においては、「（仮称）阿武隈風力発電構想」の事業実施想定区域について記載され

ていましたが、本事業では、その一部を対象事業実施区域としております。 

   本事業計画の対象事業実施区域及びその周囲では、騒音に係る環境基準の地域の類型指定は

行われておりません。 

 

 

（第６章） 

９. 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 

現地調査を前倒しして実施しているとのことですが、もし、尾根筋等で風況ポールな

どによる風向・風速調査と、環境騒音・超低周波音調査とを同時期に行っているならば、

麓にある現況調査地点の風向風速との関係を整理してください。さらに、風況ポールの

風向風速及び現況調査点位置の風向風速と、環境騒音・超低周波音との関連性を整理し

てください。方法書の審査に間に合わなければ、準備書作成時の補足説明資料として提

出するとともに、風車稼働条件に適合する条件での騒音・超低周波音の現実的な予測評

価を行ってください。 

※本事業の風況観測データを含むことから非公開 
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（事業者見解） 

   風況トラス及び現況調査地点の地上気象観測の風速データと騒音及び低周波音の現況調査の

測定結果の時系列の図を別添資料 Q9 に示します。 

   騒音・超低周波音の予測・評価については、現地調査の気象条件を反映して行なうようにい

たします。 

 

 

（第６章） 

１０. 環境騒音を支配する音について 

環境騒音の調査点１と２では、騒音値が他の地点に比べて高いようですが、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）について、報告してください。 

 

（事業者見解） 

環境騒音の調査地点１と２は、対象事業実施区域の近くとなる民家の近傍で測定しておりま

すが、暗騒音としては、主に近くを流れる川の流水音が確認されております。 

 

 

（第６章） 

１１. 水質の調査、予測及び評価の手法について 

292p. 第 6.2.-2 表（22） 調査、予測及び評価の手法 

 6．予測の基本的な手法  

   選定理由にある「一般的に水の濁りの予測に用いられている手法」の具体的 

   内容を示してください。 

 8．予測地点 

   濁水が河川に到達しないよう充分に配慮するのが基本である。影響予測地点として 

は「仮設沈殿池の排水口」とともに、「周辺の河川域（公共用水域）」を選定す 

るのが適切です。 

 

（事業者見解） 

 

◯「6. 予測の基本的な手法」について 

予測の基本的な手法の具体的な内容は以下のとおりです。 

 

「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）

に基づき、水面積負荷より沈砂池の排水口における排水量及び浮遊物質量を予測します。次に、

沈砂池排水が土壌表面を伝って河川まで達するかどうかについて、既存資料により定性的に予

測します。濁水が河川まで達しない場合、予測は終了としますが、濁水が河川まで達すると推
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定された場合、対象河川の降雨時調査結果を用いて、完全混合モデルにより、河川の浮遊物質

量を予測します。 

 

◯「8．予測地点」について 

御指摘のとおり、濁水が河川に到達しないよう充分に配慮したいと考えております。 

また、予測地点につきましては、対象事業実施区域内において設置する沈砂池排水口とと

もに沈砂池排水口近傍の河川とします。 

 

 

（第６章） 

１２. 水質・土質の調査定点について 

事業実施区域の北側の地域（木戸川周辺）に調査定点がないので設置してください。 

この地域は木戸川自然環境保全地域に指定されています。また、魚類及び底生動物の 

調査点 W1（309p.）がこの地域の木戸川に設置されており、水質調査点と生物調査点は同

一水系（の近い地点）に設置するのが望ましいです。 

 

（事業者見解） 

対象事業実施区域の北側の地域（木戸川周辺）の区間は、川幅も広く、橋等の設置もないた

め、降雨時に安全に調査できないと考え、水生生物の調査点 W1 付近では、調査地点を設定い

たしませんでしたが、事業実施区域の北側の地域（木戸川周辺）において、対象事業実施区

域周辺で橋等から降雨時にも安全に調査可能で、水生生物の調査地点と同一水系の木戸川水

系において水質の調査地点を図 12 に示すとおり追加いたします。 
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図 1２ 水質調査位置 

水質追加調査地点 
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（第６章） 

１３. 水質の調査、予測及び評価の手法について 

292p. 第 6.2.-2 表（22） 調査、予測及び評価の手法 

9．予測対象時期 

「造成裸地面積が最大となる時期」の具体的内容は？  

 風車設置地点ごとに上記の時期に予測するという理解でよろしいでしょうか？ 

 

