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１．事業計画（風車仕様）について 

①3200～3400kW 級と範囲で示されているが、採用予定のモデルの機種、メーカー名、スペッ

ク等での記載をすること。 

②純音性を評価するデータを入手できない場合は、事後調査の中で、純音の測定を行い純音性

の評価をおこない、結果を報告書として提出すること。その旨を補足説明資料に記載するこ

と。 

③線が太く、データを読み取りづらいため周波数特性の表を修正すること。生データがメー

カーにあれば、横軸は対数軸とすること。 

④swish音のデータを記載すること。 

 

【回答】 

①風力発電機の機種ごとの諸元を別添資料 1-①に示します。 

②採用予定の風力発電機について、DELTA 社（デンマークのコンサルタント会社）により、

IEC61400-11：2012 Edition 3.0 に従い測定された結果を下表に示します。これによれば、純

音成分は確認されておりません。（別添資料１－②）。 

 メーカーが公開していない資料であることから、別添資料１－②は非公開とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「Measurement of Noise Emission from a Siemens SWT-3.4-108 Rev.0 wind turbine;」(DELTA 社) 

 

③メーカーに問合せた結果、元データの提供はできないということでしたので、表示を修正した

周波数特性の表を示すことができません。 

 なお、メーカー提供資料の縦軸の単位に誤りがありました。正しくは「dB re 20 μPa」となり

ます。 

④採用予定の風力発電機について、DELTA 社（デンマークのコンサルタント会社）により、

IEC61400-11：Edition 3.0 に従い測定された結果を別添資料 1-④に示します。 

 メーカーが公開していない資料であることから、別添資料１－④は非公開とします。 
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２．事業計画（風車配置）について 

風車の配置位置図については赤色地図を背景とした図面を追加すること。 

 

【回答】 

赤色立体地図を背景とした対象事業実施区域図を別添資料 2 に示します。 

 

 

３．事業計画（工事工程）について 

工程表に冬季休工期間を追加すること。 

 

【回答】 

冬季休工期間（1～3 月）を追加した工程表を別添資料 3に示します。 

 

 

４．事業計画（FH について） 

FHを追記すること。 

 

【回答】 

改変区域図にヤード位置の計画高さを追加した図面を別添資料 4 に示します。 

 

 

５．事業計画（緑化計画）について 

可能な限り在来種を用いた緑化とは、どのような緑化か？できる限り自然再生機能を生かし

た緑化とは具体的にどのような方法をとるのか？緑化対象法面を表示し、法面の緑化の具体的

方法等、緑化計画の具体的な内容を記載すること。 

 

【回答】 

改変地のうち法面部について緑化を行います。緑化対象法面は、構内道路の切盛土、ヤード法

面、土捨場法面を対象としています。緑化対象法面の表示例を別添資料 5 に示します。可能な限

り在来種を用いた緑化方法として、在来種を用いた種子吹付や植生基材を用いた緑化を想定して

います。また、自然再生機能を生かした緑化方法として、風や動物等が散布する種子等による自

然の植生回復を促進させるために、土壌流出を防止する補助資材の活用等を想定しています。導

入する植物の種類や工法等、緑化計画の具体化については、岩手県と協議して検討を進めます。 

 

 

６．事業計画（切土、盛土その他土地の造成）について 

①伐採木の発生量4,644トンの内訳を示すとともに、有効利用量については注釈をつけて処分
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量＝有効利用であることを示すこと。木くずの有効利用量が0になっている。すべて中間処

理施設で処理するのか？ 

②切土・盛土量が示されているが杭基礎の残土はどこに含まれるのか、発生量と処分方法につ

いて説明すること。 

③掘削残土について、具体的な取り扱い方法が記載されていない。掘削残土については有害成

分（有害成分、特に重金属等）の有無の検討が必要と考えるが、どうしようとしているのか

わからないので、説明すること。 

 

【回答】 

①伐採木の発生量は、1ha 当たり 2000 本の立木密度でスギ・ヒノキ等の一般的な針葉樹が存在す

る林分を想定して算出しました。 

伐採木については、中間処理施設において加工した後、バイオマス発電所で利用することを想

定しています。伐採木以外の木くずについては、中間処理施設において粉砕後、チップとして

場内で再利用します。 

準備書 p.2-22（23）「表 2.2-7 工事に伴い発生する産業廃棄物の種類及び量」について、廃

棄物の発生量に誤りがありましたので修正いたしました。修正した内容を別添資料 6 に示しま

す。 

②準備書 p.2-22（23）杭基礎の残土は「表 2.2-6 工事に伴い発生する計画土量」の構造物残土

に含まれます。なお、発生する残土はすべて対象事業実施区域内で処理します。 

③掘削残土に含まれる有害成分の有無については、今後、ボーリング調査の実施時に土壌調査を

行います。なお、発生する残土はすべて対象事業実施区域内で処理します。土壌汚染対策法に

基づく土地の形質の変更に関する事前届出など所定の手続きを必要に応じて行い、環境保全対

策などについて行政の指導に従って適正に実施します。 

 

 

７．事業計画（法令等の指定状況について） 

①対象事業実施区域の北側および東側は自然景観地区に指定されている。景観上の配慮はどの

ようになされているのか？ 

②尾根の東側は土石流危険渓流Ｉ に指定されている。改変工事の影響が出ないように配慮さ

れているか？ 

③北側4基分のエリアは保全区分Cに指定されている。設置を回避すべきでは？ 

 

【回答】 

①自然景観地区については、岩手県の担当機関と協議を行い、風力発電機の設置に関しての規制

はないことを確認していますが、主たる方向性や眺望性を妨げない配置、背景や眺望に調和し

た色彩の採用、地形を考慮し改変面積を最小限にとどめるといった配慮を予定しています。 

②土石流危険渓流は、土砂災害危険箇所の一つ、国土交通省の調査要領・点検要領に基づいて実

施した調査の結果であり、土石流等の発生のおそれがある箇所を指します。この調査結果を周
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知することで自主避難の判断に役立てること等を目的としており、土地の改変等に対する規制

を受ける箇所ではありませんが、構内道路を主に尾根の西側に配置し、渓流への改変工事によ

る影響を極力抑えた計画としています。 

③岩手県自然環境保全指針による「優れた自然」の評価区分「保全区分 C」については、その内

容、保全目標、保全方向として下表の内容が示されています。「保全区分 C」については、「現

況を把握」した上で、保全すべき「内容」に相当する場合に、「保全目標」「保全方向」に従っ

て対応すべきものであり、指定をもって一律に回避すべきエリアとは考えておりません。 

岩手県にヒアリングした結果、同指針により作成された「優れた自然評価図」は、文献調査

をもとに作成された評価図であり、現況を把握する必要性があるとの指摘をいただいておりま

す。 

  本環境影響評価で実施した現地調査では、北側 4 基分のエリアについても、重要な植物群落

及び影響の低減・代償が困難な重要な動植物の生息・生育環境は認められなかったことから、

風力発電機の設置を回避すべきエリアには当たらないと考えております。 

 

