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●対象事業実施区域 〔窮

対象事業実施区域

凡 例

⊂⊃対象車薬離職

靂璽発亀施設設置範囲
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追画国 防災調整池
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= 既設道路



10



●工事工程 〔窮
工事工程(予定)

工事開始時期:令和4年8月 運転開始時期:令和5年12月

エ享年 1年目 2年目 

経過月 3 6 9 12 15 18 21 24 

造成・基碇工事等 

据付工事 

電気工事 

試験運転 ○喜○ 

営業運転 ▼ 

注:上記の工事工程は現時点における想定であり、今後変更される可能性がある。

④2020 Blue Capital Mana留eme書1t Co., I」td.

億毅 嚢薫詳画せ環擬億 圃 園
環境要素

の区分
環境保全計画

大気環境

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。
・工事工程の調整等により工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の
台数の低減に努める。
・土砂粉じん等を低減するため必要に応じシート被覆等の飛散防止対策を講じる。
・造成区域内および道路の散水を必要に応じて実施する。
・工事関係車両のタイヤに付着した土砂の払落しや清掃等を徹底する。
・工事関係車両は、適正な積載量及び走行速度により運行する。
・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底
する。

【建設機械の稼働】

・切土、盛土及び掘削等の工事に当たっては、適宜整地、転圧等を行い、土砂粉
じん等の飛散を抑制する。
・造成区域内において適宜散水を行う。

・建設機械のタイヤに付着した土砂の払落しや清掃等を徹底する。
・工事規模にあわせて建設機械を適正に配置し、効率的に使用する。
・定期的に会議等を行い工事関係者に環境保全措置の内容について周知徹底する。

㊨2020 Blue Capital Mamgement Co., Ltd.



鵬醸報酬繭離職 〔窮
環境要素

の区分
環境保全計画

等の搬出入】

騒音

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。
・工事工程の調整等により工事用車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台

数の低減に努める。
・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等のエコドライブを徹底し、

道路交通騒音の低減に努める。
・車両の適切な点検・整備を十分に行い、性能の維持に努める。
・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底
する。

【建設機械の稼働】

・工事に使用する建設機械は可能な限り低騒音型の建設機械を使用する。
・建設機械の日常の点検、整備を励行し、良好な状態で使用する。
・騒音が発生する建設機械の使用が極力集中しないように、工事工程等の調整は

十分に配慮する。
・作業待機時はアイドリングストップを徹底する。
・工事規模にあわせて建設機械を適正に配置し、効率的に使用する。
・定期的に会議等を行い工事関係者に環境保全措置の内容について周知徹底する。

e2020 Blue Capital Man租gement Co., L七d、

餓埜 藷 晒せ擬態聴 解

環境要素

の区分
環境保全計画

水の濁り

【造成等の施工による一時的な影響】

・開発による流出水の増加に対処するため沈砂池工事を先行し、工事期間中の降

雨時における土砂の流出による濁水の発生を抑制する。
・土砂の流出を防止するため、必要に応じて土砂流出防止柵等を適所に設置する。
・調整池の容量を林地開発許可基準に基づき50年確率雨量で設計し、降雨時の河

川への放流量を抑制する。
・適t別こ沈砂池及び調整池内の土砂の除去を行うことで、一定の容量を維持する。

・造成法面等は、造成後速やかに転圧や緑化を図る。
・法面が長大になるなどの場合には、造成法面の状況に応じて適切な場所にしが

ら柵等を設置する。

資料2-7
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】 〈 

生物 

接触する事故を未然に防止する。 

・重要種が確認された湿地環境(沢等)が近隣に存在する場合は、改変箇所から 

可能な限り離隔をとることで影響の低減を図る。 
・造成工事に当たっては、先行して調整池を設置し、土砂や濁水の流出防止に努 
める。 

・改変区域外への工事関係者の必要以上の立ち入りを制限することにより、動物 

の生育環境を保全する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底 
する。 

・猛禽類の営巣地が確認された場合には、その繁殖状況を踏まえ、抱卵期一育雛 

期において、営巣地付近の工事は避ける。 

・猛禽類の営巣地が確認され、なおかつ、改変される場合には、代替某の創出等 

も検討する。 

15 @202OB〕ueCapitalManagenrentCo・,I」td・ 

0王子 事業計画(環境保全計画) 

