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1. 対象事業実施区域の設定と風車配置の関係について【方法書 P6】 

 対象事業実施区域の境界線上に風車が配置される予定となっている。事業対象区域の設定

と配置との関係を説明されたい。 

（事業者の見解） 

 風車の回転域が事業対象区域の境界に近接しているため、図面では境界線付近に印をつけてい

ますが、風車は事業対象区域内に配置いたします。 

 

2. 対象事業実施区域の設定について【方法書 P6】 

 配慮書段階では事業対象区域の中央部は事業対象区域ではなかったが，この部分を事業対象

区域に含めることとなった経緯を説明されたい。 

（事業者の見解） 

 建設工事において中央部を通る町道を通行しますが、ブレード等の大型部材を輸送する際に道

幅の拡幅等の改変が必要となる場合も想定されるため、事業対象区域に含めることといたしまし

た。 

 

3. 風車配置変更の経緯について【方法書 P8】 

 配置計画について，11～14 号機の予定位置は配慮書段階では設置予定となっていない。この

場所に配置することになった経緯の説明が必要と考えます。 

（事業者の見解） 

 方法書（P.336）に記載の通り、事業実施想定区域（配慮書段階）の南西部の風況が芳しくない

ことが判明したため、南西部に設置予定としていた風力発電機を南側へ移しました。 

 

4. 風車を設置するエリアの拡大図について【方法書 P8】 

 事業対象区域，特に風車を設置するエリアの拡大図を示されたい。 

（事業者の見解） 

 次のページにエリアの拡大図を示します。 
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                          新設道路並びに拡幅予定の 

既存道路のエリア拡大図 
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5. 道路工事計画について【方法書 P16】 

 主要な走行ルートは示されているが，風車間を連携する作業用の道路あるいは管理用道路の

設定はどのようになるのかわかりません。具体的に道路工事計画を示していただけなければ方

法書としての的確な議論はできません。 

（事業者の見解） 

 工事用仮設道路の位置、改変を伴う管理用道路につきましては、現在詳細検討中のため、すべ

てをお示しすることはできませんが、前ページの図中に新設道路並びに拡幅予定の既存道路の計

画図をお示しいたしました。 

 

6. 風車及びアクセス道路の配置計画について【方法書 P16】 

 風車、アクセス道路の配置などが定まらないと、調査手法、調査地点位置の適否が判断しに

くく、また、特に、風車、道路の配置などに大きな変更があった場合、再調査・再予測、アセ

スの後戻りが必要となることもあり得る。準備書までに計画が固まることを望みます。 

（事業者の見解） 

 なるべく早期に計画を固めるよう努めます。 

 

7. 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【方法書 P243, 245】 

 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もらいたい。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

していただきたい。 

（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。 

 

8. 環境騒音を支配する音について【方法書 P239, 241, 243, 245】 

 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

てもらいたい。特に川の流水音には注意を払うこと。 

（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。 

 

9. 低周波音（超低周波音を含む）の測定について【方法書 P243, 245】 

 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ること。 

（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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10. 風力発電機の音響性能について【方法書 P243, 245】 

 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)の算定と評価を行うこと。

さらに A 特性 1/3 オクターブバンド分析結果、Swish 音に関する特性評価を示すこと。 

（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できるよう努めま

す。 

 

11. 水質基準の引用文献について【方法書 P120】 

 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］になっている。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

て至近の改正状況についても記載してください。 

（事業者の見解） 

 最新の環境基準をフォローしていることを明確にするため、至近の更新年を記載します。 

例：「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、最終改正：平成 28

年 3 月 30 日） 

 

12. 水環境の表について【方法書 P251】 

 谷筋（沢）を経て沈砂池排水が本流筋に流入する可能性があるので、谷筋へ排水が到達しな

いようご配慮ください。事業実施区域内および周辺域に谷（沢）や湿地帯があれば、253p.の図

にそれらの位置も示してください。 

（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。なお、現時点で新たに確認された沢や湿地はございません。 

 

13. 水質調査地点の設定根拠について【方法書 P252】 

 調査地点は風車位置や降水の流出経路などから沈砂池排水の流入が想定される地点（地域）

に近い場所に設定するのが適切です。「濁水が流入する可能性がある河川」とするだけでなく、

地点設定根拠をより具体的に示してください。 

（事業者の見解） 

方法書には、現地踏査結果を元に、橋等の採水可能地点を抽出し、調査地点として設定してお

ります。ご指摘を踏まえ、現地調査を行う際には、沈砂池排水の流入が予想される上流側で、調

査員が立ち入り可能な範囲で調査を実施する予定です。 

 

