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（事業者の見解） 

対象事業実施区域（黒い線）の外側で拡幅または新設を予定している道路は、次ページ図面

のとおりです。今後の詳細設計の中で、拡幅等の可能性がある道路について青線で残していま

すが、ほとんど使用する予定はないものと考えています。 

 

 

道路の改変区域について（13ページ） 1.

準備書 13 ページ以下の第 2.2-3 図において、黒い線の外にある青い線が拡幅および新設

の道路等として示されています。この部分で具体的にどこを拡幅または新設するのかを示し

てください。 
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図 Q1 拡幅及び新設を予定している道路 
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（事業者の見解） 

ご指摘、ありがとうございます。以下のとおり、修正いたします。 

【修正前】 

種子の配合具体の緑化計画については、今後の詳細設計において検討する。 

 

【修正後】 

種子の配合等の具体的な緑化計画については、今後の詳細設計において検討する。 

 

  

緑化の記載について（40ページ） 2.

40 ページの緑化の記載について、文章の記載に間違いがあるので、修正してください。 
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（事業者の見解） 

測定機器の種類は以下のとおりです。固定式と可搬型は空間吸収線量率（Gy/h）を測定し、1

μGy/h を 1μSv/h として換算しています。空間線量は空気吸収線量率（Sv/h）を測定していま

す。 

 

固定：固定式モニタリングポスト 

 震災以前から設置して測定されていたモニタリングポ 

スト。 

・測定線種：γ線（空気吸収線量率（Gy/h）を測定） 

・測定高さ：地上高 1m 

・最大測定値： 100mGy/h 

・相対指示誤差：±10%以内 

 

 

可搬：可搬型モニタリングポスト 

 もともとは車などに乗せて測定していたが、震災後に 

設置されたモニタリングポスト。 

・測定線種：γ線（空気吸収線量率（Gy/h）を測定） 

・測定高さ：地上高 1m 

・最大測定値： 100mGy/h 

・相対指示誤差：±10%以内 

 

 

空間線量：リアルタイム線量測定システム 

 震災に伴って設置された安価な測定システム。 

・測定線種：γ線（空間線量率（Sv/h）を測定） 

・測定高さ：地上高 50cm 又は 1m 

・最大測定値：99.99μSv/h 

・相対指示誤差：±20%以内 

 

  

放射線量の測定方法について（124 ページ） 3.

124 ページ測定機器の「可搬」、「固定」、「空間線量」について、何に対応しているの

でしょうか。また、どういう手法で測定して Svに変換しているのでしょうか。 
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（事業者の見解） 

ご指摘、ありがとうございます。「Bq/m2」でしたので、表を以下のとおり修正いたします。 

 

第 3.1-32表 降下物環境放射能測定結果（平成 27 年度） 

市町村 地点名 

放射性物質濃度（Bq/m2） 

Cs-134 

（セシウム 134） 

Cs-137 

（セシウム 137） 

浪江町 津島 338 1670 

葛尾村 柏原 160.1 869 

田村市 都路 14.7 99.5 

川内村 上川内 ND 8.1 

注：「ND」は検出下限値未満を示す。 

〔「降下物モニタリング結果情報」（福島県 HP、閲覧：平成 29 年 4 月）より作成〕 

 

 

  

降下物環境放射能測定結果について（129 ページ） 4.

129 ページ、第 3.1-32表の放射性物質濃度の単位は、「Bq/kg」ではなく、「Bq/m2」では

ないでしょうか。 
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（事業者の見解） 

拡大図を以下に示します。風車 No.61の南側変電所や風車 No.46と No.45の間の道路などが、

一部、土砂流出防備保安林や保健保安林にかかっていますので、今後の計画の中で可能な限り

当該区域の除外を検討し、必要に応じて関係機関と協議いたします。 

 

 

保安林について（196 ページ） 5.

196 ページの保安林の指定状況なのですが、北側の 61番の風車が土砂流出防備保安林にか

かっているのか、また、4番とか 43番の風車が保健保安林にかかっているのかが、よく分か

らない。 
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（事業者の見解） 

ローボリウムエアサンプラーの測定時間は、風上側で 291分間、風下側で 308分でした。 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

風速 10.5m/s 時の図面をお示しします。分解能は 2Hzでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローボリウムエアサンプラーの測定時間について（別添資料Ｑ３６の 2ページ） 6.

別添資料Ｑ３５の２ページ目の「工事中の粉じんについて」という項目で、ローボリウム

エアサンプラーの測定時間を明記してください。 

純音成分の分析について（57ページ） 7.

57ページの周波数特性の図は風速毎に示して重ならないように示し、対数軸としていただ

きたい。分解能がどうなっているかも重要です。 
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（事業者の見解） 

水平距離の値を追記した表を以下に示します。なお、風力発電機の機種が変更になった場合

は直達距離を再計算します。 

 

第 10.1.1.3-18表 風力発電機から発生する騒音レベルの寄与値 

（単位：デシベル） 

項目 

予測地点 

風力発電機から発生する騒音の寄与値 近接する風力発電機と

の距離 
（上位 3 基） (m) 

※直達距離 

近接する風力発電機と

の距離 
（上位 3 基） (m) 

