
No. 区分 頁 意見等 事業者の見解・回答

1 全般 -
事後調査の実施にあたっては、事後調査計画書に基づき、適切な調査をすること。また、
調査を実施する中で問題が生じた場合は、速やかに対応すること。

ご意見のとおり、事後調査を適切に実施します。また、調査において問題が生じた場合は
速やかに対応します。

2 全般 - 事後調査にあたっては、事後調査計画書に基づき適切な調査を行うこと。 意見のとおり対応する。

3 全般 -
【環境調査について】
環境調査については、専門家及び地域住民の意見を反映し、調査時期・調査項目等を適切
に設定していただきたい。

意見のとおり対応する。

4 全般 -
現段階で予測し得ない環境への著しい影響が懸念される場合には、専門家の指導及び助言
を得ながら状況を把握し、必要に応じて、環境保全措置を講じるともに、その効果を事後
調査により検証すること。

環境への著しい影響が生じるおそれが確認された場合には、ご意見のとおり、専門家の指
導及び助言を得ながら状況を把握し、必要に応じて、環境保全措置を講じるともに、その
効果を事後調査により検証します。

5 全般 -
調査の段階で基準となる数値や予測結果を超える状況が確認された場合は、その都度、追
加の保全措置を検討し、必要に応じて専門家等の指導等を受けるとともに、適切な措置を
実施すること。

意見のとおり対応する。

6 全般 -
事業実施段階において、新たに講じた環境保全措置についても、その措置内容や効果を事
後調査報告書に記載すること。

ご意見のとおり、新たに環境保全措置を講じた場合は、その内容及び把握した効果につい
ても事後調査報告書に記載します。

7 全般 -
事後調査計画書で定めた計画を変更しなければならない事由が生じた場合、県、藤枝市及
び焼津市に報告し、専門家等の指導・助言を得ながら適切に対応し、その結果を事後調査
報告書に記載すること。

事後調査の内容を変更する必要が生じた場合は、ご意見のとおり、必要な手続きを取り、
専門家の指導及び助言を受けて、調査を実施し、報告書に記載します。

8 全般 -
追加的な調査、予測及び評価を実施する場合は、県及び関係機関に報告するとともに、専
門家の指導及び助言を受け、適切な時期及び方法による事後調査を実施し、その結果を条
例に基づき事後調査報告書に記載すること。

追加的な予測評価を行う必要が生じた場合は、ご意見のとおり、必要な手続きを取り、専
門家の指導及び助言を受けて予測評価を実施します。同様に事後調査についても実施し、
報告書に記載します。

事後調査計画書に関する意見等に対する事業者見解 資料４
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9 全般 -

調査時期について専門家及び関係機関の意見を踏まえ、環境影響を速やかに把握し必要な
対応を行えるよう適切かつ具体的な計画を立て、調査実施前に県及び関係機関に報告し、
公表すること。併せて、事後調査結果については、定期的に報告、公表し透明性を確保す
ること。

受注業者決定後の詳細な工事計画及び必要に応じて専門家及び関係機関の意見を踏まえ適
切な調査を実施します。また、事後調査結果を定期的に報告、公表します。

10 全般 -
【透明性の確保について】
調査実施や調査結果報告に際しては、広く市民等に公表し、透明性の確保に努めること。

意見のとおり対応する。

11 全般 2-1
「事後調査報告書は、静岡県環境影響条例の規定に基づき、知事及び関係市長に送付す
る」とありますが、「関係市長」ではなく、関係する市をすべて記載して明確にして下さ
い。

関係市は藤枝市と焼津市になります。事後調査報告書においては、報告書の送付先とし
て、藤枝市、焼津市両市を明記します。

12 全般
2-1
～
2-4

表2.1-1の選定項目は「局地風、土壌汚染、地盤沈下、日照阻害、電波障害」を含むと、19
項目になりますが、2-1では、「選定した項目は大気環境・・・地域交通の14項目」と記載
されているのはなぜでしょうか。
（事後調査項目として表2.1-1で選定している調査項目と、表2.1-2、表2.1-3で選定理由を
示している調査項目に齟齬が生じている。調査項目について整合性をとること。）

事後調査計画書2-2ページについて、影響要因の区分「施設の存在」に関する局地風、日照
阻害、電波障害の３つの○、「焼却施設の稼働」に関する土壌汚染、地盤沈下の２つの
○、計５つの○がそれぞれ誤記です。
事後調査報告書において訂正します。