環境要素 の区分 

環境保全計画 

土地の 安定性 

【地形改変及び施設の存在】 

・太陽光発電機基礎、調整池の設置にあたっては、ボーリング調査により、地盤 
状況を把握した上で必要な地盤支持力が得られる基礎を施工する。 
・切土を実施する場所から土を移設して、盛土を実施する場所については、土を 

十分に固めて必要な地盤強度を確保する。 

・盛土を実施する場所では30度以上の急斜面(法面)を作らない。 

反射光 

【地形改変及び施設の存在】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り土地造成面積、伐採面積を小さくするこ 

とにより、周辺に光害が生じないよう配慮する。 
・太陽光パネルは低反射パネルを使用するとともに、配置、角度に配慮し、周辺 

に光害が生じないよう努める。 

廃棄物等 

・発電設備は定期的に点検し、長期間安定して使用する。 

・破損した太陽光パネル等は、「太陽光設備のリサイクル等の推進に向けたガイ 

ドライン」(平成28年3月、環境省)に基づいて適切に処理する。 

資料2-8 
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! .関係地域の範囲 〔窮

巌音 

\/\\ /題/\ \/ 

200m程度 

水質 200m程度 

地形及び地質 対象事業実地区域 

土地の安定性 の周囲微音m 

反射光 函南町倒1000m 

植物、動物、生憶系 300m程度 

景観 
一触的には1000m、伊豆 

スカイラインがあるため、 函南町側3000m程度 

人と自然との触れ合 

い活動の場 
対象事業実龍区域内 

廃棄物等 対象事業実施区域内 

垂薗視角 鉄塔の場合の見え方 

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

1度 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 

L5場2度 

シルエットになっている場合には良く見え、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度 比較的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

質料∠‾9 



嚢 〈窮

03 対象事業実施区域及びその周囲の状況 

@2020 Blue C印読al Manage調lent Co.タし七d.

の轟 閲鎌瀬 〔窮

環境要素
の区分

主な地域特性

大気環境

“網代アメダスにおける令和元年の年間降水量は2,073.Omm、年

平均気温は16.9℃、年平均風速は2,7m/sである。

"対象事業実施区域の近傍の一般環境大気測定局の「熱海総合
庁舎」では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質が
環境基準を達成している。

!対象事業実施区域及びその周囲における環境騒音、環境振動
及び道路交通振動は公表された測定結果はない。
・自動車騒音の面的評価結果では対象戸数すべてで昼夜間とも

に環境基準値を下回っている。また、騒音測定地点においては、

昼夜間ともに環境基準値を下回っている。

"学校、医療機関、福祉施設等の配慮は対象事業実施区域の南
側約0.9kmに丹那小学校及び丹那幼稚園がある。また、対象事

業実施区域に隣接して住居地域が存在する。

資料2-10
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環境要素 の区分 
主な地域特性 

水環境 

〃対象事業実施区域の北西側には一級河川の函南冷川が、南西 
側には一級河川の柿沢川等が分布している。 

“河川の水質の状況として、平成30年度は対象事業実施区域に 

●最寄りの地点として狩野川水系の来光川「大土肥橋」において生 

物化学的酸素要求量(BOD)及び健康項目の測定が実施されて 

おり、各項目とも環境基準を達成している。 

その他 の環境 

・土壌の状況として、対象事業実施区域は主に黒ボク土壌、淡色 

黒ボク土壌等からなっている。 

〃地形の状況として、対象事業実施区域は中起伏火山地、山頂山 

腹平坦面等からなっている。 

“地質の状況として、対象事業実施区域は多賀火山(安山岩“玄 

武岩類)が分布している。 

環境要素
の区分

主な地域特性

その他

の環境

"対象事業実施区域及びその周囲の重要な地形の状況として、
「日本の地形レッドデータブック第2集」(日本の地形レッドデータ

ブック作成委員会、平成14年)によると、 「丹那盆地と丹那断層」

及び「田代盆地、火雷神社の断層変位地形」が保存すべき地形
として選定されており、 「日本の典型地形」(国土交通省国土地

理院HP、閲覧:令和2年2月)によると、 「丹那盆地」及び「丹那断

層」が典型地形として選定されている。また、 「指定“登録文化財

一覧」(函南町HP、閲覧:令和2年2月)によると、 「火雷神社の断

層」が天然記念物として選定されている。

〃対象事業実施区域には、山腹崩壊危険区域、土石流危険渓流
急傾斜地崩壊危険箇所が分布している。

資料2-1 1
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疎尋の尉囲

環境要素
の区分

主な地域特性

“動物の重要な種は、哺乳類11種、鳥類44種、爬虫類6種、両生類

8種、昆虫類36種、魚類23種及び底生動物18種の合計146種が

確認されている。

“植物の重要な種として40科75種が確認されている。

“対象事業実施区域の環境類型としては、主にシイ"カシ二次林等
の二次林、スギ〃ヒノキ〃サワラ植林等の植林地、二シキウツギー

ノリウツギ群落等の草地〃低木林といった樹林、草地環境から構
成されている。

“対象事業実施区域及びその周囲における重要な自然環境のまと
まりの場として、植生自然度9に該当する植生、自然公園、保安
林町指定の天然記念物及び鳥獣保護区が分布している。