（事業者見解） 

御理解のとおり、風車設置地点ごとに、造成裸地面積が最大となる条件にて予測いたし

ます。 
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（第６章） 

１４. 水質・土質の調査・予測について 

河川、地下水の利用度が高そうな地域であり、知事や市町村、また住民からの意見に

も、事業予定地周辺が水源地、また水源かん養保安林であることについての懸念が強い

ように感じられます。濁水の影響評価について、真摯に取り組んでほしい。 

① p294 6.2-2 図「水環境の調査位置（水質、土質）」。で、地図上の北部の河川に

水質調査地点がありません。木戸川は水質環境基準の調査点が設定されている（p36）こ

とをみても注目度の高い河川と思われ、この川への濁水影響の可能性がある位置に水環

境調査点を設置する必要があります。地形的に濁水が行かないというのであれば、高低

差が明確な等高線図を提示して下さい。 

② 水質調査「水質 4」は事業実施区域から４Km 以上も離れており、工事の影響が直接

評価できるとは思えません。前ページに調査地点設定根拠が述べられているが、上記の

懸念について説明できていません。 

③ p293 表 6.6-2 表（23）の土質調査地点の説明で、記述からは地質について濁水発

生の予測を行うように思える。表層土壌についてでなく地質を対象とする根拠を記述し

て下さい。 

 

（事業者見解） 

①木戸川の水質調査地点の設定について 

ＮＯ．１２にも同様の御意見がありましたので、同様の回答をさせていただきます。 

対象事業実施区域の北側の地域（木戸川周辺）の区間は、川幅も広く、橋等の設置もない

ため、降雨時に安全に調査できないと考え、調査地点を設定いたしませんでしたが、木戸川

の水質の実態を把握するために、対象事業実施区域周辺で、橋等から降雨時にも安全が確保

できる調査地点を図 12 に示すとおり追加いたします。 

 

②水質調査「水質 4」が事業実施区域から 4km 以上離れていることについて 

対象としている大久川に沿った県道 247 号線が、「水質 4」の上流側約 1km から、落石の

おそれにより全面通行止めになっているため、これ以上対象事業実施区域の近くに調査地点

を設定することができませんでしたが、この河川については途中で他の河川の流れ込み等も

ないため、本調査地点によって河川の現況を把握できるものと考えております。 

 

③表層地質を対象とした根拠について 

工事のための改変区域で生じる裸地は母岩となると考えております。このために、土質調

査地点の選定にあたって、母岩の分布を反映している表層地質図を使用いたしました。 
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（第６章） 

１５. 水質（水の濁り）の予測について 

以下、調査・評価の方法について具体的な記述が無いので、準備書提出後に再調査な

ど手戻りにならないよう、下記について注意されたい。 

 

①裸地になった開発地域からの濁水流出量に関しては、各県に「林地開発許可制度」

が有るので、（風力発電立地を想定したものではないが）濁水の発生量、浮遊物質量な

どの算出に参考となります。茨城県、福島県、岩手県の場合、地盤の傾斜、植生、土質

を加味しており丁寧なガイドラインとなっています。また、濁水流出量や濁度に関して

詳しく記述されている専門書（土質工学会、鹿島出版会など）や、他県の許可制度では

以下のものなどが参考になると思われます。なお「林地開発許可制度の手引き」や専門

書のなかには、裸地からの濁水の流出係数を 0.5 に固定しているものがありますが、傾

斜や植生、地質などを無視したものであり参考にしてはなりません。 

参考にできる例： 

・「土質工学における化学の基礎と利用」（土質工学会）。 

・「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）。  

 

②沈砂地に流入する濁水の濁度（浮遊物質量）については、上記「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）では「開発区域 1,000mg/L 」とし

ているが、土質や表土の質などによって変わるので参考にしてはなりません。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ことを示しています。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でしょう（ダウンロードして閲覧可能である）。ほかに客観

性、合理性の高い文献有ればそれらを探して引用することも可。 

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濁水発生の予測に用いる「降雨量」について、説得力のある（かつ現実的な）数字

を選ぶ必要があります。これまでは、洪水警報や避難勧告の出る降雨量を用いることも

奨励してきたが、それらは安全のため低めの降雨量に設定されており、住民意見で「もっ

と強い雨がしばしば降る」という指摘が過去に有りました。10 年確率や過去 10 年の最大

降雨量など、住民にとって安心を担保できる数字を選ぶ必要があります。 

 

④降雨時の河川の水質（浮遊物質量）調査について、パラパラくらいの降雨時に調査

している例が見られ、浮遊物質量と降雨の関係が明らかにならないケースが多い。沈砂

池排水が河川に到達するケース（下記⑤参照）では、河川水との混合で浮遊物質量がど
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れくらい上昇するかを予測する必要があるので、弱雨以上の降雨後（河川水は降雨後に

増える）の調査が望ましい。 

 