14. 簡易水道水源への影響の調査及び予測手法について【方法書 P297】 

知事意見および見解のNo.７ 

 簡易水道水源への影響の調査手法、予測手法を具体的に示してください。 

（事業者の見解） 

調査としては、関係機関へのヒアリング及び現地調査により、水源の位置や種別、浄水施設の

能力を把握します。事業の実施に伴い、当該水源へ濁水が到達するかどうか、またその SS を予

測します。 
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15. 対象事業実施区域周囲のミクロな渡りについて【方法書 P256～】 

 主要なルートは資料等で確認されていると思いますが，この地点の周辺を対象としたミクロ

な渡りあるいは飛翔ルートはどのようになっているのか把握されていますか？ あるいは専

門家等の関係者の意見はどのようになっているのか紹介ください。 北の折爪岳の方から尾根

筋に風車が設置されるようになり，宮古岩泉の計画地点との間の谷筋を飛翔するルートが本計

画によって将来影響を受けることも想定されると考えます。 

（事業者の見解） 

 ヒアリングからは、南北方向への渡り移動が見られると伺っております。しかしながら、この

地点の周辺を対象としたミクロな状況は把握できておりません。また、尾根上を利用する種、谷

筋を利用する種などの違いがあることから、尾根筋を中心に設置される風車による影響が予測さ

れるのは、尾根上を利用する種と考えております。なお、宮古岩泉案件の計画との間の谷筋に限

れば、東西の距離で 7.5km 以上の離隔はあり、影響は少ないものと想定されるのではないでしょ

うか。 

 

16. コウモリ類の捕獲調査地点設定について【方法書 P256～】 

 コウモリ類の捕獲調査地点が風車設置予定の尾根筋にはないので北側および東側の尾根筋

上にも調査点を追加されたい。 

（事業者の見解） 

 東側の尾根上には、車が通れる道がないことから、捕獲用のハープトラップの運搬が困難なた

め、調査地点を決めておりません。ただ、樹高棒などによる、高度の録音調査を実施する予定で

す。 

 

17. ラインセンサスの目的について【方法書 P256～】 

 ラインセンサスの目的を明確にされたい。また，データの解析結果の提示方法をよく検討し

た上で，定量性の担保をどのようにはかるか，調査前によく検討されたい。特に，工事前，工

事中，稼働中（稼働後）にデータを定量的に比較できるようにしておく必要があると考えます。 

（事業者の見解） 

 今回のラインセンサスは、風車の設置が想定されている尾根筋、及びその尾根筋から距離が離

れるような谷筋に設定してみました。尾根筋のラインは、「風車や管理道の設置による改変によ

る、鳥類相の変化を見る。」、「谷筋のラインは、改変区域からの距離による、鳥類相の変化を

見る。」ことを考えて設置しています。現在、他案件においてスポットセンサスのご提案が出て

おりますので、ライン上にスポットを設定して、整理していくことも可能と考えております。 
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18. 渡り鳥の調査点の視野範囲図について【方法書 P256～】 

 渡り鳥の調査点の視野範囲図を示されたい。 

（事業者の見解） 

 視野範囲図は以下のとおりです。 
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視野範囲図 1（St.1） 
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視野範囲図 2（St.2） 
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視野範囲図 3（St.7） 
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19. イヌワシ餌種・餌量調査の記載について【方法書 P276】 

 イヌワシ餌種・餌量調査のヘビ、ヤマドリについては、いずれも「確認された位置を記録し

た」と過去形になっています（p.278 も同様）。それらについてだけ、現況調査を行ったので

しょうか？  

（事業者の見解） 

「記録する」として、準備書以降において、適切に修正いたします。 

 

20. イヌワシの餌資源調査手法について【方法書 P278】 

 イヌワシの餌資源としてのノウサギの調査方法ですが、1 年間、糞粒法のみをもちいるので

しょうか？ 他事業では、冬期の積雪期に INTGEP 法を用いることが多いようです。 

（事業者の見解） 

 記載が漏れておりましたが、INTGEP 法の採用を想定しております。。生態系上位性の餌種・

餌資源調査で調査期間を一年間としているのは、冬を INTGEP 法として想定してのことでした。

準備書以降に適切に記載します。 

 

