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１．重要な動物種の生息環境の分布状況について

対象事業実施区域の緑地は，工事により一時的にほぼ全域を使用するため，重要な動物種の生

息地が消失し，この間は近傍の樹林地や草地等が生息地になると考えられます。

参考として，対象事業実施区域近傍における重要な動物種の生息環境の分布について，周辺約

1km の現地調査による現存植生図から抽出しました。その結果は，図 1及び表 1のとおりであり，

対象事業実施区域には草地・芝地が合計で約 11.1ha 分布しているのに対し，周辺には草地，樹林

地，砂地，水辺が合計で約 66.0ha 分布しております。

表 1 重要な動物種の生息環境の分布面積

主な
生息環境

種 名

生息環境の分布面積（ha）

対象事業実施区域
対象事業実施区域周辺

現 状 将 来

草地・芝地
樹林地

アズマモグラ
ノウサギ

11.1 12.8 59.6

草地・芝地
ヒメオオメカメムシ
アカガネアオゴミムシ

11.1 9.0 37.0

草地・芝地
砂地

オオハサミムシ
コスナゴミムシダマシ
トビイロヒョウタンゾウムシ

11.1 9.0 41.0

水辺 ヨツモンコミズギワゴミムシ 0 0 2.4

樹林地
コエンマムシ
テングチョウ

0 3.8 22.6

注：1．主な生息環境に該当すると考えられる現存植生（準備書 P8.1.4-6）は以下のとおりである。

草地・芝地；オギ群落，アイアシ群落，ヤブガラシ群落，畑雑草群落，放棄畑雑草群落，空地雑草群落（高茎），

空地雑草群落（低茎）及び人工緑地（芝地）

樹林地；ウラジロガシ群落，シロダモ群落，コナラ群落，ケヤキ群落，ヤダケ群落，アズマネザサ群落，スギ

植林，アカマツ植林，クロマツ植林及びハリエンジュ群落

砂地；砂丘植生及び自然裸地（海崖を除く）

水辺；ヨシ群落，水田雑草群落及び放棄水田雑草群落

2．主な生息環境別の面積は，以下のとおりである。

主な
生息環境

分布面積（ha）

対象事業実施区域
対象事業実施区域周辺

現 状 将 来

草地・芝地 11.1 9.0 37.0

樹林地 0 3.8 22.6

砂 地 0 0 4.0

水 辺 0 0 2.4

合 計 11.1 12.8 66.0
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図 1 重要な動物種の主な生息環境（現状）
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２．重要な植物種の移植地について

重要な植物種の移植地は，図 1に示す場所とする計画です。

移植場所の選定に当たっては工事中及び将来とも改変しない場所とし，樹木の移植地は将来

樹林地となる予定の対象事業実施区域の北側，草本等の移植地は現状の生育地と同様の生育環

境である東仙台変電所東側を計画しております。

なお，移植後は除草や必要に応じて撒水する等の管理を行うとともに，生育状況を監視しま

す。

図 1 移植地の位置
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３．ハヤブサの営巣場所の創出について

既設の煙突で営巣が確認されたハヤブサの保全措置として，準備書では「新設する３号系列

の煙突はハヤブサが営巣可能な構造とする。」としておりますが，具体的には以下のとおり計画

しております。

３号系列の煙突に創出するハヤブサの営巣場所は，現状の営巣地及び文献を踏まえて表 1 の

とおり，設置位置，構造等を計画しました。

営巣場所の位置は図 1のとおりであり，高さは現状の高さ等を踏まえ地上高約 73ｍと 57ｍと

し，向きは現状及び文献から南向き(北側)とし，営巣場所に出入りし易い外側の 2 箇所（3-1

号，3-2 号の各 1本）とします。

営巣場所の構造は図 2 のとおりであり，雛の落下防止，餌の解体場，幼鳥の羽ばたき場とし

てエプロンを設置するとともに，ビルのテラスに産卵した卵が転がり繁殖に失敗した事例＊1 を

踏まえ，産座を設ける＊2などの措置を講じる計画です。

なお，本保全措置の効果に係る知見が不十分であることから事後調査を行い，必要に応じて

専門家等の指導・助言を得て追加対策等を検討してまいります。

参考文献

＊1：「ハヤブサの詩」（松村俊幸，平成 14 年）

＊2：「泉大津ハヤブサ・レポート 2006」（日本野鳥の会大阪支部，平成 18 年）

表 1 営巣場所の概要

項 目 文 献
新仙台火力発電所

現 状 将 来 設定理由

位
置

高さ 9～70ｍ 約 76ｍ
約 73ｍ
約 57ｍ

現状と同程度の 73ｍ地点では，営巣空間
の高さが煙突の構造上から 34cm となり，
文献等に比べやや低いため，57ｍ地点(営
巣空間の高さ 50cm)にも設置する。

