
1 

次期ごみ処理施設に係る生活環境影響調査 

調査結果・評価報告【概要版】 

平成 26 年９月 18 日 市議会全員協議会資料 

平成 26 年 6 月 南信州広域連合 

１．生活環境影響調査について 

次期ごみ処理施設の建設に際して、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）」（昭和 45 年法

律第 137 号）に基づき「生活環境影響調査」を実施してきました。平成 25 年 5 月から 1 年間かけて

実施した現地調査の結果を基に、地域の生活環境への影響を予測した結果、適切な対策を取ることを

前提とした上で、地域の生活環境に与える影響はないとの結論を得ました。 

この結果は、「生活環境影響調査報告書」として、6 月 25 日より 1 か月間、南信州広域連合内にお

いて縦覧を行います。その後意見書の提出期間を設け、提出されたご意見には、回答・見解をお示し

するとともに、生活環境影響調査報告書と併せて、「廃棄物処理施設設置届」の添付書類として長野

県に提出します。 

なお、生活環境影響調査の法定外項目の動植物についても調査を行っていますが、「生活環境影響

調査」とは別にまとめ、必要な対策を検討していきます。 

 

表１ 生活環境影響調査書の縦覧と今後の予定 

時     期 内     容 

平成 26 年 6 月 25 日 生活環境影響調査報告書 縦覧告示 

6 月 25 日～7 月 24 日 縦覧（告示の日から 1 ヶ月間） 

７月 26 日～8 月 8 日 意見書募集（告示の翌日から 14 日間） 

平成 27 年 3 月予定 廃棄物処理施設設置届の添付書類として長野県に提出予定 

 

２．事業計画 

（１）計画施設の概要 

次期ごみ処理施設の計画の概要を表２に示します。 

表２ 計画施設の概要 

項  目 方式、内容 

定格処理能力 46.5t/24h×2 炉 

受入・供給施設 ピットアンドクレーン方式 

燃焼設備 ストーカ式焼却炉 

燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラ方式 

排ガス処理設備 ろ過式集じん器＋乾式薬剤吹込方式、無触媒又は触媒脱硝方式 

通風設備 平衡通風方式 

余熱利用設備 蒸気タービン発電、蒸気利用方式（プロセス利用含む） 

給水設備 加圧給水方式又は高置水槽方式 

排水処理設備 ごみ汚水  ：炉内噴霧高温酸化処理又はピット散水 

プラント排水：処理後再利用（クローズドシステム） 

生活排水  ：合併浄化槽にて処理後、防災調整池へ放流 

飛灰処理設備 薬剤固化方式 

電気設備 高圧１回線受電方式、余剰発電電力は売電 

計装設備 中央監視制御方式 

場内プラント関係 

余熱利用設備 

蒸気タービン発電 

資料 No ３－２ 
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（２）環境保全対策 

次期ごみ処理施設における主な環境保全対策は次の通りです。 

 

表３ 主な環境保全対策 

項目 対策の内容 

全般 法令の遵守 公害関係法令等を遵守しうる構造・設備とする 

大気質 排ガス性能の保証 排ガス濃度に法令よりも厳しい公害防止条件を遵守した運転管理 

騒音 敷地境界 敷地境界線上での公害防止条件を設定 

機械設備対策 騒音の少ない機種の選定 

発生源となる機械設備の防音対策 

近接民家に対する防音対策の配慮 

振動 敷地境界 敷地境界線上での公害防止条件を設定 

機械設備対策 発生源となる機械設備は防振装置の設置を考慮 

悪臭 敷地境界 敷地境界線上での公害防止条件を設定 

発生源 発生源の負圧管理、密閉化 

自動扉及びエアカーテンの設備 

ごみピットへの投入扉のごみ投入時以外の閉鎖 

ごみピット内空気を燃焼用空気として使用し、焼却炉で高温処理 

焼却炉停止時用の脱臭設備の設置 

水質 工事中濁水 工事用調整池の設置、濁水処理 

必要に応じ排水処理装置等の設置 

排水処理 プラント排水と生活排水との完全分離 

プラント用水の施設外無放流、生活排水の浄化槽処理 

景観 外観・配置の工夫 周辺景観と調和する外観・配置の採用 

できるだけ煙突を印象付けない外観・配置とする 

動物 

植物 

光害対策 光源等昆虫が集まらない照明の採用 

外灯の夜間自動消灯 

 

（３）事前及び事後環境調査 

次期ごみ処理施設の稼働後は、生活環境が実際に保全されているかどうかを確認するために事後

環境調査を実施する計画です。また、事後調査の結果を評価するためには、施設稼働前にも同一場

所で調査を実施しておく必要があるため、生活環境影響調査とは別に、事前の調査も実施する予定

です。 

実施内容については、地元地区の要望も踏まえて今後定めていきます。 
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３．生活環境影響調査の実施項目 

（１）調査項目の選定 

事業内容と立地条件を勘案し、生活環境影響調査の項目を表４の通りとしました。 

水質のダイオキシン類は当初調査項目としていたが、次期ごみ処理施設ではプラント用水は施設外

無放流とするため、現況調査のみとした。 

なお、動物及び植物については、届出に添付する生活環境影響調査書とは別に取りまとめます。 

 

表４ 生活環境影響調査の実施項目等 

影響要因 
調査項目 

排  
ガ ス  

排 水  施 設 の  
稼 働  

悪 臭  
の 漏 洩  

車 両  
の 走 行  

土 地 造
成 、 施
設 存 在  

大気質 

二酸化硫黄(SO2) ◎      

二酸化窒素(NO2) ◎ 
 

  ◎  

浮遊粒子状物質(SPM) ◎    ◎  

塩化水素(HCl) ◎      

ダイオキシン類 ◎      

騒音 騒音レベル   ◎  ◎  

振動 振動レベル   ◎  ◎  

悪臭 
特定悪臭物質 ◎   ◎   

臭気指数（臭気濃度） ◎   ◎   

水質 

生物化学的酸素要求量(BOD)  ◎     

浮遊物質量(SS)  ◎    ○ 

ダイオキシン類  －     

土壌汚染 ○      

景観      ○ 
 

動物      ○ 

植物      ○ 

注）◎は生活環境影響調査が対象とする項目。それ以外は広域連合が自主的に調査を実施する項目。 

 