※水平距離 
空気減衰年間平均時 空気減衰最小時 

1 環境 1 32 33 
1,896（69 号機） 
2,074（68 号機） 
2,279（67 号機） 

1,890m（69 号機） 
2,067m（68 号機） 
2,271m（67 号機） 

2 環境 2 48 49 
  674（62 号機） 
  670（61 号機） 
  699（63 号機） 

640m（62 号機） 
669m（61 号機） 
670m（63 号機） 

3 環境 3 37 38 
1,242（61 号機） 
1,259（62 号機） 
1,329（63 号機） 

1,181m（61 号機） 
1,192m（62 号機） 
1,271m（63 号機） 

4 環境 4 49 50 
  558（58 号機） 
  575（56 号機） 
  585（57 号機） 

524m（56 号機） 
534m（58 号機） 
551m（57 号機） 

5 環境 5 38 39 
1,341（45 号機） 
1,508（46 号機） 
1,676（47 号機） 

1,262m（45 号機） 
1,443m（46 号機） 
1,619m（47 号機） 

6 環境 6 43 44 
1,059（39 号機） 
1,070（38 号機） 
1,106（40 号機） 

1,024m（39 号機） 
1,029m（38 号機） 
1,067m（40 号機） 

7 環境 7 48 49 
  553（21 号機） 
  595（22 号機） 
  715（24 号機） 

529m（21 号機） 
567m（22 号機） 
680m（24 号機） 

8 環境 8 40 41 
1,219（21 号機） 
1,360（20 号機） 
1,524（19 号機） 

1,200m（21 号機） 
1,343m（20 号機） 
1,508m（19 号機） 

9 環境 9 40 41 
1,070（10 号機） 
1,127（11 号機） 
1,232（ 9 号機） 

1,053m（10 号機） 
1,113m（11 号機） 
1,215m（ 9 号機） 

10 環境 10 41 42 
  853（23 号機） 
  976（22 号機） 

 1,019（24 号機） 

831m（23 号機） 
957m（22 号機） 
993m（24 号機） 

11 環境 11 43 44 
  780（15 号機） 
  875（14 号機） 

 1,072（13 号機） 

758m（15 号機） 
853m（14 号機） 

1,053m（13 号機） 

12 環境 12 27 28 
1,731（ 1 号機） 
1,931（ 2 号機） 
2,154（ 3 号機） 

1,712m（ 1 号機） 
1,909m（ 2 号機） 
2,129m（ 3 号機） 

13 環境 13 25 27 
3,869（ 1 号機） 
4,147（ 2 号機） 
4,402（ 3 号機） 

3,858m（ 1 号機） 
4,135m（ 2 号機） 
4,387m（ 3 号機） 

  

風力発電機と住居までの距離について（533 ページ） 8.

533ページの風力発電機と住居までの距離は、直達距離でなく水平距離で示した方がいい。 
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（事業者の見解） 

詳細設計を進める中で、可能な限り離隔に配慮いたします。 

今後は、住民の方々の居住や帰還状況を確認して事後調査等を実施し、住宅から近い風力発

電機については、対象行政・居住者に理解を得ながら、必要に応じて、発生側や受音側の対策、

稼働制限等の追加的な環境保全措置を実施します。 

なお、居住や帰還状況に関しては、弊社が中心となって定期的に開催している 5市町村会で

市町村の担当者の方にヒアリングするとともに、最寄りの各地区において住民の方々へも説明

し、今後の状況について確認させていただくことを考えています。 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

メーカーによると、測定機器のノイズによるものでした。 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

秋季低周波音のデータについて、除外音処理を実施しておりませんでした。 

修正した結果を別添資料 Q51に示します。 

 

 

 

 

騒音の評価について（553 ページ） 9.

風力発電機の稼働により環境基準を超えている地点があるが、具体的な環境保全措置を示

していただきたい。 

低周波音の表示について（587 ページ） 10.

587 ページ以降の図面において、3Hz の飛び出している箇所について、メーカー等に問い

合わせていただきたい。 

低周波音の秋季調査結果について（554～639 ページ） 11.
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（事業者の見解） 

準備書時に参照値を超えていた地点について、使用した気象条件と実時間予測の結果を表 1～3

に記します。日照時間は事業地最寄りのアメダス川内の過去データの平均値を参考にいたしまし

た。 

 

表 1 アメダス川内 平年値（年・月ごとの値） 詳細(風・日照) 

要素 平均風速 最多風向 

日照時間(時間) 

合計 
日照率≧40% 

の日数 

統計期間 1981～2010 1981～2010 1986～2010 1986～2010 

資料年数 30 30 25 25 

1 月 1.3 西北西 150.0 21.0 

2 月 1.4 西北西 152.4 18.8 

3 月 1.5 西北西 168.9 19.2 

4 月 1.5 西北西 179.3 17.3 

5 月 1.4 南東 183.2 15.8 

6 月 1.0 南東 142.9 10.9 

7 月 0.9 南東 140.6 11.3 

8 月 0.9 南東 152.4 13.9 

9 月 0.8 南東 109.3 10.7 

10 月 0.9 西 124.2 14.0 

11 月 1.1 西北西 137.2 18.4 

12 月 1.3 西北西 146.3 20.4 

年 1.2 西北西 1786.4 191.8 

  

風車の影の実時間予測について【一部非公開】（688 ページ） 12.

第 10.1.3-3 表では、晴天のときの時間を計算されていると思いますが、実時間予測をし

て、基準との比較をして対策の検討をしていただきたい。 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=1&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=2&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=3&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=4&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=5&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=6&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=7&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=8&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=9&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=10&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=11&day=&view=a3
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=32&block_no=0183&year=&month=12&day=&view=a3
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表 3 実際の気象条件を考慮した場合の風車の影の予測結果 

図中 

番号 
町村名 

実際の気象条件を考慮しない 実際の気象条件を考慮する 

年間 1 日最大時間 年間 

① 葛尾村 38 時間 50 分 20 分 10 時間 44 分 

② 33 時間 37 分 20 分 9 時間 09 分 

③ 36 時間 41 分 22 分 9 時間 51 分 

④ 39 時間 8 分 27 分 11 時間 03 分 

⑤ 44 時間 21 分 27 分 11 時間 54 分 

⑥ 64 時間 27 分 44 分 17 時間 56 分 

⑦ 61 時間 32 分 41 分 17 時間 34 分 

⑧ 54 時間 29 分 36 分 15 時間 08 分 

⑨ 34 時間 57 分 44 分 10 時間 01 分 

⑩ 47 時間 24 分 45 分 11 時間 59 分 

⑪ 33 時間 4 分 20 分 9 時間 27 分 

⑫ 55 時間 31 分 20 分 15 時間 29 分 

⑬ 41 時間 41 分 24 分 11 時間 24 分 

⑭ 107時間 38分 52 分 28 時間 50 分 

⑮ 105時間 27分 41 分 28 時間 02 分 

⑯ 124時間 29分 44 分 33 時間 23 分 

⑰ 田村市 30 時間 27 分 25 分 8 時間 17 分 

⑱ 93 時間 17 分 35 分 25 時間 10 分 

⑲ 39 時間 9 分 18 分 10 時間 59 分 

⑳ 大熊町 33 時間 16 分 20 分 10 時間 26 分 

㉑ 34 時間 4 分 22 分 10 時間 34 分 

㉒ 52 時間 14 分 21 分 14 時間 16 分 

㉓ 35 時間 22 分 30 分 9 時間 43 分 

㉔ 33 時間 21 分 26 分 9 時間 48 分 

㉕ 36 時間 20 分 22 分 10 時間 26 分 

㉖ 川内村 36 時間 28 分 18 分 11 時間 00 分 

注）図中番号は、準備書図中の予測地点番号に対応している 

 