21. 魚類及び底生動物調査地点設定根拠について【方法書 P261】 

第 6.2‐2 表(32) 魚類及び底生動物調査地点設定根拠 

 調査地点設定根拠をより具体的に記載してください。 

（事業者の見解） 

 水質調査を同じ地点として設置しております。いずれも改変される場所を上流部にかかえてお

り、影響が予測されることから、選定しております。 

・Ｗ１：対象事業実施区域の改変が想定される場所の西側から北側部の集水する３河川が鼠入川

に合流する付近であり、いずれの河川も上流部に、昨年の豪雨災害により進入ができない場所が

あること、川へのアクセスが安全であることから設定した。 

・Ｗ２：対象事業実施区域の内部の集水する猿沢川にあたり、改変が想定される場所の集水部付

近に設定した。 

・Ｗ３：対象事業実施区域の東側部の集水する河川の松屋敷川にあたり、昨年の豪雨災害により

進入が止められている場所に設定した。 

・Ｗ４：対象事業実施区域の南側部の集水する２河川が岩穴川に合流する付近であり、平方川は

すぐ上流で、昨年の豪雨災害により進入ができない場所となっていることから、合流付近に設定

した。 
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22. 現存植生図の拡大図について【方法書 P68, P271～】 

 配置計画とも関係しますが，現存植生図の凡例の拡大図よりも，配置予定地点と植生型との

識別が可能な拡大図面を用意されたい。 

（事業者の見解） 

植生図を 3 万にて拡大した図は、次々ページのとおりです。 
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図(1) 文献その他の資料調査による現存植生図(第 6～7回植生調査)全体図 

「環境省自然環境局生物多様性センター生物多様性情報
システム 第 6 回（平成 11～16 年度）・第 7 回（平成
17年度～）1/25,000植生図 自然環境保全基礎調査植
生調査情報提供 HP」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 6
月） 

より作成 

※凡例は後ページ 

拡大図 1 

拡大図 2 
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図 (2) 文献その他の資料調査による現存植生図(第 6～7回植生調査)拡大図 1 

 

 

※凡例は後ページ 
「環境省自然環境局生物多様性センター生物多様性情報

システム 第 6 回（平成 11～16 年度）・第 7 回（平成
17年度～）1/25,000植生図 自然環境保全基礎調査植
生調査情報提供 HP」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 6
月） 

より作成 
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図(3) 文献その他の資料調査による現存植生図(第 6～7回植生調査)拡大図 2 

 

 

※凡例は後ページ 
「環境省自然環境局生物多様性センター生物多様性情報

システム 第 6 回（平成 11～16 年度）・第 7 回（平成
17年度～）1/25,000植生図 自然環境保全基礎調査植
生調査情報提供 HP」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 6
月） 

より作成 
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植生図凡例 
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23. 岩手県の保全区分に対する配慮について【方法書 P84, P271～】 

