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第11章 環境影響評価準備書記載内容からの主な修正事項 

 
環境影響評価の作成にあたり、環境影響準備書の記載内容から修正した主な事項は表 

11.1.1 に示すとおりである。 

表 11.1.1(1) 環境影響評価準備書記載内容からの主な修正事項 

項目 記載頁 準備書記載内容 評価書での修正内容 修正の理由 

2.6 対象事業の工
事計画の概要 

2-3 工事工程 
 

最新の工事計画にあわせて工
程を修正 

工事計画の見直しによる 

工事用資材の運搬 陸上輸送の運搬頻度の修正 工事計画の見直しによる 

2.7 施設計画等 2-6 土地利用計画の概要 最新の施設配置計画にあわせ
て修正 

事業計画の変更による 

施設配置計画 最新の施設配置計画にあわせ
て修正 

事業計画の変更による 
県環境影響評価技術審査会
(以下、｢審査会｣と言う)から
の指摘による 

2-7、2-8 なし 鳥瞰図追加 審査会からの指摘による 

2-9 なし 燃料性状表追加 香川県指摘による 

2-10 なし 燃料の運搬ルート図追加 香川県指摘による 
2-11 ～
12 

施設からの排水計画 排水量の内訳を修正 
（排水量(300 ㎥/日)は変更
なし） 

事業計画の変更による 

水バランスの図を追加 審査会からの指摘による 
2-13 廃棄物処理計画 廃棄物発生量の見直し 事業計画の変更による 

2.8環境保全措置 2-14 ～
19 

－ 環境保全措置の追加 審査会からの指摘による 
予測評価の見直しによる 

3.1.2 水環境の状
況 

3.1-24 
～ 
3.1-42 
3.1-44 
3.1-46 
3.1-48 

水質 公共用水域の水質調査結果引
用時の誤記による記載内容の
修正 

錯誤による修正 

3.1.5 動植物の生
息又は生育、植生
及び生態系の状況 

3.1-64
～
3.1.84 

陸生動物 
陸生植物 

香川県のレッドデータブック
の改訂による見直し 

審査会からの指摘による 

5.2 環境影響評価
の項目に係る調
査、予測及び評価
の手法 温度 

5-16 空気冷却式復水器に係る予測
内容を記載 

排気筒からの排ガスに係る予
測内容を追記 

住民意見、審査会からの指摘
による 

6.1 大気質 文献
その他資料調査 

6.1-1～
6 

なし 既存局(林田出張所)の風配図
追加 

審査会からの指摘による 

6.1-7～
8 

なし 風向出現頻度表、 
風速階級別出現頻度表を追加 

審査会からの指摘による 

6.1 大気質 現地
調査 

6.1-18
～20 

なし 上空の風配図追加 審査会からの指摘による 

6.1 大気質 工事
用車両 

6.1.40
～42 

日交通量 月別工事用車両台数の図表追
加 

審査会からの指摘による 

6.1.48
～49 

なし 時間交通量表追加 審査会からの指摘による 

6.1.52
～53 

予測結果表 事業計画の変更により予測結
果を変更 

事業計画の変更による 

6.1 大気質 建設
機械 

6.1.56 なし 建設機械の稼働に係る大気質
の予測地点図を追加 

香川県指摘による 

6.1.57
～58 

なし 建設機械台数の設定根拠表追
加 

審査会からの指摘による 

6.1-64 排出量表 排出量表を変更 事業計画の変更による 
6.1-67
～68 

予測結果表 事業計画の変更により予測結
果を変更 

事業計画の変更による 

6.1 大気質 施設
の稼働 

6.1-73 煙源の諸元表 燃料構成 3 ケース別の煙源の
諸元表追加 

審査会からの指摘による 

6.1-76
～84 

なし 3ケースの予測結果を追加 審査会からの指摘による 
事業計画の変更による 

6.1 大気質 ダウ
ンウオッシュ 

6.1-92 発生の判定式 簡易な表 発生の判定式 全ての諸元を
記載した 

審査会からの指摘による 

6.1-93 予測結果表 予測結果表を修正 
3ケースの予測結果を追加 

事業計画の変更による 
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表 11.1.1(2) 環境影響評価準備書記載内容からの主な修正事項 

項目 記載頁 準備書記載内容 評価書での修正内容 修正の理由 

6.1 大気質 逆転
層発生時 

6.1-98 なし 突抜け高さの算定表追加 審査会からの指摘による 

6.1 大気質 内部
境界層出現時 

6.1-99 予測結果表 3ケースの予測結果を追加 事業計画の変更による 

6.1-104 比例定数 記載なし 比例定数 既存知見から 6 と
設定したことを記載 

審査会からの指摘による 

6.1-107 予測結果表 3ケースの予測結果を追加 事業計画の変更による 

6.1-109 評価の結果 環境保全措置の追加 予測評価の見直しによる 

6.1 大気質 ダウ
ンウオッシュ 

6.1-111 予測結果表 3ケースの予測結果を追加 事業計画の変更による 
6.1-112 予測結果表 予測結果表を修正 

3ケースの予測結果を追加 
事業計画の変更による 

6.1大気質 船舶 6.1-113 
～114 

予測結果表 3ケースの予測結果を追加 事業計画の変更による 

6.1 大気質 関係
車両 

6.1-119
～127 

燃料等の搬出入（関係車両）
の記載なし 

燃料等の搬出入（関係車両)の
項を追加した 

項目の追加 

6.1 大気質 粉じ
ん(建設機械) 