実際の気象条件を考慮した場合、ドイツの指針値は「年間 8時間を超えない」となっており、

これを参照値とすると、いずれの地点においても参照値を超える予測になりました。このため今

後の事業計画の検討において配置の再検討や機種の検討等を行い、より影響が低減されるよう努

めます。また、参照値を超える住宅の住民の方には事前にご説明をさせていただきます。 

風車の影の影響は「人が感じる不快感」であるため、実際の風車の影の影響の程度を把握する

ため、地元とのコミュニケーションの一環として、市町村の担当の方や住民の方々にヒアリング

をして状況を把握し、本事業からの影響が確認されましたら、弾力的な稼働調整を始め、必要に

応じてカーテンやブラインドの設置や植栽等追加的な環境保全措置を講じます。 

 

※風向ごとの年間の出現時間については表 2に示しますが、風況観測データの結果のため、

非公開と致します。 
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（事業者の見解） 

準備書 p.877に記載のとおり、2 地点で 2個体が確認されています。いずれも対象事業実施区域

外での確認でした。また、p.983 に記載した予測結果のとおり、エノキやエゾエノキについても

触れており、エノキやエゾエノキを含む谷部のケヤキ林は改変しないことから、本種への影響は

小さいものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オオムラサキの確認について（803 ページ） 13.

96 ページの文献その他の資料調査結果について、注目すべき生息地として、風力発電機

No.8～No.11 の予定地のところにオオムラサキの生息地が示されています。オオムラサキに

係る確認状況はどのようになっているか。また、オオムラサキであれば、幼虫の餌となるエ

ノキ等の状況などもあわせて記載し、評価をしていただきたい。 
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（事業者の見解） 

環境保全措置として、以下の内容を追記いたします。 

 

・現地調査結果を踏まえ、クマタカについて、推定した営巣中心域及び飛翔頻度が高い場所に関

しては風力発電設備等の設置を避けた。 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

ヤブツバキクラス自然植生とヤブツバキクラス域代償植生とし、評価書においては適切に記載

いたします。 

 

 

 

 

  

クマタカへの影響を回避したことについて（994ページ） 14.

クマタカへの影響に配慮して風力発電機の設置を避けていることは、回避に当たるので、

環境保全措置に記載してはどうでしょうか。 

文献による植生図について（1001 ページ） 15.

ヤブツバキクラス域の自然植生が 2つあるので修正していただきたい。 
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（事業者の見解） 

重要な植物の確認株数について、評価書においては下表のとおり記載する形にいたします。 

2点目と 3点目ですが、レンゲショウマを例に整理イメージを作成しました。このような表を評

価書には盛り込み、ご指摘いただいた内容等記載していければと考えております。 

 

第 10.1.5-10 表(1) 重要な種（現地調査） 

No. 科名 和名 

対象事業実施区域 選定基準※1 

内 

外 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 改変区域 

内 外 

1 イワヒバ イワヒバ 
 

2 
       

指定 

2 シノブ シノブ 
 

73 30 
      

指定 

3 イラクサ ナガバヤブマオ 
  

215 
   

NE ○ 
  

4 キンポウゲ レンゲショウマ 20 143 51 
   

B ○ 
  

5  コセリバオウレン 
  

100 
   

NE ○ 
  

6 ウマノスズクサ ウスバサイシン 
  

346 
      

指定 

7 ケシ ナガミノツルキケマン 
  

517 
  

NT C ○ 
  

8 ユキノシタ ウメバチソウ 
  

20 
      

指定 

9  ダイモンジソウ 
  

1 
      

指定 

10 バラ ヒロハノカワラサイコ 2 
 

10 
  

VU 
 

○ 
  

11  キビナワシロイチゴ 10 92+ 225+ 
   

C ○ 
  

12  ナンキンナナカマド 
 

118+ 37+ 
   

D ○ 
  

13 カエデ オオイタヤメイゲツ 
  

○ 
   

D ○ 
  

14 イワウメ イワウチワ 
  

700 
      

指定 

15 イチヤクソウ ウメガサソウ 
 

50+ 3+ 
      

指定 

16  シャクジョウソウ 3 93 6 
      

指定 

 

  

重要な種の確認状況について【一部非公開】（1023 ページ） 16.

第 10.1.5-10 表の重要な種の確認状況について、「〇」だけでなく株数の数字を入れると

確認の状況が分かりやすくなります。 

また、実際に改変区域でどういった環境に生育していたかということと、そもそもそれぞ

れの種が一般的な生態としてどういったところにいるものなのかが比較して書かれていれ

ば、改変場所が本来の生育場所であるのかどうかも分かりますし、地点として多いか少ない

かも整理されて分かってくると思います。一つ一つチェックするとそれほど深刻な影響はな

さそうなのですが、少し整理していただきたいと思います。 

関連して、林床の植物などについては改変地点の状況や、近くで改変が行われるのかどう

かといった補足情報も、できれば記載していただきたいと思います。 
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第 10.1.5-10 表(2) 重要な種（現地調査） 

No. 科名 和名 

対象事業実施区域 選定基準※1 

内 

外 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 改変区域 

内 外 

17 ツツジ アカヤシオ  83 30    C ○  指定 

18  コメツツジ  230        指定 

19  トウゴクミツバツツジ 7 172 845+       指定 

20 リンドウ ホソバツルリンドウ  1    VU C ○   

21 ナス ヤマホロシ   6    D ○   

22 ハマウツボ ケヤマウツボ   120       指定 

23 キク シュウブンソウ  50     D ○   

24  センダイトウヒレン  32 29       指定 

25 ユリ ゼンテイカ   20       指定 

26  マイヅルソウ  1,100 50+       指定 

27  マルバサンキライ   ○     ○   

28 ミクリ ヤマトミクリ 
  

1,000 
  

NT C ○ 
  

29 ラン ギンラン 
 

4 1 
   

B ○ 
 

指定 

30  ササバギンラン 1 74 7 
      

指定 

31  シュンラン 
 

4 7 
      

指定 

32  エゾスズラン 1 1 3 
      

指定 

33  オニノヤガラ 
 

3 
       

指定 

34  クモキリソウ 
 

52 18 
      

指定 

35  ジンバイソウ 15 30 22 
      

指定 

36  トンボソウ 
  

5 
      

指定 

37  ハクウンラン 
 

6 
    

B ○ 
  

計 19 科 37 種 8 種 22 種 31 種 0 種 0 種 4 種 14 種 16 種 0 種 23 種 
注：1．選定基準は、第 10.1.5-6 表中の番号に対応する。 

