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12.1.6 人と自然との触れ合いの活動の場 

（１）主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

① 調査結果の概要 

イ．人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

（イ）文献その他の資料調査 

ａ．調査地域 

工事用資材等の搬出入及び資材等の搬出入に用いる主要な交通ルート及びその周辺地域

とした。 

ｂ．調査方法 

調査地域内に存在する人と自然との触れ合いの活動ができる場所について，地方自治体の

ホームページ等の資料から分布の情報を収集し，整理した。 

調査に使用した文献等は，以下のとおりである。 

・「えひめの都市公園」（愛媛県ホームページ） 

・「観光客とその消費額」（愛媛県ホームページ） 

・「西条市が管理する都市公園一覧」（西条市ホームページ） 

・「施設一覧」（西条市ホームページ） 

・「四国の『道の駅』」（国土交通省ホームページ） 

・西条市観光物産協会のホームページ  等 

ｃ．調査結果 

調査地域内に存在する人と自然との触れ合いの活動の場として 15 地点を抽出した。抽出

した人と自然との触れ合いの活動の場の位置は第 12.1.6-1 図，その概要は第 12.1.6-1 表の

とおりである。 
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凡例

～ :人と自然との触れ合いの活動の場

　　　：一般国道11号

　　　：主要地方道（壬生川新居浜野田線）

　　　：市道（西条駅前干拓地線）

　　　：市道（市管理道）

第12.1.6-1図　人と自然との触れ合いの活動の場の位置

「えひめの都市公園」 （愛媛県ホームページ 平成29年10月閲覧）

「観光客とその消費額」（愛媛県ホームページ 平成29年10月閲覧）

「西条市が管理する都市公園一覧」

（西条市ホームページ 平成29年10月閲覧）

「施設一覧」 （西条市ホームページ 平成29年10月閲覧）

「四国の『道の駅』」

（国土交通省ホームページ 平成29年10月閲覧）

西条市観光物産協会のホームページ （平成29年10月閲覧）

等より作成

151

12.1.6-2(1218)



図中
番号

名　称
対象事業実施区
域との位置関係

概　要 利用区分

1  西条郷土博物館
南東

約1.8km

昭和42年，建築家・浦辺鎮太郎によって設計され
た，浦辺調・倉敷調とも称される，独特の民芸調

の建築様式である。館内には，田中大祐氏が収集
した鉱物や動物の標本や資料が数多く展示されて
いる。

博物館

2  御舟川緑道
東南東
約1.6km

主要地方道（壬生川新居浜野田線）から，御舟川
に沿って設けられた約1kmの遊歩道。御舟川の自然
的な特質を活かし水と緑に親しむ憩いの場，市民
の散策の場とすることを目的として整備された。

遊歩道

3  トリム公園
南南東

約4.9km

武丈公園の対岸，加茂川左岸にある公園。加茂川

河川敷の桜並木も見事で，花見シーズンには武丈
公園側に劣らないほどの賑わいを見せる。

公　園

4  武丈公園
南南東
約4.5km

江戸時代末期，明神木の庄屋加藤定右衛門が，加
茂川の清流に洗われるこの地に住居を建て「武丈
庵」と称し桜を植えたのが始まりと伝えられてい
る。春の花見，夏のキャンプ，秋のいもたきや鮎
釣り，どの季節も楽しめる散策路として市民に親
しまれている。

公　園

5  西条市民公園
南東

約2.9km

西条児童館に隣接する公園である。グランド，テ
ニスコート，芝生広場，運動広場等が整備されて
おり，市民の憩いの場となっている。

公　園

6  西条運動公園
東北東
約1.6km

西条市のスポーツ拠点であり，多方面の合宿など
にも利用されるほか，全日本級の大会も開催され
ている。総合体育館では，卓球，ウェイトトレー
ニングの利用も可能であり，併設された総合プー
ル・ひうち陸上競技場・ひうち球場は，様々なス
ポーツの利用者が訪れる。

