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1. 風力発電機について 

風力発電機の出力について、候補機種の諸元を示してください。また、基数は最大 25 基であ

り、 3200kW×28 基となることはないと考えて良いのでしょうか。 

※方法書 p2.2-1(3) 

 

 

（事業者の見解） 

 ご認識のとおり、基数は最大で 25基となります。現在検討いたしております候補機種の諸元を

下記にお示しいたします。 

 

現時点で検討している風力発電機の概要（予定） 

項目 WTG A WTG B 

定格出力 3,600kW 3,600kW 

全高  約143m 約132m 

ローター直径  

（ブレードの回転直径）  
約117m 107 m 

ハブ高さ  

（ブレードの中心の高さ）  
約84m 約 80m 

カットイン風速 3m/s 3-5 m/s 

定格風速 13～15m/s 13-14 m/s 

カットアウト風速 25m/s 25 m/s 

定格回転数 15～19rpm N/A 

耐用年数 20年 20年 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

 風車配置図の拡大図を下記にお示しいたします。 

  

2. 風車の配置図について 

風車配置図の拡大図面及び航空写真を用意してください。現状の図面では風車配置と地形状況

との関係が読み取れません。 
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（事業者の見解） 

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、アクセス道路の配置も方法書の時点では確定がで

きません。準備書段階においては確度の高い計画をお示しいたします。 

 

 

（事業者の見解） 

大型荷物の積み替えは検討しておりますが、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。 

 

5. 風力発電機の音響性能について 

準備書では、採用する風力発電機の音響特性としてIEC 61400に基づくA特性音圧のFFT分析結

果を示し、純音成分に関する周波数(Hz)、Tonal Audibility(dB)の算定と評価を行ってください。

さらにA特性1/3オクターブバンド分析結果及びSwish音に関する特性評価を示すようお願いし

ます。 

 

 

（事業者の見解） 

 ご指摘の事項につきましては、メーカーに問い合わせ、準備書において記載いたします。 

 

3. 風車及びアクセス道路の配置について 

風車、アクセス道路の配置が定まらないと、調査地点位置の適否が判断しづらいです。風車、

道路の配置によっては、調査地点の変更や追加調査もあり得ます。遅くとも準備書段階では風

車などの配置が確定していることを望みます。 

 

4. 大型荷物の積み替えについて 

大型荷物の積み替えがあるでしょうか。ある場合、人家から十分離れた場所で行うことは可能

でしょうか。 
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6. 周囲の計画中の案件について 

当該案件の周囲には計画中の案件はないと説明されていますが、岩手県内には複数の案件があ

り、他の事業計画との位置関係を把握するためにも広域図により他案件を含む図面の用意をお

願いします。 

 

 

（事業者の見解） 

 岩手県内の他事業との位置関係について下記に示します。 

 

 

「環境アセスメント環境基礎情報データベースシステム」（環境省 HP、閲覧：平成 29年 9月） 
「環境影響評価手続き状況」（岩手県 HP、閲覧：平成 29年 9月）等より作成 
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（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、尾肝要普代道路、田野畑道路が平成 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。 

しかし、三陸沿岸道路の工事のピークは今年（平成 29年）から来年（平成 30年）あたりになる

ことから、主だった工期が被ることはないと国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所より聴

取しております。 

また、平成 32年度における三陸沿岸道路の工事については舗装レベルであり、本件との累積的影

響はほとんどないであろう旨、合わせて聴取しております。 

ただし、平成 32年度の工事関係車両台数等詳細な工事計画はない旨回答頂いており、 

累積的影響を正確に把握することは難しいと考えております。 

 

 

（事業者の見解） 

 準備書においてはご指摘のとおり修正いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 累積的影響について 

三陸沿岸道路との累積的な影響について、最新の検討状況はどうでしょうか。 

※方法書p6.2-2(246) 

 