（２）現地調査の調査地点 

調査を実施した調査地点の位置は図１の通りです。 
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図１ 調査実施地点 
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４．調査、予測、評価の結果 

（１）大気質 

１）地上気象の調査結果 

一年を通して南南東からの風と北西からの風が多い傾向があり、どの月も概ね同様の傾向でした。

年間では南南東の風が最も多く、全体の 24.4％、次いで北西からの風が 17.4％でした。風速は年間

平均で 1.0m/s であり、比較的風が弱いと言えます。 

 

表５ 風向風速 

項目 単位 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 
最多風向 － 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 南南東 
出現頻度 % 29.3 26.3 19.9 27.3 26.5 26.5 
平均風速 m/s 1.2 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 
静穏率* % 3.6 9.6 5.2 5.3 7.4 9.4 

 

項目 単位 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 
最多風向 － 南南東 南南東 南南東 南東 北西 南南東 
出現頻度 % 25.7 24.6 25.3 18.3 25.0 24.2 
平均風速 m/s 0.9 1.1 1.2 1.0 1.4 1.3 
静穏率* % 5.1 3.0 2.4 4.5 2.7 3.6 
注 1）静穏率とは風速 0.5m/s 未満（静穏）の出現頻度を表す。 

注 2）1 時間値（毎正字、1 日あたり 24 個のデータ）を基に集計したもの。 

項目 単位 通年 5 月～4 月 
最多風向 － 南南東 
出現頻度 % 24.4 
平均風速 m/s 1.0 
静穏率* % 5.1 
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２）上層気象の調査結果 

上層気象の調査では、高度別に風向風速を観測しました。高度別の風向（折れ線）と風速（棒グ

ラフ）を示してあります。地上付近は建設候補地の地形によって風速が弱められており、谷の方向

に沿った北西と南南東の風が多いのに対し、上空では風が強く、風向も異なっていることが分かり

ます。上空では夏季は南西の風、冬季は北北東～北東の風が多くなっています。 

 夏季（全日、8 月） 冬季（全日、2 月） 

     

     

     

     

     

 

図３ 上層の風向、風速 
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３）環境大気の調査結果 

2 か所の調査地点では、どの調査項目も環境基準を満足していました。長野県による長野県内の

測定結果と比較しても、大気がきれいであることが分かります。夏季と冬季とで、大気質の大きな

差は見られませんでした。 

 

表６ 大気質 

項   目 単位 

小林 

農業生活改善センター 

尾科 

ふれあい広場文吾の里 

【参考】長野県 

大気測定結果注 1) 環境基準 

夏季 冬季 夏季 冬季 （H24） 

二酸化硫黄 

(SO2) 

日平均値 

の最高値 
ppm 0.003 0.003 0.003 0.003 

0.003～0.010 注 2) 

(8) 
0.04 以下 

1 時間値 

の最高値 
ppm 0.003 0.005 0.004 0.005 

0.008～0.055 

(8) 
0.1 以下 

二酸化窒素 

(NO2) 
日平均値 

の最高値 
ppm 0.002 0.002 0.001 0.003 

0.011～0.030 注 3) 

(15) 

0.04 

～0.06 以下 

一酸化窒素 

(NO) 
日平均値 

の最高値 
ppm 0.001 0.002 0.001 0.002 

0.013～0.059 注 3) 

(15) 
－ 

浮遊粒子状 

物質(SPM) 

日平均値 

の最高値 
mg/m3 0.038 0.006 0.054 0.007 

0.031～0.043 注 2) 

(10) 
0.10 以下 

1 時間値 

の最高値 
mg/m3 0.055 0.032 0.089 0.029 

0.073～0.173 

(10) 
0.20 以下 

塩化水素 

(HCl) 
最高値 ppm 0.00025 0.00012 0.00037 0.00006 － 0.02 以下注 4) 

ダイオ 

キシン類 

7 日間 

平均値 

pg-TEQ/m3 0.0083 0.013 0.011 0.0073 
0.0091 

～0.061(6) 
0.6 以下 

ng-TEQ/m3 注 5) 0.0000083 0.000013 0.000011 0.0000073 
0.0000091 

～0.000061 
0.0006 以下 

注 1）「平成 24 年度大気汚染等測定結果」長野県環境部水大気環境課より、長野県内の一般環境大気測定局の値。（ ）内は調査地点数。 

注 2）日平均値の 2％除外値。 

注 3）日平均値の 98%値。 

注 4）塩化水素の基準は「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改正等について」（昭和 52 年環大規第 136 号）の目標環境濃度。 

注 5) 大気質調査のダイオキシン類の単位は本来 pg-TEQ/m3だが、排ガス濃度の単位と合わせるため、ng-TEQ/m3で記載している。 
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４）大気質の予測と評価の結果 

①焼却施設の稼働による影響 

煙突から排出される排ガスによる大気質への影響について、長期平均濃度（年間の平均の値）と

短期高濃度（最も高くなる時の値）を予測しました。 

長期平均濃度では、風向きと地形（標高）の影響を受け、最大着地濃度地点は計画地南東側にな

ると予測されました（P10、図４）。地上に排ガスが到達しやすいのは、風が弱く大気が不安定（上

下混合しやすい）条件であり、高空の風向きの違いはあまり影響しないと考えられます。 

短期平均濃度では、地上の濃度が高くなる気象条件下において、施設の風下側 700m に最大着地

濃度が現れると予測されました。いずれの大気汚染物質についても、排ガスによる寄与分を足して

も濃度は環境保全目標を満足しており、また寄与分が現況の濃度に対して2桁以上小さいことから、

影響はほとんど無いと評価します。 

 

表７ 計画施設の煙源緒元（1 炉あたり） 

項目 単位 設定値 

乾きガス量 m3N/h 19,000 

湿りガス量 m3N/h 22,000 

排出濃度 

硫黄酸化物 ppm 50 

窒素酸化物 cm3/m3N (ppm) 100 

ばいじん g/m3N 0.01 

塩化水素 
mg/m3N  

(ppm) 

82 

(50) 

