
- 1 - 

 

資料 3-36-4（抜粋版） 

平成24年10月22日風力部会資料 

 

 

 

（仮称）石狩湾新港 洋上風力発電事業 
 

環 境 影 響 評 価 方 法 書  

 

補 足 説 明 資 料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年10月 
 

株式会社グリーンパワーインベストメント 



- 2 - 

 

 

風力部会 補足説明資料 目 次 

 

 

１．環境審査顧問からの共通指摘事項について・・・・・・・・・・・P３－５ 

 

２．環境審査顧問からの共通指摘事項（追加）について・・・・・・・P６－１４ 

 

３．環境審査顧問からの案件別指摘事項について・・・・・・・・・・P１５ 

 

４．別紙１【非公開】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１－７ 

  ＊ノウハウ等の事業者権益および関係各所との協議が必要な事から非公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

１．環境審査顧問からの共通指摘事項および回答 
 

１－１．土地の改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲等）が不明 

土地の掘削や盛土、アクセス道路の設置、樹木の伐採等の土地の改変がどこで行われ、どのように復

するのかが分かる図面を添付のこと。 

（回答） 

 現時点で想定される風力発電施設の配置案、並びに改変区域を別紙１に関係図面も含めお示しし 

ます。 

 

１－２．風力発電所の配置（風車、建屋等含む）が不明 

工事の仕上がり等、全体像が分かる図面を添付のこと。 

（回答） 

現時点で想定される全体像について別紙１として図面を含めお示しします。 

 

１－３．温室効果ガスの削減効果が不明 

風力発電の稼働率を含め、当該発電所を設置することによる温室効果ガスの削減効果を定量的に示 

すこと。 

（回答） 

 温室効果ガスを評価項目として選定し、製造過程や建設工事に伴う排出量を明らかにするとともに、 

本事業の稼動による化石燃料からの代替効果についても示すようにいたします。 

 

１－４．工事車両の搬送ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮についての記載がな

い 

工事に伴う騒音振動予測を記載のこと。 

（回答） 

 建設機械の稼動に伴う影響については、周辺の居住地域まで4km以上離れており、且つ、主に洋上 

での施工である事から影響はほとんど及ばないものと考え評価項目としては選定しません。また、 

陸上における工事用車両の走行については、 大でも、1日約50台程度の走行である事から、影響は 

ほとんどないものと考えられ、評価項目としては選定しません。 

 

１－５．低周波音に係る記述がない 

「低周波音の測定に関するマニュアル」に基づき評価を行うとともに、Ｇ特性だけでなく、周波数特 

性を示すこと。 

（回答） 

低周波音はG特性だけでなく、平坦特性の1/3オクターブバンドレベルでも評価するようにします。 

 

１－６．水の濁り（濁水対策）に係る記述がない 
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河川、湖沼等の類型指定の状況、沈砂地等の処理能力や処理方法を具体的に示すこと。 

（回答） 

 海域の現況については、経年変化を準備書に記載いたします。水質については評価項目として選定 

します。 

  

１－７．動植物相、生態系に係る定量的な評価がない 

何を指標（注目種）にしてどのような調査を行うのか具体的に記述のこと。 

（回答） 

 生態系の注目種に関しては、上位性、典型性、特殊性の観点から、環境類型区分、各種の生態的特 

性、事業実施による影響等の選定要素による検討を踏まえて抽出し、定量的に評価を行った結果を 

準備書に記載いたします。 

 

１－８．居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合いの場、緑化、修景に係る記述がない 

これらを記載のこと。 

（回答） 

 主要な人と自然との触れ合いの活動の場だけでなく、身近な自然としての近隣住民からの利用の状

況を明らかにした上で、項目として選定すべきかを検討いたします。 

 

１－９．廃棄物や残土に係る記述がない 

（回答） 

方法書に記載しましたとおり、廃棄物は評価項目として選定しております。 

 

１－１０．電波障害の評価をアナログについて行っているが、デジタルについて行っていない 

デジタルについても行うこと。 

（回答） 

 準備書に記載いたします。 

 

１－１１．発電施設としての稼働率を示すべき。 

（回答） 

 準備書に記載いたします。 

 

１－１２．景観の調査地点はまずは生活者の視点で選定すべき。 

（回答） 

 ご指摘を踏まえ、周辺の居住地域を景観の調査及び予測の地点として追加いたします。 

 