⑤沈砂池排水については、河川に到達流入するか、それ以前に林床部ですべて土壌に

浸透させられるかを昨年末から下記文献に基づいて計算、判定することになってきまし

た。下記文献または最近の準備書審査例が参考になるが、日本気象協会さんの事例がほ

とんどなので、社内で情報を共有されたい。 

 沈砂池排水を林床部に排水すると斜度、植生などの影響を受けるが、ほとんどの場

合、数十から数百 m で吸収され河川には到達しないが、河川源流が近く、沈砂池排水（濁

水）が混合する場合には、完全混合式で河川濁度への影響が軽微か否かを評価する必要

があります。 

文献 

・「森林作業道開設の手引き--土砂を流出させない道づくり」森林総合研究所 2012 年  

インターネットで閲覧、ダウンロード可能。 

 

⑥林床部に排水することになると、動植物の重要種への影響も評価項目となります。 

 

（事業者見解） 

① 濁水流出量について 

裸地になった開発地域からの濁水流出量に関して、福島県の「林地開発許可申請の手引き」

や、御教示いただいた文献を参考に設定し、水の濁りの予測をいたします。 

 

② 沈砂地に流入する濁水の濁度について 

沈砂地に流入する濁水の濁度（浮遊物質量）は、御教示いただいた環境省ガイドラインや、

客観性、合理性の高い文献を参考に設定するようにいたします。 
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③ 濁水発生の予測に用いる「降雨量」について 

気象庁のＨＰによると、気象庁は、大雨や強風などによって災害が起こるおそれのあるとき

は「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときは「警報」を、さらに、重大な災害が

起こるおそれが著しく大きいときは「特別警報」を発表するとしています。 

気象警報・注意報等は、安全のために低めの降雨量に設定されているものではなく、気象庁

の気象モデルの予想によって、洪水等の現象が発生する降雨量等が見込まれる場合に発表され

るものと理解しております。平成 23 年（2011 年）東北地方地太平洋沖地震等に伴い、通常の

基準より引き下げた暫定基準が適用されている市町村はありますが、本事業の対象事業実施区

域に近いアメダス地点が位置する川内村については、注意報・警報は通常の基準となっていま

す。 

下表は各福島県内の各地点の 10 年確率降雨量及び洪水注意報・警報の発表基準をまとめた

ものですが、本事業の対象事業実施区域に近いアメダス地点の川内地域気象観測所では、10

年確率降雨量は洪水警報より大きい値となっております。 

洪水警報の発表基準レベルの雨量が実際に降った場合は、重大な災害が起きるような洪水

が発生する状況であり、河川は激しい濁流となっていると想定されます。アセスにおいて、

このような河川の濁りが著しい状況で、対象事業実施区域の造成区域の沈砂池の排水が河川

へ及ぼす影響を評価するのは適切ではないと考えられ、水質予測の降雨条件では、洪水注意

報の発表基準レベルの降雨量を使用するのが適切と考えております。 

 

       10 年確率降雨量、雨量の洪水注意報・警報の発表基準  (mm/h) 

予報区 アメダス地点 
10 年

確率 

洪水 

注意報 

洪水 

警報 

浜通り 

北部 相馬 51.5 17 27 

中部 川内 54.2 30 50 

南部 平（ いわき市） 51.5 20 30 

中通り 

北部 福島 49.5 30 50 

中部 郡山 44.4 40 60 

南部 白河 55.5 40 80 

会津 

北部 喜多方 42.6 40 60 

中部 若松 49.7 30 60 

南部 田島（南会津町） 49.5 40 70 

注 1：確率雨量の計算は、「水文統計ユーティリティ－Version1.5 操作アニュアル」 

   （財団法人 国土技術センター）による。 

注 2：計算に使用したデータは、1987 年～2016 年の 30 年間。 

注 3：洪水注警報の発表基準は、アメダス地点の所在市町村の発表基準で平坦地以外の基準。 

  注 4：相馬及び平の発表基準は 3 時間値を 1 時間値に換算したものである。 

   注 5：上記アメダス地点が位置する市町村の雨量の洪水注意報・警報の発表基準は、暫定基準で

はなく通常の基準である。 
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 参考までに、対象事業実施区域に近いアメダス地点の川内地域気象観測所における、過去

3年間の洪水注意報・警報の発表基準の降雨量の出現状況を下表に示します。これによると、

過去 3 年間で、洪水注意報の発表基準の降雨量（30mm／h 以上）は年間 0～5 時間、洪水警

報の発表基準の降雨量（50mm／h 以上）は年間 0～1 時間となっています。 

 

 

    川内地域気象観測所における過去 3 年間の階級別降水量の出現時間 

（単位：時間） 

1 時間雨量 
川内地域気象観測所 

2014 年 2015 年 2016 年 

0.5mm 以上 785  843  727 

30mm 以上 0  5 2 

50mm 以上 0  1 0   

 