巣の向き 多くは南 南
南西(3-1号)
南東(3-2号)

現状及び文献を踏まえ南西と南東向きに
設置する。

営
巣
空
間

奥行き 50～145cm 約 50cm 約 50cm

現状及び文献と同等の大きさを確保す
る。

高さ 40～50cm 約 50cm

約 34cm
（73ｍ地点）
約 50cm
（57ｍ地点）

幅 30～400cm 約 30～50cm 約 100cm

そ
の
他

雛の落下
防止対策
等

止まり場，
エプロンの
設置

なし
約 30cm のエ
プロンを設
置

雛の巣立ち時の羽ばたきや餌の解体場と
して，下部の台座を大きくして，空間を
確保する。

「図鑑 日本のワシタカ類」（森岡照明他，平成 7年）

「泉大津ハヤブサ・レポート 2006」（日本野鳥の会大阪支部，平成 18 年）

「Raptors in Human Landscapes」（David M.Bird，1996）等 より作成
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図 1 営巣場所の位置
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＜説明済み＞
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１．陸域動物・植物の影響予測の修正案

陸域動物及び陸域植物の影響予測について，種の特性と環境保全措置を踏まえ，より適切な表

現に見直し，表 1のように評価書に記載します。

表 1 陸域動物の影響予測の見直し案(1/2)

主な生
息環境

種 名 現行 見直し（案）

草地
樹林地

アズマモグラ，
ノウサギ

本事業により対象事業実施区域に
おける生息地は改変されるため，工
事期間中は生息地が一時的に減少す
る。しかし，北側の芝地は緑地とす
る計画であることから，工事の実施
及び施設の存在による生息地への影
響は少ないものと予測する。

本事業により対象事業実施区域にお
ける生息地は改変されるため，工事期
間中は生息地が一時的に減少する。し
かし，対象事業実施区域近傍にも生息
環境が存在すること，工事終了後は北
側の芝地を緑地とする計画であること
から，工事の実施及び施設の存在によ
る生息への影響は少ないものと予測す
る。

水域 ミサゴ ＜繁殖地への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域上

空で飛翔のみを確認したが，繁殖期
に対象事業実施区域周辺への餌運び
等の繁殖に関わる行動が確認されな
かったため，対象事業実施区域及び
その周辺に営巣地はないと考えられ
ることから，工事の実施及び施設の
存在による繁殖地への影響はないも
のと予測する。
＜採餌場への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域外

の海上で狩り行動を 3回確認したが，
対象事業実施区域では確認されなか
ったことから，工事の実施及び施設
の存在による採餌場への影響はほと
んどないものと予測する。

以上のことから，ミサゴの生息環境
に及ぼす影響はほとんどないものと
予測する。

＜繁殖地への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域上

空で飛翔のみを確認したが，繁殖期に
対象事業実施区域周辺への餌運び等の
繁殖に関わる行動が確認されなかった
ため，対象事業実施区域及びその周辺
に営巣地はないと考えられることか
ら，工事の実施及び施設の存在による
繁殖地への影響はないものと予測す
る。
＜採餌場への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域外

の海上で狩り行動を 3回確認したが，
対象事業実施区域では確認されなかっ
たことから，工事の実施及び施設の存
在による採餌場への影響はほとんどな
いものと予測する。

以上のことから，ミサゴの生息に及
ぼす影響はほとんどないものと予測す
る。

樹林地 モズ ＜繁殖地への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域で

止まり行動を確認したが，繁殖期に
は確認されていないため，対象事業
実施区域に営巣地はないと考えられ
ることから，工事の実施及び施設の
存在による繁殖地への影響はないも
のと予測する。
＜採餌場への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域で