8. 測定値の表記について 

第3.1-9表において、宮古市横町の測定値は0ではなく、0.000としたほうがよいと思います。 

※方法書p3.1-11(29) 
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9. 周辺の河川及び事業実施区域内の沢・湿地について 

周辺に河川が多い地域であり、実施区域内に源流部の沢などが分布する可能性がある地域と考

えられます。沈砂池排水が河川域とともに近傍の沢や湿地に流入しないよう充分ご配慮くださ

い。なお、事業実施区域内の沢や湿地の位置が分かっていれば図に示してください。また、P.37

図の河川の表示と事業実施区域の線が重なって見えにくいので、識別できるよう工夫してくだ

さい。 

※方法書p3.1-19(37) 

 

 

（事業者の見解） 

 排水計画においては、沈砂池排水が近傍の沢や湿地に流入しないよう配慮した計画といたしま

す。図の河川が見えやすいよう、事業区域の線を細くし、河川を事業区域の上側に重ねた図面を

下記にお示しいたします。現時点で新たに確認された沢や湿地はございません。  
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（事業者の見解） 

文献その他資料調査による生態系の概況及び食物連鎖模式図は以下のとおりです。 

 

生態系の概要 

文献その他資料調査での生態系の概況を表 1及び表 2に、食物連鎖模式図を図 1に示す。 

対象事業実施区域及びその周囲の地形の状況は、西側は主に中起伏山地からなり、東側は小起

伏山地と丘陵等からなっており、環境類型で示したように、山地・丘陵地、低地等に区分される。 

対象事業実施区域は山地・丘陵地に位置し、樹林が大部分を占める環境であり、広葉樹林と針

葉樹林とが混在する。 

このような生息基盤環境に生息する種として、文献その他資料においては、食物連鎖図で示す

ように、低次消費者としてトンボ類やセミ類などの昆虫類が想定される。これらの上位にはトウ

ホクサンショウウオ等の両生類、コガラ等の小型鳥類、アズマモグラ等の小型哺乳類、シマヘビ

等の爬虫類が位置し、さらにその上位にタヌキ、アナグマ等の中型哺乳類、高次消費者としてイ

ヌワシ、クマタカ等の猛禽類、キツネ、ツキノワグマ等の中・大型哺乳類が位置するといった生

態系で構成されていることが想定される。 
 

表 1 生態系の概況（文献その他資料） 

分類 主な確認種 

動物 

哺乳類 
24 種 

アズマモグラ、コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、アブラコウモリ、ヤマコウ
モリ、ノウサギ、ニホンリス、ホンドモモンガ、ニッコウムササビ、ヤマネ、ハタネズミ、
アカネズミ、ヒメネズミ、ハツカネズミ、クマネズミ、ドブネズミ、ツキノワグマ、タヌ
キ、キツネ、テン、イタチ、ニホンアナグマ、ニホンジカ、カモシカ 

鳥類 
107種 

ウズラ、ヤマドリ、オシドリ、マガモ、コガモ、キジバト、ヒメウ、ウミウ、ヒクイナ、
ジュウイチ、カッコウ、ヨタカ、アマツバメ、コチドリ、シロチドリ、ヤマシギ、タシギ、
ユリカモメ、ウミネコ、ミサゴ、ハチクマ、トビ、オジロワシ、オオワシ、ハイタカ、オ
オタカ、ノスリ、イヌワシ、クマタカ、コノハズク、フクロウ、ヤツガシラ、カワセミ、
ヤマセミ、アカゲラ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、モズ、カケス、ハシボソガラス、コガ
ラ、シジュウカラ、ヒバリ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、オオヨ
シキリ、ゴジュウカラ、ミソサザイ、ムクドリ、アカハラ、ツグミ、キビタキ、スズメ、
イスカ、キセキレイ、マヒワ、シメ、イカル、ホオジロ、カシラダカ、アオジ等 

爬虫類 
9 種 

ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ、タカチホヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジム
グリ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ 

両生類 
9 種 

トウホクサンショウウオ、ハコネサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、
ニホンアマガエル、タゴガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル 