 岩手県の保全区分 B に該当するエリアに 11 基が配置予定となっているが，配慮書段階での

評価結果では改変の最小化を検討する，必要に応じて環境保全措置を検討するとしている。し

かし，方法書段階では具体的な改変計画が示されていないことから，改変が最小化されている

かどうかも判断できない。 

（事業者の見解） 

 保全区分のＢとＣに該当する内容は、以下のとおり、 

Ｂ：①自然度の高い重要な植生を含む地域 

②重要な動植物種が生育・生育する地域 

③特に重要な地形・地質・自然景観が存在する地域 

Ｃ：①二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 

  ②Ｂと同じ 

  ③Ｂと同じ 

となっております。 

②の重要な動物として、イヌワシの生育地としては、全てが含まれていると考えており、区分

の違いが出てくるのは、①の植生によるものと考えられます。 

そこで見てみると、方法書 4.3-22 の環境省（第 2～5 回）の植生図からは、保全区分Ｂとなる

メッシュ部分には、ブナクラス域自然植生の「チシマザサ－ブナ軍団」や代償植生にはなるもの

の自然度の高い「シバ群団」が存在しており、保全区分Ｂの内容①による自然度の高い植生を含

むことから保全区域がＢになっていると想定されます。しかしながら、22.に示した最新の環境省

（第 6～7 回）の植生図では、西側はカラマツ植林や伐採跡地群落、南東側はダケカンバ群落となっ

ており、いずれも代償植生の群落が示されており、現在の状況としては、保全区分Ｃになると想

定しております。最新の植生図は、方法書の作成時は一般には提示されておらず、補足説明資料

での提示となりました。また、ヒアリングからチシマザサ－ブナ群団はダケカンバ群落に置き換

わっている状況を聞いていたことから、事業の計画は実際に近いものを示して、方法書を作成し

ております。なお、改変計画は準備書においてお示しし、できる限りの改変の最小化を検討して

まいります。 
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24. 植物調査地点設定根拠（植生）に関して【方法書 P273-275】 

 植生調査地点をあらかじめ設定されていますが、これらについては、あくまでも目安として

の設定にしていただきたい。実際の現地調査では、事前には分からなかった様々な植生情報が

入ってきますので、予定調査地を変更することも生じます。また、同じ植生単位でも、特にミ

ズナラ林などは地形に応じて下位単位レベルで種組成が変化しますので、設定している植生調

査区の数にこだわらず、それ以上の数の調査を心掛けていただきたいと思います。 

キタコブシーミズナラ群集は、凡例では代償植生とされていますが、ミズナラ林はブナ林の代

償とは限らず、尾根や露岩地など立地環境によっては自然植生としても生育しますので、充分

な現地観察を行って調査を行っていただければと思います。 

（事業者の見解） 

ご指摘のとおり、目安として設定しております。実際の植生の状況により、調査地点の変更を

していく計画です。植生組成表を作成し、調査範囲内での植生状況を判断してまいります。 

 

25. イヌワシの行動圏の設定について【方法書 P276】【非公開】 

 イヌワシについて情報では 3 ペアが想定されているが，それぞれの行動圏と対象事業実施区

域との関係がわかる図面を紹介していただきたい（非公開で可）。 

（事業者の見解） 

ヒアリングにて把握している営巣地範囲の情報を元に、図面としたものを次のページに紹介い

たします。（種の保護の観点から非公開） 
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（種の保護の観点から非公開） 
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26. 動植物・生態系のデータ整理の際の留意事項について【方法書 P276】 

 動植物・生態系については保全区分Bのエリアとの関係を把握しやすいようにデータ整理の

際には配慮すること。 

（事業者の見解） 

保全区分 B のエリアとの関係を把握しやすいように、データ整理の際には配慮いたします。 

 

27. 景観の調査地点について【方法書 P284】 

 景観について中洞牧場側の民家から見ておく必要はないでしょうか。 

民家は牧場関係者のもののみでしょうか。現地の状況がよくわかりませんが、この牧場はそれ

なりに有名な牧場であり、人触れでもポイントとして選ばれている地点ですのである程度の不

特定多数の人が訪れて牧場の景観を楽しむところではないでしょうか。 

（事業者の見解） 

 居住地からの景観につきましては、一定数の住民が目にする場所として、集会所や公民館等の

拠点を選定するようにしております。個別に特定の住民の方から、ご自宅前からの景観について

調査や予測のご要望をいただいた場合には、個別のご説明や、住民説明会等の場での重点的なご

説明等によって対応することを検討いたします。 

なお、中洞牧場は、放牧酪農や、生産から製造販売までを一貫して手掛ける経営スタイル等が特

徴的であり、見学者が多い牧場ではありますが、眺望景観については特に PR 等はされておらず、

人触れの地点として認識しております。 
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【説明済み資料】 

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。 

【電力安全課共通指摘事項】 

（事業者の見解） 

 風車発電機の設置位置は、P.6 第 2.2-1 図（3）対象事業実施区域の位置及び周囲の状況に示す

とおりです。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につきましては、現在詳細検討中のため、すべてをお示しすることはで

きませんが、次ページに新設道路並びに拡幅予定の既存道の計画図をお示しいたします。なお、

土捨て場は対象事業実施区域内ですべて処理し、場外への搬出は行わない計画です。 

 



24 

 

 

新設道路並びに拡幅予定の既存道路 
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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。 

【電力安全課共通指摘事項】 

（事業者の見解） 

 現時点で採用予定の風力発電機は、P.9 の第 2.2-1 表に記載した機種のみとなります。以下の表

は第 2.2-1 表からの抜粋です。 

 