2．種名及び配列は原則として「植物目録 1987」（環境庁、昭和 63 年）に従った。 
3．ヒノキ（選定基準Ⅳの D、選定基準Ⅴに該当）、イワヨモギ（選定基準Ⅲの VU）に該当するが、現地調

査で植栽起源（植林あるいは二次的に発生したもの、法面の種子吹付など）と判断されるため、重要種か
ら除外した。 

4．マルバサンキライは福島県レッドリストの見直し中間案に掲載されているが、他の選定基準には該当せ
ず、現地調査時には重要な種として扱っていない。 

5．数字は確認株数を示し、「+」は株数以上を示す。 
6．オオイタイヤメイゲツは、複数株の確認のため株数を記載していない。マルバサンキライは、調査時に

重要種ではなかったため正確は株数を記録していない。 
 

※レンゲショウマを例にした整理イメージに関しては、非公開と致します。 
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（事業者の見解） 

準備書においては生産者とその内訳（植生等）が同列に記載してありどこから伸びていること

を示すのか等が判断しにくいものとなっていたため図を修正いたしました。 

食物連鎖模式図の前項にあります第 10.1.6-2表動植物の概要（現地調査）において生態系区分を

森林生態系、草地生態系、その他の 3つに分けておりましたので、草地、森林、その他（河川・

沢）の観点より作成いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位消費者

一次消費者

植生・生産者等

環境類型区分

魚類：スナヤツメ類、ド
ジョウ
底生動物：シロハラコカ
ゲロウ、ウルマーシマトビケ
ラ、ヒゲナガカワトビケラ、フ
タスジモンカゲロウ

昆虫類：ギンイチモンジセセリ、イナゴモド
キ、ヨモギハムシ等

昆虫類：エゾミドリシジミ、オオムラサキ、ヒメ
スギカミキリ、ヒメキマダラヒカゲ

鳥類：クマタカ

哺乳類：キツネ　鳥類：ノスリ
哺乳類：カワネズミ
鳥類：カワガラス、ヤマセ
ミ哺乳類：タヌキ

爬虫類：アオダイショウ、ヤマカガシ 哺乳類：カモシカ

爬虫類：ニホンカナヘビ、
シマヘビ
昆虫類：オツネントンボ、
モートンイトトンボ

哺乳類：コウモリ類
鳥類：アカゲラ、ハシブト
ガラス
両生類：アズマヒキガエ
ル、タゴガエル
昆虫類：クロツヤヒラタゴ
ミムシ、コクロナガオサムシ

両生類：カジカガエル、ト
ウホクサンショウウオ
魚類：ウグイ、カジカ
底生動物：カミムラカワゲ
ラ属、ニホンカワトンボ

　哺乳類：ニホンノウサギ 哺乳類：ニホンノウサギ、ニホンリス

鳥類：ホオジロ、カワラヒワ 鳥類：ヒヨドリ、カケス、ヤマガラ、シジュウカラ

草地
（ススキ群落、牧草地、伐採跡地群落等）

森林
（アカマツーアクシバ群落、スギ植林、コナラークリ群落（ミズナ

ラ下位単位）等）
藻類、樹林からの落葉

アカマツ林、落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ・カラマツ植林、草地、低木林 その他（河川・沢）

食物連鎖の模式図について（1082 ページ） 17.

1082ページの食物連鎖図では、「アカマツ林」からすべて上に行っているように見えるの

で、工夫していただきたい。 
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（事業者の見解） 

該当箇所（森林生態系 生産者におけるアカマツの重複）を次表のとおり修正いたしました。 

 

第 10.1.6-2 表 動植物の概要（現地調査） 

大分類 
生態系 

区分 

環境類型 

区分 
生産者 一次消費者 中位消費者 上位消費者 

陸域 

森林 

生態系 

アカマツ林 

落葉広葉樹

林 

スギ・ヒノ

キ・カラマツ

植林 

・アカマツ 

・ケヤキ 

・ミズナラ 

・コナラ 

・スズダケ 

・ミヤコザサ 

・ヒノキ 

・スギ 

・カラマツ 

【哺乳類】 

・ニホンノウサギ 

・ニホンリス 

・カモシカ 

【鳥類】 

・ヒヨドリ 

・カケス 

・ヤマガラ 

・シジュウカラ 

【昆虫類】 

・エゾミドリシジミ 

・オオムラサキ 

・ヒメスギカミキリ 

・ヒメキマダラヒカゲ 

【哺乳類】 

・タヌキ 

・コウモリ類 

【鳥類】 

・アカゲラ 

・ハシブトガラス 

【爬虫類】 

・アオダイショウ 

・ヤマカガシ 

【両生類】 

・アズマヒキガエル 

・タゴガエル 

【昆虫類】 

・クロツヤヒラタゴミ

ムシ 

・コクロナガオサムシ 

【哺乳類】 

・キツネ 

【鳥類】 

・クマタカ 

・ノスリ 

草地 

生態系 

草地 

低木林 

・カモガヤ 

・ススキ 

・ヨモギ 

 

【哺乳類】 

・ニホンノウサギ 

【鳥類】 

・ホオジロ 

・カワラヒワ 

【昆虫類】 

・ギンイチモンジセセリ 

・イナゴモドキ 

・ヨモギハムシ 

【爬虫類】 

・ニホンカナヘビ 

・シマヘビ 

【昆虫類】 

・オツネントンボ 

・モートンイトトンボ 

その他 

その他 

（ 主 に 河

川・沢） 

・藻類 

・樹林からの

落葉 

【魚類】 

・スナヤツメ類 

・ドジョウ 

【底生動物】 

・シロハラコカゲロウ 

・ウルマーシマトビケラ 

・ヒゲナガカワトビケラ 

・フタスジモンカゲロウ 

【哺乳類】 

・カワネズミ 

【鳥類】 

・カワガラス 

・ヤマセミ 

【両生類】 

・カジカガエル 

・トウホクサンショウ

ウオ 

【魚類】 

・ウグイ 

・カジカ 

【底生動物】 

・カミムラカワゲラ属 

・ニホンカワトンボ 

－ 

 

動植物の概要のアカマツについて（1081ページ） 18.