公　園

7  西条西部公園
南西

約4.9km

西条市の西部地区にあり，野球やサッカーが可能
な広さの多目的広場やテニスコート，体育館，
ロッククライミング場等が整備されており，様々
なスポーツの利用者が訪れる。

公　園

第12.1.6-1表(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の概要

注：1．図中番号は，第 12.1.6-1 図を参照。 

注：2．対象事業実施区域との位置関係は，発電所から見た人と自然との触れ合いの活動の場の方向及び 

発電所からの直線距離を示す。 

［「施設一覧」（西条市ホームページ 平成 29年 10月閲覧）等より作成］ 
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図中
番号

名　称
対象事業実施区
域との位置関係

概　要 利用区分

8  神戸公園
南南東
約4.4km

西条市の神戸地区にあり，グラウンド，複合遊具
などを備えた公園であり，運動や子どもの遊び場
として利用されている。

公　園

9  石井記念公園
南西

約3.4km

西条市の禎瑞地区にあり，運動広場，休憩所等が

ある。地域の子どものサッカーの練習等に利用さ
れている。地元出身者からの寄附金を財源として
整備された公園である。

公　園

10  小松中央公園
南西

約7.4km

多目的広場，トリムコース，オートキャンプ場，
石鎚山ハイウェイオアシス館，椿交流館（椿温
泉），交通広場，スケートボード場等が整備され
ており，家族や親子連れの利用者もみられる。公
園中央部に石鎚山サービスエリアが立地してお
り，石鎚山ハイウェイオアシス館等は，専用の連
結道路で高速道路からも利用することができる。

公　園

11  うちぬき広場
南東

約1.9km

西条市役所の南側にある広場で，名水百選に選定
されたことを記念してつくられた。広場内には記
念の石碑とうちぬきがあり，水を飲むことができ

る。

観　光

12  弘法水
南東

約0.7km

海底にある水源から清水を汲み上げている湧水で
ある。弘法大師が杖で突くと清水が湧き出したと
いう伝説が残っている。手水場や水汲み場として
利用されている。

日　常

13  加茂川左岸うちぬき公園
南南西
約3.4km

神戸地区田園地帯にあり，周辺ではうちぬき水を
利用した水稲や野菜が栽培されている。また，農
免道路通行車の休憩所として利用されるほか，水
汲み場として遠来からも利用者が絶えない。

日　常

14  八堂山界隅
南南東
約4.7km

八堂山（標高197m）界隈には，登山道等が整備さ
れているほか，東斜面の市民の森には，梅林園，
遊歩道，遊具広場等が設けられている。また，八
堂山中腹の考古歴史館では，弥生時代の遺跡から

の出土品や復元住居が展示されている。1月～3月
の梅や四季折々の花々，展望を楽しむために訪れ
る利用者が多い。

登　山
散　策

15  新町泉
南南東
約2.2km

水の都西条を象徴するアクアトピア水系のスポッ
トの一つである。伊曽乃神社の祭礼（10月）の際
には穴場として人気がある。

散　策

第12.1.6-1表(2) 人と自然との触れ合いの活動の場の概要

注：1．図中番号は，第 12.1.6-1 図を参照。 

注：2．対象事業実施区域との位置関係は，発電所から見た人と自然との触れ合いの活動の場の方向及び 

発電所からの直線距離を示す。 

［「施設一覧」（西条市ホームページ 平成 29年 10月閲覧）等より作成］
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ロ．主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布 

（イ）主要な人と自然との触れ合いの活動の場の選定 

「イ．人と自然との触れ合いの活動の場の状況」で抽出された 15 地点の人と自然との触

れ合いの活動の場について，第 12.1.6-2 図のフローに従い，主要な人と自然との触れ合い

の活動の場を選定した。 

第 12.1.6-2 図 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の選定フロー 

主要な交通ルート及びその周辺における 

人と自然との触れ合いの活動の場の抽出結果（15 地点） 

抽出した人と自然との触れ合いの活動の場の概要把握 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の選定 

