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環境審査顧問会風力部会

議事録

１．日 時：平成２４年１０月２２日（月）１３：００～１６：３８

２．場 所：経済産業省別館１１階 １１２０号会議室

３．出席者

【顧問】

河野部会長、近藤顧問、村上顧問、山本顧問、渡辺顧問

【経済産業省】

田所統括環境保全審査官、樫福環境審査班長、日野環境保全審査官、

渡邊環境審査係

４．議 題： （１）環境影響評価方法書の審査について

（２）環境影響評価準備書の審査について

（３）その他

５．議事概要

（１）開会の辞

（２）配布資料の確認

（３）環境影響評価方法書３５件及び環境影響評価準備書１４件について、事務局から

審査方式、審査順序、議事進行の説明を行った後、質疑を行った。

（４）閉会の辞

６．質疑内容

○顧問 それでは、早速議題に入ります。

最初に、進め方について事務局から簡単にご説明をお願いします。

〇経産省 それでは、顧問の皆様に資料を送付し事前に目を通していただいております

が、議題案件がたくさんあるということで、効率的・集中的に審査を進めるため、議事進

行方法についてご説明させていただきます。

基本方針といたしましては、第１回部会において資源エネルギー庁案件 12 件については

重点的にご意見・ご質問をいただきましたので、本日の第２回部会では残りの 37 件につい

て重点的に審査をいただきたいと思っております。具体的には、エネルギー庁勧告案件 12
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件については事務局から補足説明資料に基づき、前回いただいた質問及びメール等でいた

だいた質問に対する回答について事務局から説明いたします。内容をご確認いただきたい

と思います。

次に、残りの６号案件２件と方法書 35 件につきましては、事務局から補足説明資料に基

づき、質問に対する回答を概略説明いたします。説明の後、顧問の皆様からご意見、ご質

問をいただくことといたします。

最後に、審査書でございますけれども、代表例として大間風力と新苫前、由利高原の案

件につきまして、審査書の様式とポイント、最終的な審査結果といったことについてご説

明させていただきます。審査順序につきましては、お手元の配付資料の議事進行表のとお

りでございます。

以上で議事進行方針についてのご説明は終わらせていただきます。

○顧問 それでは、早速準備書１番の大間風力発電所建設事業から説明をお願いします。

＜電源開発株式会社の審査案件（番号１～９）＞

（番号 1 について事務局より説明）

○顧問 それでは、ただいまの件について、多少時間をいただきまして質疑応答をさせ

ていただきたいと思います。

○顧問 では、簡単に、意見を２つと質問を２つお願いします。

まず、18 ページの搬出搬入、工事用車両について。工事関連車両の混入率でもって影響

はないと書かれています。これはこれでも構わないのですけれども、意見としては、やは

り大型車というのは通常の小型車の 3.5 倍の騒音を放出するという観点からしますと、交

通量だけでなくて、等価交通量という観点でパーセンテージを出したほうがいいのではな

いかと思います。これは意見です。

それから、２番目は質問です。36 ページに、建設機械の稼動に伴う振動の影響というこ

とです。表２に０dB という数字が並んでいます。これはプラス０という意味ですか、それ

とも振動レベルが０dB ですかという質問です。これは質問。

続けていきます。54 ページ。ここは低周波音の関係で。いろいろよく書いていただいて、

これで十分だと思います。望むべきは、Ｇ特性というのは超低周波の評価なのです。つま

り、20 ヘルツ以下。ここでやらないといけないのは、やはり聞こえる範囲の低周波音とい

うものも影響評価をしないといけないと思います。そういう観点からすると、保全目標と

書いてありますけれども、Ｇ特性一本ではなくて「低周波音の生活環境に及ぼす影響がな

いこと」とか何とか、こういう形でその下の評価結果にもっていかれるとよいのではない
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かと思います。これは意見です。

それから、質問です。次に 91 ページに質問。ウィンドタービンの純音成分がないという

データをありがとうございました。これは非公開となっていますけれども、メーカーで非

公開にしたいということですのでそうなのでしょうけれども、公開はできないものかどう

かということをちょっと聞いておきたいという質問です。

以上、４つです。

〇経産省 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご質問、ご意見に対して、事業者からご回答いただければ幸いで

す。

○事業者 只今いただいたご意見につきましては、等価交通量の話とＧ特性のところ

ですね。いただいたご意見を踏まえまして再度検討し直しまして適切に評価書に反映した

いと思います。

質問の２点目につきましては、これは急遽出していただいたグラフであり、公開につき

ましては検討させてくださいということでしたので、今のタイミングでは非公開という形

にさせていただいたのですが、再度確認した上で、可能な限り、開示可能であれば開示す

る方向にしたいと考えております。

質問の１点目は調査会社から答えさせていただきます。

○事業者 36 ページの振動の０dB ですけれども、こちら建設機械が稼動した寄与のレベ

ルということで、０dB にしか到達していないという考え方でございます。全く影響がない

という０でございます。

○顧問 それではわからない。振動レベルが０dB なのか、あるいは振動レベルが０dB

以下なのか。それとも、寄与が今に比べてプラス０なのか。どういう意味の０dB なのかと

いう意味なのですけれども。では、また今度。

〇経産省 今の点は寄与レベルでよいのではないですか。違うのでしょうか。

○事業者 寄与レベルです。

○顧問 ということは、プラス０という意味ですね。整数値でプラス０という意味です

ね。それなら結構です。

○顧問 そのほか、ございますか。

○顧問 細かい点で恐縮ですが、102 ページの第５章、環境影響評価項目の選定のとこ

ろの文言ですが、「自然環境保全上、特記すべき地形・地質は存在していない」と変更して

いただきたい。せっかくここまで直していただいたのですから、これを希望します。

○顧問 ただいまの件は、一般の方がみたときに、「重要な地形・地質は存在しない」と

ただ普通にいわれても、「重要な」というのはどういう意味なのか、なかなか判断しにくい
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ので、一般の方がみたときにわかりにくいので、「特記すべき」とかいう言葉を入れればわ

かりやすいかなという提言だとご理解いただければと思います。

○顧問 濁りが評価項目に選定されたのでよいのですけれども、濁りの中に有害物質が

含まれているかどうかというのは調べないのですか。土壌が汚染されている可能性が、93

ページではないということをいっているのですか。「本事業は丘陵地での計画ゆえ、底質お

よび海生生物については評価項目として選定しません」と書いてありますけれども、何か

不法投棄とかいろいろなことがあるので土壌にも有害物質が含まれているのではないかな

と心配したのですけれども、その辺ちょっとお願いします。

〇経産省 事業者から答えられそうですか。

○事業者 今のご質問というのは、既に汚染されている土壌ではないのかというご趣旨

でしょうか。

○顧問 そういうこと。調べてみないとわからない。

○事業者 大規模な開発をするに当たっては、土壌汚染の手続きが今年度から新しく始

まっていまして、事前に届出をすることになっております。その一帯が汚染地域であれば

そういう指導が下されると考えておりますので、そこは確認したいと思います。

○顧問

修景緑化のところで、伐採した後にまた樹林地に戻すという表現のところが何ヵ所か、

ほかの事業者さんにもありますけれども、風車を建てるために伐採をし，そこをまた樹林

地に戻すというのはどういうことかなという意味合いでございます。植林をしてやるとい

う必要性があるのであれば、その辺の程度とか内容とかというものを示すようにしていた

だければと思います。

それから、ほかの事業者さんでもよくみられるのですが、伐採の影響について、樹林地

の分母をどういうふうにとるかによっては、コンマ数％ということで影響は小さいと評価

をされているケースもありますけれども、分母をどうとるかによっては大分意味合いが変

わってきますので、その辺の取り扱いは十分注意していただきたいということです。

それから、資材搬入路等々、管理用道路もそうなのですけれども、大型の重機を通すた

めに改変工事をしないケースでも鉄板を敷いて車を通すというケースがいろいろなところ

でみられると思います。その場合、実は鉄板敷きというのは人間が持ったってそんなに簡

単に動くような代物ではありません。それを一時的に工事のために路肩に敷いてやるとい

うことは鎮圧してしまうことになりますので、例えばそこに動かない重要種の植物が分布

していたということになると、短期間であってもほとんど鎮圧されて光も当たらないとい

うことで、まず消滅してしまう可能性があります。事前に重要種の分布があるのかないの

かというのはほかの事業者さんも含めて、この辺は注意していただきたいなというお願い
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でございます。