表 「優れた自然」の評価区分 

保全区分 内容 保全目標 保全方向 

A ○自然度が高く、かつ偏在す

る特に重要な植生を含む地域

○特に重要な動植物種が生

息・生育する地域 

○特に重要な植生について、

保護・保全を図る。 

○特に重要な動植物種につい

て、その生息・生育環境も含

めて保護・保全を図る。 

○植生や動植物の生息・生育

環境の改変は、原則として避

ける。 

○事業の実施に当たっては、

調査等により現況を把握し、

保全に万全を期する。 

B ○自然度の高い重要な植生を

含む地域 

○重要な動植物種が生息・生

育する地域 

○特に重要な地形・地質・自

然景観が存在する地域 

○重要な植生について、最大

限保全を図る。 

○重要な動植物種について、

その生息・生育環境も含めて

最大限保全を図る。 

○特に重要な地形・地質・自

然景観について 最大限保全

を図る。 

○事業の実施に当たっては、

調査等により現況を把握し、

保全に万全を期する。 

C ○二次的自然環境の中でも、

比較的自然度が高いと判断さ

れる重要な植生を含む地域 

○重要な動植物種が生息・生

育する地域 

○重要な地形・地質・自然景

観が存在する地域 

○重要な植生について、適正

な保全を図る。 

○重要な動植物種について、

その生息・生育環境も含めて

適正な保全を図る。 

○重要な地形・地質・自然景

観について適正な保全を図

る。 

○事業の実施に当たっては調

査等により現況を把握し積極

的な保全に努める。 

D ○二次的自然環境の中でも、

比較的人為性が強いと判断さ

れる環境を含む地域 

○自然環境と十分に調和した

社会活動が営まれるよう配慮

しながら、自然環境の保全を

図る。 

○事業の実施に当たっては、

自然環境の保全に配慮する。

E ○自然環境が強度に改変さ

れ、あるいはほとんど欠くこ

とにより、概ね人為的環境と

なっている地域 

○残された自然の保全を図る

とともに、自然環境と調和し

た生活空間の創出を図る。 

○自然環境に留意しながら適

正な利用に努めるとともに、

緑地などの自然環境の修復、

育成に努める。 
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８．複数事業の累積的影響について 

①後段に3事業地区から構成されるとし、本件は熟度の高いI期地区を対象としたものと謳われ

ているが、他の地区の計画についても順次計画が提出されつつあることから、調査計画・予

測評価については、単独の予測評価に加えてすべての案件を包括した累積的影響について検

討する必要があると考える。 

②当該地点と葛巻風力、岩泉地点との位置関係がわかる資料を用意すること。 

 

【回答】 

①渡り鳥、希少猛禽類、景観の調査項目については、本事業で累積的影響の予測評価を行ってい

ます。その他の項目については、他地区（折爪岳南Ⅱ期地区、折爪岳北地区、久慈・九戸地区）

の事業計画の熟度が低く、影響を検討するために必要な情報（他事業の風力発電機の配置及び

機種、工事用資材等の搬出入ルート等）が確定していないため、本事業の環境影響評価では累

積的影響の予測評価の対象外としました。 

②本事業の対象事業実施区域と葛巻町及び岩泉町における風力発電事業の事業地位置を別添資料

8-②に示します。 

 

 

９．地域概況（水質の状況）について 

「注）類型の詳細については～」の参照先に誤りがある。 

 

【回答】 

 正しくは、準備書 p.3-126（153）「表 3.2-22 ア」でしたので修正いたします。修正した内容

を別添資料 9 に示します。 

 

 

１０．地域概況（積雪深）について 

積雪深さは年平均ではなく、合計値と 深積雪値を載せること。 深積雪に係る部分につい

て気象庁に確認したところ、降雪の深さの合計や 深積雪は、月の値と年の値で統計をとる期

間が微妙にずれるため、単純な和や表にある数値の 大にはならないとのこと。各月の平均を

示すのは誤りであり、気象庁ホームページで示されている数値を入れること。 

 

【回答】 

 降雪の深さ合計及び最深積雪について修正した内容を別添資料 10 に示します。 
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１１．地域概況（土地利用基本計画図）について 

土地利用基本計画図で小倉岳の西側は白地になっているが、p.126では森林になっている。

現状はどのような扱いになっているのか説明すること。なお、p.177では保安林・保健保安林

に指定されている。 

 

【回答】 

「図 3.2-2 土地利用基本計画図」で示している森林地域は、国土利用計画法の土地利用基本

計画により指定された「森林地域」を示したものですが、原典情報に「森林地域」として示され

ていないため、原典に従い白地の表記としています。小倉岳の西側は、現状では保安林（保健保

安林）地域となっています。 

 

 

１２．Ⅱ期地区の図示方法について 

Ⅱ期地区の対象事業実施区域が網掛けになっているため、植生図の凡例色がわからない。表

現を工夫すること。他の図も同様。 

 

【回答】 

Ⅱ期地区の対象事業実施区域の凡例を粗い斜線に変更し、修正した図 3.1-14 現存植生図、図

3.1-15 植生自然度図、図 3.1-18 環境類型区分図（名称訂正）を別添資料 12 に示します。Ⅱ期

地区の対象事業実施区域を記載しているその他の図についても、評価書において同様の修正を行

います。 

 

 

１３．住居の分布状況について 

「住居である可能性が高い建物」という曖昧な表記を修正すること。現地確認した結果に基

づいて記載されたい。特に0.5～1.0kmの範囲にある建物は確認が必要である。 

 

【回答】 

対象事業実施区域から概ね 2km の範囲内に分布する建物については、配慮書を作成する段階で

住宅地図をもとに住居であるかどうかの確認を行いました。さらに対象事業実施区域から 1km の

範囲内に分布する建物については、準備書を作成する段階で住居であるかどうか現地確認を行い

ました。 

 準備書 p.3-113（140）「3.2.5（2）建物の配置の状況」について、修正した内容を別添資料 13

に示します。「住居である可能性の高い建物」と記載している他の内容については、評価書にお

いて記載を「住居」に修正します。 
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１４．「調査、予測及び評価の手法」における調査地点の表記について 

「調査地点」の記述において、「地域を代表とすると考えられる2地点とした」だけでは、

どの地点を指しているかが分からない。具体的な地点名を記載すること。 

 

【回答】 

評価書では「8.2.2 調査、予測及び評価の手法」について、各表の「（4）調査地点」に具体

的な地点名を追記いたします。追記した内容の例を別添資料 14 に示します。 

 

 

１５．大気質（調査及び予測方法）について 

①「平均値」「 大値」「 小値」が日平均なのか年平均なのか、注書きで示すこと。 

②[建設機械の稼動]に係る窒素酸化物の予測式が工事車両の内容と同様のため、実際の予測方

法を確認の上、正しい記載に改めること。 

③大気安定度の算出に用いた、風向・風速、日射量、雲量のデータの出典、1週間の現地調査

結果を1年間の分布として計算したということを明記すること。 

 

【回答】 

①各季及び 4 季の測定期間中における１時間値の「平均値」「最大値」「最小値」を示していま

す。準備書 p.10.1.1-8（370）「表 10.1.1-5 窒素酸化物の濃度の状況（沿道 1、沿道 2）」、

p.10.1.1-9（371）「表 10.1.1-6 窒素酸化物の濃度の状況（環境 1）」に注釈を追加します。

修正した内容を別添資料 15-①に示します。 

②修正した建設機械の稼動に係る窒素酸化物の予測式を別添資料 15-②に示します。 

③風向・風速は、4 季に 1 週間連続観測した現地調査結果を用いています。また、大気安定度の

算出にあたっては、現地調査を実施した同時期の気象庁盛岡地方気象台の日射量及び雲量の観

測結果を用いています。予測に用いた気象データの出典、期間が分かりやすいように、別添資

料 15-③のとおり記載します。 

 

 

 

１６．騒音（予測方法）について 

①予測式の出典を明記するとともに、伝播計算との内容と整合がとれるように、フロー図を修

正すること 

②回折による地点別の減衰量を示すこと。 

③寄与値に誤りがあるため、確認の上、修正すること。 

④A類型を準用した根拠を示すこと。 

⑤民家の確率が高い部分から、もっとも近接する風車配置予定位置3点までの距離を、地図上

に→で明示すること。 
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【回答】 

①予測式の出典は、下記のとおりです。また、別添資料 16-①に示すとおり本文中に記載します。 

ISO9613-2：1996「音響学-屋外の音の伝搬減衰，その 2：一般的計算方法」 

 フロー図の修正内容については別添資料 16-①に示すとおり、施設の稼働に伴う騒音の予測

には、「地表面の影響」及び「障壁等の回折」による減衰も考慮していますので、これらの内

容を追記します。 

②各予測地点における回折による減衰量を次表に示します。 

 

