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１．新湊大橋供用開始後の交通量等の調査の追加について

道路交通に係る現地調査は、交通の状況を代表する平日の１日（春を予定）に実施

することとしていますが、港で分断された東西地域をつなぐ新湊大橋の供用開始によ

って、主要交通ルートである国道415号線、472号線の道路交通量が変化する可能性も

あるため、供用開始後（秋）に追加調査を実施して交通量及び道路交通騒音・振動の

変化の状況を把握し、変化が著しい場合には必要な補正を行うなど適切に対処します。

＜道路交通騒音・振動、交通量調査の概要＞

春季調査 秋季調査（追加）

調査地点 ２点（地点a,b） ３点（地点a,b,c）

調査期間
春季における平日1日

24時間の連続調査

新湊大橋供用後の平日1日

24時間の連続調査

道路交通騒音・振動、交通量調査地点（2点）

道路交通騒音・振動、交通量調査追加地点（1点）（新湊大橋供用後に追加）

資材等搬出入に係る主要な交通ルート

新湊大橋（平成24年秋 供用開始予定）

図１．主要な交通ルート及び新湊大橋位置図

No

No

c
新湊大橋
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２．騒音、振動調査地点の追加について

建設機械の稼働及び施設の稼働による騒音、振動の現地調査については、方法書

届出時に「発電設備設置エリア」東側に工場があり、これに隣接する民家付近(射水市

七美中野)では工場騒音等の影響を受けていると考えられることから、この地点での

調査は考えていませんでした。

その後工場は操業を停止し、建屋等が撤去(平成23年10月)されたため、当該地に

おいて「発電設備設置エリア」からの影響を把握することが必要と考え、調査地点⑨

を追加することとします。

《参 考》

・対象事業実施区域境界から追加調査地点⑨までの距離約300m

・⑦及び⑧と対象事業実施区域の間の航路(東水路)の距離約350m

図２．騒音、振動調査位置図

９

６
４

３

２

１

５

８

７

対象事業実施区域

発電設備

設置エリア

ＬＮＧ燃料設備等

設置エリア

：騒音、振動調査点（9点）No

追加調査地点

350m

300m東水路
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３．富栄養化の評価項目選定について

富栄養化については、富山湾は閉鎖性水域でないこと、富栄養化に係る水域類型の

指定がされていないこと、全窒素・全隣についての排水基準に係る海域に定められて

いないこと、本計画は石炭火力のリプレースにより窒素排出源である排煙脱硫装置が

廃止され、窒素を含む排水が減少する現状非悪化の計画であることから、予測評価の

必要は無いものと考え、項目選定していませんでした。

しかしながら、射水市長から「水環境の富栄養化を選定項目に追加することを要望

する」との意見が出されたこと、富山県水質環境計画において窒素及び燐の水質環境

目標値を定め、排出削減対策が進められていることから、富栄養化を評価項目に選定

することとします。

方法書p4.1-4に示す「第4.1-2表 環境影響評価の項目の選定」については、施設の

稼働による排水への影響として富栄養化の項目を選定し、準備書に記載します。

《参 考》

富山湾海域における窒素・りんの水質環境目標値

「富山県水質環境計画」（平成20年4月）より

水 域 名 窒 素 り ん

小矢部川河口海域(乙) 0.17mg/ℓ以下 0.016mg/ℓ以下

その他の富山湾海域 0.14mg/ℓ以下 0.010mg/ℓ以下

図３．富山新港周辺における水質環境目標値指定範囲

その他の富山湾海域

対象事業実施区域

小矢部川
河口海域(乙)
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第4.2-2表(2) 調査，予測及び評価の手法（水環境）（追加案）

項 目
調査，予測及び評価の手法

環境要素の区分 影響要因の区分

水
環
境

水

質

富
栄
養
化

施設の稼働

（排 水）

１ 調査すべき情報

(1) 全窒素及び全燐の状況

２ 調査の基本的な手法

【文献その他の資料調査】

「水質汚濁の現況」（富山県）等による全窒素及び全燐の濃度等の

情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。

【現地調査】

バンドーン採水器等により試料の採水を行い，「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）に定める方法により