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3 0.05 

排出ガス温度 ℃ 160 

煙突高さ m 59 

日稼働時間 時間 24 

 

表８ 最大着地濃度地点の大気質への影響の予測・評価（長期平均濃度） 

項目 
年平均 

寄与濃度 
現況濃度 

年平均 

予測濃度 
環境保全目標 評価 

二酸化硫黄 

(ppm) 
0.00027 0.0030 0.0033 0.04 ○ 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.00030 0.0018 0.0021 0.04 ○ 

浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 
0.00005 0.0263 0.0264 0.10 ○ 

塩化水素 

(ppm) 
0.00027 0.0002 0.0005 0.02 ○ 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/m3) 
0.00027 0.0099 0.0102 0.6 ○ 

注 1）寄与濃度：施設の排出ガスに起因する濃度で、年間の平均値 
注 2）現況濃度：現地調査の結果を平均し、現況の年間の平均的な濃度を設定したもの 
注 3）予測濃度：現況濃度に寄与濃度を加えた値 
注 4）環境保全目標：塩化水素は環境庁通達の目標環境濃度を、他は環境基準を基に設定した値 
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表９ 最大着地濃度地点の大気質への影響の予測・評価（短期高濃度） 

予測ケース 対象物質 

１時間 

値の寄 

与濃度 

現況 

濃度 

１時間値の 

予測濃度 
気象条件等 

環境保 

全目標 
評価 

大気安定度 

不安定時 

二酸化硫黄 

(ppm) 
0.0023 0.0050 0.0073 

大気安定度 A 

風速 0.7m/s 

出現距離 670ｍ 

0.1 ○ 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.0023 0.0038 0.0061 0.04 ○ 

浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 
0.0005 0.0890 0.0895 0.20 ○ 

塩化水素 

(ppm) 
0.0023 0.0004 0.0027 0.02 ○ 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/m3) 
0.0023 0.0130 0.0153 0.6 ○ 

上層逆転層 

発生時 

二酸化硫黄 

(ppm) 
0.0040 0.0050 0.0090 

大気安定度 A 

風速 0.7m/s 

出現距離 

700m 

0.1 ○ 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.0041 0.0038 0.0079 0.04 ○ 

浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 
0.0008 0.0890 0.0898 0.20 ○ 

塩化水素 

(ppm) 
0.0040 0.0004 0.0044 0.02 ○ 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/m3) 
0.0040 0.0130 0.0170 0.6 ○ 

注 1）寄与濃度：施設の排出ガスに起因する濃度で、1 時間値の最大値 
注 2）現況濃度：現地調査の結果から、現況での高い濃度を設定したもの 
注 3）予測濃度：現況濃度に寄与濃度を加えた値 
注 4）環境保全目標：塩化水素は環境庁通達の目標環境濃度を、他は環境基準を基に設定した値 
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注）ここではダイオキシン類を示していますが、他の物質も濃度は異な
るものの、分布は同様です。 

 

図４ 年平均寄与濃度（ダイオキシン類） 
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②廃棄物運搬車両による影響 

廃棄物運搬車両の通行による大気質への影響について、長期平均濃度（年間の平均の値）を予測

しました。 

廃棄物運搬車両の通行台数は、桐林クリーンセンターにおける実績を基に、米川・駄科（停）線

では 82 台／日、広域農道柿野沢線では 28 台／日としました（騒音・振動の予測結果、p14 参照）。

いずれの路線でも、道路端での濃度が環境保全目標を満足しており、また寄与分が現況の濃度に対

して小さいことから、影響は軽微であると評価します。 

 

表１０ 通行車両による大気質への影響の予測・評価 

【米川・駄科（停）線沿道】 

予測地点 項目 
年平均 

寄与濃度 

現況 

濃度 

年平均 

予測濃度 

環境保 

全目標 
評価 

道路端 二酸化窒素 

(ppm) 
0.0015 0.0018 0.0033 0.04 ○ 

 浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 
0.0003 0.0263 0.0266 0.10 ○ 

 

【広域農道柿野沢線沿道】 

予測地点 項目 
年平均 

寄与濃度 

現況 

濃度 

年平均 

予測濃度 

環境保 

全目標 
評価 

道路端 二酸化窒素 

(ppm) 
0.0004 0.0018 0.0022 0.04 ○ 

 浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 
0.0001 0.0263 0.0264 0.10 ○ 

注 1）寄与濃度：道路の通行車両（ごみ搬入車両含む）に起因する年平均濃度 
注 2）現況濃度：現地調査の結果を平均し、現況の年間の平均的な濃度を設定したもの 
注 3）予測濃度：現況濃度に寄与濃度を加えた値 
注 4）環境保全目標：環境基準を基に設定した値 
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（２）騒音・振動 

１）環境騒音・振動の調査結果 

環境騒音は昼間 38～48dB、夜間 30～39dB となっていました。 

騒音レベルの目安としては、30dB は「郊外の深夜、ささやき声」、40dB は「市内の深夜、図書

館」、50dB は「静かな事務所、クーラー」程度と言われています。 

環境振動はほとんどの時間で測定限界の 25dB を下回っていました。 

なお、人間が振動を感じ始める値は 55dB と言われており、振動を感じることはできないレベル

でした。 

表１１ 環境騒音 

単位：LAeq(dB) 

時間区分 
柿野沢 3515 番地 

付近畑＊ 

稲葉 1552 番地 

付近畑＊ 

敷地 

境界付近 

昼間 48 41 38 

夜間 39 33 30 

注 1）時間区分は昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～6:00 である。 

注 2）測定値は、環境基準との比較に用いる等価騒音レベル(LAeq)で示している。 

 

表１２ 環境振動 

単位：dB 

時間区分 
柿野沢 3515 番地 

付近畑＊ 

稲葉 1552 番地 

付近畑＊ 

敷地 

境界付近 

昼間 <25 
<26 

（最大値 28） 
<25 

夜間 <25 <25 <25 

注 1）時間区分は昼間：7:00～19:00、夜間：19:00～7:00 である。 

注 2）測定値は、規制基準との比較に用いる 80%レンジの上端値(L10)で示している。 

 