第 10.1.6-2 表でアカマツが 3つ出ていますので、2つ削ってください。 
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（事業者の見解） 

p.1084 L18～19 以降、次のような記載に致します。 

 

以上のとおり、各項目について検討した結果、該当する項目が多かったノスリを上位性の視点で

当該地域の生態系を代表する種に選定した。なお、クマタカについては、動物の項において、営

巣環境や採餌環境の解析を実施し、影響予測及び評価を行っている。 

 

 

 

 

 

 

  

クマタカの評価の記載について（1084ページ） 19.

クマタカの情報について詳細に整理しているので、生態系の 1084 ページに、クマタカは

動物の項で採餌環境・営巣環境について評価していることを記載してはどうでしょうか。 
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（事業者の見解） 

以下のとおり、情報を追記いたしました。評価書においてはこのような記載といたします。 

 

第 10.1.6-10 表 ノスリの採餌行動にかかる環境要素 

環境要素 選定理由と内容 データ取得方法 

V1 落葉広葉樹林面積 選定理由：生物の生息基盤である環境類型は、餌動

物の分布や環境の違いによるノスリの採餌のしやす

さに影響すると考えられることから、環境要素とし

て選定した。 

内容：調査範囲内の植生タイプは針葉樹林、落葉広

葉樹林、草地、伐採跡地、耕作地等（その他の住宅

地も含む）の 5タイプの環境類型に分類した。各メッ

シュ内に存在する各環境類型区分の面積を解析に用

いた。 

現地調査結果をもと

に GIS により算出し

た。 

V2 アカマツ林面積 

V3 
スギ・ヒノキ・カラマツ

植林面積 

V4 低木林面積 

V5 草地面積 

V6 その他面積 

V7 
メッシュの中央点から半

径 250m範囲の草地面積 

選定理由：既存文献資料によると、本種は開けた場

所で狩りをすることが多いとされていることを踏ま

え、餌場となりうる環境の広がりは採餌・探餌効率

に影響すると考えられることから、環境要素として

選定した。 

内容：餌場となる草地（牧草地、ヨモギ群落、ササ

群落、ノリウツギ群落、針葉樹新植地、水田雑草群

落、畑雑草群落）の広がりを示す、メッシュの中央

点から半径 250m 範囲の草地面積合計を解析に用い

た。 

現地調査結果をもと

に GIS により算出し

た。 

V8 植生高 

選定理由：各メッシュの植生高の高低は、餌となる

ネズミ類の探餌及び採餌のしやすさに影響すると考

えられるため、環境要素として選定した。 

内容：航空測量データのある調査範囲については各

メッシュ内に含まれる植生高データの中央値を用い

た。航空測量データのない調査範囲については各

メッシュで優占する群落の植生高（各群落の植生高

は航空測量データから求めた中央値を使用）を用い

た。 

航空測量をもとに

GISにより算出した。 

V9 平均標高 

選定理由：標高の高低は土地利用や人為的影響の程

度に影響し、ひいては餌生物の分布及び量及びノス

リの採餌及び探餌頻度にも影響すると考えられるた

め、環境要素として選定した。 

内容：対象事業実施区域を含む稜線は調査範囲内の

地形の起伏について、メッシュ内の平均標高（m）を

既存の数値標高モデ

ル（10mメッシュ）を

もとに GIS により算

出した。 

ノスリの採餌環境について（1097 ページ） 20.

1098 ページの営巣環境に比べて、MaxEnt で解析している採餌環境の方は、ノスリの採餌

にとってどういう意味かあるのかが余り書かれていないので、補足しておいた方がいいと思

います。 
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算出し、解析に用いた。 

 

第 10.1.6-10 表 ノスリの採餌行動にかかる環境要素 

環境要素 選定理由と内容 データ取得方法 

V10 傾斜角度 

選定理由：ノスリは木の枝にとまるか、帆翔しなが

ら探餌し、停空飛翔で狙いを付け急降下し狩りを行

う。傾斜角度により餌場を見渡せる範囲に影響する

と考えられたため、環境要因として選定した。 

内容：調査範囲内の地形の起伏について、メッシュ

内の傾斜角度を算出し、解析に用いた。 

既存の数値標高モデ

ル（10mメッシュ）を

もとに GIS により算

出した。 

V11 斜面方位 

選定理由：斜面方位は土壌の乾湿等の変化をもたら

し餌生物の利用場所に影響すると考えられたため、

環境要因として選定した。 

内容：調査範囲内の地形の起伏について、メッシュ

内の斜面方位（度）を算出し、解析に用いた。 

既存の数値標高モデ

ル（10mメッシュ）を

もとに GIS により算

出した。 

 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

以下のとおり、内容を追記いたしました。 

 

ニホンノウサギは多種多様な植物を採食するため、生育しているすべての植物を調査対象とし、

ニホンノウサギの採食できる範囲にある植物の被度及び平均高を記録した。採食できる範囲は、

ニホンノウサギの一般的な体長から高さ 50cmと想定した。また、草本類と木本類を区別して記録

した。調査地区は調査地域の植生等を考慮して設定することとし、各調査地点において 3～6の調

査区画（各調査区画は 1m×1mとした）を設定した。 

なお、ニホンノウサギは多様な植物を採食するが、既存資料（大津，1977）ではマメ科植物や

ハコベ等、好んで採食するものや、松木ほか（2008）で示唆されているとおりハイイヌガヤ等あ

まり採食しない植物も存在する可能性があるが、ここでは重み付けせず、すべての植物を調査対

象とした。 

 

参考 

大津正英（1977）日本の哺乳類(14) 兎目ウサギ科ノウサギ属 トウホクノウサギ．哺乳類科学 35，13-30． 

松木吏弓・阿部聖哉・島野光司・竹内亨・梨本真（2008） 植物 rbcL遺伝子データベースの構築と植食性動物の食性解析への

適用．日本生態学会誌 58(2)，105-112． 

ノウサギの餌について（1121 ページ） 21.