それから、ほかの事業者さんにも共通すると思うのですが、注目種、特に猛禽の餌場に

なっている可能性のある牧草地や開けた場所があるというところで、具体的にどの程度そ

こでハンティングをしているのかということ。あるいは、近くに営巣があるとかないとか。

そういったものが、風車ができることによってそこの場所が使えなくなるという可能性も

ないわけではないということが想定されるわけです。そうなってくると、余り改変がない

から特に問題がないのだという話にはならないので、特に注意していただきたいというの

がお願いでございます。

大体私からは以上でございます。

〇経産省 ありがとうございました。只今の質問、ご意見に対してお答えできる点があ

りましたら。また、先ほど顧問から質問がありますけれども、まとめて答えていただくと

ありがたいのですが。

○事業者 今いただいたご意見ですとかご要望につきましては、これは可能な限りやっ

ていかなければならないと考えております。特に猛禽が採餌活動を行うような餌場ですと

かねぐらとかいうのは猛禽類の生態域の構造を把握する意味でもやっていきたいと思って

いますので、それによって重要な餌場とかになっている場合には当然風車の設置も避ける

とか、そういった手続が必要になろうかと思っております。

あと、顧問からのご質問なのですけれども、ちょっと確認なのですが、補足説明資料が

ないというのはどの点に関する。

〇経産省 ２枚目に、例えば電源開発株式会社さんの大間地点、これをみると補足説明

資料がないということで、前回共通的な質問をＳＳでされたのですけれども、それについ

ての回答を。

○事業者 方法書も同じように資料がないと書かれておりますけれども、これは済みま

せん、「ＳＳ」という単語を使っていないだけでして、事業者見解の中で現地調査を行って

現状のＳＳの把握に努めますというのを、「現地調査を行い」という表現だけのものがあり

ます。これは何を測るかというと、ＳＳということでございますので。

〇経産省 降雨ではなくて、平水時に測定するということになっているわけでしょうか。

○事業者 基本的に風力の現場から濁水が出るときというのは、降雨時を私どもは想定

しております。雨が降っていないときには逆に濁水が発生しないと考えております。水の

供給がないものですから濁水が発生しないと考えておりまして、そのような中でＳＳを測

定していいものかどうか。恐らく建設後のモニタリング等をする際にも同じ条件で測ると

思うのですけれども、その際にはヤードからの濁水というのは出ていない状態になります

ので、もしそれでよろしければそういうふうにしたいと思うのですが。
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〇経産省 そういうことを考えているのであれば、そういうことを書いていただくと顧

問の先生も理解できると思います。

○事業者 わかりました。では、補足いたします。

〇経産省 よろしくお願いいたします。

○事業者 あと、塗料なのですけれども、こちらは有害物質が溶出しないのかというご

質問をいただいているのですけれども、メーカーに問い合わせた状況なのですけれども、

現在そういう有害物質というのは塗料から排除されておりまして、仮に塗装が剥離したと

しても有害物質の溶出等はないと考えているという回答をもらっております。

〇経産省 できれば、市販の特殊な塗料であるとすれば、それのメーカー名とか商品名、

それから今おっしゃった溶出、あるいはそもそも入っていませんとか、または実験データ

で溶出しないような特殊な塗料ということを述べていただければ一目瞭然だと思うのです

が。

○事業者 ちょっと事業の状況にもよるのですけれども、実際のところ、まだメーカー

等は決まっていないものがほとんどです。ですので、今の段階では使うメーカーあるいは

使う塗料というのをちょっと表示することができませんので、こちらは一般的な議論しか

逆にできないということでご理解いただきたいと思います。

〇経産省 いずれにしても、そういうものがあるわけですね。では、そういうもの、類

似品があるのであれば、そういうものから最終的に選定しますというお考えを述べていた

だければよろしいと思いますが。

○事業者 わかりました。

〇経産省 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

○顧問 26 ページで、建設機械から出てくる汚染物質をちゃんと計算していただいて大

変結構なのですけれども、ちょっと１つ質問なのですが、この濃度を計算する際は、今は

山の上に風車があって測定地点は下のほうにありますけれども、そういう高さの違いをプ

ルーム式でもって考慮して計算した値ですか。それとも、単に平面上で計算した値ですか。

○事業者 こちらは平面でございます。

○顧問 では、とりあえずここで終了ということで。

〇経産省 ありがとうございました。

（番号２～９について事務局より説明）

○顧問 先生方も事前にごらんになられているということで、ランダムにＱＡをしたい

と思います。
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先生方、よろしいでしょうか。

○顧問 この評価項目を示さない理由について、１つは距離がありますけれども、距離

は結構なのですけれども、もう１つは、どういうものがどのぐらい動くかということはち

ゃんと記載しておいてほしい。想定ですけれども、そういう想定のもとで距離がこのぐら

い、あるいは自動車は人家あたりを通らない、通ったとしても既存交通量から比べるとわ

ずかであるとか、そういう数をちゃんと記載した上で説明していただきたいと思います。

○顧問 ただいまの先生のご意見について、事業者はよろしいですか。

○事業者 方法書ですが、どういうものがどの程度ということで、参考までにですが、

今手元には高森公園の方法書を私はみておりますけれども、例えば９ページに、台数が一

番多く走るであろうという工事期間を想定しまして、例えばコンクリートミキサー車が１

日に 120 往復するという記述はさせていただいております。

○顧問 そのほか、ございますか。

○顧問 ２～９なのですけれども、ざっとみせていただいたときに、工事用の搬入・搬

出のところについて、選択するのかしないのかわからないものがあったのですけれども、

２～９は全部工事用車両の騒音・振動をやられるということで理解してよろしいのでしょ

うか。

○事業者 工事用車両、資材の輸送に使うルートについては全部評価するというふうに

させていただいております。

○顧問 ほか、よろしいですか。

○顧問 水質で、由利本荘だけかな、記載しないという項目になっている気がするので

すけれども、これはほかとは何が違うのでしょうか。

○事業者 由利本荘の計画につきましては、ほかは比較的内陸で土地の造成等を伴う工

事なのですけれども、由利本荘につきましては海岸で、今は砂地になってございます。基

本的に雨が降っても全部浸透してしまって流れ出ないものですから、そういうことを今こ

ちらで書いてございます。地形上、河川に流入する経路がないものですから、河川での水

質調査はちょっと評価対象にならないと考えております。一方、海域なのですけれども、

こちらも今ご説明したとおり、海まで流れ出ることがないものですから、海域で水質調査

をすることがいいのかどうかという、特に評価できないのではないかと考えて外してござ

います。

○顧問 でも、実際には工事とかそういうものは同じですよね。

○事業者 そうなのですが、ほとんど平坦地でございまして、土砂を動かすこと自体が

そもそも少ないものですから。

○顧問 それから、先ほどと同じ質問ですけれども、やはり土壌に何かやったら、必ず
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その土壌には有害物質がないということは調べていただくということですね。

○事業者 はい。

○顧問 ほか、よろしゅうございますか。

○顧問 質問させていただきたいのですけれども、施設の稼動は全部丸ということで結

構なのですけれども、予測条件のことを少し教えてほしいのです。方法書をみますと、８

メートル／ｓという風速の状態でもって予測するというふうに一律にすべてなっているの

ですけれども、これは定格出力のときのことをいっているのでしょうか。

では、質問を変えます。定格出力のときのウィンドタービンの騒音と、最大出力のとき

のウィンドタービンの騒音について、何か違いがありますか。これは質問です。

○事業者 定格と最大という意味では、どちらも同じ最大出力を示しておりますので、

その点については全く同じだと考えております。定格 2,000 キロワットというと、最大出

力もほぼ 2,000 キロワットですので。

○顧問 運転条件というのが多分あるのかなと思って聞いているのですけれども、風速

によって回転数は変わらないのかな。よくわからないのですけれども、８メートル／ｓと

いうことに限ってあるので、もっと違う風速のときには騒音は変わるのか変わらないのか、

あるいは予測条件として平均的な状況でウィンドタービンの騒音を予測するのか。加えて、

最大の騒音を発するときも予測する。こういう形になっているのか、なっていないのかを

聞きたかったのですけれども。

○事業者 まず、大前提なのですが、８メートルの風速条件が地上測定高度 10 メートル

で示すという国際規格になっておりまして、これは風車の回転軸のあるナセルのタワーの

高さのところまで換算しますと、もちろんナセルの高さにもよるのですが、おおむね 13

メートル前後ぐらいの風がナセル部分で吹いているような条件となると考えております。

この条件は、先ほど来お話のあります、運転状態でいえばちょうど定格運転に達するぐら

いの風速になっておりまして、それ以降、風速がどんどん強くなっても、寄与としての、

発生源としての風車回転速度とかは変わってこない。ほぼ一定の運転状態になってまいり

ます。メーカーによっては、地上 10 メートルでの８メートル風速条件時の騒音パワーレベ

ル以上の９メートル、10 メートルという条件でもお示しになっておられるメーカーさんは

いるのですが、おおむね８メートル以上になってきますとパワーレベルの値はほとんど変

わらないような値を示されております。

○顧問 変わらないということですね、はい。

○顧問 私から幾つか質問させてください。

特に生物関係なのですが、生態系については、この新苫前にしてもそのほかのにしても

共通な回答になっているのですが、「現地調査を実施していく中で適切な注目種を選定し、
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その注目種に応じた調査項目や手法に基づき調査を行い、準備書に予測評価を記載します」