２）道路交通騒音・振動の調査結果 

道路交通騒音は、米川・駄科（停）線では 63dB、広域農道 柿野沢中央線では 64dB でした。騒

音に係る環境基準のうち、幹線交通を担う道路に近接する場所の基準を満足していました。 

道路交通振動は、米川・駄科（停）線では 33dB、広域農道 柿野沢中央線では 28dB 未満でした。

振動に係る要請限度を満足しており、人間が振動を感じることはできないレベルでした。 

表１３ 道路交通騒音 

単位：LAeq(dB) 

時間区分 
米川・駄科 

（停）線 

広域農道 

柿野沢中央線 
環境基準 

車線数 1 車線 2 車線 昼間 

昼間 63 64 70 

注 1）候補地及びその周辺は騒音に係る環境基準は適用されないが、幹線交通を担う道

路に近接する空間の特例の基準を参考として示した。 

注 2）時間区分は昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～6:00 である。 

注 3）測定値は、要請限度との比較に用いる等価騒音レベル(LAeq)で示している。 
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表１４ 道路交通振動 

単位：dB 

時間区分 
米川・駄科 

（停）線 

広域農道 

柿野沢中央線 

要請限度 

（第 1種区域） 

昼間 33 
<28 

（最大値 34） 
65 

注 1）候補地及びその周辺は振動規制法による振動に係る規制はないが、自動車騒音の

限度を定める省令（要請限度）の住居地域等に相当する第 1 種区域の値を参考とし

て示した。 

注 2）時間区分は昼間：7:00～19:00 である。 

注 3）測定値は、要請限度との比較に用いる 80%レンジの上端値(L10)で示している。 

 

３）交通量の調査結果 

道路交通騒音・振動測定時の交通量は、表１５に示す通りです。 

米川・駄科（停）線では、小型車の交通が主であり、朝夕の通勤時間帯に多い傾向がありました。 

広域農道 柿野沢中央線では、三遠南信自動車道関連のダンプトラックの交通が 1 日 200 台あり

ました。なお、次期ごみ処理施設が稼働する時期には、三遠南信自動車道関連のダンプトラックの

通行はなくなります。 

表１５ 調査時交通量（上下線合計） 

単位：台 

観測 

時間 

米川・駄科（停）線 広域農道 柿野沢中央線 

工事関係 

（ダンプ） 
大型 小型 二輪 計 

工事関係 

（ダンプ） 
大型 小型 二輪 計 

6 時台 0 2 77 0 79 0 1 19 1 21 

7 時台 2 3 303 3 311 0 9 108 3 120 

8 時台 3 6 177 3 189 13 10 71 0 94 

9 時台 0 13 126 0 139 18 9 50 0 77 

10 時台 2 7 117 0 126 23 6 27 2 58 

11 時台 0 3 94 1 98 29 3 47 0 79 

12 時台 0 2 89 0 91 1 4 30 1 36 

13 時台 2 13 93 2 110 33 8 27 0 68 

14 時台 0 9 104 1 114 37 11 42 1 91 

15 時台 0 7 122 0 129 23 2 45 0 70 

16 時台 0 14 137 5 156 22 3 77 0 102 

17 時台 0 6 165 2 173 0 4 65 0 69 

18 時台 0 1 165 3 169 1 1 47 2 51 

19 時台 0 1 109 1 111 0 0 24 0 24 

20 時台 0 0 66 0 66 0 0 15 0 15 

21 時台 0 0 58 0 58 0 0 17 0 17 

合計 9 87 2,002 21 2,119 200 71 711 10 992 

 



14 

４）騒音・振動の予測と評価の結果 

①廃棄物運搬車両による影響 

廃棄物運搬車両の通行による騒音・振動への影響について予測しました。 

廃棄物運搬車両の通行台数は、桐林クリーンセンターにおける実績を基に、米川・駄科（停）線

では 164 台／日、広域農道柿野沢線では 56 台／日としました。実際には搬入車両の多くは小型車

ですが、予測は安全をみて全て大型車とみなしています。米川・駄科（停）線では、大型車の通行

台数が増加しますが、広域農道柿野沢線では、三遠南信自動車道の工事関連のダンプの通行がなく

なる分、廃棄物搬入車両が通行しても現在の交通量よりも少なくなります。 

道路交通騒音は、どちらの路線でも現況と差がないと予測され、影響はないと評価します。 

道路交通振動は、どちらの路線も人間が感じることができるレベルを超えないと予測され、影響

は軽微であると評価します。 

表１６ 施設供用時の交通量設定（上下線合計） 

［米川・駄科（停）線］ 

6 時～22 時 

一般車両 

（台） 

廃棄物 

運搬車両(台) 

合計 

（台） 

大型 

混入率 

(%) 大型車 小型車 計 全て大型車として 大型車 小型車 計 

合計 

(6:00～22:00) 
87 2,002 2,089 164 251 2,002 2,253 11.1% 

大型車最多時 

（9時台） 
13 126 139 24 37 126 163 22.7% 

［広域農道柿野沢中央線］ 

6 時～22 時 

一般車両 

（台） 

廃棄物 

運搬車両(台) 

合計 

（台） 

大型 

混入率 

(%) 大型車 小型車 計 全て大型車として 大型車 小型車 計 

合計 

(6:00～22:00) 
71 711 782 56 127 711 838 15.2% 

大型車最多時 

（9時台） 
9 50 59 8 17 50 67 25.4% 

表１７ 通行車両による騒音の影響の予測・評価 

単位：LAeq (dB) 

予測地点 時間帯 
現況 

(一般車両) 

将来 

(一般車両＋廃棄物運搬車両) 

環境保 

全目標 
評価 

米川・駄科（停）線 

道路端 

昼間 

(6:00～22:00) 
64 65 70 ○ 

広域農道柿野沢中央線 

道路端 

昼間 

(6:00～22:00) 
60 61 70 ○ 

注 1）現況の欄に示した騒音レベルは、現況調査における実測値ではなく、予測と同様の条件設定で計算した値 
注 2）環境保全目標は、騒音に係る環境基準の、住居地域等に相当するＢ類型のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間の特例

を基に設定した値 

表１８ 通行車両による振動の影響の予測・評価 

単位：L10 (dB) 

予測地点 時間帯 
現況 

(一般車両) 