㊨2020則uさC坤iねl M盆nage調lent Co., I売d.

⑲感 擬藷薫彙旛軽擬怒醇竃の摘圏の楼灘

環境要素
の区分

主な地域特性

景 観
人と自然との

触れ合いの
活動の場

・対象事業実施区域及びその周囲は主に黒ボク土壌から形成され
ており、西側には淡色黒ボク土壌及び人工未熟土壌も分布して
いる。

“対象事業実施区域及びその周囲における主要な眺望点として、
「十回峠展望台」、 「伊豆スカイライン滝知山展望台」等の7地点が

挙げられる。

“対象事業実施区域及びその周囲における景観資源としては、火
山群の「箱根火山群」、 「多賀火山群」等の4点が存在する。

“対象事業実施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、 「火雷神社」、 「酪農王国オラッチ工」等の12地

点が挙げられる。

資料2-1 2
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環境要素 の区分 
主な地域特性 

廃棄物等 

“平成30年度の一般廃棄物の総排出量は、函南町が15,091t、熱 

海市が23,621t、静岡県が1,205,161tとなっている。 

“対象事業実施区域から50kmの範囲に、産業廃棄物の中間処理 

施設が307施設、最終処分場は19施設存在している。 

放射線の量 
〃対象事業実施区域の最寄りの測定局の「熱海総合庁舎」におけ 
る令和元年度の空間線量率は、28.7nGy/hである。この空間線量 

率は自然放射線による変動範囲内(24.5-83,4nGy/h)である。 

@2020 B]ue Capital Managenlent Co , J,td.

囲閏 圏

04環境影響評価項目の選定、 

調査・予測、評価の手法の概要 

資料2-13
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環境影響評価項目の選定結果(網掛:参考項目)

:∴∴∴∴∴∴;∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

建設機 械の稼 造成等の 施工によ 

一∴∴∴∴∴∴∴∴
∴ 

工事用 資材等 

地形 
灘の 

の搬出 入 

働 
る-時的 な影響 饗の 

大気質 粉じん等 ○ ○ 

騒 音 騒音 ○ ○ ○ 

振 動 振 動 ○ )○ 

水質 水の濁り :∴○:∴ ○ 

地形及び地質 重要な地形・地質 ○ 

地盤 土地の安定性 ○ 

その他 反射光 ○ 

植物 植物 ∴○∴ ○ 

動 物 植物 ○ ○〈 

\生地系 地域を持徴づける生態系 ○ ∴○∴ 

景観 主要な眺基点、景観資源、眺望景観 ○ 

人と自然との触 れ合い活動の場 

主要な人と自然との触れ合い活動の柵 

廃棄物等 産業廃棄物 ○ ○ 

残土 ○ 

@202O B]ue Capital Managerllent Co.,丁.td.

参考(1)評価項目の選定・非選定結果(県条例項目)

静岡県環境影響評価条例の環境要素の区分において、環境影響
評価法の区分にない地下水の変化、河川の変化、文化財及び地域
交通の環境影響評価項目を選定しない理由等の考え方は下記のと
おりである。

静岡県環境影響評価条例 方法書 

環境影響要因 選定の有無 環境影響要因 選定の有無 

地形及 び地質 

地盤 

土地の安定性 ○ 

その他 の環境 

地盤 土地の安定性 〇、 

土壌、土砂の流 出、堆積 
○ 

地下水の変化 ー 

項目なし 
河川の変化 ー 

文化財 文化財 - 

その他 地域交通 - 

注:環境影響評価の項目として選定した項目は「O」、選定しない項目は「「」である。

資料2-14
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参考(2)評価項目の選定・非選定の理由(県条例項目)

