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第1章 第一種事業を実施しようとする者の名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

事 業 者 の 名 称：日本風力サービス株式会社 

代 表 者 の 氏 名：代表取締役 倉田 隆広 

主たる事務所の所在地：東京都港区芝2丁目5番10号 芝公園NDビル 6階 

 

第2章 第一種事業の目的及び内容 

2.1 第一種事業の目的 

2011年の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の後、わが国では国民全般に

エネルギー供給に関する懸念や問題意識がこれまでになく広まり、エネルギー自給率の向上や

地球環境問題の改善に資する再生可能エネルギーに、社会的に大きな期待が寄せられている。 

平成30年に閣議決定された「第5次エネルギー基本計画」では、温室効果ガスを排出しない

国産の再生可能エネルギーを、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、長期を展

望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低炭素の国産エネルギー源と位置付

けている。加えて、日本が定める2030年のエネルギー電源構成比率の実現とともに、確実な主

力電源化への布石となるよう、再生可能エネルギーを積極的に推進する取組が進められている。 

長野県では、「長野県環境エネルギー戦略」（平成25年2月 長野県[平成30年3月 中間見直

し]）に基づいた取組を進め、温室効果ガスの総排出量を1990年度(15,311千t-CO2)に対して、

2020年度までに10％、2030年度までに30％、2050年度までに80％削減することを目標としてお

り、自然エネルギーの導入量については、2010年度（約1.1万TJ[TJ:テラジュール、テラ：1012]）

に対して、2020年度で約2.2万TJ、2030年度で約3.0万TJ、2050年度で約4.6万TJに増大するこ

とを目標としている。なお、風力発電施設の導入にあたっては、風致又は景観に及ぼす影響の

予測や影響を軽減するための措置を実施するなど、自然環境や景観等に配慮しつつ、適地に普

及を推進することとしており、特に、水源の涵養や山地災害の防止等のため森林機能の保全が

特に必要な地域、鳥の風車への衝突事故（バードストライク）をはじめ自然環境、生態系に少

なからず影響を及ぼすおそれのある地域、希少野生動植物の生息、生育に影響を及ぼすおそれ

がある地域、風力発電施設（関連施設を含む。）の建設により景観に少なからず影響を及ぼす

稜線の地域では、慎重に検討するとしている。 

さらに、長野県では、自然エネルギーの長野県内への普及を加速させるため、地域における

自然エネルギーを活用した地域づくりや自然エネルギー産業の創出を通じて、市町村やコミュ

ニティレベルでのエネルギー自給率の向上と、地域社会経済の活性化を図る「1村1自然エネル

ギープロジェクト」を推進している。 

本事業は、上記の社会情勢、長野県の施策を鑑み、良好な風況を活かした、安定的かつ効率

的な再生可能エネルギー発電事業を行うとともに、事業を通じて地域貢献、地域活性化、日本

のエネルギー自給率向上に寄与することを目的として実施するものである。 

なお、事業の実施にあたっては、風致又は景観に及ぼす影響の予測や影響を軽減するための

措置を検討するなど、自然環境や景観等に配慮しつつ、周辺環境に配慮した事業を実施するこ

ととする。 
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2.2 第一種事業の内容 

2.2.1 第一種事業の名称 

（仮称）長和町ウィンドファーム事業 

 

2.2.2 第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

 1．事業実施想定区域の概要 

  (1)事業実施想定区域の位置 

長野県小県郡長和町内及び北佐久郡立科町内（図 2.2-1～図 2.2-3参照） 

 

  (2)事業実施想定区域の面積 

約6,435ha 

 風力発電機の設置対象内：約2,604ha 

  ※風力発電機の設置位置（尾根部を想定）から1kmの範囲を基本に、周辺道路との接道

部分を考慮して設定した範囲 

 風力発電機の設置対象外：約3,831ha 

  ※自営送電線鉄塔、工事用資材及び風力発電機の搬入路等の設置の可能性がある範囲 
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図 2.2-1 事業の実施が想定される区域(広域) 

国土地理院発行 20万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-2 事業の実施が想定される区域(空中写真) 

出典：「GEOSPACE CDS プラス」 

（（C）NTT 空間情報株式会社,DigitalGlobe Inc.） 



5 

凡  例 

 
   事業実施想定区域 
 
   事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内) 
 
   事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外) 
 
   行政界 

 

 
図 2.2-3 事業の実施が想定される区域(狭域) 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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 2．事業実施想定区域の検討手法 

事業実施想定区域の検討フローは、図2.2-4に示すとおりである。 

事業実施想定区域の設定にあたっては、本計画段階における検討対象エリアを設定し、同エ

リア内において、各種条件により事業実施想定区域の絞り込みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-4 事業実施想定区域の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

範囲絞り込み 

 

 

 

風力発電機設置

対象絞り込み 

(1)検討対象エリアの設定（図 2.2-5） 

計画段階で検討対象とする範囲（検討対象エリア）を設定 

(2)風況条件の確認（図 2.2-6） 

局所風況マップから風況を確認 

(3)社会インフラ整備状況の確認（図 2.2-7） 

既存道路、系統連系地点等の状況を確認 

(4)法令等の制約を受ける場所の確認（図 2.2-8） 

法令等の制約を受ける場所（自然公園、鳥獣保護区、保安林、

急傾斜地崩壊危険区域等）の状況を確認 

(5)環境保全上、配慮が特に必要な施設等の確認（図 2.2-9） 

環境保全上、配慮が特に必要な施設（学校、病院、福祉施設

等）及び住宅の状況を確認 

(6)事業実施想定区域の設定（図 2.2-10～14） 

(1)～(5)を踏まえて、以下の区域を設定 

 

事業実施想定区域 

・事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内） 
※風力発電機の設置位置（尾根部を想定）から 1kmの範囲を基本

に、周辺道路との接道部分を考慮して設定した範囲 

・事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外） 
※自営送電線鉄塔、工事用資材及び風力発電機の搬入路等の設置

の可能性がある範囲 
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 3．事業実施想定区域の設定根拠 

  (1)検討対象エリアの設定 

検討対象エリアは、長和町及び立科町を基本に、「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から好風況が見込まれる範囲とし、図 2.2-5に

示すとおりとした。 

 

  (2)風況条件の確認 

検討対象エリア及びその周囲における風況は、図2.2-6に示すとおりである。 

「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から

好風況地点（高度30mにおける年平均風速が約5m/秒以上注)）の確認を行った。 

検討対象エリア内には、年平均風速が約5m/秒以上の地点が存在する。 

 

  (3)社会インフラ整備状況の確認 

検討対象エリア及びその周囲における道路等の社会インフラ整備状況は、図 2.2-7に示す

とおりである。 

アクセス道路としては、一般国道152号、主要地方道諏訪白樺湖小諸線等の既存道路が利用

可能である。 

これらの既存道路を利用することにより、道路の新設による改変面積を必要最低限にする

ことが可能であることから、工事用資材及び風力発電機の搬入路としての使用を検討する。 

 

  (4)法令等の制約を受ける場所の確認 

検討対象エリア及びその周囲における法令等の制約を受ける場所の分布状況は、図 2.2-8

に示すとおりである。 

検討対象エリアに「自然公園法」（昭和32年法律第161号）に基づく八ヶ岳中信高原国定公

園、「森林法」（昭和26年法律第249号）に基づく保安林・国有林、「鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律」（平成14年法律第88号）に基づく鳥獣保護区（春日鳥獣保護区、

望月少年自然の家鳥獣保護区、御泉水鳥獣保護区、大門鳥獣保護区、大門鷹山鳥獣保護区、

車山白樺湖鳥獣保護区）、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和44年法律第

57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域及び「砂防法」(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定

地が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

注) 好風況の条件について、「風力発電導入ガイドブック（2008年 2月改定第 9版）」（平成 20年 2月 NEDO(国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)）において、有望地域の抽出として、局所風況マ

ップ（地上高 30m）において年平均風速が 5m/秒 以上、できれば 6m/秒 以上の地域と記載されている。 
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  (5)環境保全上、配慮が特に必要な施設等の確認 

検討対象エリア及びその周囲における環境保全上、配慮が特に必要な施設等の分布状況は、

図 2.2-9に示すとおりである。 

検討対象エリアには、配慮が特に必要な施設（学校、病院、保育施設、福祉施設）及び住

宅等が分布していることから、事業実施想定区域の設定にあたって、事業実施想定区域内に

それらの施設等が存在する場合は、風力発電機を設置しない「事業実施想定区域（風力発電

機の設置対象外）」として設定することを基本とする。 

 

  (6)事業実施想定区域の設定 

「(1)検討対象エリアの設定」から「(5)環境保全上、配慮が特に必要な施設等の確認」ま

での検討を踏まえて、図 2.2-15に示すとおり「事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）」

を設定（風力発電機の設置位置（尾根部を想定）から1kmの範囲）するとともに、自社送電の

ための鉄塔建設用地、工事用資材及び風力発電機の搬入路等により改変が及ぶ可能性がある

範囲を考慮し、「事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）」を設定した。 

なお、事業実施想定区域には、保安林・国有林が存在するものの、原則として国有林は避

けることとし、保安林は、関係機関との事業の実施について協議を行う予定である。 
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図 2.2-5 検討対象エリア 

検討対象エリア 

国土地理院発行 20万分１地形図を加工して作成。 
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出典：「局所風況マップ」（NEDOホームページ 
令和 2年 4月 30日閲覧） 

 

図 2.2-6 検討対象エリアの風況（高度 30ｍ） 

風速（m/秒） 

検討対象エリア 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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検討対象エリア 

出典：「平成 27年度道路交通センサス  
一般交通量調査 DVD-ROM」 
(一般社団法人交通工学研究会) 

 

 

図 2.2-7 社会インフラの整備状況 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-8(1) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(自然公園、鳥獣保護区) 

出典：「信州くらしのマップ（長野県土地利用基本計
画（計画図）、自然・環境）」（長野県ホームペ
ージ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「長野県鳥獣保護区等位置図(令和元年度)」(長
野県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧) 

 

検討対象エリア 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-8(2) 法令等の制約を受ける場所の分布状況（保安林、急傾斜地崩壊危険区域等） 

出典：「信州くらしのマップ（長野県土地利用基本計
画（計画図）、自然・環境）」（長野県ホームペ
ージ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

 

検討対象エリア 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」（長野
県ホームページ 令和 2年 4月 22閲覧） 

「基盤地図情報 基本項目」（国土地理院ホー
ムページ 令和 2年 5月 15日閲覧） 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」

(平成 30年 4月 長和町) 
 

 
図 2.2-9(1) 配慮が特に必要な施設等の分布状況（学校、住宅等） 

検討対象エリア 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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検討対象エリア 

図 2.2-9(2) 配慮が特に必要な施設等の分布状況（保育施設、福祉施設、病院、住宅等） 

出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」（長野
県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「基盤地図情報 基本項目」（国土地理院ホ
ームページ 令和 2年 5月 15日閲覧） 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」
(平成 30年 4月 長和町) 

 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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出典：「局所風況マップ」（NEDOホームページ 
令和 2年 4月 22日閲覧） 

図 2.2-10 風況（図 2.2-6）と事業実施想定区域との重ね合わせ 

凡  例 

   事業実施想定区域 

   事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内) 

   事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外) 

   行政界 

 

 

 

風速（m/秒） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-11 社会インフラの整備状況（図 2.2-7）と事業実施想定区域との重ね合わせ 

出典：「平成 27年度道路交通センサス  
一般交通量調査 DVD-ROM」 
(一般社団法人交通工学研究会) 

 
 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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出典：「信州くらしのマップ（長野県土地利用基本計
画（計画図）、自然・環境）」（長野県ホームペ
ージ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「長野県鳥獣保護区等位置図(令和元年度)」(長
野県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧) 

 

図 2.2-12 法令等の制約を受ける場所の分布状況（図 2.2-8(1)）と事業実施想定区域との重ね合わせ 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-13 法令等の制約を受ける場所の分布状況（図 2.2-8(2)）と事業実施想定区域との重ね合わせ 

出典：「信州くらしのマップ（長野県土地利用基本計
画（計画図）、自然・環境）」（長野県ホームペ
ージ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-14(1) 配慮が特に必要な施設等の分布状況（学校、住宅等：図 2.2-9(1)） 

と事業実施想定区域との重ね合わせ 

出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」（長野
県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「基盤地図情報 基本項目」（国土地理院ホ
ームページ 令和 2年 5月 15日閲覧） 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」
(平成 30年 4月 長和町) 

 
 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 2.2-14(2) 配慮が特に必要な施設等の分布状況（保育施設、福祉施設、病院、住宅等：図 2.2-9(2)） 

と事業実施想定区域との重ね合わせ 

出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」（長野
県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「基盤地図情報 基本項目」（国土地理院ホ
ームページ 令和 2年 5月 15日閲覧） 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」
(平成 30年 4月 長和町) 

 
 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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凡  例 

 
   事業実施想定区域 
 
   事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内) 
    
   事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外) 
 
   行政界 

 

図 2.2-15 事業実施想定区域 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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 4．複数案の設定について 

  (1)複数案の設定について 

事業実施想定区域は、現時点で想定する風力発電機の設置範囲及び改変が想定される範囲

を包含するよう広めに設定しており、方法書以降の手続きにおいて環境影響の回避・低減を

考慮して事業実施区域の絞り込みを行う。 

このように方法書以降の段階で事業実施想定区域を絞り込む検討方法は、「計画段階配慮手

続に係る技術ガイド」（平成25年3月 環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会）におい

て、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」と捉えることができるとされており、「区

域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされ

ている。 

また、規模について現段階では、最大出力57,600kW（単機出力3,450～3,600kWを最大16基）

を想定し、構造は普及率が高く実績があり、発電効率が最も良いとされる3枚翼のプロペラ型

風力発電機を想定している。今後、詳細な風況条件等を解析し、さらに現地調査等を踏まえ

て具体的な風力発電機の配置、構造や工事計画を検討していく方針であり、現段階では、「配

置・構造に関する複数案」について、有意な差のある複数案の設定は現実的ではないと考え

る。 

 

  (2)ゼロ・オプションの設定について 

風力発電事業の実施を目的とした民間事業であり、ゼロ・オプションの検討は、本事業の

目的が達成されず現実的ではないことから、本配慮書ではゼロ・オプションを設定しない。 
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2.2.3 第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

 1．発電機の概要 

現段階で設置を想定する風力発電機の概要は、表 2.2-1に示すとおりである。 

また、風力発電機の概略図は、図 2.2-16に示すとおりである。 

 

表 2.2-1 風力発電機の概要 

項 目 諸 元 

定格出力（kW/基） 3,450～3,600 

ブレード枚数（枚） 3 

ローター直径（m） 105 

ハブ高さ（m） 84～100 

最大高さ（m） 136.5～152.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-16 風力発電機の概略図 

 

G.L. 

注）基礎形状は、今後の地質調査等の結果を基に検討する。 
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 2．変電施設 

変電施設については、事業実施想定区域内に設置予定であるが、具体的な位置は現在検討中

である。 

 

 3．送電線 

送電線については、事業実施想定区域内に設置予定であるが、具体的な位置は現在検討中で

ある。 

 

 4．系統連系地点 

系統連系地点（電力会社の電力系統に発電設備を接続する地点）については、事業実施想定

区域内に設置予定であるが、具体的な位置は現在検討中である。 

 

 

2.2.4 第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2.2.5 第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力：最大57,600kW 

風力発電機の単機出力：3,450～3,600kW 

風力発電機の基数：最大16基 

 

2.2.6 第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

本事業により設置される風力発電機の配置計画は、現在検討中であるものの、「2.2.2 第

一種事業の実施が想定される区域及びその面積」で設定した事業実施想定区域（風力発電機

の設置対象内）に設置する計画である。 

なお、風力発電機の設置の検討にあたっては、原則として、住宅より500m以上注)離隔する

計画である。 

 

注) 「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（平成 23年 6月 環

境省総合環境政策局）によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において騒音・低周波音

に関する苦情等が多く発生している調査結果が報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が

懸念される。この状況を踏まえ、本事業では 400mの離隔を上回る離隔として 500m以上を確保することを

検討する。 
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2.2.7 第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

 1．工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容は、以下に示すとおりである。 

・造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等 

・据付工事：風力発電機据付工事（輸送含む） 

・電気工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事 

 

 2．工事工程・期間等の概要 

主要な工事工程の概要は、表 2.2-2に示すとおりである。 

営業運転開始は工事開始後23ヵ月目を予定しているものの、具体的な工事工程は今後の対象

事業実施区域の絞り込み、地質調査、基礎工事手法等の結果を踏まえて検討する。 

建設工事：19ヵ月程度 

試験運転：工事開始後20ヵ月目から3ヵ月程度 

営業運転開始時期：工事開始後23ヵ月目（予定） 

 

表 2.2-2 主要な工事工程の概要 

項 目 期 間 

１ 造成・基礎工事等 

工事開始後 1～10ヵ月目（予定） 
 

機材搬入路及びアクセス道路整備 

ヤード造成 

基礎工事 

付帯工事等 

２ 据付工事 
工事開始後 11～18ヵ月目（予定） 

 風力発電機据付工事（輸送含む） 

３ 電気工事 

工事開始後 9～19ヵ月目（予定） 
 

送電線工事 

所内配電線工事 

変電所工事 

４ 試験運転 工事開始後 20～22ヵ月目（予定） 

５ 営業運転開始 工事開始後 23ヵ月目（予定） 

 

 3．輸送計画 

本事業では、事業実施想定区域に至る既存道路を活用し、風力発電機を輸送する計画である。 

なお、現時点では、図 2.2-17に示すとおり、直江津港（新潟県）の使用を検討しているが、

今後、現地調査を行い、輸送可能性を検討した上で、風力発電機等の搬入ルートの絞り込みを

行う。 
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図 2.2-17 風力発電機等の搬入ルート(案) 

国土地理院発行 20万分 1地形図を加工して作成。 
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2.2.8 その他の事項 

 1．事業実施想定区域及びその周囲における他事業 

事業実施想定区域周囲における他事業の既設及び建設中または計画中（環境影響評価手続き

中）の風力発電施設は存在しない。 
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第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

事業実施想定区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況について、環境要素の区分

ごとに事業特性を踏まえ、計画段階配慮事項を検討するに当たり必要と考えられる範囲を対象に、

入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。 

 

3.1 自然的状況 

3.1.1 大気環境の状況 

1．気象の状況 事業実施想定区域は長野県東部に位置し、昼夜、冬夏の寒暑の差が大きく、また、年間降水

量の少ない典型的な内陸性の気候である。事業実施想定区域内に位置する立科地域気象観測所

における令和元年の気象概況については、年平均気温は 11.0℃、年間降水量は 1,212.0mm、年

平均風速は 1.8m/秒、年間日照時間は 2,146.2時間であり、年間の風向出現頻度は西南西が 10.3%

と最も高くなっている。事業実施想定区域南西側に位置する白樺湖地域気象観測所における平

成 27年～令和元年の気象概況については、年間降水量の平均値は 1,848.0mm であり、月別降水

量の平均値は 7月が 270.8mmで最も多く、2月が 53.3mmで最も少なくなっている。 

2．大気質の状況 (1)二酸化硫黄：諏訪一般環境大気測定局（以下、一般環境大気測定局を「一般局」という。）

において測定が実施されている。平成 29年度の測定結果は環境基準を達成しており、過去 5

年間における年平均値は横ばいで推移している。 

(2)二酸化窒素：諏訪一般局及び小諸一般局において測定が実施されている。平成 29 年度の測

定結果はいずれの測定局においても環境基準を達成しており、平成 29 年度の測定結果はい

ずれの測定局においても、環境基準を達成しており、過去 5年間における年平均値は横ばい

で推移している。 

(3)浮遊粒子状物質：諏訪一般局において測定が実施されている。平成 29 年度の測定結果は環

境基準を達成しており、過去 5年間における年平均値は横ばいで推移している。 

(4)微小粒子状物質：諏訪一般局において測定が実施されている。平成 29 年度の測定結果は環

境基準を達成しており、過去 5年間における年平均値は横ばいで推移している。 

(5)光化学オキシダント：諏訪一般局及び小諸一般局において測定が実施されている。平成 29

年度の測定結果はいずれの測定局においても、環境基準を達成しておらず、昼間の 1時間値

の年平均値は諏訪一般局及び小諸一般局のいずれの測定局においても横ばいで推移してい

る。なお、光化学オキシダントについて近年の環境基準の達成状況が低いのは、当該地域特

有ではなく全国的な傾向である。 

(6)大気汚染に係る苦情の発生状況：大気汚染に係る苦情の発生状況は、平成 28 年度に上田市

が 71件、佐久市が 66件、諏訪市が 31件、長野県が 517件である。 

3．騒音の状況 (1)環境騒音の状況：事業実施想定区域及びその周囲において、環境騒音に係る調査は実施され

ていない。 

(2)超低周波音の状況：事業実施想定区域及びその周囲において、超低周波音に係る調査は実施

されていない。 

(3)道路交通騒音の状況：事業実施想定区域及びその周囲において、道路交通騒音の平成 29 年

度及び平成 30年度の調査は実施されていないが、平成 28年度は茅野市北山において調査が

実施されており、昼夜とも環境基準を達成していた。 

(4)騒音に係る苦情の発生状況：騒音に係る苦情の発生状況は、平成 28年度に上田市が 16件、

佐久市が 19件(騒音と振動の合計件数)、諏訪市が 10件、長野県が 186件である。 

4．振動の状況 (1)環境振動の状況：事業実施想定区域及びその周囲において、環境振動に係る調査は実施され

ていない。 

(2)道路交通振動の状況：事業実施想定区域及びその周囲において、道路交通振動に係る調査は

実施されていない。 

(3)振動に係る苦情の発生状況：振動に係る苦情の発生状況は、平成 28 年度に上田市が 0 件、

佐久市が 19件(騒音と振動の合計件数)、諏訪市が 3件、長野県が 2件である。 
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3.1.2 水環境の状況 

1．水象の状況 (1)河川：事業実施想定区域及びその周囲には、大門川、東沢、五十鈴川及び大茂沢川等多数の河

川が存在している。また、事業実施想定区域は、大半が信濃川水系であり、一部が天竜川水系

となっている。 

(2)湖沼：事業実施想定区域及びその周囲には、事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外)の南

側に女神湖が、事業実施想定区域の南側に白樺湖がある。 

(3)湧水：事業実施想定区域の周囲には、五斗水（長者原）水源や星降る里の「黒耀の水」、滝ノ

沢権現水があるが、事業実施想定区域内には主要な湧水はない。 

2．水質の状況 (1)河川の水質：事業実施想定区域及びその周囲には、河川の水質に係る調査は実施されていない。 

(2)湖沼の水質：事業実施想定区域及びその周囲では、女神湖及び白樺湖で湖沼の水質調査が実施

されている。平成 30 年度の調査結果は、女神湖では COD 及び大腸菌群数が、白樺湖では pH 及

び SSが環境基準値を超える値であったがその他の項目においては環境基準に適合していた。 

(4)地下水の水質：事業実施想定区域及びその周囲では、平成 30 年度は概況調査が佐久穂町上及

び佐久市春日で、継続監視調査が佐久市望月で実施されており、いずれの地点においてもすべ

ての項目で環境基準を達成していた。 

(5)水質に係る苦情の発生状況：水質に係る苦情の発生状況は、平成 28年度に上田市が 39件、佐

久市が 10件、諏訪市が 16件、長野県が 245件である。 

3．水底の底質

の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において、水底の底質に係る調査は実施されていない。 

3.1.3 土壌及び地盤の状況 

1．土壌の状況 (1)土壌：事業実施想定区域は主に適潤性褐色森林土、弱湿性褐色森林土、乾性褐色森林土、適潤

性黒色土等の林地土壌からなっている。 

(2)土壌汚染：事業実施想定区域及びその周囲には令和 2 年 4 月 1 日現在、「土壌汚染対策法」に

基づく要措置区域等の指定はされていない。 

(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況：土壌汚染に係る苦情の発生状況は、平成 28 年度に上田市が

3件、諏訪市が 0件、長野県が 0件である。 

2．地盤の状況 (1)地盤沈下の状況：事業実施想定区域及びその周囲において地盤沈下は認められていない。 

(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況：地盤沈下に係る苦情の発生状況は、平成 28 年度は諏訪市、

