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1. 風車、アクセス道路の配置計画について 

風車、アクセス道路などの配置計画が定まらないと、調査地点位置など調査手法の適否が判断

しにくく、アセスの後戻りもあり得ます。遅くとも準備書段階では確定していることを望みま

す。 

 

（事業者の見解） 

準備書段階において風車、アクセス道路等の配置計画をお示しいたします。 

 

2. 方法書における事業計画について 

出力および発電機については計画段階の想定規模の状態で方法書が策定されています。これで

は、配慮書とどこが違うのでしょうか。方法書を提出できる段階ではありません。また、配置

計画の変更は調査の結果にもよることは止む負えないことであるとしても、関係機関や地権者

等との協議を踏まえていなければそもそも机上の空論になりかねません。さらに、詳細設計が

未了であることから騒音・振動の主要な発生源の種類及び容量の検討が行われていません。ま

た、土捨て場の設置の有無についても未定となっています。このように不十分な計画の状態で

は方法書の内容について的確な議論をできず、手続きを先行させることを主眼としたアセス手

続きの形骸化との誹りを免れません。 

 

（事業者の見解） 

方法書P3 2.2.3特定対象事業により設置される発電所の出力において（計画段階における想定規

模）と記載したのは誤りでした、当方法書段階における出力については記載のとおりです。 

詳細設計に関しましては、今後の各環境影響調査を経て決定する予定であります。今後の調査結

果を踏まえ、準備書段階にてお示しいたします。 

 

3. 方法書における事業計画について 

造成工事・道路の拡幅等が想定される場所が示されておらず、樹木伐採の場所および規模も不

明です。このような状態では調査点の妥当性など議論はできません。 

 

（事業者の見解） 

他の電源アセスと異なり風力発電所の事業計画は方法書段階では確定できないものと考えており

ます。 

搬入路や樹木の伐採場所の確定に必要となる風力発電機の設置位置の決定については、対象事業

実施区域内を環境調査し、環境に影響の少ない区域を利用して配置することを基本としておりま

す。風力発電機の設置位置は各環境影響調査の結果によって変更する可能性があるため、搬入路

や伐採場所も方法書の時点では確定ができません。 

風力発電機の設置位置や搬入路・伐採場所を含む事業計画は今後の調査結果を踏まえ、準備書段

階にてお示しいたします。 
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4. 他事業との関係について【方法書 P19】 

当該地域で検討中の他事業については、ノソウケ峠風力発電事業だけが記載されていますが、

岩手県内では他にも事業計画があるので、それらとの位置関係がわかるような図を示して下さ

い。 

 

（事業者の見解） 

岩手県内の他事業との位置関係について別添資料 Q4に示します。 

 

5. 対象事業実施区域の設定について 

対象事業実施区域の中央部の円形部分が対象事業実施区域外となっていることについて追記

説明して下さい。 

 

（事業者の見解） 

対象事業実施区域の中央部には住居があるため、住居から 500ｍの範囲について対象事業実施

区域から除外しております。 

 

6. 濁水対策について 

実施区域に海に近い地域（北東部など河川の流程が比較的短い地域。河口域には漁港あり）が

あるので、濁水が海域に到達しないよう充分な配慮をお願いしたい。 

 

（事業者の見解） 

 工事の実施にあたっては、沈砂池等を設置し河川への濁水流出に配慮し、しいては海域へ濁水

が到達しないよう配慮した計画といたします。 

 

7. 三陸沿岸道路工事について【方法書 P301】 

知事意見にある三陸沿岸道路の工事予定の状況がわかれば示してください。工事期間の重複の

可能性はあるのでしょうか。 

 

（事業者の見解） 

 現段階での三陸沿岸道路の開通見通しとしては、久慈北～侍浜の区間が平成 30年度、侍浜～階

上の区間が平成 32年度となっております。本件の工事着工予定時期が平成 32年であるため工事

期間の重複の可能性はあります。 

ただし、三陸沿岸国道事務所に「工事関係車両等の詳細の事業計画の開示が可能か」問い合わせ

たところ、開示（公開）は出来ないと回答頂いており、累積的な影響を定量的に把握することは

難しいと考えております。 
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8. ブレード等の積み替え用地について【方法書 P13】 