１－１３．景観の評価で「地域の景観価値を判断」とあるが、具体性がない。 
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（回答） 

 関係自治体等による景観計画、ガイドライン等を踏まえ、対象事業実施区域周辺の景観的価値につ 

いて、より具体的に評価するようにいたします。 

 

１－１４．Wind Turbine Noise に卓越した純音成分はないのか（およそ 100Hz～200Hz）(聴覚上

の問題) 

（以上は環境省請負業務「平成 23 年度風力発電施設の騒音・低周波に関する検討調査業務」平

成 24 年 3 月 日本騒音制御工学会 7 章(P102)を参照。） 

（回答） 

風車メーカーより FFT 分析結果の入手に努め、純音成分の有無を確認し、準備書（評価書）に記載

します。 

 

１－１５．Wind Turbine Noise の swish（シュッツシュッツ）の程度または有無（聴覚上の問

題） 

（以上は環境省請負業務「平成 23 年度風力発電施設の騒音・低周波に関する検討調査業務」平

成 24 年 3 月 日本騒音制御工学会 7 章(P102)を参照。） 

（回答） 

ブレードが回転することによるスウィッシュ音は風車に特有の音である為、そのような音の特徴に 

ついても準備書（評価書）に記載します。 

 

１－１６．低周波音の評価に参照値は使わない 

（環境省の見解がないので，「低周波音測定マニュアル」による調査研究結果による評価が望

ましい。心理的・生理的・物的影響など） 

（回答） 

評価では同マニュアルなどを参考とし、参照値は用いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

２．環境審査顧問からの共通指摘事項（追加）および回答 

 

２－１．事業対象区域について 

事業対象区域と工事対象区域を明確に区別する必要がある。 

１）事業対象区域は事業者の用地であるのか，取得予定の用地の範囲であるのか明確に定義する

必要がある（敷地境界を示す必要がある） 

２）調査範囲（＝影響が及ぶと想定される範囲？）は基本的に風車等の施設から 1km の範囲 

３）工事対象区域（樹木の伐採，整地・設置等の土木工事等の現況を改変する区域）を事業対象 

区域内に明確に示す必要がある。 

（回答１） 

 事業対象区域は、重要港湾の港湾区域内である事から、国から委託された港湾管理者が管理を

行っている区域です。従いまして、事業者の用地はなく、今後、港湾管理者と協議し、占用許

可を取得する予定です。 

（回答２） 

 評価項目毎に事業特性並びに地域の概況を勘案の上、適切な調査範囲を設定するようにいたし 

ます。 

（回答３） 

 工事対象区域とは：水域工事区域と陸域工事区域があります。 

  ＊水域工事区域（別紙 1-2 を参照）は、風車位置および風車間と海底ケーブル揚陸点までの

経路部分となります。 

＊陸域工事区域（別紙 1-3 を参照）は、海底ケーブル揚陸点～当社変電所～開閉所までの経

路部分となります。 

事業区域とは：風車が並ぶ区域と定義して妥当と考えます。 

 

２－２．事業対象区域の現況確認について 

概ねの図示されているが，現存植生図だけでは現状との照合が難しいため，現状が確認できる至

近の航空写真等の提示が必要。 

（回答） 

 事業対象区域近傍に植生はありませんが、ご参考までに別紙 1-6 をお示し致します。 

 

２－３．方法書段階での計画概要の記載について 

１）事業対象区域とともに風車の配置図が示されているものもあるが，風車の設置位置の示され

ていないものが多い。方法書を検討する段階では暫定的なものでも良いから配置案を示すべき。 

２）工事予定図面が提示されていないので風車設置工事のために改変される場所や改変の工事の

規模などの概要がわからない。 

３）樹林地を伐採して風車を設置する場合には，伐採部分を示した図面を示すべきである。 

４）また，資材搬入，管理道路の計画についても図面で示し，概要が把握できるようにすべきで
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ある。特に資材搬入道路については拡幅工事等を行う必要があるのか，否か等について影響評価

