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○全般

（回答）

対象事業の目的及び内容、環境保全措置並びに事後調査については、準備書に記載しております

が、主務省令の規定に基づき、評価書に記載致します。

２．環境影響評価の項目の選定に当たっては、本事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整

理した上で、主務省令別表第五の参考項目を勘案し適切に選定するとともに、その選定理由を

明確にすること。

（回答）

作成した準備書は、福島県環境影響評価条例に基づき、環境影響評価の項目を選定し、選定理

由については準備書 133 ページ、134 ページに記載しました。別表第五との対比では、工事中の

窒素酸化物については福島県環境影響評価技術指針の標準項目にはなっていませんでしたので選

定致しませんでした。

３．環境影響評価の調査・予測に当たっては、主務省令別表第十の参考手法を勘案しつつ、事

業特性及び地域特性を踏まえ、調査・予測の妥当性を明らかにして適切に実施すること。また、

評価に当たっては、調査及び予測の結果並びに環境保全措置等を踏まえ、評価の根拠及び検討

経緯を明らかにし、対象事業の実施による環境影響が事業者により実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減されているものであるか及び環境の保全についての配慮が適正になさ

れているものであるかを検討すること。

（回答）

作成した準備書における環境影響評価の調査・予測については、福島県環境影響評価条例に基

づく、環境影響評価審査会における方法書の審査を経て実施しております。しかしながら、今後

の評価書作成の過程において、最新の資料を参考に、改めて事業の実施による環境影響が事業者

により実行可能な範囲内でできる限り回避、又は低減されているものであるか、環境の保全につ

いての配慮が適正になされているか検討を行います。

１．環境影響評価準備書の作成に当たっては、環境影響評価法、電気事業法及び「発電所の設

置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価

を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を

定める省令」（以下「主務省令」という。）の規定に基づき、環境影響評価の項目、調査・予

測・評価の手法及びこれらの結果等、必要な事項を遺漏なく記載すること。特に、対象事業の

目的及び内容、環境保全措置並びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載すること。
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４．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）が不明なため、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、どのように修復

するのかが分かる図面を添付すること。

（回答）

土地の改変区域については、準備書5ページ及び16ページから18ページに記載しております。

改変区域の維持・管理の内容については、評価書に記載致します。

５．風力発電所の配置（風車、建屋等含む）が不明なため、工事の仕上がり等、全体像が分か

る図面を添付すること。

（回答）

準備書の 5ページに風車の配置を示しました。その他の変電設備、蓄電池建屋については 6ペー

ジに示しております。なお、変電設備や蓄電池建屋については、工事の仕上がりや全体像がわか

るように類似施設の図面等を評価書に掲載致します。

６．現状を確認できる航空写真、図面等を添付すること。

（回答）

現状を確認できる航空写真を評価書に掲載致します。

７．類型指定図、規制区域図、土地利用基本計画図、都市計画用途地域図などを示すこと。

（回答）

対象事業実施区域及びその周辺は都市計画区域ではありません。また、騒音の類型指定区域も

ありません。防災等の規制区域図は準備書 122 ページ、土地利用基本計画図は 90 ページに示して

おります。

８．学校、病院等の位置図を示すこと。近隣住居の配置が明確に分かる図を示すこと。

（回答）

学校、病院等の位置は準備書 96 ページに、近隣住居の配置については準備書 97 ページに示し

ております。

９．道路及び送電線埋設工事による影響について記載すること。

（回答）

新設される搬入道路部については重要な動植物の確認状況をもとにオーバーレイ法により、影

響の検討を行いました。既存道路拡幅部や送電線埋設工事箇所において、重要な動植物種は確認

されていないため影響は無いものと考えられますが、検討した内容について評価書に記載致しま

す。
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10．特定地点に複数の案件が提示される場合や、既存設備に追加し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