水質を測定し，調査結果の整理及び解析を行う。

３ 調査地域

一般排水を排出する対象事業実施区域の周辺海域とする。

４ 調査地点

【文献その他の資料調査】

「第 4.2-5 図 水環境調査位置（水質）」に示す公共用水域水質

測定点８測定点とする。

【現地調査】

「第 4.2-5 図 水環境調査位置（水質）」に示す対象事業実施区域

の周辺海域８調査点とする。

５ 調査期間等

【文献その他の資料調査】

入手可能な最新の資料による至近の５年間程度とする。

【現地調査】

１年間とし，季節ごとに各１回行う。

６ 予測の基本的な手法

環境保全のために講じようとする対策を踏まえ，排水処理設備から排出

する排水中の全窒素及び全燐の濃度及び負荷量を把握し，類似の事例を

参考に海域への影響の程度について予測する。

７ 予測地域

調査地域と同じ地域とする。

８ 予測地点

調査地点のうち，富栄養化に係る環境影響を適確に把握できる地点とす

る。

９ 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となり，排水中の全窒素及び全燐の負荷量が最

大になる時期とする。

10 評価の基本的な手法

調査及び予測の結果を基に，以下により評価を行う。

・富栄養化に係る環境影響が，実行可能な範囲内で回避又は低減されて

いるかを検討し，環境保全についての配慮が適正になされているかを

検討する。
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４．哺乳類調査手法の追加について

哺乳類の現地調査は、フィールドサイン調査、捕獲調査を実施する計画としていま

すが、更に確実に哺乳類相を把握するため、自動撮影調査及びバットディテクター

を用いたコウモリ類調査を追加します。調査時期は１年間とし、季節毎に各１回、

調査を行います。

図４．陸生動植物調査位置図
（赤字：追加調査）

対象事業実施区域

緑 地

調査範囲

鳥類（ラインセンサス法調査）

鳥類（ポイントセンサス法調査）

哺乳類（捕獲調査、自動撮影調査）

昆虫類（ライトトラップ法）

昆虫類（ベイトトラップ法調査）

直物相調査，植生調査
鳥類（任意観察調査）
哺乳類（フィールドサイン調査、

コウモリ類調査）
爬虫類・両生類（直接観察調査）
昆虫類（一般採集調査）
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５．ハヤブサの営巣調査について

ハヤブサについては、方法書に記載のとおり、予備調査において煙突頂部付近での

繁殖行動が確認されたことから、地上よりポイントセンサス法で調査する計画として

いますが、営巣状況をより確実に把握するため、これに加えて、煙突頂部付近にカメ

ラを設置して観察することとします。なお、具体的な監視カメラの設置位置を早急に

決定し、営巣活動開始前にはカメラを設置する計画としています。

図５．ハヤブサ繁殖活動確認位置［１・２号(石油)煙突頂部］

１・２号(石油)煙突

写真撮影方向

１・２号(石油)

煙突

１・２号(石油)煙突頂部[拡大図]
＜調査の概要＞

調査方法 監視カメラ（固定・静止画）による観測

調査地点 １点［１・２号(石油)煙突頂部］

調査期間 平成 24年１月～８月
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＜説明済み＞
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１．気象観測地点の変更（移動）について

地上風向と上層風向の相関をより厳密に検証するため、高層気象観測点と地上気象

観測点を同じ位置に変更します。

当初、高層気象観測点は、送電線がゾンデ放球の支障とならないよう、取水口東側

としていました。また、当地は周囲が高木に囲まれており、地上気象の観測場所とし

ては適さないため、地上気象観測点は高層気象観測点とは別に 貯炭場北側としてい

ました。

しかしながら、地上風向と上層風向の”ネジレ”を把握するためには、両者を同じ

位置とすることが望ましく、今回、より観測に適する場所が準備できたことから、気

象観測点を下図のとおり変更します。あわせて、大気環境調査点も同様に変更します。

図１．気象観測地点の変更について

鉄塔[110m] 1号機(石油)ボイラー：55m 

2号機(石油)ボイラー：59m 

タービン建屋：25m 

鉄塔[25m]
鉄塔[48m]

275kV送電線

154kV送電線

鉄塔[48m]

：高層気象観測点（変更前）

： 〃 （ 〃 後）

：地上気象観測点（変更前）

： 〃 （ 〃 後）

：大気環境調査点（変更前）
： 〃 （ 〃 後）
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２．上層気象（風向、風速）データの使用について

施設の稼働による窒素酸化物の大気拡散予測については、地上気象観測調査結果

から上層の風向、風速を推定し、予測に用いることとしています。

なお、富山新港火力発電所では、1号機（石油）ボイラー屋上(高さ 55m)に風向風速

計を設置し、上層の風向、風速を観測していますが(測定高度 67m)、今後このデータを

解析し、建物影響を受けていないと判断される場合には、拡散シミュレーションに

使用することとします。

図２．１号機（石油）屋上の風向風速計設置状況
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現行［方法書 P.4.2-6～7］ 変更案