長野県ともに 0件である。 

3.1.4 地形及び地質の状況 

1．地形の状況 事業実施想定区域及びその周囲は、火山噴出物から成る火山地となっており急斜面、山頂緩斜

面、山腹緩斜面及び一般斜面等が分布している。また、事業実施想定区域の東側には鹿曲川等が、

西側には依田川及び大門川等に沿って、低地の谷底平野や崖錐が広がっている。 

2．地質の状況 事業実施想定区域には、玄武岩質火砕岩類、火山砕屑物及び凝灰岩等の火山性岩石が大半を占

めている。また、砕屑物やシルト・砂礫・ケイソウ土、砂・礫・火山砕屑物互層等の末固結堆積

物や半固結堆積物が広がっている。 

3．重要な地形

及び地質 

事業実施想定区域及びその周囲には、日本の典型地形として、事業実施想定区域南西側に霧ヶ

峰高原、車山及び八島ヶ原湿原が、南東側には亀甲池が存在している。また、危機にある地形と

して、事業実施想定区域南西側に霧ヶ峰高原の高層湿原と階状土が、事業実施想定区域南東側に

北八ヶ岳亀甲池の構造土形が存在している。 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

1．動物の生息

の状況 

(1)動物相の概要 
分類群 確認種数 主な確認種 

哺乳類 7目 17科 46種 

カワネズミ、アズマモグラ、キクガシラコウモリ、ヤマコウモリ、コテ

ングコウモリ、ホンドザル、トウホクノウサギ、ニホンリス、ヤマネ、

アカネズミ、ツキノワグマ、ホンドタヌキ、ホンドテン、ニホンイノシ

シ、ホンシュウジカ 

鳥 類 22目 57科 228種 

キジ、オシドリ、カイツブリ、キジバト、コサギ、カッコウ、イソシギ、

ノスリ、フクロウ、アカゲラ、カケス、ウグイス、オオヨシキリ、ゴジ

ュウカラ、オオルリ、ホオジロ 

爬虫類 2目 8科 14種 ヒガシニホントカゲ、アオダイショウ、ヤマカガシ 

両生類 2目 6科 18種 
ハコネサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホンア

マガエル、シュレーゲルアオガエル、カジカガエル 

魚 類 8目 18科 54種 アブラハヤ、ドジョウ、サクラマス、ヨシノボリ属 

昆虫類 18目 269科 4,035種 

アオイトトンボ、トノサマバッタ、エゾハルゼミ、キバネツノトンボ、

ミヤマセセリ、ヒメヤママユ、イエバエ、アオオサムシ、ミヤマクワガ

タ、ムネアカオオアリ、ヒメスズメバチ 

底生動物 5綱 13目 64科 138種 

トビイロカゲロウ属、クロマダラカゲロウ、コカゲロウ属、オナシカワ

ゲラ、クラカケカワゲラ属、ウルマーシマトビケラ、エグリトビケラ、

キリウジガガンボ、ミズスマシ 

(2)高高度を飛翔する動物相の生息情報 

・コウモリ類：「環境アセスメントデータベース」によると、事業実施想定区域内にコウモリ類の

確認メッシュはないが、周辺にはキクガシラコウモリ、ヤマコウモリ、コテングコウモリの生

息情報がある。 

・鳥類：「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」によると、事業実施想定区域及び

その周囲では、11 地点でガンカモ調査が実施されている。平成 20 年度～30 年度までの調査結

果によると、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、オシドリ等が確認されている。このう

ち、最も確認例が多い種はコガモであるが、いずれの地点も確認個体数は少ない。また、「風力

発電立地検討のためのセンシティビティマップ」によると、事業実施想定区域を含むメッシュ

は、ほとんどの範囲がイヌワシ及びクマタカの分布情報により「注意喚起レベル A3」に該当す

る。その他、事業実施想定区域の北側の一部が「情報なし」、事業実施想定区域外の東側が「注

意喚起レベル C」に該当している。さらに、「環境アセスメントデータベース」によると、日中

の鳥類の渡りルートでは、サシバの渡りルートが事業実施想定区域付近にみられる。夜間の鳥

類の渡りルートにおいては春季の渡りルートが事業実施想定区域付近に該当する可能性があ

る。そのほか、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」によると、事業実施

想定区域及びその周囲にはサシバやハチクマ、ノスリの渡り経路や集結地が存在している。な

お、事業実施想定区域及びその周囲にはマガン及びヒシクイの集結地は確認されていない。 

(3)動物の重要な種  

事業実施想定区域及びその周囲における動物の重要な種は、哺乳類 14 種、鳥類 68 種、爬虫類

5種、両生類 8種、魚類 20種、昆虫類 191種、底生動物 5種が確認されている。 

(4)注目すべき生息地 

事業実施想定区域及びその周囲には、長野県指定の鳥獣保護区のほか、生物多様性の観点から

重要度の高い湿地（重要湿地）の「霧ヶ峰湿原群（車山湿原）」、重要野鳥生息地（IBA）の「八ヶ

岳」、生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「八ヶ岳中信高原」が存在し、調査範囲の

全域に「猛きん類行動圏」が広がっている。「猛きん類行動圏」以外の分布状況については、事業

実施想定区域には「八ヶ岳中信高原」と鳥獣保護区の一部が南端にかかるほかは、事業実施想定

区域には含まれていない。 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 
2．植物の生育及

び植生の状況 

(1)植物相の概要 
分類群 確認種数 主な確認種 

シダ植物 22科 172種 

マンネンスギ、スギナ、ワラビ、イヌワラビ、クモノスシダ、ヘビノ

ネゴザ、クサソテツ、タチヒメワラビ、オシダ、シラネワラビ、ジュ

ウモンジシダ、ノキシノブ、サンショウモ 

種子植物 163科 2,485種 

ウラジロモミ、アカマツ、フタリシズカ、ダンコウバイ、コブシ、コ

バギボウシ、マイヅルソウ、ジガバチソウ、ウチワドコロ、ヤマホト

トギス、ヤマカシュウ、タガネソウ、コヌカグサ、ヤマカモジグサ、

カモガヤ、シラゲガヤ、ススキ、メガルガヤ、メギ、イカリソウ、ア

ケビ、サラシナショウマ、クサボタン、ミヤマカラマツ、フシグロセ

ンノウ、オオヤマハコベ、イタドリ、ミズヒキ、ハナタデ、ネコノメ

ソウ、ヤマブドウ、ゲンノショウコ、コマユミ、ツリバナ、クララ、

クサフジ、フジ、ヤマハンノキ、シラカンバ、ハシバミ、コナラ、シ

ナノオトギリ、タチツボスミレ、エイザンスミレ、ヒカゲスミレ、ヤ

マグワ、クロツバラ、ズミ、ウワミズザクラ、ミツバツチグリ、モミ

ジイチゴ、ケヤキ、ヤマハタザオ、イヌナズナ、サンショウ、チドリ

ノキ、ハウチワカエデ、ミズキ、ヤマアジサイ、コヨウラクツツジ、

ベニバナイチヤクソウ、ヤマツツジ、ナツハゼ、クロウスゴ、オカト

ラノオ、エゴノキ、タチカメバソウ、ガガイモ、フデリンドウ、カナ

ムグラ、カワミドリ、シロネ、キバナアキギリ、イボタノケイ、シラ

ネセンキュウ、ヤブニンジン、コシアブラ、ヤマハハコ、シラヤマギ

ク、キクタニギク、ノアザミ、キオン、オヤマボクチ、コバノガマズ

ミ、ハヤザキヒョウタンボク、マツムシソウ、オトコエシ 

合計 185科 2,657種 － 

(2)植生の概要 

植生の分布状況として、事業実施想定区域及びその周囲には、「ブナクラス域代償植生」と「植

林地、耕作地植生」が分布している。面積の広い群落としては、「ブナクラス域代償植生」の「フ

クオウソウ－ミズナラ群集」及び「ミヤコザサ-ミズナラ群集」、「植林地、耕作地植生」の「カ

ラマツ植林」が分布している。事業実施想定区域内には「フクオウソウ－ミズナラ群落」、「カ

ラマツ植林」、「牧草地」が広く分布し、尾根上に「アカマツ群落」、標高が下がると「クリ-コ

ナラ群集」が見られ、「ケヤキ二次林」「シラカンバ群落」等が小規模に点在する。 

植生自然度をみると、事業実施想定区域内には植生自然度 7、植生自然度 6、及び植生自然度

2が広く分布している。植生自然度 2は主に牧草地として利用されている。植生自然度 6は大部

分が「カラマツ植林」であり、「スギ・ヒノキ・サワラ植林」はわずかに分布している。植生自

然度 7は、「植林地、耕作地植生」以外の部分の大部分を占めており、植生自然度 7は「フクオ

ウソウ－ミズナラ群落」として、事業実施想定区域南側に見られる。 

(3)植物の重要な種及び重要な群落 

・重要な種：事業実施想定区域及びその周囲における植物の重要な種は、アツモリソウをはじ

め、ツクモグサ、ヤマシャクヤク等山地の林床に生育する種、ホソバオゼヌマスゲ、ネコヤ

マヒゴタイ、アサマフウロ等山地の湿地草原に生育する種等、97科 425種が確認されている。 

・重要な群落：事業実施想定区域及びその周囲における特定植物群落は、「八ヶ岳の自然植生」、

「霧ヶ峰の草原」、「春日渓谷上流部の植生」があげられるが、いずれも事業実施想定区域内

には分布していない。また、植生自然度は、二次林のうち自然林に近い植生自然度 8 のダケ

カンバ群落（Ⅲ）が、事業実施想定区域の南東側に一部分布している。自然林のうち、植生

自然度 9 のアカマツ群落（Ⅳ）が尾根上に分布し、その他ヤナギ高木群落（Ⅳ）やコメツガ

群落等が小さく分布するが、これらのうち、アカマツ群落（Ⅳ）の一部が事業実施想定区域

に分布する。植生自然度 10は高山ハイデ及び風衝草原等が分布するが、いずれも事業実施想

定区域には分布しない。 

長野県版レッドリストでは、3 箇所の群落が指定されている。このうち、事業実施想定区域

内に分布する可能性のある群落は存在しなかった。 

(4)巨樹・巨木林、天然記念物 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）に巨樹・巨木林、天然記念物は存在しないも

のの、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、「笠取峠の松並木」、「松並木」、「神

代杉」の 3箇所が存在する。 

3．生態系の状況 土地利用と植生区分の対応により、事業実施想定区域及びその周囲の環境は、高山帯自然植

生、自然林、二次林、植林地、草原・低木林、耕作地等、河川・湖沼、市街地等の 8 つの環境

類型区分に分類される。また、事業実施想定区域内には、植生自然度 8 の自然林に近い二次林

や、植生自然度 9 の自然林が一部含まれ、郷土環境保全地域は全域が含まれている。保安林や

国有林は事業実施想定区域内に広く分布しており、鳥獣保護区は南側に一部分布している。さ

らに、巨樹・巨木林、天然記念物のうち「笠取峠の松並木」等が分布するが、特定植物群落は

含まれていない。 
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

1．景観の状況 (1)主要な眺望点の分布及び概要：事業実施想定区域内には、「仏岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイ

キングコース」、「長門牧場」及び「女神湖」が存在しており、事業実施想定区域の周囲には、

長和町の「美しの塔」や立科町の「権現の杜公園（風の子広場）」等が存在している。 

(2)景観資源：事業実施想定区域内には、「白樺高原」及び「八ヶ岳中信高原国定公園」が存在

しており、事業実施想定区域周囲には、「蓼科山」、「八ヶ岳等」の自然景観資源が多く存在し

ている。 

2．人と自然との

触れ合いの活動

の場の状況 

事業実施想定区域内には、主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「本沢渓谷」、「不

動滝」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱の道（ト

レッキングコース）」及び「対山園」が存在している。 

事業実施想定区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場としては、「白樺

湖」や「御泉水自然園」等が存在している。 

3.1.7 一般環境中の放射性物質の状況 

1．空間線量率の

状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、4地点で空間放射線量測定が実施されており、最大値は

小学校の 0.08μSv/hである。 
 

3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

1．人口の状況 長和町及び立科町の平成 29年度の人口及び世帯数は長和町で人口が 5,913人、世帯数が 2,372

世帯、立科町で人口が 7,104人、世帯数が 2,718世帯となっている。また、平成 17～27年の人口

の推移をみると、どの地域においても減少傾向である。 

2．産業の状況 長和町及び立科町の平成 28年の事業所数及び従業員数は長和町で事業所数が 367事業所、従業

員数が 1,931 人、立科町で事業所数が 371事業所、従業員数が 3,058人である。 

(1)農業：平成 29年の農業産出額及び平成 27年における販売のあった農業経営体数は長和町で農

業産出額が約 12 億 6 千万円、農業経営体数が 182、立科町で農業産出額が約 23 億 9 千万円、

農業経営体数が 623 となっており、長和町及び立科町いずれにおいても農業産出額及び経営体

数ともに米(稲作)が最多となっている。 

(2)林業：平成 27年の林野面積及び現況森林面積は長和町で林野面積が 15,854ha、現況森林面積

が 15,420ha、立科町で林野面積が 4,037ha、現況森林面積が 3,986ha である。また、林野率は

長和町で 86.2%、立科町で 60.4%である。 

(3)水産業：長野県における平成 29年の内水面漁業漁獲量は、144tとなっている。また、事業実

施想定区域及びその周囲の内水面における漁獲量は公表されていない。 

(4)商業：平成 28 年の卸売業及び小売業の合計事業所数、年間商品販売額は長和町で事業所数が

53事業所、従業者数が 197人、年間商品販売額が約 33億円、立科町で事業所数が 59事業所、

従業者数が 308人、年間商品販売額が約 56億円となっている。 

(5)工業：平成 30年における事業所数、従業員数及び製品出荷額等は長和町で事業所数が 23事業

所、従業者数が 386人、製品出荷額等が約 4億 7千 8百万円、立科町が 18事業所、従業者数が

565人、製品出荷額等が約 7億 8千万円である。 

3.2.2 土地利用の状況 

1．土地利用の

状況 

長和町及び立科町は、山林の割合が長和町で 54.1%、立科町で 38.7%と最も多くなっている。ま

た、事業実施想定区域内の大部分が森林となっており、一部で田やその他の農用地、建物用地等

が分布している。また、事業実施想定区域の周囲には、建物用地が点在している。 

2．土地利用規

制の状況 

(1)土地利用基本計画に基づく地域の指定状況：事業実施想定区域及びその周囲には、「国土利用

計画法」に基づき、都市地域、農業地域、森林地域及び自然公園地域が存在している。 

(2)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域：事業実施想定区域及びその周囲には、

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農業振興地域整備計画における農用

地区域が存在している。 

(3)都市計画用途地域：事業実施想定区域及びその周囲には、「都市計画法」に基づく用途地域に

指定されている場所は存在しない。 

3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1．河川及び湖

沼、地下水の

利用状況 

(1)水道用水としての利用：長和町及び立科町では、平成 29年度の年間取水量は長和町で約 71万

m3、立科町で約 164万 m3となっており、主に湧水が利用されている。 

(2)漁業による利用：長和町及び立科町を流れる河川には、内共 1号の漁業権が設定されている。 
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3.2.4 交通の状況 

1．陸上交通の

状況 

(1)道路交通：事業実施想定区域及びその周囲には、一般国道 152号や諏訪白樺湖小諸線等があり、

平成 27年度の昼間 12時間交通量調査結果は、一般国道 152号（区間番号：22090）で 2,148台、

諏訪白樺湖小諸線（区間番号：41450）で 1,329台となっている。 

(2)鉄道：事業実施想定区域及びその周囲には、鉄道路線は存在しない。 

3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況 
事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）には、配慮が特に必要な施設や住宅は存在しない。また、事業実

施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、保育施設である「大門保育園」、福祉施設である「デイサービスセ

ンター「大門」」など 10施設が存在している。 

3.2.6 下水道等の整備状況 

平成 30年度末の公共下水道の計画区域内及び供用区域内水洗化率は、長和町でいずれも 88.7%であり、立科町で

いずれも 46.6%となっている。 

3.2.7 廃棄物の状況 

1．一般廃棄物

の状況 

長和町及び立科町の平成 30年度のごみ総排出量は、長和町で 1,556t、立科町で 2,143tとなっ

ている。 

2．産業廃棄物

の状況 

平成 30年度の 1年間における長野県の産業廃棄物の排出量は、約 448万 tとなっている。また、

事業実施想定区域を中心とした 50kmの範囲における、中間処理施設及び最終処分場の施設数は中

間処理施設 169ヵ所、最終処分場 5ヵ所となっている。 

3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 
1．公害関係法

令等 

(1)環境基準等 

①大気汚染：大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」に基づき全国一律に定められている。 

②騒音：騒音に係る環境基準は、「環境基本法」に基づき定められており、類型指定された地域に

対して、類型ごとの基準が適用される。なお、事業実施想定区域は類型指定はされていない。 

③水質汚濁：「環境基本法」に基づく公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、全公共用水域に対

し適用される「人の健康の保護に関するもの」と利用目的に応じて類型指定された水域に対し

て適用される「生活環境の保全に関するもの」があり、事業実施想定区域の西側の依田川はＡ

類型及び生物Ａに、東側の鹿曲川は AA類型及び生物Ａに指定されている。また、事業実施想定

区域の南西側の白樺湖及び事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外)の南側の女神湖はＡ類

型及び湖沼生物Ａに指定されている。 

④土壌汚染：土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」に基づき全国一律に定められている。 

⑤ダイオキシン類：ダイオキシン類に係る環境基準は「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づ

き全国一律に定められている。 

(2)規制基準等 

①大気汚染：大気汚染の規制については「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類、

規模毎にばい煙に係る排出基準、一般粉じん発生施設毎に施設規模等に関する基準が定められ

ている。また、長野県では「公害の防止に関する条例」に基づき、ばい煙発生施設及び一般粉

じん発生施設に係る規制が行われている。なお、本事業ではこれらが適用されるばい煙発生施

設及び一般粉じん発生施設は設置しないことから、規制は適用されない。 

②騒音：騒音の規制については、「騒音規制法」及び「騒音の規制法の規定に基づく規制地域及び

規制基準等指定」に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴

って発生する騒音に関する規制基準及び自動車騒音に係る要請限度が定められているが、事業

実施想定区域は規制地域に指定されていない。また、長野県では「公害の防止に関する条例」

に基づき、深夜営業騒音に関する規制が定められており、事業実施想定区域の位置する長和町

においては指定されていないが、立科町においては指定されている。 

③振動：振動の規制については、「振動規制法」及び「振動規制法に基づく規制地域の指定」に基

づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設作業に伴って発生する振動に関

する規制基準及び道路交通振動に係る要請限度が定められているが、事業実施想定区域は規制

地域に指定されていない。 

 



35 

 
3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 
1．公害関係法

令等 

④水質汚濁：水質汚濁の規制については、「水質汚濁防止法」に基づき、汚水または廃液を排出す

る一定の施設（特定施設）を設置する工場または事業場（特定事業場）で、公共用水域に排出

水を排出する特定事業場を規制の対象とし、排水について一律の排水基準が定められている。

事業実施想定区域の南側の白樺湖は窒素・燐規制対象湖沼であり、事業実施想定区域(風力発電

機の設置対象外)の南側の女神湖は燐規制対象湖沼であることから、これらに流入する公共用水

域に排水を行う場合、排水基準が適用される。 

⑤悪臭：悪臭の規制については、「悪臭防止法」に基づき、工場・事業場の敷地境界線の地表にお

ける規制基準が定められている。事業実施想定区域及びその周囲の市町村は濃度規制が適応さ

れるが、事業実施想定区域及びその周囲は規制地域に指定されていない。 

⑤土壌汚染：土壌汚染については、「土壌汚染対策法」において、使用が廃止された有害物質使用

特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地、一定規模以上の形質の変更が行われる土

地、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地について、特定有害物質による汚染の

可能性のある場合に、土壌汚染状況調査、区域の指定及び健康被害防止のための措置を行うこ

とが定められている。 

⑥地盤沈下：地盤沈下については、事業実施想定区域及びその周囲には、「工業用水法」及び「建

築物用地下水の採取の規制に関する法律」に基づく指定地域はない。 

⑦産業廃棄物：産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」により、事業活動等に伴って発生した廃棄物(石綿等含有

廃建材を含む)は事業者自らの責任において適切に処理することが定められている。 

⑧温室効果ガス：温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」により、事業

活動等に伴って相当程度多い温室効果ガスを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣に温

室効果ガス算定排出量の報告が定められている。また、長野県では「長野県地球温暖化対策条

例」に基づき、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者及び規則で定め

る台数以上の自動車を事業活動において使用する事業者は、その事業活動に係る温室効果ガス

の排出の抑制や防止のための計画を定めなくてはならない。 

(3)その他の環境保全計画等 

①長野県：長野県では、「長野県環境基本条例」第 8条の規定に基づき、環境の保全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「第四次長野県環境基本計画」が策定されて

いる。また、「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～」や「第五

次国土利用計画(長野県計画)」、「長野県景観育成計画」が策定されている。 

②長和町：長和町では、より広域的な視点で地域資源や特性を活かしたまちづくりが求められる

中、新たな時代を見据え長和町に住むすべての町民が明るく元気に暮らせるまちづくりの指針

として「第二次長和町長期総合計画」が策定されている。 

③立科町：立科町では、人口減少・少子高齢化、スキー場利用者の減少、商工業の低迷、公共交

通確保など多くの課題に直面し、積極かつ柔軟な行政運営が求められている中で、住民の方々

とともに知恵と力を合わせ、限られた資源や財源を効果的に活用できるような自治体運営を行

い、持続可能で自立を堅持したまちづくりを計画的に推進していくことを目的として「立科町

しあわせプラン―第 5次立科町振興計画―後期基本計画」が策定されている。 

④佐久穂町：佐久穂町では、まちづくりの最上位計画として佐久穂町が目指す将来像の実現に向

けて総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための各種個別計画の指針として「第 2 次佐久

穂町総合計画平成 29～38 年度」が策定されている。また、「佐久穂町地域新エネルギービジョ

ン」や「国土利用計画(佐久穂町計画)」が策定されている。 

⑤上田市：上田市では、「上田市環境基本条例」に示された基本理念を実現するため、上田市にお

ける環境の保全及び創造に関する目標や施策の大網、配慮指針を示す、環境の保全に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる環境分野の最上位計画として「第二次上田

市環境基本計画」が策定されている。また、「上田市地域新エネルギービジョン(増補版)」や「国

土利用計画第二次上田市計画」、「上田市景観計画」が策定されている。 

⑥佐久市：佐久市では、健全な水循環の維持、生物多様性の保全、温室効果ガス排出量の削減な

ど、佐久市の環境を取巻く新たな問題に対応することを目的とした「第二次佐久市環境基本計

画」が策定されている。また、「佐久市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」、「第二次国土利

用計画(佐久市計画)」、「佐久市景観計画」が策定されている。 

⑦諏訪市：諏訪市では、環境の保全に関する各種施策を総合的かつ計画的に推進するために策定

された第一次環境基本計画の計画期間が満了となったため、新たな施策を取り上げるなど、こ

れまでの第一次計画を見直し「第二次諏訪市環境基本計画」が策定されている。また、「諏訪市

温暖化対策実行計画」及び「諏訪市景観計画」が策定されている。 

⑧茅野市：茅野市では、市の環境分野の施策を推進するための基本方針として、第 5 次茅野市総

合計画の環境分野の基本計画に位置付けられ、また、地球温暖化問題にさらに積極的に取り組

むことを目的として「第二次茅野市環境基本計画」が策定されている。また、「茅野市景観計画」

が策定されている。 
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3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 
2．自然関係

法令等 

(1)自然保護関係 
①自然公園法及び長野県立自然公園条例に基づく自然公園：事業実施想定区域及びその周囲には「自
然公園法」に基づき、事業実施想定区域南側の「八ヶ岳中信高原国定公園」が自然公園に指定さ
れている。また、「長野県立自然公園条例」に基づく長野県立自然公園の指定はされていない。 

②自然環境保全法及び長野県自然環境保全条例の規定により指定された保全地域：事業実施想定区
域及びその周囲には「自然環境保全法」に基づく原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の
指定はされていない。また、「長野県自然環境保全条例」に基づき、事業実施想定区域南側の「仏
岩」が郷土環境保全地域に指定されている。 

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく自然遺産の区域：事業実施想定区域及
びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づく自然遺産の区域指
定はされていない。 

④都市緑地法に基づく緑地保全地域または特別緑地保全地区の区域：事業実施想定区域及びその周
囲には、「都市緑地法」に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区の指定はされていない。 

⑤鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区等：事業実施想定区域
及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく鳥獣保護区
や特定猟具使用禁止区域(銃猟)が指定されており、事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外)
の一部でも指定されているが、事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内)には指定されていな
い。 

⑥絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区：事業実施想定
区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく生息
地等保護区の指定はされていない。 

⑦特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域：事業実施想定区
域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」に基づく湿地
の区域の指定はされていない。 

⑧長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域：事業実施想定区域及びその周
囲には「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」に基づき水資源保全地域が指定されているが、
事業実施想定区域内には指定されていない。 

⑨緑の回廊：事業実施想定区域及びその周囲の緑の回廊については、事業実施想定区域外の南東側
に緑の回廊八ヶ岳がある。 

(2)史跡・名勝・天然記念物：事業実施想定区域及びその周囲には「文化財保護法」及び県条例、市
条例、町条令に基づき史跡及び天然記念物等が指定されており、事業実施想定区域内には、長和町
の名勝である不動滝が、事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外)には、長和町の有形文化財で
ある大門稲荷神社の本殿や長和町の史跡である通夢道人遺跡、立科町の文化財である与惣塚などが
存在している。また、事業実施想定区域及びその周囲には、埋蔵文化財包蔵地も存在している。 
(3)景観保全関係 
①景観計画区域：「景観法」に基づき、事業実施想定区域周辺の市町のうち、上田市、佐久市、茅野
市、諏訪市が長野県内の景観行政団体となっており、長野県及び各市で景観計画を策定している。
また、景観計画区域のうち、地域の景観資源を生かし重点的な整備を図る地区を景観重点整備地
区としている。事業実施想定区域及びその周囲における景観育成重点地域の指定状況については、
事業実施想定区域(風力発電機の設置対象外)の一部が、重要地域指定区域である八ヶ岳山麓景観
育成重点地域となっている。 