【選定条件】 

①工事関係車両等及び資材等の搬出入車両の割合が多くなると想定さ

れる主要な交通ルートが，人と自然との触れ合いの活動の場への主

なアクセスルートであること 

②人と自然との触れ合いの活動の場への主なアクセス方法が，道路交

通であること 

③平日に利用者が訪れること 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の選定（3地点） 

（ロ）選定結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の選定結果は，第 12.1.6-2 表のとおりであり，

選定条件のいずれにも該当する「⑥：西条運動公園」，「⑨：石井記念公園」及び「⑫：弘法

水」の 3 地点を選定した。なお，これら 3 地点以外の 12 地点については，選定条件の①又は

②に該当しなかったことから，主要な人と自然との触れ合いの活動の場には選定しなかった。 
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（単位：人）

図中
番号

名　称 平成26年度 平成27年度 平成28年度

6  西条運動公園 225,250 202,101 251,069

9  石井記念公園 10,317 9,785 9,397

12  弘法水 利用者数は把握されていない。

図中
番号

名　称
対象事業実施区
域との位置関係

選　定　理　由

6  西条運動公園
東北東
約1.6km

・工事関係車両等及び資材等の搬出入車両の割合が多くなると想定され
　る主要な交通ルートが，本活動の場への主なアクセスルートである。
・本活動の場への主なアクセス方法は，道路交通である。
・本活動の場は，プール，陸上競技場，球場，体育館等が併設されて
　おり，平日，休日に関わらず利用がある。

9  石井記念公園
南西

約3.4km

・工事関係車両等及び資材等の搬出入車両の割合が多くなると想定され
　る主要な交通ルートが，本活動の場への主なアクセスルートである。
・本活動の場への主なアクセス方法は，道路交通である。
・本活動の場は，多目的運動場等が併設されており，平日，休日に関わ
　らず利用がある。

12  弘法水
南東

約0.7km

・工事関係車両等及び資材等の搬出入車両の割合が多くなると想定され
　る主要な交通ルートが，本活動の場への主なアクセスルートである。
・本活動の場への主なアクセス方法は，道路交通である。
・本活動の場は，手水場や水汲み場として利用されており，平日，休日
　に関わらず利用がある。

第 12.1.6-2 表 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の選定結果 

注：1．図中番号は，第 12.1.6-1 図を参照。 

注：2．対象事業実施区域との位置関係は，発電所から見た人と自然との触れ合いの活動の場の方向及び発電

所からの直線距離を示す。 

ハ．主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況及び利用環境の状況 

（イ）文献その他の資料調査 

ａ．調査地点 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場として選定した「⑥：西条運動公園」，「⑨：石

井記念公園」及び「⑫：弘法水」の 3地点とした（第 12.1.6-2 図）。 

ｂ．調査方法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況について，西条市への聞き取りにより

情報を収集し，整理した。 

ｃ．調査結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場における利用者数は，第 12.1.6-3 表のとおりで

ある。 

第 12.1.6-3 表 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況 

注：図中番号は，第 12.1.6-2 図を参照。 

［西条市聞き取り結果（平成 29年） より作成］ 
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凡例
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 ：一般国道11号

⑥ ：西条運動公園 ：主要地方道（壬生川新居浜野田線）
⑨ ：石井記念公園 ：市道（西条駅前干拓地線）
⑫ ：弘法水 ：市道（市管理道）

交通量調査地点
：石井記念公園
：みどり保育園

第12.1.6-2図　主要な人と自然との触れ合いの活動の場等の調査位置

12.1.6-7 (1223)



