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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１１月２７日（火）１３：３０～１７：４０

２．場 所：経済産業省別館１１階 １１２０共用会議室

３．出席者

【顧問】

河野部会長、川路顧問、近藤顧問、関島顧問、日野顧問、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）前回議事録について

（２）環境影響評価準備書の審査について

①(株)ユーラスエナジーホールディングス 蒲野沢ウインドファーム準備書

②(株)ユーラスエナジーホールディングス 小田野沢Ⅱウインドファーム準備書

③(株)ユーラスエナジーホールディングス 伊達風力発電事業拡張計画準備書

④中部風力発電(株) 松阪市白猪山ウィンドシステム発電事業準備書

⑤日立造船(株) むつ小川原風力発電事業準備書

⑥(株)輝光 中九州風力発電所設置事業準備書

（３）発電所環境アセスメントの迅速化について

５．議事概要

（１）開会の辞

（２）配布資料の確認

（３）前回議事録について、事務局より、平成２４年１１月５日開催の風力部会の議事

録について部会長承認のもとホームページ掲載されていることについて説明が

あり、了承された。

（４）準備書の審査の進め方について、事務局から説明

資料２

（傍聴用）
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（５）(株)ユーラスエナジーホールディングス 蒲野沢ウインドファーム環境影響評価

準備書、小田野沢Ⅱウインドファーム環境影響評価準備書及び伊達風力発電事業

拡張計画環境影響評価準備書について、事務局から準備書及び住民意見・事業者

見解の概要説明を行った後、質疑応答を行った。

（６）中部風力発電(株) 松阪市白猪山ウィンドシステム発電事業環境影響評価準備書

について、事務局から準備書及び住民意見・事業者見解の概要説明を行った後、

質疑応答を行った。

（７）日立造船(株) むつ小川原風力発電事業環境影響評価準備書について、事務局か

ら準備書及び住民意見・事業者見解の概要説明を行った後、質疑応答を行った。

（８）(株)輝光 中九州風力発電所設置事業環境影響評価準備書について、事務局から

準備書及び住民意見・事業者見解の概要説明を行った後、質疑応答を行った。

（９）発電所環境アセスメントの迅速化について事務局から説明を行った後、質疑応答

を行った。

（１０）閉会の辞

６．質疑内容

１．前回議事録（案）の確認について

＜事務局より、平成２４年１１月５日開催の風力部会の議事録について、部会長承認の

もとホームページ掲載されていることについて説明があり了承された。＞

２．準備書の審査の進め方について、事務局から説明

○経産省 それでは、具体的な議題に入る前に、議事進行について簡単にご説明させて

いただきます。

まず、初めに、事務局から申請者ごとに準備書ついて説明いたします。続きまして、住

民意見及び事業者の見解について概要を説明いたします。その後、前回と同様にＱＡ方式

で進めたいと思っております。回答に際しましては、顧問会運営要領第 13 条の規定に基づ

き、前回と同様、事業者側から必要に応じて回答をしていただくことにしております。回

答の内容で準備書等に書いていない内容につきましては、後日資料を提出いただくことに

しております。

以上で進行についての説明を終わらせていただきます。
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３．①～③ (株)ユーラスエナジーホールディングス 蒲野沢ウインドファーム

小田野沢Ⅱウインドファーム

伊達風力発電事業拡張計画

＜事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明＞

○顧問 ありがとうございました。ちょっとボリュームが多いですが、３件まとめて、

ランダムにいくことになると思いますが、皆さん方からご意見をいただく前に私から、事

業計画について３件とも共通でございますけれども、幾つか質問をさせていただきます。

事業対象区域というのが設定されております。その中に「所内変電所」という言葉が出

てきます。「所内」という言葉が使われているので、実施区域と所内という仕分けをはっき

りしていただきたい。敷地境界は一体どこになるのか，事業実施区域と事業を実施する敷

地境界とがどういう関係にあるのか全く分かりません。

それから、既設の風車が２件あります。これの具体的なスペックが全く記載されていま

せん。同じサイズのものができるのか、既設のものは規模が小さいのか、どういう状況の

ものが建っているのかが全然理解できない。

次に、ルートについてです。搬入路に係わるところでは、改変があるのかないのかもよ

く分からないのです。どこを通るのかも分からない。例えば、伊達のケースでは、事業対

象区域とされている台形のエリアのところまではアクセス道路がありますけれども、中は

道がないような状況になっているので、そこはどういうふうにアクセスするのか。ゴルフ

場側から回るのであれば、また違うルートが出てくるだろうし，事業実施計画そのものが

よく分からないことが多い（説明不足です）。

これらの事項については、１、２、３回ともう既にやってきて、同じ指摘をさせていた

だいていますので、その辺を含めて前もって補足説明資料なりを用意していただきたいと

いうのがまず第一声でございます。

今のところで、「敷地境界」と「実施区域」という言葉、これを先に説明していただきた

いと思います。事業者から説明をお願いします。

○事業者 「対象事業実施区域」という表現がちょっと分かりづらかったのかと思うの

ですけれども、基本的に風力発電所に関しましては１つの大きな建物が１つの敷地にある

ような施設ではございませんので、風車というものが点在をしてつながっていると。そう

いった形でまずはイメージをとらえていただければなと思っております。所内変電所に関

しましても同じようなニュアンスで、大きく１つの敷地の中に建物があって、そこに変電

所があるというよりは、ここで表現させていただいております対象事業実施区域として実
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線で示させていただいている中に連系変電所という建物が存在するという形でとらえてい

ただければなと思います。ですので、敷地区域と言われると、なかなかちょっと我々風車

事業をやっている者にとっては、ここがこの敷地になりますよということになると、例え

ばこの蒲野沢でいいますと 11 基の風車になりますので、一つ一つの基礎の部分とそれをつ

なぐ道路ですとかいった形になるのかなと思いますので、ちょっと先生の皆様がご認識さ

れているいわゆる敷地とか所内とかいうのと変わってくるのかなと思います。

○顧問 では、それに関連しまして、先だって現地調査を青森でさせていただきまして、

大体理解はしているつもりなのですが、今度はもうちょっと違う観点からすると、電気主

任技術者が管理する区域というのはどういう形になるのですか。要するに、事務局の説明

では、風車１本に対して１人だと主任技術者を多人数用意しなければいけないと。12 本あ

れば 12 人用意しなければいけないということになりますよね。そうすると、一括でエリア

をくくってという形になるかと思うのです。そのときのエリアというのはどういうふうに

設定されるのか、それもあわせて考えていただけると、「事業対象区域」「事業実施区域」

「調査範囲」という言葉が出てきますので，それらの言葉をちゃんと定義していただけれ

ば，影響の範囲をどの程度の範囲まで考慮して評価をしなければいけないのかということ

も理解しやすくなります。その辺のことを、ユーラスさんだけではなくほかの事業者もお

られますので、基本的な事項なので、この辺は明確に説明していただきたいと思います。

今日でなくても結構ですけれども、補足説明資料なりで、すべての案件について、電気主

任技術者が管理するエリアなのか、事業対象区域として借り上げ地を包含して設定した領

域なのか、あるいはそれを含めて、例えばきょう係わってくる最後の松阪のケースですと

風車１本に対して１キロの範囲を、コンタをずっと書いて、それが大体調査範囲というイ

メージになっているケースもあります。その辺を事業者さんで具体的に検討されて、まず

そこら辺から整理していただきたいと思います。そうしないと、事務方も後で困ると思う

のです。我々もどこまでを影響評価範囲として考えるのかということにもかかわり，コメ

ントが変わってきますので、その辺をしっかりと明確に仕分けをしていただきたいと考え

ますのでよろしくお願いします。

事務方、よろしいですか。

○経産省 はい。

○顧問 ３件ありますが，それぞれ同じ事業者でありながら調査内容のレベルが違うも

のが、結果的には、最終的に改変面積が小さい、具体的な措置はしない、それで影響は小

さいという結論が導かれておりますので、いろいろご意見があるかと思いますけれども、

ランダムにいきたいと思います。

○顧問 これまでの部会でも指摘させていただいたのですが、まず、地形・地質に係る
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問題があります。対象事業実施区域内に重要な地形及び地質が存在しないことから選定し

ないとなっています。また、対象事業実施区域の周辺に触れ合い活動の場が存在しないと

いうことになっています。村の総合環境プランの中で、後世に残すべき眺望地、懐かしさ

を覚える原風景など、心のふるさととしての景観についても重視しているということでも

あり、これらを心のふるさとですとか、そんなものと関連づけて取り上げていく必要があ

るのではないかと考えます。なお、こう書くにしても「学術上注目すべき地形は存在しな

い」というぐらいにとどめてほしいと思います。

それから、105 ページ、蒲野沢の景観調査の中で、「年間を通じて平均的な様相を呈する

と思われる期間とした」とあります。景観において「平均的な様相」というのはどういう

様相なのでしょうか。ほかのところでも 11 月何日に決めたというようなことになっていま

すが、それはどうやって決めたのでしょうか。また、景観については特に住民の方々等に

よくみていただいて云々となってございますが、それが具体的に示されておりません。ち

なみに、例えば落葉・積雪期と展葉期ではかなり景観が違いますよね。景観は多様な姿を

みせるものであるという実態に沿った形で調査する必要があるのではないかと思います。

それから、構造物の色彩では、相変わらず灰白色を中心とするというふうになってござ

います。灰白色というのは灰色ではなく、むしろ、白に近い色です。灰白色より灰色とす

るほうが適切かと思います。なお、発電機の数量が多くなる場合、例えば伊達のように 30

本も林立するということになりますと、無機的で、寒々しい光景を呈するようになるおそ

れも出て参ります。多数の発電機の本数を視覚的に緩和するには、例えば明度を抑えたも

のをその間に置くとかの工夫等も有効かと存じます。いま、鉄塔と一緒になって風車が存

在する景観の写真を拝見しているのですが、その場合、鉄塔は目立ちにくくなっています。

「灰白色」中心というのを「灰色」中心に改めていただけたらと思います。どうぞよろし

くお願いします。

○顧問 事業者の方、よろしいですか。ご検討いただきたいということで、とりあえず

先に進めさせていただきます。そのほか。

○顧問 工事用車両ルートの図が３件ともありませんが、それに伴って、工事に伴う大

気環境は全く考えられていないということなので、これはやはり再検討していただいたほ

うがよいかなと思います。

それから、蒲野沢については現地の環境調査をしていないのですね。要は、計算だけで

31dB に問題はないと結論付けています。アセスというのは今の状態に比べて将来に変化が

ないかあるかということを考えないといけないので、選択する限りは現地調査というのを

やっていただかないといけないと思うのです。計算結果からして全く問題がないからそれ
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は選択しないというやり方もあるのですけれども、影響がないからこそ選択してちゃんと