昆虫類 
243種 

アオイトトンボ、オツネントンボ、ムカシトンボ、ギンヤンマ、ミヤマサナエ、オニヤン
マ、シオカラトンボ、アキアカネ、オオカマキリ、ツユムシ、ヒガシキリギリス、エンマ
コオロギ、トノサマバッタ、エダナナフシ、アブラゼミ、ミンミンゼミ、ヤスマツアメン
ボ、ウスバカゲロウ、トビケラ目、ベニモンマダラ本土亜種、ホシチャバネセセリ、キバ
ネセセリ、アサギマダラ、ルリシジミ、ゴマシジミ北海道･東北亜種、コムラサキ、ルリタ
テハ本土亜種、イチモンジチョウ、キベリタテハ、キタテハ、アカタテハ、ヒメギフチョ
ウ本州亜種、キアゲハ、モンキチョウ、ジャノメチョウ、ヤママユ、イブキスズメ、トラ
ガ、ブユ科、ウシアブ、オオクロバエ、ニワハンミョウ、ハンミョウ、ゲンゴロウ、ミズ
スマシ、ミヤマクワガタ、ケスジドロムシ、ヘイケボタル、ヒラタキクイムシ、カメノコ
テントウ、フタオビヒメハナカミキリ、コクゾウムシ、クロオオアリ、クロスズメバチ、
キムネクマバチ等 

10. 第 3 章の生態系について 

第3章の生態系に食物連鎖模式図と生態系の概況の記載を追加してください。 
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表 2 生態系の概況（文献その他資料） 

分類 主な確認種 

動物 

魚類 
26 種 

スナヤツメ北方種、カワヤツメ、ニホンウナギ、コイ、フナ類、タナゴ、オイカワ、アブ
ラハヤ、ウグイ、ドジョウ、アユ、アメマス、サケ、サクラマス(ヤマメ)、イトヨ、カジ
カ、カンキョウカジカ、ハナカジカ、スズキ、ヌマチチブ等 