ニホンノウサギの餌調査において、「全ての植物を調査対象とし」と書かれているが、ウ

サギがどういう餌をメインで食べているかという情報は記載いただいたほうがよいのでは

ないか。 
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（事業者の見解） 

第 10.1.6-19 表の注 2の期待値が 0.083となっていますが、0.077 が正しいです。第 10.1.6-20

表の注 2の期待値が 0.083 となっていますが、0.2が正しいです。評価書においては適切に記載

いたします。 

 

 

  

ノウサギの確認状況について（1124 ページ） 22.

1124 ページ第 10.1.6-19 表と 1125 ページ第 10.1.6-20 表の注書きの期待値がおかしいの

で、修正していただきたい。 
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（事業者の見解） 

個々のパラメータの動きについては解析メッシュサイズにより異なってくるものと考えます。

準備書においてはメッシュサイズを 50mとしています。別添資料 23にメッシュサイズを 100m、

200m、400m とし解析した結果を示します。使用したパラメータは基本的に同じものとしています

（ただし、メッシュの中央点から半径 250m範囲の草地面積は、メッシュサイズ 200m、400mでは

草地面積そのものとほぼ同様になるため、割愛しました）。両種の各メッシュサイズでの解析結

果について以下に纏めました。また、ご指摘では触れられておりませんが、各パラメータの動き

については寄与度も加味し重み付けした評価が必要と考えます。したがい、寄与度が高い 3パラ

メータに着目し考察しました。 

 

-------------------------------- 

◇クマタカ 

◆100m メッシュ（AUC：0.958） 

・寄与度の上位 3つは、平均標高（55.7%）、植生高（18.7%）、アカマツ林面積（10.4%）となっ

MaxEnt のパラメータについて（別添資料 Q33）【一部非公開】 23.

別添資料 Q33-1 クマタカの各環境要因と採餌行動出現率との関係について 

①採餌行動の出現率は草地面積が多くなると高くなる 

②アカマツ林やスギ等の植林面積が多くなると採餌行動出現率は低下する 

③植生高が高くなると採餌行動出現率は高くなる 

④低木林面積はそれほど傾向が明確ではない 

⑤メッシュ中央点から半径 250m範囲の草地面積はほとんど影響ない 

 

①と②から採餌行動の出現率の高いのは森林よりも草地となる 

③では植生高が高い方（樹林）が採餌行動出現率は高い（矛盾していませんか？） 

 

別添資料 Q33-2 ノスリ 

①植生高が増加すると採餌行動出現率が低下する傾向にある 

②落葉広葉樹林の面積が増大する方が採餌行動はやや増加する傾向にある 

③草地面積や低木林面積アカマツ林やスギ林等の面積はそれほど大きな影響を与えない

傾向にある 

 

どの要素をとっても決め手になるような反応になっていないようです。要するにパラメー

タを工夫しないといけないのではないでしょうか？ 

 

矛盾した論理あるいは明確な反応が得られない状況で採餌環境好適性区分図を作成した

場合の解釈はどのようにするのか要説明だと考えます。 
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た。 

・平均標高については低～中標高の所で採餌行動出現率が高まる傾向があった。植生高について

は高くなるほど採餌行動出現率が高まる傾向があった。アカマツ林面積について分布していな

い箇所で採餌行動出現率が高まる傾向があった。 

・パラメータの傾向は 50m メッシュ時と大きな変化がなく、現地で見られたとおり、斜面地の樹

林地を中心とし採餌行動が確認されていることを反映した結果となっていると考えられる。ご

指摘にある草地面積について寄与度は 0.1%と低くなっていること、草地の広がりを示すメッ

シュの中央点からの半径 250m範囲の草地面積も値が大きくなるほど採餌行動出現率が低下す

る傾向にあることから、ご指摘のように草地の方が採餌行動の出現率が高いというわけではな

いことを示していると考えられる。 

 

◆200m メッシュ（AUC：0.958） 

・寄与度の上位 3つは、平均標高（58.0%）、植生高（21.5%）、アカマツ林面積（13.6%）となっ

た。 

・標高が高くなるほど、採餌行動出現率が低下し、植生高はより高い所で採餌行動出現率が増加

する傾向にあった。逆に植生高が低い場所では採餌行動出現率が低くなる傾向があった。アカ

マツ林面積は分布しないか、もしくはメッシュ内がすべてアカマツ林である場合は採餌行動出

現率が高い傾向があった。ご指摘にあった草地面積は変わらず寄与度は低いが（0.1%）、パラ

メータの動きは 50mや 100m メッシュの際とは異なっている。 

 

◆400m メッシュ（AUC：0.950） 

・寄与度の上位 3つは、平均標高（49.2%）、植生高（31.2%）、傾斜（9.9%）となった。 

・200m メッシュのときとパラメータの動きは大きく変化がなく、標高が高くなるほど、採餌行動

出現率が低下し、植生高はより高い所で採餌行動出現率が増加する傾向にあった。逆に植生高

が低い場所では採餌行動出現率が低くなる傾向があった。傾斜については急であるほど採餌行

動出現率が増加する傾向にあり、本メッシュサイズでは寄与度も高くなっていた。 

 

⇒クマタカについて、樹林地を広く餌場として利用しているという現地の状況や、生態的に採餌・

探餌行動が確認しづらく、これらが確認された箇所数も少ないことから、メッシュサイズが小

さすぎると推定される結果に偏りが生じてしまう可能性が考えられる。そのため、本事業にお

いては、100m もしくは 200m メッシュであれば現地の状況をより反映できる可能性があると考

えられる。 

 

 

◇ノスリ 

◆100m メッシュ（AUC：0.867） 

・寄与度の上位3つは、メッシュの中央点から半径250m範囲の草地面積（45.9%）、平均標高（23.2%）、

植生高（10.8%）となった。 
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・メッシュサイズ 50mのときと各パラメータの動きについて大きな変化はない。現地の状況を反

映し、周辺に草地が広がる場所での採餌行動が卓越していることを反映し、メッシュの中央点

からの半径 250m範囲の草地面積の寄与度が高くなっていると考えられる。植生高についても低

い所で採餌行動出現率が増加する傾向にあり、現地状況をよく反映していると考えられる。河

野部会長よりご指摘あった広葉樹林面積でやや採餌行動出現率が増加している点については、

草地周辺の広葉樹林でも探餌と思われる行動が確認されていることを反映してやや増加してい

るものと考えられる。解析メッシュサイズの面積が小さいため、メッシュ内草地面積の寄与よ

りも、周辺の広がりを示すメッシュの中央点から半径 250m範囲の草地面積の寄与が高くなって

いると考えられる。この傾向は 50mメッシュでも同様である。 

 