それを記述するということも必要なことだと思います。ですから、騒音であれ低周波音で

あれ、選定するのであれば、現状はこうであって、これから全く変わりません、あるいは

ここからこれぐらい変わります、回避・低減はしていますということはやはり述べていた

だきたいと思います。

次に、細かな点に入るのですけれども、これは蒲野沢ですね。先ほどパワーレベル 105 dB

ということで 11 基あります。私もちょっと暗算で騒音レベルを推定してみますと、大体２

キロ離れると 31dB ぐらいになります。ただし、その 31 dB というのは空気吸収 10dB を差

し引いてということになりますので、空気吸収が非常に大きくきいていることは間違いな

い。この計算の前提になっているのはガイドブックということになっていますけれども、

その空気吸収というのは大気圧と相対湿度、温度、周波数構成、これですべて変わってき

ます。ですから、予測という観点からすると、この地域の平均的な温度・湿度を設定した

ということと同時に、やはり伝わりやすい条件でどれぐらいの温度・湿度で考えているか

という、この２点を予測すべきかなと思います。確かに予測方法は距離減衰と空気吸収だ

けの非常に簡単なものであるのは分かっているのですけれども、もう少しそこを、年間を

通じて変動するということもちゃんと示していただきたいと思います。

私からの質問になりますけれども、ガイドブックの1000分の５dB／ｍ、つまり５dB／㎞、

これはどういう前提になっているかご存じですか。

○事業者 実際にガイドブックの中で式が掲載された経緯を確認したわけではないので

すが、その際に係わった方からちらっと聞いた話では、本来空気吸収の定数は先生がおっ

しゃるように周波数ごとに示されていて、気温とか気圧によって変わるような値になって

いるのですが、その周波数ごとの検討をしない前提で、1000Hz の周波数帯の値を 20℃の一

番平均的な数値のところに書かれている値で代表させて使っていると聞いたことがござい

ます。

○顧問 何と答えていいか分かりませんけれども、それは私はだめだと思います。風力

発電の計画は、北は北海道から南は九州までありますので、年間の温度・湿度は地域によ

って異なるはずです。また、風力発電機の周波数特性が、今、1000Hz で代表させるとおっ

しゃったのですけれども、Ａ特性補正を掛けると卓越周波数がどこに来るかは分かりませ

ん。メーカーから提供される風力発電機の定格出力または最大出力のときの周波数特性と、

それを設置する地域の平均的な温度・湿度、あるいは伝わりやすい条件を想定したときの

温度・湿度、これらを使ってきちんと計算しないといけないと思います。空気吸収補正は、

ＩＳＯ9631 パートⅠという規格を使って計算してください。何回も申し上げていますけれ

ども、火力発電所はすべてそれを使っていただいています。日本のＪＩＳにも同じ内容の
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もの（JIS Z 8738）がありますから、それをぜひ使っていただいて、もう少し筋の通っ

た予測にしていただきたいと思います。

○顧問 ありがとうございました。では、事業者の方、よろしくご検討のほどお願いし

ます。

○顧問 水環境からです。風力部会で何度も申し上げていることの繰り返しになると思

いますが、確認のためと思っていただければと思います。

この準備書の書き方について、環境影響があるはずのものについてはもっと真摯な態度

をとってもらわないと、我々環境審査顧問としてはとても困ります。特に道路工事ですが、

先ほどもご指摘がありましたけれども、道路工事とか穴を掘るとか、それは必ず環境に影

響があるということ。そういうものはもっと工事の最初のところにきちんと、工事の内容

と環境にどんな影響が出るか、さらにその保全、この３本立てをきちんと書くという姿勢

を示してほしいと思います。

私の専門の水環境から申し上げれば、濁水について、これは今まで何度もこの会議で申

し上げていますけれども、当然評価書では取り上げていただかないとまずいということに

なります。その書きぶりについても、柵を設けるとか少し書いてあるところはありますけ

れども、全然具体性のないところがある。それはちょっと困ります。

それから、「出さないように努める」という書き方をしているところがあるのですが、こ

れはとんでもない話で、努めたって出てしまう、それが環境への犯罪なのです。みんな、

努めてはいるのだけれども、出てしまう。ですから、「努める」ではなくて、具体的に出さ

ないようにするにはどうするかという態度を示してもらわなければいけない。当然工事の

内容とか、沈砂池だったらどんな粒度のものまでトラップできるようにするとか、どの程

度の規模のものを、まさかのときにどこに造ることを考えるという具体性を持った書き方

をしていただかないと困る。

私は風力発電というのは水への影響は余りないのかなと思って、きのうつくばの森林総

研の方にお会いする機会がありましたのでお話を伺ったのですけれども、森に降る水とい

うのは２分の１は地表を流れ、あるいは地下水になって必ず河川に入る。残りの２分の１

は、木の表面から蒸発するのと木自体の代謝で蒸散するのだそうです。ですから、森林の

樹木を取っ払うということは影響が出てくると考えなければいけないわけです。木自体が

直接空中に戻す２分の１がなくなるわけですから、全部が地表あるいは地下水になって流

れる。むしろ地表水が流れる、多くなると考えるのが妥当であろうというお話でした。そ

うすると、濁水のことはもっと真剣に考えていただかなければいけないと思った次第であ

ります。

それから、だから当然、水生生物については、もっと今よりウエートを持って取り上げ
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ていただかなければいけないと思います。

エゾサンショウウオについて少し記述をしてはございますけれども、魚類とか、それか

らほかの水生生物相への影響というものも必ずあると思うし、環境省の水質基準に対する

河川の類型指定については書いてあるのだけれども、それの現状については何も触れてい

ないところがある。海域に近いところでは当然海域についても書かなければいけない。こ

れは恐らくＳＳだけで良く、ほかの水質に触れる必要はないと思うのですけれども、ちょ

っとテンションを上げて書いていただきたいなという気がいたします。

それから、これも毎度いっていることですけれども、塗装の影響ですね。皆さんないな

いというのだけれども、塗料というのは、５年も 10 年もたてば大抵表面の樹脂がとれて中

の顔料が顔を出すのです。そういうものが本当に影響ないのか、メーカーからちゃんとマ

ニフェストをとっているのかとか、そういうことを書いていただかないと大変困る。

それから、工事時のトイレあるいは完成後に人が住むのかとかいうものについても、記

述しているところと記述していないところがある。これはやはり統一をしてきちんと書い

ていただきたいと思います。

それから、電波の測定ですけれども、データが書いてある表に日時が書いていない。こ

れはほとんどの事業者がそうですが自分たちがやった結果なのに伝聞みたいな書き方です。

僕ら科学者の世界だったらこれはとんでもない話ですよね。データや表には必ずどういう

条件でだれがいつとったかを書き込まないと意味がない。そういうところはやはり科学性

に乏しいなという気がしてしまいます。これはきょうの残りの２件も同じでございます。

それから、最後にちょっと私からお聞きしたいのですけれども、風車というのは氷雪は

つかないですか。氷とか雪がくっついて、回ったときにそれがまたすっ飛んでいくとか、

そういう心配はないのでしょうか。もしご存じでしたら教えていただきたいのですけれど

も。

○事業者 回っている限りにおいてはそういうことはございませんが、例えばメンテナ

ンスですとか、とめているときに着氷・着雪することはございます。

○顧問 それは、回し始めたときに遠心力でバーッとどこかに飛んでいってしまうとい

うことはないのですか。溶かしてから動き出すようにするとか。ついたら当然羽は重いで

すよね。だから、我々の想像ですけれども、恐らく太陽に当たれば溶けるので、気温が上

がれば落っこちる。そこからピッチを変えて回転させるのかなという気はするのだけれど

も、そういう話は出ないですか。風車を管理する人はそれをきっと考えていらっしゃると

思うのですけれども。

○事業者 急に定格に持っていくわけではございませんで、徐々に徐々に動いていくと

いう形になりますので、遠心力がかかって飛散をするということはないかと思いますけれ
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ども、下に落ちることはあります。

○顧問 余り問題にはされていない。では、現実に問題が起こっているということはな

いのですね。

○事業者 ございません。基本的にそういった状況の場合においては必ず運転所員はヘ

ルメットを着用して、かつ下にはいないということを確認してからそういった作業に入り

ますので、例えば下にまだ何かやっている人間がいるのに動かすとか、そういったことは

してございませんので。

○顧問 人間はヘルメットをしているからいいけれども、キツネとかタヌキはヘルメッ

トをしていないから、影響有るのではないかなという心配もありますが、余りないのです

か。

○事業者 論理上はそういう可能性もあるかと思いますけれども、今まで我々が、例え

ば下にクマがいて急に氷が落ちてぶつかったとかいったことはございません。

○顧問 そうですか。では、杞憂にすぎないということにしておきます。ありがとうご

ざいました。

○顧問 １つ教えてほしいのですけれども、伊達風力の５ページの風力発電の概略図と

いうのをみて、どれも一緒なのですけれども、百何ｍ立ち上がっていて、グランドレベル

から下がどういう工事になるのか全然分からないのですよね。どのぐらい深いのか。もち

ろん地質によって違うので一概には言えないと思うのですけれども、でも、こんなに浅い

ことはないですよね。この土木工事がどのぐらいになるかによって濁りがどのぐらい出る

かとか、そんなことも分かりますので、もうちょっと正確なというか、何か欲しいなとい

う気がしたのですけれども。

○事業者 実際にはご指摘のとおり、これは基礎の下を記載しているものではございま

せんので、これがすべてということではありません。ご指摘のとおり、各地点の地質調査

を行った上で適切な基礎工事は行いますので、それに関してはここでは記載はございませ

ん。

○顧問 ただ、既設がありますので大体のことは分かるのかなという気もするのですけ

れども。

○事業者 それは分かります。

○顧問 私から最初のお願いの中の１つでちょっと言い損なったのですけれども、この

図面というのはやはり、例えば地点によっては軟弱地盤だと 60ｍとか、くいを打たなけれ

ばいけないとかという話になる。あるいは岩着ですぐにできるから、例えばこの図のとお

りでも十分アンカーを打てば倒伏には耐えられると。そういう具体的なものが基本的な情

報としてやはり必要になってくるのです。ですから、この事業計画の風車に関わる図面の
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中に、要するに岩着させるのかしないのか、くいの基礎は何本ぐらい打ってどのくらいま

で打ち込むのか、要するにドリルで穴を掘ってスポンと埋め込むだけなのか、パイルを打

ち込んでやっていくのかとか、いろいろな方法があると思うのです。そういう基本的なこ

とはやはり基本情報として載せてほしいのです。これはほかの事業者さんも同じです。例

えば、計画がかたまっていない場合でも、地盤がかたい場合にはこのくらいとか、そうい

うケースでもいいと思うのです。そうしないとイメージが分からないのです。せんだって

も現地の青森でみせていただいた案件でも、杭を 60ｍ打たないとここはもちませんとか言

われると、そのパイルを打つ機械はどこに据えつけるのか、そのアクセスの方法によって

はまたそこも事業対象区域になるでしょうという話にもなるわけです。ですから、この事

業計画の最初のところにはそういったことはちゃんと書いてほしいというお願いをしたい

と思います。これは前から、１、２、３回とずっと言っていることですから、今日初めて

言っていることではありません。

そのほか。

○顧問 私は一応、鳥のことについて気がついたことというか、幾つかあるのですが。

最初に、これはすべて８月の時点で準備書が出されているのですけれども、ご承知のよう

に重要な動物ということで、国の第４次レッドリストというのが８月 28 日に環境省の報道

資料で出ています。もし評価書でそれに対応されるということになると、内容がちょっと

変わってきますよね。それをどのように考えておられるのかというのが１つ。

それから、もう１つ、それに関連してですけれども、とくに東北・北海道になると、僕

が一番気になるのはオオジシギなのですが、そのディスプレイフライトは何ｍぐらいとい

う結果が出ているのか、ちょっと教えてほしいのですけれども。要するに、あれは繁殖に

対する影響というか、彼らは２羽３羽で戦いもやりますけれども、結構その辺でぶつかる

可能性があるのではないかなと私は思ったのです。それが１つ。

それからあと、やはり先ほどから何度も話題になっているように、既設の発電所の死骸

確認調査というのが、伊達に関しては「結果については本書に記載してあります」と書い

てありますが、私は本書の中で探し切れなかったのでそれを教えてほしいというのと、も

し死骸の確認調査を行ったのならば、その頻度とか結果とか、実際にこの伊達では住民意

見からの答えに死骸は確認をされておりませんと書いてありますけれども、この調査がど

れぐらいの頻度で行われて確認されなかったというのが問題になると思うのです。

それから、環境保全措置でいつもひっかかるのですが、例えば環境保全措置をとります

という中に送電線の地下埋設というのが、これは今ある送電線を地下埋設するのではなく

て、できた後の送電線ですよね。それから、土砂流出防止とか樹木伐採の制限とかいうの

は、要は発電所を造ることによって誘引されるのを避けるという環境保全措置なのだけれ
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ども、実際に発電所ができたことによる、それの影響を回避するというやり方ではないの