底生動物 
6 種 

オオタニシ、ドブガイ属、カワシンジュガイ、ヨコエビ目、ヌマエビ、サワガニ 

植物 

植生 アカマツ植林、コナラ群落、カラマツ植林、クリ－ミズナラ群落等 

植物相 
1100種 

イワヒバ、スギナ、トクサ、フユノハナワラビ、ゼンマイ、ワラビ、シノブ、イワガネソ
ウ、オサシダ、ミヤマワラビ、イチョウ、カラマツ、クロマツ、スギ、ミヤマビャクシン、
ネズ、ハイイヌガヤ、イチイ、オニグルミ、サワグルミ、ヤマハンノキ、ハンノキ、クリ、
ブナ、ミズナラ、カシワ、コナラ、ハルニレ、ケヤキ、ミズ、コバノイラクサ、ツクバネ、
ヤドリギ、ミズヒキ、ミゾソバ、ノダイオウ、ヤマゴボウ、スベリヒユ、コハコベ、ハマ
アカザ、シロザ、オカヒジキ、イヌビユ、ホオノキ、モクレン、コブシ、オオバクロモジ、
タブノキ、カツラ、センニンソウ、シラネアオイ、ヤマシャクヤク、サルナシ、ヤブツバ
キ、ヒサカキ、オトギリソウ、ナズナ、ワサビ、マンサク、ムラサキベンケイソウ、マム
シグサ、ウツギ、トベラ、オニシモツケ、カマツカ、クサイチゴ、ウラジロノキ、イヌエ
ンジュ、コミヤマカタバミ、カタバミ、ゲンノショウコ、マツバニンジン、ニシキソウ、
コニシキソウ、エゾユズリハ、サンショウ、ヒメハギ、ヒナノキンチャク、ドクウツギ、
ヌルデ、ヤマウルシ、トチノキ、アワブキ、ツリフネソウ、ウメモドキ、マユミ、ミツバ
ウツギ、フッキソウ、クロウメモドキ、ノブドウ、シナノキ、タチアオイ、フヨウ、カラ
スシキミ、アキグミ、ヒカゲスミレ、アマチャヅル、カラスウリ、ミソハギ、メマツヨイ
グサ、マツヨイグサ、ミズキ、ハナイカダ、コシアブラ、ウコギ、ミヤマセンキュウ、セ
リ、ヤブニンジン、ヤマゼリ、リョウブ、ギンリョウソウ、イチヤクソウ、レンゲツツジ、
オカトラノオ、コナスビ、ハマボッス、カキノキ、マメガキ、トネリコ、リンドウ、セン
ブリ、イケマ、タチガシワ、コイケマ、ガガイモ、フナバラソウ、スズサイコ、オオバノ
ヨツバムグラ、ヒルガオ、ハマヒルガオ、オニルリソウ、コムラサキ、ムラサキシキブ、
クサギ、クルマバナ、ヤマジソ、ニガクサ、イワタバコ、オオナンバンギセル、タヌキモ、
オオバコ、タニウツギ、オトコエシ、ノコギリソウ、シロヨメナ、ハハコグサ、オモダカ、
クワイ、ミズオオバコ、ヒルムシロ、ミズヒキモ、スガモ、ノビル、オニユリ、オニドコ
ロ、ミズアオイ、コナギ、カキツバタ、アヤメ、ハナビゼキショウ、ヌカボシソウ、ツユ
クサ、ムラサキツユクサ、ハマムギ、ハマニンニク、ヨシ、マコモ、ショウブ、ウキクサ、
ミクリ、ガマ、カワラスゲ、ハリイ、エビネ、ギンラン、カキラン、トンボソウ等 

 

 

図 食物連鎖模式図 
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11. 自然的状況の生態系について 

自然的状況の生態系については、既存資料等の情報に基づいて、想定される食物連鎖図を提示

してください。そのうえで、上位性、典型性の注目種の選定根拠を説明してください。 

 

 

（事業者の見解） 

食物連鎖図は Q10 にて示したとおりです。上位性については、クマタカを選定しております。

対象事業実施区域及びその周囲は主に樹林地であること、有識者より近隣にクマタカの営巣地が

あるとのことでしたが、イヌワシに関しては過去に営巣地が近隣にあったものの、最近、数年間

は営巣していないとの情報が得られました。また、典型性については、タヌキのほか、ニホンア

ナグマやテンなど数種を対象に検討しました。タヌキを選定した理由としては、対象事業実施区

域は最も高い地点で約 750m であり、住宅地周辺から山地まで広く分布する種であること（亜高

山帯以上は少ない）※1、ため糞場は尾根部や頂上部の平坦な場所に多いとされていること※2、他

種に比べて生態特性が十分に把握されていることなどから選定しています。 
※1：「日本の哺乳類 改訂版」(東海大学出版会、平成 17年) 
※2：「日本動物大百科 1 哺乳類Ⅰ」(平凡社、平成 8年) 

 

 

（事業者の見解） 

御指摘を踏まえ、最新の状況を追記いたします。 

 

 

 

13. 騒音、振動、低周波音の調査地点から最寄風車までの距離について 

※方法書p6.2-23(267) 

 

（事業者の見解） 

 方法書の調査地点図に、各調査地点から最寄風車までの距離が抜けておりました。下記に距離

を記載いたします。 

  

12. 水質の引用文献について 

表の引用文献が全て［「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）よ

り作成］になっています。最新の状況をフォローしていることを明確に示すため、各表につい

て至近の改正時期等についても記載してください。 

※方法書p3.2-36(130)～ 
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14. 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（前倒し調査が完了して

いない場合） 

騒音・超低周波音の現況調査に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュア

ル」（環境省 平成29年5月）を参考とすることを検討してください。そのうえで、風車の「稼

働時」と「停止時」と考えられる気象条件を整理し、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・評価をしてく

ださい。 

 

 