13 全般
2-1
～
2-4

「選定しなかった理由は、表2.1-2及び表2.1-3に示すとおりである。」と記載されていま
すが、選定理由の記載しかありません。
選定しなかった項目について理由の記載をすること。

本文の誤記です。
選定した理由については、予測の不確実性や、保全対策の確認などの理由がありますが、
選定しない理由については影響が生じないという点で共通であることから記載しておりま
せん。

14 全般
2-2
2-3
2-4

表2.1-1の○と表2.1-2、2.1-3の内容が一致していないようです。修正して下さい。

事後調査計画書2-2ページについて、影響要因の区分「施設の存在」に関する局地風、日照
阻害、電波障害の３つの○、「焼却施設の稼働」に関する土壌汚染、地盤沈下の２つの
○、計５つの○がそれぞれ誤記です。
事後調査報告書において訂正します。

15 全般 2-3 表2.1-2について、「河川の水質」と「水の濁り」の選定理由は逆ではありませんか。 誤記であり、事後調査報告書において修正します。

16 全般
2-3
2-4

2-3,2-4に記載の「その他有害物質」を具体的に記載して下さい。
2-3について、大気汚染物質名を列挙しておりますが、調査は自動車排ガスに含まれる二酸
化窒素、浮遊粒子状物質を対象とします。2-4については、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊
粒子状物質、微小粒子状物質、塩化水素、水銀、ダイオキシン類が調査対象物質です。

17 全般
2-22
以降

基本的な質問で恐縮ですが，事後調査計画の複数の項目において，「予測結果との比較を
行う」とあるのですが，何のために比較をするのかよくわかりませんでした．予測結果と
の比較を行うことで，本事業にどのような影響を与える意図があるのでしょうか？　比較
を通じてどういうことに繋げていくのかが明確に書かれていたほうがよいのではと思いま
した．

事後調査結果と予測結果との比較は、予測評価が適切に行われたかを検証することを目的
として実施します。
事後調査結果が予測結果と大きく違った場合は、なぜ予測との差が生じたかを検証し、以
後の事後調査等に活用できる情報を得ます。
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18 全般
2-6
2-9
2-11

今回の事業の近隣の高田大溝川左岸には「高田工業団地」が造成される。県が造成し藤枝
市が工場を誘致する。大気汚染・騒音・振動・地域交通についてクリーンセンターの事業
と工業団地の造成事業との複合的な影響が予測される。複合的な影響についてどのように
把握しようとしているか。

本事後調査計画書については、（仮称）クリーンセンターの整備のみを対象としており、
その建設と運用に関する環境影響を把握する内容となっています。
事後調査において、規制値・環境保全目標等を満たさない結果となった場合は、予測条件
及び予測手法が適切であったかの検証を行います。
その過程で、他事業の影響が大きいと判断された場合、事後調査報告書内ではその検証の
結果を記載します。

19 全般
2-6
2-9
2-11

高田大溝川の左岸には，クリーンセンターに出入りするパッカー車が通行するため，仮宿
下付田高田線の道路延長が藤枝市道路課により計画されており，この道路による生態系や
地域交通に与える影響が懸念されている。計画が具体化されている段階であるが，今回の
事後調査計画書で生態系・大気汚染・騒音・振動・地域交通についてこの道路も含めた供
用時の影響を事後調査計画書で取り上げる必要があると思われるがいかがか。

本事後調査計画書については、（仮称）クリーンセンターの整備のみを対象としており、
その建設と運用に関する環境影響を把握する内容となっています。

20
大気
汚染
他

2-5
～
2-11

調査時期・頻度及び調査方法
「稼働台数が代表的と考えられる時期」とありますが、代表的とはどう考えていますか。

騒音及び振動について、予測時には建設機械の種類ごとにパワーレベルを整理し、総合的
に騒音が大きくなる時期を特定しました。この予測条件を代表的と考えており、実際の事
後調査を適切に実施したいと考えます。
なお、実際の調査は、工事の受注業者の工事計画に基づき、適切な時期に実施します。

21 大気汚染

2-9
2-24
2-29

廃棄物運搬車両の排ガスに関わる交通量・騒音・振動について、調査時期が平日1日×1季
とのことですが、当該車両の交通量は暦（平日間の曜日の違い、年末など）で変動しない
と考えて良いでしょうか？