を行う必要性の有無を判断できるような記述とするべきである。 

（回答１） 

 現在の所、風車位置は別紙 1-2 を想定しております。 

（回答２） 

事業対象区域は洋上である事から、工事は水域と陸域に分かれ、各工事の概要は下記の通り 

です。 

 ＊水域工事：①風車の設置工事ならびに②海底ケーブル敷設工事となり、①の風車の設置完了 

時の状況については別紙 1-5 に示す通りで、各工事の概要は、専用作業船により、 

基礎を打設し、洗掘防止工を設置して風車を設置する工事となります。②のケー 

ブル敷設工事に関しては別紙 1-4 の通りで、風車間をつなぎ、陸上に揚陸する 

までのケーブル埋設工事となります。 

＊陸域工事：別紙 1-3 の通りで、①送電線の公道埋設と②変電所並びに開閉所の設置工事とな

ります。①については、重機により、海底ケーブル揚陸点から西札幌変電所まで

の約 10Km を道路埋設予定となります。②変電所は事業対象地近傍で、約 30m×30m

の敷地に設置し、開閉所は電力会社側変電所近傍で、約 10m×15m の敷地に設置を

想定しております。 

（回答３） 

 事業対象地は洋上である事から伐採はありません。 

（回答４） 

 現在検討している搬入路、管理道路について、新設、拡幅はなく、既存道路の使用を想定して 

 おります。 

 

２－４．評価項目の選定について 

移行措置対象案件のほとんどが NEDO マニュアルに示された項目の範囲内で検討を行っている

が，今後は別表五に示された参考項目を対象に事業や地域特性等に見合った項目の取捨選択を行

う必要がある。 

（回答） 

 ご指摘のとおりであり、主務省令に沿った項目の再検討を行います。 

 

２－５．評価の方法 

現状の移行措置対象案件の評価結果は，定性的な評価に基づくものがほとんどで，法律が求めて

いる『できるだけ定量的な評価を行う』ために必要な調査データを取得・提示した上での評価が

実施されていない。 

（回答） 

 各評価項目において、可能な限り定量的な予測、評価の手法を採り入れるようにいたします。 
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２－６．動植物相の調査について 

調査ルートの設定に際しては，樹木の伐採等の改変区域をカバーするように考慮すべきである。

特に，注目種が分布していたとしても改変区域に分布しているのか非改変区域であるのかはわか

らないため影響の程度を具体的に評価できない可能性がある。 

（回答） 

 事業対象地が洋上である事、道路は新設、拡幅等ない事から樹木の伐採等の改変はありません。 

 

２－７．生態系 

方法書段階で評価対象に生態系を選択する場合は調査対象の上位性，典型性に相当する注目種を

具体的に選定・提示し，それに見合った調査項目や手法を具体的に議論する必要がある。方法書

段階で具体的な内容について提示のないものは，準備書段階で示される調査結果の良否が判定さ

れることになるため，再調査や追加調査などを求められることになりかねない。 

（回答） 

 上位性、典型性に相当する注目種については、可能な限り具体的に選定するように努めます。 

 

２－８．猛禽類 

１）牧草地を中心とした立地の場合，猛禽類等の餌場になっている可能性があるが，風車が多数

基設置された場合に餌場としての機能が維持されるのか検討が必要。 

２）一方，樹林を伐開・整地して配置した場合，小動物などの狩場として利用されるようになる

場合も想定される。 

（回答１．２） 

 事業対象地は洋上である為、該当いたしません。 

 

２－９．樹林の伐開 

１）樹林帯を伐開して風車を配置する場合，林縁部の植生構造が変化したり，風の通り道ができ

ることにより植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性が想定される。このため，工事に際し

ては段階的に伐開を行ったり、萌芽更新などの手法をとるなどの工夫が必要になると考える。こ

れらに伴い，動物相も変化すると考えられることから影響評価に際しては考慮が必要と考える。 

２）一方，伐開にともない，外来種などが侵入してくる場合も想定されるので植生の保全・管理

体制を厳格に行う必要がある。 

（回答１） 

 事業対象地は洋上であり、また、搬入/管理道路は新設/拡幅はなく、既存道の使用が可能と判

断しております。 

（回答２） 

 上記回答の通り。 
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２－１０．景観 

１）生活環境からみた景観について配慮が必要 

２）風車を目立たせるのか、目立たないように風景の中に溶け込むような配色にするのか考え方

の整理が必要。 

（回答１） 

 周辺の居住地域等からの景観も評価するようにいたします。 

（回答２） 

 ご指摘のとおりであり、景観だけでなく鳥類などの複数項目にまたがる総合評価を行うように

いたします。 

 