（事業者の見解） 

 騒音・超低周波音の現況調査に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュア

ル」（環境省 平成 29 年 5 月）を参考といたします。準備書においては風車が稼動している条件

での現況値を推定した上で、騒音・超低周波音の影響を予測・評価いたします。 

 

15. 環境騒音を支配する音について 

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、報告して

ください。 

 

 

（事業者の見解） 

 環境騒音を支配する音について、準備書にて報告いたします。 

 

16. 低周波音（超低周波音を含む）の測定について 

低周波音は風雑音の影響を受けやすいので、現況値の測定に当たっては可能な限り風雑音の影

響を抑止するように努めてください。 

 

 

（事業者の見解） 

 地表面に設置し、防風スクリーンについては二重に装着しております。 
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（事業者の見解） 

ラインセンサスは 1 日に 4 回（20 分間隔）連続して実施することとしています。天気、時間に

より出現状況が変化するものと思いますが、出現状況は天気に最も左右されると考え、1 日で実

施することとしました。また、種数、個体数が安定した時期であることから、繁殖期に限定いた

しました。現段階では、環境ごとの鳥類相の把握を目的とし実施いたします。準備書においては、

調査方法に記載することを検討いたします。 

 

18. コウモリ類の飛翔高度情報の調査地点について 

コウモリ類の飛翔高度情報を取得する予定の地点を明示してください。風況ポールを利用する

と想定されますが、風況ポールの位置を具体的に示すようお願いします。 

 

 

（事業者の見解） 

下記図面に示すとおり、3 ヶ所の風況観測塔に設置することとしています。 

  

17. ラインセンサスについて 

ラインセンサスは、夏（繁殖期）の 1 季に各ルートあたり 4 回実施とありますが、繁殖期内の

異なる時期に 4 回やるのか、連続して 4 日間やるのかを明記してください。また、なぜ繁殖期

のみラインセンサスを行うのか、そのデータを最終的にどこに利用しようとしているかも含め

て、どこかに明記した方がいいと思います。 

※方法書 p6.2-31(275)～ 
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（事業者の見解） 

イヌワシに関しては、以下のフロー図に示すとおり、影響予測・評価を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

具体的な種としてのご指摘ではないと考えておりますが、方法書 p3.1-29(47)に記載のとおり、

対象事業実施区域の一部に石灰岩の表層地質が分布しております。そのため、石灰岩地を好むキ

セルガイモドキなどの重要な種が生息している可能性があると想定しております。 

 

19. イヌワシに対する予測評価方法について 

イヌワシも出現していますが、これに対する影響予測評価はどのように実施する予定であるの

かフロー図等を用いて説明してください。 

 

20. 県知事意見における「陸産貝類」について 

岩手県知事意見にある陸産貝類とは具体的に何でしょうか。 

※方法書p7.1-6(315) 

 

21. 植生の代表の根拠について 

それぞれの調査点は代表的な植生区分毎に設定していると想定されますが、植生の代表性の根

拠を説明してください。既存資料の現存植生図を基にしているのか、現況調査の結果を反映し

て調査点を設定しているのかの説明をお願いします。同様に、風車配置図は現存植生図を考慮

文献調査による生態特性 現地調査による生息状況 

営巣環境 行動域 採餌環境 主な餌種 年間予測 

衝突数 

好適な生息域・餌場環境の地図化 

事業計画の

レイアウト 

影響予測・評価 
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（事業者の見解） 

既存資料の植生図を基に同様の植生であっても複数地点を設定し、その結果を基に代表性を示

すこととしています。方法書段階においては、現存植生図を参考に設定しております。 

風車配置につきまして、配慮書段階での重要な植生として、植生自然度 9 及び 10 の有無を確認

し、検討を行っております。 

 

 

 

（事業者の見解） 

 現存植生図の拡大図面に調査点を追記し、別添資料 Q22 にお示しします。 

 

 