環境影響要素 選定 環境影響要因 選定/非選定の理由 

地形及 び地筒 

地盤 

土地の 安定性 

- 工事 
造成等の施 盛土における土地の安定性の影響は盛 
による-時的 土が最大になった存在の条件と同じで 
な影響 あることから、選定しない。 

○ 存在 
地形改変及 

樹木の伐採や土地改変により、太 

土壌土 
陽穏池発簿所が設覆される傾斜地 
において土地の安定性が確保され 

砂の流出 び施設の存 ないおそれがあることから選定す 
堆積 在 る。なお、土地の安定性が確保さ 

れないとは地形崩壊や土砂流軸等 
の影響をいう。 

地下水 の変化 

ー 
工醇 

造成等の施工 工事中において、排水を地下水に排水 
による一時的 する計画が無いことから、評価項目と 
な影響 して選定しない。 

ー 
存在 

地形改変及び 地下水脈に蓬するような構造物は 

施設の存在 設匝しないことから、選冠しない。 

供用 施設の稼働 

事業の内容により、大規模な地下水の取 
水を行う場合に地下水位・水盤への影響 
が想定されるが、太陽光発電膏薬では地 
下水は取水しないため、地下水への影響 
は想定されないことから、選定しない。 

注.1.環境影響評価の項目として選定した項目は「O」、選定しない項目は「-」である。

2. 「発電所アセスの手引」では土地の安定性の予測地域は「地形筋教や土砂流出等の影轡が

及ぶおそれのある範囲」としている。

④2020 Blue Capital Management Co., Ltd.

参考(3)評価項目の選定・非選定の理由2 (県条例項目)

環境影響要素 選定 環境影響要因 選定/非選定の選曲 

地形及 河川流 
存在 地形改変及 

地形の改変等により、土地利用の変化に伴 
う浸透能の変化等による河川・沢等の流況の 
変化が想定されるが、調整池を設霞すること 
から、河川の流量の変化は小さいと考えられ 
ることから選定しない。 

び地質 の変化 施設の存塙 また、醇薬完了後は、防災及び利水の観点 
から排水施設・調整池は維持し、発電施設は 
全て撤去し、緑地回復を図る方針である。し 
たがって、河川の流戯こ影響を与える影響は 
小さいと考えられることから、選定しない。 

文化財 文化財 存在 
地形改変及 施設の存在 

対象葉菜実施区域の周囲には、指定 
文化財として、「火雷神社の断層」 
及び「火雷神社の社叢」、登録文化 
財として、「十国峠」が存在する 
が、これらの文化財は直接改変する 
ものではないことから、選定しな 
い。 

その他 地域交通 工事 
工事用資材等 

専業に係る通勤車両の方向は市街地 
方向とは逆方向であるため、交通渋 

の搬出入 溝の影響は想定されないことから、 
選定しない。 

注:L頻発影響評価の項目として選定した項目は「〇人選定しない項目は「-」である。
’ 2. 「党籍所アセスの手引」では土地の安定性の予測地域は「地形崩壊や土砂流出等の影響が

及ぶおそれのある範閉」として↓翰2-15
㊨2020 Blue Capital Man8gement Co., Ltd.
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⑭舘 騒擾影響
筒罷灘、評俄

大気質の調査・予測(工事車両)の内容
/ 調査内容:対象道路の交通量及び風及び空気の汚れの現在の状況

調査項目: ①対象道路の交通量

②風・降下ばいじん量(空気中の“ちり’’)

なお、地域を代表する風・降下ばいじん測定
調査期間:①代表的な1日(平日、土曜日:24時間)

②4季各1か月(春季、夏季、秋季、冬季)
予測内容:工事関係車両からの粉じんによる影響

①現地調査結果(現状の空気の汚れ)
十

②建設工事による増加分(予測値)
くフ

(⑬将来(工事期間中)の環境を予測・評価
資料2-18

@2020 B】ue Capital Managemmt Co., Ltd



<凡例> 

○:大気調査地点(降下はいじん) 

○‥気象調査地点 ㊥交通量(騒音と同じ) 

鋪醸 住宅等 

萱:工事関係車両の主要な走行ルート 

@2020 B】ue CapitLa獲Management Co., Ltd.

回田



工事関係車両の走
行により発生する

騒音・振動

㊧2020 Blue Capita同hana官enlent Co,, I」td.