将来 

(一般車両＋廃棄物運搬車両) 

環境保 

全目標 
評価 

米川・駄科（停）線 

道路端 
9 時台 36 41 65 ○ 

広域農道柿野沢中央線 

道路端 
9 時台 32 36 65 ○ 

注 1）現況の欄に示した振動レベルは、現況調査における実測値ではなく、予測と同様の条件設定で計算した値 
注 2）環境保全目標は、振動規制法の、「自動車振動の限度を定める省令」（要請限度）を基に設定した値 
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②焼却施設の稼働による影響 

焼却施設の稼働による敷地境界及び周辺の騒音・振動への影響について予測しました。 

建物の配置や構造、設備機器の配置は現段階では決まっていないため、基本設計の配置計画案を

基に平面配置、建屋の外形を設定し、予測を行いました。 

焼却施設の稼働に伴う騒音は、調査地点のいずれにおいても現況の騒音レベル（暗騒音）を超え

ないと予測され、生活環境への影響はないと評価します。 

焼却施設の稼働に伴う振動は、調査地点のいずれにおいても人間が感じることができるレベルを

超えないと予測され、生活環境への影響は軽微であると評価します。 

 

表１９ 施設稼働による騒音の影響の予測結果 

単位：LAeq (dB) 

時間帯 予測地点 施設騒音 暗騒音 合成騒音 
環境保 

全目標 
評価 

昼間 

(6:00～22:00) 

柿野沢 3515 番地 

付近畑 
20.6 48 48 70 ○ 

稲葉 1552 番地 

付近畑 
17.6 41 41 70 ○ 

敷地境界付近 31.6 38 39 
50（朝、夕） 

60（昼間） 
○ 

夜間 

(22:00～6:00) 

柿野沢 3515 番地 

付近畑 
20.6 39 39 65 ○ 

稲葉 1552 番地 

付近畑 
17.6 33 33 65 ○ 

敷地境界付近 31.6 30 34 50 ○ 

注 1）事業計画地周辺の環境保全目標は、騒音に係る環境基準を基に設定した値（幹線交通を担う道路に近接する空間） 

注 2）敷地境界の環境保全目標は、騒音規制法の特定工場に係る規制基準を基に設定した値 

表２０ 施設稼働による振動の影響の予測結果 

単位： (dB) 

時間帯 予測地点 施設振動 暗振動 合成振動 
環境保 

全目標 
評価 

昼間 

(7:00～19:00) 

柿野沢 3515 番地 

付近畑 
18.9 25 28 65 ○ 

稲葉 1552 番地 

付近畑 
8.6 26 27 65 ○ 

敷地境界付近 44.4 25 44 65 ○ 

夜間 

(19:00～7:00) 

柿野沢 3515 番地 

付近畑 
18.9 25 28 60 ○ 

稲葉 1552 番地 

付近畑 
8.6 25 27 60 ○ 

敷地境界付近 44.4 25 44 60 ○ 

注 1）事業計画地周辺の環境保全目標は、人の体感閾値を基に設定した値 

注 2）敷地境界の環境保全目標は、振動規制法の特定工場に係る規制基準を基に設定した値 
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（３）悪臭 

１）特定悪臭物質の調査結果 

特定悪臭物質の濃度は、候補地の敷地境界で測定しましたが、いずれの物質も定量下限値未満の

濃度でした。 

表２１ 特定悪臭物質 

単位：ppm 

調査項目 
調査結果 

敷地境界付近 

規制基準 

第一地域 

アンモニア 0.2 未満 2 以下 

メチルメルカプタン 0.0002 未満 0.004 以下 

硫化水素 0.0002 未満 0.06 以下 

硫化メチル 0.0002 未満 0.05 以下 

二硫化メチル 0.0002 未満 0.03 以下 

トリメチルアミン 0.001 未満 0.02 以下 

アセトアルデヒド 0.01 未満 0.1 以下 

プロピオンアルデヒド 0.02 未満 0.05 以下 

ノルマルブチルアルデヒド 0.003 未満 0.009 以下 

イソブチルアルデヒド 0.008 未満 0.02 以下 

ノルマルバレルアルデヒド 0.004 未満 0.009 以下 

イソバレルアルデヒド 0.001 未満 0.003 以下 

イソブタノール 0.05 未満 0.9 以下 

酢酸エチル 0.3 未満 3 以下 

メチルイソブチルケトン 0.2 未満 1 以下 

トルエン 0.9 未満 10 以下 

スチレン 0.01 未満 0.8 以下 

キシレン 0.1 未満 １以下 

プロピオン酸 0.0001 未満 0.07 以下 

ノルマル酪酸 0.0001 未満 0.002 以下 

ノルマル吉草酸 0.0001 未満 0.002 以下 

イソ吉草酸 0.0001 未満 0.004 以下 

注）候補地及びその周辺は、悪臭防止法による特定悪臭物質に係る規制はないが、住居地域等に相当す

る「第 1 地域」の規制基準を参考として示した。 

 

２）臭気指数の調査結果 

臭気指数はいずれの調査地点でも 10 未満でした。臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程

度を判定する方法であり、臭気指数 10 とは、採取した空気を 10 倍に薄めたときににおいがしなく

なることを示しています。 

表２２ 臭気指数の結果 

調 査 地 点 臭気指数 臭気濃度 
規制基準 

第１地域 

敷地境界付近 10 未満 10 未満 

10～15 柿野沢 3518 番地付近道路 10 未満 10 未満 

稲葉 1552 番地付近道路 10 未満 10 未満 

注）候補地及びその周辺は、悪臭防止法による臭気指数に係る規制はないが、住居地域等

に相当する「第 1 地域」の規制基準を参考として示した。  
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３）悪臭の予測と評価の結果 

①焼却施設の稼働による影響 

煙突から排出される排ガスに起因する悪臭の影響について、大気質の短期高濃度（最も高くなる

時の値）と同様の方法で予測しました。 

地上の濃度が高くなる気象条件下において、施設の風下側 700m に最大着地濃度が現れると予測

されました。地上に達する濃度は環境保全目標を満足しており、臭いを感じない水準であることか

ら、生活環境への影響はないと評価します。 

 