 

 

④ 降雨時の河川の水質調査について 

御指摘のとおり、浮遊物質量と降雨の関係が明らかにできるような降雨時に調査を実施 

いたします。 

 

⑤ 沈砂池排水の水質予測手法について 

沈砂池排水の水質の予測手法について、最近の準備書の審査事例や御教示いただいた文献

を参考に、排水の河川到達の有無の判定をし、予測を行います。 

 

⑥ 沈砂池排水の動植物の重要種への影響について 

林床部に排水することになる場合、沈砂池からの排水場所については、重要な動植物へ

の影響は避けるように配慮いたします。 
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（第６章） 

１５．水質（水の濁り）の予測について＜2 回目＞ 

③ 濁水発生の予測に用いる「降雨量」について 

事業者は、河川調査時の降雨量を 10 年確率値あるいは警報発令時の降雨量と捉えてい

るようであるが、調査時の降雨量については、④にあるように降雨と河川浮遊物質量の

関係がうまく捉えられるような雨の時にして欲しいというものです。③に書いた濁水発

生量とは河川のことを言っているのではなく、裸地で降雨により発生し沈砂池に流入す

る濁水のことです。裸地面積、降雨量（10 年確率など）、流出係数があれば水量は計算

で出せるはずです。それの濁度については、②にお示しした文献の浮遊物質量を流用す

るのが現状では妥当と思われます。沈砂地の水面積負荷率から浮遊物質除去率（最近の

他地点の準備書などを参考に）を求めれば、沈砂地排水の濁度（浮遊物質量）が算出で

きます。これを林地で吸収できるか否かの論議は⑤に書いたとおりです。 

 

（事業者見解）＜2 回目＞ 

③ 濁水発生の予測に用いる「降雨量」について 

濁水発生予測に用いる「降雨量」は河川調査時の雨量ではなく、裸地で降雨により発生し沈砂

池に流入する濁水を予測するためのものであると理解しており、御指摘のとおり、裸地面積、降

雨量、流出係数があれば水量や SS 濃度の計算は可能です。前回回答いたしました主旨は、10 年

確率降雨量は予測に使用する降雨量として大きいのではないかということです。10 年確率降雨量

だと、場所によっては大雨または洪水警報の発表基準を上回るケースが出現することがあります。

仮に警報発表基準レベルの雨量が実際に降った場合は、重大な災害が起きるような洪水が発生す

る状況であり、河川は激しい濁流となっていると想定され、河川の SS 濃度は沈砂池排水の SS 濃

度よりかなり高くなると考えております。アセスにおいて、このように河川の濁りが著しくなる

ような雨量で対象事業実施区域の造成区域の沈砂池の排水が河川へ及ぼす影響を予測・評価する

のは適切ではないと考えます。 

よって、水質予測の降雨条件では、大雨または洪水注意報の発表基準レベルの降雨量を使用す

るのが適切ではないか考えております。前回回答の「川内地域気象観測所における過去 3 年間の

階級別降水量の出現時間」にお示ししました通り、注意報発表の降雨基準以上の降雨は、過去 3

年間に対象事業実施区域最寄りのアメダス地点において年間数時間程度の出現があり、十分に強

い雨であるものと考えております。 
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（第６章） 

１６. 動物調査について 

・トラップ調査の間隔を示されたい。また、風車設置予定・改変予定が想定される場所を

中心にトラップ調査を計画されたい。M1 および M6 地点を設けた根拠は何か。北側尾根筋

には調査点がない。また南側尾根筋も M5 しか調査点がない。これで全体を評価するに十

分な調査点といえるのか説明されたい。 

・コウモリ類の調査点が 2 ヶ所しかないが、この２地点で得られたデータだけで対象事業

実施区域の全域をカバーできるのか。少なくとも C2 地点は風車が設置されるであろう尾

根筋に移動したほうが良い。 

・ラインセンサスルートが 2 本しかない。この 2 本の調査結果で北側および南側を予測評

価できるとする根拠を示されたい。 

・昆虫類のベイトトラップ LB1 と LB6 は事業実施区域内の北側および南側に再配置すべき

ではないか？ 

・希少猛禽類の調査点の視野範囲を示されたい。これらの調査点で風車設置予定の尾根筋

が見通せているのか説明されたい。 

・渡り鳥調査点は、当該事業実施区域の周囲だけに限定されているが、周辺には多数の事

業計画があることから、当該事業区域が渡りの主要経路に当たっているのか否かを把握

できるように調査点をもっと広範囲に配置する必要があります。 

 