②風致地区：事業実施想定区域及びその周囲には「都市計画法」に基づく風致地区の指定はされて
いない。 

(4)国土防災関係 
①森林法に基づく保安林の指定：「森林法」に基づく保安林、及び国有林が事業実施想定区域内にあ
る。 

②急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域：「急傾斜地の崩壊
による災害の防止に関する法律」に基づく、急傾斜地崩壊危険区域が事業実施想定区域内の北西
側にある。 

③砂防法に基づく砂防指定地：「砂防法」に基づく、砂防指定地が事業実施想定区域内の一部にみら
れる。 

④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域：「地すべり等防止法」に基づく、地すべり防止区域
は指定されていない。 

⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及
び土砂災害特別警戒区域：「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
基づく、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が事業実施想定区域内の一部に指定されて
いる。 

⑥山地災害危険地区調査要領に基づく山地災害危険地区：「山地災害危険地区調査要領」に基づく、
山地災害危険地区が事業実施想定区域内の一部に指定されている。 

⑦長野県指定の土砂災害危険箇所：長野県により指定されている土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊
危険箇所、地すべり危険箇所、土石流危険箇所、土石流危険渓流）が事業実施想定区域内の一部
にみられる。 
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3.2.9 関係法令等による規制状況のまとめ 

 

法令等 地域地区等の名称 

指定等の有無 

長
和
町 

立
科
町 

事
業
実
施
想
定
区
域 

(
風
力
発
電
機
の
設
置
対
象
内) 

事
業
実
施
想
定
区
域 

(

風
力
発
電
機
の
設
置
対
象
外) 

国土利用計画法 

都市地域 × × × × 

農業地域 ○ ○ ○ ○ 

森林地域 ○ ○ ○ ○ 

自然公園地域 × ○ × ○ 

自然保全地域 × × × × 

都市計画法 都市計画用途地域 × × × × 

農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域 ○ ○ ○ ○ 

環境基本法（環境基準） 
騒音 × × × × 
騒音以外 ○ ○ ○ ○ 

騒音規制法 規制区域 × × × × 

振動規制法 規制区域 × × × × 

水質汚濁防止法 － ○ ○ ○ ○ 

悪臭防止法 指定地域 × × × × 

土壌汚染対策法 － 〇 〇 ○ ○ 
工業用水法及び建築物用地下水の採取の
規制に関する法律 

指定地域 × × × × 

自然公園法 

国立公園 × × × × 

国定公園 × ○ × ○ 

県立自然公園 × × × × 

自然環境保全条例 
自然環境保全地域 × × × × 

郷土環境保全地域 ○ × × ○ 
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関
する条約 

自然遺産 × × × × 

都市緑地法 緑地保全地域 × × × × 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律 

鳥獣保護区 ○ ○ × ○ 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律 

生息地等保護区 × × × × 

特に水鳥の生息地として国際的に重要な
湿地に関する条約 

特に水鳥の生息地として国際的に重
要な湿地 

× × × × 

文化財保護法等 

国指定史跡・名勝・天然記念物 ○ × × × 

県指定史跡・名勝・天然記念物 × ○ × × 

町指定史跡・名勝・天然記念物 ○ ○ ○ ○ 

埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ ○ ○ 

景観法 景観計画区域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 風致地区 × × × × 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律 

急傾斜地崩壊危険区域 ○ × × ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ ○ 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防
止対策の推進に関する法律 

土砂災害警戒区域 ○ ○ ○ ○ 
土砂災害特別警戒区域 ○ ○ ○ ○ 

－ 山地災害危険地区 ○ ○ ○ ○ 

－ 土砂災害危険箇所 ○ ○ ○ ○ 
注 1)○：指定あり ×：指定なし 

注 2)指定状況の確認範囲は、事業実施想定区域が位置する長和町及び立科町とする。 
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第4章 第一種事業に係る計画段階配慮事項 

に関する調査、予測及び評価の結果 

4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 

4.1.1 計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る計画段階配慮事項については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る

計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関

する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うた

めの手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省

令」（平成10年通商産業省令第54号、最終改正：令和2年3月経済産業省令第17号）（以下、「発

電所アセス省令」という。）の別表第5及び別表第11において、その影響を受けるおそれがあ

るとされる環境要素に係る項目（以下、「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業

特性及び地域特性を踏まえ、重大な影響のおそれのある環境要素を選定した。 

計画段階配慮事項の選定結果は、表 4.1-1に示すとおりであり、「騒音及び超低周波音」、

「風車の影」、「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」及び「人と自然との触れ合いの活動の場」

の7項目を選定した。 

本配慮書では、工事の実施に係る影響については、事業計画の熟度が低く工事内容や工事

期間が決定していないことから、計画段階配慮事項の対象としないこととし、方法書以降の

手続きにおいて、検討の対象として適切に調査、予測及び評価を実施することとする。 

なお、他事業の既設及び建設中または計画中（環境影響評価手続き中）の風力発電施設は、

本事業の事業実施想定区域及びその周囲に存在しないことから、他の事業との累積的影響の

検討は行わない。 
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表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定 

 

影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

 

工事の実施 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び 

超低周波音 
騒音及び超低周波音     ○ 

振動 振動      

水環境 
水質 水の濁り      

底質 有害物質      

その他の 

環境 

地形及び 

地質 
重要な地形及び地質    ×  

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき生

息地（海域に生息するものを

除く。） 

   ○ 

海域に生息する動物    ×  

植物 

重要な種及び重要な群落（海

域に生育するものを除く。） 
   ○  

海域に生育する植物    ×  

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源 

並びに主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合 

いの活動の場 
   ○  

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 

産業廃棄物      

残土      

一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量 放射線の量      

注 1)    は、「発電所アセス省令」第 21条第 1項第 5号に定める「風力発電所 別表第 5」に示す参考項目であり、 

は、同省令第 26条の 2第 1項に定める「別表第 11」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

注 2)○：計画段階配慮事項として選定した項目 ×：計画段階配慮事項として選定しなかった項目 
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4.1.2 計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、表 4.1-2に示すとおりであ

る。 

なお、「4.1.1 計画段階配慮事項の選定」に示したとおり、本配慮書においては工事の実

施による影響を対象としない。 

 

表 4.1-2 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大気環境 

騒音及び 

超低周波 

音 

騒音及び 

超低周波 

音 

施設の稼働 ○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、住宅や配慮

が特に必要な施設等が存在しており、施設の稼働による

騒音及び超低周波音の影響の可能性があることから、重

大な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

その他の 

環境 

地形及び 

地質 

重要な地 

形及び地 

質 

地形改変及び 

施設の存在 
× 

事業実施想定区域内において、重要な地形及び地質は

存在しないことから、重大な影響のおそれのある環境要

素として選定しない。 

その他 風車の影 施設の稼働 ○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、住宅や配慮

が特に必要な施設等が存在しており、施設の稼働による

風車の影の影響の可能性があることから、重大な影響の

おそれのある環境要素として選定する。 

動物 

重要な種及び注目す

べき生息地（海域に生

息するものを除く。） 

地形改変及び 

施設の存在、 

施設の稼働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、重要な種及

び注目すべき生息地が確認されており、地形改変及び施

設の存在、施設の稼働による影響の可能性があることか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選定す

る。 

海域に生息する動物 
地形改変及び 

施設の存在 
× 

海域における地形改変は行わないため、影響の可能性

がないことから、重大な影響のおそれのある環境要素と

して選定しない。 

植物 

重要な種及び重要な

群落（海域に生育する

ものを除く。） 

地形改変及び 

施設の存在 
○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、重要な種及

び重要な群落が確認されており、地形改変及び施設の存

在による影響の可能性があることから、重大な影響のお

それのある環境要素として選定する。 

海域に生育する植物 
地形改変及び 

施設の存在 
× 

海域における地形改変は行わないため、影響の可能性

がないことから、重大な影響のおそれのある環境要素と

して選定しない。 

生態系 
地域を特徴づける生

態系 

地形改変及び 

施設の存在、 

施設の稼働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然

環境のまとまりの場の存在が確認されており、地形改変

及び施設の存在、施設の稼働による影響の可能性がある

ことから、重大な影響のおそれのある環境要素として選

定する。 

景観 

主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な

眺望景観 

地形改変及び 

施設の存在 
○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、主要な眺望

点及び景観資源が確認されており、地形改変及び施設の

存在による影響の可能性があることから、重大な影響の

おそれのある環境要素として選定する。 

人と自然 

との触れ 

合いの活 

動の場 

主要な人と自然との

触れ合いの活動の場 

地形改変及び 

施設の存在 
○ 

事業実施想定区域及びその周囲において、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場（野外レクリエーション地

等）が存在しており、地形改変及び施設の存在による影

響の可能性があることから、重大な影響のおそれのある

環境要素として選定する。 

注) ◯：計画段階配慮事項として選定した項目、×：計画段階配慮事項として選定しなかった項目 
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4.2 調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は表 4.2-1(1)、(2)に、計画段

階配慮事項の評価方法の判断基準は表 4.2-2に示すとおりである。 

なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報も

あることから、専門家等への聞き取りも実施することとした。 

 

表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大
気
環
境 

騒音及 

び超低 

周波音 

騒音及び 

超低周波音 

文献その他の資料によ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の騒音及び超低周

波音の状況、配慮が特に必

要な施設等の分布状況を調

査した。 

また、騒音に係る環境基

準の類型指定の状況等につ

いても調査した。 

騒音及び超低周波音の伝

搬する区域と配慮が特に必

要な施設等の分布位置を重

ね合わせ、事業実施想定区

域から2.0km注1)の範囲につ

いて0.5km間隔で配慮が特

に必要な施設等の戸数及び

位置関係（最短距離）を整

理し、事業による影響を予

測した。 

予測結果を基に、重大な

環境影響を実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低

減しているかどうかを評価

した。 

そ
の
他
の
環
境 

その他 風車の影 

文献その他の資料によ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の配慮が特に必要

な施設等の分布状況を調査

した。 

風車の影が及ぶと考えら

れる区域と配慮が特に必要

な施設等の分布位置を重ね

合わせ、事業実施想定区域

から2.0km注2)の範囲につい

て0.5km間隔で配慮が特に

必要な施設等の戸数及び位

置関係（最短距離）を整理

し、事業による影響を予測

した。 

予測結果を基に、重大な

環境影響を実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低

減しているかどうかを評価

した。 

動物 

重要な種及

び注目すべ

き生息地 

（海域に生

息するもの

を除く。） 

文献その他の資料及び専

門家等への聞き取りによ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の動物の重要な種

の生息状況及び注目すべき

生息地の分布状況を調査し

た。 

事業実施想定区域と重要

な種の生息状況及び注目す

べき生息地の分布位置を重

ね合わせ、直接改変の程度

及び施設の稼働による衝突

可能性の程度を整理し、事

業による影響を予測した。 

予測結果を基に、重大な

環境影響を実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低

減しているかどうかを評価

した。 

植物 

重要な種及

び重要な群

落（海域に

生育するも

のを除く。） 

文献その他の資料及び専

門家等への聞き取りによ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の植物の重要な種

の生育状況、重要な植物群

落及び巨樹・巨木林等の分

布状況を調査した。 

事業実施想定区域と重要

な種の生育状況、重要な植

物群落及び巨樹・巨木林等

の分布位置を重ね合わせ、

直接改変の程度を整理し、

事業による影響を予測し

た。 

予測結果を基に、重大な

環境影響を実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低

減しているかどうかを評価

した。 

注 1)「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（平成 25年 6月 環境省総合環境政策局）における国内の先

行実施モデル事業における検討事例を参考に範囲を設定した。 

注 2)「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（平成 25年 6月 環境省総合環境政策局）における海外のア

セス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

生態系 
地域を特徴づ

ける生態系 

文献その他の資料によ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の重要な自然環境

のまとまりの場の分布状況

を調査した。 

事業実施想定区域と重要な

自然環境のまとまりの場の分

布位置を重ね合わせ、直接改変

の程度及び施設の稼働による

重要な自然環境のまとまりの

場の変化の可能性の程度を整

理し、事業による影響を予測し

た。 

予測結果を基に、重

大な環境影響を実行可

能な範囲内でできる限

り回避又は低減してい

るかどうかを評価し

た。 

景観 

主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺望景観 

文献その他の資料によ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の主要な眺望点及

び景観資源の分布状況を調

査した。 

①主要な眺望点及び景観資源

の直接改変の可能性の有無 

事業実施想定区域と主要な

眺望点及び景観資源の位置を

重ね合わせ、直接改変の可能性

の有無を整理し、事業による影

響を予測した。 

 

②主要な眺望景観の変化の程

度 

主要な眺望点からの風力発

電機の可視の程度について、以

下の観点から整理のうえ、主要

な眺望景観の変化の程度を整

理し、事業による影響を予測し

た。 

・主要な眺望点から事業実施想

定区域（風力発電機の設置対

象内）までの最短距離とその

垂直見込角 

・主要な眺望点からの眺望景観

における主な眺望対象及び

主な眺望方向 

・風力発電機の可視領域 

予測結果を基に、重

大な環境影響を実行可

能な範囲内でできる限

り回避又は低減してい

るかどうかを評価し

た。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

文献その他の資料によ

り、事業実施想定区域及び

その周囲の主要な人と自然

との触れ合いの活動の場の

分布状況を調査した。 

事業実施想定区域と主要な

人と自然との触れ合いの活動

の場の分布位置を重ね合わせ、

直接改変の可能性の有無を整

理し、事業による影響を予測し

た。 

予測結果を基に、重

大な環境影響を実行可

能な範囲内でできる限

り回避又は低減してい

るかどうかを評価し

た。 
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表 4.2-2 計画段階配慮事項の評価の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

（配慮書段階） 

判 断 基 準 

重大な影響 
がない 

重大な影響の可能性がある 重大な影響がある 

大気 
環境 

騒音及び 
超低周波音 

事業実施想
定区域と配慮
が特に必要な
施設等との位
置関係 

事業実施想
定区域及びそ
の周囲に配慮
が特に必要な
施設等が分布
しない。 

事業実施想定区域及びその周
囲に配慮が特に必要な施設等が
分布するものの、位置の状況か
ら、方法書以降の手続きにおい
て風力発電機の配置や構造等を
検討することにより、重大な環
境影響を実行可能な範囲内でで
きる限り回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域及びその
周囲に配慮が特に必要な施設
等が分布し、位置の状況から、
方法書以降の手続きにおける
検討では、重大な環境影響の
回避又は低減が困難。 

その他 
の環境 

風車の影 

事業実施想
定区域と配慮
が特に必要な
施設等との位
置関係 

事業実施想
定区域及びそ
の周囲に配慮
が特に必要な
施設等が分布
しない。 

事業実施想定区域及びその周
囲に配慮が特に必要な施設等が
分布するものの、位置の状況か
ら、方法書以降の手続きにおい
て風力発電機の配置や構造等を
検討することにより、重大な環
境影響を実行可能な範囲内でで
きる限り回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域及びその
周囲に配慮が特に必要な施設
等が分布し、位置の状況から、
方法書以降の手続きにおける
検討では、重大な環境影響の
回避又は低減が困難。 

動物 
重要な種及 
び注目すべ 
き生息地 

事業実施想
定区域と重要
な種等の分布
状況との位置
関係 

事業実施想
定区域及びそ
の周囲に重要
な種等が分布
しない。 

事業実施想定区域内に重要な
種等が分布する可能性があるも
のの、方法書以降の手続きにお
いて現地調査等により現況を把
握したうえで適切に影響の程度
を予測し、必要に応じて環境保
全措置を検討することにより、
重大な環境影響を実行可能な範
囲内でできる限り回避又は低減
が可能。 

事業実施想定区域内に重要
な種等が分布する可能性があ
り、方法書以降の手続きにお
ける検討では、重大な環境影
響の回避又は低減が困難。 

植物 
重要な種及 
び重要な群 
落 

生態系 
地域を特徴 
づける生態 
系 

事業実施想
定区域と自然
環境のまとま
りの場の分布
状況との位置
関係 

事業実施想
定区域に自然
環境のまとま
りの場が分布
しない。 

自然環境のまとまりの場の改
変を伴うものの、方法書以降の
手続きにおいて現地調査等によ
り現況を把握したうえで適切に
影響の程度を予測し、必要に応
じて環境保全措置を検討するこ
とにより、重大な環境影響を実
行可能な範囲内でできる限り回
避又は低減が可能。 

自然環境のまとまりの場の
改変を伴い、方法書以降の手
続きにおける検討では、重大
な環境影響の回避又は低減が
困難。 

景観 

主要な眺望 
点及び景観
資源並びに 
主要な眺望 
景観 

①主要な眺望
点及び景観
資源の直接
改変の有無 

 
②主要な眺望
景観の変化
の程度 

①主要な眺望
点及び景観
資源は直接
改変されな
い。 

 
②主要な眺望
点から風力
発電機が視
認 で き な
い。 

①事業実施想定区域内に主要な
眺望点又は景観資源が分布す
るものの、重大な環境影響を
実行可能な範囲内でできる限
り回避又は低減が可能。 

②主要な眺望点から風力発電機
が視認できるものの、主要な
眺望点と事業実施想定区域
（風力発電機の設置対象内）
との位置関係から、重大な環
境影響を実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減が可
能。 

①事業実施想定区域内に主要
な眺望点又は景観資源が分
布し、方法書以降の手続き
における検討では、重大な
環境影響の回避又は低減が
困難。 

②主要な眺望点から風力発電
機が視認でき、主要な眺望
点と事業実施想定区域（風
力発電機の設置対象内）と
の位置関係から、方法書以
降の手続きにおける検討で
は、重大な環境影響の回避
又は低減が困難。 

人と自 
然との 
触れ合 
いの活 
動の場 

主要な人と 
自然との触 
れ合いの活 
動の場 

主要な人と
自然との触れ
合いの活動の
場の改変の程
度 

主要な人と
自然との触れ
合いの活動の
場は改変され
ない。 

事業実施想定区域内に主要な
人と自然との触れ合いの活動の
場が分布するものの、方法書以
降の手続きにおいて風力発電機
の配置や構造等を検討すること
により、重大な環境影響を実行
可能な範囲内でできる限り回避
又は低減が可能。 

事業実施想定区域内に主要
な人と自然との触れ合いの活
動の場が分布し、方法書以降
の手続きにおける検討では、
重大な環境影響の回避又は低
減が困難。 
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4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 騒音及び超低周波音 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・騒音及び超低周波音の状況 

・配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

・環境基準の類型指定、法令による地域の規制状況等 

 

  (2)調査手法 

文献その他の資料により調査した。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、図 4.3-1(1)、(2)に示す事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (4)調査結果 

  ① 騒音及び超低周波音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、環境騒音及び超低周波音に係る調査は実施されて

いない。 

 

  ② 配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等は、表 4.3-1(1)、(2)

及び図 4.3-1(1)、(2)に示すとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）には、配慮が特に必要な施設や住宅は存

在しない。 

また、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、保育施設である「大門保育

園」、福祉施設である「デイサービスセンター「大門」」など 10施設が存在している。 

 

表 4.3-1(1) 配慮が特に必要な施設（学校・図書館） 

注）番号は、図 4.3-1(1)に対応している。 

出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」（長野県統合型地理情報システムホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平成 30年 4月 長和町) 

 

区分 市町 № 施設名 住 所 

幼稚園 佐久市 1 白鳩幼稚園 佐久市協和2322-1 

小学校 

上田市 2 武石小学校 上田市上武石20 

長和町 
3 長門小学校 長和町長久保410 

4 和田小学校 長和町和田1664 

立科町 5 立科小学校 立科町芦田3700 

佐久市 6 望月小学校 佐久市協和5229 

中学校 
立科町 7 立科中学校 立科町芦田3265-1 

佐久市 8 望月中学校 佐久市協和6925 

高等学校 佐久市 9 望月高等学校 佐久市望月276-1 

図書館 佐久市 10 佐久市立望月図書館 佐久市望月409-1 
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表 4.3-1(2) 配慮が特に必要な施設（保育施設・福祉施設・病院） 

出典：「信州くらしのマップ（まちづくり)」（長野県統合型地理情報システムホームページ 令和2年4月22日閲覧） 

「保育園」（長和町ホームページ 令和2年5月25日閲覧） 
「保育園・幼稚園」（立科町ホームページ 令和2年5月26日閲覧） 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平成30年4月 長和町) 

区分 市町 № 施設名 住 所 

保育施設 

長和町 

1 わかば保育園 長和町古町2803 

2 ながと保育園 長和町長久保507-1 

3 大門保育園 長和町大門1581 

4 和田保育園 長和町和田1792 

立科町 
5 たてしな保育園 立科町大字芦田2991-6 

6 千草保育園 立科町大字芦田1838-1 

佐久市 

7 望月保育園 佐久市協和2314-4 

8 協和保育園 佐久市協和5229 

9 春日保育園 佐久市春日515-1 

福祉施設 

上田市 10 上田市武石老人福祉センター「寿楽荘」 上田市上武石98-2 

長和町 

11 長和町地域包括支援センター 長和町古町2869-1 

12 訪問看護ステーションよだくぼ 長和町古町2857 

13 依田窪老人保健施設「いこい」 長和町古町3365-5 

14 デイサービスセンター「長門」 長和町古町3365-7 

15 中町荘 長和町古町3959-5 

16 かじあし荘 長和町3143-1 

17 多機能型事業所こんぺいとう（ぶらっと） 長和町長久保1694-1 

18 長門老人福祉センター 長和町大字長久保1699 

19 デイサービスセンター「長久保」 長和町長久保2223-9  

20 大石荘 長和町長久保2223-33 

21 小規模多機能型居宅介護 大門の家 長和町大門1531 

22 下木戸荘 長和町大門2671-1 

23 和田老人福祉センター 
長和町和田1482-5 

24 多機能型事業所こんぺいとう（和いわい） 

25 和田高齢者生活福祉センター「ほほえみ」 
長和町和田1492 

26 デイサービスセンター｢和田」 

27 グループホーム和田 長和町和田1550-2 

28 山の子学園共同村 長和町大門3527-4 

29 入大門壮 長和町大門2247-3 

立科町 

30 
ハートフルケアたてしなデイサービスセンタ

ーむつみ 
立科町芦田3731 

31 
ハートフルケアたてしなデイサービスセンタ

ーやすらぎ 
立科町芦田3724-5 

32 宇山老人集会所 立科町大字宇山1279 

33 立科町在宅介護支援センター 
立科町大字芦田2532 

34 立科町地域包括支援センター 

35 立科町老人福祉センター 立科町大字芦田2523 

佐久市 

36 ワークハウス牧 佐久市望月1729-6 

37 望月悠玄荘 佐久市望月1730-1 

38 川西赤十字訪問看護ステーション 佐久市望月342 

39 浅科・望月地域包括支援センター 

佐久市望月317-2 40 望月デイサービスセンター駒 

41 浅科ふれあいホーム望月ひまわり分場 

42 佐久良荘 佐久市望月285-2 

43 佐久市高齢者生活支援ハウス 
佐久市望月326-4 

44 望月デイサービスセンター結い 

45 ＪＡ佐久浅間デイサービスセンターしらかば 佐久市協和2404-1 

46 佐久市望月老人福祉センター 佐久市望月1626-2 

47 宅老所和楽 佐久市春日2700-1 

病院 
長和町 48 国民健康保険依田窪病院 長和町古町2857 

佐久市 49 川西赤十字病院 佐久市望月318 
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出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」 
（長野県統合型地理情報システムホームページ 
 令和 2年 4月 22日閲覧） 
「基盤地図情報 基本項目」(国土地理院ホーム
ページ 令和 2年 5月 15日閲覧) 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平
成 30年 4月 長和町) 

図 4.3-1(1) 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置 
（学校、住宅等） 

注)図中の番号は表 4.3-1(1)に対応している。 
 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」 
（長野県統合型地理情報システムホームページ 
 令和 2年 4月 22日閲覧） 
「基盤地図情報 基本項目」(国土地理院ホーム
ページ 令和 2年 5月 15日閲覧) 
「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平
成 30年 4月 長和町) 

図 4.3-1(2) 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置 
(保育施設、福祉施設、病院、住宅等） 

注)図中の番号は表 4.3-1(2)に対応している。 
 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 



48 

 

  ③ 環境基準の類型指定、法令による地域の規制状況等 

事業実施想定区域は、「環境基本法」に基づく騒音の環境基準や「騒音規制法」に基づ

く規制基準等は適用されない。 

 

 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・配慮が特に必要な施設等の戸数及び位置関係（最短距離） 

 

  (2)予測手法 

騒音及び超低周波音の伝搬する区域と配慮が特に必要な施設等の分布位置を重ね合わせ、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0kmの範囲について0.5km間隔で配慮が

特に必要な施設等の戸数及び位置関係（最短距離）を整理した。 

 

  (3)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  (4)予測結果 

予測結果は、表 4.3-2、表 4.3-3及び図 4.3-2(1)、(2)に示すとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）及びその周囲における配慮が特に必要な施

設等の分布状況は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から0～0.5km未満区域に

278棟、0.5～1.0km未満区域に156棟、1.0～1.5km未満区域に167棟、1.5～2.0km未満区域に312

棟の合計913棟が存在する。 

また、配慮が特に必要な施設の位置については、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象内）には存在しないものの、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0kmの範