表 回折による減衰量 

予測地点 回折による減衰量（dB）

No.1（九戸村滝谷地区） 1.3 

No.2（九戸村袖川地区） 1.5 

No.3（九戸村小倉地区） 2.5 

No.4（二戸市石倉地区） 0.3 

 

③「表 10.1.1-45 施設の稼動による騒音の予測結果」を修正しました。修正した内容を別添資

料 16-③に示します。 

④当該地域は、騒音に係る環境基準の類型の指定はされていませんが、住居が存在することから

仮に「Ａ類型（専ら住居の用に供される地域）」を適用しました。 

⑤対象事業実施区域に最も近い住居から風力発電機3基までの距離を別添資料16-⑤に示します。

風力発電機によって最近傍の住居が異なるため、住居 2戸からのそれぞれの風力発電機までの

距離を示しました。 

 

 

１７．騒音（予測結果）について 

予測結果と環境省の目安値との比較を示すこと。 

 

【回答】 

 環境省の指針値と施設の稼動に伴う騒音の予測結果の比較結果を別添資料 17 に示します。 

 

１８．騒音（残留騒音予測結果）について 

残留騒音予測結果の比較結果を記載すること。 

 

【回答】 

 「10.1.1 大気環境（2）（b）f.予測結果」に残留騒音の予測結果を追加します。追加した内容

については別添資料 18 に示します。 
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１９．超低周波音（予測結果）について 

①3Hzで音圧レベルが突出して高いため、原因を探ること。 

②「建具のがたつきが始まるレベル」において、地点4の5Hz以下の音圧レベルはがたつき閾値

を超えると考えられるため、5Hz以下についても比較を行うこと。 

 

【回答】 

①ご指摘の内容については、メーカーに確認中の状況です。今後、情報を入手できた場合には、

可能な限り評価書に掲載いたします。 

②準備書 p.10.1.1-80～83（442～445）「図 10.1.1-22 建具のがたつきが始まるレベルとの比較

結果」について、5Hz 以下における音圧レベルの予測結果を別添資料 19-②に示します。 

 1～4Hz における風力発電所の稼動後の音圧レベルは、No.1 地点で 71～87dB、No.2 地点で 71

～88dB、No.3 地点で 71～87dB、No.4 地点で 75～91dB であると予測します。 

 がたつき閾値の傾向から、5Hz 以下において予測結果ががたつき閾値を超える可能性はあり

ますが、5Hz 以下のがたつき閾値のデータがないため、予測結果と比較を行うことはできませ

ん。 

 「低周波音による建具のがたつき始める音圧レベルについて」（落合博明・田矢晃一、騒音

制御、2002）によれば、建具のがたつき始める音圧レベルは低周波音の周波数以外に、建具の

種類や重量、取り付け条件により大きく異なってくること、10Hz 以下ではがたつき閾値よりも

高い音圧レベルでがたつきが生じ始めることが報告されています（下図参照）。 

 以上のことから、低周波音については受け手側の条件により影響が異なるなど、各住居に対

する影響の程度について不明な点があるため、施設の稼動後に住民から問合せがあった場合に

は、状況を確認した上で適切な対策を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 建具のがたつき始める音圧レベル（63 例）-既存のデータ、ANSI との比較- 

出典：「低周波音による建具のがたつき始める音圧レベルについて」（落合博明・田矢晃一、騒音制御、2002） 
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２０．水の濁り（調査及び予測方法）について 

①「選定根拠」について、「水系を代表する地点」ではなく、「上流部の地点」に修正するこ

と。 

②水の濁りの予測評価の流れがわかるように記載すること。 

③土壌沈降試験の整理方法がわかるように、記載を見直すこと。 

④水面積負荷の計算式を記載すること。 

⑤Q0は何か記載すること。 

⑥沈砂池からの排水の流れを図示すること。 

⑦「雨水流出量」がどのような条件下の値であるかを記載すること。 

⑧「降水量43.5mm/h」の場合のバックグラウンド値は、同様の条件下での値を使用すること。

過小評価になっている。 

⑨式iiiの値の設定根拠など、計算式の詳細な説明を記載すること 

 

【回答】 

①準備書 p.8-36（325）「表 8.2-14 水質調査地点の設定根拠」について、修正した内容を別添資

料 20-①に示します。 

 

【②～⑦については、水の濁りの予測方法を見直した結果を別添資料 20-②に示しました。】 

②「e.）予測手法」のフロー図を変更するとともに、予測手順について説明を追加しました。 

修正した内容を別添資料 20-②p.64～65 に示します。 

③土壌沈降試験結果の示し方を見直しました。修正した内容を別添資料 20-②p.62～63 に示しま

す。 

④沈砂池排水口における濁水中の浮遊物質量濃度の予測方法を見直すとともに、水面積負荷の計

算式を追記しました。 

修正した内容を別添資料 20-②p.65 に示します。 

⑤正しくは「Ｑa」でしたので記載を修正いたします。 

修正した内容を別添資料 20-②p.66 に示します。 

⑥「図 10.1.2-5 沈砂池位置」を追加し、排水の方向を示しました。修正した内容を別添資料 20-

②p.69～72 に示します。 

⑦10mm/h と 43.5mm/h のそれぞれの条件下における雨水流出量を別添資料 20-②p.68「表 集水面

積及び沈砂池面積」に示します。 

⑧過去 10 年間の最大雨量である 43.5mm/h の条件下での調査は困難であるため、バックグラウン

ド値については 10mm/h の場合と同じく降雨時の現地調査結果を用いました。 

⑨準備書 p.10.1.2-8（471）については、土壌沈降試験結果の平均値から設定いたしました。な

お、予測方法の見直しに伴い使用する数式を変更しましたので、別添資料 20-②p.66 では異な

る数式を用いています。 
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２１．水の濁り（取水口の位置）について 

事業地近辺の取水口の位置を示すこと。他に取水口は存在しないのか。 

 

【回答】 

対象事業実施区域及びその周囲に存在する取水口位置（2箇所）を別添資料 21 に示します。 

なお、準備書 p.10.1.2-1（475）「水質 2 地点付近には二戸市側の水源が存在する」の記載は誤

りでしたので、評価書では削除いたします。二戸市側の取水口は対象事業実施区域の北西方向に

約 2km 離れた位置に存在しており、取水口が存在する河川の集水域に改変区域が含まれていない

ことから本事業による影響はないと考えられます。 

 

 

２２．風車の影（調査及び予測方法）について 

①調査期間（5）は落葉期から展葉前の期間に2回実施としているが、予測対象時期（9）は春

分、夏至、秋分、冬至の4期としている。着葉期に相当する夏季のデータはどのように扱っ

たのか説明すること。 

②p.476の風車の影の現地調査結果によれば、1kmの範囲内に住居が13件存在すると明記されて

いる。合計の数字に差異が見られるので、整合をとること。 

 

【回答】 

①現地調査では対象事業実施区域から 1km の範囲の住居について、居住状況や住居周辺の地物の

状況確認を行い、評価に反映しました。 

 なお、風車の影の影響範囲の予測においては、森林や建物等の地物の存在は考慮せず、地形の

みを考慮して日影図を作成しました。 

②準備書 p.10.1.3-1（p.476）「d.調査結果」について、「対象事業実施区域より 1km の範囲に

は、13 件の住居が存在する」を「風力発電機より 1km の範囲には、10 戸の住居が存在する」に

修正いたします。修正した内容を別添資料 22-②に示します。 

 

 

２３．風車の影（予測結果）について 

年間30時間を大幅に超えている（p.481）。また、実気象条件（詳細条件は不明）をシミュ

レーションした結果（p.488）でも、25時間で、指針値の3倍の時間数になっているので、事業

者の実行可能な範囲で回避又は軽減されているとは言えず、事後に保全策を協議するのではな

く、当該風車については設置を回避すること。 

 