（事業者見解） 

◯トラップ調査について 

トラップにつきましては、5m を基本にその地点の植生等を勘案して設置しております。 

また、設置場所につきましては、本事業実施区域には主に落葉広葉樹林、針葉樹林及び草地

の環境が分布しており、それらの環境に生息する哺乳類相・昆虫類相を把握するため、対象

事業実施区域及びその周辺の代表的な環境を把握する目的で設置しております。 

 

◯コウモリ類の調査について 

コウモリ類の捕獲につきましては、捕獲に適した環境及び調査実施可能な観点から実施可

能な地点が限られます。そのため現地の下見を実施し、設置に適した環境として 2 地点を選

定いたしました。コウモリ類については捕獲調査のほか、高度別飛翔状況調査も実施する予

定です。 

 

◯ラインセンサスについて 

全域の鳥類相は主として任意調査により把握致します。任意踏査はご指摘いただいている

北側及び南側の尾根筋を中心に実施する予定にしています。なお、ラインセンサス調査につ

いて、ご指摘も踏まえ、方法書時点より内容を見直しております。現時点で実施しているラ

インセンサスのルートを図 16 にお示しいたします。対象事業実施区域の尾根部を中心にルー
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トを設定しております。調査は、繁殖期に複数回（各ルート 5～6 回）実施しております。調

査時間は早朝～午前中までで実施しております。これらの調査結果については、準備書にて

お示し致します。 

 

◯希少猛禽類の調査点の視野範囲について 

希少猛禽類の視野図については別添資料 Q16 にお示しいたします。対象事業実施区域及び

その周辺は地形的に視野確保が困難な状況の場所もあります。今後の調査においては尾根上

の視野が確保できる定点の確保にむけ引き続き調整して参ります。また、準備書においては、

飛翔データ、地形及び植生等をもとにした統計モデルをくみ、飛翔ポテンシャルを推定する

予定です。この結果を踏まえ、可視領域外の衝突リスク等の検討を行って参りたいと考えて

おります。 

※視野図については視野の確保を調整中であることから非公開 

 

◯渡り鳥の調査について 

渡りの主要経路にあたっているかどうかについては、本事業の北側の（仮称）川内鬼太郎

山風力発電事業及び、さらに北側の（仮称）阿武隈風力発電事業の案件につきましては、渡

りのルート等の結果について、可能な範囲で情報を収集し把握するようにいたします 
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図 1６ ラインセンサス位置 
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（第６章） 

１７. 植物調査について 

・風車配置予定点および改変予定区域については植生調査票、組成表を作成すること。 

 

 

（事業者見解） 

風車配置予定位置や改変を予定する区域において代表的な地点で植生調査を実施します。

また、群落組成表についても作成し、準備書において記載いたします。 
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（第６章） 

１８. 生態系調査について 

・注目種選定の根拠、予測評価のフロー、解析手法について説明されたい。 

・餌種の調査に際しては定量的な調査結果が得られるように調査計画を策定すること。特

にクマタカの餌種については、この地点において実際にどのような種組成になっている

のかを調査により明らかにしたうえで予測・評価を行うこと。 

・タヌキの行動圏をどのように推定するのか説明されたい。また、餌種となる植物につい

て被度を記録するだけではなく分布図を作成されたい。 

・クマタカ、タヌキの餌資源調査で北側の事業対象区域内に調査点を設けない理由を説明

されたい。 

 

（事業者見解） 

◯注目種の選定根拠について 

・上位性注目種 

対象事業実施区域は森林環境が卓越しており、また、クマタカの生息が確認されている

ことから、上位性注目種としてクマタカを選択しました。 

・典型性注目種 

対象事業実施区域は森林環境であり、また、資料調査でも確認がなされているタヌキを

典型性注目種として選択しました。また、タヌキはクマタカの主な餌種ではないことも選

択の一要因となっております。 

 

注目種の予測評価のフロー、解析手法については、図 18-1 及び図 18-2 に示します。なお、 

これらの注目種は現地調査結果により変更となる可能性もあります。 

 

◯クマタカの餌種について 

クマタカの餌種については、現地での確認例等から確認するとともに、地元の野鳥の会

等からも情報収集し、的確に把握したいと考えております。 

 

◯タヌキの生息状況について 

タヌキの生息状況については、任意調査により把握します。解析にあたっては資源選択

性指数を推定し、好適環境の推定を行います。餌種となる植物は全域にわたり分布してい

ると考えられることから、環境類型毎の代表的な植分において餌種の調査を実施する予定

です。 

 

◯調査点の設置場所について 

調査点の設置場所につきましては、本事業実施区域には主に落葉広葉樹林、針葉樹林及

び草地の環境が分布しており、それらの環境に生息する哺乳類相を把握するため、対象事

業実施区域及びその周辺の代表的な環境を把握する目的で設置しております。 
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＜クマタカの解析フロー＞ 

 