（ロ）現地調査 

ａ．調査地点 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場として選定した「⑥：西条運動公園」， 

「⑨：石井記念公園」及び「⑫：弘法水」の 3地点とした（第 12.1.6-2 図）。 

ｂ．調査期間 

平日：平成 28年 08 月 23日（火） 

休日：平成 28年 10 月 30日（日） 

ｃ．調査方法 

各施設の利用者に対して，利用状況等についての対面式のアンケート調査を行った。 

ｄ．調査結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場における利用状況等の調査結果は，第 12.1.6-4

表のとおりである。 
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調査期間: 平成28年8月23日（火）

回　答 有効回答 回　答 有効回答 回　答 有効回答

回答者数

西条市 58 西条市 50 西条市 27

その他の県内 41 その他の県内 4 その他の県内 13

県　外 1 県　外 2 県　外 10

散　歩 6 散　歩 0 散　歩 5

休　憩 0 休　憩 6 休　憩 1

遊具利用 2 飲　食 0 採　水 16

飲　食 0 スポーツ 32 お参り 7

総合体育館 19 その他 18 その他 24

プール 53

ひうち陸上競技場 16

ひうち球場 6

その他 0

車 76 車 54 車 26

バイク 0 バイク 1 バイク 1

自転車 22 自転車 1 自転車 0

徒　歩 1 徒　歩 0 徒　歩 14

観光バス 1 観光バス 0 観光バス 0

公共交通機関 0 公共交通機関 0 公共交通機関 9

その他 0 その他 0 その他 0

初めて 11 初めて 4 初めて 26

1年に1回 10 1年に1回 0 1年に1回 1

1年に2回 4 1年に2回 0 1年に2回 1

1年に3回 5 1年に3回 1 1年に3回 0

1年に4回 3 1年に4回 0 1年に4回 0

1年に5回以上 5 1年に5回以上 2 1年に5回以上 0

月1回 0 月1回 1 月1回 1

月2回 8 月2回 23 月2回 5

月3回 11 月3回 3 月3回 2

月4回 3 月4回 6 月4回 8

月5回以上8回以下 10 月5回以上8回以下 1 月5回以上8回以下 1

月9回以上 30 月9回以上 15 月9回以上 5

男　性 55 男　性 41 男　性 26

女　性 45 女　性 15 女　性 24

家　族 54 家　族 0 家　族 22

夫　婦 6 夫　婦 0 夫　婦 8

友人同士 23 友人同士 4 友人同士 9

単　独 15 単　独 52 単　独 11

その他 2 その他 0 その他 0

ア
ン
ケ
ー

ト
項
目

5056100

利用目的

居住地

利用頻度

利用交通
機関

性　別

西条運動公園 石井記念公園 弘法水

同行者

第 12.1.6-4 表(1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況（平日） 

注：西条運動公園及び弘法水における「利用目的」の設問は複数回答であるため，回答者数と有効回答の合計

とは一致しない。 
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調査期間: 平成28年10月30日（日）