【回答】 

施設の稼働に伴う風車の影による影響が大きいと考えられる住居に対して、環境保全措置とし

て影響を与えている風力発電機から風車の影が発生すると予測する季節の特定の時間帯において、



16 

 

晴天時には一定時間の稼働調整の実施を検討します。 

 稼働調整を実施した場合の年間日影時間の予測結果は別添資料 23 に示すとおり、最大で約 13

時間となります。年間 25 時間から約 13 時間と年間日影時間は約 5 割に減少します。 

 但し、実気象での年間日影時間のガイドラインの指針値である「年間 8 時間以内」は超過する

ため、施設の稼働に伴う風車の影による影響が大きいと考えられる住居が存在する二戸市石倉地

区については、風力発電所の稼動後に住民へのヒアリング等を実施し、風車の影の影響程度を把

握します。 

 

 

２４．動物（動物相の調査地点）について 

①動物相の調査範囲が示されているが、p.334/340では調査範囲外に調査点が設置されている。

調査範囲外に調査点を特に設けたことの目的等について、また、データをどのように活用し

たのかを説明すること。 

②小型哺乳類魯ラップ調査⇒小型哺乳類トラップ調査に修正すること。 

 

【回答】 

①動物相の調査は、調査範囲を対象事業実施区域及びその周囲の約 250ｍの範囲内とし、動物の

生息特性に応じて適宜調査範囲を広げました。また、調査地点は地形及び植生の状況を踏まえ、

分布位置に偏りが生じないよう配慮して位置を選定しました。 

調査範囲外に設定した哺乳類調査地点（小型哺乳類トラップ調査地点 Ht.02、コウモリ類ハー

プトラップ調査地点 Hp.02、自動撮影地点 Sc.03）、昆虫類トラップ調査地点 It.03 については、

対象事業実施区域の中央部に分布するミズナラ群落の調査地点とすることを目的として設定し

ました。対象事業実施区域の中央部には、まとまりのあるミズナラ群落がなかったことから、

調査範囲至近のまとまりのあるミズナラ群落内に設定しました。得られたデータのうち小型哺

乳類トラップ調査、昆虫類トラップ調査結果は生態系調査に活用し、確認された動物の種類に

関するデータは、動物相を把握するための情報として活用しました。 

②ご指摘のとおり、誤植を訂正します。訂正した内容を別添資料 24-②に示します。 

 

 

２５．動物（コウモリ類）について 

①コウモリ類の音声録音調査点は1ヶ所だけであるが、この地点に限定されたのはなぜか？

風況ポールが設置されている地点だと推察されるので、それがわかるように図中に注釈を追

記すること。 

②p.489にバットディテクターによるコウモリ類の調査について記載されていますが、調査時

期がどこにも記載されていません。p.495の一覧表のデータはH27夏のいつの時期に取得した

データなのか、他の時期には実施しなかったのか、検出されなかったのか説明すること。 

③コウモリ類の踏査ルートがp.492に示されているが、風車が配置される予定の尾根筋上につ
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いては林道があるようで調査は可能ではなかったのかと推察されるが、何故実施しなかった

説明すること。 

④調査地点が風況観測塔の位置であることがわかるように凡例に追記すること。また、音声録

音の説明文（p.543）中に、2ヶ所の高度位置で、それぞれどの範囲の領域のデータが取得さ

れているのかを追記すること。 

⑤「コウモリ類の出現は20ｋHz 帯と40ｋHz 帯ともに9 月上旬に集中し、9月中旬以降は急激

に減少した。」とあるが、調査は9月上旬から実施している。たとえば、8月下旬にはもっと

多いということは考えられないか？ 

 

【回答】 

①風況観測塔を利用してコウモリ類の音声録音調査を実施するため、風況観測塔 1 地点を調査地

点としました。調査地点は、風況観測塔であることを注釈に記載します。修正した内容を別添

資料 25-①に示します。 

②バットディテクターによるコウモリ類調査の調査時期は、準備書 P494 に記載したとおり、平成

27 年夏季（7 月 29 日～30 日）と、平成 28 年春季（6 月 12 日）に実施しました。P495 ページ

の表 10.1.4-2 哺乳類の確認種一覧に示した H27 夏のデータは、ハープトラップ調査（平成 27

年 8 月 21 日～22 日）、直接観察調査（平成 27 年 7 月 29 日～31 日）、バットディテクター調

査（平成 27 年 7 月 29 日～30 日）で取得したデータです。他の時期は直接観察調査のみ実施し、

H27 年夏季、H28 年春季以外の調査では、コウモリ類は確認されていません。 

③尾根筋の一部に林道がありますが、廃道に近く、夜間の無灯火の踏査が困難であったため、コ

ウモリ類の踏査ルートは夜間に安全に歩行できるルートに限定しました。 

④図 10.1.4-17 の凡例に（風況観測塔）を追記しました。 

50ｍ高の設置地点は、設置地点の全範囲の音声を集音し、28ｍ高の調査地点は、設置地点より

下方（28ｍ以下）の音声を集音するよう設定しました。 

説明を追記したページを別添資料 25-④に示します。 

⑤コウモリ類の音声調査は、秋の渡り期間半ばに重点をおいて調査期間を設定しました。調査期

間中、コウモリの出現は 9 月上旬にピークがあったことから、ご指摘の通り、8 月下旬にはもっ

と多くの出現が確認された可能性もあると考えます。 

 

 

２６. 動物（小型哺乳類の調査方法）について 

①トラップ調査の間隔が3mで設置されている。相の調査だけでデータを利用するのであれば特

段の問題はないと考えられるが、このデータを生態系の典型性の調査に流用すると、過大評

価することになる。他の案件でもたびたび注意喚起がされている点であるので、典型性の予

測結果については不確実性が高いと考えられる。 

②専門家の意見（p.299）では（ネズミ類の個体数は）年変動が大きいことが事前に指摘され

ているが、この意見に対して具体的にどのように配慮して調査を実施したのか、説明するこ
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と。 

③p.343に地点の説明があるが、たとえばミズナラ群落でも立地条件によっても植生型が異な

ると推測される。植生調査でどのような区分になるのか、4つのミズナラ群落の地点の調査

結果を平均値として扱っても良いのか、説明すること。 

④他の地点については基本的に各１地点しか調査点が設けられていない。定量性を担保する

データが取得できているとするのであれば根拠を説明すること。 

⑤典型性（ネズミ類）は動物で調査した内容を流用しているが、そもそも動物相の調査は種を

確認するものであり、定量的な調査を主たる目的としていない。 

 

【回答】 

①典型性の解析では、生息密度ではなく Manly の資源選択指数を用いてアカネズミの生息環境の

選好性を予測しました。資源選択指数は、環境類型区分ごとのアカネズミの個体数と環境類型

区分の面積比をもとに環境に対する選択性を示す指標です。すべての環境類型区分で同一の調

査手法（トラップ間隔、トラップ数、誘引餌の種類）により捕獲を実施していることから、資

源選択性指数の算出に必要なデータとしては、本調査のデータは問題のないものと考えていま

す。 

なおトラップの設置範囲については、環境類型区分の境界から十分離した場所に設置するこ

とで、他の環境類型区分の個体を誘引しないよう配慮いたしました。 

②同時期における対象事業実施区域内の各環境類型区分の相対的な個体数の相違を把握すること

を目的としていますので、個体数の年変動があっても単年内の予測評価に問題はないと考え、

年変動を踏まえた調査方法は想定しませんでした。 

③ミズナラ群落については、組成表の検討の結果、複数の異なる植生型は確認されなかったため、

同一の植生型として捉え、4 地点の調査結果の平均値を使用しました。組成表については、「３

９．植物（組成表）について」の別添資料 39 に示します。 

④各環境類型の調査地点数については、環境類型区分の面積比に応じて地点数の配分を設定しま

した。そのため、相対的に面積の小さい環境類型の調査地点数が 1地点となっています。 

⑤「①」の回答で示したとおり、本調査の哺乳類小型トラップ調査データは、生態系調査に活用

しても問題ないと考えます。 

 

