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１．改変範囲及び伐採範囲について 

 現在、詳細な施設計画を検討しており、方法書関連資料に記載した以上の提示は困難な状況で

す。 

(1) 改変範囲 

  【資料⑤】添付資料 7 p.5 参照 

  風車位置：●及び●の 16 箇所  

  管理道路（取付道路）：工事車両の通行経路のうち既存林道等の拡幅及び新設範囲 

(2) 改変面積 

  【資料⑤】添付資料 7 p.1 参照 

  改変面積は現在のところ、以下のとおり想定 

  風力発電機(16 基)：約 6.5ha（1 基あたり平均 0.4ha） 

  管理棟：約 0.01ha 

  変電所：約 0.1ha 

管理道路（取付道路）：約 5.89ha（既存林道等の拡幅及び新設分） 

(3) 伐採範囲 

  上記改変面積のうち、樹木等が生育する範囲。 

以上 



２．生態系調査（注目種）について 

方法書作成時には調査対象種を設定していませんでしたが、現在実施中の現地調査結果を基に

以下の種を生態系の注目種とし、これら注目種の確認状況等から調査対象種を選定します。 

なお、調査及び予測評価の方法については、【資料⑧】p.5-18に記載したとおりです。 

上位性：イヌワシ、クマタカ 

典型性：ニホンジカ、ヤマガラ、タゴガエル 

特殊性：クチマガリスナガイ(石灰岩地) 

