
第 10 章 調査地点の概要 

 

調査地点 

地区名 調査地点名 調査項目 経緯度 標高 

重心点 
環境大気 地上気象 土壌状況 

土壌汚染 

北緯 35°49′51″ 

東経 138°1′1″ 
690.5 

想定対象事業実施区域の重心点

東側 

上昇気象 ボーリング 騒音振

動 低周波音 水質 地下水位

（連続） 悪臭  

北緯 35°49′48″ 

東経 138°1′2″ 
690.4 

最終候補地の中央北側既設井戸 井戸深検測 
北緯 35°49′50″ 

東経 138°0′58″ 
690.0 

最終候補地の北西側既設井戸 
騒音振動 低周波音 悪臭 井

戸深測 

北緯 35°49′50″ 

東経 138°0′54″ 
690.0 

想定対象事業実施区域の南側 
ボーリング 

地下水（連続） 

北緯 35°49′44″ 

東経 138°1′2″ 
690.3 

桜井研修センター 
環境大気 地上気象 

悪臭 土壌汚染 

北緯 35°49′30″ 

東経 138°0′7″ 
702.0 

勧浄寺 土壌汚染 
北緯 35°49′25″ 

東経 138°0′26″ 
749.0 

想定対象事業実施区域からの放

流水路地点 
水質             

北緯 35°49′51″ 

東経 138°0′50″ 
687.0 

三峰川左岸サイクリング・ジョキ

ングロード 
触れ合い活動の場 

北緯 35°49′51″ 

東経 138°1′3″ 
692.1 

天伯社付近 景観 
北緯 35°49′48″ 

東経 138°0′48″ 
703.5 

最終候補地の南東側境界線上 騒音振動 低周波音 悪臭 
北緯 35°49′43″ 

東経 138°1′12″ 
695.8 

北林公園 
環境大気 地上気象 悪臭 土

壌汚染 

北緯 35°49′54″ 

東経 138°1′20″ 
777.0 

想定対象事業実施区域より南東

0.4km 地点 
水質 井戸調査 

北緯 35°49′41″ 

東経 138°1′14″ 
695.8 

新山小学校 地上気象 
北緯 35°48′22″ 

東経 138°2′1″ 
804.0 

家庭からの直接搬入車が想定さ

れるルートの沿道住居付近 県

道沢渡高遠線 

交通騒音 振動 地盤卓越振動

数 交通量 道路構造 

北緯 35°49′18″ 

東経 137°59′42″
700.0 

富 

県 

地 

区 

高烏谷スカイライン国交省高烏

谷中継局付近 
土壌汚染 

北緯 35°48′7″ 

東経 138°0′40″ 
1030.0 

金井共有地 環境大気 地上気象 
北緯 35°49′34″ 

東経 138°2′14″ 
778.0 

上山田生活改善センター 悪臭 土壌汚染 
北緯 35°49′26″ 

東経 138°2′5″ 
762.0 

引持公民館東の熊ノ社 土壌汚染 
北緯 35°49′4″ 

東経 138°2′14″ 
799.0 

天王久保工業団地 公園 土壌汚染 
北緯 35°49′41″ 

東経 138°1′32″ 
747.9 

押出公民館（屋内外） 低周波音 
北緯 35°49′41″ 

東経 138°1′32″ 
697.0 

高 

遠 

町 

地 

区 

収集運搬車両の搬出入道路沿道 

県道西伊那線 

道路交通騒音 振動 地盤卓越

振動数 道路構造 

北緯 35°49′42″ 

東経 138°1′16″ 
698.0 
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調査地点 

地区名 調査地点名 調査項目 経緯度 標高 

収集運搬車両の搬出入道路沿道 

県道西伊那線と県道沢渡高遠線

の交差点 

交通量 
北緯 35°49′39″ 

東経 138°1′16″ 
701.0 

想定対象事業実施区域より東南

東 0.6km 地点 
水質 井戸調査 

北緯 35°49′39″ 

東経 138°1′19″ 
705.5 

県道西伊那線沿道（高遠町上山

田） 
道路沿道大気 水質 井戸調査 

北緯 35°49′44″ 

東経 138°1′15″ 
699.0 

想定対象事業実施区域より東

0.8km 地点 
水質 井戸調査 

北緯 35°49′49″ 

東経 138°1′38″ 
699.9 

想定対象事業実施区域の南側 
ボーリング 

地下水（連続） 

北緯 35°49′47″ 

東経 138°1′12″ 
692.9 

高遠浄化センター 地上気象 
北緯 35°50′1″ 

東経 138°2′21″ 
711.0 

高 

遠 

町 

地 

区 

高遠城址公園 
景観 

触れ合いの場 

北緯 35°50′1″ 

東経 138°3′42″ 
790.0 

伊那市役所美篶支所 
環境大気 地上気象 悪臭 土

壌汚染 

北緯 35°50′25″ 

東経 138°0′41″ 
718.0 

ふれあい交流センター笠原 環境大気 地上気象 土壌汚染 
北緯 35°50′43″ 

東経 138°1′44″ 
762.0 

上大島地域交流センター 環境大気 土壌汚染 
北緯 35°50′17″ 

東経 138°1′12″ 
698.0 

三峰川橋北側 景観 
北緯 35°49′59″ 

東経 138°1′11″ 
692.0 

円応院 土壌汚染 
北緯 35°50′17″ 

東経 138°1′15″ 
697.0 

上大島配水池 土壌汚染 
北緯 35°50′3″ 

東経 138°1′11″ 
693.0 

上原公民館周辺 景観 
北緯 35°50′15″ 

東経 138°0′48″ 
717.0 

三峰川右岸上サイクリング・ジョ

ギングロード 
景観 

北緯 35°49′54″ 

東経 138°0′19″ 
680.0 

美 

篶 

地 

区 

上川手公民館東児童公園 土壌汚染 
北緯 35°50′8″ 

東経 137°59′59″
677.0 

伊
那 

竜東橋 水質              
北緯 35°49′35″ 

東経 137°58′6″ 
644.0 
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