 

２７．動物（鳥類の飛翔高度）について 

飛翔高度区分の注釈で複数案が記述されているが、複数案ではないはずなので、注釈を修正

すること。 

 

【回答】 

表 8.2.3-29 鳥類の飛翔高度区分の注釈には、風力発電機の複数候補機種のうち、ブレード回転

域が最大の機種の高さであることを記載しました。わかりにくい表現であったため、注釈の「（複

数案）」を削除します。 
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２８．動物（鳥類のルートセンサス）について 

①センサスルートの設定根拠がp.344に記載されているが、データの整理方法を説明すること。

また、センサスデータは定量的な結果として提示が可能と考えるが定量性を担保するような

調査回数等について、どのように取り組んだのか説明すること。 

②p.496には１ルートの調査回数は各季1回と記されていることから、調査計画策定段階から

ルートセンサスのデータを定量的に示すことが考慮されていないと言わざるを得ない。 

③ルートセンサスの調査結果が資料編に示されているが、ルート長やラインの背景になる環境

類系区分がそれぞれ異なるので、このままではデータは使えないと考えます。センサスの

データは定量的に提示することが前提であるので、類型別あるいは同一類型の距離当たりの

出現頻度に整理しなおすなどして、定量的なデータとなるように工夫すること。現状では種

の出現確認が目的で実施したと推察され、任意観察に加えてルートセンサスを実施する必要

性・意義を理解できない。 

 

【回答】 

①鳥類相把握のためのルートセンサス調査結果は、確認された鳥類の種をルート別に整理しまし

た。また、定量的な解析に活用できるよう、複数の環境類型区分を通過する 4本のルートを設

定し、確認した種について、個体数、確認地点の環境類型、飛翔高度等の調査項目を設定し、

年 5 回の調査を実施しました。 

②調査回数は各季 1 回のみではありますが、繁殖期を含めた年 5 回の調査を 4ルートで実施して

おり、調査データの定量性に問題はないと考えます。 

③環境類型別のルートセンサス調査結果を別添資料 28-③に示します。 

 

 

２９．動物（渡り鳥）について 

①渡り調査点が東側（軽米町側）には設定されていない。また、Wt１以北にも設定されていな

いが、なぜか？ 

②ガン・カモ類の飛跡が示されているが、飛翔軌跡の開始点が観察の開始点？ 例えば西側の

飛跡は北側の計画地点を横切ってきたのか、当該計画地点と北側の計画地点の間を抜けて飛

翔してきたものか？ あるいは、九戸村の字の上を南東に飛翔する飛跡は当該計画地点を超

えてきたものか尾根筋に平行に南下したのか、この結果だけではこのエリアの飛翔ルートを

十分に捉えていないのではないのか？ 

 

【回答】  

①学識者へのヒアリング結果を踏まえ、各事業地の上空を広く捉えられる眺望地点として、各事

業地の主稜線上に調査地点を設定しました。軽米町側を含む対象事業実施区域以北の範囲につ

いては、主稜線の上空を広く捉えられ、かつ本事業地により近い調査地点として、折爪岳北地

区の対象事業実施区域の主稜線上である Wt.1 の調査地点で代表させることとしました。 

②飛翔軌跡の開始点が、各調査地点で得られた飛跡の初認地点となります。西側、つまり馬淵川
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沿いの飛跡は、馬淵川沿いの調査地点 Wt.7 で得られた飛跡データであり、九戸村側の飛跡は久

慈・九戸地区の調査地点 Wt.6 で得られた飛跡です。ご指摘のとおり、飛跡の初認地点より前の

飛跡データは得られていませんが、4 事業地を含む広いエリアの渡り鳥（水鳥）の飛翔ルート

のおおよその特徴は把握できたと考えています。本調査で飛翔ルートを把握できなかった他事

業地のエリアについては、他事業の環境影響評価において現地調査を実施する予定です。 

 

 

３０．動物（クマタカの営巣地）について 

クマタカのものと推定される巣。巣番号n5とn6は同一の林内としていますが、かたやカラマ

ツ植林、一方はスギ植林とされています。通常、同一林と言えば、植生が同じという印象があ

りますが、ここでいう同一とは、何が同一なのか？ 

「同一の」という言葉がおかしいので訂正すること。 

 

【回答】 

「同一の」という言葉を「当該巣の近傍の」に訂正します。訂正した結果を別添資料 30 に示し

ます。別添資料 30 は、種の保全の観点から非公開資料とします。 

 

 

３１．動物（クマタカ及びノスリに係る予測結果）について 

球体モデルによるノスリの衝突リスクが高い4、6、14、15、16番、クマタカについても14-16

番の風車は移動もしくは設置の回避を検討する必要があると考えます。また影響予測について

も改変面積が相対的に小さいことから影響は小さいと予測していますが、風車の設置によりこ

れらの猛禽が忌避し、行動圏に変化が起こる可能性も考えられます。 

 

【回答】 

風力発電機 4、6、14、15、16 番におけるノスリの推定衝突個体数は 0.0058～0.0127 個体/年（球

体モデル）、14～16 番の風力発電機におけるクマタカの推定衝突個体数は 0.0028～0.0161 個体/

年（球体モデル）であることから、各風力発電機におけるノスリ及びクマタカのブレードへの接

近・接触に係る影響は小さいと予測しています。 

また、調査の結果、クマタカは尾根を境界として行動範囲が分かれていたため、尾根上に風力

発電機が設置されても行動範囲への影響は小さいと予測しました。ノスリについては、風力発電

機の回避行動により対象事業実施区域近傍の行動範囲が変化したとしても、ノスリに適した採餌

環境とされている農地や開けた草地は対象事業実施区域から離れた九戸村側の低地に広がってい

ること、営巣地は対象事業実施区域から離れた九戸村側の山裾にあることから、ノスリへの生息

の影響は小さいと考えています。 

なお、準備書に掲載したノスリ及びクマタカの風力発電機への年間衝突個体数のメッシュ図の

凡例がわかりにくい表記であったため、表記を改めた図を別添資料 31 に示します。別添資料 31

は、種の保全の観点から非公開とします。 
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３２．動物（イヌワシに係る予測結果）について 

イヌワシについては出現例数が少ないものの、風車の設置によりオープンスペースができる

ことにより採餌環境が出現し、将来的に出現頻度が高くなることも想定され、衝突確率が上昇

する可能性も考えられます。 

 

【回答】 

 風車の設置により生じるオープンスペースはヤードと構内道路に限られ、イヌワシの好適な採

餌環境とはなりにくいと考えられますが、オープンスペースが採餌環境とならないよう、ヤード

内の裸地は緑化せず、木材チップや砂利の敷設等の対策を検討します。 

 

 

３３．動物（予測及び評価の手法）について 

改変率が小さいことから影響は小さいと一律的に記載されているが、母集団をどのように設

定するかによって、改変率は大きくも小さくもなる。それぞれの種の生息環境を論ずるのであ

れば、それぞれの種が生息する際に何が重要な要因になっているのか、もう少し踏み込んだ解

析が必要と考える。 

 

【回答】 

種によって行動圏が異なることはご指摘のとおりですが、対象事業実施区域を母集団とした

改変率は、改変の程度を把握する上で一律の基準となると考えます。評価書でそれぞれの種の

影響を予測する際には、その種の生息に重要なコアとなる環境は何か、特殊な環境を必要とし

ていないか等の種の特性を整理した上で、ぞれぞれの種が利用している環境（植生等）の改変

率を参考にし、生息に必要なコアエリアが改変範囲に含まれていないか、改変範囲周辺に生息

環境が確保されているか等の調査結果も踏まえて予測を行います。 

 

 