ですよね。だから、要は造らなかったらそれは影響ないはずなのに、それを造らないのと

同じ状態を造りますという、ちょっと表現がおかしいけれども、すなわち造ったら余計に

誘引されることをやめますというのではなくて、通過するのに邪魔なやつを造るのだから、

それを何とかしなければいけないという環境保全措置として恐らく住民なり何なりは期待

していると思う。だから、環境保全措置として書くには、例えば場合に応じて回転をとめ

ますだとか、ちょっと設置場所を変えますだとか、そういったことを環境保全措置として

出すのなら納得できるのだけれども、できたあかつきには送電線を埋設しますとかいうの

は環境保全措置になるのかなという素朴な疑問があるのです。

○顧問 今の件に関しては、いろいろと関連する質問がありますね。

○顧問 私も動物が専門なので動物の視点から質問させていただきたいのですが、その

前に、先ほども住民意見のところですごく私自身気になったのは、全般のところで方法に

対する意見を精査したと。ところが、十分検討されないまま準備書が提出されてしまった。

また、説明会も、広く説明するというものではなくて、かなり限定的で参加者への資料も

なくスライドだけだったと。動物のところでも十分な協議もなく、計画が当初住民に説明

されてきた内容を大幅に変えて発電機数もかなりふえているということで、私はこの発電

計画に対しての合意形成が地域住民との間にとれているのかどうかというところがすごく

心配です。私もいろいろな自然再生とかをやる中で、事業を進めるに当たっては地域住民

との合意形成がとにかく不可欠です。社会研究者も入って地域合意形成を進めていくとい

うのは、例えば自然再生エネルギーでも、太陽光発電の中でもすごく重要な手続になって

います。、この地域住民の意見書をみているとこの案件はかなり住民との合意形成の手続

を軽視しているのではないかと感じるのです。ここではそれを議論する場ではないかもし

れないですけれども、こういう事業を進めていった後に、その責任はやはりこの環境審査

顧問会をパスしたということで私たちの責任にもなってくるので、私はこの辺からやはり

もっと改善策を考えるべきなのではないかなと考えます。

次に動物の視点からなのですが、こういう風力発電、太陽光発電もそうですけれども、

自然再生エネルギーは非常にクリーンなエネルギーだという印象を持たれていて、国も推

奨しています。ただ、確かにグローバルな環境問題としては負荷は少ないかもしれないの

ですけれども、立地に当たっての地域生態系に与えるダメージというのはやはり計り知れ

ない可能性があるかもしれない。高いかもしれない。そういった中で、渡り鳥というのが

非常に重要な動物項目になってくると思うのです。そういう認識を事業者が本当に持たれ

ているかどうか。この間私たちが青森に視察に行ったときにも、事業者は環境・生態系に

対する配慮というものを本当に十分とっているのかどうか、そういう意識を持っているの
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かどうかということについて疑問に感じました。今回３つの準備書をみていて感じたので

すけれども、渡り鳥の調査時期が適切なのかどうかですね。かなり時期が限定されている

のと、時期が本当にピークの時期でやっていないのではないか。この点については地域住

民の意見書にも出ている。そうなると、その値をもとに衝突確率を求めていますので、衝

突確率の値が全然変わってしまうのです。いわゆる過小評価している可能性がある。そう

いうことからすると、適切な時期に渡り鳥の調査というのをやはり再度行うべきなのでは

ないかと感じます。

いろいろ意見はあるのですが一応最後にします。事後モニタリングに関してのことなの

ですが、例えば伊達を例にすると、302 ページのところにもあるのですが、「環境保全措置

の実施及びバードストライクの有無を確認するための事後調査を実施することにより、低

減されているものと評価される」。何回も指摘されていますけれども、事後調査をやること

によって低減するのではないのです。事後調査をやって、その結果によって何をやるかに

よる。例えば、渡りの時期には発電機をとめるとか、基数を減らすとか、配置を変えると

か、そういう措置があって初めて低減されるのです。何かこの文章が全部コピーペースト

になっていて、そうなってくるとやはり環境に対する影響を低減させようという事業者の

真意が伝わってこないですよね。だから、環境影響評価書のときには、そういう事後調査

を受けて具体的にどういう措置まで考えるのかということを期待させる記述まで私として

は欲しいですね。そういったものをどういう手続によって影響が出た場合には行うのかと

いうことを評価書に書いていただきたい。そういうプロセスの中で、既に伊達もそうなの

ですけれども、ほかのところもそうだったのですけれども、既設の発電機の調査結果は記

載されていなさそうだと。そういう結果をどのようにフィードバックしていくのかという

ことは、もう既に動いているわけなので、そういった流れの中でそういったものを反映さ

せていくことが大事な気がするのですけれども、それが反映されていないとなると、もし

影響が出たときもそれを反映させる仕組みを作れないのではないかという不安が残りま

す。

というところが意見です。ただ、その前に、先ほどの渡り鳥ですね。先ほどのデータが

信頼できないとなってしまうと、そもそもこの値自体が本当に意味をなさなくなってしま

うので、渡り鳥の再調査というのをやるべきなのではないかと感じます。

○顧問 いろいろ意見が出ていますけれども、先ほどの先生の質問の中で、衝突の実態

を既設のもので調査しているという、私も同じで、何か本文を探してもそれらしきところ

がどうも記述されていないのだけれども、伊達のケースですね。

○事業者 確かに具体的に書けていないのでご指摘のとおりなのですが、今回稼働した

のが昨年の 11 月から稼働していまして、その後に実施しています 24 年、昨年 11 月以降の
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調査の中では、現地に行くたびに風車の下を歩いて、渡り鳥の調査のときにも早朝に回っ

てバードストライクの確認をするといった形で、私どものもとで調査員が調査しているバ

ードストライクの確認という意味では、この調査期間のときに調査をしているという形に

なります。

○顧問 今の回答だとちょっとよく分からないのだけれども、資料３．３─２の住民意

見に書いてある回答は、要するに「準備書にも書いてあります」ということは書いていな

いわけです。書かれているのですか。

○事業者 調査中にそういうバードストライクはなかったとかいう言葉は書いています

が、何月何日の何時に調査したとかという具体的な記載についてはちょっと不足がござい

ます。

○顧問 バードストライクは確認がなかったと準備書の中に書いてありますか。

○顧問 私もちょっと探し切れなかったのだけれども。

○顧問 ただ、風車を避けて通っていたという記載はあった。だから、ここが死骸確認

調査「等」と書いてあるから、「等」なのかなと思ったので。

○事業者 ちょっと確認します。

○顧問 １つ質問なのですけれども、対象事業の目的と内容のところに、まず、発電所

の規模と出力で、定格出力 2,000～3,000kW 級発電機を最大何基設置とありますけれども、

この意味なのですけれども、2,000kW 級機と 3,000kW 級機を混在させるという意味なので

すか。それとも１つの出力のもので統一させるという意味なのか、まずその点をお伺いし

たい。

○事業者 基本的には１つの種類で統一させる方針ではおります。ここで 2,000～3,000

と書かせていただいておりますものが、2,000 か 3,000 かがまだ決まっておらないので、

最大で 11 基ということですので一番大きい 3,000 掛ける 11 という形で書かせていただい

ています。混在ではないです。

○顧問 それから、大気ですけれども、大気はＮＥＤＯのアセスに入っていないので、

今度省令でやっていただけると思いますけれども、みんなそうなのですけれども、第３章

に現況がどうであるかということをまず書いていただきたいのです。そこに何も書いてい

ないにもかかわらず、３.３で環境基準のことをいろいろ書いてあるのだけれども、何でそ

れが前に何も書いていないのにどうしてここにこういうものが書いてあるのかといつも不

思議に思っているのです。したがいまして、やるやらないは別にして、現況はどうである

かということは必ず書いていただきたいということと、アセス省令に基づいて選定するし

ないということの判断を、そのロジックをちゃんと作って書いていただくということと、

蒲野沢、小田野沢に関してはやるやらないという判断でもよいかもしれませんけれども、
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伊達に関しては住居にも近いし、交通量も大きいので、一応選定していただきたいのです。

その結果、影響がないということをちゃんといってほしいと思うのですけれども。

○顧問 よろしいですか。先生方の質問にもありましたけれども、基本的に３章で現況

についてはある程度の情報を、ざっくりでもいいですからとにかく出していただいて、そ

れに基づいて例えば重点化というキーワードがありますから、そのもとで参考項目として

取り上げる取り上げない。これこれこういう理由で取り上げないというふうにして、評価

までやらなくてもいいということになるのかもしれません。しかし、現況は必ず書かなけ

ればいけないということを認識していただきたいと思います。

そのほか、ございますか。

では、一通り出たので、私から気がついた点で。

まず、小田野沢と蒲野沢の動植物相の調査ルートの中で、どちらですかね。片方には比

較対象地点という域外があって、片方にはない。調査地点の設定の仕方が基本的に違うけ

れども、それは何か根拠があるのですか。説明が本文の中に全くないので、同じ事業者な

のにどうしてこちらは、事業対象区域に対応してわざわざ特別地点を設けて観察をしてい

るのか説明していただきたい。

○事業者 今おっしゃられた内容に関しましては、蒲野沢はそういった事業実施区域以

外のところの観測がなくて、小田野沢Ⅱのところで南側に区域外のところで調査があって、

それが平成 20 年ですとか以前のものだったと思うのです。もともとは小田野沢Ⅱに関しま

しては現在の事業実施区域と南側の両方を計画しておったのですけれども、現在のところ

北側だけにしたということで、結果的に域外の部分も過去の調査結果としては残っておる

という状況でございます。

○顧問 そういうことであるのなら、それをちゃんと準備書に記載していただかないと

分かりません。

それから、動植物相の調査ルートで、小田野沢と蒲野沢は細かくルートが設定されてい

るのだけれども、伊達については全く調査ルートが出ていないのです。ポイントしか書い

ていないと思いますが、それはどういう理由ですか。実際には歩かれているのですか。

○事業者 現地はくまなく歩いております。

○顧問 もしそうであるのなら、ちゃんとそういう調査ルートを明示していただかない

と、ポイントセンサスでルートセンサスはしていないのだなと理解されますよね。そのた

めに何で重要種がこんなところに出てくるのだという質問になってしまうわけです。

それから、他の先生の質問にもありましたけれども、重要種がいろいろ出てくるのだけ

れども、結論として改変面積が小さいから、あるいは周辺に群落があるということで影響

は小さいというふうにみんな結論づけているけれども、そもそも重要種は、例えば植物の
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場合にはそもそも個体密度が少ない、出現頻度が小さい、個体数が少ないとかということ