風力発電機の諸元 

項目 諸言 

定格出力 2,000kW 

ローター直径 
（ブレードの回転直径） 

86m 

ハブ高さ 
（ブレードの中心の高さ） 

78m 

カットイン風速 4m/s 

定格風速 12.0m/s 

カットアウト風速 24m/s 

定格回転数 16.5rpm 

耐用年数 20 年 

 

（事業者の見解） 

工事中における主要な交通ルートは、P.16 第 2.2-6 図 工事関係車両の主要な走行ルートに示す

とおりです。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ポンプ

車が走行する予定です。台数については現時点の想定となりますが、以下のとおりです。 

 

工事関係車両の走行台数（現時点の想定） 

種類 台数（台／日） 

コンクリートミキサー車 200 

コンクリートポンプ車 2 

ダンプトラック 4 

トレーラー 2 

通勤車両 10 

 

 

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。） 

【電力安全課共通指摘事項】 
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（事業者の見解） 

各項目の調査地点及び設定根拠は方法書第 6 章に記載しております。 

 ・窒素酸化物（工事用資材等の搬出入）調査地点の設定根拠（方法書 P.237） 

 ・窒素酸化物（建設機械の稼動）調査地点の設定根拠（方法書 P.237） 

 ・粉じん等（工事用資材等の搬出入）調査地点の設定根拠（方法書 P.237） 

 ・粉じん等（建設機械の稼動）調査地点の設定根拠（方法書 P.237） 

 ・騒音（工事用資材等の搬出入）調査地点の設定根拠（方法書 P.249） 

 ・騒音（建設機械の稼動）調査地点の設定根拠（方法書 P.249） 

 ・騒音（施設の稼動）調査地点の設定根拠（方法書 P.249） 

 ・低周波音（超低周波音を含む。）（施設の稼動）調査地点の設定根拠（方法書 P.249） 

 ・振動（工事用資材等の搬出入）調査地点の設定根拠（方法書 P.249） 

 ・水質調査及び土質調査地点（造成等の施工による一時的な影響）の設定根拠（方法書 P.252） 

 ・動物の調査地点の設定根拠（方法書 P.260～P.262） 

 ・植物の調査地点の設定根拠（方法書 P.273） 

 ・生態系の調査地点の設定根拠（方法書 P.278～279） 

 ・景観の調査地点の設定根拠（方法書 P.285） 

 ・主要な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 P.290） 

 

（事業者の見解） 

 本事業と接近している事業として、株式会社グリーンパワーインベストメントの（仮称）宮古

岩泉風力発電事業があります。事業の概要並びに事業区域、風力発電機の位置については P.23～

24 に記載しております。 

P.228 の第 6.2-1 表（2）に記載のとおり、専門家等からイヌワシについて「近隣の風力案件との

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。） 

【電力安全課共通指摘事項】 

32. 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。 

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。 

【電力安全課共通指摘事項】 



27 

累積的影響を見るべきである」とご意見を頂戴しているとおり、イヌワシへの累積的影響が生じ

る可能性があり、今後の環境影響評価の手続きにおいて、事業者間の調整に努め、累積的影響を

検討するよう努めます。 

 

（事業者の見解） 

以下に示す 4 名の方にヒアリングを実施しました。(非公開資料) 

 

専門家等の所属先一覧 

番号 項目 氏名 所属 

1 動物 

（非公開） 

2 動物（鳥類） 

3 動物（猛禽類） 

4 動物（コウモリ類） 

5 植物 

専門家の意見の根拠となっているものは、先生方のこれまでの経験則や見識などによるものなの

で、文献やデータなどはございません。 

 

（事業者の見解） 

前倒して実施している現況調査はございません。 

 

（事業者の見解） 

大気環境のうち、大気質の調査位置は P.238 第 6.2-1 図（1）、騒音及び超低周波音、振動の調

査位置は P.250 第 6.2-1 図（2）に記載しています。（75000 分の 1） 

33. 専門家等の意見について 

 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） 

【電力安全課共通指摘事項】 

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。） 

【電力安全課共通指摘事項】 

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。 

【電力安全課共通指摘事項】 
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大縮尺の図は別添資料 Q35に示します。 

 

（事業者の見解） 

騒音・振動発生施設から最寄りの民家までの状況は P.250 第 6.2-1 図（2）に記載しています。

騒音・振動発生施設から最寄りの民家までの距離は約 1.0km となっています。 

 