稼働時における調査は、施設が定常稼働を行っている条件で行う計画です。
年末や大型連休明け等は、運搬車輌台数が特異的に多くなることが考えられますが、その
短期間の影響に焦点をあてて調査を行うことは考えておりません。
また、定常稼働の条件において、土曜、日曜、水曜日を除いた残り４日間については、基
本的に大きな変動はないと考えております。

22 大気汚染 2-9

“大気汚染・排出ガス”の“調査地点”について、“周辺２地点（微小粒子状物質は１地
点）(図2.2-5)”としているが、周辺３地点とし、微小粒子状物質についても３地点とする
こと。追加の１地点については、図2.2-5の２点（すなわち、評価書における“大気２，
５”）に、評価書における“大気７”地点を追加すること。

（理由）評価書・表5.1-9に示されている、これら３地点の浮遊粒子状物質の期間平均値は
0.021mg/m3以上と高く（むろん、“１時間値の日平均値の最高値”も“１時間値の最高
値”も“大気１～９”点の中で相対的に高い）、浮遊粒子状物質濃度の70%強がPM2.5に寄
与すると見なされることが多いことから、この３地点では、PM2.5の環境基準の一つである
年平均値15μg/m3を超えるに至る可能性があること。また、評価書・図5.1-23(1),(3)に見
られる観測上層風は、排煙の有効煙突高さが予想される高度100m～300mについて、北、
南、西系のいずれの風向も見られ、上記の３地点が建設予定焼却施設の影響を実質的に受
ける可能性が考えられる。
また、１日平均値の最高値35μg/m3も“平均値”ではないが、こちらのほうは、（有効測
定日数250日以上ではないけれど）測定日数28日の日平均値について98パーセンタイル値を
意識して、このように標記したと考える。こちらについても、もう一つの環境基準値を超
える可能性を示唆している。

排ガスの影響は、最大濃度着地点においても、その寄与濃度は環境基準と比較して十分低
いと予測されました。
予測は大気汚染防止法の規制からさらに厳しい自主規制値を発生源濃度として行ってお
り、さらに、実際の運用では、自主規制値を確実に満足できるレベルで維持する考えで
す。
適切な運用が行われ、発生源調査及びその後の排ガスモニタリングで自主規制値が十分守
られていれば、周辺への影響はほとんど生じないと考えます。

なお、事後調査地点には、地上気象を用いた予測結果における最大濃度着地点を設定し、
参考として発生源をはさんだ反対側の１地点を追加しました。
pm2.5については、評価書において予測評価を行っておらず、事後調査においても地域の状
況を把握することを主な目的として設定しています。調査により異常な値が確認された場
合は多地点での調査等、計画施設との関連について追加の調査を行う考えです。

23 水質汚濁
2-6
2-24

水質汚濁
　アルカリ排水
　「調査時期」にコンクリート打設時（１回）とありますが、コンクリート打設時の早い
段階で調査した方がよいのではないでしょうか？

周辺に影響を生じさせないためには早い段階での確認が必要ですが、一方でアルカリ排水
の影響が生じていないことを確認するためには、規模の大きい打設工事時に調査する必要
があると考えます。工事計画確認調査により工事工程を確認し、大規模なコンクリート打
設時の、できるだけ早期に調査を行うよう調整します。

24 水質汚濁
2-6
2-25

水質汚濁
　濁水
　「調査時期」が土工期間中の降水時（1回）とありますが、工事中の早い段階で調査した
方がよいのではないでしょうか？

周辺に影響を生じさせないためには早い段階での確認が必要ですが、一方で濁水の影響が
生じていないことを確認するためには、ある程度造成が進んだ状態で調査を行う必要があ
ると考えます。工事計画確認調査により工事工程を確認し、一定以上の造成が行われた後
の降水時の、できるだけ早期に調査を行うよう調整します。
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25
地 下
水

2-9
2-29

地下水質について、調査時期が1回となっていますが、地下水質は地下水位と関連している
可能性があることから、調査時期を地下水位と同様に月1回×1年間とすることを検討して
ください。

地下水質について、評価書5.7-11に記載してあるとおり、周辺地域において地下水汚染は
生じないと予測しております。
その上で、周辺で利用されていることを考慮して１回、調査確認することとしました。