採餌行動は確認されず，対象事業実
施区域はモズの主要な採餌場ではな
いと考えられることから，工事の実
施及び施設の存在による採餌場への
影響はほとんどないものと予測す
る。

以上のことから，モズの生息環境に
及ぼす影響はほとんどないものと予
測する。

＜繁殖地への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域で

止まり行動を確認したが，繁殖期には
確認されていないため，対象事業実施
区域に営巣地はないと考えられること
から，工事の実施及び施設の存在によ
る繁殖地への影響はないものと予測す
る。
＜採餌場への影響＞
現地調査では，対象事業実施区域で

採餌行動は確認されず，対象事業実施
区域はモズの主要な採餌場ではないと
考えられることから，工事の実施及び
施設の存在による採餌場への影響はほ
とんどないものと予測する。

以上のことから，モズの生息に及ぼ
す影響はほとんどないものと予測す
る。
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表 1 陸域動物の影響予測の見直し案(2/2)

主な
生息環境

種 名 現行 見直し（案）

草地 ヒメオオメカメ
ムシ，
アカガネアオゴ
ミムシ

本事業により対象事業実施区域
の生息地は改変されるため，工事
期間中は生息地が一時的に減少
する。しかし，改変箇所の草地の
種子や表土等を用いて対象事業
実施区域に草地を創出する計画
であることから，工事の実施及び
施設の存在による生息地への影
響は少ないものと予測する。

本事業により対象事業実施区域の生息
地は改変されるため，工事期間中は生息地
が一時的に減少する。しかし，対象事業実
施区域近傍にも生息環境が存在すること，
工事中に作業等で一時的に使用した場所
は，使用終了後できるだけ速やかに草地の
創出を行い，生息環境の消失期間の短縮を
図ること，工事終了後は改変箇所の草地の
種子や表土等を用いて対象事業実施区域
に草地を創出する計画であることから，工
事の実施及び施設の存在による生息への
影響は少ないものと予測する。

草地
砂地

オオハサミムシ，
コスナゴミムシ
ダマシ，
トビイロヒョウ
タンゾウムシ

本事業により対象事業実施区域
の生息地は改変されるため，工事
期間中は生息地が一時的に減少
する。しかし，改変箇所の草地の
種子や表土等を用いて対象事業
実施区域に草地を創出する計画
であることから，工事の実施及び
施設の存在による生息地への影
響は少ないものと予測する。

本事業により対象事業実施区域の生息
地は改変されるため，工事期間中は生息地
が一時的に減少する。しかし，対象事業実
施区域近傍にも生息環境が存在すること，
工事中に作業等で一時的に使用した場所
は，使用終了後できるだけ速やかに草地の
創出を行い，生息環境の消失期間の短縮を
図ること，工事終了後は対象事業実施区域
に新たに砂地を設置し生息環境を確保す
ることから，工事の実施及び施設の存在に
よる生息への影響は少ないものと予測す
る。

水辺 ヨツモンコミズ
ギワゴミムシ

本種は調査地域内の水辺周辺に
生息すると考えられるが，対象事
業実施区域には水辺環境が存在
しないため，対象事業実施区域は
主要な生息環境ではないと考え
られることから，工事の実施及び
施設の存在による生息地への影
響はほとんどないものと予測す
る。

本種は水辺環境に生息するが，対象事業
実施区域には水辺がなく，確認した個体は
対象事業実施区域近傍の沼から飛来した
可能性が高いこと，対象事業実施区域近傍
に生息環境が存在することから，工事の実
施及び施設の存在による生息への影響は
ほとんどないものと予測する。

樹林地 コエンマムシ 本種の主要な生息環境は森林で
あり，確認した個体は対象事業実
施区域に隣接するクロマツ植林
から侵入してきた可能性が高く，
対象事業実施区域が主要な生息
環境ではないと考えられること
から，工事の実施及び施設の存在
による生息地への影響はほとん
どないものと予測する。

本種は樹林地に生息するが，対象事業実
施区域には樹林地がなく，確認した個体は
対象事業実施区域に隣接する樹林地から
侵入した可能性が高いこと，対象事業実施
区域近傍に生息環境が存在すること，対象
事業実施区域に新たに樹林地を創出し生
息環境を確保することから，工事の実施及
び施設の存在による生息への影響はほと
んどないものと予測する。