住居近くにブレード等の積み替えのための用地を確保する可能性は無いでしょうか。ある場合

200m程度の範囲内に住居があれば窒素酸化物の短期評価（1時間値の予測）を行ったほうがよ

いのではないでしょうか。 

 

（事業者の見解） 

 住居の近くにブレード等の積み替え用地を設置しないよう計画いたします。 

 

 

9. 降雨時調査について【方法書 P259】 

表「5．(1)【現地調査】」適切な降雨調査の時期を逃さないよう予め降雨調査を計画する方が

適切です。 

 

（事業者の見解） 

 適切な降雨の時期を逃さないように調査計画を立案いたします。 

 

 

10. 水環境の調査位置（水質）について【方法書 P261】 

原子内川、高家川の定点（水質⑦、水質⑫）は事業実施区域により近いところに設けるのが望

まれます。地形、降雨時対応などの制約はあるでしょうが、魚類及び底生生物の調査位置は実

施区域内、またはより実施区域に近いところに設けられている（275p.）のでご検討ください。 

 

（事業者の見解） 

 原子内川、高家川はアクセス道路が狭小で舗装されておらず、特に雨天時には路面（土）が湿っ

た状態になるため、車や徒歩によるアクセスが難しい状況となります。このため、調査時の安全

性が確保できる範囲で可能な限り上流側に設置するようにいたします。 

 また、上流部から下流部にかけての濁水発生源は主に山地の土砂等であり、工場等の特定施設

からの排水が存在しません。調査地点によって集水域の変化により水量等の変化は想定されます

が、水質は大きく変化しないと考えております。 

 

 

11. コウモリ類の高度別飛翔状況調査について【方法書 P267】 

① コウモリ類の高度別飛翔状況を調査する際に、ディテクターの探知範囲を示して下さい。

②50m地点でのデータの有効範囲を示すとともに、ブレード回転域をカバーしきれない部

分をどのような考えで、どのような根拠の基に飛翔予測をするのか説明して下さい。 

 

（事業者の見解） 
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① バットディテクターに付属する外部マイクロホンについては、取扱説明書に探知範囲の記 

載はありません。そのため、キャリブレーター（人工的に発生させる超音波機器）により実験

した結果では概ね 20m程度は入感していました。本調査においては、風況観測塔の約 56m高度

に設置し、上方のデータを取得することからハブ高さ付近は概ねカバーできていると考えてお

ります。 

②前述のとおり、本調査においてはハブ高さ以上の飛翔記録は条件により得られないと思われ

ます。コウモリの飛翔高度に関する既往の知見もないことから、得られた調査結果はハブ高さ

以上についても一様であるとみなすことといたします。 

なお、バットディテクターによる記録はパラメータを設定して行います。本調査で用いる

Pettersson社製 D500Xについては、コウモリの会が発行している「コウモリ通信」に記載さ

れていた試用報告や論文を参考にしてパラメータ（周波数帯、音声の強弱など）や記録時間を

設定します。タイマー設定としては日没から日の出までの記録となります。待機状態では OFF

になっていますが、入感があった時に起動して、特定時間の記録を行った後に待機状態に入り

ます。待機状態もある一定の待機時間を設定することにより、重複しないように記録を行いま

す。ただし、個体識別が出来るものではないことから、個体数を把握できる手法ではありませ

んが、パラメータの設定により定量的な通過回数を記録できることから、供用時における比較

検討を行う場合には有効な手法であると考えています。 

これらの結果と風況観測塔の風速データ（バットディテクター記録時間の平均風速）との比較

から影響予測を行う予定です。 

なお、確実な種の同定までは難しいものがあるため、記録されたデータを 20kHz帯（ヒナコウ

モリやヤマコウモリといった高空を飛翔する種）、50kHz帯（樹冠部より低い高度を飛翔する

種）に区分して解析を行い、どういった種群に影響が生じるのかを検討したいと考えておりま

す。 

 