などが要因になって設定されているのだと思うのです。あるいは、その地域特有のもの。

そういったことから考えると、仮に事業対象区域の中で何個体か群落があり、それが工事

によって消滅、消失するということになれば、何もしないということ自体がそもそも希少

種に対して影響がないとか、周辺にあるから影響が小さいという結論にはならない。、影響

回避・低減・代償措置というレベルがあるのにそれを何で検討しないのだということにな

るわけです。ほかの発電システムのケースだと、重要種が出てくれば重要種対策というこ

とで保全措置を考えて対応してきているのに、風力発電のケースではほとんどそういうこ

とがない。しかも、火力発電なんかのケースでも、自然度の低い埋め立て地の上でさえそ

ういう保全措置を検討しているのです。埋立地に比べると自然や多様性の豊かな尾根筋あ

るいは沢筋というのは、そういったところで事業を行うために改変が小さいから問題ない

のだということで開発を進めていくなら、もうアセスなんて要らないのではないかという

話になりませんか。その辺、エコフレンドリーということをうたうのであれば、やはりそ

ういったプロセスを踏んで、やれるだけの環境対策はやっていますという意識を皆さんに

アピールしていかないと、なかなかこの事業というのはフレンドリーにはできないという

ことになるかと思います。その辺をこれからご留意いただきたいと思います。

時間が大分経過しておりますので、とりあえず３件についてはいろいろ意見がだされま

したので、過去３回の議事録等と照らし合わせて自分たちのところはどういう状況かとい

うのをもう一回さらっていただいて、評価書までにいろいろ検討していただきたいと思い

ます。

○顧問 前回も今回もいろいろ意見を言っているのですけれども、それの回答というの

は出てくるのでしょうか。

○顧問 基本的には出していただきたいのですけれども、今のところ出てきていないと

いうのが実態なので。これはきょうの最後のところで私からまた発言させていただきま

す。

○経産省 事務局から、済みません。遅れて申しわけございません。前回いただいた貴

重な意見については、即事業者に投げまして、今回答が来ているものやまだのものもあり

ます。私ども事務局としては、いろいろと案件がたくさんある関係で送付したほうが先生

方にとって好都合かなという考えもありましたので、大変申しわけないのですけれども、

趣旨は分かりましたので、今あるものを速やかに送るようにいたします。申しわけござい

ません。

○顧問 まとまってからでもいいです。

○経産省 いいですか、ありがとうございます。
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○顧問 ユーラスさんの３件については、とりあえずここで一旦締めさせていただきた

いと思います。

○経産省 大変貴重なご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。私ども

も前回にご意見をいただいていますので、次回からは事前に事業者に渡して、それに対す

る回答ということで補足資料を用意しようかなと思っております。審査の効率化というこ

とで、今日いただいた意見は次の審査時に反映したいと思っております。

大分時間が超過して申しわけございません。休憩ということで、３時 30 分から再開とい

うことで、10 分ちょっと休憩時間とさせていただきます。ありがとうございました。

〈休憩〉

④中部風力発電(株) 松阪市白猪山ウィンドシステム発電事業

＜事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明＞

○顧問 ありがとうございました。

私からちょっと先に。

別紙の 11 基減らしたという理由の中に、「他事業者との風車配置で同一地点がありまし

た」ということなのですが、具体的に他事業者というのはどの程度の規模の設置基数をお

考えなのか。場所とあわせて分かる範囲で結構ですが、教えていただければと思いますが。

○事業者 当初は弊社が 17 基で、今評価書（準備書）に載っている位置なのですけれど

も、他事業者さんがその当時は 16 基で、場所としては白猪山といううちの１号機のところ

がございますけれども、そこから弊社の方に７号機、８号機ぐらいまで同じような場所が

ございまして、あとは白猪山から右側の尾根の方に 16 基ということでございます。もとも

と松阪市の審議会の中で１回目から３回目まで弊社だけであったのですが、４回目からそ

ちらの事業者さんが入ってこられまして、ちょっとダブるところが出てきたということで、

審議会は２年間かかって８回で終わりましたけれども、一応ことしの８月に他事業者さん

と話をしまして、すみ分けをして、11基・11基ということで話をしたところでございます。

ただ、他事業者さんは経過措置には、多分こちらには届出をされていないのではないかと

思います。だから、やられる場合には方法書からだと思います。

○顧問 ありがとうございました。

本件についてはいろいろ、送電線のルート図とか非常に細かい図面を出していただいて

おり，非常に理解しやすいのですが、風車基盤のくいの部分の図面がないということと、
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住民意見にもありましたけれども、アクセスルートの搬入路の中で一部拡幅工事の必要な

ところというのが具体的によく分からないので、その辺を分かる範囲でお答えいただけれ

ばと思います。計画平面図の赤い図の中で、上の北側にいっているところが入ってくると

ころだと思うのですが、ここの中以外でアクセスの改変というのはあるのですか。

○事業者 今のところ、既存道路については大きいので、特にそういう改変はないです。

○顧問 では、この赤い図の中での話ということですね、分かりました。ありがとうご

ざいました。

それでは、先生方ご意見をお願いします。

○顧問 前回も指摘させていただいたのですが、目的のところの文言でちょっと。「化石

燃料に代わる」とありますが、この「代わる」はちょっと違う気がします。

それから、クリーンな電気。世間でよく「クリーンな電気」と言われますが、電気自体

にクリーンもダーティもありません。できるだけ科学的・技術的に記述されることを希望

します。

そして、次が問題ですが、「標高 820ｍの白猪山は風況が良好であり･･･すべての条件を

満たしている」と書いてございますが、結局この白猪山には発電機を立地させなくしてい

るのですよね。

○事業者 白猪山の近辺は信仰上の理由で外しました。

○顧問 ということは、「すべての条件を満たしている」という論理がもうここで破綻し

ているではないですか。「すべての条件」では、その内容が記述されていなくて、やや政治

的な感じもします。なお、先ほどのご説明で分かりましたけれども、他事業者さんとの競

合の問題があるのですね。このページの下の方に「松阪市には当該地域以外に適地はない」

とおっしゃっていますが、他事業者さんのところは風車立地の適地ではないということに

なるのでしょうか。

○事業者 いえ、だからそこはダブっているので、お互いすみ分けをしたということで

ございます。

○顧問 適地はないというが、その適地の条件が示されないまま、断定されています。

もう少し科学的・技術的に記述してほしいということ、それが１点です。

それから、５．１─４で、相変わらず地形及び地質では「対象事業実施区域に重要な地

形及び地質は存在しない」ということが書いてあり、問題です。ですが、私は御社の分析

で大変いいなと思うのが、可視領域及び視点場の位置に関する解析をなさっている点です。

景観調査地域及び調査地点を可視領域図の図面上に載せると非常に説得力が出て参ります。

これの主たる根拠となる要因は地形ですよね。だから、地形要因というのが景観上、るる

説明していますように、学術上貴重であるとかいう意味のほかに、発電所立地による地域
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景観の変貌や享受についての貴重な情報提供に係るものでもあるという観点から、特に大

事にしてほしいと申しておるわけでございます。

そして、自然との触れ合い、とくに白猪山及びハイキングコースの問題がございます。

ハイキングコースは発電所の間を縫って歩くような形になっています、白猪山そのものは

除かれましたが。そうすると、このハイキングコースから眺望される景観や享受される自

然体験の内容は大きく変る可能性があります。白猪山を外したからそれで変化がないとか

いう話にはなりません。ただ、変化はしますが、新しいダイナミックなハイキングコース

に仕立て上げていくことも可能かも知れません。本調査では、環境なり景観なりの保全と

いうことがメインになりますから、新しい景観を創造していくという言い方はなかなか難

しいのですが、うまくやれば保全しながら新しい景観として育てていくことも考えられま

す。松阪市さんも県も、活力ある景観の創造と言うことを推進する お考えのようでもあ

りますので。

以上でございます。

○顧問 ありがとうございました。事業者さんから何かコメントはありますか。

では、ほかにございますか。

○顧問 先ほど指摘された６．９─６の可視領域図というのはすごくいいなと思ったの

ですけれども、これは割合簡単に作れるものなのですか。

○事業者 はい。

○顧問 そうですか。この図をみると、こういう山の中に風車ができたときに、騒音の

影響範囲を一発で判定できそうです。また、風車がみえないところというのは回折で減衰

する可能性があるので、こういう場所は騒音の心配はないだろうという、そのような判定

に使えるなと思って、これはとてもいいと思いました。今後こういうものをほかのところ

でも提示していただきたいと思います。山の中は特に三次元的に地形が変わりますので、

風力発電機の見え隠れというのが騒音の影響にもやはり大きく寄与しますから、非常にこ

れはいいなと思いました。ちょっと感想で済みません。

○顧問 私も感想みたいなものなのですけれども、私の専門からみると非常によくでき

ている。びっくりするぐらいよくできた評価書だと思います。恐らく風力発電の中で、ど

ういうふうに水への環境影響の評価を展開するのかというのは私自身よく分からなかった

のですけれども、これはもう模範としても最上級のものだと思う。これだけ金をかけてや

っているのはすごいと思います。それで、特に事前調査のところで水の濁りをカオリン濁

度でやっていますよね。こういうのも非常に知恵を使っているし、現実味のある調査方法

で大変結構だと思います。ＳＳでやるよりももっと、現実的にこういう工事による土濁り

に対しては非常に効果の高い測定法だと思います。
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幾つか残念なところがあるのは、河川の類型指定の記述があるのですけれども、では現

実にどうなのかということも書いてくださればもっとよかったと思います。

それから、風車の塗料の問題です。これもなければいけないかなと思うことと、工事時

と完成時のトイレの問題ですね。それがちょっと記述がなかったような気がします。

そのほかはとっても読みやすくできているし、ちょっと感心しながらみせていただきま

した。感想です。

○顧問 大気ですけれども、省令のアセス項目には窒素酸化物もありますので、特に選

定しないのであれば沿道を通る自動車の観点から理由をちゃんと述べてほしいというのが

１つです。

それから、６．11─２ページに二酸化炭素の温室効果ガス発生量についてもちゃんと評

価していただいて大変結構と思うのですが、ちょっとその中身について少し教えていただ

きたいのですが、１つは設備利用率を 34.7％と設定しているのですが、この値はかなり高

いのではないかと。前半のユーラスさん、東北の状況で設定されているのが 25％なのです

けれども、34.7％としている根拠を、今日でなくても結構ですけれども教えていただけた

らと。

それから、その下に①として設備利用率に対する換算値ｙ＝5.8987/ｘという式がありま

すけれども、これはこれでよいのですけれども、こういう式を出す場合にはｙが何でｘが

何で単位が何だということもちゃんと記述していただけると有り難いと思います。

それから、温室効果ガスを評価するに当たって伐採する木の影響、木が現状でどれだけ

ＣＯ２を吸収していてそれがなくなるから、その損失と風力発電で稼げるＣＯ２をいろいろ

比較していただいて大変結構なのですけれども、ちょっとこれはコメントですけれども、

単に木を切ると、木を切った分の二酸化炭素吸収がなくなるということだけではなくて、

切った分生態系が死にますから、その分ＣＯ２が地面からしばらくの間出てくるという効

果もありますし、それから、ここで使われている 1.35ｔ/ha という値なのですけれども、

これは農水省がこういう値を出しているからそれはそれでよいのですけれども、ちゃんと

保全されている自然林であればこれはちょっと小さい値で、この２倍から４倍、植林され

ているスギがちゃんと育っているところには７ｔぐらい吸収がありますので、ちょっとそ

んなことにも気をつけていただけたらと思います。結果に対してはそんなに影響はないと

ころだと思いますけれども、非常にこういうことまで考えているのは全般としてはいいと

思っておりますので。

○顧問 そのほか。

○顧問 動物の視点からコメントさせていただきます。

ほかの先生も、ほかの分野の視点からみたときにこの準備書はよくできているというコ
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メントがありましたけれども、今回、今日を含めてこれまで出てきた準備書とちょっと毛