囲内には6施設が存在し、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0km以上離れ

た事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、4施設が存在する。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）は、風力発電機の設置位置（尾根部を想定）

から1kmの範囲を設定しており、これを考慮すると配慮が特に必要な施設等から風力発電機ま

では1km以上の距離が確保されているものの、これらの住居等では風力発電機の稼働に伴う騒

音及び超低周波音の影響が生じる可能性があるものと予測する。 
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表 4.3-2 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の分布状況 

区  分 

事業実施 

想定区域 

(風力発電機の

設置対象内) 

事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内) 

からの距離（km） 
合 計 

0～0.5 0.5～1.0 1.0～1.5 1.5～2.0 

長 和 町 0 277 131 105 192 705 

立 科 町 0 1 25 56 101 183 

佐 久 市 0 0 0 6 19 25 

合  計 0 278 156 167 312 913 
出典：「ゼンリン住宅地図 小県郡長和町」(平成 29年 1月 株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 北佐久郡 立科町」(平成 29年 9月 株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 北佐久市 北(望月 浅科)」(平成 30年 7月 株式会社ゼンリン) 

「信州くらしのマップ（まちづくり)」（長野県統合型地理情報システムホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「保育園」（長和町ホームページ 令和 2年 5月 25日閲覧） 

「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平成 30年 4月 長和町) 

 

表 4.3-3 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設との位置関係 

区  分 No. 施 設 名 

事業実施想定区域 

(風力発電機の設置対象内) 

からの距離 

保育施設 3 大門保育園 約 0.1km 

福祉施設 

19 デイサービスセンター「長久保」 約 1.8km 

20 大石荘 約 1.8km 

21 デイサービスセンター「大門」 約 0.1km 

22 下木戸荘 約 0.3km 

28 山の子学園共同村 約 2.7km 

29 入大門壮 約 0.3km 

33 立科町在宅介護支援センター 約 5.6km 

34 立科町地域包括支援センター 約 5.6km 

35 立科町老人福祉センター 約 5.5km 

出典：「信州くらしのマップ（まちづくり)」（長野県統合型地理情報システムホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧） 

「保育園」（長和町ホームページ 令和 2年 5月 25日閲覧） 

「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平成 30年 4月 長和町) 
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出典：「信州くらしのマップ（まちづくり）」（令和
2年 4月 22日閲覧、長野県統合型地理情報シ
ステムホームページ） 

「基盤地図情報 基本項目」(国土地理院ホー
ムページ 令和 2年 5月 15日閲覧) 

「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」(平
成 30年 4月 長和町) 
 
 図 4.3-2(1) 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置関係 

（学校、住宅等） 

注)図中の番号は表 4.3-1(1)に 
対応している。 

 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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出典：「信州くらしのマップ（まちづくり)」（令
和 2年 4月 22日閲覧、長野県統合型地理情

報システムホームページ） 
「基盤地図情報 基本項目」(国土地理院ホ
ームページ 令和 2年 5月 15日閲覧) 

「長和町暮らしの便利帳 2018年保存版」
(平成 30年 4月 長和町) 
 図 4.3-2(2) 事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の位置関係 

（保育施設、福祉施設、病院、住宅等） 

注)図中の番号は表 4.3-1(2)に対応している。 
 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）及びその周囲における配慮が特に必要な施

設等の分布状況は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から0～0.5km未満区域に

278棟、0.5～1.0km未満区域に156棟、1.0～1.5km未満区域に167棟、1.5～2.0km未満区域に312

棟の合計913棟が存在する。 

また、配慮が特に必要な施設の位置については、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象内）には存在しないものの、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0kmの範

囲内には6施設が存在し、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0km以上離れ

た事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、4施設が存在する。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）は、風力発電機の設置位置（尾根部を想定）

から1kmの範囲を設定しており、これを考慮すると配慮が特に必要な施設等から風力発電機ま

では1km以上の距離が確保されているものの、これらの住居等では風力発電機の稼働に伴う騒

音及び超低周波音の影響が生じる可能性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の稼働に係る騒音及び超低周波音の影響が生じる可能性がある配

慮が特に必要な施設等について、騒音や超低周波音の状況など詳細な情報が得られていない

ため、今後の方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意す

る。 

 

・事業計画の検討にあたっては、配慮が特に必要な施設等の分布状況や位置に留意し、風

力発電機の設置基数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業実施想定区域及び配慮が特に必要な施設等の分布状

況や位置を踏まえた調査地点を設定する。なお、調査にあたっては、「風力発電施設から

発生する騒音に関する指針について」（平成29年5月26日環水大大第1705261号）を踏まえ

た調査手法とする。 

・予測にあたっては、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベルを基に予測計算を行い、

騒音及び超低周波音の影響の程度を把握するとともに、必要に応じて環境保全措置を検

討する。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減できる可能性が高いものと評価する。 
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4.3.2 風車の影 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

 

  (2)調査手法 

文献その他の資料により調査した。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、図 4.3-1(1)、(2)に示した事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (4)調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等は、「4.3.1 騒音及び超

低周波音」の表 4.3-1(1)、(2)及び図 4.3-1(1)、(2)に示したとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）には、配慮が特に必要な施設や住宅は存在

しない。 

また、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、保育施設である「大門保育園」、

福祉施設である「デイサービスセンター「大門」」など10施設が存在している。 

 

 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・配慮が特に必要な施設等の戸数及び位置関係（最短距離） 

 

  (2)予測手法 

風車の影が及ぶと考えられる区域と配慮が特に必要な施設等の分布位置を重ね合わせ、事

業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0kmの範囲について0.5km間隔で配慮が特

に必要な施設等の戸数及び位置関係（最短距離）を整理した。 

 

  (3)予測地域 

調査地域と同様とした。 
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  (4)予測結果 

予測結果は、「4.3.1 騒音及び超低周波音」の表 4.3-2、表 4.3-3及び図 4.3-2(1)、(2)

に示したとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）及びその周囲における配慮が特に必要な施

設等の分布状況は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から0～0.5km未満区域に

278棟、0.5～1.0km未満区域に156棟、1.0～1.5km未満区域に167棟、1.5～2.0km未満区域に312

棟の合計913棟が存在する。 

また、配慮が特に必要な施設の位置については、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象内）には存在しないものの、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0kmの範

囲内には6施設が存在し、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0km以上離れ

た事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、4施設が存在する。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）は、風力発電機の設置位置（尾根部を想定）

から1kmの範囲を設定しており、これを考慮すると配慮が特に必要な施設等から風力発電機ま

では1km以上の距離が確保されているものの、これらの住居等では風力発電機の稼働に伴う風

車の影の影響が生じる可能性があるものと予測する。 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）及びその周囲における配慮が特に必要な施

設等の分布状況は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から0～0.5km未満区域に

278棟、0.5～1.0km未満区域に156棟、1.0～1.5km未満区域に167棟、1.5～2.0km未満区域に312

棟の合計913棟が存在する。 

また、配慮が特に必要な施設の位置については、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象内）には存在しないものの、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0kmの範

囲内には6施設が存在し、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）から2.0km以上離れ

た事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、4施設が存在する。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）は、風力発電機の設置位置（尾根部を想定）

から1kmの範囲を設定しており、これを考慮すると配慮が特に必要な施設等から風力発電機ま

では1km以上の距離が確保されているものの、これらの住居等では風力発電機の稼働に伴う風

車の影の影響が生じる可能性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の稼働に係る風車の影の影響が生じる可能性がある配慮が特に必

要な施設等について、風車の影の状況など詳細な情報が得られていないため、今後の方法書

以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意する。 

 

・事業計画の検討にあたっては、配慮が特に必要な施設等の分布状況や位置に留意し、風

力発電機の設置基数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業実施想定区域及び配慮が特に必要な施設等の分布状

況や位置を踏まえた調査地域を設定する。 

・風車の影の影響範囲及び暴露時間を数値シミュレーション等により把握し、必要に応じ

て環境保全措置を検討する。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減できる可能性が高いものと評価する。 
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4.3.3 動物 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・重要な種の生息状況 

・注目すべき生息地の分布状況 

 

  (2)調査手法 

文献及び専門家等への聞き取りにより調査した。 

調査に用いた文献は、表 4.3-4(1)、(2)に示すとおりとした。 

 

表 4.3-4(1) 文献名及び各文献における調査対象・調査範囲 

文献 
番号 

文献名 

分類群 

調査対象・調査範囲 哺
乳
類 

鳥
類 

爬
虫
類 

両
生
類 

魚
類 

昆
虫
類 

底
生
動
物 

1 

「長野県版レッドリスト 2015（動
物編）」（平成 27年 長野県環境部
自然保護課・長野県環境保全研究
所）  

○ ○  ○ ○ ○  

哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類は
事業実施想定区域が含まれる長和町（旧長
門町）、立科町、佐久市（旧望月町）で確認
された種とした。 
鳥類は事業実施想定区域が含まれる 2 次メ
ッシュとして、「543811霧ヶ峰」「543812蓼
科山」「543821 和田」「543822 春日本郷」
「543831 武石」「543832 丸子」の 6 メッシ
ュを中心に確認された種を対象とした。 

2 

「生物多様性情報システム 基礎
調査データベース検索（第 2～6回
自然環境保全基礎調査 動植物分
布調査報告書）」（環境省ホームペ
ージ 令和 2年 4月 6日閲覧） 

○ ○ ○ ○ ○ ○  

事業実施想定区域が含まれる 2 次メッシュ
として、「543811 霧ヶ峰」「543812 蓼科山」
「543821和田」「543822春日本郷」「543831
武石」「543832丸子」の 6メッシュを中心に
確認された種を対象とした。 

3 

「生物多様性情報システム ガン
カモ類の生息調査 平成 20～30年
調査」（環境省ホームページ 令和
2年 4月 6日閲覧） 

 ○      

平成20～30年に事業実施想定区域が含まれ
る 2 次メッシュとして、「543811 霧ヶ峰」
「543812 蓼科山」「543821 和田」「543822
春日本郷」「543831武石」「543832丸子」の
6 メッシュを中心に確認された種を対象と
した。 

4 

「第 6 回自然環境保全基礎調査 
種の多様性調査 鳥類繁殖分布調
査報告書」（環境省ホームページ  
令和 2年 4月 6日閲覧） 

 ○      

事業実施想定区域が含まれる 2 次メッシュ
として、「543811 霧ヶ峰」「543812 蓼科山」
「543821和田」「543822春日本郷」「543831
武石」「543832丸子」の 6メッシュを中心に
確認された種を対象とした。 

5 

「鳥類等に関する風力発電施設立
地適正化のための手引き」 
（環境省 平成 23 年、平成 27 年
修正版） 

 ○      
1次メッシュとして、事業実施想定区域が含
まれるメッシュで確認された種を対象とし
た。 

6 

「希少猛禽類調査(イヌワシ・クマ
タカ)の結果について」 
（環境省平成 16 年 8 月 31 日報道
発表） 

 ○      

事業実施想定区域が含まれる 2 次メッシュ
として、「543811 霧ヶ峰」「543812 蓼科山」
「543821和田」「543822春日本郷」「543831
武石」「543832丸子」の 6メッシュを中心に
確認された種を対象とした。 

7 

「風力発電立地検討のためのセン
シティビティマップ（EADAS）」 
（環境省ホームページ 令和 2 年
4月 6日閲覧） 

 ○      

事業実施想定区域が含まれる 2 次メッシュ
として、「543811 霧ヶ峰」「543812 蓼科山」
「543821和田」「543822春日本郷」「543831
武石」「543832丸子」の 6メッシュを中心に
確認された種を対象とした。 

注）1次メッシュ、2次メッシュは標準地域メッシュのひとつであり、1次メッシュは約 80km×80km、2次メッシュ
は約 10km×10km。 
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表 4.3-4(2) 文献名及び各文献における調査対象・調査範囲 

文献 
番号 

文献名 

分類群 

調査対象・調査範囲 
哺
乳
類 

鳥
類 

爬
虫
類 

両
生
類 

魚
類 

昆
虫
類 

底
生
動
物 

8 
「 全 国 環 境 情 報  コ ウ モ リ
（EADAS）」(環境省ホームページ 
令和 2年 4月 6日閲覧) 

○       

事業実施想定区域が含まれる 2 次メッ
シュとして、「543811 霧ヶ峰」「543812
蓼科山」「543821 和田」「543822 春日本
郷」「543831 武石」「543832 丸子」の 6
メッシュを中心に確認された種を対象
とした。 

9 新編 長門町誌 1988 注）        

各市町村誌に記載されている種を確認
された種として整理した。 

10 望月町誌自然編 1994 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

11 立科町誌自然編 1995 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

12 和田村村誌 1977 注）        

13 上田市誌自然編資料 2002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 丸子町誌自然編 1992 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15 武石村誌自然と風土 2000 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

16 東部町誌自然編 1989 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 北御牧村誌自然編 1999 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 小諸市誌自然編 1986  ○   ○ ○  

19 佐久市志自然編 1988 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20 臼田町誌自然編 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

21 浅科村誌 2005 ○ ○  ○ ○ ○  

22 佐久町誌自然編 1990 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

23 八千穂村誌自然編 2001  ○ ○ ○ ○ ○  

24 小海町社会編 1973 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

25 下諏訪町誌上 1963 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

26 諏訪の自然誌動物編 1978 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

27 茅野市史別巻自然 1986 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

28 
「長野県のトンボ」(信州昆虫学会 
1977) 

     ○  
事業実施想定区域及びその周囲で確認
された種とした。 

29 
「長野県鳥類目録 2 -100 年の記
録-」 
(日本野鳥の会長野支部 1991) 

 ○      
事業実施想定区域及びその周囲で確認
された種とした。 

注 1）1次メッシュは標準地域メッシュのひとつであり、約 80km×80km。 

注 2)長門町誌及び和田村村誌には動物の情報は記載されていなかった。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、図 4.3-3に示す事業実施想定区域及びその周囲とした。 
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図 4.3-3 調査対象範囲 

出典：「地理院タイル」国土地理院ホームページ 
 (令和 2年 5月 11日閲覧) 

国土地理院発行 20万分１地形図を加工して作成。 
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  (4)調査結果 

  ① 重要な種の生息状況 

重要な種は、表 4.3-5に示す選定基準に基づいて選定した。 

その結果、文献において確認された主な重要な種は、表 4.3-6 に示すとおりであり、

哺乳類 14種、鳥類 68種、爬虫類 5種、両生類 8種、魚類 20種、昆虫類 191種、底生動

物 5種であった。 

 

表 4.3-5 動物の重要な種の選定基準 

番号 選定基準 カテゴリー 

1 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律（種の保存法）」及び同施行令の国際希少

野生動植物種及び国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

特 1：特定第一種国内希少野生動植物種 

特 2：特定第二種国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

 

2 「文化財保護法」で定められた国指定の特別天然

記念物及び天然記念物 

「長野県文化財保護条例」、「長和町文化財保護条

例」、「立科町文化財保護条例」、「佐久市文化財保

護条例」、「上田市文化財保護条例」、「諏訪市文化

財保護条例」、「茅野市文化財保護条例」で定めら

れた天然記念物 

 

国特：国の特別天然記念物 

国天：国の天然記念物 

県天：長野県の天然記念物 

町天(長和)：長和町の天然記念物 

町天(立科)：立科町の天然記念物 

市天(佐久)：佐久市の天然記念物 

市天(上田)：上田市の天然記念物 

市天(諏訪)：諏訪市の天然記念物 

市天(茅野)：茅野市の天然記念物 

3 「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令

和 2年 3 月 27日 環境省）の別添資料 3 の掲載種 

CR：絶滅危惧ⅠA類 

EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

4 「長野県希少野生動植物保護条例」(平成 15 年 3

月 24日長野県条例第 32号)指定希少野生動植物及

び特別指定希少野生動植物 

希少指定：指定希少野生動植物 

希少特別：特別指定希少野生動植物 

5 「長野県版レッドリスト 2015 動物編」(平成 27

年 3月 長野県) 

 

CR：絶滅危惧ⅠA類 

EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

N：留意種 

LP:絶滅のおそれのある地域個体群  
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表 4.3-6  文献による動物の重要な種の生息状況 

環境類型区分 主な生息場所 分類群 主な重要種 

高山帯自然植生 すべて 哺乳類 オコジョ                1種 

鳥類 ライチョウ               1種 

昆虫類 タカネヒカゲ八ヶ岳亜種、ヤツチビマルクビゴミ

ムシ、ナガマルハナバチ         6種 

自然林・二次林・植林地 樹上、上空 哺乳類 シナノホオヒゲコウモリ、ヤマコウモリ、ウサギ

コウモリ                5種 

鳥類 ミゾゴイ、ヨタカ、ハリオアマツバメ、ハチクマ、

オオタカ、イヌワシ、クマタカ、コノハズク、ト

ラフズク、ブッポウソウ、ハヤブサ、チゴモズ、

サンショウクイ、マミジロ、ノジコ    27種 

地表、低空 哺乳類 ミズラモグラ、ヤマネ、ニホンカモシカ  6種 

爬虫類 タカチホヘビ、シロマダラ        2種 

両生類 モリアオガエル             1種 

昆虫類 アカエゾゼミ、ヒメカメムシ、ヘリグロチャバネ

セセリ、ウラジロミドリシジミ、ムモンアカシジ

ミ、クロヒカゲモドキ、オオムラサキ、ギフチョ

ウ、セアカオサムシ、ヤマトモンシデムシ、トラ

ハナムグリ、ヨツボシホソナガクチキ、コトラカ

ミキリ、トゲアリ、クロマルハナバチ   100種 

草原・低木林 樹上、上空 鳥類 コミミズク、ホオアカ、コジュリン    8種 

地表、低空 哺乳類 カヤネズミ               1種 

鳥類 ウズラ                 1種 

昆虫類 セグロイナゴ、アカセセリ、チャマダラセセリ、

アサマシジミ中部高地帯亜種、ウラギンスジヒョ

ウモン、ダイコクコガネ         41種 

耕作地等 樹上、上空 鳥類 チュウサギ、ケリ、コシャクシギ     4種 

地表、低空 爬虫類 ヒバカリ                1種 

両生類 アカハライモリ、トウキョウダルマガエル、トノ

サマガエル               3種 

昆虫類 ゴマシジミ本州中部亜種         1種 

河川・湖沼等 水面、低空 鳥類 ヒクイナ、カンムリカイツブリ      27種 

水中 哺乳類 カワネズミ               1種 

爬虫類 ニホンイシガメ、ニホンスッポン     2種 

両生類 クロサンショウウオ、ナガレタゴガエル  4種 

魚類 スナヤツメ、ゲンゴロウブナ、タナゴ、ホトケド

ジョウ、アカザ、ヒメマス、アマゴ    20種 

水生昆虫 

底生動物 

アオハダトンボ、ミネトワダカワゲラ、コオイム

シ、オオナガレトビケラ、ゲンゴロウ、ヒメミズ

スマシ、ガムシ、ゲンジボタル      44種 
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  ② 注目すべき生息地の分布状況 

注目すべき生息地は、表 4.3-7(1)、(2)に示す法令や規制等の選定基準に基づいて選定

した。 

注目すべき生息地の位置は、図 4.3-4に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲には、注目すべき生息地の選定基準に該当するものとし

て、表 4.3-8に示すとおり、長野県指定の鳥獣保護区のほか、生物多様性の観点から重要

度の高い湿地（重要湿地）の「霧ヶ峰湿原群（車山湿原）」、重要野鳥生息地（IBA）の「八

ヶ岳」、生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「八ヶ岳中信高原」が存在し、図

面の全域に「猛きん類行動圏」が広がっている。「猛きん類行動圏」以外の分布状況は図 

4.3-4のとおりであり、事業実施想定区域には「八ヶ岳中信高原」と鳥獣保護区の一部が

南端にかかるほかは、事業実施想定区域には含まれていない。 

 

表 4.3-7(1) 動物の注目すべき生息地の選定基準 

番号 選定基準 カテゴリー 

1 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律（種の保存法）」の生息地等保護

区 

生息：生息地等保護区 

 

 

2 「文化財保護法」で定められた国指定の特別天

然記念物及び天然記念物 

「長野県文化財保護条例」、「長和町文化財保護

条例」、「立科町文化財保護条例」、「佐久市文化

財保護条例」、「上田市文化財保護条例」、「諏訪

市文化財保護条例」、「茅野市文化財保護条例」

で定められた天然記念物 

 

国指定文化財等データベース（文化庁ホームペ

ージ 令和 2年 4月 6日閲覧） 

信州の文化財検索（八十二文化財団ホームペー

ジ 令和 2年 4月 6日閲覧） 

国特：国の特別天然記念物 

国天：国の天然記念物 

県天：長野県の天然記念物 

町天(長和)：長和町の天然記念物 

町天(立科）：立科町の天然記念物 

市天(佐久)：佐久市の天然記念物 

市天(上田)：上田市の天然記念物 

市天(諏訪)：諏訪市の天然記念物 

市天(茅野)：茅野市の天然記念物 

3 「特に水鳥の生息地として 国際的に重要な湿

地に関する条約（ラムサール条約）」 

 

「日本のラムサール条約湿地－豊かな自然・多

様な湿地の保全と賢明な利用 －」（平成 25 年 

環境省） 

基準 1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、

又は希少なタイプの湿地 

基準 2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿

地 

基準 3：生物地理区における生物多様性の維持に重要

な動植物を支えている湿地 

基準 4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支え

ている湿地。または悪条件の期間中に動植物

の避難場所となる湿地 

基準 5：定期的に 2万羽以上の水鳥を支える湿地  

基準 6：水鳥の 1 種または 1 亜種の個体群で、個体数

の 1％以上を定期的に支えている湿地 

基準 7：固有な魚類の亜種、種科の相当な割合を支え

ている湿地。また湿地というものの価値を代

表するような、魚類の生活史の諸段階や、種

間相互作用、個体群を支え、それによって世

界の生物多様性に貢献するような湿地 

基準 8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として

重要な湿地。あるいは湿地内外における漁業

資源の重要な回遊経路となっている湿地 

基準 9：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種

及び亜種の個体群で、その個体群の 1 パーセ

ントを定期的に支えている湿地 
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表 4.3-7(2) 動物の注目すべき生息地の選定基準 

番号 選定基準 カテゴリー 

4 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律」（平成 14年法律第 88号 最終改

正：平成 27年 3月 31日） 

 

「自然環境 WebGIS 鳥獣保護区図」（環境省ホ

ームページ 令和 2年 4月 6日閲覧） 

「国土数値情報 鳥獣保護区データ」（国土交

通省ホームページ 令和 2年 4月 6日閲覧） 

「長野県鳥獣保護区図等位置図」（令和元年

度）（長野県ホームページ 令和 2 年 4 月 6

日閲覧） 

国指定鳥獣保護区 

特：特別保護地区 

特指：特別保護指定区域 

県指定鳥獣保護区 

5 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地

(重要湿地)」（環境省ホームページ 令和 2

年 4月 6日閲覧）  

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングロ

ーブ林、藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・

生息地として典型的または相当の規模の面積

を有している場合 

基準 2：希少種、固有種等が生育・生息している場合 

基準 3：多様な生物相を有している場合 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体

数が生息する場合 

基準 5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、産

卵場等）である場合 

6 「重要野鳥生息地（IBA）」 

（日本野鳥の会ホームページ 令和 2 年 4 月

6日閲覧） 

A1 ：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保

護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息

している生息地。 

A2 ：生息地域限定種（Restricted-range species）が

相当数生息するか、生息している可能性がある生

息地。 

A3 ：ある 1種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1

つのバイオーム（それぞれの環境に生きている生

物全体）に含まれている場合で、そのような特徴

をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、も

しくはその可能 性がある生息地。 

A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1％以上が

定期的に生息するか、または生息すると考えられ

るサイト。 

A4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の 1％

以上が定期的に生息するか、または生息すると考

えられるサイト。A4ⅲ：1種以上で 2万羽以上の水

鳥、または 1万つがい以上の海鳥が定期的に生息

するか、または生息すると考えられるサイト。 

A4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超

える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイ

ト。 

7 「生物多様性保全の鍵になる重要な地域

（KBA）」（コンサベーション・インターナショ

ナル・ジャパンホームページ 令和 2 年 4 月

6日閲覧） 

危機性：IUCNのレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、

VU）に分類された種が生息／生育する 

非代替性：a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）

が生息／生育する、b) 広い範囲に分布する

が特定の場所に集中している種が生息／生

育する、c) 世界的にみて個体が一時的に集

中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著な

個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定

される種群が生息／生育する 

8 「信州くらしのマップ(その他の法令・規制等 

猛きん類行動圏)」(長野県統合型地理情報シ

ステムホームページ 令和 2 年 6 月 25 日閲

覧) 

猛きん類行動圏 

猛きん類情報僅少地域 
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表 4.3-8 動物の注目すべき生息地 

番号 区分 名称 カテゴリー 選定理由 

2 天然記念物 Ａ：霧ヶ峰湿原植物群落 
Ｂ：ツキヌキソウ自生地 
Ｃ：山の神のコナラ群 
 

Ａ：国天 
Ｂ：町天 
 （長和） 
Ｃ：市天 
（佐久） 

 