樹林地 テングチョウ 対象事業実施区域には樹林が存
在しないため，対象事業実施区域
は本種の主要な生息環境ではな
く，確認した個体は対象事業実施
区域周辺から侵入してきた可能
性が高いと考えられることから，
工事の実施及び施設の存在によ
る生息地への影響はほとんどな
いものと予測する。

本事業により食樹であるエノキの生育
地が消失する。このため，工事実施前に改
変箇所で確認されたエノキは新たに創出
する樹林地周辺に移植することから，工事
の実施及び施設の存在による生息への影
響はほとんどないものと予測する。
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表 2 陸域植物の影響予測の見直し案
主な

生育環境
種 名 現行 見直し（案）

草地 シロイヌナズナ，
テリハノイバラ，
メドハギ，
ツクシハギ，
ヤハズエンドウ，
エゾタンポポ，
ヒメヤブラン，
ヤマアワ，
アズマネザサ，
ネジバナ，

本事業の実施により対象事業実
施区域の生育地が消失するが，対
象事業実施区域に草地を創出し生
育環境の回復を図ること，草地の
創出はできるだけ速やかに行い生
育環境の消失期間の短縮を図るこ
とから，工事の実施及び施設の存
在による影響は少ないものと予測
する。

本事業により対象事業実施区域の生育
地が消失する。このため，工事実施前に
改変箇所で確認された個体は専門家の助
言を受け適地に移植又は播種すること，
工事中に作業等で一時的に使用した場所
は，使用終了後できるだけ速やかに草地
の創出を行い，生育環境の消失期間の短
縮を図ること，工事終了後は改変箇所の
草地の種子や表土等を用いて対象事業実
施区域に草地を創出し生育環境の回復を
図るとともに，移植又は播種した植物の
種子をその草地へ播種することから，工
事の実施及び施設の存在による影響は少
ないものと予測する。

対
象
事
業
実
施
区
域
で

の
み
確
認
さ
れ
た
種

コケリンドウ，
ネズミノオ

本事業により対象事業実施区域
の生育地が消失するが，対象事業
実施区域に草地を創出し生育環境
の回復を図ること，草地の創出は
できるだけ速やかに行い生育環境
の消失期間の短縮を図ること，改
変箇所の個体について，工事の影
響を受けない場所へ移植する計画
であることから，工事の実施及び
施設の存在による影響は少ないも
のと予測する。

路傍・
空地

ナズナ，
カゼクサ

本事業により対象事業実施区域
の生育地が消失するが，発電所の
運転開始後は路傍，空地等の生育
環境ができることから，工事の実
施及び施設の存在による影響は少
ないものと予測する。

本事業により対象事業実施区域の生育
地が消失する。このため，工事実施前に
改変箇所で確認された個体は専門家の助
言を受け適地に移植又は播種すること，
工事終了後は路傍，空地等の生育環境が
できることから，工事の実施及び施設の
存在による影響は少ないものと予測す
る。

砂浜 ハマボウフウ，
ハマヒルガオ，
ウンラン，
ケカモノハシ，
コウボウムギ，
コウボウシバ

本事業により対象事業実施区域
の生育地が消失するが，対象事業
実施区域には砂浜はなく，本種の
主要な生育環境ではないものの，
対象事業実施区域の草地の多くは
砂地であり本種の生育環境の一部
になっていると考えられるため，
対象事業実施区域に空地雑草群落
の表土等を用いて草地を創出し生
育環境の回復を図ること，草地の
創出はできるだけ速やかに行い生
育環境の消失期間の短縮を図るこ
とから，工事の実施及び施設の存
在による影響は少ないものと予測
する。

本事業により対象事業実施区域の生育
地が消失する。このため，工事実施前に
改変箇所で確認された個体は専門家の助
言を受け適地に移植すること，工事終了
後は対象事業実施区域に新たに砂地を設
置し生育環境を確保するとともに，移植
した植物の種子をその砂地へ播種するこ
とから，工事の実施及び施設の存在によ
る影響は少ないものと予測する。

樹林地 エノキ，
ケヤキ，
オオシマザクラ，
マルバシャリン
バイ，
モチノキ

本事業により，対象事業実施区
域の生育地が消失するが，対象事
業実施区域には森林はなく，本種
の主要な生育環境ではないと考え
られることから，工事の実施及び
施設の存在による影響は少ないも
のと予測する。