回　答 有効回答 回　答 有効回答 回　答 有効回答

回答者数

西条市 76 西条市 102 西条市 30

その他の県内 31 その他の県内 0 その他の県内 20

県　外 0 県　外 0 県　外 2

散　歩 6 散　歩 0 散　歩 18

休　憩 0 休　憩 0 休　憩 8

遊具利用 39 飲　食 0 採　水 18

飲　食 0 スポーツ 59 お参り 16

総合体育館 32 その他 43 その他 0

プール 0

ひうち陸上競技場 11

ひうち球場 8

その他 20

車 100 車 97 車 33

バイク 1 バイク 0 バイク 0

自転車 3 自転車 4 自転車 1

徒　歩 3 徒　歩 1 徒　歩 13

観光バス 0 観光バス 0 観光バス 0

公共交通機関 0 公共交通機関 0 公共交通機関 0

その他 0 その他 0 その他 0

初めて 7 初めて 0 初めて 13

1年に1回 9 1年に1回 0 1年に1回 8

1年に2回 7 1年に2回 0 1年に2回 7

1年に3回 17 1年に3回 0 1年に3回 4

1年に4回 3 1年に4回 0 1年に4回 0

1年に5回以上 3 1年に5回以上 0 1年に5回以上 0

月1回 19 月1回 2 月1回 6

月2回 20 月2回 0 月2回 4

月3回 5 月3回 0 月3回 0

月4回 8 月4回 0 月4回 6

月5回以上8回以下 2 月5回以上8回以下 100 月5回以上8回以下 0

月9回以上 7 月9回以上 0 月9回以上 4

男　性 66 男　性 59 男　性 24

女　性 41 女　性 43 女　性 28

家　族 67 家　族 42 家　族 29

夫　婦 2 夫　婦 0 夫　婦 8

友人同士 24 友人同士 6 友人同士 3

単　独 8 単　独 1 単　独 8

その他 17 その他 50 その他 4

52102107

ア
ン
ケ
ー

ト
項
目

利用目的

利用交通
機関

利用頻度

性　別

同行者

西条運動公園 石井記念公園 弘法水

居住地

第 12.1.6-4 表(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況（休日） 

注：1．西条運動公園の「利用目的」及び「同行者」の設問は複数回答であるため，回答者数と有効回答の合計

とは一致しない。 

注：2．石井記念公園の「同行者」の設問は無効回答があるため，回答者数と有効回答の合計とは一致しない。 

注：3．弘法水の「利用目的」の設問は複数回答であるため，また，「利用交通機関」の設問は無効回答がある

ため，回答者数と有効回答の合計とは一致しない。 
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調査期間：平成28年11月 9日～10日

（単位：台）

小型車 18,765 4,636 23,401

大型車 3,069 839 3,908

合　計 21,834 5,475 27,309

小型車 21,512 6,185 27,697

大型車 3,596 830 4,426

合　計 25,108 7,015 32,123

A
石井記念公園

（壬生川新居浜野田線）

時間の区分

全　日
（24時間）

B
みどり保育園

（壬生川新居浜野田線）

図中
記号

調査地点
（路線名）

車　種 昼　間
（7～19時）

夜　間
（19時～7時）

   ニ．道路交通に係る状況（交通量） 

（イ）文献その他の資料調査 

「12.1.1 大気環境 （１）大気質 ① 調査結果の概要 ホ．道路構造及び当該道路にお

ける交通量に係る状況」のとおりである。 

（ロ）現地調査 

ａ．調査地域 

工事用資材等の搬出入及び資材等の搬出入に用いる主要な交通ルート及びその周辺地域

とした。 

ｂ．調査地点 

主要な交通ルートである主要地方道（壬生川新居浜野田線）の 2地点（○A ：石井記念公園，

○B ：みどり保育園）とした（第 12.1.6-2 図）。 

ｃ．調査期間 

平成28年11月09日（水）10時 ～ 平成28年11月10日（木）10時 

ｄ．調査方法 

「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 一般交通量調査実

施要綱 交通量調査編」（平成 27 年 国土交通省）に準拠し，方向別，車種別交通量の調

査を行った。 

ｅ．調査結果 

主要な交通ルートの2地点における交通量調査結果は，第12.1.6-5 表のとおりである。 

全日交通量は，調査地点○A （石井記念公園）で 27,309 台/日，調査地点○B （みどり保育園）

で32,123台/日であった。 

  第 12.1.6-5 表 交通量の調査結果 

注：1．図中記号は，第 12.1.6-2 図を参照。 

2．交通量は，往復交通量を示す。なお，小型車の交通量は，二輪車を含まない。 
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② 予測及び評価の結果 