Ａ：八島ヶ原湿原植物群落・踊場湿
原植物群落・車山の樹叢植物群
落からなる。いずれも高層湿原
を中心としてミズゴケ類はじ
め多くの高山植物が群落を形
成している。 

Ｂ：日本に自生する植物として希少
で、その形態もツキヌキニンド
ウ等と共に奇形を呈して学術
上貴重。 

Ｃ：鹿曲川畔の小さな森で太いコナ
ラが 30 本ほどあり地面はシナ
ノザサが一面で景観も美しい。
最も太いコナラは目通りは
4.68m で直径は 1.60m あり、佐
久ではこれ以上のコナラ群は
みて いない。樹姿もよく、自
然の文化財として貴重である。 

4 鳥獣保護区 ①大曲 
②春日 
③望月少年自然の家 
④御泉水 
⑤大門 
⑥大門鷹山 
⑦八島ケ原 
⑧車山白樺湖 

県指定 

－ 

5 「生物多様性の観点
から重要度の高い湿
地（重要湿地）」 

霧ヶ峰湿原群 
（車山湿原） 

基準 2 尾瀬ヶ原と並ぶ高層湿原。高山性の
ルリイトトンボ、カラカネトンボの
生息地。 

6 「重要野鳥生息地
（IBA）」 

八ヶ岳 A3 八ヶ岳連峰は八ヶ岳中信高原国定
公園の一部で南北およそ 50km、東西
約 30km に及ぶ山岳高原地帯で山梨
側は南八ヶ岳の赤岳(2,899m)を主
峰とし、それに続く 6つの険しい山
岳と麓に広がる広大な高原地域で
ある。山岳には高山性植物のほかに
アオモリトドマツやコメツガが自
生し、山麓一帯にはアカマツ、ヤマ
ツツジなどの豊かな植生に加えて
多くの湧水があり、野生鳥獣の生息
環境として良好である。 
高山性の種はイワヒバリ、カヤクグ
リ、ルリビタキ、ホシガラスなど僅
かで、標高が下るにつれてキクイタ
ダキや、コガラ、ヒガラ、ヤマガラ
などのカラ類が多くなる。清里周辺
では、草原性のノビタキ、カワラヒ
ワ、ビンズイやカッコウ科の鳥が見
られる。 

7 「生物多様性保全の
鍵になる重要な地域
（KBA）」 

八ヶ岳中信高原 非代替性 限られた範囲にのみ分布している
種（RR）が 3種生息する。バイオー
ム限定種（A3）が 1種生息する。 

8 「信州くらしのマッ
プ(その他の法令・規
制等 猛きん類行動
圏)」 

－ 猛きん類行動圏 
 

－ 

注)番号、カテゴリーは表 4.3-7(1)、(2)参照 
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図 4.3-4 事業実施想定区域及びその周囲の動物の注目すべき生息地 

出典：表 4.3-7(2) 選定基準 4～7 
 注）図中の番号は表 4.3-8に対応している。 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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  ③ 専門家への聞き取り 

文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等への聞き取

りを実施した。 

聞き取りの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生息する重要な種及び注目すべき生

息地について、表 4.3-9(1)、(2)に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-9(1) 専門家等への聞き取り結果概要 

専門分野 

（聞き取り実施日） 
結果概要 

鳥類 

（2020.05.18） 

【対象者：大学名誉教授】 

・猛禽類は複数種が現地を利用している可能性がある。特に生息の可能性が高い種はク

マタカとハチクマである。これらの種は現地を繁殖地・採食環境として利用している

可能性がある。クマタカは生息していると考えられるが、急峻な山地の地形ではない

ことから、生息数は少ないと思われる。 

・八ヶ岳にはイヌワシが生息している。イヌワシの行動圏は半径 10～20kmと言われてい

ることから、そこの個体が現地に狩りにくる可能性はある。 

・渡り鳥の利用についても把握することが重要である。昼夜ともに把握する必要がある。 

・現地では、夏鳥として利用する種が多いと思われる。逆に冬鳥は多くはないと思われ

る。 

・霧ヶ峰にはコジュリンが生息していることから、現地でも生息場所がある可能性があ

る。 

・広い草地があることから、ノビタキやホオアカ、オオジシギが生息している可能性が

ある。 

・ミゾゴイは長野県内でも各地で見られていることから、注意が必要である。 

・ウズラは生息していないかもしれない。 

・調査時期は下記を念頭において計画するとよい。 

 ・春季：5～6月、夏季：7～8月上旬、秋季：9月中下旬～10月上旬、冬季：12～1月 

 ・クマタカやイヌワシを把握するための定点観測は 12月から実施すると良い。 
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表 4.3-9(2) 専門家等への聞き取り結果概要 

専門分野 

（聞き取り実施日） 
結果概要 

昆虫類 

（2020.6.2） 

【対象者：大学特任教授】 

・昆虫類は種類数が多く、全生物の半数以上を占める生物多様性の中心となるグループ

である。 

・事業実施想定区域周辺の森林や雑木林内に重要種がいる可能性が考えられる。 

・今回の事業に関する影響としては、①工事用道路の整備等の風力発電機設置に伴う工

事による影響 ②風力発電機の稼働時の影響の 2点が考えられ、懸念事項及び対策は、

以下のとおりである。 

 ①工事用道路の整備などの風力発電機設置に伴う工事による影響 

 懸念事項：工事用車両や工事機材などからの外来種の侵入により、在来種の生息数等

への影響が考えられる。 

 対策：工事用地域の入口でタイヤの洗浄を行う、工事機材に外来種の種子等が付着し

ていないか確認する等の対策を実施するよう工事業者への指導の徹底。 

 ②風力発電機の稼働時の影響 

 懸念事項：風車のブレードの反射や明かり、音（超低周波音）が、昆虫類の生息数等

に影響を及ぼす可能性がある。 

改変面積が広く、植生、景観、土壌環境の変化が大きいことから、生息す

る昆虫類の生息数や生息密度に大きな影響を及ぼすと考えられる。 

 対策：風車設置箇所に照明を用いる場合は、ナトリウム灯などを使用すること。また、

LEDランプは昆虫類を誘引しない明かりとして評価されているが、ホタル類な

ど昆虫の種類によっては生息数を減らすことも指摘されているため、使用する

場合には注意が必要である。 

事業実施想定区域の一部が八ヶ岳中信高原国定公園に隣接しており、自然豊か

な地域であるため、周辺の自然環境への配慮を十分に行うこと。 

風車設置後に植栽を行う場合は、外来種による植栽は避け、可能な限り事業実

施区域周辺に生育している野生種を用いた植栽を行い、早い環境の再生を促す

こと。 

・昆虫類は種数が多いため、文献調査及び現地調査ですべての種を確認することは難し

いことから、サンプリング調査を実施し、生息している重要種及び周辺環境に生息す

る昆虫類の生態系における位置づけを把握し、豊かな自然環境に配慮していくことが

重要である。 

・調査方法としては、ライトトラップ法、ピットフォールトラップ法、スウィーピング

法、ビーティング法、コドラート法（底生生物）を併用すること。 

・風車の設置後のモニタリングが重要であり、その事前の状況を把握できる事前調査が

必要である。事前・事後の変化が把握できるよう、可能な限り定量的な調査を実施す

ること（例：多様性の高い場所でのボックス型ライトトラップ等）。 

・現地調査時期及び頻度は下記を念頭において計画すること。 

 春季（初夏季）：5月中下旬～6月上旬 夏季：7月 秋季：9月中下旬 

ホタルの調査については、6月後半～8月初頭に実施すること。 

10月になると生き物の数は減少する。 

また、重要種や保全対策が必要な種の発生期に応じて調査時期を設定すること。 

・特に保全対策を要する種は、ヒメギフチョウ、オオムラサキ、ゲンジボタル、ヘイケ

ボタル、ヒメボタル、ゲンゴロウ等が挙げられる。 

・タガメは、長野県内では絶滅している。 

・長和町周辺は比較的雪が少ない地域である。 
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 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・直接改変による重要な種の生息環境の変化の程度及び施設の稼働による衝突可能性の程

度 

・注目すべき生息地の変化の程度 

 

  (2)予測手法 

事業実施想定区域と重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布位置を重ね合わせ、

直接改変の程度及び施設の稼働による衝突可能性の程度を整理した。 

 

  (3)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  (4)予測結果 

  ① 重要な種の生息環境の変化の程度及び施設の稼働による衝突可能性の程度 

動物の生息環境として、現存植生図と事業実施想定区域を重ね合わせた結果は、図 

4.3-5(1)、(2)に、現存植生図の凡例は表 4.3-10(1)、(2)に示すとおりである。 

事業実施想定区域には、「フクオウソウ－ミズナラ群集」及び「ミヤコザサ-ミズナラ群

集」、「カラマツ植林」等が分布している。 

事業実施想定区域内の環境は、北側は植林地が多く、南側は自然林が多く分布している

が、概括的には樹林地が大半である。樹林地以外は、牧草地が一部に広がっている以外は、

草原・低木林、耕作地等はわずかである。河川や池沼といった水域は、原則として直接改

変を行わない計画としている。 

植生の分布状況を踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う重要な種に対する影響を予

測した結果は表 4.3-11(1)、(2)に示すとおりである。 

高山帯自然植生は事業実施想定区域内になく、河川・湖沼等の水域を主な生息環境とす

る重要な種については、事業実施想定区域内であっても原則として直接的な改変を行わな

いことから、事業の実施による重大な影響が生じる可能性はないものと予測する。 

自然林・二次林・植林地、草原・低木林及び耕作地等（牧草地）を主な生息環境とする

重要な種及び動物の注目すべき生息地については、事業実施に伴いその一部に直接的な改

変が生じる可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるもの

と予測する。 

特に、事業実施想定区域は、図 4.3-6 及び図 4.3-7 に示すとおり、イヌワシ等の希少

猛禽類の分布メッシュに該当していることから、営巣場所によっては行動圏の一部に対し、

事業実施に伴い直接的、間接的影響が生じる可能性があるものと予測する。 

また、事業実施想定区域上空を利用する可能性があるコウモリ類や鳥類については、施

設の稼働に伴うバットストライク、バードストライク等の影響が生じる可能性があるもの

と予測する。 
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図 4.3-5(1) 事業実施想定区域及びその周囲の現存植生図（詳細・北側） 

出典：「生物多様性情報システム自然環境保全基礎
調査 植生調査第 6回（1999～ 2012）、 
第 7回（2013～） 1/25,000 植生図 

（環境省ホームページ 令和 2年 5月 12日閲覧） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 4.3-5(2) 事業実施想定区域及びその周囲の現存植生図（詳細・南側） 

出典：「生物多様性情報システム自然環境保全基礎
調査 植生調査第 6回（1999～ 2012）、 
第 7回（2013～） 1/25,000 植生図 

（環境省ホームページ 令和 2年 5月 12日閲覧） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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表 4.3-10(1) 現存植生図凡例 

植生区分 凡例 凡例番号 凡例名 植生自然度 

高山帯自然植生域  
1 コケモモ－ハイマツ群集 9 

 
2 高山ハイデ及び風衝草原 10 

コケモモ－トウヒクラ

ス域自然植生 

 
3 シラビソ－オオシラビソ群集 9 

 
4 コメツガ群落 9 

 
5 カラマツ群落 9 

 
6 ミドリユキザサ－ダケカンバ群団 9 

 
7 高茎草原及び風衝草原 10 

コケモモ－トウヒクラ

ス域代償植生 
 

8 ダケカンバ群落（Ⅲ） 8 

 
9 ササ群落（Ⅲ） 5 

ブナクラス域自然植生 

 
10 アカマツ群落（ＩＶ） 9 

 
11 ヤマタイミンガサ－サワグルミ群集 9 

 
12 オニヒョウタンボク－ハルニレ群集 9 

 
14 ヤナギ高木群落（ＩＶ） 9 

 
15 ヤシャブシ群落 9 

ブナクラス域代償植生 

 
13 レンゲツツジ－ズミ群集 7 

 
16 フクオウソウ－ミズナラ群集 7 

 
17 シラカンバ群落 7 

 
18 ミヤコザサ－ミズナラ群集 7 

 
19 オニグルミ群落（Ｖ） 7 

 
20 ケヤキ二次林 7 

 
21 アカマツ群落（Ｖ） 7 

 
22 ススキ群団（Ｖ） 5 

 
23 伐採跡地群落（Ｖ） 4 

ヤブツバキクラス域代

償植生  
24 クリ－コナラ群集 7 

河辺・湿原・塩沼地・

砂丘植生等 

 
25 ツルコケモモ－ミズゴケクラス 10 

 
26 ヨシクラス 5 

 
27 ツルヨシ群集 5 

 
28 ヒルムシロクラス 10 

植林地、耕作地植生 

 
29 スギ・ヒノキ・サワラ植林 6 

 
30 カラマツ植林 6 

 
31 外国産樹種植林 3 

 
32 ニセアカシア群落 3 

 
33 その他植林 6 
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表 4.3-10(2) 現存植生図凡例 

植生区分 凡例 凡例番号 凡例名 植生自然度 

植林地、耕作地植生 

 
34 ウラジロモミ植林 6 

 
35 竹林 3 

 
36 ゴルフ場・芝地 4 

 
37 牧草地 2 

 
38 路傍・空地雑草群落 4 

 
39 果樹園 3 

 
40 畑雑草群落 2 

 
41 水田雑草群落 2 

 
42 放棄水田雑草群落 4 

その他 

 
43 市街地 1 

 
44 緑の多い住宅地 2 

 
45 工場地帯 1 

 
46 造成地 1 

 
47 開放水域 － 

 
48 自然裸地 － 

注)植生自然度の区分は、「1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」（平成 28 年 環境省）の 1/25,000 植

生図に示されるものに基づく。 
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図 4.3-6 事業実施想定区域及びその周囲のセンシティビティマップにおけるイヌワシの分布メッシュ図 

出典：「環境アセスメントデータベース」 
(環境省ホームページ 令和2年5月9日閲覧) 
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出典：「環境アセスメントデータベース」 
(環境省ホームページ 令和2年5月9日閲覧) 

 

図 4.3-7 事業実施想定区域及びその周囲のセンシティビティマップにおけるクマタカの分布メッシュ図 
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表 4.3-11(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

環境類型区分 
主な 

生息場所 
分類群 主な重要種 予測結果 

高山帯自然植

生 

すべて すべて オコジョ、ライチョウ、タカネヒ

カゲ八ヶ岳亜種、ヤツチビマルク

ビゴミムシ、ナガマルハナバチ 

事業実施想定区域内に生息環境

が存在しないことから、事業の実施

による重大な影響が生じる可能性

はないものと予測する。 

自然林・二次

林・植林地 

樹上、上空 哺乳類 シナノホオヒゲコウモリ、ヤマコ

ウモリ、ウサギコウモリ 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変され

る場合、事業の実施に伴う生息環境

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。特に、営巣地が改変

区域近傍にある場合には、営巣場所

によっては行動圏の一部に対し、事

業実施に伴い直接的、間接的影響が

生じる可能性があるものと予測す

る。 

事業実施想定区域上空を利用す

る可能性があるコウモリ類や鳥類

については、施設の稼働に伴うバッ

トストライク、バードストライク等

の影響が生じる可能性があるもの

と予測する。 

鳥類 ミゾゴイ、ヨタカ、ハリオアマツ

バメ、ハチクマ、オオタカ、イヌ

ワシ、クマタカ、コノハズク、ト

ラフズク、ブッポウソウ、ハヤブ

サ、チゴモズ、サンショウクイ、

マミジロ、ノジコ 

地表、低空 哺乳類 ミズラモグラ、ヤマネ、ニホンカ

モシカ 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変され

る場合、事業の実施に伴う生息環境

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

爬虫類 タカチホヘビ、シロマダラ  

両生類 モリアオガエル  

昆虫類 アカエゾゼミ、ヒメカメムシ、ヘ

リグロチャバネセセリ、ウラジロ

ミドリシジミ、ムモンアカシジ

ミ、クロヒカゲモドキ、オオムラ

サキ、ギフチョウ、セアカオサム

シ、ヤマトモンシデムシ、トラハ

ナムグリ、ヨツボシホソナガクチ

キ、コトラカミキリ、トゲアリ、

クロマルハナバチ 

草原・低木林 樹上、上空 鳥類 コミミズク、ホオアカ、コジュリ

ン 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変され

る場合、事業の実施に伴う生息環境

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

事業実施想定区域上空を利用す

る可能性がある鳥類については、施

設の稼働に伴うバードストライク

の影響が生じる可能性があるもの

と予測する。 

地表、低空 哺乳類 カヤネズミ 事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変され

る場合、事業の実施に伴う生息環境

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

鳥類 ウズラ  

昆虫類 セグロイナゴ、アカセセリ、チャ

マダラセセリ、アサマシジミ中部

高地帯亜種、ウラギンスジヒョウ

モン、ダイコクコガネ  



75 

 

表 4.3-11(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

環境類型区分 
主な 

生息場所 
分類群 主な重要種 予測結果 

耕作地等 樹上、上空 鳥類 チュウサギ、ケリ、コシャクシギ 事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変され

る場合、事業の実施に伴う生息環境

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

事業実施想定区域上空を利用す

る可能性がある鳥類については、施

設の稼働に伴うバードストライク

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

地表、低空 爬虫類 ヒバカリ 事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変され

る場合、事業の実施に伴う生息環境

への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

両生類 アカハライモリ、トウキョウダル

マガエル、トノサマガエル 

昆虫類 ゴマシジミ本州中部亜種  

河川・湖沼等 水面、低空 鳥類 ヒクイナ、カンムリカイツブリ 事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在する可能性はあるが、直

接的な改変を行わないことから、事

業の実施による重大な影響が生じ

る可能性はないものと予測する。 

水中 哺乳類 カワネズミ 

爬虫類 ニホンイシガメ、ニホンスッポン  

魚類 スナヤツメ、ゲンゴロウブナ、タ

ナゴ、ホトケドジョウ、アカザ、

ヒメマス、アマゴ 

水生昆虫 

底生動物 

アオハダトンボ、ミネトワダカワ

ゲラ、コオイムシ、オオナガレト

ビケラ、ゲンゴロウ、ヒメミズス

マシ、ガムシ、ゲンジボタル 

 

  ② 注目すべき生息地の変化の程度 

事業実施想定区域と注目すべき生息地の位置関係は、図 4.3-4に示したとおりであり、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）に注目すべき生息地は存在しないものの、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、注目すべき生息地として、鳥獣保護

区の一部及び「八ヶ岳中信高原」が存在することから、事業の実施に伴う影響が生じる可

能性があるものと予測する。 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

高山帯自然植生は事業実施想定区域内になく、河川・湖沼等の水域を主な生息環境とする

重要な種については、事業実施想定区域内であっても原則として直接的な改変を行わないこ

とから、事業の実施による重大な影響が生じる可能性はないものと予測する。 

自然林・二次林・植林地、草原・低木林及び耕作地等（牧草地）を主な生息環境とする重

要な種及び動物の注目すべき生息地については、事業実施に伴いその一部に直接的な改変が

生じる可能性があることから、事業の実施に伴う生息環境への影響が生じる可能性があるも

のと予測する。 

特に、事業実施想定区域は、イヌワシ等の希少猛禽類の分布メッシュに該当していること

から、営巣場所によっては行動圏の一部に対し、事業実施に伴う直接的、間接的影響が生じ

る可能性があるものと予測する。 

また、事業実施想定区域上空を利用する可能性があるコウモリ類や鳥類については、施設

の稼働に伴うバットストライク、バードストライク等の影響が生じる可能性があるものと予

測する。 

これらの状況を踏まえ、今後の方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、

以下の事項に留意する。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種への影響を適切に予測するととも

に調査結果に基づき、環境保全措置を検討する。 

・猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成24年12月 環境省自然環境局

野生生物課）に準拠して生息状況の調査を実施する。 

・渡り鳥の移動ルートにも留意し、移動状況を把握できるよう調査を実施する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも

留意した調査を実施する。 

・施設の稼働により、上空を飛翔するコウモリ類、渡り鳥及び猛禽類等の鳥類が事業実施

想定区域上空を利用することへの影響が想定されるものの、風力発電機設置位置等の情

報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調

査、予測及び評価を実施する。 

・土地の改変にあたっては、改変面積は可能な限り小さくするとともに、濁水等が流入し

ない計画や工法について検討し、生息環境への影響の低減を図る。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減できる可能性が高いものと評価する。 
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4.3.4 植物 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・重要な種の生育状況 

・重要な植物群落の分布状況 

・巨樹・巨木林、天然記念物の分布状況 

 

  (2)調査手法 

文献その他の資料及び専門家等への聞き取りにより調査した。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、動物と同様に図 4.3-3に示した事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (4)調査結果 

重要な種及び群落は、表 4.3-12(1)、(2)に示す選定基準に基づいて選定した。 

 

表 4.3-12(1) 植物の重要な種及び群落の選定基準 

番号 文献名 カテゴリー 

重
要
な
種 

重
要
な
群
落 

1 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律（種の保存法）」及び同施行令の

国際希少野生動植物種及び国内希少野生動植

物種 

国際：国際希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

特 1：特定第一種国内希少野生動植物種 

特 2：特定第二種国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

生息：生息地等保護区 

○ ○ 

2 「文化財保護法」で定められた国指定の特別

天然記念物及び天然記念物 

「長野県文化財保護条例」、「長和町文化財保

護条例」、「立科町文化財保護条例」、「佐久市

文化財保護条例」、「上田市文化財保護条例」、

「諏訪市文化財保護条例」、「茅野市文化財保

護条例」で定められた天然記念物 

 

国特：国の特別天然記念物 

国天：国の天然記念物 

県天：長野県の天然記念物 

町天（長和）：長和町の天然記念物 

町天（立科）：立科町の天然記念物 

市天（佐久）：佐久市の天然記念物 

市天（上田）：上田市の天然記念物 

市天（諏訪）：諏訪市の天然記念物 

市天（茅野）：茅野市の天然記念物 

○ ○ 

3 「環境省レッドリスト 2020の公表について」

（令和 2年 3月 27日 環境省）の別添資料 3

の掲載種 

CR：絶滅危惧ⅠA類 

EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

○ － 

4 「長野県希少野生動植物保護条例」の指定希

少野生動植物及び特別指定希少野生動植物 

希少指定：指定希少野生動植物 

希少特別：特別指定希少野生動植物 
○ － 
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表 4.3-12(2) 植物の重要な種及び群落の選定基準 

番号 文献名 カテゴリー 

重
要
な
種 

重
要
な
群
落 

5 「長野県版レッドリスト 2014（植物

編）」(平成 26年 3月 長野県) 

CR：絶滅危惧ⅠA類 

EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

N：留意種 

LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

A：植物群落保護上の重要性が極めて高いもの 

B：植物群落保護上の重要性が高いもの 

C：植物群落保護の必要性が考えられるもの 

○ ○ 

6 「長野県版レッドリスト 2005(非維

管束植物編・植物群落編)」(平成 17

年 3月 長野県) 

 

CR：絶滅危惧ⅠA類 

EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

A：植物群落保護上の重要性が極めて高いもの 

B：植物群落保護上の重要性が高いもの 

C：植物群落保護の必要性が考えられるもの 

－ ○ 

7 「第 2 回自然環境保全基礎調査動植

物分布図」（昭和 56年 環境庁） 

「第 3 回自然環境保全基礎調査特定

植物群落 調査報告書全国版」（昭和

63年 環境庁） 

「第 5 回自然環境保全基礎調査特定

植物群落調査報告書」（平成 12 年 

環境庁）に掲載されている特定植物

群落  

 

A：原生林もしくはそれに近い自然林  

B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落ま

たは個体群  

C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・

隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落

または個体群  

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、

石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個

体群で、その群落の特徴が典型的なもの  

E：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特

徴が典型的なもの  

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森

林であっても､長期にわたって伐採等の手が入って

いないもの  

G：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で

極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体

群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

－ ○ 

8 「植物群落レッドデータ・ブック」

（NACS-J,WWF Japan 平成 8年） 

に掲載の植物群落  

 

4：緊急に対策必要  

3：対策必要  

2：破壊の危惧  

1：要注意 

－ ○ 

9 「1/2.5 万植生図を基にした植生自

然度について」（環境省 平成 28年）

の 1/25,000植生図  

植生自然度 10 

植生自然度 9 

植生自然度 8  

－ ○ 
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  ① 重要な種の生育状況 

事業実施想定区域及びその周囲に存在している重要な種は、表 4.3-13 に示すとおりで

あり、97科 425 種であった。 

 

表 4.3-13 文献による植物の重要な種の生育状況 

環境類型区分 主な重要種 

高山帯自然植生 ツクモグサ、ヤツガタケキンポウゲ、タカネミミナグサ、クモイコザクラ、

ウルップソウ、タカネコウリンカ                36種 

自然林・二次林・植林地 スギラン、ウラシマソウ、キンラン、コアツモリソウ、レンゲショウマ、

ハルトラノオ、ナツノタムラソウ                186種 

草原・低木林 ユウスゲ、ホソバノアマナ、ノカラマツ、ナンバンギセル、マメダオシ、

アズマギク、キキョウ                     133種 

耕作地等 サジオモダカ、ニシキソウ、ミゾコウジュ            16種 

河川・湖沼等 ミズニラ、サンショウモ、コオホネ、ホソバヒルムシロ、ナガエミクリ、

ノダイオウ                          54種 

合計 97科 425種 
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  ② 重要な植物群落の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲に存在している重要な群落は、表 4.3-14～表 4.3-16、