と書かれた回答になっています。この場というのは方法書の内容について議論する場なの

で、いきなり先へ送られてしまうといかがなものかなという感じがするわけです。そうい

う意味で、前回から注目種を何にするのか、具体的にどういう項目を選ぶのかという質問

を出させていただいたわけで、概略の現況把握がある程度されているようなので、そのデ

ータから大体こんなものを取り上げ，これについては例えば、こういう項目についてこう

いう方法で調査をして、最終的に定量的な評価にもっていきますということをアンサーで

欲しかったというのが私の希望でございます。

それから、先ほどもいいましたけれども、搬入道路、アクセス道路の関係については、

改変がある場合は当然のことながら、改変しないで鉄板敷き等々で対応するという場合に

も、やはり重要種の分布の確認の有無というのはされたほうがよいだろうと思います。

それから、幾つかのケースでは、例えば幌延では樹木の伐採はないと書いてあって、質

問事項２項では、風車作業ヤードは平坦な砂地であり、土地の掘削・盛り土が少なく、樹

木の伐採はありませんと書いてあるのです。ところが、質問事項 13 にいくと、樹木の伐採

云々については何か考えると。緑化するというようなことが書いてあって、整合性がとれ

ていないところがありますので、見直していただきたいと思います。

先ほどもいいましたように、猛禽類の調査については行動圏の把握だけ行うというイメ

ージがあります。環境省の猛禽類調査ガイドラインというのは飛翔図を書いて高度利用域

を示すということで何とか半定量的に影響評価をしようかというのがスタートだったので

すけれども、今や発電所アセスメントはそれだけではだめで、飛翔図を描いたたときにな

ぜそこが黒くなるのだと。そこには例えばとまり木があるとか、ミサゴであれば水辺があ

るとかという条件がかなりわかってくると思うのです。その条件をはっきりさせてやらな

いと影響評価がうまくできないのではないか。それをやることによって定量的な評価につ

ながるのではないかということがありますので、その辺を注意してやっていただければと

思います。

○顧問 景観のところですが、軒並み、「選定した眺望地点は近隣に居住地があることか

ら生活環境からの視点も兼ねている」と記述してございますが。眺望というと意識的にみ

るという意味合いが強くなりますが、日常生活の中でみたくなくてもみえてしまう、その

ときにどうも不快だというようなケースも多々出てくることもあるかと思うのです。そう

いう意味で、日常生活の場においてみえてしまう、そういう観点をふまえてのアセスも必

要かと思います。

○顧問 大気のところで、現状の記載はみんな準備書に送っているのですけれども、こ

こでは大気の項目を選択するかしないかということをやるのが方法書ですので、その前提
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の判断としては現況の濃度が低いという事実をやはり示しておかないといけないので、そ

このところは方法書にちゃんと記載しておいてほしいと思うのですが。

○顧問 今のご意見は、もう方法書が出てしまっていますので、準備書で対応するしか

ないかなということになるかと思いますけれども。本来は現況をしっかり書いていただい

て、わからないところは現況確認調査の準備書に向けて調査をするというのが方法書の本

来あるべき姿だと思いますので、ほかの事業者さんもその辺はちょっと注意していただき

たいと思います。

○事業者 今回の方法書は実際そういうアセスの法律に基づくもので始めたわけではな

くて、ＮＥＤＯマニュアルという私どもが自主的にやっていた方法書で、そういう制度で

始めたものでございます。法アセスにこうやって移行させていただく中で、当然そういう、

そもそも思想が合わないというところはあるかと思いますけれども、そのあたりはちょっ

とご理解いただいて、当然必要なものについては調査をした上で準備書に反映させていく

のですけれども、一方では方法書の修正という手続はございませんので、このあたりは何

とかご理解いただきたいと考えております。

○顧問 時間の関係もありますので、大体この辺にしたいと思います。

＜株式会社ユーラスエナジーホールディングスの審査案件（番号 10～17）＞

（番号 10～11 について事務局より説明）

○顧問 では、ただいまの２件について、お気づきの点がありましたらお願いします。

○顧問 工事用資材の搬出入、どちらもですが、前のものはちゃんと書いてあって、現

状でどれぐらい通っているから、それに加えてこれぐらいだから影響ないという、これな

ら話は通じるのです。しかし、１日 1,000 台走って 90 台増えるから影響はないとしても、

１日 100 台しか通らないところで 90 台増えるのに、これでも影響はないのかというと、こ

れはちょっと理屈が成り立たないので、今の回答書のような書き方で選定しませんという

のではよくないかなと思います。

それから、騒音・振動もそうですけれども、こちらはやはり距離とかいうものもきちん

と勘案した上で選定するか、しないかの判断をしていただいたほうがいいと思います。

○顧問 ほかにございますか。

私から、生態系とか動植物の調査ということで、要は評価書に調べた結果を記載します

ということなのですけれども、これは改めて追加調査をやるという意味ですか。それとも、

既存のデータの中でできる限りの努力をしてみますという意味なのですか。

○事業者 基本的な考え方としては、追加の調査を実施することで考えています。
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○顧問 了解です。追加調査をするときにはできるだけ、具体的に何の項目を挙げるの

か。例えば、類型区分でいくにしても、そこに餌がどのくらいあってとか、ある程度数値

で表せるようなデータでできるだけ定量的に評価できるようにしていただきたい。先ほど

もいいましたように、分母を大きくすれば対象の領域というのは小さくなるので影響は小

さいという評価はできるだけやらないように注意をしていただきたいと思います。

○顧問 降雨時の濁水影響をはかるというやつ、雨の影響を調べたような気がするので、

この工事の影響を調べるためにはやはり降雨時ではまずいのでは。質問事項 13 項の記述で

すけれども。

○顧問 13 項は、要するに平水時ということなので、降雨時ではなくて普通の状態での

現況を確認されたほうがよいだろうという意味合いですね。

○事業者 降雨時に関しては、先ほども電源開発さんから回答があったと思うのですけ

れども、基本的に風力発電所の運営に当たっては水を使わないと。つまり、何らかの影響

がある場合は雨が降った場合で、降雨時ですとか改変区域とかいった影響によって降雨時

の水の衛生の状況が違うといった観点から降雨時での調査という形で書いています。

○顧問 わかるのですけれども、では降雨時に測ったときに降雨の影響かどうかという

のはわからないですよね。バックグラウンド。要するに、雨が降ったら濁水が出てきます

ので、そこをわかるような調査をしないとせっかくやっても意味がないかなという気がす

るのです。両方やる必要があるのかどうか、ちょっと。

○事業者 一応降雨時の測定に関しましても、雨のピークのときだけではなくて、例え

ば降り始め、雨がまだ降る前の状態ですとか、そういった時系列でなるべくデータをとる

ようにして評価するようにしたいと思っています。

○顧問 ほか、何かございますか。

〇経産省 それでは、審査書の説明にいく前に私からちょっと確認させていただきたい

のですけれども、例えば資料３─10─５でございますが、由利高原の１─19、塗料からの

有害物質についてというところなのですが、ご回答をみますと、風車の機種を選定後要す

るに、実際に採用する風車の機器を選定後、風車メーカーに塗装方法等の問い合わせを行

って影響のみについて確認いたしますという記載になっているのですが、私どもの希望と

いたしましては、これは準備書ですので、影響の有無について確認した後、影響があるの

であれば、有害物質を含んでいる塗料をお使いになる、または有害物質が溶出するような

塗料を使うのであれば、環境保全対策を決めていただきたい。その環境保全対策をした後、

評価を行い、容認できる範囲なのかどうか。そこが一番大事なので、これは全部共通なの

で、できる限りそこら辺を丁寧に書いていただきたく、ご検討いただければと思います。
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（番号 12～17 について事務局より説明）

○顧問 私から最初に質問させてください。

12 番、東由利原から始まって、まず最初のところで、事業者さんの回答だと、方法書作

成段階における案件の進捗状況からいろいろな条件があって設備容量等特定できない。不

確実な前提に基づく図面が方法書等に掲載され、一般公開されるとなるといろいろ懸念が

出てくる可能性がある。幾つかの案件についてはまだ地権者との交渉が済んでいない等々、

暫定的な配置案すらも提案できないというものについては、そもそも方法書として審査し

なければいけないのかという点についてです。事業者さんが移行措置の前の段階で既に手

をつけているということでここまで来てしまっているところはあるのですが、その辺は事

務局としてはどのようにこれから検討されますか。基本的に、ある程度の事業用地なり配

置が暫定的でも示されているというものであれば、方法書でこういう項目についてこうい

う調査をしてこういう評価を行っていきますという宣言ができるわけですけれども、具体

的にそもそもそこで事業ができるかどうかもわからないという条件の方法書というのをど

う扱うかということです。この点について、事務局でどういうふうに対応されるのか、見

解をお願いしたいのですが。出てきている以上は、実施するという前提で審査を進めると

いうふうになってしまうのかもしれませんけれども、準備書の段階で確実に配置案が出せ

るとか、実施区域あるいは改変区域を示すことができるという確約ができるのならよいの

ですけれども、方法書・準備書の段階でもそれがあやふやで、評価書の段階で確定します

という回答になると、予測評価をすること自体、本当にちゃんとしたことができるのかと

いうことになるので、この問題を先に片づけたいと思います。

〇経産省 ただいまのご意見については、非常にごもっともなお話だと事務局では受け

とめております。例えば、この審査書案、50 ページの審査番号 12 番の東由利原ですけれ

ども、確かに、方法書の中には記載されているのですけれども、要は定量的というのです

か、そこが不透明であるということなので、実際に審査をするに当たってそういう配置図

とか位置関係が非常に不透明だということで、審査でコメントの出しようがないというこ

とでありますと非常に私どもも次のステップに行きづらい点がございます。したがいまし

て、事業者におかれましては、前回も指摘がありましたように、暫定でもいいですから、

現時点での計画といったものをぜひ出していただきたい。方法書の段階で事業特性という

のは非常に大事であると思います。したがいまして、できる限り考えていただきたいと思

っております。具体的にはまた事務局と事業者の間で再度調整させていただきたいと思い

ますけれども、原則は先ほど部会長がおっしゃられたとおりだと思っておりますので、慎

重に検討させていただきたいと思っております。

○顧問 一番懸念しているのは、今の段階で暫定的なものが出なくて準備書の段階でも
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何かあやふやな状態になってくると、なかなか、本当にこの影響評価がちゃんとできてい