◆200m メッシュ（AUC：0.858） 

・寄与度の上位 3つは、草地面積（28.8%）、平均標高（26.6%）、傾斜（13.8%）であった。 

・草地面積が増加するほど採餌行動出現率が増加する。一方で植生高（メッシュ内で取得した値

の中央値を採用）は、低い所で採餌行動出現率が最も高くなるのではない傾向であった。これ

はメッシュサイズが大きく、草地など小面積の環境の植生高をうまく反映できていないためと

考えられた。傾斜の寄与度が高いのは、草地や耕作地などが広がる場所は傾斜が緩いため、こ

れが要因となり採餌行動出現率への寄与が高くなっていると考えられる。 

 

◆400m メッシュ（AUC：0.806） 

・寄与度の上位 3つは、傾斜（52.0%）、草地面積（23.0%）、植生高（9.5%）であった。 

・事業地周辺に広がる草地は広がりが小さく小面積で分布しているものが多い。そのため、植生

高について、あるメッシュ内に草地が含まれている場合でも、メッシュサイズが大きいため、

そのメッシュに樹林地が含まれるため、値は高くなることから、一様的なパラメータの動きと

なっていると考えられる（なお、植生高はメッシュ内で取得した値の中央値を採用している）。

傾斜の寄与度が高いのは、草地や耕作地などが広がる場所は傾斜が緩いため、これが要因とな

り採餌行動出現率への寄与が高くなっていると考えられる。 

 

⇒50m 及び 100mメッシュいずれも現地での確認状況と整合すると考えられるが、50m メッシュで

の解析結果の植生高のパラメータの動きは現地での状況とよく整合していると考えられる（谷

地に伸びる小面積の水田や耕作地を反映できている可能性が考えられる）。50mメッシュでは、

植生高が低い所で採餌行動出現率が増加し、また、草地付近の広葉樹林で探餌している状況を

反映し、樹高 15m程度の箇所でも一部増加する傾向が認められていることから、より現地の状

況にそくした形となっていると考えられる。 

200m 及び 400mはメッシュサイズが大きく、主な餌場として利用されている草地環境がうまく

反映できていない可能性が考えられた。 

-------------------------------- 

 

これらから、事業地の状況や対象とする種に応じて、メッシュサイズについても変更し、評価
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書において修正した結果を記載致します。また、各パラメータの寄与度を踏まえ、各パラメータ

の図を参照できるよう、評価書では表現を工夫します。なお、現時点において解析メッシュサイ

ズは、クマタカは 100mメッシュ、ノスリは 50mメッシュを採用予定です。 

なお、ご指摘にあるとおり、比較的当てはまりよくモデリングできている場合でも、パラメータ

の動きについて現地での各種の確認状況等を踏まえて考察を加え、よりわかりやすくなるよう評

価書で修正してまいりたいと考えております。今後の案件において、例えば、当てはまりよくモ

デリングできない場合等については、メッシュサイズだけでなく、ご指摘にあるとおりパラメー

タについても検討していくことが重要であると考えます。 

 

 

※生息地保全の観点から別添資料Ｑ23 推定結果は非公開と致します。 
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（事業者の見解） 

見直した組成表を別添資料 22にて添付します。 

森林群落の組成表はアカマツ林・コナラ林とその他の広葉樹林、植林の 3つに分割しました。 

評価書ではこの見直した内容に修正いたします。 

 

（追加質問） 

・アカマツ林について、修正前と後とでは群落名が違うものがあります。 

「27.廃棄物の伐採木について」の回答との整合が取れなくなりますので、元の名称に戻してくだ

さい。 

修正前：A-4アカマツ植林（典型下位単位） 

修正後：A-3 アカマツ－コナラ群落（典型下位単位） 

→A-3アカマツ植林（典型下位単位）とする 

 

しかし、「27」の回答の表では「アカマツ植林（ミズナラ下位単位）」の改変面積・伐採量が記

されており、これは修正前の「A-3 アカマツ植林（ミズナラ下位単位）」を指しています。しか

し、修正後は修正前の「A-2」と「A-3」の下位単位区分をやめて、両者を合わせたものを「A-2

アカマツ－コナラ群落（ミズナラ下位単位）」としていますので、計算が合わなくなる可能性が

あります。 

 

・上述の修正後：A-3アカマツ－コナラ群落（典型下位単位）→A-3 アカマツ植林（典型下位単位）

は、植林であるので、他の植林と一緒にする。 

 

・「ブナクラスの種」にあげられている中に、そうでないものがあります。 

フジ、モミジイチゴ、ヒカゲスゲ、イヌヨモギ、アズマネザサ、ヤマハッカ、オニドコロ、ミズ

ヒキ、シュンラン、ツルアリドオシ、アマチャヅル、 

 

・「その他の種」の中に「ブナクラス」の種があります。 

ヤマツツジ、サワフタギ、オニイタヤ、エゴノキ、オオバショウマ、アブラチャン、ウスノキ、

シロヤシオ、メグスリノキ、コブシ、キタコブシ 

群落組成表について（資料編 393ページ） 24.

 以下の内容について、検討していただきたい。 

・ケヤキ以下は別の表で組んだ方がいい。 

・A-3、A-2 はほとんど組成か変わらないので、同じ群落として扱っていい。 

・A-2 の 71については、場所を変えた方がいい。そのほかについても再度検討願いたい。 
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・コブシとキタコブシの関係は大丈夫か。米倉の「日本維管束植物目録」では、キタコブシはコ

ブシの異名で扱われている。図鑑や研究者によっても見解が異なり違いはよく分からない。 

 

（事業者の見解） 

1点目について、部会でのご指摘を踏まえ修正した群落名を採用することとし、質問 No.27の伐

採量の表を修正いたしました。 

2点目について、部会でのご指摘を踏まえ、植林としてアカマツ林は区分しない方向としました。 

3点目、4 点目について、ご指摘いただいた内容を修正いたしました。 

5点目について、コブシに統一することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

評価書においては当該項目を削除いたします。 

 

 

 

 

 

 

（事業者の見解） 

該当箇所を次項のとおり修正いたしました。 

 

  

希少植物の MaxEnt の記載について（資料 294ページ） 25.