図 4.3-8及び図 4.3-9(1)、(2)に示すとおりである。 

特定植物群落は、「八ヶ岳の自然植生」、「霧ヶ峰の草原」、「春日渓谷上流部の植生」が

あげられるが、いずれも事業実施想定区域内には分布していない。 

また、植生自然度は、二次林のうち自然林に近い植生自然度 8のダケカンバ群落（Ⅲ）

が、事業実施想定区域の南東側に一部分布している。自然林のうち、植生自然度 9のアカ

マツ群落（Ⅳ）が尾根上に分布し、その他ヤナギ高木群落（Ⅳ）やコメツガ群落等が小さ

く分布するが、これらのうち、アカマツ群落（Ⅳ）の一部が事業実施想定区域に分布する。

植生自然度 10 は高山ハイデ及び風衝草原等が分布するが、いずれも事業実施想定区域に

は分布しない。 

長野県版レッドリストでは、3箇所の群落が指定されている。このうち、事業実施想定

区域内に分布する可能性のある群落は存在しなかった。 

 

表 4.3-14 重要な植物群落（特定植物群落） 

区分 名称 カテゴリー 選定理由 

特定植物群落 八ヶ岳の自然植生 ABCD 亜寒帯植生 

霧ヶ峰の草原 BC 冷温帯植生 

春日渓谷上流部の植生 A 植生一般 

注）カテゴリーは、表 4.3-12(2)参照 

 

表 4.3-15 重要な植物群落（植生自然度 10、9及び 8） 

区分 カテゴリー 植生区分 群落名 

植生 

自然度 

植生自然度 10 高山帯自然植生域 高山ハイデ及び風衝草原 

コケモモ－トウヒクラス域自然植生 高茎草原及び風衝草原 

河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等 
ツルコケモモ－ミズゴケクラス、ヒ

ルムシロクラス 

植生自然度 9 高山帯自然植生域 コケモモ－ハイマツ群集 

コケモモ－トウヒクラス域自然植生 

シラビソ－オオシラビソ群集、コメ

ツガ群落、カラマツ群落、ミドリユ

キザサ－ダケカンバ群団 

ブナクラス域自然植生 

アカマツ群落（Ⅳ）、ヤマタイミン

ガサ－サワグルミ群集、オニヒョウ

タンボク－ハルニレ群集、ヤナギ高

木群落（Ⅳ）、ヤシャブシ群落 

植生自然度 8 コケモモ－トウヒクラス域代償植生 ダケカンバ群落（Ⅲ） 

注）カテゴリーは、表 4.3-12(2)参照 
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表 4.3-16 重要な植物群落（長野県版レッドリスト） 

番 

号 

単
一
群
落/

群
落
複
合 

群系 群落名 市町 地名 

評価基準 
総合

評価 

備 考 

①
保
護
対
策
の
緊
急
性 

②
保
護
管
理
状
態 

③
特
異
性
・
分
布
特
性 

④
群
落
の
希
少
性 

評
価
点
合
計 

総
合
評
価 

1 複 高層湿原植生 ミズゴケ群落 諏訪市 
霧ヶ峰（大山牧場

西湿原群） 
3 3 3 2 11 A  

2 単 温帯針葉高木林 ウラジロモミ群落 下諏訪町 東俣 2 2 2 2 8 B  

3 単 ススキ・シバ草原 ススキ群落 
諏訪市・茅野

市・下諏訪町 
霧ヶ峰高原 3 3 2 2 10 A 評価変更 

注 1)出典には詳細な位置図が掲載されていないため、調査範囲内にかかる市町で確認されている重要な植物群落を示した。 

注 2)総合評価 A：評価基準①～④の評価得点の合計が 10点以上 

総合評価 B：評価基準①～④の評価得点の合計が 7～9点 

出典：「長野県版レッドリスト～長野県の絶滅のおそれのある野生動植物～2005 非維管束植物編・植物群落編」 

(平成 17年 3月 長野県) 

「長野県版レッドリスト～長野県の絶滅のおそれのある野生動植物～2014 植物編」(平成 26年 3月 長野県) 
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図 4.3-8 事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物群落の分布位置図（特定植物群落） 

出典：「自然環境保全基礎調査  
特定植物群落調査第 3回、第 5回」 

（環境省ホームページ 令和 2年 4月 9日閲覧） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 4.3-9(1) 事業実施想定区域及びその周囲の植生自然度図（詳細・北側） 

出典：「生物多様性情報システム自然環境保全基礎
調査 植生調査第 6回（1999～ 2012）、 
第 7回（2013～） 1/25,000 植生図 

（環境省ホームページ 令和 2年 5月 12日閲覧） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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出典：「生物多様性情報システム自然環境保全基礎
調査 植生調査第 6回（1999～ 2012）、 
第 7回（2013～） 1/25,000 植生図 

（環境省ホームページ 令和 2年 5月 12日閲覧） 

図 4.3-9(2) 事業実施想定区域及びその周囲の植生自然度図（詳細・南側） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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  ③ 巨樹・巨木林、天然記念物の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲に生育する巨樹・巨木林、天然記念物は表 4.3-17 に、

これらの生育地は図 4.3-10に示すとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）に巨樹・巨木林、天然記念物は存在しな

いものの、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、「笠取峠の松並木」、「松

並木」、「神代杉」の 3箇所が存在する。 

 

表 4.3-17 事業実施想定区域及びその周囲に生育する巨樹・巨木林、天然記念物 

市町名 名称 種 
幹周 

(cm) 

樹高 

(m) 
備考 

長和町 

ツキヌキソウ ツキヌキソウ － － 自生地：天然記念物（町） 

カヤの木 カヤ 704 20 単木：天然記念物（町） 

大枝垂桜 シダレザクラ 420 20 単木：天然記念物（町） 

立科町 

神代杉 スギ 1,000 20 単木：天然記念物（町） 

松並木 アカマツ 340 25 樹林：天然記念物（町） 

笠取峠の松並木 アカマツ － － 樹林：天然記念物（県） 

えいわ杉 スギ 800 50 － 

－ エドヒガン 300 14 － 

－ フジキ 100 25 － 

佐久市 

山の神のコナラ コナラ 468 8 単木：天然記念物（市） 

小野山のエドヒガン エドヒガン 485 15 単木：天然記念物（市） 

蓮花寺のスギ スギ 660 28 単木：天然記念物（市） 

大井家のエドヒガン エドヒガン 626 17 単木：天然記念物（市） 

福王寺のしだれ桜 シダレザクラ 370 6 － 

福王寺のヒイラギ ヒイラギ － － 単木：天然記念物（市） 

上田市 

駒形神社のトチの木 トチノキ 430 17 単木：天然記念物（市） 

信廣寺のカヤの木 カヤ 397 15 単木：天然記念物（市） 

信廣寺のシダレザクラ シダレザクラ 300 15 単木：天然記念物（市） 

下小寺尾のカツラの木 カツラ 640 23 単木：天然記念物（市） 

諏訪市 霧ヶ峰湿原植物群落 － － － － 

出典：「自然環境 WebGIS巨樹巨木林調査データベース」（環境省ホームページ 令和 2年 5月 8日閲覧） 
「文化財情報（国・県指定等文化財）」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 14日閲覧) 

「長和町文化財一覧 令和元年 5月 1日現在」(令和 2年 5月 長和町) 
「上田市文化財マップ」(上田市ホームページ 令和 2年 5月 14日閲覧) 
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図 4.3-10 事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林、天然記念物位置図 

出典：「自然環境 WebGIS 巨樹巨木林調査データベース」（環境

省ホームページ 令和 2 年 5 月 8 日閲覧） 

「文化財情報（国・県指定等文化財）」(長野県ホーム

ページ 令和 2 年 5 月 14 日閲覧) 

「長和町文化財一覧」(令和元年 5月 1日現在 長和町) 

「上田市文化財マップ」(上田市ホームページ 令和 2

年 5 月 14 日閲覧) 

 

注)一部詳細な所在地が公表されていないため表 4.3-17 と整合が取れない場合がある。 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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  ④ 専門家への聞き取り 

文献その他の資料の収集では得られない地域の情報について、専門家等への聞き取りを

実施した。 

聞き取りの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生育する重要な種及び重要な植物群

落について、表 4.3-18に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-18 専門家等への聞き取り結果概要 

専門分野 

（聞き取り実施日） 
結果概要 

植物 

（2020.06.02） 

【対象者：大学名誉教授】 

・文献資料（現存植生図）には湿地帯の記載はないが、実際には女神湖周辺や河川の周りに

存在していることがあり、重要種の生育地となっている可能性もあることから、現地調査

の際に注意すること。 

・重要な植物群落については、植生自然度 8以上の群落を対象とすることが望ましいので、

植生自然度 8についても整理すること。 

・風車の設置場所や工事用道路の整備に伴う伐採は最小限とし、また自然林を避けること。 

・文献調査については、情報が古いものがあるため、現地調査を十分に実施し、データの補

完を行うこと。また植生の自然度が高い場所や低い場所が、現時点では変化している場所

もある。 

・風車の位置及び事業実施区域については、現地調査結果も参考に決定する必要がある。 

・事業の実施にあたっては、保全措置を検討したうえで実施すること。 
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 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・重要な種の生育環境の変化の程度 

・重要な群落の変化の程度 

・巨樹・巨木林・天然記念物の変化の程度 

 

  (2)予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等への聞き取り結果から、各種の生態特性等を基に、

各種の生育環境を整理した。これらを踏まえ、直接改変による生育環境の変化に伴う影響に

ついて予測した。 

事業実施想定区域と重要な種の生育環境、重要な群落の分布位置及び巨樹・巨木林・天然

記念物の分布位置を重ね合わせ、直接改変の程度を整理した。 

 

  (3)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  (4)予測結果 

  ① 重要な種の生育環境の変化の程度 

文献による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は図 4.3-5(1)、

(2)に、現存植生図の凡例は表 4.3-10(1)、(2)に示したとおりである。 

事業実施想定区域には、「フクオウソウ－ミズナラ群集」及び「ミヤコザサ－ミズナラ

群集」、「カラマツ植林」等が分布している。 

事業実施想定区域内の環境は、北側は植林地が多く、南側は二次林が多く分布している

が、概括的には樹林地が大半である。樹林地以外は、牧草地が一部に広がっている以外は、

草原・低木林、耕作地等はわずかである。河川や池沼といった水域は、原則として直接改

変を行わない計画としている。 

植生の分布状況を踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う重要な種に対する影響を予

測した結果は、表 4.3-19に示すとおりである。 

高山帯自然植生は事業実施想定区域内になく、河川・湖沼等の水辺に生育する重要な種

については、事業実施想定区域内であっても原則として直接的な改変はないことから、重

大な影響が生じる可能性はないものと予測する。 

自然林・二次林・植林地等の樹林地や草原・低木林、耕作地等を主な生育環境とする重

要な種については、事業実施に伴いその一部に直接的な改変が生じる可能性があることか

ら、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるものと予測する。 
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表 4.3-19 植物の重要な種への影響の予測結果 

環境類型区分 主な重要種 予測結果 

高山帯自然植生 ツクモグサ、ヤツガタケキンポウゲ、タカ

ネミミナグサ、クモイコザクラ、ウルップ

ソウ、タカネコウリンカ 

事業実施想定区域内に生育環境が存在し

ないことから、重大な影響が生じる可能性は

ないものと予測する。 

自然林・二次林・

植林地 

スギラン、ウラシマソウ、キンラン、コア

ツモリソウ、レンゲショウマ、ハルトラノ

オ、ナツノタムラソウ 

事業実施想定区域内に主な生育環境が存

在し、その一部が改変される場合、生育環境

への影響が生じる可能性があるものと予測

する。 草原・低木林 ユウスゲ、ホソバノアマナ、ノカラマツ、

ナンバンギセル、マメダオシ、アズマギク、

キキョウ 

耕作地等 サジオモダカ、ニシキソウ、ミゾコウジュ 

河川・湖沼等 
ミズニラ、サンショウモ、コオホネ、ホソ

バヒルムシロ、ナガエミクリ、ノダイオウ 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在する可能性はあるが、原則として直接的な

改変を行わないことから、重大な影響が生じ

る可能性はないものと予測する。 

 

  ② 重要な群落の変化の程度 

植生自然度 8 及び 9に該当する植生については、事業実施に伴い、その一部に直接的な

改変が生じる可能性があることから、事業実施に伴う影響が生じる可能性があるものと予

測する。 

なお、重要な植物群落及び植生自然度 10 に該当する植生については、事業実施想定区

域に存在しないことから、事業実施による影響が生じる可能性はないものと予測する。 

 

  ③ 巨樹・巨木林、天然記念物の変化の程度 

巨樹・巨木林、植物に係る天然記念物については、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象外）に 3箇所存在することから、事業実施に伴う影響が生じる可能性があるものと

予測する。 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

高山帯自然植生は事業実施想定区域内になく、河川・湖沼等の水辺に生育する重要な種に

ついては、事業実施想定区域内であっても原則として直接的な改変はないことから、重大な

影響が生じる可能性はないものと予測する。 

自然林・二次林・植林地等の樹林地や草原・低木林、耕作地等を主な生育環境とする重要

な種については、事業実施に伴いその一部に直接的な改変が生じる可能性があることから、

生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるものと予測する。 

植生自然度8及び9に該当する植生については、事業実施に伴いその一部に直接的な改変が

生じる可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるものと予測

する。 

なお、重要な植物群落及び植生自然度10に該当する植生については、事業実施想定区域に

存在しないことから、事業実施による影響が生じる可能性はないものと予測する。 

巨樹・巨木林、植物に係る天然記念物については、事業実施想定区域（風力発電機の設置

対象外）に3箇所が存在することから、事業実施に伴う改変による影響が生じる可能性はある

ものと予測する。 

これらの状況を踏まえ、今後の方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、

以下の事項に留意する。 

・植物の生育状況及び植物群落の分布状況を現地調査等により把握し、重要な種及び重要

な群落への影響の程度を適切に予測するとともに、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落や巨樹・巨木林、天然記念物については、可能な

限り影響を及ぼさないよう必要最低限の工事にとどめるとともに、必要に応じて道路線

形等を検討し、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・土地の改変にあたっては、改変面積は可能な限り小さくするとともに、濁水等が流入し

ない計画や工法について検討し、生育環境への影響の低減を図る。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減できる可能性が高いものと評価する。 
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4.3.5 生態系 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・重要な自然環境のまとまりの場の分布状況 

 

  (2)調査手法 

文献その他の資料により調査した。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、動物、植物と同様に図 4.3-3に示した事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (4)調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲の自然環境から、表 4.3-20に示す選定基準に基づいて「重

要な自然環境のまとまりの場」の抽出を行った。 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な自然環境のまとまりの場は、表 4.3-21及び

図 4.3-11(1)～(3)に示すとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）には、植生自然度9の自然林や郷土環境保全

地域、鳥獣保護区の一部が分布する。保安林や国有林は、事業実施想定区域（風力発電機の

設置対象内）の広い範囲に分布する。さらに、巨樹・巨木林、天然記念物のうち「笠取峠の

松並木」や、「神代杉」等が事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）に分布するものの、

特定植物群落は分布しない。 

なお、自然公園の地種区分や自然環境保全地域、保安林の詳細については「3.2.8 環境の

保全を目的とした法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容

その他の環境の保全に関する施策の内容 2.自然関係法令等」に示したとおりである。 
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表 4.3-20 事業実施想定区域及びその周囲における重要な自然環境のまとまりの場 

重要な自然環境のまとまりの場 
備 考 

区分 カテゴリー/名称 

自然植生 植生自然度 8、9、10 
第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査にお
いて整備された 1/25,000 植生図において植生自然
度 8、9、10（自然林）に該当するもの。 

自然公園 
八ヶ岳中信高原国定公園
特別地域 

「自然公園法」の規定により指定された国定公園 

郷土環境保全地域 仏岩 
「長野県自然環境保全条例」に基づき、指定されて
いる地域。 

保安林 保安林、国有林 
水源かん養林や土砂災害崩壊防止機能を有する緑地
等、地域において重要な機能を有する自然環境 

鳥獣保護区 

①大曲 
②春日 
③望月少年自然の家 
④御泉水 
⑤大門 
⑥大門鷹山 
⑦八島ヶ原 
⑧車山白樺湖 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律」の規定により指定された鳥獣保護区 

巨樹・巨木林、 
天然記念物 

・ツキヌキソウ＊ 
・カヤの木＊ 
・大枝垂桜＊ 

・神代杉＊ 
・松並木＊ 
・笠取峠の松並木＊ 
・えいわ杉 
・エドヒガン 
・フジキ 
・山の神のコナラ＊ 
・小野山のエドヒガン＊ 
・蓮花寺のスギ＊ 
・大井家のエドヒガン＊ 
・福王寺のしだれ桜 

・福王寺のヒイラギ＊ 
・駒形神社のトチの木＊ 
・信廣寺のカヤの木＊ 
・信廣寺のシダレザクラ＊ 
・下小寺尾のカツラの木＊ 

・霧ヶ峰湿原植物群落 

自然環境保全基礎調査において定められた巨樹・巨
木林 
「文化財保護法」等において定められた天然記念物 
（＊：天然記念物） 

特定植物群落 
・八ヶ岳の自然植生 
・霧ヶ峰の草原 
・春日渓谷上流部の植生 

自然環境保全基礎調査による特定植物群落 

出典：「信州くらしのマップ(自然・環境)」(長野県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧) 
「長野県の自然公園・県自然環境保全地域マップ 令和 2年 3月 27日現在」(長野県ホームページ 令和 2年
5月 8日閲覧) 
「長野県鳥獣保護区等位置図(令和元年度)」(長野県ホームページ 令和 2年 4月 6日閲覧) 
「自然環境 WebGIS巨樹巨木林調査データベース」（環境省ホームページ 令和 2年 5月 8日閲覧） 
「文化財情報（国・県指定等文化財）」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 14日閲覧) 
「長和町文化財一覧 令和元年 5月 1日現在」(令和 2年 5月 長和町) 
「上田市文化財マップ」(上田市ホームページ 令和 2年 5月 14日閲覧) 
「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査 植生調査（植生自然度調査）」 

（環境省ホームページ 令和 2年 4月 9日閲覧） 
「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査第 3回、自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査第 5回」 

（環境省ホームページ 令和 2年 4月 9日閲覧） 
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図 4.3-11(1) 事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場 
(自然植生、自然公園、郷土環境保全地域、鳥獣保護区) 

出典：「信州くらしのマップ(自然・環境)」(長野県ホーム
ページ 令和 2 年 4 月 22 日閲覧) 

「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査 
植生調査（植生自然度調査）第 6 回（1999～ 2012）、 
第 7 回（2013～） 1/25,000 植生図（環境省ホーム
ページ 令和 2 年 5 月 12 日閲覧） 

「長野県鳥獣保護区等位置図(令和元年度)」 
(長野県ホームページ 令和 2 年 4 月 6 日閲覧) 

注)図中の番号は表 4.3-20 に対

応している。 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 



94 

図 4.3-11(2) 事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場(保安林) 

出典：「信州くらしのマップ（長野県土地利用基本計
画（計画図））」（長野県ホームページ 令和 2年
4月 22日閲覧） 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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図 4.3-11(3) 事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場 
(巨樹・巨木林、天然記念物、特定植物群落) 

出典：「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査第
3回、第 5回」（環境省ホームページ 令和 2
年 4月 9日閲覧） 
「自然環境 WebGIS巨樹巨木林調査データベー
ス」（環境省ホームページ 令和 2年 5月 8
日閲覧） 注)一部詳細な所在地が公表されていないため表 4.3-20 と整合が取れない場合がある。 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・直接改変又は施設の稼働による重要な自然環境のまとまりの場の変化の程度 

 

  (2)予測手法 

事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の分布位置を重ね合わせ、直接改変の

程度及び施設の稼働による重要な自然環境のまとまりの場の変化の可能性の程度を整理した。 

 

  (3)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  (4)予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場の分布位置と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果

は、図 4.3-11(1)～(3)に示したとおりであり、予測結果は表 4.3-21に示すとおりである。 

植生自然度10に相当する自然植生及び特定植物群落については、事業実施想定区域外に分

布しており、直接的な改変が生じないことから、重大な影響が生じる可能性はないものと予

測する。 

また、植生自然度8月分及び9に相当する自然植生、自然公園（第3種特別地域及び第2種特

別地域）、郷土環境保全地域、保安林、国有林、鳥獣保護区、巨樹・巨木林、天然記念物につ

いては、事業実施想定区域内の一部に確認されていることから、事業実施に伴い、その一部

に直接的な改変が生じる可能性があるものと予測する。 
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表 4.3-21 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場 
予測結果 

区分 カテゴリー/名称 

自然植生 植生自然度 8、9、10 

植生自然度 8及び 9は、事業実施想定区域内に一部の稜
線沿いに分布しているものの、事業実施の段階で回避すれ
ば、影響は低減できるものと予測する。 

また、植生自然度 10 は、事業実施想定区域外であるこ
とから、直接改変による影響が生じる可能性はないものと
予測する。 

自然公園 
八ヶ岳中信高原国定公園特
別地域 

自然公園のうち、第 3種特別地域及び第 2種特別地域の
一部が事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）に分
布しているものの、事業の実施段階で回避すれば、影響は
低減できるものと予測する。 

郷土環境保全地域 仏岩 

自然環境保全地域のうち、郷土環境保全地域が事業実施
想定区域（風力発電機の設置対象外）に分布している。事
業の実施段階で回避すれば、影響は低減できるものと予測
する。 

保安林 保安林、国有林 

保安林及び国有林は、事業実施想定区域内に広く分布し
ているものの、風力発電機の設置には指定範囲を極力避け
るとともに、改変区域を可能な限り小さくすることで、影
響は低減できるものと予測する。 

鳥獣保護区 

①大曲 
②春日 
③望月少年自然の家 
④御泉水 
⑤大門 
⑥大門鷹山 
⑦八島ヶ原 
⑧車山白樺湖 

鳥獣保護区の一部が事業実施想定区域（風力発電機の設
置対象外）に分布しているものの、事業の実施段階で回避
すれば、影響は低減できるものと予測する。 

巨樹・巨木林、 
天然記念物 

・ツキヌキソウ＊ 
・カヤの木＊ 
・大枝垂桜＊ 

・神代杉＊ 
・松並木＊ 
・笠取峠の松並木＊ 
・えいわ杉 
・エドヒガン 
・フジキ 
・山の神のコナラ＊ 
・小野山のエドヒガン＊ 
・蓮花寺のスギ＊ 
・大井家のエドヒガン＊ 
・福王寺のしだれ桜 

・福王寺のヒイラギ＊ 
・駒形神社のトチの木＊ 
・信廣寺のカヤの木＊ 
・信廣寺のシダレザクラ＊ 
・下小寺尾のカツラの木＊ 

・霧ヶ峰湿原植物群落 

巨樹・巨木林、天然記念物のうち 3箇所が事業実施想定
区域（風力発電機の設置対象外）に分布しているものの、
事業の実施段階で回避すれば、影響は低減できるものと予
測する。 

（＊：天然記念物） 

特定植物群落 
・八ヶ岳の自然植生 
・霧ヶ峰の草原 
・春日渓谷上流部の植生 

特定植物群落は事業実施想定区域外であることから、直
接改変による影響が生じる可能性はないものと予測する。 

出典：「信州くらしのマップ(自然・環境)」(長野県ホームページ 令和 2年 4月 22日閲覧) 
「長野県の自然公園・県自然環境保全地域マップ 令和 2年 3月 27日現在」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 8日閲覧) 
「長野県鳥獣保護区等位置図(令和元年度)」(長野県ホームページ 令和 2年 4月 6日閲覧) 
「自然環境 WebGIS巨樹巨木林調査データベース」（環境省ホームページ 令和 2年 5月 8日閲覧） 
「文化財情報（国・県指定等文化財）」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 14日閲覧) 
「長和町文化財一覧 令和元年 5月 1日現在」(令和 2年 5月 長和町) 
「上田市文化財マップ」(上田市ホームページ 令和 2年 5月 14日閲覧) 
「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査 植生調査（植生自然度調査）」 

（環境省ホームページ 令和 2年 4月 9日閲覧） 
「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査第 3回、自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査第 5回」 

（環境省ホームページ 令和 2年 4月 9日閲覧） 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

植生自然度10に相当する自然植生及び特定植物群落については、事業実施想定区域内に分

布しないことから、事業実施による影響が生じる可能性はないものと予測する。 

また、植生自然度8及び9に相当する自然植生、自然公園（第3種特別地域及び第2種特別地

域）、郷土環境保全地域、保安林、国有林、鳥獣保護区、巨樹・巨木林、天然記念物について

は、事業実施想定区域の一部に確認されており、その一部に直接的な改変が生じる可能性が

あることから、事業実施に伴う影響が生じる可能性があるものと予測する。 

これらの状況を踏まえ、今後の方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、

以下の事項に留意する。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの場を多く残存するよう、可能な限り必

要最低限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系の注目種及び注目すべき生息・生育の場への影響の程度を適切

に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減できる可能性が高いものと評価する。 
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4.3.6 景観 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・主要な眺望点の分布状況 