表２３ 最大着地濃度地点の悪臭の予測・評価結果 

 大気安定度不安定時 上層逆転層発生時 環境保全目標 評価 

臭気濃度 0.33 0.58 10 未満 ○ 

臭気指数 
10 未満 

(-4.9) 

10 未満 

(-2.4) 
10 未満 ○ 

出現距離 670m 700m － － 

注）臭気指数=10log(臭気濃度)であるため、臭気濃度が 1 を下回る場合には臭気指数は負の値となる。 

 

②施設からの悪臭の漏洩による影響 

焼却施設からの悪臭の漏洩による影響について、事業計画に基づく環境保全対策を踏まえて、定

性的に予測しました。 

保全対策を適切に取ることにより悪臭の漏洩防止が図られ、生活環境への影響は軽微であると評

価します。 

 

表２４ 悪臭の漏洩防止係る環境保全対策 

環境保全対策 内容 

敷地境界線上での性能の保証 建設・運営業者に対して敷地境界線上での基準を課し、管理する 

臭気が発生する箇所の対策 負圧管理、密閉化等の対策を講ずる 

ごみの受入プラットホーム出入口の対策 自動扉及びエアカーテン設備を設ける 

投入扉の投入時以外閉鎖 ごみピットへの投入扉は、ごみ投入時以外は閉鎖する 

ごみピット内空気を焼却炉の燃焼用空気に使用 焼却炉運転時は、ごみピット内空気を燃焼用空気として焼却炉へ

送り、ごみピット内を負圧に保ち、吸引した空気は焼却炉で高温

酸化処理する 

脱臭設備の設置 焼却炉停止時は、ごみピット内空気を脱臭設備に送り、臭気を処

理するとともに、ごみピット内を負圧に保つ 

設備点検・整備の実施 設備の点検・整備を確実に行う 

環境監視の実施 環境監視を定期的に行い、測定結果は公表する 

事故時、災害時等の対応 事故時、災害時等の対応体制を整備する 
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表２５ 悪臭の漏洩防止係る環境保全目標 

単位：ppm 

調査項目 目標 

アンモニア 2 以下 

メチルメルカプタン 0.004 以下 

硫化水素 0.06 以下 

硫化メチル 0.05 以下 

トリメチルアミン 0.02 以下 

二硫化メチル 0.03 以下 

アセトアルデヒド 0.1 以下 

プロピオンアルデヒド 0.05 以下 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 以下 

イソブチルアルデヒド 0.02 以下 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 以下 

イソバレルアルデヒド 0.003 以下 

イソブタノール 0.9 以下 

酢酸エチル 3 以下 

メチルイソブチルケトン 1 以下 

トルエン 10 以下 

キシレン 1 以下 

スチレン 0.8 以下 

プロピオン酸 0.07 以下 

ノルマル酪酸 0.002 以下 

ノルマル吉草酸 0.002 以下 

イソ吉草酸 0.004 以下 

臭気指数 10 未満 

注）環境保全目標は、悪臭規制法の敷地境界における規制基準を基に設定した値 

 

（４）水質 

１）水質の調査結果 

イタチ川の水質は、夏季の大腸菌群数を除けば、夏季も冬季も河川環境基準のＡ類型を満足して

いました。 

浄化槽からの排水は消毒後に放流されるため通常大腸菌を含んでいませんが、野生動物などの糞

にも大腸菌は含まれています。また、測定項目の「大腸菌群数」は、純粋に大腸菌の量を示すので

はなく、大腸菌と性質が似ている他の細菌も含まれた数字です。河川の水中には、流下する土壌粒

子などとともに他の細菌も存在しており、それらの細菌の一部も数字に含まれていると考えられま

す。 

表２６には参考として天竜川（天竜橋）における長野県の調査結果を併せて示しました。天竜川

のでも大腸菌群数は環境基準を超過している状況です。また、天竜川以外でも長野県内のほとんど

の河川で環境基準は未達成となっています。 
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表２６ 水質調査結果 

調査項目 単位 
調査結果 参考注 1) 

天竜川（天竜橋） 

環境基準 

A 類型注 2) 夏季 冬季 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度(pH) － 7.9 7.3 7.6～8.4 6.5 以上 8.5 以下 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.9 <0.5 0.5～1.8 2 以下 

化学的酸素要求量（COD） mg/L 2.1 2.3 2.1～3.0 － 

浮遊物質量(SS) mg/L 1 2 2～78 25 以下 

溶存酸素量(DO) mg/L 9.3 14 8.7～13 7.5 以上 

大腸菌群数 MPN 79,000 330 330～7,900 1,000(1.0×103)以下 

健
康
項
目 

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 － 0.003 以下 

全シアン mg/L 不検出 不検出 － 検出されないこと 

鉛 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

六価クロム mg/L <0.005 <0.005 － 0.05 以下 

砒素 mg/L <0.001 <0.001 <0.005 0.01 以下 

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 － 0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L 不検出 不検出 － 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) mg/L 不検出 不検出 － 検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 － 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 － 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 － 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 － 0.1 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 － 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.001 <0.001 － 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 － 0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.003 <0.003 － 0.03 以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 － 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 － 0.002 以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 － 0.006 以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 － 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 － 0.02 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 － 0.01 以下 

セレン mg/L <0.001 <0.001 － 0.01 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.86 1.1 － 10 以下 

ふっ素 mg/L 0.09 <0.08 － 0.8 以下 

ほう素 mg/L <0.1 <0.1 － 1 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 － 0.05 以下 

そ
の
他 

全窒素 mg/L 0.97 1.1 1.0～1.2 － 

全燐 mg/L 0.052 0.026 0.033～0.11 － 

ダイオキシン類 

pg-TEQ/L 0.097 0.10 － 1 以下 

ng-TEQ/L 
注 3) 

0.000097 0.00010 － 0.001 以下 

河川流量 m3/s 0.0509 0.439 － － 

注 1）参考として天竜川（天竜橋）における平成 23 年度の長野県の水質常時監視結果を示した。平成 23 年度は 12 回の調査を実施している。 

注 2）イタチ川について生活環境項目の環境基準は設定されていないが、合流先である天竜川の環境基準（Ａ類型）を参考として示した。 

注 3） 水質調査のダイオキシン類の単位は本来 pg-TEQ/L だが、排ガス濃度の単位と合わせるため、ng-TEQ/L で記載している。 
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２）土壌の沈降試験の結果 