２ 調査の基本的な手法
(2) 気象の状況

【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
① 地上気象観測
（略）
② 高層気象観測
（略）

２ 調査の基本的な手法
(2) 気象の状況

【文献その他の資料調査】
（略）
【現地調査】
① 地上気象観測
（略）
② 上層気象観測

１号機（石油）屋上の風向風速計により、
風向、風速を観測し、観測結果の整理及び解析
を行う。

③ 高層気象観測
（略）

３ 調査地域
（略）

３ 調査地域
（略）

４ 調査地点
(1) 二酸化窒素の濃度の状況

（略）
(2) 気象の状況

【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
① 地上気象観測
（略）
② 高層気象観測
（略）

４ 調査地点
(1) 二酸化窒素の濃度の状況

（略）
(2) 気象の状況

【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
① 地上気象観測
（略）
② 上層気象観測

「第4.2-2図 大気環境調査位置（狭域）」に
示す対象事業実施区域内の上層気象観測地点
１地点とする。

③ 高層気象観測
（略）

５ 調査期間等
(1) 二酸化窒素の濃度の状況

（略）
(2) 気象の状況

【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
① 地上気象観測
（略）
② 高層気象観測
（略）

５ 調査期間等
(1) 二酸化窒素の濃度の状況

（略）
(2) 気象の状況

【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
① 地上気象観測
（略）
② 上層気象観測

１年間の連続観測を行う。
③ 高層気象観測
（略）
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第 4.2-2 図 大気環境調査位置（狭 域）（変更前）
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上層気象観測地点（1点）

第 4.2-2図 大気環境調査位置（狭 域）（変更案）
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３．伏木特別地域気象観測所の観測地点状況について

伏木特別地域気象観測所（旧伏木測候所）

風速計の高さ 15.1ｍ（地上高）

左の 3 階立ての建物が旧伏木測候所測風塔、右の平屋が旧伏木測候所庁舎

図３．伏木特別地域気象観測所（旧伏木測候所）

上記、伏木観測所（旧伏木測候所）は、伏木駅に比較的近いところに位置してい

ます。駅前周辺は開けており民家が多く、周辺に影響を受けるようなビル等は存在

しません。

図４．伏木特別地域観測所周辺航空写真

伏木特別地域気象観測所

伏木駅
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４．大気汚染に関する公害苦情の発生状況について

富山県における公害苦情の発生状況については、平成22年版環境白書（富山県、

平成23年）によると以下の通りです。大気汚染に係る苦情は富山県全体で109件発生

していますが、最も多いのは家庭生活に対するものであり、次いで製造業、建設業

の順となっています。なお、電気・ガス・熱供給業・水道業については苦情の件数

は0件でした。

表１．平成21年度 公害発生源別苦情受理状況（平成22年版環境白書 富山県）



24

５．煙突高さの検討について

富山新港火力発電所石炭 1号機リプレース計画においては、LNG 1 号機の煙突高さを

59m と計画しています。

この計画は、LNG 1 号機からのばい煙による着地濃度の年平均値が、現状を下回る煙

突高さと考え、先行他社の事例も参考に計画したものですが、特殊気象条件下におい

て短時間高濃度発生の可能性が否定できないことから、今後実施する調査結果を基に

予測評価を行い、煙突高さを検討したいと考えています。

特殊気象条件下の予測ケース

・逆転層形成時

・煙突ダウンウォッシュ発生時

・建物ダウンウォッシュ発生時

・内部境界層発達によるフュミゲーション発生時

《参 考》

○ 建物ダウンウォッシュの予測方法

「窒素酸化物総量規制マニュアル」に基づき、煙突が、煙突に近隣する建

物高さの５倍の距離以内に位置し、かつ、煙突高さが、煙突に近隣する建物

高さの2.5倍以下の場合には、必要に応じて予測を行う。

図５．ＬＮＧ１号機周辺の建物高さ

既設タービン建屋(25m)

石炭１号機ボイラー建屋(45m)

石炭２号機ボイラー建屋(45m)

１号機(石油)ボイラー建屋(55m)

２号機(石油)ボイラー建屋(59m)

LNG１号機煙突(59m)[計画値]

100m

200m

300m
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６．浮遊粒子状物質(SPM)高濃度の検討等について