色が違うのは、生態系評価を行った上で上位性ということでクマタカをピックアップして、

そのクマタカの行動圏解析を通じて風力発電の立地がそれぞれのペアにどう影響を及ぼす

かという点を取り上げていることです。実は、これまで顧問なんかも、私も言ってきたこ

となのですけれども、衝突確率だけではなくて、そこに住んでいる渡り鳥も含めて、具体

的に衝突確率という点での反応ではなくて、彼らはそこに生きているわけなので、そこで

どのように影響を及ぼすのかという、例えば行動圏をそこに持っているのだとしたら、そ

の行動圏が立地によって一部失われる。それによって彼らはどう反応するのかとか、そう

いう解析というのがやはりあわせて必要だということを求めてきたのですけれども、今回、

専門家に来ていただいてアドバイスしていただいたようで、かなり細かい詳細な調査を練

って評価をしていくという点では評価できると思います。

ただ、私がちょっと不安なのは、ここはサシバの渡りのルートでもあって、紀伊半島に

おける渡りのルートもどこかで紹介されていたと思うのです。ちょっとページ数がすぐ出

てこないのですけれども。要は、その渡りのメーンなルートではないということなのです

けれども、それが年によってどれぐらい変動するのか。場合によっては、例えば年によっ

てはそういうルート上に乗ってしまうかもしれない。そのときにこの評価書の中で渡り鳥

の調査をやってはいるのですけれども、ちょっと期間が短いことも、あと１年だけという

こともあるのですけれども、その渡り鳥等に、サシバの渡りのルート上にあるという中で、

それに対する影響評価が余り重点を置かれていないというか、実際にこのルートの中で例

えば飛翔高度はどれぐらいなのかとか、そういう情報も含めて記載されて、もうちょっと

ウエートを持って記載されて、できれば本当は年間の違いみたいなものも、何かもし参考

資料とかがあれば入れた上で、主要なルートというのも年間によって変動はするのだけれ

ども、それでもやはりかなりこの立地される場所からは外れているとか。たまにかぶった

としても、これぐらい個体数で高度自体はもっと高いところを飛んでいるとか、これまで

幾つかの準備書で紹介されてきたような渡りの状況というものをもうちょっと詳細に報告

していただきたいというのが希望です。

以上。

○顧問 動物のところで、例えばニホンリスのところでは、樹林部の伐採により約 17％

改変され，なくなるわけですね。この 17％は、基数が減りますからちょっとまた数値は下

がると思うのですけれども、事業対象エリアをどのくらいにするかによってはそれほど変

わらないのかもしれないけれども、現状の数字でいくと 17％というのは、やはり影響は大

きいのではないか。ここの地点は事業対象区域が樹林ですよね。ほかの地点と違って開放

になっているところはほとんどないので、そこをいわゆる伐開して整地なりして風車を建
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てるということになると、やはりその影響、伐開そのものの影響ということもやはり考え

なければいけないのではないかと考えます。当然ニホンリスもどういったところで、何を

餌にしているかということも含めて考えれば、ニホンリスの行動圏ということも考えて評

価をしなければいけないのだけれども、ちょっとそういう視点が抜けていて面積だけの話

になってしまっているというのがちょっと不満足。クマタカのところについても、やはり

クマタカが何を食っていて、行動圏とハンティング、餌としてどのくらいのものを、何を

主に食べていてという餌の関係からみたときの生態系という評価の視点がちょっと抜けて

いる点が注文としてあります。

それから、典型性としてスギ・ヒノキ植林というのを取り上げ、ニホンジカとかノウサ

ギというのを取り上げない理由が書いてありますが、むしろ典型性としてはニホンジカみ

たいなものを取り上げたほうが良いと考えます。要するに、スギ・ヒノキ植林というのは

動きませんから、ある意味でそれがベースになっていて、そこに動くものがどういうふう

に出入りしているということを考えれば、上位性、典型性というピラミッドの構造を考え

る場合には、やはり上位性としてクマタカを取り上げたらノウサギは餌になるので別扱い

にして、上位性の中で一緒に調査をするような形にして、典型性としてむしろ哺乳類のニ

ホンジカが、増えているとは言ってもそこにかなり普遍的に出てきているわけですから、

そういったものを取り上げるということをあわせて考えることによって植林地帯はどうな

のだという評価にすべきであって、スギ・ヒノキ植林を典型性としてとらえるということ

はちょっとどうかなと考えます。いずれにしても、スギ・ヒノキ植林が十数％減るという

ことは、そこに住む針葉樹林をベースにした動植物相にもそれなりの影響があるというこ

とになるわけですから、その辺はちゃんとしっかり評価しなければいけない。ただ、事後

調査計画もいろいろお考えになっているので、今申し上げたようなことも組み込んでいた

だけると非常によろしいかなと思いますので、よろしくご検討していただきたいと思いま

す。

○顧問 １つだけ教えてください。６．１─21 の、濁りの環境保全措置の汚濁防止フィ

ルターを使うというのがかなり住民意見にもありましたので、これはフィルターでどのぐ

らいの濃度に落とすのですか。

○事業者 フィルターの効用ですが、済みません、ちょっと技術の方がよく分からない

ので、後日検討させていただいてもよろしいでしょうか。

○顧問 では、後ほどご回答いただくということでよろしくお願いします。

一通り意見が出まして、かなりよくできた報告書ではないかという皆さんの印象だと思

いますので、きょう出たような意見を参考にしていただいて、評価書の仕上げに頑張って

いただきたいと思います。
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とりあえずここで一旦締めさせていただきたいと思いますが、事務局は何かございます

か。

○経産省 いえ、特段ございません。

○顧問 では、一旦これで本件は終了ということにさせていただきます。

○経産省 それでは、中部風力発電株式会社さん、大変ありがとうございました。

⑤日立造船(株) むつ小川原風力発電事業

＜事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明＞

○顧問 ありがとうございました。

私から。

ほかの案件と共通なのですけれども、エリアが５地区にわたっていますけれども、これ

の事業実施区域の意味合いについて、、事業対象区域、主任技術者の管理区域等と所内変

電所との兼ね合いとか、どこに変電所を設置するのかということも分からないし、風車の

基部、この地点は地形的にかなり軟弱地盤ではないかと思うのですが、杭をかなり打ち込

まないとできないと思いますので、その辺の情報がちょっと欠落しています。

それから、資材の搬送ルートもちょっと明確ではないですね。送電系統への接続ルート

というのも、先ほどの案件と比べるとちょっと見劣りがしますというよりも、情報がない。

それから、１つは事業計画の中で文化財の指定区域が１及び２の地区にあって、その上

に風車を設置する計画になっていますけれども、工事はできるとお考えですか。

○事業者 埋蔵文化財の状況次第なのですけれども、既に試掘・本掘が済んで、文化的

な価値がさほどないと判断されれば開発に問題ないということになりますし、まだ試掘と

か本掘が済んでいないものであればそういった調査が済むまでは判断はできないというこ

ともあります。そういったことも含めて教育委員会さんには個別にご相談に乗っていただ

いています。

○顧問 ありがとうございました。

それから、全般に係わることですけれども、参考項目の見直しについての説明がありま

せんので、補足説明資料の用意が必要だと考えます。

それでは、先生方でお気づきの点がありましたらお願いしたいと思います。

○顧問 それでは、景観関係から。

まず、87 ページの、人と自然との触れ合いの活動の場、ここでは触れ合いの活動の場が

存在しないから選定しないとなっています。存在しないなんていうことはないわけなので
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すが。54 ページには、これだけ書いてあるではないですか。これだけ書いてあって存在し

ないと言い切る意図がよく分かりません。それが１点です。

それから、238 ページですか、(2)環境保全のための措置、(ａ)色彩上の配慮、「風力発

電機を「風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」（環境省、平成 23 年３月）に

おいて周囲との調和性が高いと記載される「明るい灰色」に塗色する」と書いてございま

す。こんな明快な表現をしてあったら景観も扱いやすいのですが、こういう全般について

言えるような明快な記載はなかったように思います。いろいろな条件によって違ってくる

わけですから。

ちなみに、こちらでは原子力関係との関連から新しい近代的な景観の創造を目指すとい

うことでもあり、灰白色で結構合うかもしれないという感じもございます。いずれにして

も、住民の方々とよく話し合いをされて、新しい景観の創造に資するものにしていってほ

しいと思います。

以上でございます。

○顧問 ありがとうございました。

ほかに。

○顧問 書き方の問題だと思うのですけれども、197 ページをちょっと開いていただい

て、下から６行目。「これらの知見に加え」と書いてあって、「空間も十分に確保されてい

ることから、霧や吹雪等の気象条件により視界が効かない場合等を除けば…可能性は低い」

と書いています。では、それにつづいて 199 ページの真ん中の (ｖ)の「ブレード、タワー

等への接近・接触」の「濃霧等により視界が効かない場合などを中心に…接触する可能性

が考えられる」と書いてあります。では、これ（｢視界が効かない場合｣）に対する環境保

全措置はどうするのという話にならないかなと思うのですが、それについては書いてある

のでしょうか。

それから、202 ページですけれども、一番上の方です。「これらの衝突頻度を本事業にお

ける設置基数（42 基）に換算すると、事業全体で年間 74.8 羽程度となる」と。それから

３行ほど下におりると、「対象事業実施区域及びその周辺を渡りのルートとして通過し、そ

の後各地域に分散していく渡り鳥の個体群の喪失までには至らないものと予測される」と

いうことは、これは大したことないよということを書いているのか。こういう書き方をす

ると、前回もいいましたように、衝突確率は 100 年に１回ということを出している報告書

もある中で 74.8 羽程度は大したことないということはちょっときついのではないかとい

う感じがします。

それから、ちょっと細かいことですけれども、194 ページで、希少猛禽類の話なのです

けれども、資料調査では 16 種が選定されて 10 種が現地調査で確認されていると。その後
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に、「改変による生息環境の減少・喪失」の中で、「予測の対象とした 12 種」と書いてあり

ます。上が 16 で次が 10 になって、次は予測の対象が 12 種なのですけれども、次のページ

には真ん中に「次に、予測対象とした 16 種」って、何か次々に種類数が変わってきていま

すが、これはどういうことになっているのかちょっと分からなかったので、説明していた

だければと思います。

以上です。

○事業者 済みません、予測の対象種の猛禽類の数は 16 が正解でございまして、この

12 の記載が誤りです。

○顧問 そうしますと、チョウゲンボウがないんだよね。チョウゲンボウ以外の 15 種に

ついて記載されているのですけれども。だから、それは何か意味があるのかなと。別に今

でなくても、後ほどでもいいです。

○顧問 こういう数字のところは数字の整合性をとるようにしてください。

○顧問 率直な感想なのですけれども、先週視察した青森県津軽の五所川原も渡り鳥の

ルートになっているのですが、こちらのむつ小川原もかなり渡り鳥のルートとして使われ

ているということがデータとしてみてとれると思います。さらにそういった渡り鳥を利用

するためにだと思うのですけれども、希少性の高い大型のワシ類といったものもかなり高

頻度領域がこの立地予定地のところに集中していて、やはりすごく生態系に与える影響は

大きいのではないかと感じます。そういったところで、先ほどの先生も言われていた衝突

頻度の算出において年間 74.8 羽が多いか少ないかというのは置いておいても、データとし

てないものは仕方ないのですけれども、カリフォルニアに建てられた風力発電１基当たり

の年間衝突数から多分単純計算だと思うのですけれども、立地基数を乗じているのだと思

うのですが、それで推定するというので多い少ないと。その多い少ないもまた、何をもと

に多い少ないかという判断をするかは難しいところなのですけれども、個体群の喪失にま

では至らないと。いや、それはかなり大きな問題で、そんなことが起きたらこの事業は絶

対もうストップだと思うのです。何かすごく単純な結論をすごくラフな試算で出している

ところが、もうちょっと丁寧にデータをみつめて本当に立地に適しているのかどうかとい

うことを評価していただきたい。要は、たびたびこの委員会の中でも指摘されているので

すけれども、クリーンなエネルギーというのは当然だれもが認知している。環境問題に対

する配慮というものでこういうクリーンなエネルギーが選択されているというのは、今の

状況からすれば時代の流れというのか必然の流れだと思うのです。ただ、やはりこの地域

生態系というものに対する配慮というものも事業者は理解しなければいけないと思うので

す。どちらが重要か。両方とも大事なのです。そういったときに、今全体的に調整できて

いないと思うのですけれども、青森県で立地がすごく進んでいる中で、さきの案件でもあ
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りましたけれども、もう渡り鳥のルート上に、西も東も針のように風力発電機が今立地さ