（事業者の見解） 

表-1 上位性種の選定結果 

評価基準 キツネ イヌワシ クマタカ 

行動圏が大きく、比較的広い環境を代表する ○ ○ ○ 

改変区域を利用する ○ ○ ○ 

四季を通じた現地調査において通年で継続し

て生息が確認されている 
○ △ ○ 

対象事業実施区域及びその周囲で繁殖してい

る可能性がある 
△ × ○ 

風力発電機設置に伴う採餌環境への影響※ × ○ ○ 

選定結果 － － 選定 

注：1．○：該当する、△：一部該当する、×：該当しない 

2．※は風力発電機のブレード回転域等と採餌空間が重なるか否かに注目して選定した。 

して設定されているのかについての説明をお願いします。 

 

22. 植生図と動植物等の調査点について 

現存植生図の拡大図面を用意するとともに、動植物等の調査点と植生との関係がわかるように

植生図上に調査点の追記をお願いします。 

 

23. 注目種の選定理由について 

注目種の選定理由に関する補足説明とマトリックス表の作成をお願いします。 

なお、第3章の食物連鎖図との整合をはかってください。 
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上位性注目種を抽出する観点としては、「生態系を形成する生物群集において栄養段階の上位

に位置する種を対象とする。該当する種は相対的に栄養段階の上位の種で、生態系の攪乱や環境

変動などの影響を受けやすい種が対象となる。」としています。上記に示した表-1 のとおり、上

位性注目種はクマタカを選定しました。キツネは風力発電機に伴う採餌環境への影響はないもの

と判断しました。また、イヌワシについては、前倒環境調査で通年確認されておらず、対象事業

実施区域の周囲には既知の古巣が存在するものの、最近は営巣が確認されておりません。 

 

表-2 典型性種の選定結果 

評価基準 タヌキ 
ニホン 

アナグマ 
カモシカ 小型鳥類 両生類 

優占する種、あるいは個体数が多

い動物種 
○ ○ △ ○ ○ 

対象事業実施区域に主要な生息

環境が存在する 
○ ○ ○ ○ ○ 

生物間の相互関係や、生態系の機

能に重要な役割を持つ 
○ ○ ○ ○ △ 

四季を通じた現地調査において

通年で継続して生息が確認され

ている 

○ ○ ○ △ △ 

調査範囲の環境を指標する ○ ○ ○ ○ ○ 

事業実施に伴い生息環境が改変

される種 
○ ○ ○ ○ × 

選定結果 選定 － － － － 

注：○：該当する、△：一部該当する、×：該当しない 

 

典型性注目種を抽出する観点としては、「対象地域の生態系の中で重要な機能的役割をもつ種・

群集や、生物の多様性を特徴づける種・群集を対象とする。該当するものは、生物間の相互作用

や生態系の機能に重要な役割を担うような種・群集（例えば、植物では現存量や占有面積の大き

い種、動物では個体数が多い種や個体重が大きい種、代表的なギルドに属する種など）、生物群

集の多様性を特徴づける種や生態遷移を特徴づける種などが対象となる。」としています。上記

に示した表-2 のとおり、典型性注目種はタヌキを選定しました。ニホンアナグマもタヌキと同様

に評価基準は全て該当するものと考えましたが、タヌキのため糞のように、確実なニホンアナグ

マの糞をサンプリングすることが困難であり、選定から除外しました。カモシカや小型鳥類、両

生類については、現地調査結果を踏まえた上で、改めて評価基準に該当するかどうかを検討した

いと考えています。 
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（事業者の見解） 

現地調査において、餌運搬行動が観察された際には餌種の特定に努めております。また、確認

された巣の下に落下した食痕の回収に努めておりますが、営巣に失敗していること、営巣してい

ても巣の下に食痕が全くない場合もありました。今後も巣の下の食痕を回収するなど、把握に努

めます。 

方法書では一般的な定量的調査手法が確立されているノウサギに限定しておりましたが、クマ

タカの餌種として対象となっているニホンリス等についても HSI モデル等の解析を検討します。

また、タヌキに選定した根拠は Q22 の回答に示したとおりですが、ニホンアナグマについても選

定を検討します。 

 