 

 

図 18-1  クマタカの解析フロー 

 

クマタカ生息状況調査 植生分布調査・地形測量調査 餌資源量調査 

メッシュ毎の
営巣適地点数
の算出 

メッシュ毎の採
餌・探餌行動位置
の抽出 

メッシュ毎の採餌・探餌行動
に影響を与えると考えられる
環境要因の整理 

環境類型毎の各種の
餌重量の推定 

文献情報の整
理及び営巣条
件の抽出 

採餌・探餌行動の
把握 

調査範囲における現存植生の
把握 
標高、傾斜、地形条件等の把
握 

ニホンノウサギ、ヤマ
ドリ、ヘビ類の生息状
況 

営巣環境への
影響予測 

採餌環境への影響予測 餌資源量への影響予
測 

営巣適地環境
の抽出 

Maxent による採餌・探餌行動出現確率の推定 

計画レイアウト 
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＜タヌキの解析フロー＞ 

 

 

 

図 18-2  タヌキの解析フロー 

 

 

生息状況調査 餌資源量調査 

各群落における資源選択性
指数の推定 

各群落におけるタヌキの確
認例数及び踏査距離の整理 

利用可能と考えられる餌資
源量を群落毎に整理 

生息環境への影響予測 餌資源量への影響予測 

 
メッシュ毎の生息環境適合

性指数を算出 

計画レイアウト 
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（第６章） 

１９. ラインセンサスについて 

p.299 「ラインセンサスは夏季の 1 季とする」としていますが、その理由を記述して

ください。夏季と言っても、6～8 月とかなり幅があり、繁殖期としては簡単に把握しづ

らいと思いますが。また、もし繁殖期に定量的な調査を試みるなら、それなりに回数を

増やすか、テリトリーマッピングなども使う必要があります。 

 

（事業者見解） 

代表的な環境における鳥類の繁殖状況を把握するために夏季の 1 季としています。時期は 6

月頃に実施する予定です。回数については複数回実施し、定量的な調査となるようにいたしま

す。 

 

 

（第６章） 

２０. クマタカの餌資源調査について 

p.317 生態系上位性注目種クマタカの餌資源調査で、ヤマドリ、ヘビ、ウサギを挙げ

ていますが、この現地での実際の餌動物を把握する努力をしてください。専門家意見に

もあるように、餌動物として可能性のあるリスなどの個体数も考えるべきかもしれませ

ん。 

 

（事業者見解） 

クマタカの餌種については、現地での確認例等から確認するとともに、地元の野鳥の会等か

らも情報収集し、的確に把握したいと考えております。リスについて個体数の把握は困難と考

えますが、生息確認に努めたいと考えております。 
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（第６章） 

２１. ヤマドリの調査について 

p.319 クマタカの餌動物としてのヤマドリの個体数を任意踏査から推定する場合は、

同じ個体の重複カウントの場合が多いので、じゅうぶん留意してください。また、雌雄

で、さらには季節によっても目撃率がかなり異なります。 

 

（事業者見解） 

代表的な環境においてルートを設定し、自分より前方にいる個体を確認することとしており

ます。なお、調査後に確認位置を精査し重複の可能性があると判断される場合にはデータを削

除することを想定しています。 

 

 

 

（第６章） 

２２. ノウサギの調査について 

p.317 クマタカ餌資源のノウサギ調査では、任意踏査も挙げていますが、p.319 では、

「糞粒法で生息状況の把握を行う」としています。任意踏査の結果をどう利用するのか

も記述すべきでしょう。また、現地では、冬の積雪により糞粒法が使えない、というこ

とはないのでしょうか？ 

 

（事業者見解） 

方法書 p.319 に記載しておりますとおり、糞粒法による生息状況の把握を基本とします。補

足的に任意踏査も実施し、環境類型毎の生息状況等を確認する予定です。また、計画地は積雪

の少ない地域であり冬季においても糞粒法の実施は可能と考えております。 
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（第６章） 

２３. 任意踏査について 

p.317 等で用いられている「任意踏査」とは、非常にあやふやな表現です。踏査しよう

とするルート、観察範囲等を具体的に図に示した方がいいでしょう。 

 

（事業者見解） 

任意踏査については、風力発電機設置予定の尾根部を中心とし踏査を実施します。加えて、

取付道など改変区域も可能な限りカバーできるルートとする予定です。準備書においてこれら

踏査ルートについてお示しいたします。 
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（第６章） 

２４. 近隣の既設発電所の評価書・事後調査報告書等について 

近隣の既設発電所について、おそらく地形、植生環境の類似しているものも多いと思

いますので、それらの評価書、事後調査報告書等をじゅうぶん参考にすれば、より論理

的な説得力のある準備書が作成できると思います。P.298 以降の「調査、予測及び評価の

手法（動物）」の表に、文献その他の資料調査の一環として書き加える必要があるでしょ

う。 

 