イ．工事の実施 

（イ）工事用資材等の搬出入 

ａ．環境保全措置 

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る影響を低減

するため，以下の環境保全措置を講じる。 

・ボイラ等の大型機器は，可能な限り工場組立及び海上輸送とすることにより，工事関係

車両台数を低減する。 

・揚炭・貯炭・運炭設備，開閉設備等の既設設備を最大限有効活用して現地での工事量を

減らすことにより，工事関係車両台数を低減する。 

・工事工程の調整により，工事関係車両台数を極力平準化する。 

・定期的に開催する会議等を通じ，上記の環境保全措置を工事関係者へ周知徹底する。 

ｂ．予 測 

（ａ）予測地域 

工事用資材等の搬出入に用いる主要な交通ルート及びその周辺地域とした。 

（ｂ）予測地点 

主要地方道（壬生川新居浜野田線）の 2地点（○A ：石井記念公園，○B ：みどり保育園）

とした（第 12.1.6-2 図）。 

（ｃ）予測対象時期 

工事期間中に既設発電設備の定期点検が重なることが想定されることから，工事関係車

両等の交通量が最大となる時期（工事開始後 29ヶ月目）とした。 

（ｄ）予測手法 

予測地点における工事関係車両等の交通量と将来の交通量の比較を行い，主要な人と自

然との触れ合いの活動の場へのアクセスに及ぼす影響について，自動車交通量の変化から

予測した。 

（ｅ）予測の結果 

予測地点における将来交通量は，第 12.1.6-6 表のとおりである。 

石井記念公園において，工事関係車両等の台数は 454 台であり，平日における工事関係

車両等の占める割合は，2.0％である。 

みどり保育園において，工事関係車両等の台数は 1,552 台であり，平日における工事関

係車両等の占める割合は，5.8％である。 
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現　状

工事関係
車両

発電所
定期点検
用車両

合　計

a b c=a+b b/c

小型車 18,765 18,765 190 106 296 19,061 1.6

大型車 3,069 3,069 150 8 158 3,227 4.9

合　計 21,834 21,834 340 114 454 22,288 2.0

小型車 21,512 21,512 754 426 1,180 22,692 5.2

大型車 3,596 3,596 354 18 372 3,968 9.4

合　計 25,108 25,108 1,108 444 1,552 26,660 5.8

B
みどり保育園

（壬生川新居浜野田線）

図
中
記
号

予測地点
（路線名）

車　種

A
石井記念公園

（壬生川新居浜野田線）
石井記念公園

将　来

合　計

工事関係
車両等の

割合
（％）

一般
車両等

一般
車両等

予測地点と関
連する主要な
人と自然との
触れ合いの活

動の場

西条運動公園
弘法水

工事関係車両等

交通量（台/12h）

  第 12.1.6-6 表 予測地点における現状と将来の交通量（工事開始後 29 ヶ月目） 

注：1．図中記号は，第 12.1.6-2 図を参照。 

2．交通量は，平日 12時間（7時～19時）の往復交通量を示す。ただし，二輪車を含まない。 

3．現状の一般車両等の交通量は，現地調査結果とし，発電所通常運転時の通勤車両等の交通量を含む。 

なお，将来の一般車両等については，「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）」等によると，交通量の増加の傾向

はみられないことから，伸び率は考慮していない。 

4．工事関係車両等は，予測対象時期（工事開始後 29ヶ月目）の交通量を示す。また，工事関係車両は，1号機リプレース工事に

関する車両の交通量とし，発電所定期点検用車両は，既設 2号機定期点検に関する車両の交通量を実績に基づき設定した。

（ｆ）評価の結果 

ⅰ．環境影響の回避・低減に関する評価 

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響を低減

するための環境保全措置は以下のとおりである。 

・ボイラ等の大型機器は，可能な限り工場組立及び海上輸送とすることにより，工事関

係車両台数を低減する。 

・揚炭・貯炭・運炭設備，開閉設備等の既設設備を最大限有効活用して現地での工事量

を減らすことにより，工事関係車両台数を低減する。 

・工事工程の調整により，工事関係車両台数を極力平準化する。 

・定期的に開催する会議等を通じ，上記の環境保全措置を工事関係者へ周知徹底する。 

これらの環境保全措置を講じることにより，予測地点の将来交通量に占める工事関係車

両等の割合は，石井記念公園で 2.0％，みどり保育園で 5.8％と小さいことから，工事関

係車両等の交通量が主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスに及ぼす影響

は少ないものと考えられ，実行可能な範囲内で影響が低減されていると評価する。 
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ロ．土地又は工作物の存在及び供用 