３４．動物（複数事業地の累積的影響）について 

①どの範囲のデータまで入れて計算を行ったかが分からないため、複合影響の予測範囲を注釈

で追加すること。 

②累積的影響というのはどこの範囲までを実施しているか？ 

説明として猛禽類、渡り鳥、水鳥の渡りについて、どこまでのデータが入っているのかを注

釈で、どの範囲までを入れていると記載すること。 

 

 

【回答】 

①②希少猛禽類のうち定量的な予測を行ったクマタカ、ノスリ、ハイタカについては、希少猛禽
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類の調査地点からの可視領域に含まれる折爪岳南Ⅱ期地区の対象事業実施区域を衝突個体数の

計算範囲に含め、計算対象範囲を p633「図 10.1-4-57 希少猛禽類の衝突個体数計算範囲」に示

しました。また、渡り鳥（水鳥）については、複数事業地の対象事業実施区域を含む範囲を衝

突個体数の計算範囲に含め、p634「図 10.1-4-58 渡り鳥（水鳥）の衝突個体数計算範囲」に示

しました。これらの計算範囲について、各予測結果の記載内容に注釈を記載します。修正した

内容を別添資料 34 に示します。なお、別添資料 34 は種の保全の観点から非公開資料とします。 

 

 

３５．植物（天然記念物）について 

天然記念物は単木で植物群落ではないので、分けて示した方がよい。③と④の列は内容が入

れ替わっているので修正すること。 

 

【回答】 

植物の天然記念物については、「イ．重要な植物群落」ではなく「ア．重要な植物」の項目で

示すこととしました。また、「表 3.1-28 対象事業実施区域及びその周囲の重要な植物群落」の

選定基準の番号誤りを訂正しました。修正した内容を別添資料 35 に示します。 

 

 

３６．植物（フクジュソウ）について 

近、フクジュソウの分類が変わり4種類に分類された。そのうち１つはミチノクフクジュ

ソウとされており、当該地域に分布すると考えられる。可能であれば現地確認を行うこと。

 

【回答】 

平成 28 年春季の現地調査では、フクジュソウとミチノクフクジュソウの違いを認識した上で実

施しました。その結果、確認したフクジュソウはすべて「フクジュソウ」であり、「ミチノクフ

クジュソウ」は確認されませんでした。 

 

 

３７．植物（重要種の移植）について 

(7項目目)「生息地と同様の環境に移植する」とあるが、生息地の調査は実施したか？移植

の対象種があると判断された際には、移植先選定の判断材料にするため、対象個体の周辺の植

生調査をやっていただきたい。 

 

【回答】 

 重要な植物を確認した際は、生育地の写真撮影の他、地形、日当たり、生育地点周辺の植生の

概況等を調査しました。今後実施する改変範囲の詳細な測量結果を踏まえ、改変範囲内に生育す

る重要な植物について移植の要否を再確認した上で、工事開始までに移植対象個体が生育する地

点の植生状況を調査します。 
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３８．植物（植物群落の予測結果）について 

表10.1.5-13「現地調査で確認された植物群落と環境省植生図凡例との比較検討結果」の表

を工夫すること。 

 

【回答】 

表 10.1.5-13「現地調査で確認された植物群落と環境省植生図凡例との比較検討結果」に以下

の注釈を追記しました。また、表中の「自然度」を「想定される植生自然度」に変更しました。

修正した内容を別添資料 38 に示します。 

 

注釈：当該群落は萌芽林であり、高木層を構成する樹種の胸高直径が 20cm～35cm 程度と比較的

細く、周辺の林相が二次林または植林であることから、伐採等の人為的影響により成立した二次

林であり、植生自然度 8 に相当すると判断した。 

 

 

３９．植物（組成表）について 

組成表の群落区分の示し方を再考すること。 

 

【回答】 

 組成表を落葉広葉樹二次林、植林、低木林・草本群落の３つに分け、各群落の区分種、上級単

位の種群の指標種等を整理して組み直しました。再考した組成表を別添資料 39 に示します。 

 

 

４０．生態系（生態系の想定模式図）について 

既存資料に基づく生態系の想定模式図を追記すること 

 

【回答】 

 既存資料に基づいて作成した生態系の想定模式図（食物連鎖図）を別添資料 40 に示します。 

 

 

４１．生態系（生態系の概況）について 

キャプションが生態系概況図となっているが、植生区分図もしくは環境類型区分図では？ 

 

【回答】 

 ご指摘のとおり、正しくは環境類型区分図ですので修正します。修正した内容を別添資料 41
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に示します。 

 

 

４２．生態系（環境類型区分）について 

環境類型区分のうち、低木林等の区分の内容を、植林地とそれ以外で分けた方が良いと考え

る。 

 

【回答】 

 環境類型の分類は、植生の高さ、階層構造と種組成を基準としました。組成表の整理の結果、

植林地（低木）の種組成は伐採跡地等の低木林と類似した種組成であったことから、自生種で構

成されている低木林と植林地（低木）は一括して示すこととしました。 

 

 

４３．生態系（上位性注目種の選定）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、クマタカは森林性であるが、ノスリの

採餌環境は畑地や伐採跡地などオープンスペースを利用していることから、ノスリについても

追加して評価することも必要ではないか？ 1種でなければならない理由はなく、複数種選択

して多面的な視点から評価をした方が良いと考える。 

 

【回答】 

 対象事業実施区域及びその周囲のほとんどは森林であり、改変地も森林であることから、事業

による影響を把握するためには、上位性の注目種は森林の指標種であるクマタカが適していると

考えました。 

 

 

４４．生態系（クマタカの餌資源）について 

①現地調査でこの地域でのクマタカの餌動物が推定できれば、それを根拠にしたことを記述し

た方がよい。このままでは、単に文献だけから選定したものと誤解される。 

②（準備書P350 表8.2-31(1) 生態系の調査、予測及び評価の手法について）上位性の餌種と

しての調査項目・内容について説明不足である。解析手法についての記載が方法に示されて

いない。記載されているのは調査点の説明だけである。また、クマタカの餌種の構成は季節

により変化することが想定されるが、ノウサギの調査だけで良いとする根拠、しかも秋と冬

に異なった手法で各1回だけの調査で良いとする根拠を説明すること。 

③クマタカの餌資源としてノウサギ、ヤマドリ、ヘビ類を対象にしているが、この地点におけ

る実際の餌構成はどのようになっているのか確認したのであれば、根拠を示すこと。また、

季節により餌種の構成割合は変化することも想定されるが、これらの要因は検討したのか説

明すること。 
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④下から2行目、 爬虫類調査（ベイトトラップ調査）とありますが、表には（任意観察調査）

となっているため修正すること。 

⑤餌資源量調査の基になるデータの定量性は担保できていると考えられるか？ 

⑥ヤマドリの確認状況が表に示されているが、確認された状況と推定餌資源量分布図と整合性

がとれているのか判断するために図中に確認位置を追記すること。ヘビ類、ノウサギについ

ても同様に図中に追記すること。 

⑦クマタカの推定餌資源量分図は、ノウサギの手法の違いによる数値の差異が全体の結果を大

きく左右しているように推察される。データの精査をしたうえで作図をし直す必要があるの

ではないかと考える。 

⑧「ノウサギ推定餌資源量」、「ヤマドリ推定餌資源量」、「ヘビ類推定餌資源量」などとい

う表現がよく使われていますが、ノウサギ等の餌となる植物の分布か、クマタカの餌資源と

してのノウサギ等の分布なのかがわかるように示すこと 

⑨推定餌資源量分布と、ノウサギの餌だと意味が異なる。図のタイトルの「推定餌資源分布」

が「ノウサギの餌」のように読めるので修正すること。 

 