（事業者見解） 

約 25km 以上離れた場所となりますが、既設発電所としては桧山高原風力発電所及び滝根小白

井ウィンドファームがあります。いずれも他事業者が実施する事業であるため、入手可能な範

囲で参考資料として活用させていただきます。 

 

 

（第６章） 

２５. 底生動物の調査手法について 

301p. 表の最下欄 底生動物の 1L．他事業の方法書にも同様な記載がありました

が、 

「あらゆる環境を」は強調し過ぎなのでトル方が良い。 

 

（事業者見解） 

御指摘の通り、準備書におきましては該当の表現を削除いたします。 

 

 

（第６章） 

２６. 人と自然との触れ合いの活動の場及び景観について 

385ページ配慮書住民意見にもありますが、人触れ景観について屹兎屋山下の電波塔付

近から西側の眺望も見ておいたほうがよいと思います。 

 

（事業者見解） 

  人と自然との触れ合いの活動の場及び景観の調査地点につきましては、自治体のホームページ

や関係機関へのヒアリング等により、主要な人と自然との触れ合いの活動の場や眺望点を選んで

おりますが、御指摘を踏まえ、屹兎屋山下の電波塔付近から西側の眺望についても確認いたしま

す。 
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（第７章） 

２７. 山稜を分断する区域について 

370ページいわき市の指摘にある「山稜を分断する区域」とは具体的にどのようなとこ

ろなのでしょうか？ 

 

（事業者見解） 

   いわき市に確認しましたところ、「山稜を分断する区域」とは、具体的な場所を指すもので

はないが山頂等の目立つ場所を意味している、とのことです。また、風力発電の場合、山地で

は稜線等に設置することが多いということは十分考えられるので、これに関しては強制するも

のではなく、できれば目立つ場所への設置は避けてほしいが、やむを得ず設置する場合は、色

彩等でなるべく目立たないように配慮して欲しい、とのことでした。 



33 

 

【説明済み資料】 

 

（全体的事項） 

２８. 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）なお、採用予定

の機種ごとに配置案が異なる場合は、それぞれ記載して下さい。 

※配置計画は未定のため非公開。 

 

現時点では、風力発電機の配置計画は未定です。但し配置する場所は対象事業実施区域内の

尾根部になりますので、現時点での配置案を別添資料 Q28 に示します。なお、工事用仮設道路

の位置、土捨て場及び改変を伴う管理用道路の位置については、現在検討中のため未定となっ

ております。
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２９. 設置予定の風力発電機の概要について 

風力発電機の機種（規模）により、環境影響の範囲や程度が異なることから、採用予

定の全ての機種について、風車の諸元（定格出力、ローター直径、ハブ高さ、カットイ

ン風速等）を記載して下さい。 

 

風力発電機の機種については現時点では未定のため、設置可能性のある全ての風力発電機に

ついて記載することはできません。但し、現在得られている、2 機種の風車の諸元について表 1

に記載いたします。 

 

 

表 1 風力発電機の諸元 
 

項  目 諸  元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
2,000kW 級 3,500kW 級 

ブレード枚数 3 枚 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
86m 108m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
78m 94m 

高さ 121m 148m 

カットイン風速 4m/s 3-5m/s 

カットアウト風速 24m/s 25m/s 
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３０. 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。） 

 

現時点で計画している工事関係車両が走行する可能性のある主要な走行ルートについては、

方法書 p.11 に記載しているとおりです。 

なお、まだ方法書段階ですので、工事の詳細は決まっておりませんが、通常、風力発電所の

建設工事で最大数の車両の走行が見込まれるのは、風車基礎工事のコンクリート打設の時だと

想定されます。 

仮に 1 日に 1 基の風車基礎のコンクリート打設を行うとすると、コンクリートミキサー車が

300～400 台の通行が想定されます。これに作業員の通勤車両、他の工事車両等が加わることに

なります。より具体的には詳細検討をし、準備書にて示します。 
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３１. 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。） 

 

各項目の設定根拠は方法書第 6 章に以下の通り記載しております。 

 

 ・窒素酸化物及び粉じん等の調査地点の設定根拠（方法書 P277） 

 ・騒音、低周波音及び振動調査地点の設定根拠（方法書 P289） 

 ・水質及び土質調査地点の設定根拠（方法書 P293） 

 ・動物の調査地点の設定根拠（方法書 P302～P304） 

 ・生態系の調査地点の設定根拠（方法書 P320～P321） 

 ・景観の調査地点の設定根拠（方法書 P328） 

 ・人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点の設定根拠（方法書 P333） 

 

