（仮 称 ）ｱﾏﾃﾗｽ白石 ｿｰﾗｰﾌｧｰﾑ建設 事 業 環境 影 響 評価 準 備 書 に対する意見
対象事 業実施 区域 は蔵 王高原 県立自 然公 園内 に位置 し，そ の周 辺に は蔵王 連峰や 集落 等
も存在 してい るこ とか ら，事 業の実 施に よる 多くの 環境影 響が 懸念 される 。
この ため， 貴社 は， 環境影 響評価 書の 作成 に当た って， 以下 の内 容を十 分に踏 まえ ，適
切な対 応を図 る必 要が ある。
１

全 般的事 項
（１）

環境 影響 の回 避及び 低減に 向け た配 慮

本事業 計画は ，県 内で も例の 少ない 大規 模太 陽光発 電事業 であ り， 予測及 び評価 の内
容には 不確実 性が ある ことか ら，事 業計 画の 検討に 当たっ ては ，太 陽光発 電施設 の削 減
を含む ，より 一層 の環 境負荷 の回避 及び 低減 に配慮 するこ と。 また ，その 配慮し た内 容
に関し て具体 的に 評価 書に記 載する こと 。
（２）

累積 的な 影響

対象事 業実施 区域 に隣 接して 同種の 事業 が行 われて いるた め， 景観 及びそ れ以外 の環
境要素 につい ても 累積 的な影 響の有 無を 確認 し，環 境影響 の予 測及 び評価 を行う こと 。
（３）

地域 の生 活環 境への 配慮

対象事 業実施 区域 周辺 の住民 ，立地 する 白石 市や隣 接する 蔵王 町及 びその 他関係 者に
対して は，環 境影 響評 価条例 （平成 １０ 年宮 城県条 例第９ 号） に規 定する 住民説 明会 等
に限ら ず，環 境影 響に 関する 情報を より 積極 的に提 供し， 事業 内容 に対す る十分 な理 解
を得た 上で事 業を 進め ること 。
２

個 別的事 項
（１）
イ

騒音 ・低 周波 音によ る影響
５ ％時間 率騒 音レ ベル( L A5 )等高 線図に つ いて，計 算過程 を含 め ，作成方 法を明 確

にする こと。
ロ

対 象事業 実施 区域 周辺に おいて ，「 幹線 交通を 担う道 路に 近接 する空 間」に おけ
る基準 値を当 ては める ことは 実態に 合わ ない ため， 適用す る基 準値 につい て再度 検
討した 上で， 必要 に応 じて評 価のや り直 しを 行うこ と。

（２）
イ

水質 に対 する 影響

対 象事業 実施 区域 内の森 林伐採 や土 地の 造成に より， 水源 涵養 能力の 低下や 濁水
の発生 が懸念 され る。 このた め，既 存樹 木の 保全に 配慮し た造 成計 画の見 直しも 含
めて， 適切な 排水 対策 等を実 施する こと 。

ロ

事 業の実 施に 当た っては ，相当 量の 掘削 土の発 生が予 測さ れて いるこ とから ，場
内での 効率的 な土 工計 画を検 討する とと もに ，土砂 の一時 的な 仮置 き等を 行う場 合
は，降 雨等 により 土砂 や濁水 等が流 出し ない よう対 策を実 施す るこ と。ま た ，気象 ，
地形， 地質等 の自 然条 件，周 辺環境 等を 考慮 し，適 切な工 事時 期， 工法等 を検討 す
ること 。

（３）

地盤 の安 定性 に対す る影響

対象事 業実施 区域 の一 部は，土石流 危険 渓流 となっ ており ，事 業の 実施に 当たっ ては，
水環境 や生態 系等 への 影響が 懸念さ れる こと から， 地形の 改変 を抑 制する などの 適切 な
環境保 全措置 を実 施す ること 。
（４）
イ

動物 に対 する 影響
太 陽光発 電施 設の 外周に 設置す るフ ェン スにつ いては ，ノ ウサ ギやタ ヌキ等 の小

動物の 移動が 妨げ られ ない設 計とす るこ と。
ロ

オ オタカ 等の 希少 猛禽類 につい ては ，目 視調査 だけで は行 動圏 を適切 に把握 でき
ないた め，「 猛禽 類保 護の進 め方（ 改訂 版） －特に イヌワ シ， クマ タカ， オオタ カ
につい て－（ 平成 24 年 12 月 環境 省）」 を 参考に して， 現地 の植 生や地 形条件 等を
考慮し た解析 を行 うこ と。ま た，工 事完 了後 ３年以 上の事 後調 査を 実施す ること 。
以上の 結果を 踏ま えて ，適切 な環境 保全 措置 を実施 するこ と。