醗竃・寵灘、謡触感手薄網棚閥寓

道路交通騒音及び振動の調査・予測の内容

/ 調査内容:道路沿いにおける騒音・振動・交通量の現在状況

調査期間:平日及び土曜の昼間(6-22時)に
各1回

/ 予測内容:工事車両の走行による騒音・振動

①現地調査結果(現状の騒音・振動の状況)
十

②工事関係車両の走行による増加分(予測値)

モア

③将来(工事期間中)の環境を予測・評価

資料2-20
㊨2020 Blue Capital M恥gement Co., Ltd





<凡例> 

e‥道路交通騒音・振動調査地点 
鯖節:住宅等 
鵜“:工事関係車両の主要な走行ルート 



俄性 擬態
韻蛮・寵測定欝輔 蒙 〔窮

水質の調査・予測の内容
/ 調査内容:水の濁りの現在状況

調査期間: 4季(春季、夏季、秋季、冬季)

十 降雨時

調査項目:浮遊物質量・濁度(水の濁り)

/ 予測内容: ①工事実施中の降雨時における水の濁りの状況、

沈砂池からの排水が地面に浸透するまでの距離

l

46

臆喜一∵

※造成工事に当たっては、沈砂池などの濁水対策工事

の先行実施等を検討し、降雨時における土砂の流出に

よる濁水の発生を防止

②供用後において、土地の改変後の地表面の状況により、

雨水排水の濁り想定されることから調整池から排水さ

れる水の濁りを吾速睦争o
@2020 Blue Capital Mamgement Co., Ltd.



<凡例> 
ロ :水質調査地点 
喜 :土壌調査地点 





52

調査地点 設定根拠 

州o.l 時o.3 持o.4 

・対象事業実施区域全体の地形及び地質 

の状況を把握するための地点とした。 

地盤∴No.2 ・調整池A-2を殻罷する地点とした。 

No.5 

・調懸池Bを設置する地点とした。 
No.6 

No.7 ・調整池A-1を設置する地点とした。 



醒墓 園謡偲璃周の選寵、億俄 覇‡

謂窮・予潔、評儲

○反射光

ソーラーパネルからの反射光の調査・予測の内容

/調査内容:現地踏査

調査項目:土地利用や地形の状況、建物の配置

や窓の状況を把握

調査期間:期間中に1回

/予測内容:太陽の高度・方位及び発電施設の高さ・傾斜角

54

・設置方位を考慮し、太陽光の反射による時刻
別の影響範囲等を予測評価します。

資料2-27
㊨2020 Blue Capi七al Mamge調ent Co.,

」



.さ5 @2O2O Blue Capital Managenletlt Co,, Ltd.

依命]開聞闇醒離艦環国の
謂寵書誌潤、謡鯛の電報 嚢 〔窮

動物・植物の調査・予測の内容

/調査内容:動物や植物の生息(生育)現在状況の把握

調査項目:哺乳類、鳥類(希少猛禽類含む) 、

爬虫類、両生類、昆虫類、魚類、
底生動物、陸生植物

調査期間:春季、夏季、秋季、冬季
(陸生植物は、平成26年、 28年、 3〇年に植物相

調査、平成28年、 3〇年に植生調査を実施済)

/予測内容:動植物の重要な種及び注目すべき生息・生育地への



醍璽子爵源、欝
国の選寵、

生態系の調査・予測の内容

/調査内容:現在の生態系注目種の生息環境(生息数や蝕の量など)

調査項目:注目種の生息状況及びその餌資源(哺乳類、鳥類、
昆虫、植物等)の調査、分析等

調査期間:春季、夏季、秋季、冬季

/予測内容:工事中や施設完成(稼働)後の生息環境の変化
※動物・植物調査の結果も踏まえ、生態系注目種の生息環境の
変化を予測

㊨2020 Bh1e C乏しpital Managel裏1ent Co.,工売d、

⑮錐 環擾繋 儲罷殿の選轟、
謂羅・罵灘、詞開国恕事態 藷 〔窮

動物の調査地点(哺乳類の例) <凡例> 

0:捕獲・自動撮影地点 

十二‥調査範囲 

トラップ調査〈小型哺乳類)

㊨2020 Blue Ca種ital Mana ge狐色n七Co.,しtd.



<凡例> 

囲:希少猛禽類調査地点 

飛行状況調査

④2020劇ue Capital Management Co., Ltd.



回田 聾謡億撰園の選寵、
調轟e苛灘、諜億の華 轟 く窮

○景観

@2020 Bhle Capital Management Co., Ltd.