26
土 壌
汚染

2-2

表2.1-1では、土壌環境の事後調査を実施する項目としていますが、その他の部分には土壌
環境に関する記述がありません。
事後調査項目として選定しなかった場合は、その理由を記載してください。

土壌について、表2.1-1の○が誤記で、調査を実施しません。
選定した理由については、予測の不確実性や、保全対策の確認などの理由がありますが、
選定しない理由については影響が生じないという点で共通であることから記載しておりま
せん。

27 動物

2-3
2-6
2-14
2-24

土工事により濁水やアルカリ排水が考えられるとしているが，SSやｐHについて工事期間中
に1度測定するだけで「予測の妥当性を検証し・・環境の状況が把握できる（県環境影響評
価技術指針p.82）とは思われない。因みに工事排水予定箇所の高田大溝川には県RDB掲載種
の魚類（カワバタモロコ・ミナミメダカ・タモロコ等）が生息する。そうした希少生物へ
の影響を軽減するため,平成30年度の高田大溝川河川工事では工程上，濁水・アルカリ排水
が想定される期間に毎日3度（施工前・施工中・施工後）濁度・ｐHを測定し事業者（藤枝
市河川課）に報告するモニタリングが行われる。志太広域事務組合の今回の事業では、濁
水やアルカリ排水が発生する工程でどのようなモニタリングを行う予定か。

本事業において、濁水は定常的に出るものではなく、造成等で裸地が広く存在する状況
で、かつ一定以上の降水があった際に生じます。その様な条件下での調査を行います。
具体的には、雨の降り始めから、濁水のピークを超え水質が安定するまでの間に複数回サ
ンプリングし、濁度が最大となった時間の水質を把握し、予測評価結果との比較検証等を
行います。
アルカリ排水について、環境調査は事後調査計画書のとおり実施する考えですが、コンク
リート打設工事期間中の排水については、工事事業者により、中和処理が適切に行われた
ことを確認してから排水することを徹底し、またその処理を記録するよう指示します。

28 動物

2-3
2-6
2-14
2-24

土工事により濁水やアルカリ排水が考えられるとしているが，工事排水予定箇所の高田大
溝川では土工事の手違いから，2016年11月11日に現場で濁水が発生（受注者による計測で
312ppm）し魚が死亡して浮く事故があった。同年11月12日にはｐHも10を記録した。大井川
でも河川工事で過去に濁水流出事故があった。土工事では同様な事故が今後も想定し得
る。濁度やｐHの現場管理の基準値を設ける等の環境負荷軽減対策が施工業者との入札時に
盛られる必要があると思われるがいかがか。平成30年度高田大溝川の河川工事では希少生
物への影響を軽減するため濁度50ppm以下，ｐH8.5以下という現場管理の基準値が設定さ
れ，緊急時の対応も決められた。また濁りを濾過する装置（フィルター等）やアルカリを
中和するため排水槽（ノッチタンク）を設置することも決められた。またアルカリの流出
を防ぐためにブロックやボックスカルバートにはプレキャスト製品を用いる。志太広域事
務組合の事業には藤枝市も参画しており行政としての環境負荷軽減対応に整合性が求めら
れると思われるがいかがか。

評価書5.6-12ページに記載したとおり、コンクリート工事時等に発生する排水は、pHを調
整した後に放流します。
同様に、アルカリ排水がより生じないようなプレキャスト製品等についても積極的に採用
する考えです。

29 動物 2-31

カワバタモロコの調査時期は夏以降では幼魚が採れた際に網によるスレの影響を受け死に
やすい。魚体が大きくなった春に調査するべきであると思うがいかがか。また任意調査で
どのような漁具を用いる予定であるか。任意調査で用いる漁具として，定置網か曳網を用
いることで捕獲効率が高まると思われるがいかがか。

ご意見のとおり、現在生息している魚類等に悪影響が生じず、また適切な調査が行える時
期・手法等による調査を実施します。

30 動物

2-7
2-10
2-26
2-31
2-35
2-36

希少野生動植物として県の条例に指定されている、「カワバタモロコ」については、近隣
での開発（藤枝市高田地区における工業団地の造成等）における専門家との協議・検討の
内容を参考にし、連携して環境保全に対応すること。