また、表層地質図と土質調査地点を重ねあわせた図は方法書 P295 に記載しているとおりです。
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３２. 累積的な影響について 

①対象事業実施区域の周囲など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。 

②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。 

例１：累積的影響が生じる可能性があり、○○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。 

 

① 対象事業実施区域の周囲における既設及び計画中の風力発電事業について 

方法書 P13～P15 に示すとおり、本事業予定地の周辺において稼働または検討中の事業がありま

す。また、現時点で新たに下記の計画中の風力発電事業があることが確認されています。新たな

風力発電事業計画の位置は、図１の⑥に示すとおりです。 

 

○新たに計画中となった発電事業 

事業名 

(発電事業者) 
規 模 

運転開始 

予定時期 

(仮称)川内鬼太郎山風力発電事業 

(JR 東日本エネルギー開発株式会社) 
最大 47,600kW（3,400kw☓10～14 基）＊1 2020 年 

注)＊1：方法書段階の想定 

「（仮称）川内鬼太郎山風力発電事業に係る環境影響評価方法書」 

(ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社、平成 29 年 3 月)より作成 

 

 

② 累積的な影響について 

累積的な影響については、福島県の公募事業者〔(仮称)阿武隈風力発電事業、(仮称)川内鬼太

郎山風力発電事業〕を中心に可能な限り情報収集に努め、必要に応じて、累積的な影響（供用後

の騒音等、鳥類、景観等）の有無の検討を行います。  
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図 1 対象事業実施区域周囲の 

   風力発電事業 
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３３. 専門家の意見について 

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） 

※専門家の氏名等については、公表の了解が得られていないため、別添資料 Q6（非公開）に示しま

す。 

 

 専門家等の所属機関の属性について、表 2 に示します。 

 

表 2 専門家等の所属機関の属性 

有識者 専門分野 所属 

A 動物（魚類・両生類・爬虫類） 博物館 

B 動物（鳥類）  一般社団法人 

C 動物（昆虫）  大学 

D 植物（植物・植生）  大学 

    ※有識者 A～D は、方法書 P266～268 の有識者に対応します。 

 

  

 

 

 

３４. 現況調査の結果について 

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。） 

※とりまとめ中であることから非公開。 

 

一部前倒し調査を実施中です。調査結果の取りまとめが終了しているものについて、別添資

料 Q34 に示します。
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（個別的事項） 

３５. 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1～2500分の1程度）を記載してください。 

 

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

所の関係がわかる図を示します。 
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図 2 大気環境の調査位置 

（大気質、騒音・振動(沿道）) 
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図 3 大気環境の調査位置 

   （騒音・低周波音（環境）） 
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【大気質調査地点（一般環境） 戸渡地区】 

 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【沿道大気質及び道路交通騒音・振動調査地点（沿道 1） 戸渡地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【沿道大気質及び道路交通騒音・振動調査地点（沿道 2） 箒平地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【沿道大気質及び道路交通騒音・振動調査地点（沿道 3） 横川地区】 

 

 

 

調査地点 
撮影方向 

〔地理院地図を加工して作成〕 
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【沿道大気質及び道路交通騒音・振動調査地点（沿道 4） 女平地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

沿道大気質調査地点 

撮影方向 

沿道騒音･振動調査地点 

撮影方向 

〔沿道大気質調査地点〕 〔沿道騒音・振動調査地点〕 
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【沿道大気質及び道路交通騒音・振動調査地点（沿道 5） 袖玉山地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 1）下川内地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

撮影方向 
調査地点 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 2）戸渡地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 撮影方向 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 3）乙次郎地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 4）戸渡地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 5）箒平地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 6）戸渡地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 
撮影方向 
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【騒音・低周波音調査地点（環境 7）内倉地区】 

 

 

 

〔地理院地図を加工して作成〕 

調査地点 

撮影方向 
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３６. 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・地形等）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。 

※風力発電機の配置計画は未定のため非公開。 

 

風力発電機の配置計画については未定ですが、現時点での配置案を作成しましたので、そこから

の最寄りの民家までの距離を別添資料 Q36 に示します。 

 

 

 

３７. 風力発電機の諸元と騒音のパワーレベルについて 

設置可能性のある全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。 

※風車メーカーの承諾を得ていないため非公開。 

 

風力発電機の機種については現時点では未定のため、設置可能性のある全ての風力発電機に

ついて記載することができませんが、現在得られているデータで、A 特性騒音パワーレベルを 

別添資料 Q37 に示します。 

 

 

 

３８. 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については、方法書 p290 に図示しております。 

可視領域の作成にあたっては、別添資料 Q28 の風力発電機配置例に高さ 178.5m の風力発電機

を設置したと仮定いたしました。 

  

 

 

 