れているのです。以前の案件のデータによれば、五所川原では秋を渡る個体が多くて春は

少なかったのが、今回のデータは春の方が多くて秋が少ないというデータになっています。

渡り鳥はそれなりに多分季節的に移動ルートを変えている可能性もあると思うのですけれ

ども、そういう渡り鳥の重要なルート上にこんな景色を詰める。さらに今回も湖沼の周辺

に配置されるということは、そこを中継地として渡り鳥が離着陸するというルート上に風

車が満遍なく配置されていくと、回避しようにも回避できないのではないかという。こう

いうデータは確かにないですよね。というのは、欧米では渡り鳥のルート上に立地すると

いうのはできるだけ避けるということで風力発電の立地が進んでいるので、そもそもあり

得ないのです。今回いろいろな案件をみていると、とにかく青森県のこの、例えば秋口か

ら冬に北海道の北の方から南下してくるような鳥たちのルート、または本州から北海道の

方に渡っていくルート、そういうボトルネックになる部分に立地が進んでしまっているの

です。そういった中で、もう少し立地に当たっての配慮というものを事業者はぜひ行って

いただきたいなというのが率直な印象です。要は、その影響の評価自体が準備書に書かれ

ている試算自体が非常に過小評価というか、粗過ぎる嫌いがあります。そういったところ

を再度見直していただきたいし、また、飛翔図が出ていますけれども、その飛翔図をよく

みていただいて、このデータだけでも十分に立地が適切なのかどうかというのを判断でき

ると思うのですけれども、そういったところで事業計画の見直しをしていただけると有り

難いかなと思います。

○顧問 厳しい意見が出たついでで恐縮なのですが、衝突で今、七十数個体という計算

上の数字が出ていますけれども、多分既にご承知の上だと思うのですけれども、例にされ

ているカリフォルニアの例というのは、いわゆる広い牧場の上の比較的なだらかな地形の

ところで１万基相当のものが林立しているというところのデータをもとにしているのだと

思いますけれども、この案件のように沼があって湿地があって海岸があって、渡りのこう

いう鳥類が出入りを頻繁にしているというところとは大分様子が違うのです。それを考え

ると、単純計算で七十数羽どころでは済まないのではないかと、私は逆にそういう意識を

持っています。そうすると、恐らく先生がおっしゃられたように、回避とかいろいろな低

減措置を考えてもかなり立地が難しい地点ではないかなと思いますので、回避・低減・代

償というところを具体的にどのようにできるのかというのをもう少し検討していただきた

いなと思います。

それから、植物についても重要種 23 種が確認されているのですけれども、「改変区域内

であっても、一部であることから減少の程度は小さい」というステートメントになってい

るのですが、そもそも重要種というのは、そういう個体数が少ないとか出現頻度が小さい
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というものが消えるということに対して、周辺にあるからいいということで具体的な措置

を何も講じないというのはいかがなものかなと考えます。

それから、やはり生態系の調査が行われていませんので、やはり何らかの形で適切に評

価してあげなくてはいけないのではないかなと思います。

事後調査の必要性のところで「不確定要素がほとんどないため、事後調査は実施しない」

と断言されておりますけれども、このデータをみている限りではとてもそんなことが言え

る状況ではないのかなと思います。むしろ最後のところにちょっと出ていましたけれども、

既設の設備も含めて、その辺の周辺と抱き合わせて確認調査をして必要な措置を講じ，慎

重な姿勢で臨まれたほうがよろしいのではないかなと考えます。実行可能な範囲で低減措

置がとられているとはとても、今の状況では何もしていませんので、する予定もなさそう

なので、その辺はもうちょっと検討していただきたいなと思います。

○顧問 ほかの地点と重複する部分は避けますので、議事録その他をご参考いただきた

いのですけれども、ここについて重点的なことを申し上げますと、もろに水域の周辺です

よね。それなのに、水域に対する配慮が全くないというのはちょっと理解に苦しみます。

特にこの尾駮沼については類型指定と現況の数値が出ていると思うのです。そういう指定

のあるところなのだから、この事業の影響がどれだけそれにインパクトがあるかというこ

とを数値的にやはりとらえなければいけないので、精密な調査をすることを求めます。と

にかくこれだけ水域に影響がありそうなのは初めてなので、今後の模範になるようなもの

を是非やっていただきたいと思います。

以上です。

○顧問 ５ページのところにあります工事に関する事項なのですけれども、この 12 万

6,000kW という規模に比べて、今までいろいろ準備書をみた範囲で、ここに書いてある工

事期間とか工事台数というのはちょっと少な過ぎるような感じを受けるのですけれども、

本当にこれでできるのでしょうかというのが質問です。

○事業者 今までの考えから一応そういうふうに書かせてもらっていますけれども、検

討をいたします。

○顧問 そのほか、ございますか。

○顧問 測定地点と予測地点のことについてお伺いします。

この地域は三沢空港の滑走路の北側で、かなり航空機騒音が高く、米軍の航空機とか民

間の航空機が通る場所のようですね。その証拠に、71 ページに｢航空機騒音に係る環境基

準｣の類型指定あてはめ図というのがあるのですけれども、ほとんどの領域が地域類型ⅠⅠ

で 75ＷＥＣＰＮＬとなっています。また、一部類型Ⅰということで 70ＷＥＣＰＮＬという

ところがあります。この 71 ページの中で白く塗られている場所は森林なのですか。51 ペ
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ージに土地利用基本計画図があって、類型指定がされていないところは森林のようですね。

ほとんどの部分が市街化調整区域ということなので、航空機騒音の類型指定はされている

けれども、森林の部分がかなりあって、その森林の部分にこの風力発電設備を設置すると

いう、そういう場所になっているのでしょうか。

○事業者 そもそもこちらの立地は、むつ小川原開発区として、工業用地として過去に

確保された場所でして、今現在はむつ小川原開発株式会社が保有している土地で、そうい

った工業用地として用意されたところではあったのですけれども、長年利用がなく放置さ

れているような状況の場所でございます。今白く抜けているような範囲は、そういった形

でむつ小川原開発区として、いわゆる住居とかに用いられる場所ではない位置づけになっ

ております。

○顧問 そうすると、用途地域図が準備書にはないのですけれども、ここは工業専用地

域になるのですか。

○事業者 そういった用途指定はまだされていないと思います。

○顧問 分かりました。

予測ポイントは、№１、№２、№３と３つあります。このうちの№１というところは航

空機の類型指定はあるということなので、これは住居地域ということでよろしいのでしょ

うか。

○事業者 そのとおりです。

○顧問 ですね。

それから、２と３については道路の沿道になっていますけれども、基本的にはこれは市

街化調整区域の中に入っているところですよね。

○事業者 ３の南側は、住居が沿道沿いにある場所でございます。２は、昔この開発区

として整備されたときに立ち退きを拒否されたおうちが１軒だけございまして、今現在も

お住まいになっておられる場所があるものでございます。

○顧問 分かりました。調査点が３点では数が少ないかなと思ったのですけれども、一

応いろいろな事情からすると、この３点で予測評価をするのでよいということに決めたと

いうことですね。測定点２と３も「騒音に係る環境基準」の類型指定はされていないよう

なので、この総合評価のところでは「Ａ地域のうち道路に面する地域」とみなして評価し

ています。確かにこの 2 地点は道路に面しているところなので、それに応じて現地騒音値

も高いということで。したがって、風力発電の騒音と加えてもほとんど変わらないという

ことです。

一応地点２と３は、「Ａ地域のうち道路に面する地域」の環境基準を満足しているとは言

うのですけれども、この環境基準というのは道路騒音を対象とした騒音について評価する
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ということなのです。それに風力発電の騒音を加えたとしてもオーケーということを言い

たいのかもしれませんけれども、やはり風力発電の騒音だけを評価してほしいと思います。

№１の評価はいいとは思うのですけれども、№２、№３については、私の希望ですけれど

も、やはり残留騒音との比較でもって、その地域を支配するベースとなる騒音に対して風

力発電の騒音というのがどれぐらいの位置づけになっているかということもあわせて検討

していただいたほうがいいかなと思います。希望だけ申し上げておきます。

○顧問 そのほかはよろしいでしょうか。一通り意見が出ていますけれども。

何回もいって恐縮なのですけれども、特段の環境保全策を具体的に何もとられていない

のに影響が、実行可能な範囲で回避・低減が図られていると評価していますけれども、そ

の辺はちょっと疑問が残りますので、再検討していただきたいということですね。

事務局では何かございますか。

○経産省 特段ございません。ありがとうございます。

○顧問 では、一応これで一通り意見が出たと思いますので、一区切りということにさ

せていただきます。

○経産省 日立造船さん、どうもありがとうございました。本日いただきました質問ま

たは宿題については、冒頭申し上げましたように文書で提出していただきますようお願い

いたします。

⑥(株)輝光 中九州風力発電所設置事業

＜事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明＞

○顧問 ありがとうございました。

この案件も最初に、やはり領域というか、事業対象区域、敷地あるいは所内というか、

変電所をどこに置くのだとか、風力発電機の概要図面に基礎部分まで含めた詳細なデータ

情報が開示されていないということ、系統への接続ルートあるいは搬入路、仮設道路の工

事内容といったものの情報が欠落しています。

それから、評価項目についても、ＮＥＤＯマニュアルをベースにした内容となっていま

すので、新しい別表５に相当するところの対応に関する補足説明資料が必要と考えます。

それから、最初に私から質問させてもらいますけれども、動植物相の調査では３月しか

調査をしていない。四季の調査は春・夏・秋というのを一般的に行うのが通常なのですが、

春だけで十分情報が取得できているとお考えなのでしょうか。すべての評価結果に係わっ

てきます。ここからお聞きします。
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○事業者 不足していると考えておりまして、評価書までに追加調査を実施する計画で