⑬僕 環撮影
認竃言寄灘、諜観畢

国の選寵、
要 〔窮

景観の調査・予測の内容
/ 調査内容:現在の景観写真撮影

※主要な眺望地点(不特定多数の人が集まる場亘

住居地域から撮影します。
※調査は晴天日に実施します。

/ 予測内容:フォトモンタージュの作成
使用するソーラーパネルの配置を元に、調査地点に
おけるフォトモンタージュ(合成写真)を作成し、
施設完成後にその場所からの見え方を予測

† l 音62 

フォトモンタージュ 
(サンプル) 

㊧2020 Bll.脂Capital Mamgement Co., Ltd.



謂霜e罵瀧∴評価の零溺調親睦

景観の調査地点 <凡例> 

○:景観調査地点 

闇野:可視領域 

対象事業実施区域周囲の
主要な眺望点や、地元に
とって身近な地点を含む
計9地点で調査

※可視領域は、樹木や建物は考慮さ

れていないため、実際にソーラーパ

ネルが視認される範囲はより狭くな

る

O 1 2血

」「÷○○ 音

㊧2020 Bhle Capital Mana官en-ent Co.,嘉td.

億傑 罵蟻影響評価
詞露・罵灘、諜駒需議

○廃棄物(産業廃棄物・残土)

資料2-32
㊦2020 Blue Capital Man容gement Co., Ltd.



⑱4 環三 聾評価環固く親藩露、
詣蛮c罵灘、評価の轟

廃棄物等(産業廃棄物・残土)の調査・予測の内容

/予測内容:工事の実施に伴い発生する廃棄物

(コンクリートがら、木くず、金属くずなど)

及び残土の発生量を予測

※事前の現地調査は実施いたしません。

評価の手法

評価項目に関する調査及び予測の結果をもと 
に、以下の点を考慮して評価を行います。 

・、環境への影響が、実行可能な範囲内で、できる限り 

回避・低減されていること。また、環境保全につい 

て適正な配慮がなされていること。 

・環境保全上の基準や目標がある場合には、 それら 

との整合が図られていること。 

資料2-33
㊧2020 Blue Capital Mamgement Co., 1Jtd.



し



㊧2O20 B】\le Capita獲Management Co., Ltd.

45-217 土砂災害警戒区域・特別警戒区域

⑩区蠍こ指定されると
′

信実音/ ∴高言;寮÷しっ二塁二三音‾‾音ゾ‾音‾‾,二/ニ

土砂災害告戚区域(イエローゾーン)に線定されると、憫竃萌腺にもとっさ

"宅地連衡取引業都を当抜毛絶または選曲嬢齢にあたり、雷蔵区浅内である旨について重罰頭税

関を行うこと

・駆毒利用態的害煙害歌書、運動服常田を作成し。有り計蚕瞳ついて醍醒実歴すること

きが善房つけられます.

土砂災重刷嫡環区接(レヅ峠リーン)

土砂災き蒔潮害議直哉(レ亦ソーン)に選定されると、十聴節奏斬帳にもとっさ

・殿の隔素行烏に苅する群可顛

・諭朔駐庶崩 等が行われます. ※

ぷ土珍災害篤親電粛区域(レッドソーン)内の法的鏡敦についてくわしくはこちら

レッドゾーン⇒高さ・斜箆・土質等から糾弾で決定

後減を櫨・鍔舶阪区蜜の指定麺喰閲額の機会)

㊨2020 Blue Capital Management Co., Ltd.
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76_24 反射光(手引き)の調査・予測・評価手法

○その他

反射光[影響墓園の区分:纏綿改変及び施設の存在]

ー 調査すべき情報
イ 土地利用の状況
ロ∴地形の挟況

ニ∴調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による晴耕の収集並びに当該情報の軽理

及び解析

三∴調査地域
反射光の轄性を踏まえ、反射光に係る秦猿影響を受けるおそれがぬる砥

域

四 調査地点

反射光の特性を踏まえ、前号の調査勉域における反射光に係る環境影響
を予測し、及び簿価するためた適切かつ効果的な地点

五∴駒査期間等
反射光の特性を踏まえ、第三号の潤査地域における反射光に係る塊塊影

響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間静
六 予測の基本的な手法

牽例の引用又は解析
七 予測地域

’第三号の弼登壇残のうち、反射光の特性を蟻まえ、反射光に係る愛媛影
響を受けるおそれがある地域

八 予測対象時期等
反射光の特性を踏まえ、反射光に錬る環境影饗を的確に泊擾できる時期

本項目は、近隣に民家籍が存在し、反射光による影響が発生するおそれがある
場合に実鎚する。 資料2-36
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