るのかということになりかねないので、注意が必要だと思います。

それから、ほかの案件にも共通なのですけれども、例えば生態系とかを定量的に評価し

てくださいといったときに、これは方法書ですから、準備書に向けて方法書を審査すると

いうプロセスなので、方法書で何を取り上げてどういう方法でやるのかというのを審査す

るのが方法書の目的なので、そこに「準備書に記載します」と書かれてしまうと方法書の

審査をする意味がなくなってくるということなのです。その辺ちょっと念頭に置いていた

だきたいと思います。

先生方、いかがでしょうか。

○顧問 16 番の北海道浜頓別、表 25─１、２があって、水環境の底質の有害物質がバツ

になっているのですけれども、理由が建設機械の稼動ということで、やはり底質が汚染さ

れていると有害物質が出てきてしまうので、そこだけはちょっとチェックしていただきた

い。それがなければバツでよいという結果。そんな気がするので。

○顧問 15 番の徳島県上勝町・神山町ウィンドファームの設置計画の中で、これは環境

省のモデル事業として対応されたので現況については非常に細かく書かれていると思うの

ですが、評価項目について、特に不選定についての記載はされていない。要するに、これ

はモデル事業として実施したという答えになっていて、こちらのＱは、別表５に該当する

項目は具体的にどういうふうに対応するのかというＱだと思うのですけれども、特に回答

がない。要するに、モデル事業としてやったのだからもうこれでいいのだというスタンス

なのでしょうかという杞憂でございます。

○事業者 済みません、そちらについては説明が不足していたのだとすれば申しわけな

いと思うのですけれども、基本的には方法書の中における項目選定・非選定の理由を参考

項目をベースに行っておりますので、方法書をごらんいただければその理由について書い

てあるという状況です。ただ、同じ内容のことをこちらの補足説明資料にも記載するべき

ということであれば、そのように修正いたします。

○顧問 誤解を受けないようにされたほうがよろしいかと思います。

○顧問 今、北海道のものを拝見しているのですが、景観のところで「対象事業実施区

域には人と自然との触れ合いの場が存在していませんが…」という記述がございます。「特

記すべき」とか「顕著な」とか、何か入れていただきたいところです。

あと、ここでは風車がみられるような集落は存在しないのですか。

○事業者 集落はあります。

○顧問 そこからみえるわけですね。

○事業者 みえると思います。
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○顧問 ということになると、集落からみえるのかみえないのか、どの範囲がみえて、

みえるとしたら不快感をもよおすのか、あるいはかえってアメニティを高めるようになる

のかとか、そんな解析も必要だと思います。方法書ですので、どういう方法で解析するの

かといったことも記述していただけるとありがたいのですけれども。

○事業者 はい。補足説明でもともとの方法書の記載を修正というか補足させていただ

いていまして、そういった限定的であっても、立地状況によって関わり合いがあるという

ことであれば、利用状況を明らかにした上で選定させていただいておりますので、対応を

とらせていただきます。

○顧問 よろしくお願いします。

○顧問 ほか、ございますか。

○顧問 例えば最初の東由利原風力の 25 番目の項目に、予測評価項目選定の表と選定理

由の掲載についてという項目がありますけれども、これを出すのが方法書の一番重要な目

的なわけですから、これを書かないというのはちょっとおかしいのではないでしょうか。

○顧問 ２─12─２の 25 番ですね。

○事業者 自主アセスでやっていたものを今回の移行措置の中で出させていただいたと

いうだけですので、この選定・不選定の理由の表ですとか書類は作成するようにします。

○顧問 お願いします。

ほかはよろしいですか。

電源開発さんのところでも出ていたようなことが関連しますので、それも勘案して、御

社のもので特に発言がないからというのではなくて、自分のところも当然かかわりがある

なということがあるかと思いますので、その辺を踏まえて準備書がいいものに仕上がるよ

うに努力していただきたいと思います。

〇経産省 事務局から確認させていただきます。

ユーラスさんの資料３─16─４、北海道のもので、中ほどに表がございますね。環境影

響評価項目で、先ほど質問があった選定の理由ですけれども、この表 25─１の環境影響評

価項目と項目の選定理由、こういう形でまとめていただくとよろしいかなと思うのですが、

全地点でこのようになっておられるのですか。

○事業者 ほかの案件もということですか。

〇経産省 はい。

○事業者 いえ、個別に対応しておりますので、準備が間に合ったものに関しては出さ

せていただいたというものでございます。

〇経産省 先ほど来私どもが一番気にしているのは、まず、事業計画をしっかり立てる

というのが一番大事なのです。暫定でもよいのですけれども、それがもしできなければ、
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これこれこういうわけでできませんよとか、またはこれこれこういうプロセスでここまで

しかできませんよという経緯みたいなものを教えていただくとありがたいのですが。次に、

選定理由ですね。こういう比較対比をしてマルバツ。そういうマルバツに至る根拠、理由。

こういったものをぜひ提示していただきたいのですけれども、引き続きご協力のほどよろ

しくお願いいたします。

○事業者 １点、事業者側からよろしいでしょうか。暫定的でもいいのでレイアウトを

ということだったのですが、先ほど事務局側からの準備書の段階でという話と、評価書の

段階で出されてもという、若干。我々の回答では準備書で何とか出すようにお示しします

と書かせているつもりではあったのですが、それでも方法書で何とか出しなさいというこ

とでしょうか。

○顧問 できれば補足説明資料で、この場で追加の説明資料として暫定的なレイアウト

が出てくればそれに越したことはないと。少なくとも準備書では暫定ではなくてかなりか

たまった計画で出してほしい。評価書で固まった計画を示すのではなくて、そういう意味

合いとご理解いただければと思いますが、よろしいですね。

○事業者 準備書において予測評価をする上では、騒音、低周波音ですとか、水質とか

もそうだと思うのですけれども、暫定的なというか、ある程度確度の高い事業計画がない

と評価できないと思いますので、それまでにしっかりとしたものをつくり込むというのが

大前提として私どもとしても考えております。ただ、方法書の段階においては、こちらに

書かせていただいたような背景からなかなか暫定的なものであってもお示しするのが難し

いというのが実情でございます。

○顧問 私が特に申し上げたのは、これは移行措置なのでしようがないなというのがあ

るのですが、今後新しく方法書が提示されてくるものについては暫定的でもいいからレイ

アウト案を出してもらって、それに基づいて準備書をつくっていく。準備書をつくる過程

でさらに確定したものが出てきたら、暫定案に対して修正したものを比較という意味合い

で書けば書けるでしょうという趣旨とご理解いただければと思います。

〇経産省 それでは、一応ユーラスエナジーホールディングスさんの案件が終わりまし

た。大変どうもありがとうございました。

＜日本風力開発株式会社の審査案件（番号 18～22）＞

（番号 18～20 について事務局より説明）

○顧問 では、ただいまの準備書３件について、まとめてご意見をいただければと思い

ます。
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生態系の指標を評価書に記載するという、今の段階ですからもう準備書ができ上がって

しまっていますので、これから評価書に書くしかないのですけれども、書く内容について

は改めて追加調査をして実施されるのか、あるいは準備書で現況把握に努めたデータをベ

ースに定性的、半定量的にでもできるだけのことは努力してみるという意味なのか、その

辺ちょっと明確にしていただきたいのですが。

○事業者 準備書の段階から調査を追加で実施した上で評価したいと思っています。

○顧問 補足説明資料としては、やはり何らかの形で具体的に何を調べるのだというこ

と、注目種は何を選ぶとか、その辺のことは情報を出されたほうがよろしいかと思います。

私からは以上です。

○事業者 今の生態系のところなのですけれども、一応準備書案件で調査は終わってい

ますので、先ほどありましたように上位性とか典型性の種も今ほぼ抽出して対象種を選定

している途中でございますので、また改めてその辺の、先生からご指摘いただいた資料に

つきましては提出できるかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○顧問 ほか、ございますでしょうか。

○顧問 確認ですけれども、18、19、20 番は、工事用車両の搬入・搬出の騒音・振動は

評価項目に入れるということで回答としてはよろしいのですね。

○事業者 はい。そういうことです。

○顧問 わかりました。

○顧問 では、評価書がいいものに仕上がるように頑張ってください。

〇経産省 ありがとうございました。

（番号 21～22 について事務局より説明）

○顧問 これも方法書ですから、生態系は注目種を選んで具体的・定量的になるように

ということに対して「調査結果次第で」という表現の回答になっていますので、そうでは

なくて、もう既に現況である程度推定ができると思うのです。その辺を踏まえてある程度

まとを絞り込んだ指標、調査項目、手法について整理されたらよろしいかと思います。

ほかの案件も、繰り返しになりますけれども、資材の搬入道路、管理道路、一時的に何

らかの工事をするということで鉄板敷きということがありましたが、重要種等の分布調査

もするということで、送電線の埋設ルートであるとか、あるいは搬入道路の予定道路周辺

のところ、工事が及ぶようなところについては事前に重要種の分布調査をするなり、そう

いうルートをカバーした調査ルートの設定となるように計画していただきたいと思います。

○顧問 この 22 番は現時点では検討中だと書いてあります。工事関係の騒音・振動は検

討中ということでよろしいのでしょうか。それとも、やるということになっているのです
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か。