12. コウモリの調査地点について【方法書 P268、271】 

① p.268「第6.2-2 表(30) 哺乳類調査地点設定根拠（コウモリ類生息状況調査）」の表中、

アカマツ林が３箇所、落葉広葉樹林が２箇所選定されていますが、まったく同じ環境を複

数選んでいるでしょうか。②もし同じ植生であっても、それらの間でコウモリの生息状況

に違いがあると思われ、選定したのであれば、もう少し詳しく記述すべきと思います。③

p.271のコウモリ捕獲地点が事業実施区域内で南北に偏っているようですが、中央付近の

発電機設置予定地周辺では設定できないのでしょうか。 

 

（事業者の見解） 

①本調査地域の植生については、ほとんどがアカマツ林、落葉広葉樹林で占められています。

それらの植生内において、地形条件(尾根部か谷か）や改変の有無、トラップ設置の可否など

を踏まえて複数の地点を選定すべく、暫定的に地点を示しております。 

②詳細な位置に関しては、現地踏査の結果や造成計画の熟度に応じて適宜変更し、その詳細も

含めて準備書に記載するようにいたします。コウモリ類の生息種を可能な限り把握するため、
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植生や地形特性などを踏まえて選定しておりますので、これらの選定理由を詳しく記載します。

ただし、トラップの設置条件も考慮しております。 

③中央部付近についても、調査地点を設定できるか改めて検討いたします。 

 

13. 小型哺乳類の捕獲調査について【方法書 P268】 

①小型哺乳類の捕獲調査を実施する際のトラップ間隔を示して下さい。②また、代表的な環境

に対して1ヶ所程度のトラップ調査を実施するとしていますが、代表的な環境の植生区分を群

落組成を基に示して下さい。③類似環境とするのに選定した地点が代表的であるのか否かの判

断根拠を説明して下さい。④また、類似の環境であっても植生や立地条件が異なれば結果も変

わることが想定されます。⑤変動幅等を考慮した場合、代表的な１地点のデータだけで代表的

な地点の代表データとなりえるのか科学的に説明する必要があるので、調査計画を吟味して下

さい。 

 

（事業者の見解） 

① 今後の調査においては、トラップの設置間隔は 10m間隔を予定します。 

② 方法書段階で調査地点を設定する際は現地調査実施前であるため、文献調査及び概査によ

り把握された代表的な環境を選定しておりますが、今夏に実施する詳細な植生調査の結果

を踏まえ、トラップ調査地点は適宜追加・変更する予定です。そのため、当該地点の群落

組成表は準備書においてお示しいたします。 

③ 現地調査により得られた植生調査票をもとに群落組成表を作成し、その結果を反映した現

存植生図を作成します。準備書においては、作成した植生図の上に調査地点を配置するこ

とで、調査地点の代表性が読み取れるよう工夫するように致します。 

④ ネズミ類やモグラ類の行動圏は小さいこともあり、微小な環境で生息種が異なりますので、

可能な範囲で複数の植生やその基盤となる地形条件も踏まえて検討いたします。 

⑤ 小型哺乳類のトラップ調査は、後述する生態系上位種（ノスリ）の餌種としての調査とな

りますので、同じ植生であっても地形条件などによって生息密度が異なることになるかど

うかを把握し、調査結果の代表性を検討できるようにいたします。 

 

14. ラインセンサスのデータ取得目的について【方法書 P267】 

①ラインセンサスのデータ取得の目的を説明して下さい。②定量的な結果が得られる手法であ

ることから、ライン調査でどのようなデータを取得し、稼働後の状態との比較ができるように

定量的なデータとして結果を示すことができるように調査計画を吟味して下さい。 

 

（事業者の見解） 

①植生や地形などに応じて出現する鳥類の種構成や個体数密度などを把握することを目的とし

ております。 

②ラインセンサスでは全種マッピングを予定しています。改変区域（風車設置箇所）からの離

隔による、種構成や個体密度の変化を把握いたします。なお、ラインの設定が難しいと判断
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した場合には、距離に応じてポイントセンサスを実施する等の工夫を行うことで、同様の

データの取得に努めます。 また、定着性や生息種と個体数が安定している繁殖期には 4回

の実施を予定しております。 

 

15. 猛禽類の飛翔状況について 

猛禽類の飛翔状況について、重要種以外の種の飛翔状況についても準備書で示して下さい。 

 