（事業者の見解） 

クマタカについては、以下のフロー図に示すとおり、影響予測・評価を予定しています。 

【調査フェーズ】 

 

 

 

 

 

【解析フェーズ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 上位性注目種の餌種および典型種の選定について 

上位性注目種の餌種としてノウサギを選定していますが、この地点における主要な餌種の構成

はどうなっているのか、また、ノウサギに限定した調査にしている根拠を説明してください。

典型性注目種としてタヌキを選定した根拠についても説明をお願いします。 

 

25. 生態系における注目種ごとの影響について  

生態系の影響フローを注目種ごとに個別に作成してください。 

 

文献調査による生態特性 

・営巣環境 

・主な生息環境 

・主な餌種 

現地調査による生息状況 

・営巣環境 

・ハンティング場所 

・餌種（観察・食痕等） 

好適な営巣環境・採餌環境の地図化、餌資源 

現地調査による餌種・餌量 

・ノウサギ糞粒法、INTGEP 法 

・ヤマドリ・ヘビ類確認位置 

・鳥類ラインセンサス 

GIS による営巣適地 

・植生 

・樹高（植生高） 

・地形、標高、傾斜角等 

GIS による好適な採餌環境 

・植生 

・代表的な環境類型面積 

・地形、標高、傾斜角等 

餌量のメッシュ化 

・積雪期、非積雪期の推定個

体数 

・資源選択性指数 

・餌対象鳥類の個体数密度 

Maxent による解析 
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【予測フェーズ】 

 

 

 

 

タヌキについては、以下のフロー図に示すとおり、影響予測・評価を予定しています。 

【調査フェーズ】 

 

 

 

 

 

【解析フェーズ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予測フェーズ】 

 

 

 

 

 

 

事業計画の

レイアウト 

影響予測・評価 

文献調査による生態特性 

・行動圏面積 

・主な生息環境 

・主な餌種 

現地調査による生息状況 

・フィールドサイン 

・センサーカメラ 

・目視確認 

行動圏の地図化、餌資源 

事業計画の

レイアウト 

影響予測・評価 

現地調査による餌種・餌量 

・土壌動物 

・ベイトトラップ調査 

・糞分析 

カーネル法による行動圏 

行動圏毎の推定餌量 

GIS による行動圏毎の植生面積 
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（事業者の見解） 

クマタカの行動圏については、「猛禽類保護の進め方」（改訂版）を参考に高頻度利用域や営

巣中心域を推定し、これらが改変や風力発電機の存在による影響を予測し、有識者の意見も踏ま

えて予測評価します。また、繫殖に対する影響については、クマタカの営巣木は風力発電機の設

置が予定される主稜線より低標高に位置することが多いことから、直接的な影響はないものと考

えておりますが、主に行動圏内の餌量の減少が影響するものと考えますので、餌量への影響を予

測します。 

 

 

（事業者の見解） 

ヤマドリやヘビ類は定性的な調査結果しか得られないため、踏査により得られた確認地点から

資源選択性指数を算出します。餌資源選択性指数は、生息場所の頻度分布や動物の餌資源に対す

る選択性等の解析に一般的に用いられている指標であり、植生毎の確認数とその環境の全体に対

する面積比をもとに、以下の式により求めます。 

αi = (ri / ni) / Σ (ri / ni), i=1,･･･,m 

ri：ある植生 i における確認数が、全確認地点数に占める割合 

ni：ある植生 i の面積が、全植生面積に占める割合 

m：ヤマドリが確認された植生毎の地点数 

また、クマタカはカケスなどの鳥類も捕食することから、一般鳥類についても餌資源量として

解析を検討しています。ご指摘のとおり、その内容も準備書にて追記します。 

 

 