（事業者の見解） 

現時点の採用候補機種は一機種であり、騒音パワーレベルは 108.3 デシベルです。 

 

（事業者の見解） 

騒音の調査位置と可視領域の関係図は、P.250 第 6.2-1 図（2）に記載しています。 

可視領域予測条件として、地形、風力発電機の配置、高さ（地上高 121m）を考慮して、メッシュ

標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行っております。 

 

（事業者の見解） 

積み替え場所を現在精査しておりますが、長大資材を運び入れる際に荷物の積み替えを実施す

る場合は、実行可能な範囲で住居から隔離した場所となるよう検討いたします。 

 

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。 

【電力安全課共通指摘事項】 

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。 

【電力安全課共通指摘事項】 

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） 

【電力安全課共通指摘事項】 

39. 対象事業実施区域に荷物の積み替えを実施する場合について 

対象事業実施区域に長大資材を運び入れる際に荷物の積み替えを実施する場合は、住居から

離隔をとること。風向き等を考慮できる場合もあるが、200m程度以内に家屋がある場合には、

家屋の階数も考慮して（排ガスの放出高度が6mなので3階付近が最も高い濃度になる）短期高

濃度（1時間値）のシミュレーションをしておいたほうがよい。 

【電力安全課共通指摘事項】 
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（事業者の見解） 

「生態系の概況」「食物連鎖模式図」を以下にお示し致します。 

・生態系の概況 

地域の生態系（動植物群）を総合的に把握するために、文献その他の資料により確

認された対象事業実施区域周囲の環境及び生物種より、生物とその生息環境の関わり、

また、生物相互の関係について代表的な生物種等を選定し、次ページの食物連鎖模式

図に整理した。 

対象事業実施区域及びその周囲の植生の分布状況は、山地・丘陵地に樹林環境が広

がっており、チシマザサ－ブナ群団、ブナ－ミズナラ群落、キタコブシ－ミズナラ群

集、コナラ群落、ダケカンバ群落、ホソバヒカゲスゲ－コナラ群集、アカマツ植林、

カラマツ植林等が分布している。樹林地以外では、牧草地、伐採跡地群落等、開放的

な環境も分布している。これらのことから対象事業実施区域及びその周囲の生態系は、

陸域である樹林地環境、草地環境を基盤として成立しているものと考えられる。 

陸域の生態系では、落葉広葉樹林、伐採跡地群落及び牧草地に生育する植物を生産

者として、第一次消費者としてはバッタ類やチョウ類等の草食性、ハムシ類等の樹食

性の昆虫類や、ノウサギ等の草食性の哺乳類が、第二次消費者としてはシデムシ類や

オサムシ類等の肉食性昆虫類等、飛翔昆虫類を捕食するコウモリ類が存在する。第三

次消費者としてはヤマガラ等のカラ類やカケス等の鳥類、ホンドモモンガやニホンリ

ス、ネズミ類等の小型哺乳類、カエル類等の両生類が、第四次消費者としては、ヘビ

類が存在すると考えられる。さらに、これらを餌とする最上位の消費者としてイヌワ

シ、クマタカ等の猛禽類やホンドキツネ、ホンドテン等の中型哺乳類が存在する。 

 

 

40. 食物連鎖模式図と生態系の概況について 

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。 

【電力安全課共通指摘事項】 
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対象事業実施区域及びその周囲の食物連鎖模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹林地、草地 

生産者 

一・二次 

消費者 
草食性昆虫類 

バッタ類、チョウ類等 

哺乳類 

ホンドタヌキ、ホンドキツネ、ホンドテン等 

鳥類 

イヌワシ、クマタカ、ノスリ、フクロウ等 

雑食性鳥類 

ヤマガラ、カケス等 

上位消費者 

基盤環境 

草食性哺乳類 

ノウサギ等 

昆虫食性哺乳類 

コウモリ類等 

肉食性昆虫類 

シデムシ、オサムシ類等 

三・四次 
消費者 

針葉樹林（カラマツ・アカマツ・スギ等）・落葉広葉樹林（ミズナラ、ダケカンバ等）、 

乾性草地（牧草地）等 

爬虫類 

アオダイショウ等 

両生類 

  サンショウウオ類、 

ヤマアカガエル等 

雑食性哺乳類 

ホンドモモンガ、 

ニホンリス、 

ネズミ類等 
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（事業者の見解） 

マトリックス表と注目種の選定理由を以下にお示し致します。 

 