対象事業実施区域を中心とした半径 20km の範囲における浮遊粒子状物質(SPM)の

平成 21 年度の状況については、長期的評価では全ての測定局で環境基準に適合してい

ますが、短期的評価では全て環境基準に適合していません。

これは、短期的評価の基準の一つである「１時間値が 0.2mg/㎥を超過していること」

によるもので、年間では数時間基準値を超過しています。

今後の調査において測定データ及び気象データを収集し、SPM 高濃度時の気象パター

ン等を把握したいと考えています。

なお、二次生成粒子については、現状では予測評価手法が確立されているとは言い

難いことから、予測評価の対象とは考えていません。

《参 考》

○ 環境基準の短期的評価

１時間地の１日平均値が 0.10mg/㎥以下であり、且つ、１時間値が 0.20mg/㎥

以下であること。
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７．船舶による大気環境への影響予測について

建設工事用船舶からの窒素酸化物の予測については、建設機械の稼働に伴う予測の

中に含めて実施することとしています。

具体的には、工事期間中のばい煙排出量を月毎に積み上げ、その最大月について予

測を行うこととしていますが、ばい煙量の積み上げの中に船舶からの排出量も含まれ

ることから、建設工事用船舶からの窒素酸化物は建設機械の稼働に伴う予測に含まれ

るものと考えます。

なお、LNG 輸送船については、２ヶ月に１隻程度の入港頻度と考えていますが、石炭

１号機を廃止することにより現状の月に１隻程度の入港隻数が半分の２ヶ月に１隻程

度になるものと想定しており、LNG 船と石炭船の合計入港隻数は現状と同程度で変化が

無いことから、予測評価の対象とは考えていません。



27

８．海域調査地点の変更（追加、移動）について

（１）水温･塩分調査地点の変更（追加）

海域の水温・塩分調査については、富山新港火力発電所 2号機（石油）増設時の

温排水拡散予測の 1℃水温上昇域を包含する範囲等を参考に、調査地点を設定して

います。

今回の石炭 1号機リプレース計画では、発電所からの温排水の量は 54 ㎥/s から

55 ㎥/s へ増加しますが、取放水温度差は 8.4℃から 8℃に減少し（石炭 1号機では

9℃のところを LNG1 号機では 7℃に減少）、放水口も既存の設備を流用するため、

温排水拡散範囲は現状と同程度と想定され、方法書における調査地点の設定は適切

なものと考えますが、「調査位置を見ると、富山新港の港口を中心にして、西側に

水温の調査点を多く設定してある。周辺海域の水温状況を適切に把握するのであれ

ば、東側にも調査点を追加すべきでないか」という住民意見に配慮して、調査地点

を下図のとおり追加することとしました。

（２）流況調査地点の変更（移動）

周辺海域は、定置網、刺網漁業者が多数操業していること、また、航路にも近い

ことから、これらを避けるとともに、海底の勾配等を考慮して機器の設置が可能な

地点を再検討し、関係者とも調整した結果、流況調査地点を下図のとおり変更する

こととしました。

対象事業実施区域対象事業実施区域

調査地点の変更（追加、移動） 凡例

水温連続調査 (2点)

水温･塩分調査 (45点)

流況調査 (6点)

追加

移動

図６．海域調査地点の変更について
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現行［方法書 P.4.2-29］ 変更案

４ 調査地点
(1) 水温の状況
【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
「第4.2-6図 水環境調査位置（水温・

流況）」に示す対象事業実施区域の周辺
海域37調査点及び定点水温連続測定2調
査点とする。

(2) 流況の状況
（略）

(3) その他（気象及び一般海象状況）
（略）

４ 調査地点
(1) 水温の状況
【文献その他の資料調査】
（略）

【現地調査】
「第4.2-6図 水環境調査位置（水温・

流況）」に示す対象事業実施区域の周辺
海域45調査点及び定点水温連続測定2調
査点とする。

(2) 流況の状況
（略）

(3) その他（気象及び一般海象状況）
（略）
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第 4.2-6 図 水質環境調査位置（水温・流況）（変更前）



30

第 4.2-6 図 水質環境調査位置（水温・流況）（変更案）

（45 点）
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９．富山新港火力発電所既設号機における温排水拡散モニタリング実績について

海面下 0.3ｍ層における、２号機（石油）省議アセス時の１℃上昇予測範囲と２号機

稼働後の実測結果を図７に，２℃上昇予測範囲と実測結果を図８に示します。

番

号
測定年月日

発電所出力(注)（MW）

午前 午後

① 昭和 57 年 6 月 4 日 約 500 約 500

② 昭和 60 年 8 月 28 日 1，372 1，350

③ 昭和 60 年 11 月 6 日 908 914

(注)調査時間の平均
１℃予測範囲

①

②

③

図７．１℃上昇予測範囲と実測結果

番

号
測定年月日

発電所出力(注)（MW）

午前 午後

① 昭和 58 年 11 月 29 日 501 502

② 昭和 60 年 8 月 28 日 1，372 1，350

③ 昭和 60 年 11 月 6 日 908 914

(注)調査時間の平均

2℃予測範囲

①

②

③

図８．２℃上昇予測範囲と実測結果
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10．気化器用水（冷排水）の放水位置について