ございます。

○顧問 了解です。

先生方から。お願いします。

○顧問 関連して、107 ページの景観の調査期間。平均的な様相を呈すると思われる時

期として５月 13 日を選んだとあります。先ほど来指摘していますように、景観はみる時間

や季節、天候、みる位置によっていろいろ変化しますので、平均的な様相を呈する時期と

いったものはございません。

それから、180 ページ、色彩上の配慮で、「つや消しの薄い灰色が明記されており、本事

業もこれに準拠し、灰白色にする」旨の記述がございます。つや消しの薄い灰色は灰色で

すが、灰白色はむしろ白に近い「白色」ですので、「準拠」とはなりません。白色は自然景

観の中ではコントラストが大きくてかなり目立つ色です。構造物の存在感を誇示する色と

なります。その存在感を誇示したい構造物や風景ももちろんありますから、そういう明確

な意図があるのであればそれはそれで結構なのですが、通常の場合はなるべく目立たない

ように控え目の色となる灰色とするのが無難かと思われます。もちろん、目立たせたい、

地域の新しい風景を創りたいということを地域の方々が望むのであれば、それはそれでま

た１つの選択肢かと存じますが。

以上でございます。

○顧問 ありがとうございました。

ほかに。

○顧問 きょうのほかの案件とほとんど同じことが当てはまるのですが、それは重複す

るので言いません。まだ申し上げていないことでほかの案件に共通することといたしまし

ては地図です。この地図、どこか分からないのですよ。東臼杵郡とあるから、大分県か宮

崎県かなというぐらいにしか我々には分からないので、ほかの事業の方もそうですけれど

も、もっと大縮尺の地図をぜひ入れていただきたいと思います。

それから、ここは恐らく幾つかの重要河川の水源になっているところではないかと思う

のです。ですから、特に濁水であるとか水への影響については注意を払って調べるように

していただきたいと思います。

以上です。

○顧問 私も現地調査が足りないの一言に尽きるのですけれども、最初に文献調査で、

私も宮崎県は経験があるのだけれども、確かに鳥の調査の文献が少ないと思うのです。こ

れで一生懸命みつけて、せいぜい 60 種ということなのだけれども、こんなものでは絶対に

済まないと思うので、恐らく。これは幸いなのかどうか知らないけれども、住民意見に動
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物についての疑問が全くないですよね。これは地域的な問題なのか、こんなのを北海道あ

たりで出したらえらいことになると思うのだけれども、宮崎県だからよかったのかもしれ

ませんが、恐らく野鳥の会あたりからまた何か来るかもしれませんので、結構鳥のデータ

というのはほかに探せば幾らでもあるし、そういう文献調査だけではなくて現地調査もし

っかりしたということを示さなければいけない。それから、ルートなんかはどういう調査

をしたというのも、ちょっとこの調査方法は非常にいい加減だということ。

それから、３月だと、バットディテクターでコウモリが確認できなかったのでコウモリ

はいないみたいなことを書いてあるのだけれども、３月の末というのはやはりコウモリは

ほとんど動いていないのかなと感じました。だから、かなりしっかりした現地調査をもう

一回やり直さないといけないと思います。感想です。

○顧問 関連して、先生から。

○顧問 他の先生がもう指摘されていますが、現地調査が足りないというところです。

やはり春、特に２月、３月、４月に限定された調査の中で影響の評価というのもかなり難

しいものがあると思います。いろいろな準備書をみていてもそうなのですけれども、常に

出てくるのはカリフォルニアの衝突確率や衝突数をもとに試算するという形をとっている

のですけれども、その値自体が使えるかどうかというのもちょっと問題はあるのですけれ

ども、そういうデータを出さなくても、例えば今回もこの地域にはクマタカが生息してい

る。繁殖の可能性もすごく高いということで、かなり詳細な行動圏のマップを作って高頻

度領域を求めていて、やはりそれによって失われるエリアはどれぐらいなのかとか、先ほ

どそういう評価をしている案件がありましたけれども、そういったところで上位性の種と

してクマタカを選んで、影響はどうなっているかという評価の中で立地場所の特性を評価

するということでも私はいいと思います。

そういったときにちょっと疑問というか、この定点の配置なのですけれども、定点の配

置が、例えば 98 ページと 99 ページをみていただけると、すごくアンバランスな配置を定

点にしているのですけれども、これはこの地域の全貌がみえるような配置になっているの

ですか。というのは、西側とか北側に定点が配置されていなくてクマタカに関して言えば

ですよ。ほかの猛禽類もそうですけれども、定点調査で状況がみきわめられているのかど

うかというところがちょっと分からないのですけれども、かなりエリア的に限定された印

象を持って、その結果として例えばクマタカの飛翔図をみると、当然定点の配置がそちら

の方なので、クマタカの飛翔図もそちらの方なのです。その辺の定点の配置も適切なので

すか。というところで、期間的に少なければ当然飛翔データもそういうものになって、行

動圏全体、高頻度領域自体も描けないし、だから結局立地の影響というのも評価しにくい。

なので、なるべくもうちょっと四季を通じて評価をしていくのも大事だし、定点の配置と
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いうのも適切なのかどうかというところを検討していただく必要があると思います。

読んでいくと、影響が少ないという形で書かれているのですけれども、あとは周辺にも

同様の環境が広がっていることから、例えば採餌環境であればわずかに減少するとか、営

巣環境に関しても、樹林であるので対象事業実施区域周辺に森林環境があるので問題ない

という記述なのですけれども、これまで部会長が何回もいっているように、それを言い始

めたら多分もう何でもありだということになってしまうと思うのです。周辺にそれと似た

ような環境があるから影響がないのではなくて、そこに分布・生息している状況を把握し

た上で、そこに立地したときにどういう影響が考えられるのかということを評価するのが

環境影響評価書案だと思うのです。科学的なデータで影響をしっかりと定量的に評価する

という意識を持たれて評価していただきたいなと思います。

○顧問 部会長から何回も工事内容に関する記載が書いていないということを言われて

いると思うのですけれども、特に 79 ページの方法書に対する住民の意見というのがありま

すけれども、例えば上から２番目のところに「諸塚山は村民にとって象徴的な山の一角で

あり、風車を建てることによって自然が破壊され」云々とあって、道路等の開設による災

害の危険性等が考えられるという指摘に対して、回答の第２段落目で「風力発電機を搬入

するための工事用道路に関しては、対象事業区域までは既存の道路を利用します」、さらに

「６ｍ程度の道路を新設いたします」という具体的な回答をされているのですが、この回

答の内容が準備書の段階でどこに反映されているのでしょうか。せっかく方法書でこうい

うご意見が出て、回答もこういうふうに具体的にされているのに、であれば、どこかにこ

ういうふうに作りますよというものが評価書というか準備書段階では出てきてしかるべき

と思うのですけれども。

○顧問 事業者の方、今の件についていかがですか。

○事業者 方法書の段階の問いかけに対して、準備書として記載する段階での答えとし

て返しているわけなのですが、具体的に幅６ｍの道路をどのように造るかというところま

での図面はこの中ではちょっと落とせていないので、これについては今後きちんと記載し

ていきたいと思っています。

○顧問 ただ、ワンテンポずれていますよね。方法書で指摘されたことが準備書に反映

できないということは、そもそもおかしいのではないかと。方法書をやる意味がないです

よね。方法書について皆さんの意見をもらって、それで準備書に反映させるという基本的

な考え方のもとにこのシステムが成り立っているわけですから、その辺からしてそもそも

論理の構築がおかしいということになってしまうのです。

○事業者 本当にご指摘のとおりかと思っていまして、今先生方に評価していただいて、

いわゆる発電所のアセスという観点からいけば、計画の熟度というのが完全にアセスのタ
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イミングからワンテンポ、ツーテンポずれているというふうにご覧いただくのはご指摘の

とおりかと思っています。これはちょっとお時間をいただいて、いいわけがましく聞こえ

るかもしれないのですが、従来風力発電に関しては全く事業確度が高まっていない段階で

スタートしているものばかりでして、特に今日お褒めいただいた唯一の案件以外はすべて

東北、北海道、九州という、いわゆる事業化のめどが全く立たないエリアで、系統上の確

保もとれないようなところで、ただし、こういったある程度の概略調査でもアセスを進め

ないとその権利すら確保できないという中でスタートしているものでございまして、多く

の場合はその権利がある程度確保できた段階で詳細な測量に入り、ようやくそこで、例え

ば本来準備書で示すべき図面とかが評価書ができた後でできてくるという事情がございま

した。ですので、きょうの冒頭でユーラスさんの３件を評価されていましたが、今回の経

過措置に乗る直前で工事計画届が出されたユーラスさんの事業なんかも、その後の詳細測

量の中で実際に貴重な植物を避けるように搬入路を造ったり、あるいはその後に移植作業

などもやっておられますが、ただ、それがアセスの手続の中では全くアピールできないよ

うな段階でそういうことが行われているという、これは制度も含めたところでの矛盾がか

なりあったのは事実でございます。ですので、今後は全量買取制度というものが今年から

始まりましたし、そういった中ではきちんと先生方の、いわゆる発電所のアセスという通

常のアセスの中での段階に沿うような形できちんと詳細測量もし、方法書の段階でも概略

でもお示しをし、そういった形でアセスの手続を進めていけるように、これは反省を含め

て、今後もそのような形でやっていけるのではないかと考えております。

○顧問 ほかに。

○顧問 この件は調査点を２点選んで、騒音・低周波を予測されています。騒音につい

ては 23～29dB ということですので、かなり低いレベルだということは分かりました。

それで、測定点については住居の実態のある場所を選ばれたということで、桑ノ木谷と

飯干の２つを選定しています。先ほど他の先生からもご指摘のありましたように図が小さ

く、84 ページをみている限りはここに住宅が本当にあるのか、全然分からないのです。で

すから、図面を大きくしていただくということも１つです。さらに、先ほどの可視領域図

がもし余り負担なく作ることができるのであれば作成してください。こういう山の中のこ

とですから三次元的に風力発電機がみえるかみえないかというのはよく分からないので、

可視領域図を書いていただくと、そのみえる領域の中で建物のこれとこれとこれが浮かび

上がってきて、この予測ポイントが極めて妥当なところを選ばれているというのはよく分

かると思います。ですから、今回の場合は騒音が非常に小さいし、距離もかなり離れてい

るということでよろしいかと思いますけれども、できれば負担にならない程度でもし書け

るのであれば、可視領域図を示していただいたら我々も判断しやすいと思います。可能で
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あればお願いしたいと思います。

○事業者 作成します。

○顧問 一通り意見は出たと思いますけれども、私から１点だけ。

生態系の項目が取り上げられていませんけれども、全体的に動植物の調査が春しか行わ

れていないということで、このデータだけではとてもではないけれども生態系は、追加調

査をしない限りはちょっとできないかなと思います。景観のところで、この地点はモザイ

ク林相であるとか、日本の原風景的な景観が形成されているということで記載されている

わけです。そういったところから、いわゆる原風景的に、要するに生物多様性に富んで景

観的にも非常に豊かな状況というのは想像できる。それから、地形的にもそんな雰囲気だ

と。植生図をみてもそういう状況だということはよく分かります。そこにそれなりの伐開

をするということになると、それの面積が小さいからいいのだという話には決してならな

いと思いますので、いろいろと調査をされて、やはりもうちょっと評価の確度を上げるよ

うな努力をしていただきたいというふうにお願いしたいと思います。

本当は注目種のところ、例えばヤマドリとかルリビタキの生息分布調査がピックアップ

されて、類似の環境があるからいいということなのですけれども、分布調査というのも具

体的な調査は行われていないので、改変・伐採によってそういったものの生息領域がどう

いうふうに変わるのかということも含めて考えていかなければいけないと思いますので、

改めて全体の計画というか調査内容を見直していただきたいと思います。

風力のアセスのプロセス上の問題については理解はしているのですけれども、それはあ

る程度しようがないところはあるかと思いますが、一旦ここに上がってきてしまうとそれ

なりに意見を言わなければいけないという状況になりますので、その辺はある程度覚悟し

て出していただかなければいけないので、暫定的でもいから配置図を作るなり、管理道路

を造るとしたらこんな感じになりますという記載でもいいので、できるだけそういう記載

をするように努力をしていただきたいと考えます。

先生方で何かお気づきの点はございますでしょうか。よろしければ、事務局に一旦お返

しします。

○経産省 ありがとうございました。

事業者の輝光さんにお伺いしたいのですけれども、スケジュール的にはいつごろ着工し

て、いつごろ運開を目指すのでしょうか。

○事業者 着手は 25 年の４月末まで。運開は 27 年３月 31 日まで。

○経産省 運開が 27 年３月という理由は何でしょうか。根拠は何かあるのでしょうか。

○事業者 そこまでで今計画をしております。最終をですね。

○経産省 単純なる計画だけでいいわけですか。
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○事業者 計画と契約をしています。