希少植物で MaxEnt の解析をしているのは少し問題があると考えています。ここのモデル

を載せた方がいいか再考していただきたい。 

群落組成調査票のコハコベの記載について（補足説明資料別添資料 Q31 17ページ） 26.

群落組成調査票のコハコベの図面がマハコベとなっているので、修正してください。 
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表 37（17） 群落組成調査票 

  

水田雑草群落 調査年月日

№ 17 調査地 福島県 川内村 早渡 図幅  

(地形)　平地 (風当)  強  ･  中  ･  弱 1:5万 浪江　左下

(土壌) 沖積 (日当)  陽  ･  中  ･  陰 (海　抜) ｍ

(土性) (土湿) 乾 ･ 適 ･ 湿 ･ 過湿 (方　位)

(傾　斜) ゜

(胸径) (面　積) 1 × 1 ㎡

Ⅰ 高 木 層 ｍ ％ cm 　(備考） (出現種数) 種

Ⅱ 亜高木層 ｍ ％ cm GPS011

Ⅲ 低 木 層 ｍ ％ cm

Ⅳ 草 本 層 0.1 ｍ 10 ％ コハコベ cm （稲刈り後の田んぼの中）

階 被 群 階 被 群 階 被 群

層 度 度 層 度 度 層 度 度

Ⅳ 1 2 コハコベ

+ 2 アメリカアゼナ

+ 2 ノミノフスマ

+ 2 キカシグサ

+ 2 イヌガラシ属の一種

+ オモダカ

+ イヌタデ

+ スギナ

+ イヌホタルイ

+ イヌビエ

+ ヘラオモダカ

11

植　物　名 植　物　名 植　物　名

[土壌]

ポド性：ポドゾール性土　 褐森：褐色森林土 　赤：赤色土　 黄：黄色土　 黄褐森：黄褐色森林土　 アンド：火山灰土壌（黒色土壌）　 グライ：グライ土　 擬グライ：擬グラ

イ土　 沼沢：沼沢土 　 沖積：沖積土　 高湿草：高山湿草地土　 非固岩屑：非固結岩屑土　 固岩屑：固結岩屑土　 水面下：水面下土壌　 その他

[土性]

礫　　砂礫　　砂土　　砂壌土　　壌土　　シルト質壌土　　埴壌土　　重壌土

群 落名 2016年10月20日

421

-

L

(階 層) (高さ) (植被率) (優占種)
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（事業者の見解） 

各植物群落の改変区域面積及び伐採量は以下のとおりです。 

 

群落名 
改変区域面積 

（ha) 

伐採量 

（m3） 

コナラ－クリ群集（ミズナラ下位単位） 12.6 2,974.22  

アカマツーコナラ群落 32.99 7,787.26  

スギ植林 2.13 502.79  

ヒノキ植林 1.31 309.22  

伐採跡地群落 0.79 186.48  

ススキ群落 0.06 14.16  

放棄畑雑草群落 0.04 9.44  

放棄水田雑草群落 0.15 35.41  

合  計 50.07 11,819.00  

 

 

 

 

 

 

  

廃棄物の伐採木について（1245 ページ） 27.

伐採木の量について、何がどの位切られるのか内訳を記載してください。 
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【説明済み資料】 

 

 

（事業者の見解） 

縦断面図及び横断面図（下図風車 No.7～No.21の区間）を別添資料 Q28に示します。 

 

  

改変区域の断面図について 28.

風車ヤード、新設道路、土捨て場の代表的な地点について、土工の構造が分かる図面（横 

断図、縦断図等）を記載してください。 

 

【電力安全課共通指摘事項】 
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（事業者の見解） 

所属については、準備書 p8.2-1(331)～p8.2-6(336)の第 8.2-1表(1)～(5)に記載しておりま

す。 

※氏名については別添資料 Q29に示しますが、個人情報保護の観点から非公開資料とさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

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 30.

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）と測定環境の状況が

分かる現地写真を見せてください。 

 

※準備書 p8.2-28(358) 

【電力安全課共通指摘事項】 

 

（事業者の見解） 

大気環境の現地調査地点における大縮尺の図及び写真を別添資料 Q30に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

専門家等の意見について【非公開】 29.

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） 

 

※準備書 p8.2-1(331)～8.2-6(336) 

【電力安全課共通指摘事項】 
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植生調査票、組成表及び植生断面図について 31.

代表的な（自然度の高い）植生については、植生断面図（高さの目盛り付き）を示してく

ださい。 

【電力安全課共通指摘事項】 

 

（事業者の見解） 

植生調査票及び植生断面模式図を別添資料 Q31に示します。 

組成表につきましては準備書 参考資料 Ⅲ植物・植生 資料 17群落組成表を参照下さい。 

また、植生調査票の調査地点及び群落名に一部間違いがありましたため、上述の別添資料で

は修正したものをお示ししております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各環境要因と採餌行動出現率の関係について 32.

 

 

（事業者の見解） 

準備書中において示しておりました各環境要因と採餌行動出現率のグラフにつきまして、凡例

に誤記がありました。申し訳ありませんでした。修正させていただいたものを別添資料 Q32-1及

び Q32-2 に示します。 
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各環境要因について 33.

 

 

（事業者の見解） 

クマタカ及びノスリの採餌環境の好適性の推定において使用した各環境要因の状況を図示し

ました。別添資料 Q33-1及び Q33-2 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位性餌量調査結果の修正について 34.

 

 

（事業者の見解） 

p10.1.6-36～p10.1.6-37に示す表中の表記に間違いがありましたため下記のとおりさせて

いただきました。修正した表を別添資料 Q34にお示しいたします。 

 

誤：ニホンノウサギ 

正：アカネズミ 
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放射線の量の調査結果について【非公開】 35.

 

 

（事業者の見解） 

放射線の量の調査結果を別添資料 Q35に示します。自治体からの要望で非公開資料とさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事中の放射線対策について【一部非公開】 36.

 

 

（事業者の見解） 

工事中の放射線対策について別添資料 Q36に示します。自治体からの要望で調査結果の表は、

非公開資料とさせていただきます。 
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