【回答】 

①クマタカの餌種については餌残骸調査を実施し、ヤマドリの上腕骨を確認しました。また、希

少猛禽類の定点調査で、ノウサギと推定される餌運搬を目視により確認しました。これらの確

認結果に加えて既存文献及び専門家による助言を踏まえ、現地調査後、補足的にヘビ類を餌種

に追加して解析を行いました。追記したものを別添資料 44-①に示します。 

②③ご指摘のとおり、説明が不十分な記載となっておりましたので、準備書「10.1.6 生態系」に

詳述した調査項目、内容、解析手法について、表 8.2-31(1)に記載いたします。修正したペー

ジについては別添資料 44-②に示します。 

 対象事業実施区及びその周囲は冬季に積雪に覆われる地域特性を踏まえると季節により餌

種・餌量は異なると考えられます。文献情報から整理した餌種別の生活史と、各餌種の調査時

期を別添資料 44-③-1 に整理しました。 

 ノウサギ、ヤマドリは通年で活動し、ヘビ類は冬眠することを踏まえると、餌種の構成は非

積雪期と積雪期で異なると考えられます。 

 餌種の調査については、ノウサギは積雪期・非積雪期各 1回の調査を実施し、積雪期は INTGEP

法、非積雪期は糞粒法による調査を行いました。ヤマドリは積雪期 2 回・非積雪期 3 回のルー

トセンサス調査及び任意観察調査を行い、ヘビ類は非積雪期3回の任意観察調査を行いました。

なお、いずれの調査でも多くのデータを取得するように、可能な限り多くの調査地点数を設定

して対応いたしました。 

 準備書では餌資源量を合算した値を用いて予測を行っていますが、非積雪期（5 月～11 月）

と積雪期（12 月～4 月）に分けて餌種ごとに予測を見直しました。結果は別添資料 44-③-2 に

示します。 

④ご指摘のとおり、正しくは任意観察調査ですので修正いたします。修正したページを別添資料

44-④に示します。 
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⑤ノウサギについては、定量的な調査方法として確立されている糞粒法と INTGEP 法を用いて現地

調査を行い、生息密度を推定しました。 

ヤマドリについては鳥類のルートセンサス調査結果を使用し、各環境類型区分におけるヤマ

ドリ確認個体数を各環境類型区分の踏査面積（調査ルートから片側 50ｍの範囲）で除すること

によって生息密度を推定しました。 

ヘビ類については爬虫類の任意調査結果を使用し、各環境類型区分におけるヘビ類の確認個

体数を各環境類型区分の踏査面積（任意調査ルートから片側 3ｍの範囲）で除することによっ

て生息密度を推定しました。 

補足的に餌資源量の解析を行ったヘビ類は任意調査結果を使用したため、生息密度に誤差が

生じている可能性はありますが、ノウサギ、ヤマドリを対象とした推定餌資源量の分布図は現

地調査結果（確認地点）と比較して概ね傾向が反映されているため（確認地点のメッシュの餌

資源量が概ね高い数値となっている）、本調査データの定量性に問題はないと考えています。 

⑥各餌資源量の図にヤマドリ、ノウサギ、ヘビの確認位置および踏査ルートを重ねた図を別添資

料 44-⑥に示します。 

⑦ご指摘のとおり、生息密度を確認すると INTGEP 法の調査結果のみ数値が大きく、調査手法の違

いにより餌資源量の分布に差異があると想定されるため、②③で示したとおり積雪期、非積雪

期に分けて餌種ごとに予測を見直しました。結果は別添資料 44-③-2 に示します。 

なお、データを精査した結果、調査結果や計算過程含め生息密度の値は問題ありませんでし

たが、準備書の表 10.1.6-16 に示しましたコドラート数と足跡本数の値が逆になっていました

ので修正したページを別添資料 44-⑦に示します。 

⑧⑨ご指摘のとおり、わかりにくい表現であったため、クマタカの餌資源種量の図のタイトルを

上位性注目種（クマタカ）の推定餌資源量（ノウサギ：非積雪期）、上位性注目種（クマタカ）

の推定餌資源量（ノウサギ：積雪期）、上位性注目種（クマタカ）の推定餌資源量（ヤマドリ：

非積雪期）、上位性注目種（クマタカ）の推定餌資源量（ヤマドリ：積雪期）、上位性注目種

（クマタカ）の推定餌資源量（ヘビ類：非積雪期）に修正し、該当ページは別添資料 44-⑥に

示します。 

 

 

４５．生態系（クマタカ餌資源のノウサギの調査方法）について 

①INTEGEP法と糞粒法では得られる結果が異なる可能性がある。しかも有雪期と無積雪期では

そもそもノウサギの行動圏が異なると想定されるが、ノウサギの行動圏はどのように把握し

ようとしたのか？ （そんなものは考慮していないか？） 

②糞粒法とINTGEP法で得られた生息密度に約10倍の差異があります。どちらの数値が妥当であ

るのか説明すること 

③糞粒法の調査結果の記載について理解しやすいように修正すること 

④INTGEP法のルート設定の理由がp.353に記載されているが、ルート設定された結果をどのよ

うに解析しようとしているのかの説明を記載すること。p.789に調査点が記されているが、
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小さいためわかりやすく示すこと。また、p.791のコドラートの設定と図との関係をわかり

やすく示すこと。 

 

【回答】 

①②糞粒法は非積雪期、INTGEP 法は積雪期におけるノウサギの生息密度を示したものであり、い

ずれの調査も各々の生息密度を算出することを目的としていることから、行動圏については把

握していません。また、糞粒法と INTGEP 法で得られた生息密度については、どちらも妥当な数

値と考えていますが、生息密度の差異が大きいため、積雪期と非積雪期で分けて予測を見直し

ました。結果は別添資料 44-③-2 に示します。 

③糞粒法の調査結果について修正したページを別添資料 45-③に示します。 

④調査ルート上の環境類型区分に応じて複数の調査地点を配置しています。調査地点は、幅 2ｍ

×長さ 10ｍのコドラート 5 個で構成されています。各調査地点で得られた足跡データから算出

した生息密度を環境類型区分ごとに集計しました。 

 わかりにくい記載であったため、評価書の調査方法の記載には調査地点の模式図を付して説

明を追記し、各ルートの拡大図を掲載します。修正したページを別添資料 45-④に示します。 

 

 

４６．生態系（クマタカに係る解析方法）について 

①好適採食地をどのように定義して抽出したのか、説明すること。 

②営巣適地区分の解析の単位、メッシュのサイズ、メッシュ当たりの各パラメータの算出方法、

評価基準毎の配点について記載すること 

 

【回答】 

①好適採食地は、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省,平成 24 年 12 月）の「クマタカは

階層構造があり林内に空間のある高木林を好適採食地として扱う」との記載を基に、階層構造

と高木林を有する植物群落を上位性注目種（クマタカ）の好適採食地として定義し、抽出しま

した。 

 階層構造と高木林の有無については植生調査結果から植物群落ごとに判断しました。階層構

造については、亜高木層の植被率と高さから林内に階層構造が有るものに「1」、疎な階層構造

を持つものに「0.5」、階層構造が無いものに「0」を与えました。高木の有無については、高

木層の高さが 10m 以上であれば有と判断し、高木が有る植物群落に「1」、無い植物群落に「0」

を与えました。高木の有無と階層構造の有無の値を合計したものを各植物群落の好適採食地指

数として、環境類型区分ごとに指数を算出しました。 

②営巣適地区分の解析単位については以下のとおりです。 

・解析メッシュのサイズ 

国土地理院発行の基盤地図情報 10m メッシュ標高データを用いて解析を行っていることから、

10ｍ四方を 1 メッシュとしています。 
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・メッシュ当たりのパラメータの算出方法 

標高：国土地理院発行の基盤地図情報 10m メッシュ標高データを使用しました。 

傾斜角：標高データを用いて算出しました。対象とする任意のメッシュとそのメッシュに隣接

した 8 つのメッシュとの標高差から最大の傾斜角を算出しています。 

斜面方位：標高データを用いて算出しました。傾斜角と同様に、対象とする任意のメッシュに

おいて隣接した 8 つのメッシュとの標高差から下りの傾斜角が最大の方向を斜面方位として

算出しました。 

植生：10m 四方のメッシュに含まれる植生のうち、最も有占されるものを代表値として算出し

ました。 

 評価基準毎の配点については、各メッシュに、評価基準に示した内容が該当していれば 1点

を与えており、最大で 4 点、最小で 0 点となります。 

 