計画地の土壌より作成した初期濃度 2,000mg/L の濁水は、1 分後には 210mg/L、30 分後には

36mg/L となりました。 

 

表２７ 土壌沈降試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）水質の予測と評価の結果 

①土地造成・掘削による濁水の影響 

工事中の濁水の影響について、事業計画地の土壌の性質と事業計画に基づく濁水防止対策を踏ま

えて、定性的に予測しました。 

保全対策を適切に取ることにより濁水の発生が抑えられるため、降雨時の濁水の発生による河川

への影響は実行可能な範囲でできる限り緩和されるものと評価します。 

 

表２８ 降雨時の濁水に係る環境保全対策 

環境保全対策 内容 

工事用調整池の設置 
工事中の濁水は十分な規模の工事用調整池に一旦貯留し土砂成

分を十分に沈降させた後放流する 

排水処理装置等 必要に応じ排水処理装置等を設ける 

 

経過時間 浮遊物質量 

(mg/L) 
 

(min) 

撹拌直後 0 2000 

1 分後 1 210 

2 分後 2 140 

5 分後 5 72 

10 分後 10 57 

30 分後 30 36 

1 時間後 60 31 

2 時間後 120 27 

4 時間後 240 20 

8 時間後 480 9 

1 日後 1440 6 

2 日後 2880 5 
図５ 土壌沈降試験結果 
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②施設稼働時の生活排水の影響 

施設から放流される生活排水による、イタチ川の水質への影響を予測しました。 

生活排水は合併浄化槽で処理した後、イタチ川へ放流されて混合しますが、生物化学的酸素要求

量(BOD)、浮遊物質量(SS)のいずれも、現況のイタチ川の水質に対してわずかな影響しかないと予

測され、生活環境への影響は軽微であると評価します。 

なお、合併浄化槽で処理した水は、防災調整池を経由してイタチ川へ放流する計画であり、さら

に影響は小さくなると考えられます。 

 

表２９ 生活排水による水質への影響の予測・評価 

項目 

放流水 イタチ川 
環境保 

全目標 
評価 放流濃度 

(mg/L) 

放流水量 

(m3/d) 

現況濃度 

(mg/L) 

現況流量 

(m3/d) 

放流後濃度 

(mg/L) 

生物化学的 

酸素要求量（BOD） 
20 7 0.9 4,400 0.93 2 ○ 

浮遊物質量（SS） 30 7 2 4,400 2.04 25 ○ 

注）環境保全目標は、河川の環境基準を基に設定した値 



22 

（５）土壌汚染 

１）土壌の調査結果 

建設候補地の土壌では、土壌汚染は見られませんでした。土壌のダイオキシン類については、建

設候補地及び周辺の集落 4 か所で調査を行いましたが、いずれも低い濃度でした。 

 

表３０ 土壌調査結果（建設候補地） 

調査項目 単位 
調査結果 

（溶出量） 
環境基準 

カドミウム mg/L <0.001 0.01 以下 

全シアン mg/L 不検出 検出されないこと 

有機燐 mg/L 不検出 検出されないこと 

鉛 mg/L <0.005 0.01 以下 

六価クロム mg/L <0.01 0.05 以下 

砒素 mg/L 0.003 0.01 以下 

総水銀 mg/L <0.0005 0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L 不検出 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） mg/L 不検出 検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L <0.002 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 0.1 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.001 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.003 0.03 以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.001 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 0.002 以下 

チウラム mg/L <0.0006 0.006 以下 

シマジン mg/L <0.0003 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 0.02 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 0.01 以下 

セレン mg/L <0.001 0.01 以下 

ふっ素 mg/L 0.10 0.8 以下 

ほう素 mg/L <0.1 1 以下 

注）土壌の環境基準は、土壌を水に加えて振盪して作成した検液中の濃度で設定されているため、調査結果

は検液 1L 中の量で示している。 

 

表３１ 土壌調査結果（ダイオキシン類） 

調査地点 
ダイオキシン類 

（pg-TEQ/g） (ng-TEQ/g）注) 

小林農家組合 農業生活改善センター 1.2 0.0012 

上久堅大鹿公民館 0.070 0.000070 

尾科地区 ふれあい広場 文吾の里 0.040 0.000040 

下久堅 南原第 5 集会所 1.5 0.0015 

建設候補地 0.29 0.00029 

環境基準 1,000 1 

【参考】桐林クリーンセンター周辺土壌 

調査結果(H23) 
0.0023～6.5 

0.0000023 ～ 

0.0065 

注）土壌調査のダイオキシン類の単位は本来 pg-TEQ/g だが、排ガス濃度の単位と合わせるため、ng-TEQ/g でも記載

している。 
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２）土壌の予測と評価の結果 

煙突から排出される排ガス由来の土壌の汚染の経路が考えられますが、大気質の予測において、

排ガスによる大気質への影響はほとんどないと予測されており、土壌汚染に対する影響も軽微であ

ると評価します。 

 

（６）動物、植物 

動物は哺乳類、鳥類、両生・は虫類、昆虫類の調査を実施しました。 

水生生物や昆虫類を中心に複数の貴重な動物が確認されました。 

候補地内やその周辺の植生の状況の調査の他、生育している種類の調査を行いました。 

動物と同様、複数の貴重な植物が確認されました。なお、動物、植物の貴重種の確認位置につい

ては、個体や生息環境の保護の観点から、公表は行いません。 

動物、植物については生活環境影響調査報告書とは別に取りまとめを行います。 

 