・景観資源の分布状況 

 

  (2)調査手法 

文献その他の資料により調査した。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、図 4.3-12に示すとおり、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

調査地域の設定にあたっては、表 4.3-22に示す「国立・国定公園内における風力発電施設

の審査に関する技術的ガイドライン」（平成25年3月 環境省）を参考に、鉄塔の垂直見込角

が1°のときに、「十分に見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって

見えにくい。」とされていることから、風力発電機の高さを想定される最大の地上152.5mとし

た場合に垂直見込角が1°以上となる可能性がある地域とし、事業実施想定区域（風力発電機

の設置対象内）から約10kmの範囲とした。 

 

表 4.3-22 一般的な垂直見込角に応じた対象の見え方の知見 

垂直見込角 鉄塔の場合の見え方 

0.5° 輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1° 
十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。 

ガスがかかっていて見えにくい。 

1.5°～2° 

シルエットになっている場合にはよく見え、場合によっては景観的に気になり出す。 

シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない。

光線の加減によっては見えないこともある。 

3° 
比較的細部までよく見えるようになり、気になる。 

圧迫感は受けない。 

5°～6° 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある(構図を乱す)。 

架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受けない(上限か)。 

10°～12° 
眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要

素としては際立った存在になり、周囲の景観とは調和しえない。 

20° 見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。 
出典：「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」（平成25年3月 環境省） 
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  (4)調査結果 

  ① 主要な眺望点の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点は、表 4.3-23(1)、(2)及び図 4.3-12

に示すとおりである。 

事業実施想定区域内には、「仏岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」

及び「女神湖」が存在しており、事業実施想定区域の周囲には、長和町の「美しの塔」や

立科町の「権現の杜公園（風の子広場）」等が存在している。 

 

表 4.3-23(1)  事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点の概要 

番号 主要な眺望点 所在地 概要 

1 仏岩(宝篋印塔) 長和町大門追分 3510 
標高 1,300mの位置にあり、360°思わず足がすくむ絶景を望むこ

とができる。 

2 落合渓谷(落合大橋) 長和町大門落合 
標高 1,600m の位置にあり、下を流れる渓谷及び空に開けた四季

折々の山の様子を望むことができる。 

3 美しの塔 長和町美ヶ原高原 
ビーナスラインの終点地、八ヶ岳中信高原国定公園の最北に位置

し標高 2,000mの高原台地である。 

4 
姫木平ハイキングコ

ース 
長和町大門 3515-29 

エコーバレースキー場の駐車場を起終点にして、大笹峰・山彦

谷・殿城山山頂（標高 1,800m）からの眺望も楽しめるハイキン

グコースである。 

5 長門牧場 長和町大門 3539-2 
標高 1,400m の高原の草地で乳牛 200 頭余りを飼育しており、新

鮮な牛乳からは乳製品も作ることができる。 

6 
立科町交流促進セン

ター内駐車場 
立科町大字茂田井 2471-1 

蓼科山の豊富な湧水を利用した水田地帯が眼下に広がり、遠方に

浅間山から烏帽子岳を望むことができる。四季折々の表情を見せ

る農村と雄大な浅間山麓の風景を楽しむことができる。 

7 
権現の杜公園 風の

子広場 
立科町大字芦田 3147 

広大に広がる田園風景及び四季折々の季節感あふれる風景を望

むことができる。 

8 蓼科第二牧場 
立科町大字芦田八ヶ野

41-1 

蓼科第二牧場からは美しい山容の蓼科山と、その反対側には佐久

平を一望でき、その奥に浅間の山塊が広がっている。 

9 御泉水自然園 立科町大字芦田八ヶ野 

蓼科山の中腹、標高 1,830mに広がる自然園。 

昭和 43 年に実施された「明治 100 年記念事業」の際、長野県下

第一号として開園した、歴史ある施設である。また、自然園入口

付近には、女神湖と広大な空、北アルプスが一望できる展望台が

ある。 

10 女神湖 立科町女神湖畔 987 
元は赤沼平に湿地をせき止めた人造湖であり、湖周は 1.8kmと歩

きやすい集いの場となっている。 

11 

ふれあい牧場 

(白樺高原国際スキ

ー場) 

立科町大字芦田八ヶ野

745 

羊、ヤギ、仔牛やウサギなどと触れ合うことができる。夏は高原

ハイクの名勝地であり、冬はスキー場として多くの人に親しまれ

ている。 

12 蓼科山 立科町大字芦田八ヶ野 

信州白樺高原を象徴し、日本百名山のひとつでもある。登山初心

者にもおすすめの登山が楽しめる人気の山であり、山頂には蓼科

神社の奥社があり多くの登山客の安全を見守る。 

13 風除け公園 茅野市湖東 9590 
高くそびえる松並木越しには蓼科山、右手には八ヶ岳、後ろを振

り返れば南アルプスを望むことができる。 

14 女の神展望台 茅野市北山蓼科 

ビーナスライン沿い、標高 1,700m 地点にある展望台。八ヶ岳、

南アルプスの山々が見渡せ、八ヶ岳の裾野に広がる広大な森が眼

下に広がっている。 
出典：「信州ふるさとの見える(丘)」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「観光スポット」(長和町観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「信州蓼科・立科・たてしなで遊ぶ 見る 買う 泊まる」(信州たてしな観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「信州佐久旅の観光ガイド」(佐久市観光協会ホームページ 令和 2年月 26日閲覧) 

「茅野観光ナビ」(茅野市観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「Slow Drive ビーナスライン」(信州ビーナスライン連携協議会ホームページ 令和 2年 6月 25 日閲覧) 
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表 4.3-23(2)  事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点の概要 

番号 主要な眺望点 所在地 概要 

15 坪庭自然園 茅野市北山 4035-2541 

標高 2,237m のロープウェイ山頂駅にある坪庭自然園。その昔、

横岳の噴火で噴出した溶岩が固まってできた溶岩台地に自然に

できた庭園である。 

16 横谷渓谷 茅野市北山 5513 

県内屈指の紅葉スポットであり、渓谷沿いではいくつかの滝や美

しい渓流を見ることができる。また、乙女滝から霧降の滝、王滝、

横谷観音展望台まで遊歩道が整備されている。 

17 白樺湖 茅野市北山白樺湖 3419−3 

ビーナスラインのほぼ中央に位置している。また、カヌーや釣り、

ボート遊びが楽しめるほか、湖畔には美術館やレジャーランド、

日帰り温泉もある。 

18 蓼科スカイライン 佐久市春日 

佐久と清里をつなぐ国道 141号から蓼科山大河原峠をのぼり、女

神湖まで通ずる全長 38.6km の林道「大河原線」、「唐沢線」、「夢

の平線」の愛称であり、四季折々に見せる美しい景色を堪能でき

ることから、ツーリングやドライブ、ヒルクライムのコースとし

て人気のある山道である。 

19 トキンの岩 佐久市春日 

蓼科スカイラインを大河原峠から白樺湖方面に下り始め、右わき

にある「トキンの岩」は、約 5分程で登ることができ、眺望も良

く、大河原峠や佐久平、浅間連峰が見渡せる。 

20 大河原峠 佐久市春日 

茅野市との境界に近く、標高は佐久市で一番高い 2,093mである。

浅間山を望み、佐久平の夜景や満天の星空、朝焼けが素晴らしい

ほか、蓼科山の登山口でもある。 

21 
鎌倉街道ビューポイ

ント 
下諏訪町 6717 

旧鎌倉街道沿いの高台に位置し、下諏訪の町並みと諏訪湖を眼下

に、四季折々の山々を望むことができる。 

22 立石公園 諏訪市大字上諏訪 10399 

諏訪湖と諏訪湖に向かって広がる水田地帯及びそれらを囲い込

むように周囲に連なる山々といった、諏訪湖周辺の自然が一望で

きる。 

23 小諸市菱野の棚田 
小諸市大字菱平字上ノ原

2229 

菱野区内には棚田の風景が広がり、棚田の奥には北東方向に浅間

山、南方向に小諸市街地を望むことができる。 

24 ふるさと公園あおき 青木村大字村松 114-1 

のどかな田園風景が広がるなか、地域に親しまれ、ふるさと信州

風景百選にも選ばれた「夫神岳」とともに「子檀嶺岳」、「十観山」

はもちろん、遠方の四阿山、浅間山の眺めを望むことができる。 

25 高見石小屋 小海町 
標高 2,300m に建ち、小屋のすぐ裏手の高見石からは、北、中央

アルプスをはじめ浅間山､眼下には白駒池が見渡せる。 
出典：「信州ふるさとの見える(丘)」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「信州佐久旅の観光ガイド」(佐久市観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「茅野観光ナビ」(茅野市観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「観光スポット」(佐久市ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「長野県佐久穂町旅行・観光情報公式サイト」(佐久穂町観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
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図 4.3-12 事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点及び眺望方向 

出典： 
「信州ふるさとの見える(丘)」(長野県ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「観光スポット」(長和町観光協会ホームページ令和 2年 5月 26日閲覧) 
「信州蓼科・立科・たてしなで遊ぶ 見る 買う 泊まる」 

(信州たてしな観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「信州佐久旅の観光ガイド」 

(佐久市観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26 日閲覧) 
「茅野観光ナビ」(茅野市観光協会ホームページ 令和 2年閲 5月 26日閲覧) 
「観光スポット」(佐久市ホームページ 令和 2年閲 5月 26日閲覧) 
「長野県佐久穂町旅行・観光情報公式サイト」 

(佐久穂町観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
 

国土地理院発行 20万分１地形図を加工して作成。 
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  ② 景観資源の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲の景観資源は、表 4.3-24(1)、(2)及び図 4.3-13 に示

すとおりである。 

事業実施想定区域内には、「白樺高原」及び「八ヶ岳中信高原国定公園」が存在してお

り、事業実施想定区域周囲には、「蓼科山」、「八ヶ岳等」の自然景観資源が多く存在して

いる。 

表 4.3-24(1) 事業実施想定区域及びその周囲の景観資源 

区 分 対象番号 名 称 

特定植物群落 

3 苗場山の自然植生 

13 八ヶ岳の自然植生 

14 湯川のサワグルミ林 

24 美ヶ原の原生林 

25 美ヶ原の特殊植物群 

27 霧ヶ峰の草原 

28 東俣の原生林 

62 布引観音寺付近の植生 

63 - 

64 春日渓谷上流部の植生 

65 八ヶ岳東山麓の湿原群 

66 - 

72 焼山のブナ林 

83 八ヶ岳山麓のサラサドウダン群落 

火山群 A1-01 

1 浅間山火山群 

3 鳥帽子火山群 

4 八ヶ岳 

火山 A1-02 

33 前蓼科山 

34 蓼科山 

35 双子山 

36 摺鉢山 

37 横岳 

38 雨池山 

39 縞枯山 

40 茶臼山 

41 丸山北峰 

42 丸山 

43 中山 

44 天狗岳 

45 根石岳 

93 硫黄岳 

火山性高原 A1-03 

9 望月高原 

10 白樺高原 

11 富貴の平 

12 池ノ平 

13 蓼科高原 

14 八ヶ岳高原 

15 海の口高原 

18 霧ヶ峰 

火口・カルデラ A1-04 

14 蓼科山火口 

15 横岳中央火口 

16 七ツ池火口群(北東側) 

17 七ツ池火口群(南西側) 

18 横岳側火口 

19 坪庭火口 

流れ山群 A1-06 1 大月川泥流堆積物 
注)「－」は、国内若干地域に分布しており、極めて稀な植物群落または個体群として選定されているが名称はない。 

出典：「第 3回自然環境保全基礎調査 長野県自然環境情報図」(平成元年 環境庁) 
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表 4.3-24(2) 事業実施想定区域及びその周囲の景観資源 

区 分 対象番号 名 称 

噴泉 A1-11 

10 親湯 
11 横谷温泉 
12 明治湯 
13 渋の湯 
14 楯子湯 
17 下諏訪温泉 

構造土 
A1-14 1 亀甲池 

A2-14 
2 ゼブラ山構造土 
3 霧ヶ峰構造土 

非火山性孤峰 A2-05 

2 夫神岳 
3 大明神岳 
5 大泉山 
6 小泉山 

峽谷、渓谷 B1-01 

17 布引渓谷 
18 春日渓谷 
19 横谷渓谷 
20 湯川渓谷 
26 観音沢 

断崖、岩壁 B1-05 3 布引岩 

滝 B1-10 

26 振袖の滝 
27 千切の滝 
28 親子滝 
29 そうめんの滝 
30 王滝 
31 大滝 
32 王滝 
33 乙女滝 
34 牛首の滝 
44 細尾ノ滝 
45 白矢ノ滝 

湖沼 B2-01 

18 双子池 
19 亀甲池 
20 雨池 
21 松原湖 
22 白駒池 
23 長湖 
30 諏訪湖 

湿原 B2-02 
15 八島ヶ原湿原 
16 霧ヶ峰湿原 
17 池のくるみ湿原 

湧泉群 B2-03 
1 大石川湧泉群 
2 白井湧泉群 
4 塩沢湧泉群 

出典：「第 3回自然環境保全基礎調査 長野県自然環境情報図」(平成元年 環境庁) 
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図 4.3-13 事業実施想定区域及びその周囲の主要な景観資源 

出典：「第 3回自然環境保全基礎調査 
   長野県自然環境情報図」(平成元年 環境庁) 
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 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・主要な眺望点及び景観資源の直接改変の可能性の有無 

・主要な眺望景観の変化の程度 

 

  (2)予測手法 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の直接改変の可能性の有無 

事業実施想定区域と主要な眺望点及び景観資源の位置を重ね合わせ、直接改変の可能性

の有無を整理した。 

 

  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点からの風力発電機の可視の程度について、以下の観点から整理し、主要な

眺望景観の変化の程度を整理した。 

・主要な眺望点から事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）までの最短距離と

その垂直見込角 

・主要な眺望点からの眺望景観における主な眺望対象及び主な眺望方向 

・風力発電機の可視領域 

なお、予測にあたり、風力発電機高さは、想定される最大の地上 152.5m とし、可視領

域図は、事業実施想定区域と主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データ（国土地

理院の基盤地図情報（10m 標高メッシュ））を用いた数値地形モデルによる解析を行い、

風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予測した。 

 

  (3)予測地域 

予測地域は、調査地域と同様に風力発電機の高さを想定される最大の地上152.5mとした場

合に垂直見込角が1°以上となる可能性がある事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）

から約10kmの範囲とした。 
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  (4)予測結果 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の直接改変の可能性の有無 

事業実施想定区域と主要な眺望点及び景観資源の位置関係は、図 4.3-12 及び図 

4.3-13に示したとおりである。 

主要な眺望点については、「仏岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」

及び「女神湖」が事業実施想定区域内に存在しており、これ以外の眺望点については、い

ずれも事業実施想定区域内には存在しない。また、景観資源については、「白樺高原」及

び「八ヶ岳中信高原国定公園」が事業実施想定区域内に存在しており、これ以外の景観資

源については、いずれも事業実施想定区域内には存在しない。 

事業実施想定区域は、現時点で具体的な改変区域が決まっていないものの、主要な眺望

点である「仏岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」及び「女神湖」の

ほか、景観資源である「白樺高原」及び「八ヶ岳中信高原国定公園」については、事業の

実施に伴い、一部に直接的な改変が生じる可能性があるものと予測する。 

 

  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

事業実施想定区域及びその周辺の可視領域図は図 4.3-14に、事業実施想定区域及びそ

の周囲における主要な眺望点からの眺望景観の改変の程度の予測結果は、表 4.3-25(1)、

(2)に示すとおりである。 

主要な眺望点のうち、「仏岩(宝篋印塔)」、「落合渓谷(落合大橋)」、「長門牧場」、「女神

湖」、「蓼科山」及び「白樺湖」については、主要な眺望方向に風力発電機が視認される可

能性があることから、眺望景観に影響を及ぼす可能性があるものと予測する。現時点で具

体的な風力発電機の位置が決まっていないものの、特に、事業実施想定区域（風力発電機

の設置対象内）に位置する「長門牧場」については、今後の配置計画によっては「見上げ

るような仰角になり、圧迫感も強くなる。」となる可能性があるものと予測する。 

これ以外の眺望点については、いずれも風力発電機の視認の可能性がない又は主眺望方

向へ風力発電機が介在しないことから、主要な眺望景観に影響を及ぼす可能性は低い又は

ないものと予測する。 

なお、本予測は、地形のみを考慮した可視領域図及び地形や樹木等による風力発電機の

遮蔽等を考慮していない垂直見込角を予測していることから、実際の現地の状況によって

は、風力発電機を視認できない場合や風力発電機上部のみが視認される場合なども想定さ

れる。 
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表 4.3-25(1) 主要な眺望点からの眺望景観の変化の程度の予測結果 

番号 
主要な 

眺望点 

風力 

発電機 

の視認 

の可能性 

主眺望方向への

事業実施想定区

域(風力発電機

の設置対象内)

の介在の有無 

主要な 

景観資源 

(事業実施想定 

区域方向) 

事業実施想定区域 

(風力発電機の 

設置対象内) 

との位置関係 

風力発電機の 

見えの大きさ 

(垂直見込角) 

予測結果 

方向 距離 

1 
仏岩 

(宝篋印塔) 
あり あり 

・望月高原 

・白樺高原 等 
南西 約 0.5km 約 17.0度 

風力発電機の視認の可能性が

あり、主眺望方向へ風力発電機

が介在する可能性があることか

ら、主要な眺望景観に影響を及

ぼす可能性があるものと予測す

る。 

2 
落合渓谷 

(落合大橋) 
あり あり 

・八ヶ岳中信高

原国定公園 

・白樺高原 等 

西 約 10.0km 約 0.9度 

風力発電機の視認の可能性が

あり、主眺望方向へ風力発電機

が介在する可能性があることか

ら、主要な眺望景観に影響を及

ぼす可能性があるものと予測す

る。 

4 
姫木平 

ハイキングコース 
なし なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

なく、主眺望方向へ風力発電機

が介在しないことから、主要な

眺望景観に影響を及ぼす可能性

はないものと予測する。 

5 長門牧場 あり あり ・白樺高原 東 区域内 約 90.0度 

風力発電機の視認の可能性が

あり、主眺望方向へ風力発電機

が介在する可能性があることか

ら、主要な眺望景観に影響を及

ぼす可能性があるものと予測す

る。 

6 
立科町交流促進 

センター内駐車場 
あり なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

あるものの、主眺望方向へ風力

発電機が介在しないことから、

主要な眺望景観に影響を及ぼす

可能性は低いものと予測する。 

7 
権現の杜公園 

 風の子広場 
なし なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

なく、主眺望方向へ風力発電機

が介在しないことから、主要な

眺望景観に影響を及ぼす可能性

はないものと予測する。 

8 蓼科第二牧場 あり なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

あるものの、主眺望方向へ風力

発電機が介在しないことから、

主要な眺望景観に影響を及ぼす

可能性は低いものと予測する。 

9 御泉水自然園 なし あり － － － － 

主眺望方向へ風力発電機が介

在するものの、風力発電機の視

認の可能性がないことから、主

要な眺望景観に影響を及ぼす可

能性は低いものと予測する。 

10 女神湖 あり あり ・白樺高原 南東 約 1.4km 約 6.2度 

風力発電機の視認の可能性が

あり、主眺望方向へ風力発電機

が介在する可能性があることか

ら、主要な眺望景観に影響を及

ぼす可能性があるものと予測す

る。 

注 1)可視領域図は、地形のみを考慮したものであり、樹木等の遮蔽物を考慮していない。 

注 2)主眺望方向は、収集・整理した既存文献等から把握した方向を記載しており、主眺望方向が不明な眺望点については、全方位眺望可能

なものと想定した。 

注 3)垂直見込角は、地形、樹木等の遮蔽物を考慮せずに、各眺望点から事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内)までの最短距離におけ

る数値を算出したものである。 
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表 4.3-25(2) 主要な眺望点からの眺望景観の変化の程度の予測結果 

番号 
主要な 

眺望点 

風力 

発電機 

の視認 

の可能性 

主眺望方向への

事業実施想定区

域(風力発電機

の設置対象内)

の介在の有無 

主要な 

景観資源 

(事業実施想定 

区域方向) 

事業実施想定区域 

(風力発電機の 

設置対象内) 

との位置関係 

風力発電機の 

見えの大きさ 

(垂直見込角) 

予測結果 

方向 距離 

11 

ふれあい牧場 

(白樺高原国際ス

キー場) 

あり なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

あるものの、主眺望方向へ風力

発電機が介在しないことから、

主要な眺望景観に影響を及ぼす

可能性は低いものと予測する。 

12 蓼科山 あり あり ・白樺高原 南東 約 5.6km 約 1.6度 

風力発電機の視認の可能性が

あり、主眺望方向へ風力発電機

が介在する可能性があることか

ら、主要な眺望景観に影響を及

ぼす可能性があるものと予測す

る。 

14 女の神展望台 なし なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

なく、主眺望方向へ風力発電機

が介在しないことから、主要な

眺望景観に影響を及ぼす可能性

はないものと予測する。 

15 坪庭自然園 なし あり － － － － 

主眺望方向へ風力発電機が介

在するものの、風力発電機の視

認の可能性がないことから、主

要な眺望景観に影響を及ぼす可

能性は低いものと予測する。 

17 白樺湖 あり あり ・白樺高原 南西 約 4.7km 約 1.9度 

風力発電機の視認の可能性が

あり、主眺望方向へ風力発電機

が介在する可能性があることか

ら、主要な眺望景観に影響を及

ぼす可能性があるものと予測す

る。 

18 蓼科スカイライン なし あり － － － － 

主眺望方向へ風力発電機が介

在するものの、風力発電機の視

認の可能性がないことから、主

要な眺望景観に影響を及ぼす可

能性は低いものと予測する。 

19 トキンの岩 あり なし － 南東 約 5.6km 約 1.6度 

風力発電機の視認の可能性が

あるものの、主眺望方向へ風力

発電機が介在しないことから、

主要な眺望景観に影響を及ぼす

可能性は低いものと予測する。 

20 大河原峠 あり なし － － － － 

風力発電機の視認の可能性が

あるものの、主眺望方向へ風力

発電機が介在しないことから、

主要な眺望景観に影響を及ぼす

可能性は低いものと予測する。 

注 1)可視領域図は、地形のみを考慮したものであり、樹木等の遮蔽物を考慮していない。 

注 2)主眺望方向は、収集・整理した既存文献等から把握した方向を記載しており、主眺望方向が不明な眺望点については、全方位眺望可能

なものと想定した。 

注 3)垂直見込角は、地形、樹木等の遮蔽物を考慮せずに、各眺望点から事業実施想定区域(風力発電機の設置対象内)までの最短距離におけ

る数値を算出したものである。 
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出典：「信州ふるさとの見える(丘)」(長県ホームページ 令和 2年 5月 26
日閲覧) 
「観光スポット」(長和町観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「信州蓼科・立科・たてしなで遊ぶ 見る 買う 泊まる」(信州たてし
な観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「信州佐久旅の観光ガイド」(佐久市観光協会ホームページ令和 2年 5月
26日閲覧) 
「茅野観光ナビ」(茅野市観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「観光スポット」(佐久市ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「長野県佐久穂町旅行・観光情報公式サイト」(佐久穂町観光協会ホーム
ページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

 

図 4.3-14 事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点、眺望方向及び可視領域 

国土地理院発行 20万分１地形図を加工して作成。 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の直接改変の可能性の有無 

主要な眺望点については、「仏岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」

及び「女神湖」が事業実施想定区域内に存在しており、これ以外の眺望点については、い

ずれも事業実施想定区域内には存在しない。また、景観資源については、「白樺高原」及

び「八ヶ岳中信高原国定公園」が事業実施想定区域内に存在しており、これ以外の景観資

源については、いずれも事業実施想定区域内には存在しない。 

事業実施想定区域は、現時点で具体的な改変区域が決まっていないものの、主要な眺望

点である「仏岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」及び「女神湖」の

ほか、景観資源である「白樺高原」及び「八ヶ岳中信高原国定公園」については、事業実

施に伴い、一部に直接的な改変が生じる可能性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の存在に係る影響が生じる可能性がある主要な眺望点及び景観

資源について、利用状況など詳細な情報が得られていないため、今後の方法書以降の環境

影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意する。 

 

・事業計画の検討にあたっては、主要な眺望点及び景観資源等の分布状況や位置に留意し、

風力発電機の設置基数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業実施区域、主要な眺望点及び景観資源等の分布状況

や位置を踏まえた調査地点を設定する。 

・予測にあたっては、主要な眺望点及び景観資源に係る改変の程度を把握するとともに、

必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回

避又は低減できる可能性が高いと評価する。 
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  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点のうち、「仏岩(宝篋印塔)」、「落合渓谷(落合大橋)」、「長門牧場」、「女神

湖」、「蓼科山」及び「白樺湖」については、主要な眺望方向に風力発電機が視認される可

能性があることから、眺望景観に影響を及ぼす可能性があるものと予測する。現時点で具

体的な風力発電機の位置が決まっていないものの、特に、事業実施想定区域（風力発電機

の設置対象内）に位置する「長門牧場」については、今後の配置計画によっては「見上げ

るような仰角になり、圧迫感も強くなる。」となる可能性があるものと予測する。 

これ以外の眺望点については、いずれも風力発電機の視認の可能性がない又は主眺望方

向へ風力発電機が介在しないことから、主要な眺望景観に影響を及ぼす可能性は低い又は

ないものと予測する。 

現時点では、風力発電機の存在に係る影響が生じる可能性がある主要な眺望点及び景観

資源について、利用状況など詳細な情報が得られていないため、今後の方法書以降の環境

影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意する。 

 