LNG気化器で使用した気化器用水(冷排水)については、発電所の取水路又は放水路へ

放水する計画としていますが、具体化に当たっては、工事の難易度、土地の形質変更

の程度、環境への影響の程度等を比較検討し、適切な計画とします。

《参 考》

気化器用水(冷排水)を取水路及び放水路へ放水した場合の概念図

① 取水路に放水する場合

冷排水を取水路に放水する場合は、復水器冷却水取水口からの取水量は冷排水量分

だけ減少し、冷排水量との合計で全体の必要量55㎥/sとなる。

この場合は、冷排水により復水器冷却水温度が取水温度より若干低下することから

取放水温度差は若干低下する。

② 放水路に放水する場合

冷排水を放水路に放水する場合は、温排水に冷排水を混合することになり、取放水

温度差は若干低下するが、放水量は冷排水の量だけ増加する。

①のケース

②のケース

復水器

取水路 放水路

復水器

取水路 放水路

冷排水

温排水量(55 ㎥/s＋冷排水)

【取放水温度差は、若干低下】

復水器冷却水

(55 ㎥/s：取水+冷排水)

復水器冷却水(55 ㎥/s)

冷排水

取水口より

温排水量(55 ㎥/s)

【取放水温度差は若干低下】

放水口へ

取水口より 放水口へ
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11．藻場の分布状況に関する調査結果の記載について

対象事業実施区域の周辺海域における藻場の分布状況については、「日本の干潟、

藻場、サンゴ礁の現況」（環境省、平成９年）では、記載が見られません。

一方、「富山湾の漁場環境（2001）－水質・底質・藻場－富山湾漁場環境総合調査報

告書」（富山県水産試験場、平成14年）では、射水市（旧新湊市）の沿岸域について、

離岸堤に生育している小型海藻を主要構成種とする小規模群落など、藻場として合計

約16haが存在すると記載されています。（下表参照）

これらのことから、方法書には上記２件について記載しましたが、準備書では、

海藻草類の現地調査結果を踏まえて適正に記載します。

富山湾の藻場面積

「富山湾の漁場環境（2001）－水質・底質・藻場－富山湾漁場環境総合調査報告書」より

※「その他」：アマモなどの海草類や、ガラモ（ホンダワラ類、ツルアラメ、クロメなど）

以外の小型海藻（サンゴモ、アオサ、テングサなど）を主な構成種とする

群落としている。

※
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12．哺乳類（アズマモグラ・タヌキ）の確認状況について

平成22年７月に実施した予備調査において、哺乳類についてはアズマモグラ、

タヌキの２目２科２種の生息を確認しました。

このうち、アズマモグラはグラウンドにおいて坑道を確認、タヌキについては

汚泥処分場において糞を確認しています。

グラウンドは、工事中掘削土の一時的な仮置場として利用する可能性があります

が、汚泥処分場とともに、改変等が計画されていない区域です。

アズマモグラの確認されたグラウンドは発電所構内ではないこと、タヌキが確認

された汚泥処分場については発電所構内と異なる生物構成がみられることから、

発電所構内の生態系連鎖図から除いています。

なお、準備書ではグラウンドや汚泥処分場も含めた対象事業実施区域全体につい

ての食物連鎖模式として記載します。

図９．予備調査におけるタヌキ・アズマモグラの確認状況

ﾀﾇｷ（糞）＜汚泥処分場＞

ｱｽﾞﾏﾓｸﾞﾗ（坑道）＜ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞
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13．遊覧船運航ルートを景観調査点に選定しない理由について

富山新港周辺の景観調査点については、視認性や不特定多数の利用者の視点場所等

を考慮して、海王丸パークと富山新港展望台を選定しています。

富山新港には、下図に示す２ルートの遊覧船が運航していますが、海王丸パーク、

富山新港展望台からの眺望とほぼ同様であることから、遊覧船運航ルートを景観調査

点として選定していません。上記２地点の景観評価を行うことにより、近景に対する

景観影響は評価できるものと考えます。

図10．富山新港周辺の景観調査位置と遊覧船運航ルート

１

２

LNG燃料設備等
設置エリア

発電設備
設置エリア

遊覧船運航ルート

景観調査点（海王丸パーク）

景観調査点（富山新港展望台）

１

２