（事業者の見解） 

トビなどは風力発電に衝突しやすいとされることから、これから実施する調査においては可能な

限り重要種以外の猛禽類の飛翔状況を記録し、準備書に掲載するようにいたします。 

 

16. 渡り鳥調査地点について【方法書 P277】 

①渡り調査点の視野図を示して下さい。②猛禽類の調査点の視野範囲から推定するに、示され

ている4地点でこのエリア全体の渡りの状況をカバーできているのか説明して下さい。 

 

（事業者の見解） 

① 別添資料 Q16に示します。 

② 渡りの飛行パターンとしては概ね直線的であり、同一方向に長距離を飛行するものと定義し

ております。そのため、移動経路に対して垂直に地点を配置するようにしています。なお、

対象事業実施区域は海岸部に近いことから、海岸部や海上を通過する種も把握するため、海

岸部にも地点を設定して調査を行う予定です。
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17. 魚類及び底生動物調査地点の設定根拠について【方法書 P269】 

第6.2‐2表（33）設定根拠の記載をより丁寧に、260p.の水質調査点程度は記載してください。

特にW13に関する根拠の記載をお願いします。 

 

（事業者の見解） 

魚類及び底生動物調査地点の設定根拠を下記に示します。 

 

調査方法 
調査 
地点 

設定根拠 

捕 獲 調
査 及 び
定 性 採
集調査 

W1 
対象事業実施区域内に位置し、立頭川と林道の接する地
点を基点とした区間 

地形の改変に
より濁水の影
響を受ける可
能性のある河
川及び沢の魚
類や底生動物
生息状況を把
握するために
設定する。 

W2 
対象事業実施区域内に位置し、和座川と林道の接する地
点を基点とした区間 

W3 
対象事業実施区域内に位置し、和座川支流と林道の接す
る地点を基点とした区間 

W4 
対象事業実施区域内に位置し、小山川と林道の接する地
点（東北電力送電線との交点約 1km下流側）を基点とし
た区間 

W5 
対象事業実施区域内に位置し、小山川と林道の接する地
点（東北電力送電線との交点約 2km上流側）を基点とし
た区間 

W6 
対象事業実施区域外に位置し、土釜川と林道の接する地
点を基点とした区間 

W7 
対象事業実施区域内に位置し、大浜川と林道の接する地
点を基点とした区間 

W8 
対象事業実施区域外に位置し、大浜川の大浜川取水場取
水堰を基点とした区間 

W9 
対象事業実施区域外に位置し、原子内川支流と林道の接
する地点を基点とした区間 

W10 
対象事業実施区域内に位置し、有家川の「有家橋」上流
端を基点とした区間 

W11 
対象事業実施区域外に位置し、有家川の東北電力送電線
交点を基点とした区間 

W12 
対象事業実施区域内に位置し、高家川の「高家橋」上流
端を基点とした区間 

W13 
対象事業実施区域内に位置し、高家川の東北電力送電線
交点を基点とした区間 
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18. 専門家の意見への対応について【方法書 P235】 

「採捕した重要種はDNAによる同定用資料を採集した後、放流する」旨の専門家意見があり、

事業者は「意見に留意して実施する」旨の対応を記載しています。このご意見にどう対応する

か確認させて下さい。 

 

（事業者の見解） 

これまでのアセスにおいては、現地で同定が困難な種を対象に、液浸標本として持ち帰ってから

同定を行っていました。魚類の重要種については、個体数が非常に少ない種もいることから、生

産性を低くしないようにとの配慮から、これらの種に対しては DNAによる同定が望ましいとのご

意見でした。アセスにおいては、基本的に外部形態から同定を行いますが、重要な種の可能性が

高く同定ができなかった場合に限り、ご意見を頂いたように体組織の一部から DNA解析を実施す

ることを検討しております。 

 

19. 植物の調査地点について【方法書 P280】 

ブラウン‐ブランケの植物社会学的調査を実施する場所を図で示して下さい。また調査点は改

変区域を網羅し、重要種が記録された地点についても調査を実施して下さい。 

 