○事業者 22 番に関してはかなり人里離れておりまして、今の考えでは騒音等の影響は

ないものと思っております。

○顧問 ということは、まだ検討中ということですね。つまり評価しないという見解で

すね。

○事業者 今はそう思っております。正直なところ、そういうことです。

○顧問 検討中ということで。

○顧問 では、頑張ってください。

以上になります。

〇経産省 ありがとうございました。

今、騒音の話も出ましたけれども、例えば審査書案の冊子 104 ページにも書いてござい

ますが、後でみていただきたいと思うのですけれども、やらない理由、選定しない理由と

いったこともより明確に書いておくとよろしいかと思います。

以上をもちまして日本風力開発株式会社の案件が終了しましたので、どうもありがとう

ございました。

＜休憩＞

＜安藤建設株式会社の審査案件（番号 23～25）＞

（番号 23～24 について事務局より説明）

○顧問 ほぼ同じような内容で記載されていますので、先生方でお気づきの点がござい

ましたらお願いします。

先生方から発言がある前に、私から。動植物、生態系のところについては具体的・定量

的に評価しますといっているけれども、評価書までに追加の調査をされて記載をされるの

か、そうでないのか、具体的な内容はどういうふうになっていますでしょうか。

○事業者 今回の勧告を受けて、改めて追加調査を行う予定でおります。調査項目につ

きましては、この勧告の内容をみながら随時決めていきたいという考えです。

○顧問 やるということになったときに、やはり具体的に何を取り上げるのだというこ

とが必要になってきますので、その辺をよく絞って整理されて提示されるようにお願いし

ます。回答書に「評価書に記載します」「定量的に評価します」と書いてあるだけでは、で

は何をもって具体的にやられるのかというのはだれにも判断ができないので、事務局にそ

の辺は適切に、具体的に何を選択してどういう項目についてどういう方法で、最終的にど
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のように予測評価するのだという情報がちゃんと伝わるようにしていただきたいと思いま

す。

○顧問 ウィンドタービンノイズの純音成分とスウィッシュ音ですけれども、メーカー

に問い合わせて調査するという方法があるのではないですか。こちらには測定していませ

んと書いてあるのですけれども、メーカーに問い合わせすればある程度の情報を知ること

ができて、それを準備書に書き加えるのは可能だと思うのですけれども。

○事業者 メーカーと調整しまして、できる範囲のデータを出してもらえるように努力

します。

○顧問 それから、資材の搬入・搬出と建設作業環境は非選定ということでよろしいの

ですか。

○事業者 現在の段階では非選定ですので、改めて追加調査を行いまして予測評価を行

いたいと思っております。

○顧問 では、選定ですね、わかりました。

○顧問 今の搬入路についても先ほどの案件と同じように、工事をするのかしないのか、

あるいは鉄板敷きをするのかしないのかというところがありますので、重要種が分布して

いるのかしていないのかとか、その辺も含めてご検討いただければと思います。

○顧問 沖山の、例えば 59 番、一番最後のところで、「工事の実施に伴う大気の参考項

目を示し、なぜ選定しなくてよいのか理由を示してください」というところで、ご回答が

「他事業と比べて小さい為」と書いてありますけれども、理由はもうちょっと詳しく書い

ていただけないでしょうか。ここでいう「他事業」というのは何を指すのかがわかりませ

んし、実際に動く車がどれぐらいであって、人家からどれぐらい離れているから影響がな

いとか、そういう書き方をしていただければ。

○事業者 わかりました。

○顧問 ほか、ございますか。

〇経産省 ありがとうございました。

（番号 25 について事務局より説明）

○顧問 質問事項 11 番の生態系、動植物の影響についての記載内容なのですが、植生図

と工事などによる改変範囲を重ね合わせ、植生ごとの改変率により影響を及ぼす云々と書

いてございますが、これだと分母を大きくとれば改変率は小さいから影響は小さいという

ことになってしまうので、生態系としての評価にはならないと思います。例えばそこで具

体的にどういうものが出入りをしている、利用しているということをベースにして、具体

的に定量評価につながるようなことを考えていただきたいと思います。具体的なものが示
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されていないので、それをまず示していただいて、どういったことを調査対象にするのか、

どういう形で評価をするのだという方針を決めていただいて、できるだけ準備書までの段

階で資料を出していただくようにしたらよろしいかと思います。

この辺の指摘事項というのはこの後出てくるものにも基本的に共通していると思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

〇経産省 これで安藤建設さんご担当の案件は終わりました。どうもありがとうござい

ました。

＜エコ・パワー株式会社の審査案件（番号 26～27）＞

（番号 26 について事務局より説明）

○顧問 この件について、先生方いかがでしょうか。

26 で、生態系を評価項目として既に選定しており、指標種も記載しておられるのですが、

具体的・定量的な評価の根拠が示されているかということなのですが、その点はいかがで

しょうか。

○事業者 イヌワシなどを指標種として選定しておるわけなのですが、そのえさ動物と

しての野ウサギの分布量などを、例えば糞粒調査を実施したりして定量的に把握するよう

にしております。

○顧問 これは評価書に向けてそれを出されるのですか。

○事業者 今申し上げた点は、現在の準備書の中に記載してあります。

○顧問 わかりました。

あと、添付資料で、後ろのほうに図面がついていますが，図面の中で、⑥５号風車方向

で左のところに、民家なのか畜舎なのかちょっとよくわからないのだけれども、建物が写

っているのですが、これは畜舎ですか。

○事業者 そうです。これは畜舎になります。

○顧問 人は住んでいない。

○事業者 住んでいないです。

○顧問 わかりました。

○顧問 学校のことはありがとうございました。一般には生活環境保全という立場の評

価なのですけれども、この場所だけは学校の教育の場ということなので、多分学校保健法

とか衛生基準とかいうのがありますので、そういう観点からも評価していただければと思

ったのです。一応、騒音対策をしていただけるということだったので、授業に支障はない

だろうと思います。ありがとうございました。



20

○顧問 ご回答の中に、「今後の詳細設計を含めて対応中」というご回答が多いのですが、

実際問題、これはいつごろつくる予定なのでしょうか。

○事業者 着工は平成 29 年です。

○顧問 ほか、よろしゅうございますか。

事務局はよろしいですか。

〇経産省 ありがとうございました。事務局からは特にございません。

（番号 27 について事務局より説明）

○顧問 これも既に移行措置の案件で方法書ができてしまっているのですが、計画の内

容が、今の段階では基数が未定だとか配置場所が未定だとか、大分未定なものが多いので、

準備書の段階ではかなり確定に近いものを出していただけるように努力していただきたい

と思います。

先ほどもいいましたけれども、送電線の埋設とか資材の搬入に係る拡幅工事等があるよ

うな場合については、重要種の分布対策とか、その辺は配慮していただきたいと思います。

○事業者 新港地域ということで、道路のほうはかなり整備がしてある場所ですので、

なるべく最小限には当然するのですけれども、影響はほとんど想定されませんが、今後の

計画によって必要な場合は検討いたします。

○顧問 よろしくお願いします。

ほか、よろしゅうございますか。

○顧問 ６番の水の濁りで、これは「評価項目として選定するかどうかの見直しを行う

予定」となっているけれども、やらない可能性もあるということをここで書いてあると思

うのですが、やる可能性もある。やらないというのはどういうときを考えているのですか。

○事業者 今、対象事業実施区域は水域を含めて設定しておりまして、一応可能性とし

てすべて考え得るところを今までとっておりましたけれども、基本的には陸上から優先的

に考えていって、それで万が一水域に設置することになった場合、選定ということにさせ

ていただくつもりであります。

○顧問 濁りはどこでも出るような気がするのですけれども。

○事業者 陸域に関しましては、公共用水域が存在していない工業地域ですので、ほぼ

整地されているところに風車を設置するところでとどまるということを想定していまして、

選定していません。

○顧問 渡り鳥の調査、衝突の可能性について必要に応じて検討したいということなの

ですけれども、計算すれば数値は出てくるので、計算はされて示されたほうがいいのでは

ないでしょうか。
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○事業者 わかりました。衝突確率等については文献をもとに計算する方針で考えたい

と思います。

○顧問 事務局から何かございますか。

〇経産省 特にございません。

ありがとうございました。それでは、エコ・パワーさんの案件が終わりました。どうも

ありがとうございました。

＜株式会社ワットの審査案件（番号 28）について説明＞

○顧問 私からお聞きしたいのですけれども、５ページの３番、土地の改変区域という

ことで、アクセス道路については将来的に新設林道として市に移管するということになっ

ているのですが、このアクセス道路周辺の調査はやられたのですか。

○事業者 はい。今回の対象実施区域に入っていますので、調査しております。

○顧問 わかりました。

動植物、生態系のところは定量的に評価する予定だということで、これは追加調査をや

られるのでしょうか。

○事業者 はい、やる予定です。

○顧問 この地点は川内原子力でもかなり生態系調査を詳しくやっていますので、重複

するところがあるかと思いますので、参考にされたらよろしいかと思います。

ほか、ございますか。

○顧問 これは、工事用車両は選定しないということですね。

○事業者 はい。そのとおりです。

○顧問 わかりました。一応ここに書かれているとおりだろうと思いますけれども、先

ほどいいましたけれども、大型車が走行することになるので、それを勘案した理由で選定

しないということを述べていただきたいと思います。

○顧問 以上でよろしゅうございますか。

〇経産省 株式会社ワットさんの案件が終わりましたので、どうもありがとうございま

した。

＜松前風力開発株式会社の審査案件（番号 29）について説明＞

○顧問 これも生態系を調査するということになっていますけれども、指標になる注目

種をどうするか、具体的に何を調査するのかという点についてはできるだけ早い段階で示

していただきたいと思います。

先生方、ほかにご意見はございますか。
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○顧問 これは、工事用車両の運行のところで集落とかは通らないということですか。