２－１１．人と自然との触れ合いの活動の場 

公園などの特定の場所のみならず日常的に市民が利用する場所，季節により市民が利用する場所

などを対象にした評価を行う必要がある。 

（回答） 

 主要な人と自然との触れ合いの活動の場だけでなく、身近な自然としての近隣住民からの利用

の状況を明らかにした上で、項目として選定すべきかを検討いたします。 

 

２－１２．廃棄物等 

工事にともない排出される廃棄物等についての記載がみられないものが多い。方法書段階では計

画の概要に基づいて概要を示す程度であったとしても，準備書段階では具体的な数量を提示する

必要がある。 

（回答） 

 廃棄物を評価項目として選定し、発生量や処理方法などを具体的に示してまいります。 

 

２－１３．温室効果ガス 

風力発電の場合温室効果ガスの項目についてはプラス評価の観点からの記載も必要と考える。

大発電容量で CO2 削減効果を示すのではなく，稼働効率等を勘案した数値を示すべきと考える。 

（回答） 

 温室効果ガスを評価項目として選定し、製造過程や建設工事に伴う排出量を明らかにするとと

もに、本事業の稼動による化石燃料からの代替効果についても評価書において示すようにいた

します。 

 

２－１４．現状回復 

１）風車設置用の土木工事を行った場合，埋め戻し，現状回復を図ると記載している場合が多い

が，現状の定義を明確にするとともに，回復措置の具体的な内容を提示する必要がある。 

２）特に，緑化の内容については詳細に計画を示す必要がある。立地地形の状況から切土法面の

扱い，盛土の周辺，風車設置基部の整地部分の扱いを明記する必要がある。 
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（回答１） 

 通常の陸上工事における現状復旧とは、盛土/切土に対する緑化が代表的でありますが、洋上で

の工事に関しては、それらに相当する工事は発生しません。 

（回答２） 

 該当なし。上記回答をご参照下さい。 

 

２－１５．道路および送電線埋設工事 

１）計画の詳細がほとんど示されていない。 

２）工事の内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性についての検討が必要になる。 

３）特に，林道等の拡幅工事や鉄板敷などで一時的に大型車両の運行を行う場合については，工

事部分の重要種が消滅する危険が大きい。また，側溝等を設ける場合には小動物の落下や分断等

の影響が想定される。 

（回答１） 

陸域工事の内容は、別紙 1-3 の通りで、①送電線の公道埋設工事と②変電所並びに開閉所の設 

置工事となります。①については、重機により、海底ケーブル揚陸点から西札幌変電所までの 

約 10Km を道路埋設予定です。②変電所は事業対象地近傍で、約 30m×30m の敷地に 

設置し、開閉所は電力会社側変電所近傍で、約 10m×15m の敷地に設置を想定しております。 

（回答２） 

 ご指摘のとおりであり、事業計画及び工事計画を踏まえた予測、評価を行うようにいたします。 

（回答３） 

 ご指摘のような事象が発生する可能性があるときには、工事手法について再検討を行います。 

 

２－１６．複合影響について 

特定地点に複数の案件が提示される場合や，既存設備に追加されて風車が設置される場合には，

新規案件の単独評価だけではなく，既存設備の状況も含めた複合的な影響についても評価する必

要がある。 

（回答） 

 周囲に他にも計画が存在する場合は、計画する他事業者とも連絡を取り合いながら、事業化の 

スケジュール等も勘案の上、複合影響の評価の可否を検討いたします。 

 

２－１７．工事について、風車のことしか書いていない。工期、道路、地形 

改変等が無い、すなわち環境の側からの視点が欠けている。 

（回答） 

 事業対象区域は、洋上である事から陸上事業のような、地形改変は発生しな 

 いものと想定しております。別紙１－２～５をご参照頂きますと共に、工事 

対象区域及び工事概要を下記いたします。 

工事対象区域とは：水域工事区域と陸域工事区域があります。 

  ＊水域工事区域（別紙 1-2 を参照）は、風車位置および風車間と海底ケーブル揚陸点までの
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経路部分となります。 