26. 生態系に対する予測評価方法について 

生態系の評価フロー図において、それぞれの項目について改変区域との重ね合わせで予測評価

をする計画となっていますが、例えばクマタカの行動圏に対する影響の程度をどのように判断

するのか、繁殖に対する影響はどのように予測評価するのか、具体的に説明をお願いします。 

 

27. クマタカの餌種・餌量の解析方法について 

生態系上位性注目種として選定するクマタカの餌種・餌量調査の中で、ヤマドリ・ヘビは任意

踏査の結果を利用するとありますが、結果をどのように解析するのかを明記してください。ま

た、p.297のフロー図では、鳥類（餌種？）の調査にラインセンサス結果を利用するように読

みとれますが、ヤマドリだけでなく、一般鳥類も餌種として資源量を解析するということで

しょうか。そうであれば、p.296の表にもそのように記述してください。 

※方法書p6.2-52(296) 
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（事業者の見解） 

INTGEP 法と糞粒法については、調査手法が異なり、積雪期と非積雪期ではノウサギの生息場

所も異なることから、それぞれの手法毎に推定個体数を示します。 

 

 

（事業者の見解） 

写真に示したように、対象事業実施区域東側区域はアカマツと広葉樹林の混交林となっている

樹林地が広範に見られます。そのため、混交林の環境を有する F7 を調査地点として設定しまし

た。 

 

  

写真 上空から撮影 

  

28. ノウサギの個体推定について 

ノウサギの個体数推定で、INTGEP法の結果と糞粒調査結果を合わせて生息状況を把握すると

ありますが、具体的にどう合わせるのでしょうか。 

※方法書 p6.2-52(296) 

 

29. 上位性餌資源の調査地点について 

上位性餌資源調査のF7地点の設定根拠を説明してください。 

※方法書 p6.2-52(296) 
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【説明済み資料】 

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。） 

※方法書p2.2-11(13)～2.2-13(15) 

 

 

（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。 

 

31. 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。 

 

 

（事業者の見解） 

本事業の周囲には既設及び計画中の風力発電事業はありません。そのため、周辺の風力発電事

業との累積的影響は実施しないこととしております。 

 

32. 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 28 年度冬季までの調査結果を別添資料 Q32 にお示しします。 

 

※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。 
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33. 大気環境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。 

※方法書p6.2-11(255)、p6.2-23(267) 

 

 

（事業者の見解） 

調査地点の周囲を含む大縮尺の図面を別添資料 Q33 にお示しします。 

 

 

34. 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。 

※方法書p3.2-27(121) 

 

 

（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 P119 及び P121 に記載のとおり、約 0.8km

です。 

地形図を下記に示します。
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最寄りの民家 

（風力発電機 16号機から約 0.8km） 

断面 

対象事業実施区域 

ブレードの最高点（地表面から 148m） 

ハブ高さ（地表面から 94m） 

最寄りの住宅 
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35. 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、現時点ではメーカーと交渉を行っている状況であり、まだ日本仕様に調

整されていない風力発電機も含まれることから、全ての情報がそろっているわけではない為、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。 

採用する機種の資料をメーカーより入手し、準備書段階でお示しします。 

 

 

36. 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。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） 

※方法書p6.2-1(245)～6.2-2(246) 

 

 

（事業者の見解） 

意見聴取した専門家の氏名を別添資料Q36にお示しします。所属は方法書に記載のとおりです。 

 

※氏名については、個人が特定される可能性があることから非公開とする。 

 

 

37. 渡り鳥の調査地点からの視野範囲について 

※方法書p6.2-44(288) 

 

 

（事業者の見解） 

渡り鳥の調査地点からの視野範囲を下記にお示しします。 

尚、下記図は地表面が確認できる視野範囲を示しており、上空視野につきましては、広くとっ

ております。 
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38. 植生調査地点（候補地点）について 

※方法書p6.2-49(293) 

 

 

（事業者の見解） 

植生調査地点（候補地点）を下記に示します。 

実際の調査地点については、現地の状況により変更および追加を検討し、準備書にお示ししま

す。 
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