以上 



３．Wind turbine noiseの卓越純音成分およびSwish音について 

 風車からの騒音については、機種により異なりますが、現在のところ風車メーカー、機種が決

定しておりませんので、詳細は不明です。 

 風車メーカー、機種が決定した段階で、メーカーが関連データを保有していた場合は、提示す

ることも可能です。 

以上 



４．低周波音の評価における参照値の使用について 

 低周波音の調査及び予測評価は、【資料⑧】p.5-9 のとおり実施します。 

なお、調査結果はＧ特性音圧レベルのみではなく周波数特性も示します。 

現地調査は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 環境省）に定められた

方法に準拠してＧ特性音圧レベルを算出するとともに周波数特性を示します。 

予測評価は、「風力発電のための環境影響評価マニュアル(第 2版)」（平成 18年 新エネルギー・

産業技術総合開発機構）等に基づき、事例の引用又は音の伝搬理論に基づく計算を行い低周波音

の程度を予測し、評価します。 

以上 



５．事業対象区域について 

(1) 事業対象区域の所有について 

現在、事業対象区域は事業者の所有地ではありません。今後、工事対象区域が明確になっ

た段階で、用地を取得又は賃貸契約する予定です。詳細については今後検討いたします。 

(2) 調査範囲について 

調査範囲は、【資料⑤】添付資料 7 p.6 に示した関係地域のとおり風力発電機等の設置地

点から概ね 2km の範囲と造成を伴う工事車両の通行経路を包含した地域とし、適宜、調査項目

によって周辺地域を含めました。 

なお、猛禽類を除く動植物等については、風力発電機等の設置地点から概ね 500m の範囲を

調査範囲としました。 

(3) 工事対象区域について 

前述 1 でもご説明いたしましたが、現在、詳細な施設計画を検討しており、方法書関連資

料に記載した以上の提示は困難な状況です。 

以上 



（非公開） 

６．事業対象区域の現況確認について 

○ 至近の航空写真について  

入手可能な至近に撮影された航空写真は以下のとおりです。（1991～2006 年撮影） 

以上 

※国土地理院から公開の承諾を得てないため航空写真は非公開 



７．方法書段階での計画概要の記載について 

前述 1 でもご説明いたしましたが、現在、詳細な施設計画を検討しており、方法書関連資

料に記載した以上の提示は困難な状況です。 

以上 



８．評価項目の選定について 

今回採用した環境影響評価項目は、【資料⑧】p.5-2 に示したとおりであり、別表 5 の参考項

目を全て包含しています。 

また、環境影響評価項目の選定理由および選定しなかった理由につきましても【資料⑧】p.5-3

以降に示しております。 

以上 



９．評価の方法について 

評価に際しては、定量的な評価を行うよう努力します。 

現在、定量的な評価ができるまたは定量的な評価を目指している項目は、以下のとおりです。 

○定量的な評価ができる 

水質、騒音、低周波音、振動 

○定量的な評価を目指す 

動物、植物、生態系（一部は定量的な評価が可能と考えている） 

以上 



10．動植物の調査について 

(1) 調査ルートについて 

現段階で、風力発電機位置に限らず、取付道路など改変が想定される場所を考慮して調査を実

施しております。 

なお、準備書には、調査ルート等をお示しいたします。 

(2) 自動撮影調査について 

 実施することとしています。 

(3) 鳥類夜間調査について 

 実施することとしています。 

(4) 予測について 

 【資料⑧】p.5-5 動物「人の活動（風車の稼働）」に対して「鳥類の衝突（バードストライク）

が国内で見られることから、対象項目に選定した。」と記載し、p.5-14 予測手法の欄で「風力発

電機の稼働による鳥類への影響の程度を予測する」と記載しています。 

以上 



11．猛禽類について 

動物の貴重種及び生態系の注目種として、当該地域における出現状況や利用環境等を整理解析

し、狩場等の観点も含め予測評価を行います。 

以上 



12．樹林の伐開について 

当該地域は、スギ・ヒノキ植林やコナラ林などの二次林がほとんどであり、従来から人為的な

改変にさらされてきた地域でありますが、必要に応じて適切な工法や植生の保全・管理体制を検

討します。 

以上 



13．景観について 

【資料⑧】p.5-19 および p.5-24 に示したとおり、主要な展望地 4箇所のほか、事業実施区域

周辺の集落 4箇所も調査地点として選定しております。 

また、地点の選定にあたっては地元意見等も考慮しました。 

以上 



14．人と自然との触れ合い活動の場について 

【資料①】p.3-42，43 に示したとおり、事業実施区域周辺で 4件の対象が確認されていますが、

いずれも事業実施区域から離れており、工事の実施、工作物等の存在、風車の稼働等による影響

はないと考えられることから環境影響評価項目として選定しませんでした。 

また、これに対する、知事意見、地元意見等もありませんでした。 

以上 



15．廃棄物等について 

廃棄物、残土につきましては【資料①】p.2-6 (11)廃棄物処理計画に示したとおりです。 

以上 



16．温室効果ガスについて 

CO2削減効果については、【資料①】p.2-1 最下段に示したとおりです。 

なお、準備書の際には、今後策定する設備計画を基に、さらに詳細な数値が記載できるか検討

いたします。 

以上 



17．現状回復について 

現状回復につきましては、現在のところ、【資料①】p.2-6 (1２)緑化計画に示したとおりで

す。 

なお、準備書の際には、今後策定する設備計画を基に、さらに詳細な計画が記載できるか検討

いたします。 

以上 



18．道路及び送電線埋設工事について 

工事車両の運行経路につきましては、【資料⑤】添付資料 7 p.5 に示したとおりです。 

また、取付道路の工事に関しましても、動植物、生態系等を環境影響評価の項目として選定し

ております。 

なお、敷地間のケーブル埋設工事については、取付道路工事に含めて考えております。 

以上 



19．サイト地図について 

準備書の際に見やすい図面になるように検討します。 

なお、事業実施区域の位置については【資料①】p.2-3 に示したとおりです。 

以上 



20．トイレについて 

トイレ等の汚水排水計画ついては【資料①】p.2-5 に示したとおりです。 

以上 



21．塗装からの有害物質溶出について 

風力発電機等のメーカー、機種が決定していませんので、現在のところ、どのような塗料を使

用するか未定でありますが、特殊な塗料を使用しない予定のため影響はないものと考えています。 

以上 



（非公開） 

22．工事中等の泥水について 

工事中の水質（濁水）については、環境影響評価項目に選定しております。 

また、供用後については【資料①】p.2-5(8)雨水排水計画に示したとおりです。 

（※以降、弊社ノウハウのため非公開） 

以上 



23．濁水以外の物質流出について 

風車稼働時に関しては、基本的に油類等が風車外に流出することはないと考えていますが、

万が一パッキン等の不良により流出した場合に関しても、基礎上で回収でき風車敷外へ流出す

ることはないものと考えています。 

以上



24．残存裸地からの濁水流出について 

工事により出現した裸地につきましては、【資料①】p.2-6 (1２)緑化計画に示したとおり、

植樹等の緑化を速やかに行って緑地を復元・創出する計画です。 

以上のとおり、供用後は裸地を残さないことから濁水の流出はほとんどないと考えています。 

以上 



25．大気質について 

(1) 航空写真の添付について 

本書指摘６に同様の指摘があり、そちらに添付いたしました。 

(2) 風力発電機の選定における基本方針について 

 計算上では、容量の大きい機種を選定することで、ＣＯ２削減効果は高まりますが、風車が稼

働していることが重要であるため、信頼度の高い機種を選定することを考えております。 

(3) 工事車両の通行による大気質への影響が極めて小さいと判断した根拠について 

日交通量最大 100 台は、基礎コンクリート打設作業時のコンクリートミキサー車通行時のみで

あり、約２年間の工事期間中のわずか 16 日間程度であります。また、その通行間隔は 5分/台程

度であり、車両の排気が滞留することなく拡散するため、その影響は極めて小さいと判断いたし

ました。 

以上 



26．その他 

共通指摘事項、各顧問からの指摘事項のうち補足説明資料の作成が必要ないと判断したものに

ついて整理しました。 

Ⅰ．共通指摘事項 

１０．電波障害について 

デジタルテレビの受信状況について【資料⑧】p.5-11 に示したとおり実施する予定でした

が、受信形態を調査した結果、調査範囲のすべてがケーブルテレビによるテレビ視聴であり、

アンテナ受信によるテレビ視聴が確認されなかったことから、受信状況の現地測定は実施し

ないことにしました。 

Ⅱ．Ａ顧問指摘事項 

 ３．風車位置について 

   全ての図面で図示しております。 

 11．目次の内容 

   準備書の際に留意します。 

 12．ページのふり方について 

   ご指摘にあったふり方と考えています。 

 13. TV 電波状況について 

デジタルテレビの受信状況について【資料⑧】p.5-11 に示したとおり実施する予定でした

が、受信形態を調査した結果、調査範囲のすべてがケーブルテレビによるテレビ視聴であり、

アンテナ受信によるテレビ視聴が確認されなかったことから、受信状況の現地測定は実施し

ないことにしました。 

 14. 水質調査について 

   【資料⑧】p.5-7 に示したとおり実施します。 

以上 