カワバタモロコの環境保全措置については適切な対応を図ります。

31 動物

2-25
2-26
2-30
2-31

動物について事後調査する種を選定した理由を教えてください。

評価書5.12-69ページより記載してあります、「影響を受ける注目すべき動物種」を基本と
して選定しています。
魚類につきましては、アルカリ排水への対策と、生活排水の浄化処理により影響は生じな
いと考えております。
なお、カワバタモロコは排水先である高田大溝川で１回、１個体確認されたのみであり、
地域の特徴的な魚種でもあることから、生息状況の確認調査を目的として設定していま
す。
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32 動物 2-25
ウメムラシタラガイについて、工事の実施時において事後調査するとしていますが、供用
時に事後調査しない理由を教えてください。

評価書5.12-71ページに記載したとおり、工事の実施前に生息状況調査を実施し、再度影響
を把握、必要に応じて移設等の環境保全措置を講じることとしています。
事後調査ではこの環境保全措置を実施した場合に、その効果を工事期間を通じて調査確認
する考えです。
建物の存在による影響につきましては、工事による生息環境の減少と同じであり、工事中
の事後調査において十分把握できると考えます。

33 動物 2-30
「鳥類相、オオタカ、ハイタカ、その他鳥類」について、供用時のみにおいて事後調査す
るとしていますが、工事の実施時に事後調査しない理由を教えてください。

影響評価において、「工事の実施」及び「工作物の存在及び供用」による、鳥類相等への
影響は、「影響は小さい、または影響は一時的で漸次回復すると予測される。」と予測し
ました。また、評価書5-12.64ぺージに記載した環境保全措置の効果を、稼働開始１年目と
３年目に把握することとしました。

34 動物 2-30 事後調査の対象となる希少猛禽類の具体的な種を教えてください。
事後調査の調査対象となる希少猛禽類は原則、オオタカを対象としますが、その他の希少
猛禽類（例：評価書5.12-26ページ）についても記録し、報告書に記載します

35 景観 2-33

（ウ）調査時期・頻度
施設完成後一定期間、1回（夏期）とする。とありますが、樹木の落葉によって夏期と冬期
では景観が違うので、冬期も調査をして下さい。樹木の影響がないことが明らかな地点で
は、1回でもよいかと思います。

調査を夏季とした理由は、敷地緑化等の効果が最も適切に把握できると考えたためです。
その上で、眺望景観の変化の状況、外観意匠での配慮の実施状況もこの夏季の調査で把握
出来ると考えております。

36 景観 2-33

景観に関する調査時期・頻度について
・施設完成後一定期間、１回（夏季）とは、年１回（夏季）の理解で良いでしょうか。
・一定期間とはどの程度の期間を予定しているか、現時点の想定とその理由を教えてくだ
さい。
・年１回（夏季）とする理由を教えてください。

ご意見のとおり、年１回（夏季）で調査を行います。
稼働開始月が確定していないため、一定期間を具体的に説明することはできませんが、稼
働を開始し、緑化などの結果が安定した上で、夏季に実施する考えです。
夏季とした理由は、敷地緑化等の効果が最も適切に把握できると考えたためです。

37 景観 2-11
景観調査地点について、評価準備書においては８箇所を選定していたが、事後調査計画書
では７箇所となっている。評価準備書とおり８箇所で調査を実施すること。

景観の現況調査を行った地点のうち、「８藤枝岡部ロングランプ」地点は、ロングランプ
の法面上であり、将来的に同地点での事後調査（景観の確認）が可能か不明であったため
除外しました。

38 廃棄物
2-22
2-35

〔2.2.2工事実施時-(2)発生源調査-2)廃棄物〕
工事中に廃棄物発生量、リサイクル率、廃棄物排出量の事後調査を実施するとのことです
が、リサイクル処理の完了は工事期間後にまたがる場合があると考えられます。適切にリ
サイクル処理を完了させるため、計画を見直し、記載を変更してください。
また、廃棄物発生量、リサイクル率、廃棄物排出量に関しては、廃棄物品目ごとの調査と
して計画し、その旨を明記してください。

調査は、各年度末までに発生した廃棄物について、発生量、リサイクル率等の調査を行い
ます。工程表の矢印はそのことを示しています。
事後調査報告書も年度末までの実績を把握したのちに取りまとめます。廃棄物のリサイク
ルまでを含めると、年度をまたいでの追跡が必要であり、報告書のとりまとめはさらに後
となります。工程表の●印は、この時点で報告書を提出するというものではなく、各年度
末までの実績（リサイクル等含む）をまとめた報告書を作成するという意味です。