（事業者の見解） 

別添資料Q19にて図を示します。現時点においては、文献調査と概査により群落の優占種が明確で

あり、階層構造なども整っている植生を選んで調査区を設ける予定にしております。なお、今後、

改変区域が定まった時点において、植生に関する概略調査の結果も踏まえ、現計画地点を適宜追

加もしくは変更することにより、改変区域が含まれる植生に調査地点を設定したいと考えており

ます。また、面積が広い同一群落においては、複数の調査地点を設定することにより、下位単位

が区分できるように努めます。なお、重要種の全てを対象にはできませんが、改変により消失が

予測され、移植対象個体となる場合には、移植対象個体を含む調査コドラートを設定し、生育基

盤となる陽当たりや土質環境の把握にも努めます。 
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20. ラインセンサス調査の頻度について【方法書 P284】 

生態系上位性注目種としてのオオタカの餌資源量調査で、ラインセンサス調査で定量的な資源

量を算出することになっていますが、「現地調査・動物」の方法では、繁殖期に各ライン４回

実施するほかは、各季１回のみの調査になっています。「動物」では、おもに動物相の把握に

重点を置くことから、その程度の頻度でも任意観察調査での補填が可能と考えますが、オオタ

カの定量的な餌資源調査としてラインセンサスを行う場合、繁殖期に4回行うことの根拠も必

要のほか、非繁殖期で１回のみの調査では定量的な結果として扱えないと思います。 

 

（事業者の見解） 

オオタカの営巣木が伐採されたことにより、上位性種についてはノスリを検討しています。ノ

スリの場合は餌対象がモグラ類やネズミ類となりますので、その餌量調査を実施する予定です。 

 

21. 生態系の影響予測について【方法書 P286】 

「生態系の影響予測および評価フロー図」の中で、「上位性注目種の定量的、定性的餌資源量」

とありますが、「定性的な餌資源量」とはどういうことで、生態系の評価の中でどのように利

用するのでしょうか。 

 

（事業者の見解） 

方法書段階においては上位性注目種としてオオタカを選定しておりますが、現状、確認されて

いたオオタカの巣が森林施業による伐採により消失しておりますため、上位性をノスリに変更す

る方向で調査を行っております。 

この場合、ノスリの餌種であるネズミ類については、小型哺乳類に関するトラップ調査により

定量的な餌資源量の把握を行います。ノスリを上位性注目種とした場合の評価フロー図を下記に

示します。
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【調査】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予測】 

 

 

 

 

 

※文献調査及び現地先行調査からネズミ類を選定。 

猛禽類調査 

（現地調査） 

採餌・探餌行動 

箇所の抽出 

 

環境状況調査 

環境類型区分毎の 

餌資源分布量の算出 

生息状況調査 餌資源量調査 

影響予測 

餌動物分布調査 

（現地調査） 

植生等の環境情報調査 

（文献・現地調査） 

・植生 ・傾斜 ・標高 

・起伏量（TPI）等 

事業による影響（改変区域）を反映 

採餌行動に影響を与

える環境要素の抽出 

メッシュ毎の各情報の整理 

ノスリ餌種の絞り込み※ 

（文献・現地調査） 

MaxEnt を用いた解析による 

採餌行動の出現確率の算出 

（現地調査） 
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22. 上位性注目種の選定について【方法書 P284】 

①上位性の注目種としてオオタカを選定した根拠を示して下さい。②また餌種として鳥類の項

で得られた結果を利用するようですが、オオタカを選定した場合、この地域での主要な餌種や

餌種の構成状況、季節による構成種の変化などの予測評価に必要な具体的なデータはどのよう

に取得するのか説明して下さい。③また、鳥類で実施するデータは定性的なものが多く、季節

変化などを定量的に示すことができる調査内容になっているのかよく吟味する必要がありま

す。 

 

（事業者の見解） 

①前述の通り、オオタカの営巣木が林業施業により伐採されたため、上位性注目種については

ノスリへの変更を検討しております。 

②③餌種については、巣の下にある食痕などから把握に努め、小型哺乳類に関するトラップ調

査を植生や地形条件毎に実施した結果から定量的な餌資源量の季節変化の把握に努めます。 

 

 