本事業により対象事業実施区域の生育
地が消失する。このため，工事実施前に
改変箇所で確認された個体は新たに創出
する樹林地周辺に移植することから，工
事の実施及び施設の存在による影響はほ
とんどないものと予測する。

湿地・
水辺

ヨシ，ヒメガマ 本事業により対象事業実施区域
の生育地が消失するが，対象事業
実施区域には湿地はなく，本種の
主要な生育環境ではないと考えら
れることから，工事の実施及び施
設の存在による影響は少ないもの
と予測する。

本種の生育環境である湿地・水辺は対
象事業実施区域に常時存在しないが，本
事業により確認個体が消失する。このた
め，工事実施前に改変箇所で確認された
個体は約 5km 離れた当社仙台火力発電所
構内の水辺に移植することから，工事の
実施及び施設の存在による影響はほとん
どないものと予測する。
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２．重要な植物種の移植又は播種計画

対象事業実施区域の重要な植物種については，工事実施前に専門家の助言を受けながら対象

事業実施区域内に移植や播種する計画です。ただし，湿地性の植物であるヨシ，ヒメガマは対

象事業実施区域に生育環境である湿地・水辺が常時存在しないため，当社仙台火力発電所構内

の水辺に移植する計画です。

その具体的な内容は以下のとおりです。

１．移植又は播種方法

移植又は播種は，生活形（木本・越年草・多年草），生育環境を考慮して表 1に示す方法で実

施します。

表 1 移植又は播種方法

生活形・生育環境・種名 移植又は播種方法

木本
エノキ，ケヤキ，オオシマザクラ，
マルバシャリンバイ，テリハノイバラ，
モチノキ，アズマネザサ

個体を掘り採り，移植地に植え付けます。

越年草 草地，路傍・空地 ナズナ，
コケリンドウ

個体数が少ない又は生育地が対象事業実施区
域に限られるため,確実に定着させるため以
下の方法を併用します。
① 種子を採取し，移植地に播種します。
② 個体を掘り採り，移植地に植え付けて結

実・種子散布させます。

シロイヌナズナ，
ヤハズエンドウ

種子を採取し，移植地に播種します。

多年草 湿地
ヨシ，ヒメガマ

個体を掘り採り，仙台火力発電所構内の水辺
に植え付けます。

砂地
ハマボウフウ，ハマヒルガオ，ウンラン，
ケカモノハシ，コウボウムギ，
コウボウシバ，

個体を掘り採り，移植地の砂地に植え付けま
す。

草地，路傍・空地
メドハギ，ツクシハギ，エゾタンポポ，
ヒメヤブラン，ヤマアワ，カゼクサ，
ネズミノオ，ネジバナ

個体を掘り採り，移植地に植え付けます。

注：越年草，多年草の定義は以下のとおりです。

越年草 －夏～秋に発芽して，越冬し，翌年の春～夏に開花・結実して，枯死する草本。

多年草 －少なくとも地下部は 2年以上生存する植物，多くの場合，毎年，開花・結実する草本。

２．移植や播種後の管理

移植や播種後は，除草や必要に応じて撒水する等の管理を行うとともに，生育状況を監視し

ます。

なお，工事終了後には，移植地の植物から種子を採取して対象事業実施区域の草地，砂地に

播種する計画です。



11

３．創出する草地での外来種の扱い

草地の創出にあたっては，改変箇所の空地雑草群落の種子や表土を用いるため，現在，空地

雑草群落に生育するセイタカアワダチソウ等の外来種が，創出した草地に生育する可能性があ

ります。

対象事業実施区域及びその周辺には多数の外来種が生育しているため，対象事業実施区域か

ら外来種を完全に排除することは困難ですが，創出する草地での外来種の生育を抑えるため，

以下の対策を実施する計画です。

（種子・表土採取時の対策）

・ 空地雑草群落からの種子の採取は，原則として手作業で行い，外来種からは採取しませ

ん。

・ 表土は，空地雑草群落のなかでも外来種が少ない場所から採取します。

（草地創出時の対策）

・ 草地創出箇所に種子の播種，表土の覆土を実施した後，草地が成立するまでの間は，外

来種の除去に努めます。
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４．緑化計画における海岸沿いの植栽樹木及び樹林の管理手法について