○経産省 九州電力との契約。それは期限切れということなのですね。そうすると、評

価書はいつごろ出せばタイムリミットに間に合うというお考えはあるのでしょうか。スケ

ジューリングはされているのでしょうか。

○事業者 評価書は来年 25 年の３月 31 日までに提出。

○経産省 これは参考までにお聞きしただけであります。

○顧問 来年の３月までに出さなければいけないということになると、今からやってい

っても生態系を含めてそれなりの調査が終わりませんよね。それで評価書が出せるのでし

ょうかという質問です。

○事業者 調査期間が確実に不足しているところはご指摘のとおりでございまして、こ

れは実施したアセスの評価書案自体が平成 22 年というちょっと古い年次のものでござい

まして、それ以降いろいろな条件で事業化できていなかったわけなのですが、今回その経

過措置の適用を受けるということで、最終的な評価書として受け取っていただけるものに

するためには、先ほどご指摘いただいたような調査期間の不足ですとかいったものは当然

補っていかないといけないという想定のもとで、一部調査については先行して進めて、特

にそういった動植物の部分などで季節を選ぶ調査に関しては先行して着手をしております。

そういった中で、きょうご指摘いただいたところを当然反映できる形で何とか評価書まで

持っていきたいと考えております。

○経産省 ありがとうございました。参考情報として、ちょっと聞かせていただきまし

た。本来の審査とは別物ですけれども、申しわけございません。

株式会社輝光さん、どうもありがとうございました。今日質問が出たものについては文

書でできる限り提出していただきたいと思います。

○顧問 それでは、一通り６件の案件が終わりましたので、議題の３番目として、事務

局から、発電所環境アセスメントの迅速化の状況について、ご説明をお願いします。

○経産省 これまで環境審査顧問の方におかれましては、適切かつ円滑な審査のために

顧問会の開催、及び現地調査のスケジュール優先ということで、個人的にもお忙しい方も

たくさんおられる中、スケジュール調整していただきまして、大変ありがとうございまし

た。９月頃からアセスの迅速化についていろいろなところから注目されておりまして、環

境省と経産省で連絡会議を設けて議論されてきました。冒頭申し上げましたように、今日

発表になりましたので、その概要をご説明させていただきます。その中で顧問の御理解と

御協力をいただけないと迅速化につながらない点もございますので、御理解と御協力をお

願いするとともにご不明の点についてご質問いただければと思います。今後は、環境省と

経産省の連名で各自治体に環境審査の迅速化のためにご協力いただきたいという旨の文書
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を発出する予定になっておりますので、是非御協力をお願いできればと思います。

それでは、中間報告について説明させていただきます。

○経産省 それでは、お手元にお配りした資料４をご覧ください。

こちらは本日大臣から口頭で発表していただいた後、当省と環境省のホームページで公

表しております。

「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議」の中間報告は、環

境省及び経済産業省が、環境アセスメントの簡素化、迅速化について検討するため、これ

まで計８回開催し、検討事項のうち一部について中間報告としてとりまとめ公表したもの

です。

ポイントとしましては、前文のところの一番最後の方に書いておりますが、今回、環境

アセスメントの手続の質は維持しつつ、環境省及び経済産業省が手続時の運用上の取り組

み等を行うことによって迅速化を図るものです。

具体的には、大きく分けて３つ書いております。１つ目が、火力発電所のリプレース関

係。それから、６ページ目のところになりますが、風力発電所と地熱発電所の関係。それ

から、最後に７ページのところで、火力発電所の新増設等への適用について書いてありま

す。

それでは、最初のページに戻っていただきまして、まず、火力発電所のリプレース関係

について火力発電所のリプレースの定義に関して明確化を図っております。これに関しま

して、本年３月に環境省から「火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に

関するガイドライン」が公表されております。このガイドラインを適用することで調査・

予測に係る期間を１年程度短縮することが可能となっております。

このガイドラインについて、まず、今まで適用されるかどうか不明確であったものを今

回明確にしたものです。このガイドラインに適用するものとしまして、リプレースの前後

で燃料種が変わるもの。既設発電所を稼働しつつ、当該発電所の敷地内に発電所を設置し、

運転開始後に当該既設発電所設備の稼働を廃止するもの。これも対象となるなど明記して

おります。供給力を維持する観点から、旧設備に関しては動かしながら、新しいものがで

きてから旧設備に関して廃止する場合があります。このような場合でも適用できることを

明記した形になっております。

続きまして、２ページ目の中ほどから、国の審査の短縮について記載されております。

大きく分けて３つの具体的対策があります。これらの対策をとることを前提に、現在国の

審査は、方法書、準備書、評価書の段階で合計すると 150 日程度ありますが、最短で 45

日程度に短縮することを目指すことになっております。

具体的な３つの対策ですが、まず、国のみの対策としてあるところが３ページの準備書
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の「ヘ」のところに書いてあります。今までは環境省への意見照会を知事意見の提出及び

顧問会の審査が終了した後に行っておりましたが、これを自治体の審査と同時並行で実施

することで、具体的には届出があった時点から環境省への意見照会を開始し、実質的な意

見照会の手続は、事業者から住民意見の概要、事業者の見解が提出された時点から、１ヵ

月程度で終了させる手続に改めることが記載されております。

続きまして、２点目の具体策としましては、方法書の具体策のところのホとヘ、準備書

の具体策のチとヌというところに書いてあります。こちらは自治体の協力を求めまして、

国の審査を少し早目に開始するものになっております。具体的には、まず、知事意見の提

出予定日を早目に経済産業省に伝えていただきまして、審査会のスケジュールあるいは知

事意見の案を、意思決定がなされた時点で早目にお知らせいただくことで知事意見に係る

検討を開始するなど、国の審査期間の短縮化を図ることになっております。

最後に３点目、主要なものとして、評価書段階の審査に関して４ページ目のところに書

いてありますが、これまで審査期間として 30 日確保されておりましたが、変更命令を行う

場合以外に関しては 10 日間で実施することが記載されております。

以上の取り組みをしまして、２ページ目に戻っていただきますが、全体で 150 日程度確

保されている国の審査期間を 45 日程度に短縮化を図ろうという内容になっております。

続きまして、その後、４ページ目以降に、それ以外の火力リプレースの迅速化に向けて

の内容が書かれております。自治体への協力内容、それから事業者にも書類作成期間の短

縮化などを図ってほしいという内容が書かれております。

それから、５ページ目に、今回撤去工事の扱いについて明確にしております。具体的に

は、アセスの対象としまして供用開始前の撤去工事については対象事業の一部としてとら

えるという内容が記載されておりましたが、この「対象事業の一部」の定義を今回明確化

しております。具体的には、 (4)の下から４行目から書いてありますが、「火力発電所リプ

レースについては、新たな設備の設置に不可欠な既存の設備の撤去であって、かつ、新た

な設備の設置工事期間中に同時並行的に実施される撤去工事を対象にする」ということに

なっております。例えば、火力発電所などでは先に撤去をやって新設を建てるというケー

スがありますが、この場合、先に撤去した場合は、その撤去工事に関しては対象外になる

というケースが考えられます。この点を明確にした形になっております。

それから、 (5)のところで、今後の検討課題ではありますが、年末までの間に火力リプ

レースに係る環境アセスメントにおけるＣＯ２に関する取り扱いについて今後検討するこ

とが記載されております。

以上が火力リプレース関係の記載内容となります。

続きまして、６ページ目に風力と地熱に関して記載されております。基本的には、国の
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審査期間の短縮化に関しましては火力のリプレースと同様、迅速化を適用できるところは

今後適用していくという形が記載されております。ただし、火力リプレースとは違って、

まだ我々自身も特に風力に関しては審査の経験が少ないものですので、具体的な短縮の日

数までは今回提示は行っていない形になっております。

そのほかの取り組みについて、 (2)以下に書いてあります。例えば環境省は環境基礎情

報データを整備する、経済産業省は必要な調査を前倒しして実施する事業者に対して補助

するなどの方向性を示すという記載がされております。

それから、６ページ目の一番下に書いてありますが、風力発電に関しまして手引きを設

けるという旨が記載されております。

以上が風力、地熱関係になります。

続きまして、７ページ目、火力の新増設等への適用について記載されております。これ

は基本的にはリプレースに関するところで適用できるものは適用していくという旨のこと

が記載されている内容になっております。具体的には、国の審査期間の短縮のところとか、

今後の検討課題としてＣＯ２に関する環境影響の取り扱いの整理に関して適用できるとこ

ろは適用していくという内容が記載されております。

最後になって恐縮ですが、２ページ目(2)の①の２つ目のマルの部分に記載がありますが、

本取り組みに関しては顧問会で説明させていただいた上で自治体に周知し協力を求めてい

くという形にさせていただきたいと考えております。

以上になります。

○顧問 ありがとうございました。

今の短縮化の迅速化ということに関連して、実は、１、２、３回と風力部会を開かせて

いただいて、ほとんどの案件に共通的なことはもう既に議事録で公開されています。きょ

うもまた改めて言っています。特に、事業者さんとして一緒に陪席で説明されているアセ

スを実施された業者さんもずっと出ておられます。何が言いたいかというと、我々も迅速

化に係わってある意味でかなり労力がかかっているわけです。それなりに皆さんの期待に

応えられるように一生懸命やっているのですが、要は、補足説明資料を早く出してくださ

いと言ったものに対して、出てこないと次にまた開かなければいけないという時間がかか

るわけです。ですから、第１回目から同じことをずっと言い続けているわけです。もう１

ヵ月たっているわけですから、例えばきょうの案件にしても、６件については補足説明資

料に該当するものは相当あるわけです。それは、補足説明資料としてきょう出していただ

ければ次は省略できるわけです。そういう意味合いで、次回以降、根本的に指摘されると

分かっている項目というのは既にお分かりだと思いますので、できれば事業者の皆さん、

あるいはアセスを担当された方も含めて、できるだけ今後上がってくる案件については、
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その場でも結構ですから補足説明資料を出していただきたい、用意していただきたいとい

うお願いでございます。

以上です。

○経産省 只今いただきました意見につきましては、事務局も責任をもって、十二分に

徹底させていただきたいと思います。どうも大変ありがとうございました。

○顧問 では、一応以上で案件は終わりましたので、事務局にお返しします。

○経産省 どうも大変ありがとうございました。

大分時間を超過いたしましたけれども、只今いただきました合理化に向けて部会長及び

顧問からいただきました共通的な事項については早目に事業者に伝えて、より一層合理化

を図るということに努めてまいりたいと思います。

また、本日いただきましたご意見につきましては、事業者において早急に回答を作成い

ただきまして、私どもに溜めることなく適宜各顧問の方にお送りすることによって平準化

し、よりスピードアップに努めさせていただきたいと思います。

本日は大変長い間ありがとうございました。