（イ）資材等の搬出入 

ａ．環境保全措置 

資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る影響を低減するた

め，以下の環境保全措置を講じる。 

・定期点検工程の調整により，資材等の搬出入車両台数を極力平準化する。 

・定期的に開催する会議等を通じ，上記の環境保全措置を車両運行関係者へ周知徹底する。 

ｂ．予 測 

（ａ）予測地域 

資材等の搬出入に用いる主要な交通ルート及びその周辺地域とした。 

（ｂ）予測地点 

主要地方道（壬生川新居浜野田線）の 2地点（○A ：石井記念公園，○B ：みどり保育園）

とした（第 12.1.6-2 図）。 

（ｃ）予測対象時期 

1 号機リプレース後の資材等の搬出入車両の交通量が最大となる時期（新設 1号機定期

点検時）とした。 

（ｄ）予測手法 

予測地点における資材等の搬出入車両の交通量と将来の交通量の比較を行い，主要な人

と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスに及ぼす影響について，自動車交通量の変化

から予測した。 

（ｅ）予測の結果 

予測地点における将来交通量は，第 12.1.6-7 表のとおりである。 

石井記念公園において，資材等の搬出入車両の台数は 138 台であり，平日における資材

等の搬出入車両の占める割合は，0.6％である。 

みどり保育園において，資材等の搬出入車両の台数は 534 台であり，平日における資材

等の搬出入車両の占める割合は，2.1％である。 
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現　状

一般車両等 一般車両等
資材等の

搬出入車両
合　計

a b c=a+b b/c

小型車 18,765 18,765 128 18,893 0.7

大型車 3,069 3,069 10 3,079 0.3

合　計 21,834 21,834 138 21,972 0.6

小型車 21,512 21,512 512 22,024 2.3

大型車 3,596 3,596 22 3,618 0.6

合　計 25,108 25,108 534 25,642 2.1

B
みどり保育園

（壬生川新居浜野田線）
西条運動公園

弘法水

予測地点と関
連する主要な
人と自然との
触れ合いの活

動の場

A
石井記念公園

（壬生川新居浜野田線）
石井記念公園

将　来図
中
記
号

予測地点
（路線名）

車　種

交通量（台/12h）

資材等の搬
出入車両の
割合（％）

第 12.1.6-7 表 予測地点における現状と将来の交通量 

注：1．図中記号は，第 12.1.6-2 図を参照。 

注：2．交通量は，平日 12時間（7時～19時）の往復交通量を示す。ただし，二輪車を含まない。 

注：3．現状の一般車両等の交通量は，現地調査結果とし，発電所通常運転時の通勤車両等の交通量を含む。 

なお，将来の一般車両等については，「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）」等によると，

交通量の増加の傾向はみられないことから，伸び率は考慮していない。 

注：4．資材等の搬出入車両は，新設 1号機定期点検に関する車両の交通量を設定した。 

（ｆ）評価の結果 

ⅰ．環境影響の回避・低減に関する評価 

資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響を低減するた

めの環境保全措置は以下のとおりである。 

・定期点検工程の調整により，資材等の搬出入車両台数を極力平準化する。 

・定期的に開催する会議等を通じ，上記の環境保全措置を車両運行関係者へ周知徹底する。 

これらの環境保全措置を講じることにより，予測地点の将来交通量に占める資材等の搬

出入車両の割合は，石井記念公園で 0.6％，みどり保育園で 2.1％と小さいことから，資

材等の搬出入車両の交通量が主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスに及

ぼす影響は少ないものと考えられ，実行可能な範囲内で影響が低減されていると評価す

る。 
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