 

４７．生態系（クマタカに係る予測結果）について 

①営巣適地区分図が示されているが、実際の営巣地は対象事業実施区域外にある。この解析法

式が妥当であるのかどうかを判断する根拠として営巣地がある範囲にまでメッシュを拡張

して確認する必要があるのではないか？ この結果だけでは解析結果が妥当かどうかは判

断できない。 

②営巣状況については営巣木調査の内容が記載されているが、生息状況の把握という調査内容

が記載されているが、具体的な調査内容の記載がないので追記すること。 

③上位種の予測結果として、営巣適地、餌資源をみているだけで、飛翔の状況をみていない。

また、動物の予測全体が同じ傾向であるが、改変面積（割合）が小さいから影響はないとい

う結果になっている。 

④衝突個体数だけで予測をするのではなく、クマタカが飛翔しなくなったらどうなるかを予測

する必要がある。行動圏の変化が予測され、またその変化に伴い他ペアの行動、さらには生

態系の下位種にも影響が及ぶと考えられる。行動の変化の予測は難しく、事後調査で対応を

考えた方がよいかもしれない。ロジックがたてばよい。 

⑤クマタカの飛翔はかなり変わる可能性があるが、その評価はまったくできていない。見解が

あれば、次回検討結果をお聞かせ下さい。 

⑥P821以降の解析結果については、前出した指摘事項を踏まえて再検討する必要があると考え

る。 

 

【回答】 

①ご指摘に従い、営巣地を含む範囲で再度解析を行いました。再解析結果を別添資料 47-①に示

します。なお、別添資料 47-①は、種の保全上の観点から非公開とします。 

②③④⑤⑥上位性注目種（クマタカ）の飛翔を考慮した生息状況については、「10.1.4 動物」の

希少猛禽類で記載した内容を基に追記いたします。予測結果については、対象事業地周辺に生

息する各ペアの飛翔の特徴も含め、別添資料 47-②～⑥のとおり予測結果に記載します。なお、
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別添資料 47-②～⑥は重要種の情報を含むため、種の保全の観点から一部非公開とします。  

前項までの生態系の指摘内容を踏まえて、予測を見直し、評価書に反映いたします。 

 

 

４８．景観（予測及び評価方法）について 

各調査点からのモンタージュ等で影響予測評価を実施しようとしているが、自然景観地区に

該当することに対して具体的にどのような観点から予測評価しようとしたのか、手法的な説明

が欠落しているため追記すること。 

 

【回答】 

岩手県景観計画の自然景観地区では、「地域の景観資産として県が登録した眺望点から、その

眺望を妨げない位置及び高さとするよう努めること。」、「周辺地域のまち並みや景観と調査し

た形態意匠とするよう努めること。」、「純色等（マンセル表色系において各色相の最も彩度の

高い色及び彩度 10 度以上の色）は用いず、周囲の景観と調和するよう努めること。」といった景

観への配慮が求められています。 

そのため、景観への予測評価では、周囲の環境になじみやすいように、明度・彩度を抑えた着

色の風力発電機を用いたフォトモンタージュを作成した上で、眺望景観への影響の予測評価を実

施しました。 

評価書の景観の予測手法では、このような観点で予測評価を行った旨を別添資料 48 に示すとお

り追記します。 

 

 

４９．事後調査（動物）について 

①事後調査の手法を「「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き（平成27年9

月修正版）」に基づき、」とだけ書いてありますが、具体的には、どこかに記述されていま

すか？ 

具体的にどういう調査をするのか、事後調査の計画の中に記載すること。 

②事後調査としてバット・バードストライク調査を実施することになっているが、調査間隔を

短くして（調査頻度を高くして）小さい個体の回収をはかるようにすること。また、風車周

辺にスカベンジャーの出現頻度が高くなる可能性が想定されることから、これらの出現頻度

についても併せて調査することを検討すること。 

③出現頻度の高いクマタカ、ノスリについては営巣地も周辺にあることから、風車の設置によ

り行動圏、繁殖状況や採餌頻度がどのように変化する可能性があるのかについて把握する調

査も組み込む必要があると考える。 

④鳥類については、風車の設置により鳥類相に影響がでる可能性が指摘されているが、調査が

１回限りの内容で、定量性、再現性を担保するような結果が得られているとは言えず、稼働

前の基礎データとしては使用に耐えないと考えることから、特にラインセンサスについては
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稼働前に再調査を行い、稼働後に影響の程度を把握するための調査が必要と考える。 

 

【回答】 

①②バードストライクの事後調査計画については、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化の

ための手引き（平成 27 年 9 月修正版、環境省）」、「複数の調査手法を用いた鳥類調査等の結

果について（参考）」（平成 28 年 9 月、電力安全課）等を参考にし、稼働後１年間、月 1～2

回程度の死骸確認調査を実施する予定です。死骸確認調査の具体的な方法については、バード

ストライクの調査方法に関する稼働前の最新の知見を踏まえ、必要に応じて専門家にヒアリン

グを行い検討します。スカベンジャーについては、事後調査の中で痕跡を把握する等の方法を

検討します。 

③クマタカについては、47-②③④⑤⑥回答に記載したとおり、各ペアの飛跡の特徴から尾根を境

界として行動範囲が分かれていると考えられ、尾根上に風力発電機が設置されても行動範囲へ

の影響は少ないと考えます。ノスリについては、風力発電機への回避行動により対象事業実施

区域近傍の行動範囲が変化したとしても、ノスリに適した採餌環境とされている農地や開けた

草地は対象事業実施区域から離れた九戸村側の低地に広がっていること、営巣地は対象事業実

施区域から離れた九戸村側の山裾にあることから、ノスリの生息への影響は小さいと考えてい

ます。 

④鳥類のルートセンサスについては、「２８．動物（鳥類のルートセンサス）について」の回答

に示したとおり、定量的な解析に活用できるよう、複数の環境類型区分を通過する 4 本のルー

ト設定し、個体数、確認地点の環境類型、飛翔高度について年 5 回の調査を実施しました。ま

た、調査回数は各季 1回のみではありますが、繁殖期を含めた年 5回の調査を同じルートを用

いて実施することで定量性、再現性は確保されていると考えています。 

 

 

５０．事後調査（生態系）について 

生態系についても改変の影響は小さいとし、事後調査は実施しないとしているが、そもそも

解析の基となるデータの定量性が甚だ乏しい状況にあることから、解析結果は極めて不確実性

が高いといえる。このため、定量性を担保した調査計画を立案し、稼働前・後において調査を

実施する必要があると考える。 

 

【回答】 

「４３．生態系（クマタカの餌資源）について」の回答に示したとおり、餌資源量等のデータ

の定量性に問題はないと考えています。生態系の解析結果については、準備書の審査結果を踏ま

え、不十分な点があれば予測結果を見直し、評価書に反映いたします。 
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５１．事後調査（全体）について 

本件は、迅速化実証事業の対象事業であるが、迅速化に資する手法の検討や成果については

特段の内容はみられず、単に迅速化の行程に合わせて準備書を作成・提出したものと推察され、

準備書の内容としても不十分な点が多々見られる。いわゆる迅速化という名を借りたアセス手

続きの形骸化を促進するような内容ともとられかねない。不十分な点については事後調査計画

を検討し、評価書に詳細に記述することを求めたい。 

 

【回答】 

 準備書の審査結果を踏まえ、不十分な点については予測結果の見直しを行い、評価書に反映い

たします。その上でさらに残る予測結果の不確実性があった場合には、事後調査計画を検討いた

します。 

 

 