・事業計画の検討にあたっては、眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況等に留意し、

風力発電機の設置基数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業実施区域、主要な眺望点及び景観資源等の分布状況

や位置を踏まえた調査地点を設定する。 

・予測にあたっては、主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法

（フォトモンタージュ法）によって、主要な眺望景観への影響の程度を把握するととも

に、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回

避又は低減できる可能性が高いと評価する。 
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4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場 

 1．調査 

  (1)調査項目 

調査項目は、以下に示すとおりとした。 

・主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況 

 

  (2)調査手法 

文献その他の資料により調査した。 

 

  (3)調査地域 

調査地域は、図 4.3-15に示す事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (4)調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場は、表 4.3-26

及び図 4.3-15に示すとおりである。 

事業実施想定区域内には、主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「本沢渓谷」、

「不動滝」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱

の道（トレッキングコース）」及び「対山園」が存在している。 

事業実施想定区域の周囲における人と自然との触れ合いの活動の場としては、「白樺湖」や

「御泉水自然園」等が存在している。 
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表 4.3-26 事業実施想定区域及びその周囲の人と自然との触れ合いの活動の場の概要 

番号 
人と自然との 

触れ合いの活動の場 
所在地 概 要 

1 本沢渓谷 長和町大門 
箱淵の滝・千ヶ滝・クチナシの滝など、大小 10 もの滝と木々

の間を流れる清流が清々しい本沢渓谷である。 

2 不動滝 長和町大門 

大門大茂沢渓谷、森の中から流れ落ちる不動滝はその落差 16m

である。 

古くからの修業の場であったといわれており、滝の脇には名前

の由来となった不動明王が祀られている。 

3 
姫木平ハイキングコ

ース 
長和町大門 3515-29 

エコーバレースキー場の駐車場を起終点にして、大笹峰・山彦

谷・殿城山山頂（標高 1,800m）からの眺望も楽しめるハイキン

グコースである。 

4 長門牧場 長和町大門 3539-2 
標高 1,400m の高原の草地で乳牛 200 頭余りを飼育しており、

新鮮な牛乳からは乳製品も作ることができる。 

5 仏岩(宝篋印塔) 長和町大門追分 3510 
標高 1,300mの位置にあり、360°思わず足がすくむ絶景を望む

ことができる。 

6 
立科町交流促進セン

ター内駐車場 

立 科 町 大 字 茂 田 井

2471-1 

蓼科山の豊富な湧水を利用した水田地帯が眼下に広がり、遠方

に浅間山から烏帽子岳を望むことができる。四季折々の表情を

見せる農村と雄大な浅間山麓の風景を楽しむことができる。 

7 
権現の杜公園 風の

子広場 
立科町大字芦田 3147 

広大に広がる田園風景及び四季折々の季節感あふれる風景を

望むことができる。 

8 御泉水自然園 立科町大字芦田八ヶ野 

蓼科山の中腹、標高 1,830mに広がる自然園。 

昭和 43 年に実施された「明治 100 年記念事業」の際、長野県

下第一号として開園した、歴史ある施設である。また、自然園

入口付近には、女神湖と広大な空、北アルプスが一望できる展

望台がある。 

9 女神湖 立科町女神湖畔 987 
元は赤沼平に湿地をせき止めた人造湖であり、湖周は 1.8km と

歩きやすい集いの場となっている。 

10 

ふれあい牧場 

(白樺高原国際スキ

ー場) 

立科町大字芦田八ヶ野

745 

羊、ヤギ、仔牛やウサギなどと触れ合うことができる。夏は高

原ハイクの名勝地であり、冬はスキー場として多くの人に親し

まれている。 

11 蓼科第二牧場 立科町芦田八ヶ野 41-1 
蓼科第二牧場からは美しい山容の蓼科山と、その反対側には佐

久平を一望でき、その奥に浅間の山塊が広がっている。 

12 
御柱の道（トレッキ

ングコース） 
立科町大字芦田八ヶ野 

平成 16 年の御柱祭で主役となるモミの巨木（御柱）を伐り出

した神聖な御柱用材跡地周辺に拡がる森林を歩くトレッキン

グコース。 

13 対山園 
立科町大字芦田八ヶ野

1435−1 

蓼科山の湧水を上下 2つの池に引き入れた釣り堀であり、雄大

な信州の自然の中で、イワナとニジマス釣りを楽しむことがで

きる。 

14 白樺湖 
茅野市北山白樺湖 3419

−3 

ビーナスラインのほぼ中央に位置している。また、カヌーや釣

り、ボート遊びが楽しめるほか、湖畔には美術館やレジャーラ

ンド、日帰り温泉もある。 

15 蓼科山 立科町大字芦田八ヶ野 

信州白樺高原を象徴し、日本百名山のひとつでもある。登山初

心者にもおすすめの登山が楽しめる人気の山であり、山頂には

蓼科神社の奥社があり多くの登山客の安全を見守る。 

16 大河原峠 佐久市春日 

浅間山を望み、佐久平の夜景や満天の星空、朝焼けが素晴らし

いほか、蓼科山の登山口でもある。 

観光シーズンは登山客や観光客で賑わっている。 

17 蓼科スカイライン 佐久市春日 

佐久と清里をつなぐ国道 141号から蓼科山大河原峠をのぼり、

女神湖まで通ずる全長 38.6km の林道「大河原線」、「唐沢線」、

「夢の平線」の愛称であり、四季折々に見せる美しい景色を堪

能できることから、ツーリングやドライブ、ヒルクライムのコ

ースとして人気のある山道である。 

18 トキンの岩 佐久市春日 

蓼科スカイラインを大河原峠から白樺湖方面に下り始め、右わ

きにある「トキンの岩」は、約 5分程で登ることができ、眺望

も良く、大河原峠や佐久平、浅間連峰が見渡せる。 
出典：「観光スポット」(長和町観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「GoNAGANO」(長野県公式観光サイト 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「信州白樺高原」(信州白樺高原ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
「信州蓼科・立科・たてしなで遊ぶ 見る 買う 泊まる」(信州たてしな観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 

「信州佐久旅の観光ガイド」(佐久市観光協会ホームページ 令和 2年 5月 26日閲覧) 
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出典：「観光スポット」(長和町観光協会ホームページ) 
「GoNAGANO」(長野県公式観光サイト) 
「信州白樺高原」(信州白樺高原ホームページ 
「信州蓼科・立科・たてしなで遊ぶ見る買う泊まる」 
(信州たてしな観光協会ホームページ) 
「信州佐久旅の観光ガイド」(佐久市観光協会ホームページ) 
「公園ガイド」（佐久市ホームページ） 
全て令和 2 年 5 月 26 日閲覧 

図 4.3-15 事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

国土地理院発行 2.5万分 1地形図を加工して作成。 
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 2．予測 

  (1)予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・主要な人と自然との触れ合いの活動の場の直接改変の可能性の有無 

 

  (2)予測手法 

事業実施想定区域と主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布位置を重ね合わせ、直

接改変の可能性の有無を整理した。 

 

  (3)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  (4)予測結果 

事業実施想定区域と主要な人と自然との触れ合いの活動の場の位置関係は、図 4.3-15に示

したとおりである。 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「本沢渓谷」、「不動滝」、「姫木平ハイキン

グコース」、「長門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱の道（トレッキングコース）」

及び「対山園」は事業実施想定区域内に存在しており、それ以外の主要な人と自然との触れ

合いの活動の場については、いずれも事業実施想定区域内には存在しない。 

事業実施想定区域は、現時点で具体的な改変区域が決まっていないものの、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場である「本沢渓谷」、「不動滝」、「姫木平ハイキングコース」、「長

門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱の道（トレッキングコース）」及び「対山園」

については、事業実施に伴い一部に直接的な改変が生じる可能性があるものと予測する。 
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 3．評価 

  (1)評価手法 

評価は、予測結果を基に、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

しているかどうかを評価した。 

 

  (2)評価結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「本沢渓谷」、「不動滝」、「姫木平ハイキン

グコース」、「長門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱の道（トレッキングコース）」

及び「対山園」は事業実施想定区域内に存在しており、それ以外の主要な人と自然との触れ

合いの活動の場については、いずれも事業実施想定区域内には存在しない。 

事業実施想定区域は、現時点で具体的な改変区域が決まっていないものの、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場である「本沢渓谷」、「不動滝」、「姫木平ハイキングコース」、「長

門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱の道（トレッキングコース）」及び「対山園」

については、事業の実施に伴い一部に直接的な改変が生じる可能性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の存在に係る影響が生じる可能性がある主要な人と自然との触れ

合いの活動の場について、利用状況など詳細な情報が得られていないため、今後の方法書以

降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意する。 

 

・事業計画の検討にあたっては、主要な人と自然との触れ合いの活動の場等の利用環境及

び利用状況等に留意し、風力発電機の設置基数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業実施区域及び主要な人と自然との触れ合いの活動の

場等の分布状況や位置を踏まえた調査地点を設定する。 

・予測にあたっては、主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響の程度を把握し、

必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

以上を確実に実施することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減できる可能性が高いものと評価する。 
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4.4 総合的な評価 

重大な環境影響が懸念される項目についての評価結果は、表 4.4-1(1)～(4)に示すとおりで

ある。 

騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系、景観及び人と自然との触れ合いの活

動の場については、今後の方法書以降の環境影響評価手続きにおける現地調査を踏まえて環境

保全措置を検討することにより、重大な環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低

減できる可能性が高いものと評価する。 
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表 4.4-1(1) 重大な環境影響が懸念される項目についての評価の結果 

環境要素 重大な環境影響が懸念される内容 
方法書以降の手続き等 

において留意する事項 
評価結果 

騒音及び 

超低周波音 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）

及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の

分布状況は、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象内）から 0～0.5km 未満区域に 278 棟、0.5

～1.0km 未満区域に 156 棟、1.0～1.5km 未満区域

に 167棟、1.5～2.0km未満区域に 312棟の合計 913

棟が存在する。 

また、配慮が特に必要な施設の位置については、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）に

は存在しないものの、事業実施想定区域（風力発

電機の設置対象内）から 2.0km の範囲内には 6 施

設が存在し、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象内）から 2.0km 以上離れた事業実施想定区

域（風力発電機の設置対象外）には、4 施設が存

在する。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）

は、風力発電機の設置位置（尾根部を想定）から

1km の範囲を設定しており、これを考慮すると配

慮が特に必要な施設等から風力発電機までは 1km

以上の距離が確保されているものの、これらの住

居等では風力発電機の稼働に伴う騒音及び超低周

波音の影響が生じる可能性があるものと予測す

る。 

現時点では、風力発電機の稼働に係る騒音及び

超低周波音の影響が生じる可能性がある配慮が特

に必要な施設等について、騒音や超低周波音の状

況など詳細な情報が得られていないため、今後の

方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計に

おいて、右記の事項に留意する。 

・事業計画の検討にあたって

は、配慮が特に必要な施設等

の分布状況や位置に留意し、

風力発電機の設置基数、配置

及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたって

は、事業実施想定区域及び配

慮が特に必要な施設等の分

布状況や位置を踏まえた調

査地点を設定する。なお、調

査にあたっては、「風力発電

施設から発生する騒音に関

する指針について」（平成 29

年 5 月 26 日環水大大第

1705261 号）を踏まえた調査

手法とする。 

・予測にあたっては、風力発電

機の選定状況に応じたパワ

ーレベルを基に予測計算を

行い、騒音及び超低周波音の

影響の程度を把握するとと

もに、必要に応じて環境保全

措置を検討する。 

左記を確実に

実施することに

より、重大な環

境影響を実行可

能な範囲内でで

きる限り回避又

は低減できる可

能性が高いもの

と評価する。 

風車の影 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）

及びその周囲における配慮が特に必要な施設等の

分布状況は、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象内）から 0～0.5km 未満区域に 278 棟、0.5

～1.0km 未満区域に 156 棟、1.0～1.5km 未満区域

に 167棟、1.5～2.0km未満区域に 312棟の合計 913

棟が存在する。 

また、配慮が特に必要な施設の位置については、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）に

は存在しないものの、事業実施想定区域（風力発

電機の設置対象内）から 2.0km の範囲内には 6 施

設が存在し、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象内）から 2.0km 以上離れた事業実施想定区

域（風力発電機の設置対象外）には、4 施設が存

在する。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象内）

は、風力発電機の設置位置（尾根部を想定）から

1km の範囲を設定しており、これを考慮すると配

慮が特に必要な施設等から風力発電機までは 1km

以上の距離が確保されているものの、これらの住

居等では風力発電機の稼働に伴う風車の影の影響

が生じる可能性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の稼働に係る風車の影

の影響が生じる可能性がある配慮が特に必要な施

設等について、風車の影の状況など詳細な情報が

得られていないため、今後の方法書以降の環境影

響評価手続き及び詳細設計において、右記の事項

に留意する。 

・事業計画の検討にあたって

は、配慮が特に必要な施設等

の分布状況や位置に留意し、

風力発電機の設置基数、配置

及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたって

は、事業実施想定区域及び配

慮が特に必要な施設等の分

布状況や位置を踏まえた調

査地域を設定する。 

・風車の影の影響範囲及び暴露

時間を数値シミュレーショ

ン等により把握し、必要に応

じて環境保全措置を検討す

る。 

左記を確実に

実施することに

より、重大な環

境影響を実行可

能な範囲内でで

きる限り回避又

は低減できる可

能性が高いもの

と評価する。 
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表 4.4-1(2) 重大な環境影響が懸念される項目についての評価の結果 

環境要素 重大な環境影響が懸念される内容 
方法書以降の手続き等 
において留意する事項 

評価結果 

動物 

高山帯自然植生は事業実施想定区域内に
なく、河川・湖沼等の水域を主な生息環境と
する重要な種については、事業実施想定区域
内であっても原則として直接的な改変を行
わないことから、重大な影響が生じる可能性
はないものと予測する。 
自然林・二次林・植林地、草原・低木林及

び耕作地等（牧草地）を主な生息環境とする
重要な種及び動物の注目すべき生息地につ
いては、事業実施に伴いその一部に直接的な
改変が生じる可能性があることから、生息環
境の変化に伴う影響が生じる可能性がある
ものと予測する。 
特に、事業実施想定区域は、イヌワシ等の

希少猛禽類の分布メッシュに該当している
ことから、営巣場所によっては行動圏の一部
に対し、事業実施に伴い直接的、間接的影響
が生じる可能性があるものと予測する。 
また、事業実施想定区域上空を利用する可

能性があるコウモリ類や鳥類については、施
設の稼働に伴うバットストライク、バードス
トライク等への影響が生じる可能性がある
ものと予測する。 
これらの状況を踏まえ、今後の方法書以降

の環境影響評価手続き及び詳細設計におい
て、右記の事項に留意する。 

・動物の生息状況を現地調査等によ
り把握し、重要な種への影響を適
切に予測するとともに調査結果に
基づき、環境保全措置を検討する。 

・猛禽類については、「猛禽類保護の
進め方（改訂版）」（平成 24 年 12
月 環境省自然環境局野生生物
課）に準拠して生息状況の調査を
実施する。 

・渡り鳥の移動ルートにも留意し、
移動状況を把握できるよう調査を
実施する。 

・コウモリ類については、捕獲など
の調査によるコウモリ相の把握に
加え、飛翔高度にも留意した調査
を実施する。 

・施設の稼働により、上空を飛翔す
るコウモリ類、渡り鳥及び猛禽類
等の鳥類が事業実施想定区域上空
を利用することへの影響が想定さ
れるものの、風力発電機設置位置
等の情報が必要となるため、事業
計画の熟度が高まる方法書以降の
手続きにおいて、適切に調査、予
測及び評価を実施する。 

・土地の改変にあたっては、改変面
積は可能な限り小さくするととも
に、濁水等が流入しない計画や工
法について検討し、生息環境への
影響の低減を図る。 

左記を確実に
実施することに
より、重大な環
境影響を実行可
能な範囲内でで
きる限り回避又
は低減できる可
能性が高いもの
と評価する。 

植物 

高山帯自然植生は事業実施想定区域内に
なく、河川・湖沼等の水辺に生育する重要な
種については、事業実施想定区域内であって
も原則として直接的な改変はないことから、
重大な影響が生じる可能性はないものと予
測する。 
自然林・二次林・植林地等の樹林地や草

原・低木林、耕作地等を主な生育環境とする
重要な種については、事業実施に伴いその一
部に直接的な改変が生じる可能性があるこ
とから、生育環境の変化に伴う影響が生じる
可能性があるものと予測する。 
植生自然度 8及び 9に該当する植生につい

ては、事業実施に伴いその一部に直接的な改
変が生じる可能性があることから、生育環境
の変化に伴う影響が生じる可能性があるも
のと予測する。 
なお、重要な植物群落及び植生自然度 10

に該当する植生については、事業実施想定区
域に存在しないことから、事業実施による影
響が生じる可能性はないものと予測する。 
巨樹・巨木林、植物に係る天然記念物につ

いては、事業実施想定区域（風力発電機の設
置対象外）に 3箇所が存在することから、事
業実施に伴う改変による影響が生じる可能
性はあるものと予測する。 
これらの状況を踏まえ、今後の方法書以降

の環境影響評価手続き及び詳細設計におい
て、右記の事項に留意する。 

・植物の生育状況及び植物群落の分
布状況を現地調査等により把握
し、重要な種及び重要な群落への
影響の程度を適切に予測するとと
もに、必要に応じて環境保全措置
を検討する。 

・特に事業実施想定区域内の重要な
群落や巨樹・巨木林、天然記念物
については、可能な限り影響を及
ぼさないよう必要最低限の工事に
とどめるとともに、必要に応じて
道路線形等を検討し、改変による
重大な影響を回避・低減するよう
検討する。 

・土地の改変にあたっては、改変面
積は可能な限り小さくするととも
に、濁水等が流入しない計画や工
法について検討し、生息環境への
影響の低減を図る。 

左記を確実に
実施することに
より、重大な環
境影響を実行可
能な範囲内でで
きる限り回避又
は低減できる可
能性が高いもの
と評価する。 
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表 4.4-1(3) 重大な環境影響が懸念される項目についての評価の結果 

環境要素 重大な環境影響が懸念される内容 
方法書以降の手続き等 

において留意する事項 
評価結果 

生態系 

植生自然度 10に相当する自然植生及び特定植物群

落については、事業実施想定区域内に分布しないこ

とから、事業実施による影響が生じる可能性はない

ものと予測する。 

また、植生自然度 8 及び 9 に相当する自然植生、

自然公園（第 3種特別地域及び第 2種特別地域）、郷

土環境保全地域、保安林、国有林、鳥獣保護区、巨

樹・巨木林、天然記念物については、事業実施想定

区域の一部に確認されており、その一部に直接的な

改変が生じる可能性があることから、事業実施に伴

う影響が生じる可能性があるものと予測する。 

これらの状況を踏まえ、今後の方法書以降の環境

影響評価手続き及び詳細設計において、右記の事項

に留意する。 

・自然植生等について、現地調査等に

より植生の状況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境

のまとまりの場を多く残存するよ

う、可能な限り必要最低限の工事に

とどめ、改変による重大な影響を回

避・低減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び

注目すべき生息・生育の場への影響

の程度を適切に予測し、必要に応じ

て環境保全措置を検討する。 

左記を確実

に実施するこ

とにより、重大

な環境影響を

実行可能な範

囲内でできる

限り回避又は

低減できる可

能性が高いも

のと評価する。 

景観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の可能性の有無 

主要な眺望点については、「仏岩(宝篋印塔)」、「姫

木平ハイキングコース」、「長門牧場」及び「女神湖」

が事業実施想定区域内に存在しており、これ以外の

眺望点については、いずれも事業実施想定区域内に

は存在しない。また、景観資源については、「白樺高

原」及び「八ヶ岳中信高原国定公園」が事業実施想

定区域内に存在しており、これ以外の景観資源につ

いては、いずれも事業実施想定区域内には存在しな

い。 

事業実施想定区域は、現時点で具体的な改変区域

が決まっていないものの、主要な眺望点である「仏

岩(宝篋印塔)」、「姫木平ハイキングコース」、「長門

牧場」及び「女神湖」のほか、景観資源である「白

樺高原」及び「八ヶ岳中信高原国定公園」について

は、事業実施に伴い、一部に直接的な改変が生じる

可能性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の存在に係る影響が生じ

る可能性がある主要な眺望点及び景観資源につい

て、利用状況など詳細な情報が得られていないため、

今後の方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設

計において、右記の事項に留意する。 

・事業計画の検討にあたっては、主要

な眺望点及び景観資源等の分布状況

や位置に留意し、風力発電機の設置

基数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業

実施区域、主要な眺望点及び景観資

源等の分布状況や位置を踏まえた調

査地点を設定する。 

・予測にあたっては、主要な眺望点及

び景観資源に係る改変の程度を把握

するとともに、必要に応じて環境保

全措置を検討する。 

左記を確実

に実施するこ

とにより、重大

な環境影響を

実行可能な範

囲内でできる

限り回避又は

低減できる可

能性が高いも

のと評価する。 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点のうち、「仏岩(宝篋印塔)」、「落合渓

谷(落合大橋)」、「長門牧場」、「女神湖」、「蓼科山」

及び「白樺湖」については、主要な眺望方向に風力

発電機が視認される可能性があることから、眺望景

観に影響を及ぼす可能性があるものと予測する。現

時点で具体的な風力発電機の位置が決まっていない

ものの、特に、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象内）に位置する「長門牧場」については、今

後の配置計画によっては「見上げるような仰角にな

り、圧迫感も強くなる。」となる可能性があるものと

予測する。 

これ以外の眺望点については、いずれも風力発電

機の視認の可能性がない又は主眺望方向へ風力発電

機が介在しないことから、主要な眺望景観に影響を

及ぼす可能性は低い又はないものと予測する。 

現時点では、風力発電機の存在に係る影響が生じ

る可能性がある主要な眺望点及び景観資源につい

て、利用状況など詳細な情報が得られていないため、

今後の方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設

計において、右記の事項に留意する。 

・事業計画の検討にあたっては、眺望

方向や主眺望対象、眺望点の利用状

況等に留意し、風力発電機の設置基

数、配置及び機種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、事業

実施区域、主要な眺望点及び景観資

源等の分布状況や位置を踏まえた調

査地点を設定する。 

・予測にあたっては、主要な眺望点か

ら撮影した写真に発電所完成予想図

を合成する方法（フォトモンタージ

ュ法）によって、主要な眺望景観へ

の影響の程度を把握するとともに、

必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 

左記を確実

に実施するこ

とにより、重大

な環境影響を

実行可能な範

囲内でできる

限り回避又は

低減できる可

能性が高いも

のと評価する。 
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表 4.4-1(4) 重大な環境影響が懸念される項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 
方法書以降の手続き等 

において留意する事項 
評価結果 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のう

ち、「本沢渓谷」、「不動滝」、「姫木平ハイキング

コース」、「長門牧場」、「仏岩(宝篋印塔)」、「女神

湖」、「御柱の道（トレッキングコース）」及び「対

山園」は事業実施想定区域内に存在しており、そ

れ以外の主要な人と自然との触れ合いの活動の

場については、いずれも事業実施想定区域内には

存在しない。 

事業実施想定区域は、現時点で具体的な改変区

域が決まっていないものの、主要な人と自然との

触れ合いの活動の場である「本沢渓谷」、「不動

滝」、「姫木平ハイキングコース」、「長門牧場」、「仏

岩(宝篋印塔)」、「女神湖」、「御柱の道（トレッキ

ングコース）」及び「対山園」については、事業

の実施に伴い一部に直接的な改変が生じる可能

性があるものと予測する。 

現時点では、風力発電機の存在に係る影響が生

じる可能性がある主要な人と自然との触れ合い

の活動の場について、利用状況など詳細な情報が

得られていないため、今後の方法書以降の環境影

響評価手続き及び詳細設計において、右記の事項

に留意する。 

・事業計画の検討にあたっては、

主要な人と自然との触れ合い

の活動の場等の利用環境及び

利用状況等に留意し、風力発

電機の設置基数、配置及び機

種等を検討する。 

・現地調査の実施にあたっては、

事業実施区域及び主要な人と

自然との触れ合いの活動の場

等の分布状況や位置を踏まえ

た調査地点を設定する。 

・予測にあたっては、主要な人

と自然との触れ合いの活動の

場への影響の程度を把握し、

必要に応じて環境保全措置を

検討する。 

左記を確実に

実施することに

より、重大な環

境影響を実行可

能な範囲内でで

きる限り回避又

は低減できる可

能性が高いもの

と評価する。 

 

 

第5章 計画段階環境配慮書を委託した事業者の名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

委 託 事 業 者 の 名 称：八千代エンジニヤリング株式会社 事業統括本部 

代 表 者 の 氏 名：取締役専務執行役員本部長 長谷川 清 

主たる事務所の所在地：東京都台東区浅草橋5丁目20番8号 
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