緑化計画は，緑化計画に関する事項（準備書 P2.2-38）及び環境保全措置の検討の経緯及び結

果（準備書 P8.2-4）に記載しているように，海岸沿いにはマウンドを設け，海側を耐潮性に優れ

たクロマツとマルバシャリンバイ等の低木，背後をクロマツと広葉樹の混交林とする計画です。

植栽樹種は，周辺の樹林に自生する高木のクロマツ，エノキ，ヤマザクラ，低木のヒサカキ，

マルバシャリンバイ等の種を用いることとしています。

また，樹林の管理については，生息空間の確保や美観の維持に必要な最小限の管理として，枯

死した樹木の補植や樹上にからまるクズの除去等を行う計画です。
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５．ハヤブサの保全措置について

ハヤブサの営巣地と採餌のための解体場所についての保全措置の考え方は，以下のとおりです。

１．営巣地

(1) ハヤブサが営巣する人工構造物の状況

国内外の文献によれば，人工構造物で営巣したハヤブサの巣の位置（高さ），巣の大きさ

の事例は，表 1のとおりです。

また，「Raptors in Human Landscapes」（David M.Bird，1996）によれば，繁殖成功の要

素として，巣の下の幼鳥の止まり場所も重要であると記載されています。

新設する 3 号系列の煙突の構造については，既設の煙突のほか，山口県や福岡県の煙突

の事例等を踏まえ，巣の位置（高さ），巣の大きさなど詳細を検討して参ります。

表 1 人工構造物でのハヤブサの営巣状況

都 市 建物種類 巣の位置
（高さ）

巣の大きさ 繁殖年 繁殖成否

山口県小野田
市

発電所煙突
（巣箱設置）

50ｍ
幅：80cm
奥行き：55cm
高さ：40～50cm

平成 13年～
18 年

○巣立ち

福岡県北九州
市

工場煙突の鉄枠 約 30ｍ 幅：30cm
奥行き：50cm

平成 12 年 ○巣立ち
平成 13 年 ○巣立ち
平成 14 年 △巣立ち前に落下死
平成 16 年 ○巣立ち

工場建物 20ｍ 不明 平成 17 年 ○巣立ち
新潟県新潟市 新潟県庁 約 70ｍ 不明 平成 14 年 ×産卵前

大阪府泉大津
市

ホテルのベラン
ダ

約 65ｍ 幅：約 50cm
奥行き：約 100cm

平成 16 年 ○巣立ち
平成 17 年 ×産卵まで
平成 18 年 ○巣立ち

宮城県石巻市
公共施設のひさ
し

約 9ｍ 不明 平成 17 年 ○巣立ち

ロンドン 国会議事堂 約 50ｍ 幅：50cm
奥行き：50cm

平成 22 年 ○巣立ち

サンフランシ
スコ

橋

55ｍ 幅：99cm
奥行き：145cm

平成 3年 ×産卵前
平成 4年 －孵化までは確認

53ｍ
幅：80cm
奥行き：60cm

平成 2年 ×失敗
平成 3年 －孵化までは確認
平成 5年 ○巣立ち

67ｍ
幅：400cm
奥行き：90cm
高さ：50cm

昭和 63 年 －孵化までは確認
平成元年 －孵化までは確認
平成 2年 －孵化までは確認
平成 3年 －孵化までは確認

注：○；繁殖成功，×；繁殖失敗，－；不明，△；その他

「泉大津ハヤブサ・レポート 2006」（日本野鳥の会大阪支部，平成 18 年）

「Raptors in Human Landscapes」（David M.Bird，1996）等 より作成

(2) 対象事業実施区域周辺における営巣可能な場所

平成 18 年の予備調査では，隣接工場重油タンクへの餌運び等の行動が確認されており，

同タンクで営巣した可能性が高く，対象事業実施区域周辺でも営巣する場所はあるものと

考えております。
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(3) 天敵による繁殖阻害の状況

平成 18 年から平成 21 年までの調査では，ハヤブサの繁殖を脅かす天敵であるカラスや

トビがハヤブサの巣に入る等の繁殖を阻害する行動は，確認されませんでした。

(4) 対象事業実施区域及びその周辺で営巣が確認されない場合の対策

対象事業実施区域及びその周辺でハヤブサの営巣が確認されない場合には，専門家の指