23. 典型性注目種の選定について【方法書 P284】 

①典型性の注目種としてタヌキを選定した根拠を示して下さい。②また、タヌキを選択した場

合、風車の設置がタヌキにどのような影響を及ぼす可能性があるのか、前提となる条件や反応

を説明して下さい。そのうえで必要な調査項目を説明して下さい。③餌資源についてもそもそ

もこの地域でタヌキはどのような種を餌として利用しているのか、季節変化はどうなっている

かなどの基本情報はどのように取得しようとしているのか説明が必要です。 

④一方、動物項で調査する内容は種を把握するのが主目的と想定されます。仮にそこで得られ

たデータは定性的な場合が多く、定量性に欠ける事例が多々見受けられます。⑤生態系の餌資

源量を推定するのであれば、定量性を科学的に担保するデータ取得を目指した調査手法、調査

地点の配置が非常に重要になるので、手戻りにならないように事前に調査計画を吟味して下さ

い。 

 

（事業者の見解） 

タヌキの生息環境については、「日本の哺乳類 改訂版」（東海大学出版会、平成 17年）等に

より、「人里近くの丘陵地帯の落葉広葉樹林に生息する。」、「ため糞場や尾根や頂上部の平

坦な場所に多く見つかる。」等とされ、その環境が調査地域に広く見られるため、典型性種と

して選定しました。したがって、影響を及ぼす可能性としては、「改変によりその生息環境の

減少・喪失」が考えられます。そのため、調査としては、タヌキの当該区域での生息状況を把

握するためのため糞の確認や目視観察を行うとともに餌量の定量的に把握するためのベイト

トラップ調査等（一定面積に同じ個数のコップを埋設することや一定面積の土壌を採取して、

それぞれ湿重量を計測する）も実施します。これらの調査を季別に行うことにより、季節変化

の把握も努めます。 
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餌種については、糞分析による内容物から把握を行い、それらを対象として地表徘徊性昆虫類

ベイトトラップ調査、土壌動物では方形区を設定し表土を採取して、これらの単位面積あたり

の質重量を算出します。 

 

 

24. 小鳥類定量調査結果について【補足説明資料 別添資料 Q3-8 P12】 

調査結果_渡り鳥（秋季） p.12の表-7(2)「小鳥類定量調査結果 平成28年9月15日～16日」で、

イスカを挙げてありますが、個体数は書いていません。観察されていない場合は、削除すべき

でしょう。 

 

（事業者の見解） 

小鳥類調査においては観察されておりませんので、削除いたします。
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【説明済み資料】 

 

（事業者の見解） 

工事関係車両の主要な交通ルートについては方法書に記載のとおりです。建設工事に伴い土石

を搬出するダンプトラック、風力発電機基礎工事の際には基礎コンクリート打設のためのミキ

サー車及びコンクリートポンプ車が走行する予定です。台数については検討中です。 

 

 

26. 累積的な影響について【方法書 P18～19】 

・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。 

 

（事業者の見解） 

方法書 P18～P19に示すとおり、対象事業実施区域の周辺において検討中の他事業（（仮称）ノ

ソウケ峠風力発電事業）があります。 

累積的な影響については、稼働後の騒音、低周波音、風車の影、バードストライク及び景観に

関して、当事業の準備書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。 

 

 

27. 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。 

 

（事業者の見解） 

平成 29年冬季までの調査結果は、別添資料 Q27のとおりです。 

 

※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とする。 

 

25. 工事中の交通に関する事項について【方法書 P12～14】 

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。） 
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28. 大気環境の調査位置について【方法書 P245、257】 

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。 

 

（事業者の見解） 

調査地点の周囲を含む大縮尺の図面は別添資料 Q28のとおりです。 

 

 

29. 騒音・振動発生施設と民家の関係について【方法書 P109～110】 

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。 

 

（事業者の見解） 

風力発電機から最寄りの民家までの距離は、方法書 P109～110に記載のとおり、約 0.7kmです。 

地形図は別添資料 Q29にお示しいたします。 

 

 

30. 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。 

 

（事業者の見解） 

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。 

準備書段階にてお示しいたします。 
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31. 専門家等の意見について【方法書 P235～236】【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。専門家の了解が得られ

た範囲で、氏名を御教示ください。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） 

 

（事業者の見解） 

別添資料 31にお示しいたします。 

 

※所属機関については、個人が特定される可能性があることから非公開とする。 

 