○事業者 集落の近くを工事用車両は通ります。したがって、調査いたします。

○顧問 わかりました。私のメモが間違っていました。ありがとうございました。

○顧問 よろしいですか。

〇経産省 松前風力開発さんの案件が終わりました。どうもありがとうございました。

＜銭函風力開発株式会社の審査案件（番号 30）について説明＞

○顧問 この地点は、たしかツバメがいたところだと思いますけれども、その辺は具体

的に調査をしないのですか。

○事業者 ショウドウツバメにつきましても、現地調査で詳細な調査を行っておりまし

て、それを踏まえて予測評価しております。

○顧問 ほか、ございますでしょうか。

特にないようですので。

〇経産省 銭函風力開発株式会社さん、どうもありがとうございました。

＜株式会社システムズの審査案件（番号 31）について説明＞

○顧問

この地点も資材の搬入道路、仮設道路の工事があるようなので、既存の水路の周りにつ

いても確認調査を行うようにしてください。

生態系については３番、９番で、今後実施する動植物相調査の結果を踏まえ、指標種の

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指標種を選定し、定

量的に評価を行った結果を評価書に記載するとなっているのですけれども、追加調査をや

られるのですか。

○事業者 はい。やります。

○顧問 では、できるだけ具体的な中身を報告していただければと思います。

ほか、ございませんか。

〇経産省 事務局からちょっとよろしいですか。

１つ、12 番の発電機の種類、想定される稼働率という質問に対して、お答えが「稼働率

は、97％と想定されております」とあるのですけれども、97 というのは現実性が高いので

すか。

○事業者 これは代理店の話だけです。ある程度の条件とかいろいろありますけれども、

一応そういうことはいわれております。
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〇経産省 この地点で 97％、わかりました。

株式会社システムズさんの案件につきましては終了いたしました。大変ありがとうござ

いました。

＜三井造船株式会社の審査案件（番号 32）について説明＞

○顧問 私から。

特にこの地点は南高梅の産地で、既に発電所があることに対して住民の方々がいろいろ

な意見をおもちの非常に意識の高い地域でございます。工事に入る前の段階でとれるデー

タはできるだけとっておかないと、稼動してからいろいろいわれたことについてはなかな

か回答を出しにくいと思うのです。例えば、稼働後に低周波騒音であるとか振動だとか、

あるいはバードストライクなどについていろいろ意見が出てくる可能性があると思います。

そういうことを踏まえて、事前にとれるデータはできるだけとられることが効率よく事業

を推進することになるのではないかと思いますので、その辺ちょっと慎重に対応された方

がよろしいのではないかと思います。

○顧問 先ほどからも出ていますけれども、ただ単に車両台数が少ないからということ

ではなくて、相対的にどうだという話と、距離とかそういうものを判定材料にして説明し

ていただければと思います。

これは高速道路のそばですか。

○事業者 そばではございません。離れております。

○顧問 よろしいですか。

事務局からは。

〇経産省 特にございません。

三井造船株式会社さん、どうもありがとうございました。

＜日本環境コンサルタント株式会社の審査案件（番号 33～34）について説明＞

○顧問 ここの地点も地権者との協議が済んでいないとかいろいろございますけれども、

もう方法書が出てきてしまっていますので、準備書の段階ではできるだけ配置・改変計画

等，事業計画が確定したものに近いものになるようにして出していただきたいと思います。

○顧問 33─４の八峰ですか、ページ番号がないので、Ｄの個別指摘事項の２番と３番

なのですけれども、２番は現況の大気環境を示しておいてくださいという質問に対して、

示すということで、それはいいのですけれども、３番は、項目選定しない理由を書いてく
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ださいという質問なので、２番目と同じ回答ではちょっと困るのですけれども。ですから、

どういう理由で選定しなくていいかという理由を書いていただきたいということです。

○顧問 その他、よろしいでしょうか。

この地点も、生態系、上位性、典型性を可能な限り具体的に選定するように努めますと

書いてありますけれども、中身がわかりませんのでもう少し頑張っていただきたいと思い

ます。２ヵ所とも同じです。

○事業者 先ほどのご指摘のところは、ちょっと誤植で申しわけございません。本件に

関しましては、工事用車両の搬出入の影響と建設機械の影響につきましては評価項目とし

て選定するという方向でご回答しております。

○顧問 ほか、よろしゅうございますか。

〇経産省 八峰と新郷村が終わりましたので、日本環境コンサルタントさん、大変あり

がとうございました。

＜株式会社グリーンパワーインベストメントの審査案件（番号 35～36）について説明＞

○顧問 この地点はかなり大きな計画ということで、かなり広範囲にわたるので、生態

系のところについてはやはり注意が必要だと思いますので、できるだけ早い段階で情報を

出していただきたいと思います。

それから、広範になりますので、管理用道路の設置、資材の搬入ルートの改変等々ある

かと思います。重要種の分布の確認等についても的確に押さえるようにしていただきたい。

ほかのところで申し上げませんでしたけれども、これだけ領域が大きくなると、いろい

ろな重要種が出てきたときに、例えば改変区域にそういったものが分布するとなったとき

に、これは準備書の段階になりますけれども、生態学のほうでは分子生物学的に遺伝的な

攪乱があるのかないのかという議論も最近は出るようになっています。移植等々の対策を

とるようなことが出てくる可能性もあるかと思いますので、その辺の状況を踏まえてどう

いうデータをとるかということは気をつけておやりになられたらいいかと思います。

○顧問 相当に大きいですね。

○顧問 １ヵ所でまとめてかなり大きくなりますと、景観も相当いろいろあるのではな

いかと思いますが。

○顧問 そうですね。ぜひ景観も丁寧にお願いいたします。

○顧問 よろしいですか。

〇経産省 引き続き、36 の洋上をお願いいたします。

○顧問 15 ページの３─２、工事時に底質が巻き上がることで、有害物質も当然考えて
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いるということでよろしいでしょうか。

○事業者 現地調査において、底質の有害物質を含めた現況把握を行って評価していき

たいと思っています。

○顧問 図面の４ページでいくと、埋め立て地に揚陸地点がありますね。渚ジョイント

から小樽市と書いてあるところ、直角に曲がるところまで、ここの境界のところというの

は銭函風力とは重ならないのですか。

○事業者 渚ジョイントの揚陸地点からの我々の工事というのは、既存の砕石舗装して

いる道路の下に送電線を埋設するだけですので、特に銭函さんとのコンフェクトというか、

そういったものは発生しないと思います。

○顧問 わかりました。

海中での工事で、濁水とかその辺の周辺環境はよろしいですか。

○顧問 濁りはちゃんとやるのですよね。拡散しないような。

○事業者 はい。対策を講じます。

○顧問 ほか、よろしいですか。

○顧問 希望ですけれども、14 ページの一番下、２─37 で、今後「選定／非選定を検討

した結果を準備書に記載いたします」とありますが、本当であればこれは方法書に記載し

ていただきたかった。

○顧問 よろしいですか。

ほかに先生方からございますか。事務局はいかがですか。洋上は初めてですが。

〇経産省 では、確認ですけれども、工事はしゅんせつはされるのですか。

○事業者 しゅんせつ工事は伴わないです。

○顧問 でも、埋めるんだよね。

○事業者 要するに、海底にケーブル埋設はしますけれども、いわゆるしゅんせつで掘

って深さを確保するとかということは行わないということです。ちょっと言葉の定義が、

「しゅんせつ」ということをどう定義づけているか、一般にいわれるところの港の中のし

ゅんせつ工事という、水深を確保するためのしゅんせつ工事みたいなものはないというこ

とでございます。

〇経産省 しゅんせつ工事をする場合は底質調査をすることになると思うのですけれど

も、今のお話ですとケーブルの敷設はあり得るわけですね。

○事業者 そうです。

〇経産省 そうすると、底質の調査はされるのですか。

○事業者 底質の調査はします。

〇経産省 了解しました。
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○顧問 濁りは、後で魚の影響とかかなりいろいろ突っ込まれるので、いろいろ注意し