導・助言を得て，追加の環境保全措置を検討します。

２．解体場所

ハヤブサが獲物を解体して採餌する行動は，図 1 に示す対象事業実施区域及び隣接工場の煙

突の上部や階段踊り場（約 60～160ｍ地点），隣接工場の重油タンクの上部（約 30ｍ地点）の平

らな場所で確認されています。

本事業により既設の煙突は撤去されますが，周辺には隣接工場の煙突や重油タンクが存在す

ること，新設する 3 号系列の煙突の外観を既設の煙突とほぼ同じ構造とする計画であることか

ら，ハヤブサの解体場所は継続して残るものと考えられます。

図 1 ハヤブサの解体場所

N

0 500 1000m

重油タンク

既設煙突
（営巣地）

煙突

対象事業

実施区域
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６．ハヤブサの必要エネルギーの数値について

準備書「第 8.1.5-18 表 ハヤブサに必要なエネルギー量及び餌量」の計算過程は，表 1 のと

おりであり，連続計算を行い，項目ごとに結果を整数表記しましたが，項目ごとに整数化して

計算する方法に修正し，その結果を評価書に記載します。

表 1 ハヤブサに必要なエネルギー量及び餌量の計算過程

項 目
準備書「第 8.1.5-18 表」

修正案
計算過程 結果の表記

1 日に必要なエネルギー
Y＝5.45×8500.640

＝408.5306
409 Y＝5.45×8500.640

＝409

餌

量

1 日の必要量
Y/a＝408.5306/6.60

＝61.8986
62 Y/a＝409/6.60

＝62

営巣期（120 日）の
必要量

Y/a×120 日＝61.8986×120
＝7427.829

7428 Y/a×120 日＝62×120
＝7,440

非営巣期（240 日）
の必要量

Y/a×240 日＝61.8986×240
＝14855.66

14,856 Y/a×240 日＝62×240
＝14,880

準備書 P8.1.5-35

【現行】

第 8.1.5-18 表 ハヤブサに必要なエネルギー量及び餌量

注：1.ハヤブサの生重量は，「日本動物大百科３鳥類Ⅰ」（樋口広芳他，平成9年）より引用した。

2.1日に必要なエネルギー換算式及び餌（鳥類）生重量1g当たりのエネルギー値は，「鳥類の食物連鎖と住環境に関する一

考察」（青島正和，平成12年，大成建設技術研究所報第33号）より引用した。

【修正案】

第 8.1.5-18 表 ハヤブサに必要なエネルギー量及び餌量

注：1.ハヤブサの生重量は，「日本動物大百科３鳥類Ⅰ」（樋口広芳他，平成9年）より引用した。

2.1日に必要なエネルギー換算式及び餌（鳥類）生重量1g当たりのエネルギー値は，「鳥類の食物連鎖と住環境に関する一

考察」（青島正和，平成12年，大成建設技術研究所報第33号）より引用した。

ハヤブサの必要エネルギー ハヤブサの生存に必要な餌量（1 羽当たり）

生重量
（平均体重）

W

1日に必要な
エネルギー

Y＝5.45W0.640

餌（鳥類）の生
重量 1g 当たり
のエネルギー

a

1 日の必要量

Y/a

営巣期（120 日）
の必要量

Y/a×120 日

非営巣期（240 日）
の必要量

Y/a×240 日

850g 409kJ 6.60kJ/g 62g

（ドバト 0.2 羽分）

7,428g

（ドバト 28 羽分）

14,856g

（ドバト 56 羽分）

ハヤブサの必要エネルギー ハヤブサの生存に必要な餌量（1 羽当たり）

生重量
（平均体重）

W

1日に必要な
エネルギー

Y＝5.45W0.640

餌（鳥類）の生
重量 1g 当たり
のエネルギー

a

1 日の必要量

Y/a

営巣期（120 日）
の必要量

Y/a×120 日

非営巣期（240 日）
の必要量

Y/a×240 日

850g 409kJ 6.60kJ/g 62g

（ドバト 0.2 羽分）

7,440g

（ドバト 28 羽分）

14,880g

（ドバト 56 羽分）