6.1-131
～133 

粉じん(建設機械) 記載なし 粉じん(建設機械)の項を追加
した。 

項目の追加 

6.1 大気質 粉じ
ん(燃料等の搬出
入) 

6.1-135 粉じん(燃料等の搬出入) 記
載なし 

粉じん(建設機械)の項を追加
した。 

項目の追加 

6.1大気質 温度 6.1-138 
～139 

予測諸元、予測結果表 予測諸元を修正、予測結果(排
気筒)を追加 

事業計画の変更による 

6.1-140 
～141 

なし 参考資料として温度調査結果
を追加 

住民意見による 

6.2 騒音 工事用
車両 

6.2-8～
11 

なし 交通量設定根拠表を追加 審査会からの指摘による 

6.2-14
～16 

なし 時間交通量表、道路横断図を
追加 

審査会からの指摘による 

6.2-17 予測結果表 増加分 0dB を小数点以下第一
位表示の説明を追記 

審査会からの指摘による 

6.2 騒音 建設機
械 

6.2-21
～22 

騒音諸元表、稼働位置図 騒音諸元表、稼働位置図を修
正 

事業計画の変更による 

6.2-23
～24 

予測結果表、評価 予測結果表、評価を修正 事業計画の変更による 

6.2 騒音 施設の
稼働 

6.2-27
～29 

設備機器の設置位置図、名称
表、諸元表 

設備機器の設置位置図、名称
表、諸元表を修正 

事業計画の変更による 

6.2 騒音 関係車
両 

6.2-33
～35 

車両台数表、予測結果表 車両台数表、予測結果表を修
正 

審査会からの指摘による 
事業計画の変更による 

6.2-35
～36 

なし 騒音レベルを１時間値として
整理した 

審査会からの指摘による 

6.2 超低周波音 6.2-38 音源別低周波音圧レベル表 音源別低周波音圧レベル表を
修正 

事業計画の変更による 

6.3振動 6.3-2 なし 調査位置図を追加 審査会からの指摘による 
6.3 振動 工事用
車両 

6.3-6 
～7 

小型車換算交通量表 小型車換算交通量表を修正 事業計画の変更による 

6.3-11
～12 

なし 時間交通量表、道路横断図を
追加 

審査会からの指摘による 

6.3-13 予測結果 予測結果を修正 事業計画の変更による 
6.3 振動 建設機
械 

6.3-16
～17 

振動諸元表、稼働位置図 振動諸元表、稼働位置図を修
正 

事業計画の変更による 

6.3-18
～19 

予測結果 予測結果を修正 事業計画の変更による 

6.3 振動 施設の
稼働 

6.3-21
～23 

諸元表、稼働位置図、予測結
果表 

諸元表、稼働位置図、予測結
果表を修正 

事業計画の変更による 

6.3 振動 関係車
両 

6.3-25 日交通量表 日交通量表を修正 事業計画の変更による 
6.3-26 なし 時間交通量表、道路横断図を

追加 
審査会からの指摘による 

6.3-27 予測結果表 増加分 0dB を小数点以下第一
位表示の説明を追記 

審査会からの指摘による 

6.4 悪臭 6.4-2 なし 悪臭調査地点位置図を追加 審査会からの指摘による 
6.5 水質 6.5-4 

6.5-6 
6.5-17 

水質汚濁に係る環境基準の類
型指定状況 

水質汚濁に係る環境基準の類
型指定状況の修正に伴う記載
内容の修正 

錯誤による修正 

6.5.2 水温の状況 6.5-20 
～21 

なし 定性予測から、新田の式、ジ
ョセフ・センドナーの式を用
いた定量予測に変更し、予測
結果を修正 

審査会からの指摘による 
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表 11.1.1(3) 環境影響評価準備書記載内容からの主な修正事項 

項目 記載頁 準備書記載内容 評価書での修正内容 修正の理由 

6.8 動物 6.8-6～ 
8 

なし 
 

香川県のレッドデータブック
の改訂に伴い、予測対象種に
コチドリが追加されたことに
より、コチドリの予測評価結
果を追記 

審査会からの指摘による 

6.8-19 水生動物の重要な種一覧 香川県のレッドデータブック
の改訂に伴う修正 

審査会からの指摘による 

6.10 景観 6.10-9
～14 

主要な眺望景観のコメント 
フォトモンタージュ 

燃料貯蔵をサイロからコンテ
ナに変更したことによる修正 

事業計画の変更による 

6.11 人と自然と
の触れ合いの活動
の場 

6.11-5 予測の結果 工事関係車両の割合変更に伴
う修正 

事業計画の変更による 

6.12 廃棄物 6.12-3 予測の結果、評価の結果 廃棄物量の見直しによる修正 事業計画の変更による 

6.14 温室効果ガ
ス 

6.14-1 予測手法、予測の結果 最新の基礎排出係数にあわせ
て、再予測 

時点更新 

6.14-2 評価の結果 環境保全措置の追加 審査会からの指摘による 
予測評価の見直しによる 

第 7 章 環境の保
全のための措置 

7-2～6 － 環境保全措置の追加 審査会からの指摘による 
予測評価の見直しによる 

第 8 章 事後調査
計画                                                                                       

8-2～5 検討結果の整理 事後調査計画を見直し検討結
果を追記 

住民意見、審査会からの指摘
による 

第 9 章 総合的な
評価 

9-1～80 － 第 6 章 予測評価の修正に連
動した修正 

審査会からの指摘による 
事業計画の変更による  
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