て調査しておいたほうがいいと思います。

○事業者 はい、慎重に対応いたします。

○顧問 よろしいですか。

〇経産省 株式会社グリーンパワーインベストメントさん、大変ありがとうございまし

た。

＜株式会社市民風力発電の審査案件（番号 37～38）について説明＞

○顧問 これはほかのところでもありましたが、もともと林地のところを伐開して整地

して風車を建てるときに、工事に伴って外来性の、要するにその土地にもともとなかった

ものが入ってくる可能性もありますので、管理に気をつけてください。ここで「外来種」

といっているのは生物多様性条約でいうところの外来種の話になりますので、その辺は気

をつけていただきたいということです。

コミュニティのほうも、銭函と先ほどの洋上とこの件と、広いエリアのところに、まだ

確定しない状態での方法書提出になっていますので、いわゆる準備書の段階ではかなりか

たまったもので出していただけるように努力していただきたいと思います。

○顧問 37 番の石狩で、水質は選定しないということになっていますけれども、やはり

工事は必ずあると思うので濁りが出るような気がするのですけれども、これは出ないとい

うのはどういうことなのか。

○事業者 この場所は工業団地になっておりまして平坦な場所であるということと、河

川・海などにすぐ隣接している場所には立地しない予定としておりますので、そのように

書かせていただいております。

○顧問 都市用途地域を示していただいてありがとうございました。37 番の５ページで

すけれども、この図の中に準工業地域があります。この部分は住宅も建てることが可能な

のですけれども、この部分に調査地点がありましたか。３点か４点選んでいらっしゃった

と思ったのですけれども。

○事業者 今、調査地点として選定しております一番最寄りの地点は、この工業専用地

域もしくは準工業地域にも該当していない、この図面でいきますと右端のところに住宅地

が若干ございまして、そこを調査地点として選定しています。

○顧問 わかりました。でも、準工業地域というのは住宅も建つ可能性があるというこ

となので、予見できるかどうかということが悩ましいところですけれども、了解しました。

○顧問 ９ページの既設風車のところの図面をみているのですけれども、イメージ的に
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はどんな感じになりますか。今の大体の感じではどういう配置になりそうなのですか。

○事業者 レイアウトについてですが、今の段階ではまだ確定していないということで、

地権者さんとの交渉を今している最中ですので具体的なものはまだないのですけれども、

この中で海岸に沿ったところに保安林があるのですけれども、そちらの保安林を伐採する

ようなことはしないということで、そこは避けますので、海岸に沿ったところからおよそ

道路のあるところまであたりの保安林は避けてやるということは考えています。工業団地

の中で今レイアウトをしている最中ですので、ちょっとこれ以上具体的なところはまだ決

まっていないということです。

○顧問 銭函風力側のところも結構いろいろ砂丘植生の話があって、それから、図面で

いう港の上側のいわゆる海岸沿いのところにカシワ林があって、保安林ですから、気をつ

けなければいけないので、実際にはカシワ林を挟んで内側という形になるのですか。

○事業者 まだ完全にそこを決めているわけではないのですけれども、基本的にはその

ような方向で考えております。

○顧問 ほか、ございますか。

〇経産省 株式会社市民風力発電さん、ありがとうございました。

＜株式会社ジャネックスの審査案件（番号 39～40）について説明＞

○顧問 私から前回のときにお願いした、現況確認がなかなか難しいので航空写真のよ

うなものを提供していただけないだろうかということに対して、蚕飼山、三ツヶ峰、どち

らも航空写真は非常に大変だというご回答が出ているのですが、私のいっている意味は、

必ずしも航空写真である必要はなくて、我々が現地を確認できないので、確認できるよう

な航空写真があればそれに越したことはないし、航空写真も高いところからのものだと広

域イメージはわかるけれども、当該調査地点の詳細の推定はなかなか難しい。また，低高

度のものを提供していただけるならよいのですが、そうでない場合には必ずしも航空写真

である必要はなくて、調査活動の中でこんな雰囲気というふうに撮られているデジカメの

写真でもいいから、そういったもので示していただければ必ずしも航空写真である必要は

ないと思います。

○顧問 確認ですけれども、39 のページ番号がないのですが、４番、工事による大気質

の影響等については評価項目として選定しますと書いてあります。これは大気質というこ

とだから空気のことで、騒音・振動はしないということでよろしいのですか。

○事業者 蚕飼山については、騒音も評価項目として選定して調査を行います。

○顧問 選定するのですね。わかりました。
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○顧問 これはどちらもそうだと思いますけれども、切り土・盛り土の法面の緑化、方

法書の段階ではなくて準備書の段階になりますけれども、吹きつけ等々を行うことになる

かと思いますけれども、その具体的な内容と仕上がりのイメージ図というか、そういった

ものを用意するようにしていただければと思います。

三ツヶ峰も同じですね。三ツヶ峰の連携の系統図がありますけれども、送電ルートとい

うのは既存のものがあるのですか。今度つくられるのですか。

○事業者 既存のものがございますので、そちらにつなぐ形になります。

○顧問 了解です。

ほか、ございますか。

〇経産省 株式会社ジャネックスさん、どうもありがとうございました。

＜休憩＞

＜クリーンエナジーファクトリー株式会社の審査案件（番号 41～42）について説明＞

○顧問 それでは、２件まとめて。

動植物、生態系について、定量的な評価の方法等について具体的に記載がないのですけ

れども、その辺は。

○事業者 具体的に調査するようにいたします。

○顧問 だから、その中身を。

○事業者 中身ですか。私ではちょっと回答することはできませんので、専門の人間に

やらせますので。

○顧問 今までのものを聞いておられればわかるように、上位性、典型性、特殊性、特

殊性があるかどうかは別にして、上位性、典型性というものを、具体的に何を選んで、ど

ういう項目でどういう方法でどういう評価をするのだというストーリーを、できるだけ早

目にまとめられたほうがいいと思います。

あと、この地点はやはり資材の運搬あるいは送電線にかかわるようなところのルート沿

いの重要種の分布確認もする必要があるのではないかと思いますけれども。

○事業者 そうですね。そういう定義について社会的な回答をみております。

○顧問 ほか、ございますか。

福島で大変でしょうけれども、頑張ってください。

よろしいでしょうか。

〇経産省 それでは、クリーンエナジーファクトリーさん、大変ありがとうございまし
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た。

＜株式会社新エネルギー技術研究所の審査案件（番号 43）について説明＞

○顧問 この地点も事業計画のところで大分悩んでおられるようですけれども、これも、

どちらになるのかはわかりませんけれども、配置図がかたまるように期待しています。

関連しまして、伐採が予定される樹林地は防風保安林としての機能が求められており、

伐採した箇所においては植林を行い、原状回復させる計画ということで、これは風車を建

てるために伐開するのに、また植林をして原状回復するというのはどういうことかなと。

その周辺だけをやるという意味合いなのか、どの程度の植林をされるのか。要するに、伐

開の範囲によっては植林の意味合いというのも、再植林というのも大分変わってくるかと

思いますので計画との整合性はどうなっているのかなというのが質問です。

○事業者 樹林帯に建てる場合は、保安林指定区域ですので作業許可をとってやるか解

除するかなのですが、現状では解除は難しいところですので、作業許可をとるという意味

では 2,000 平米以下までだったら認めていただけます。条件につきまして、たしか３年以

内に苗木の状態から植林しなさいということですので、改変したまま残る風車基礎部分以

外は 2,000 平米全部を植林するという考えでいますが、恐らく運転開始後に何か不具合が

あって大型車両・重機等を入れるときにはどうするのかということを疑問に思われている

かと思うのですが、我々事業者としてはそういうリスクをとって行うと。何年間に一度は

そういうことがあった場合には、もう一度再許可をとって伐採ということもなきにしもあ

らずですけれども、なるべく機械の安全運転を心がけ、事故のないよう、修繕のないよう

にしていくという考えでございます。

○顧問 わかりました。

○顧問 33 ページ、大気環境項目の選定で、工事用資材等の搬出入のところなのですけ

れども、「最大 350 台／日程度と少ないため選定しない」という理由ですけれども、何に比

べて少ないのかということと、350 台でも集中すると影響がありますから、そうではない

ということをちょっと記載していただけると。

○事業者 これは国道 101 号線のところにおける国交省の道路交通センサスがバックグ

ラウンドとしての対象ですけれども、平成 22 年に行われた結果では 24 時間で 8,200 台。

そこに比べてという比較で展開してございます。

○顧問 そういうことを記載していただきたい。

○顧問 ほかはよろしゅうございますか。

〇経産省 済みません、ちょっと事務局から。資料１ページなのですけれども、先ほど
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部会長からお話があった件ですが、１ページをみますと「現状が確認できる至近の航空写

真を準備書に掲載します」と書いてあるのですけれども、わざわざ飛行機を飛ばしてとい

う話ではなく、既存のものであればよいのですけれども、またはそれに類するようなもの

があればそれでも結構なのです。必ずマストではありませんので、ちょっと念のためにご

連絡しておきます。

これで新エネルギー技術研究所の案件は終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。

＜風の松原自然エネルギー株式会社の審査案件（番号 44）について説明＞

○顧問 質問事項に対して大体回答はしていただいているかと思いますが、この地点も

生態系について注目種は選定されていますけれども具体的な調査の内容というのはよくわ

からないので、その辺はできるだけ早目に情報を出していただきたいというお願いをして

おきます。

ほか、ございますでしょうか。よろしいですか。

〇経産省 風の松原自然エネルギー株式会社さん、どうもありがとうございました。

＜くろしお風力発電株式会社（番号 45）の審査案件について説明＞

○顧問 この地点も質問事項については大体お答えいただいていると考えますが、生態

系については先ほども言いましたように、注目種は選定しているけれどもその先がないね

という指摘でございます。

あえて申し上げると、図面の空中写真から推定すると、結構広いところで、多分牧場等々

で猛禽類などの餌場になっている可能性があるという中に風車をつくるということになる

と思いますので、餌場と風車との位置関係とか、その辺が具体的に評価対象になるのでは

ないかと思いますので、できるだけその辺の細かいデータをとっていただければと思いま

す。

飛翔図なんかをとっていくと集中的に飛跡のコンタがたくさん出てくる場所があると，

そこに何か意味があるわけです。それをできるだけ定量的に評価できるように、具体的な

データをとられる努力をしていただければと思います。

○顧問 県道 180 号線の沿線には通常の民家とかはないのですか。

○事業者 こちらは工業地になっておりまして、民家集落がある地域ではございません。

○顧問 わかりました。では、そうするとここは工業専用地なのですね。
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○事業者 はい、そうです。備蓄基地とか核燃料サイクルのエリアになっております。