＊陸域工事区域（別紙 1-3 を参照）は、海底ケーブル揚陸点～当社変電所～開閉所までの経

路部分となります。 

  各工事の概要は下記の通りです。 

  ＊水域工事：①風車の設置工事ならびに②海底ケーブル敷設工事となり、①の風車の設置完

了時の状況については別紙 1-5 に示す通りで、各工事の概要は、専用作業船に

より、基礎を打設し、洗掘防止工を設置して風車を設置する工事となります。

②のケーブル敷設工事に関しては別紙 1-4 の通りで、風車間をつなぎ、陸上に

揚陸するまでのケーブル埋設工事となります。 

＊陸域工事：別紙 1-3 の通りで、①送電線の公道埋設と②変電所並びに開閉所の設置工事と

なります。①については、重機により、海底ケーブル揚陸点から西札幌変電所

までの約 10Km を道路埋設予定となります。②変電所は事業対象地近傍で、約

30m×30m の敷地に設置し、開閉所は電力会社側変電所近傍で、約 10m×15m の

敷地に設置を想定しております。 

 

２－１８．サイトの地図が、大縮尺のもの付いてないので、日本のどこにあるのかが分か 

りにくい。 

（回答）事業対象地（Aの位置）は、北海道石狩湾新港港湾区域内です。 

 

 

２－１９．ほとんどの方法書で風車位置が入っていない（準備書でも）。 

（回答） 

関係者との協議等、多様な要素により、準備書着手までの間に風車配置は変更になる為、あく

までも現段階における想定として別紙 1-1、1-2 をお示しします。 
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２－２０．トイレがあるはず。生活排水の処理の記述は必要。 

（回答） 

発電所は洋上となる事からトイレは設置いたしません。また、陸域の管理事 

務所では、通常の民家、事務所等と同様に下水道処理といたします。 

 

２－２１．塗装から雨による有害物質に溶出はないのか？ 

（回答） 

雨滴等により化学物質等が流出することはありません。 

 

２－２２．工事中、また裸地有る場合には必ず泥水が出る。したがって、環 

境影響の予測評価の項目に「水の濁り」を選定しなくてはならない。その場合、 

沈砂池などは保全処置の一つになる。 

（回答） 

「水の濁り」を評価項目として選定し、洋上での設置工事における濁水対策の具体的な内容を

整理するようにいたします。なお、周囲の海域の現況については、経年変化についても整理い

たします。 

 

２－２３．水環境について、濁水以外の物質は出ないか？ 稼働時の油？ 

（回答） 

廃油等は産業廃棄物として関係法令に則って適切に処分いたします。その他、排水はありませ

ん。 

 

２－２４．裸地が残って､濁水が出ることはないのか？ 

（回答） 

洋上における計画であることから、裸地面は生じません。 

 

２－２５．水環境を選定していないのがほとんど。川や海が近傍にあり、工 

事の濁水があるので､選定するべき（地形、対策とかを論議して評価すれば済む）。 

（回答） 

前述のとおり、「水の濁り」を評価項目として選定します。 

 

２－２６．そもそも、予測評価項目選定の表と、選定・不選定の理由の無い 

ものが多い。 

（回答） 

方法書において、主務省令に沿った項目の検討、理由の記載を行っておりま 

す。 
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２－２７．ほとんどのもので目次が簡単すぎる。内容が見えにくい。 

（回答） 

準備書においては詳細な目次となるようにいたします。 

 

２－２８．ほとんどのもので、ページ番号のふり方が通し番号なので見た 

いところをすぐに出すのに苦労する。火力などと同様「章、節､項」にならない 

か。例 2.1.3—45 

（回答） 

準備書においては「章、節､項」毎にページを振るようにいたします。 

 

２－２９．ほとんどのもので、TV 電波状況調査データーに調査日が入って 

いない。 

（回答） 

 調査実施後に調査日を記載するようにいたします。 

 

２－３０．水域環境の既存データーが使えない場合は、 低限 SS（懸濁物 

=濁り）についてのデーターを自前で調査・取得することになる。 

（回答） 

資料に加え、現地調査により対象事業実施区域及びその周囲の SS の把握に努めます。 

 

２－３１．哺乳類の調査手法に、自動撮影調査が入っているものと入っていないものが混在して

いる。夜行性の中・大型哺乳類の生息確認には、自動撮影を用いるのは通常となっているので、

調査方法として入れるべきである。たとえばブレードへの鳥類等の衝突個体が多くなると、肉食

性哺乳類が集まりやすくなることも考えられることから、事後調査についても考慮すべきであ

る。 

（回答） 

 洋上における計画であることから、自動撮影装置を用いた調査は実施しません。 

 