表３２ 確認された貴重種等 

動物 種の保存法 県保護条例 国ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ その他 

ノスリ    準絶滅危惧  

オオタカ 
国内希少野生 

動植物種 
 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類  

フクロウ    準絶滅危惧  

サンショウクイ   絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類  

サンコウチョウ    絶滅危惧Ⅱ類  

ツチガエル    絶滅危惧Ⅱ類  

クロスジギンヤンマ    準絶滅危惧  

ミルンヤンマ    準絶滅危惧  

チッチゼミ    留意種  

トゲアリ   絶滅危惧Ⅱ類   

オオムラサキ   準絶滅危惧 留意種  

ミイデラゴミムシ    絶滅危惧Ⅱ類  

クロゲンゴロウ   準絶滅危惧 準絶滅危惧  

ガムシ   準絶滅危惧 準絶滅危惧  

オオセイボウ   情報不足   

マルタニシ    準絶滅危惧  

 
植物 種の保存法 県保護条例 国ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ その他 

イチョウウキゴケ   準絶滅危惧 留意種  

オオバノトンボソウ    準絶滅危惧  

キスゲ    準絶滅危惧  

ギンラン    準絶滅危惧  

サクラバハンノキ   準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠＡ類  

ササユリ  
指定希少野生

動植物 
 準絶滅危惧  

シャジクモ   絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類  

ヒトツボクロ      

ホッスモ    絶滅危惧ⅠＡ類  

ミスミソウ   準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類  

ムツオレグサ    絶滅危惧ⅠＡ類  

オオキンケイギク     特定外来生物 

アレチウリ     特定外来生物 

種の保存法：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（平成 4 年 6 月 5 日法律第 75 号） 
県保護条例：長野県希少野生動植物保護条例（平成 15 年 3 月 24 日条例第 32 号） 
国ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ：環境省 第 4 次レッドリスト（平成 24 年 8 月） 
県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ：長野県版レッドリスト（植物編）2014（平成 26 年 3 月）、動物編（平成 16 年 3 月） 
特定外来生物：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16 年 6 月 2 日法律第 78 号） 
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（７）景観 

１）景観の調査結果 

景観は、住民の方の日常的な景観と、眺めの良い所からの眺望景観について四季の写真撮影を行

いました。 

表３３ 調査地点の景観状況 

 距離 眺望の状況等 

広域農道 

イタチヶ沢大橋 
約 500m 

広域農道のイタチヶ沢大橋上から候補地の一部を望むことができ、北へ

向かう通行車両から、10 秒程度の間右前方に視野に入る。通勤や農作業

など日常の通行で近隣の住民が通行する機会も多く、日常的な景観とし

て位置づけられる。 

神ノ峯 約 1,100m 

展望広場からは、北～西～南に広く視界が開けており、下久堅、竜江、

上久堅をはじめ広く竜西地域まで望むことができる。展望広場の丁度正

面となる西側に候補地が位置し、三遠南信自動車道越しに、西方向に候

補地を俯瞰する形となる。地元小学校の遠足の目的地ともなっており、

飯田市の屈指の眺望地点となっている。 

松尾鈴岡公園 

（松尾城址公園） 
約 4,000m 

公園には展望台があり、視界が北東～南西に開け、天竜川と竜東地域を

一望することができる。候補地は天竜川を挟んだ対岸の中腹に候補地が

眺望でき、眺めの良い場所では視界のほぼ中央（南東側）に位置する。

桜の名所となっている他、よく知られた眺望地点となっている。 

メガソーラー飯田 約 4,400m 

太陽光発電施設見学者のための見学施設が設けられているが、天竜川と

竜東地域を広く見渡すことができ、眺望地点としての価値も高い。天竜

川を挟んだ対岸の中腹に、候補地を眺望することができる。 
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２）景観の予測と評価の結果 

施設は、広域農道イタチヶ沢大橋からは工場棟建屋及び煙が見えると予測されます。また、神ノ

峯山頂の展望台からも、ほぼ正面に工場棟建屋の北面と煙突が見えると予測されます。松尾鈴岡公

園（松尾城址公園）及びメガソーラー飯田の展望台からは、煙突の上部が遠景として見えると予測

されます。 

予測では目立ちやすい白系の淡色としていますが、外壁の色彩や意匠等は今後検討の中で、周辺

景観と調和するものとなるよう配慮していくため、環境への影響緩和に適合するものと評価します。 

 

 

写真１ イタチヶ沢大橋からの見え方（春季） 

 

 

写真２ 神ノ峯からの見え方（夏季） 
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写真３ 松尾城址公園からの見え方（秋季） 

 

 

写真４ メガソーラーいいだからの見え方（冬季） 
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５．総合評価 

調査項目とした大気質、騒音、振動、悪臭、水質、土壌汚染及び景観のいずれについても、生活環

境への影響はないか、軽微であると評価されました。 

 

（１）施設の稼働に関して 

排ガス中の大気汚染物質濃度については、法令等に定められた基準よりも厳しい公害防止条件を設

け、適切な排ガス対策を実施するほか、連続測定等により排ガスの監視を行うことにより、周辺の大

気質への影響は極力小さく抑えられると考えられます。排ガスに由来する悪臭や周辺土壌の汚染につ

いても、これにより十分緩和されると判断します。 

騒音及び振動については、法令等の基準よりも厳しい公害防止条件を敷地周辺に設け、これを満た

す施設を設計することにより、周辺環境への影響は十分小さいものにできると判断します。 

水質については、プラント用水は場内で処理し排水を行わない方式を採るため、ダイオキシン類等

の汚染物質による水質汚染の心配はありません。生活排水については、法令に適合した処理を行うこ

とにより、下流の河川水質に対する影響は十分小さく抑えることができると判断します。工事中は、

十分な規模の工事用調整池を設けることにより、濁水の流出を緩和することができると判断します。 

 

（２）廃棄物の搬入に関して 

施設の稼働により通行することになる廃棄物の搬入車両は、時間帯別・ルート別の予測台数を加え

ても現状の交通量を大きく変化させるものではないため、大気質、騒音及び振動の影響はないか、非

常に小さいものと判断します。 

 

（３）施設の存在に関して 

施設が存在することにより、周辺景観に変化が生じます。施設の外壁の色彩や意匠等については、

メーカーの提案も活用しつつ、周辺景観と調和するものとなるよう配慮していくことにより、負の影

響は十分小さくすることができると判断します。 

 

６．事後調査計画 

予測の結果、周辺の生活環境への影響はないか軽微であると判断されましたが、事後調査を行うこ

とにより、実際の周辺環境への影響の程度を把握し、問題があれば新たな環境保全対策を講じること

が重要です。 

事後調査については、地元地区の要望も踏まえて実施内容を定めていきます。 