○顧問 わかりました。

○顧問 よろしいでしょうか。

〇経産省 くろしお風力発電株式会社さん、大変ありがとうございました。

＜大和エネルギー株式会社の審査案件（番号 46）について説明＞

○顧問 生態系のところでは具体的に環境類型区分で評価をしていこうと述べられてい

ますので、その環境類型区分をどういうふうに類型区分するのかというところが。よくわ

かりません。植生型をもとに区分するのだと定性的評価にしかならない。そこに数値的な

データをとり込むことによって定量的評価につながってくるので、気をつけていただきた

いと思います。

ほか、ございませんでしょうか。

〇経産省 大和エネルギーさん、大変ありがとうございました。

＜有限会社稚内グリーンファクトリーの審査案件（番号 47）について説明＞

○顧問 ここの生態系は取り上げるんですね。前回、ここはオジロワシなんかが出てき

てなかなか難しい地点になるのではないかという懸念がだされていました。それはともか

くとして、４番にありますオジロワシ、ハクチョウに関する調査・評価についてというの

は、中身が具体的にわからないので何ともいいようがないのですけれども、方法書ですか

らもうちょっと丁寧に説明をしていただかないと、いきなり準備書でこの方法がよかった

のということになりかねないので、できるだけ早い段階でどういう方法をとるのかをお示

しいただきたいと思います。この地点は調査ルートとか具体的な調査計画は余り出ていな

い。ので、具体的な調査地点、動植物相の調査マップ、どの程度きめ細かくやるのかとい

うことも含めてちょっと情報が足りないので、その辺を詰めて方法書としての追加情報が

出せるようにしていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

○顧問 確認ですけれども、「工事による大気質への影響」と書いてあるのは「大気環境」

のことですね。だから、騒音・振動はマルになっていますよね。

○事業者 そうです。

○顧問 わかりました。

○顧問 事務局からはよろしいですか。
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〇経産省 はい。

事業者側から何かあれば、コメントしていただければ。

○事業者 今回、写真をつけてくださいということで、一応ここにちょっと写真が、保

存地の写真は全国的にあるのですけれども、古い写真だったものですから、グーグルの写

真をおつけしましたけれども、小さい写真ですけれども、ちょっとみていただければわか

ると思うのですけれども、東西に起伏の波を打ったようになだらかな周氷河地形の起伏が、

小起伏と大起伏があります。そこのところは木がほとんど生育していませんので、そのま

ま風車を建設することができるという利点があるかなと思っています。

それと、実はもう既に猛禽類については役所の回答との協議もありまして、その調査に

ついては既に始めてきております。もう始めまして、毎月３日連続でやってきております。

そのときには、夜、鳥が通過する対応あるいは渡りの対応とかをやっていますけれども、

ほとんど資料のないところなものですから、先ほど部会長からもお話がありましたとおり、

風車の設定等についてはまだ電力会社さんとの協議が行われていませんので対応がちょっ

と遅れているところがありますけれども、まず、既設の調査については真っ白な状態のと

きにやれるものについてはできるだけやってしまおうということで、地元の日本野鳥の会

とも協議しまして、今続けて毎月２営巣期。営巣期についてはいろいろお話もあるようで

すけれども、今のところ、環境省のガイドラインに則って２営巣期やるということで実施

させていただいております。

それと、もう１つ、区域なのですが、ちょっと広目に設定していますけれども、これは

土地がほとんど全部事業者１人の用地ということで設定させていただいています。一応そ

ういうことで実施させていただいております。

○顧問 大分広い範囲を設定されていますけれども、実際に風車が建つ予定としては尾

根すじになると。

○事業者 ええ、この波を打っているところの尾根すじにということで。

○顧問 という予定をしているわけですね。

○事業者 事業者と電力会社とで打ち合わせが今始まったところですけれども、一応そ

ういうことで設定しているところでございます。

○顧問 こうやってみますと、明らかに上半分、上３分の１というのですか、５分の２

と下の尾根すじに近いところというのは植生が違うので、当然生態系の中身も変わってき

ますので、注意して扱っていただきたいと思います。

○事業者 それは先ほどいいましたように、部会長がおっしゃっていた風車周辺には相

当建っているのですけれども、この周辺は調査については今まで余り行われていなかった

ところでございますので、ゼロからの出発ということで始めているということでございま
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す。

○顧問 既に風車があるのですか。

○事業者 ここにはございません。周辺位置ということでございます。

○顧問 野鳥の会と連携されているということで、鳥は結構手厚く対応されていると思

うのですけれども、いわゆる生態系としてみたときに果たしてどうかなというのが懸念さ

れますので、そちらも重点的にやっていただければと思います。

○事業者 わかりました。

○顧問 よろしいでしょうか、では、事業が成立するように頑張っていただければと思

います。

〇経産省 有限会社稚内グリーンファクトリーさん、どうもありがとうございました。

＜幡豆吉良ウィンドシステム株式会社の審査案件（番号 48）について説明＞

○顧問 この地点も生態系を選ぶということで、既に上位性、典型性に相当する注目種

が選定済みなのですが、その先がちょっとまだ具体的に示されていないので、その辺を早

急に詰めていただきたいと考えます。

それから、それぞれ言っていませんけれども、アクセス道路あるいは管理道路等々の道

路工事、改変がなくても鉄板敷き等をやるようなケースについてはあらかじめ重要種、注

目種がどういうふうに出現しているのか、利用しているのかということにも留意して対応

されたらよろしいかと思います。

よろしいでしょうか。事務局からは何かございますか。

〇経産省 特にございません。

○顧問 では、一応今言ったことを留意していただければと思います。

〇経産省 事業者から何かコメントがあれば。

○事業者 特にないです。

〇経産省 では、どうもありがとうございました。

＜株式会社シーテックの審査案件（番号 49）について説明＞

○顧問 この地点も、先ほど来の案件と同じように既にいろいろ答えていただいている

のですが、生態系については選定まではしているけれども、その先の情報がちょっと足り

ないですねということで、頑張っていただきたいと思います。

このアクセスルートについては、幾つかルートがあるようなのですけれども、この辺の
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予定はどうなっていますか。

○事業者 アクセスルートについては、まだこれから確定していこうかということです。

候補ルートとして一応３ルートにしてございますが、そのうちの一番最有力候補は南から

上がるルートで考えたいと思います。林道がこのように３つございますので、あといわゆ

る工事用車両、通勤用車両だとかダンプだとかという部分についてはほかの林道も通って

分散して通路としたいと考えています。

○顧問 林道ということになると既設のルートがあるけれども、羽を運び上げるために

は相当な手入れが必要ではないかと思いますけれども。

○事業者 そういうことで、一応物資輸送ルートとして南からのルートについては既存

の林道を手入れ・拡幅する格好でやりたいと考えています。

○顧問 その際にはぜひ重要種等々の分布もあらかじめ調査をしていただければと思い

ます。

ほか、特にございませんでしょうか。

〇経産省 ありがとうございました。

シーテックさんから何かコメントがあれば。

○事業者 ございません。

〇経産省 わかりました。大変ありがとうございました。

〇経産省 それでは、本日 49 件の方法書、準備書についてご説明いたしましたが、それ

に対して有益なご意見、ご質問をいただきました。これにつきましては、審査報告書に適

宜反映させていただきたいと思っております。また、事業者におかれましては、本日いた

だきました意見の中で宿題等ありましたらば、文書にて事務局に提出いただければ、また

審査に反映させていただきます。

その他ということで、事務局から連絡がございます。

11 月５日（月曜日）でございますが、第３回風力部会を開催する予定にしております。

４回目につきましては 11 月 27 日（火曜日）を予定しております。新しく審査に上がる案

件が数件ございます。これにつきましては、大変恐縮ですけれども、準備書を事務局で入

手次第、各顧問の方に送らせていただきたいと思っております。

事務局からの連絡は以上でございます。

○顧問 ちょっと質問ですけれども、今、準備書といったのは、移行措置の準備書です

ね。

〇経産省 はい。そうです。

○顧問 新しい 10 月１日以降の新規の方法書の予定というのは何かあるのですか。
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〇経産省 それにつきましては今集計しております。今のところ具体的な案件はありま

せんけれども、新規案件というのを何件か聞いております。これにつきましても方法書な

り準備書が上がってきた段階で部会にエントリーしたいと考えております。

以上でよろしいでしょうか。

どうも大変ありがとうございました。予定の案件をすべて終了させていただきました。

これも顧問の皆様方のご協力、また事業者のご協力で予定どおりご意見をいただくことが

できました。大変ありがとうございました。

事務局といたしましては、本日までいただきました意見、コメントを極力審査書に反映

したいと考えております。今後、事務的な手続をさせていただきますので、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、環境審査顧問会風力部会を終了させていただきたいと思います。大

変ありがとうございました。