ハ

対 象事業 実施 区域 及びそ の周辺 では ，特 別天然 記念物 のニ ホン カモシ カの生 息が
確 認 さ れ て お り ， 事 業 の 実 施 に よ り ， 個 体 数 の 減 少 が 予 測 さ れ て い る こ と か ら ,生
息環境 への影 響を 回避 又は低 減する よう 適切 な環境 保全措 置を 実施 するこ と。

（５）

植物 に対 する 影響

改変に よる影 響が 予測 された 種につ いて ，移 植によ る代償 措置 が検 討され ている が，
原則は 「生息 域内 保全 」であ るため ，既 存の 生息地 の保全 を優 先す ること 。
特に保 全上の 重要 性が 高いヤ マジソ のほ か， 森林性 の重要 種及 び重 要なコ ケ植物 や水
草種に ついて は， より 一層の 配慮が 必要 なこ とから ，生息 地を 保全 するこ と。
（６）
イ

生態 系に 対す る影響
生 態系の 事後 調査 に当た っては ，調 整池 が多数 設置さ れる こと に伴い ，特定 の種

が増加 するこ と等 も確 認する こと。
ロ

事 業の実 施に 当た っては ，生態 系に 配慮 した工 法や時 期を 設定 すると ともに ，動
植物が 生息・生育 でき る環境 の保全 ，創 出等 の環境 保全措 置を 実施 するこ と。また,
環 境 保 全 措 置 の 検 討 に 当 た っ て は ， 里 山 か ら 農 地 ,水 辺 へ の 緑 地 の 連 続 性 を 確 保 す
るなど ，動植 物の 移動 に配慮 するこ と。

（７）
イ

景観 に対 する 影響
太 陽光パ ネル から の光の 反射に つい ては ，反射 光と散 乱光 を明 確に区 別し， 輝度

を測定 した条 件を 記載 するこ と。そ の上 で， 色彩だ けでは なく ，太 陽光パ ネルを 多
く並べ ること によ る光 害につ いても ，適 切に 予測及 び評価 を行 うこ と。
ロ

太陽光発電施設の存在又は太陽光パネルからの光の散乱光または反射光によっ
て，白 石城天 守閣 等か らの眺 望に影 響が ある と認め られる 場合 は， 遮蔽の ための 植
林や造 成計画 の見 直し など， 適切な 環境 保全 措置を 実施す るこ と。

ハ

対 象事業 実施 区域 は，県 立自然 公園 内で あるこ とから ，景 観上 重要な 山の稜 線に
太陽光 パネル を設 置し ないこ と。

ニ

太 陽光発 電施 設は ，周辺 の景観 との 調和 に配慮 した色 彩と する こと。 また， 太陽
光パネ ルは， 光の 反射 の少な い製品 を使 用す ること 。

（８）

廃棄 物の 再資 源化の 推進

事業の 実施及 び終 了後 に発生 する廃 棄物 につ いては ，再生 利用 及び 最終処 分等の 方法
を明確 にした 上で ，検 討経緯 を含め て評 価書 に記載 するこ と。
（９）

温室 効果 ガス 等の削 減に向 けた 取組

温室効 果ガス の排 出量 につい ては， ライ フサ イクル の考え 方を 基本 として ，太陽 光パ
ネルの 製造及 び運 搬， 工事， 供用及 び廃 棄等 に係る 排出量 を使 用す る太陽 光パネ ルの 種
類，供 用期間 等も 踏ま えて算 出し， その 結果 を基に 改めて 評価 を行 うこと 。その 際， 現
存する 森林を 伐採 する ことに よる排 出量 も考 慮する こと。 また ，事 後調査 を行い ，排 出
量を適 切に把 握す るこ と。
（１０ ）
イ

放 射線 の量 による 影響

造 成等の 工事 によ って， 放射性 物質 を含 む汚染 水が対 象事 業実 施区域 外に流 出し
ないよ う，適 切な 環境 保全措 置を実 施す るこ と。

ロ

放 射線の 量に つい て，事 後調査 項目 に追 加し， 対象事 業実 施区 域内の 空間放 射線
量（Sv/h）及 び土 壌の 放射能 （Bq/kg）を 測 定する こと。

（１１ ）その 他
太陽光 パネル の設 置に 伴う周 辺の気 温変 化等 が生態 系等に 与え る影 響の把 握に努 める
こと。