表（1） 注目種選定マトリクス表【上位性注目種】 

評価基準 ホンド 

キツネ 
クマタカ イヌワシ フクロウ 

行動圏が大きく、比較的広い環境を代表する ○ ○ ○ △ 

改変エリアを利用する ○ ○ ○ ○ 

年間を通じて生息が確認できる ○ ○ ○ ○ 

繁殖をしている可能性が高い △ ○ ○ △ 

調査により分布、生態を把握しやすい △ ○ ○ △ 

○：該当する △：一部該当する ×：該当しない 

最も該当する項目の多かった種は「イヌワシ」「クマタカ」の 2種であったが、ヒアリングの

結果、対象事業実施区域及びその周囲においてイヌワシ営巣地が確認され、対象事業実施区域内

に餌場となる牧草地が点在することから、その中でもイヌワシを上位性注目種として選定した。 

 

表（2） 注目種選定マトリクス表【典型性注目種】 

評価基準 ノウサギ 
アカ 

ネズミ 

ホンド 

タヌキ 
カラ類 

アオダイ

ショウ 

改変エリアを利用する ○ ○ ○ ○ ○ 

年間を通じて生息が確認できる ○ ○ ○ △ × 

繁殖をしている可能性が高い ○ ○ ○ △ ○ 

調査により分布、生態を把握しやすい ○ ○ ○ ○ ○ 

上位性注目種の餌資源になる可能性が低い × × △ × △ 

生物群集の多様性を特徴づける ○ ○ ○ △ ○ 

○：該当する △：一部該当する ×：該当しない  

 表のとおり、最も該当する項目の多かったホンドタヌキを典型性注目種として選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

41. 注目種の選定理由に関する補足説明について 

注目種の選定理由に関する補足説明。可能であればマトリックス表を作成願います。その際、第

3章の食物連鎖図との整合をはかってください。 

【電力安全課共通指摘事項】 
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（事業者の見解） 

注目種ごとに生態系の影響予測フロー図を以下にお示し致します。 

 

 

図(1) 上位性注目種（イヌワシ）に係る現地調査から予測までの流れ 

 

42. 生態系の影響予測フロー図について 

生態系の影響予測フロー図を注目種ごとに個別に作成してください。 

【電力安全課共通指摘事項】 

イヌワシ生息状況調査 植生分布調査・地形測量調査 餌種・餌資源量調査 

50m メッシュ
毎の営巣適地
点数の算出 

50m メッシュ毎の
採餌・探餌行動位
置の抽出 

50m 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 

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 

総合考察・生態系への影響予測 

土地改変計画レイアウト 

営巣環境 採餌環境 餌資源量 
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図(2) 典型性注目種（ホンドタヌキ）に係る現地調査から予測までの流れ 

 

生息状況調査 餌種・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 

50m 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 

総合考察・生態系への影響予測 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：大気質（沿道） 

調査地点名：沿道 

沿道 

主要地方道４０号 
（宮古岩泉線） 

至 対象事業実施区域 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：地上気象・大気質(一般環境) 

調査地点名：一般 

一般 

至 主要地方道４０号方面 
（宮古岩泉線） 

至 一般国道 340号方面 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：道路交通騒音、振動、交通量 

調査地点名：沿道 

沿道 

主要地方道４０号 
（宮古岩泉線） 

至 対象事業実施区域 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：騒音及び超低周波音 

調査地点名：環境① 

環境① 

至 一般国道 455号方面 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：騒音及び超低周波音 

調査地点名：環境② 

環境② 

主要地方道４０号 
（宮古岩泉線） 

至 対象事業実施区域 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：騒音及び超低周波音 

調査地点名：環境③ 

環境③ 

至 対象事業実施区域 

至 主要地方道４０号方面 
（宮古岩泉線） 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：騒音及び超低周波音 

調査地点名：環境④ 

環境③ 

至 主要地方道４０号方面 
（宮古岩泉線） 

至 国道 340号方面 



（別添資料 Q35）大気環境の調査位置 

調査項目：騒音及び超低周波音 

調査地点名：環境⑤ 

環境⑤ 

至 国道 340号方面 

至 主要地方道４０号方面 
（宮古岩泉線） 
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