２－３２．鳥類の渡りは夜間に行われることも多いが、それについてはどのような方法で把握す

るのかが明確に示されていない。夜間にフクロウ類を対象とした調査を行うとしているものもあ

るが、バッドディテクターを用いてコウモリ類の調査を行う際に、鳥類の調査も行うべきであろ

う。 

（回答） 

 船舶レーダーを用いた飛翔軌跡調査により、夜間に移動する鳥類の動向の確認に努めま 

す。 
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２－３３．動物の「予測の手法」の項では、「ブレード、タワー等への接近・接触に関して、衝

突率等の算出を行う」ことを明記した方がよい。準備書の段階で、いずれ要求されることになる。 

（回答） 

 準備書の「予測の手法」において、衝突確率の算出を行う旨を記載いたします。 

 

２－３４．現地の現況について、全体を俯瞰する航空写真あるいはそれに替わるもので示してくださ

い。風力発電量は設置する地点や風況によって大きく変わり、そのためどのような風力発電機の機種

を選定するのかは場所により異なると思います。二酸化炭素の削減量や環境に与えるインパクトを考

慮してどのような方針で風力発電機を選定するのか、基本的な方針を述べてください。 

（回答） 

現況について、別紙 1-6 をご参照下さい。 

通常、風車の選定にあたっては、実測風況、地形、気象条件、風車の過去の稼働実績等々を精査し

た上で、事業対象地において、十分な安全を確保しつつ、発電効率が良い風車を採用します。 

一方、洋上風車の選定を考えた場合、上記に加え、陸上よりも全てにおいてコスト高になる事から、

①保守管理費用を抑える為、海外ではなく国内メーカーの風車を積極的に検討、②スケールメリッ

トを確保する為に大型風車を検討、なども重要になります。これらが考慮された健全な風力発電所

が稼働する事により、二酸化炭素の削減にも寄与すると考えます。 

また、自然環境に与える影響については風車機種の選定というよりも、風車の配置、施工方法など

による環境影響の低減の方が効果が大きいと考えております。 

 

２－３５．工事に関係する船舶・車両の台数の概要を工事工程と関連づけて示してください。 

（回答） 

今後、関係者と協議していく中で、風車機種、発電所規模、使用する作業船の種類などが決まる事

から、使用する船舶・車両の情報を含めた工事工程表は、準備書作成までには決定致します。 

 

２－３６．工事車両・船舶が動くということは大気環境にインパクトを与えますので、工事車両・船

舶が動く経路を考慮し、 寄りの大気環境の現況を示しておく必要があると思います。札幌市、石狩

市、小樽市の状況を示してください。 

（回答） 

環境白書等を参照し、周辺で得られている大気質の現況をとりまとめ、準備書に記載いたします。 

 

２－３７．アセス省令によれば工事の実施に伴う大気質関係についての参考項目があります。なぜ選

定しなくてよいのか理由を示してください。 

（回答） 

陸上輸送並びに海上輸送の手段、台数、ルート等を精査の上、改めて選定／非選定を検討した結果

を準備書に記載いたします。 
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３．環境審査顧問からの案件別指摘事項および回答 

 

３－１．工事において船舶をどのように使用するのか明らかにしてもらいたい。 

（回答） 

 風車基礎構造物の設置、海底ケーブルの布設、風車本体の設置、洗掘防止工設置で使用予定です。 

 また、洋上工事用作業船の航行は、各船舶、 大で 1日 1往復程度と想定しております。 

 

３－２．工事時に底質が巻き上がることも考えられる。 

（回答） 

 底質についても評価項目として選定し、現況の調査を行うようにいたします。 

 

３－３．資料調査の結果は経年変化を示すべき。 

（回答） 

 経年変化を整理し、準備書に記載いたします。 

 

３－４．海上だけでなく陸鳥も調査しないのか。 

（回答） 

 調査を行います。 

 

３－５．周囲に他にも計画が存在する場合は複合的な影響を評価すべき。 

（回答） 

 周囲で計画する他事業者とも連絡を取り合いながら、事業化のスケジュール等も勘案の上、複合影 

響の評価の可否を検討いたします。 

 

３－６．工事（搬入・搬出）の際の道路騒音・振動について選定・非選定判断の見解を記述すべき。 

（回答） 

当該事業における陸上輸送並びに海上輸送の手段、台数、ルート等を精査の上、改めて選定／非選

定を検討した結果を準備書に記載いたします。 