こと。

（回答）

対象事業実施区域の周辺には、本事業以外の案件がない為、複合的な影響についての評価は不

要と考えます。

11．資材搬入道路のルートについて拡幅・改修・鉄板敷等の工事の必要性の有無、工事の必要

性がある場合はその場所と工事の内容について記載すること。

（回答）

資材搬入道路のルートについては、準備書 16 ページから 18 ページに示しておりますが、評価

書に拡幅・改修・鉄板敷等、実施される工事の内容と場所について記載し、併せてこれら工事に

よる影響について記載致します。

12．対象事業の内容について ※一部重複あり

・設置計画位置図については，地形図として 2.5 万分の 1 以下の縮尺を使用して作図して

ほしい。（既設の作業用道路，既設林道の有無がわからないため）

・実施区域の定義を明確にすること。（電気主任技師の監督範囲？）

・事業者の管理区域＝電気主任技師の管理区域？

・対象事業実施区域＝調査範囲？

・所内と定義する境界（敷地境界）を明示すること。（所内変電所設置に関連して）

・風力発電機の概要図面に基礎部分のサイズ，杭基礎の深さ，本数などを明示すること。

・送電系統への接続ルートを示すこと。

・資材搬送ルートを示すこと。

・仮設道路工事の内容を記載すること。

・仕上がり予想図を示すこと。

（回答）

・設置計画位置図（2.5 万分の 1）については準備書 5ページに示しております。

・対象事業実施区域は、風力発電機設置のための作業ヤード、搬入路などの改変区域を網羅する

ように設定しており、またこれらの範囲を動植物の調査範囲として設定致しました。

・事業者の管理区域は電気主任技師の監督範囲と同じ範囲になります。

・変電所の敷地境界は、準備書 6ページに示しております。

・風力発電機の概要等は、準備書 6ページ、11 ページに示しております。

・送電系統への接続ルートについては、準備書 5ページに示しております。

・資材搬送ルートについては、準備書 16 ページから 18 ページに示しております。

・仮設道路工事の内容については、準備書 7ページに示しております。

・仕上がり予想図は、評価書に掲載致します。
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○大気質・騒音・振動関係

13．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

ないため、工事に伴う大気質への影響及び騒音振動予測を記載すること。

（回答）

福島県環境影響評価技術指針に基づき、工事に伴う粉じん、騒音、振動について影響予測を行

い、準備書に記載しております。

14．低周波音の評価に「低周波音問題対応手引書」の「参照値」を使用しないこと。

（回答）

準備書においては参照値を使用しておりますが、評価書には使用しないように致します。

15．低周波音に係る記述がないため、「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）

低周波音の影響に関する評価は１/3 オクターブバンド音圧レベルも含めて、準備書 225 ページ

に記載しております。

16．ｗｉｎｄ ｔｕｒｂｉｎｅ ｎｏｉｓｅに卓越した純音成分（約１００ヘルツ～２００ヘル

ツ範囲）及びｓｗｉｓｈ音の程度について記載すること。

（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、評価書に記載します。

また、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ため、そのような

音の特徴についても評価書に記載するように致します。

17．風力発電機の可視領域図を示し、騒音・低周波音の調査地点との関係を記述すること。

（回答）

準備書 149 ページに示した可視領域図に騒音・低周波音の調査地点を記入し、各地点から可視

が可能かどうかの関係について、地物等の状況も踏まえて整理し、評価書に記載致します。

18．風車騒音の評価に「道路に面する地域の環境基準」（道路騒音の評価基準）を使用しない

こと。

（回答）

準備書では風車騒音の評価に「道路に面する地域の環境基準」は使用しておりません。
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19．風車騒音の評価については、地域の特性を踏まえ残留騒音（LA95）との比較検討も行うこ

と。

（回答）

風車騒音の評価について、LA95 と比較検討して、評価書に記載致します。

20．空気吸収の影響を地域の平均的条件及び音の伝わりやすい条件で検討すること(ISO

9613-1or JIS Z 8738 に基づき、騒音の周波数特性、気温、相対湿度を設定)

（回答）

空気吸収の影響を地域の平均的条件及び音の伝わりやすい条件で検討し、評価書に記載致しま

す。

21．変電設備の位置を示し、変電設備騒音の近接住居等への影響について記載すること。

（回答）

変電所の位置は、準備書 5ページに示しております。また、変電設備の近隣には住居は無い状

況であることを踏まえ、同施設からの影響について評価書に記載致します。

22．大気については、現況がどうであるかということを書いていただきたい。

（回答）

大気の現況については、福島県で実施している調査結果について、準備書 25 ページから 31 ﾍﾟｰ

ｼﾞに記載しております。

○水質関係

23．水の濁り（濁水対策）に係る記述がないため、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）

水の濁りについては、準備書 231 ページに。また、河川、湖沼の類型指定の状況について準備

書 36 ページに記載しております。

24．工事中、また裸地が有る場合には必ず泥水が出るため、環境影響の予測評価の項目に水の

濁りを選定すること。

（回答）

水の濁りについては、準備書 231 ページに示しております。
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25．塗装からの有害物質溶出による影響について記載すること。

（回答）

風力発電設備は、完成品として海外より調達するため国内での塗装は実施しないものとしてい

ます。なお塗料には水溶性を使用していないことで、降雨による塗料の流出を防止する対応を講

じていることを評価書へ記載いたします。

26．管理棟などを設ける場合、そこからの生活排水も問題になる可能性があるため、検討する

こと。

（回答）

蓄電池建屋は設置しますが、上水等を利用する計画はありません。

○動植物・生態関係

27．動植物相、生態系に係る定量的な評価がないため、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載すること。

（回答）

対象事業実施区域及びその周辺における動植物の現地調査をもとに、地域を特徴づける生態系

への影響、注目すべき種への影響について検討を行いました。内容については準備書 333 ページ

から 339 ページに記載しております。

28．猛禽類の影響及び鳥類の衝突確率等について記載すること。

（回答）

「鳥類等に関する風力発電施設適正化のための手引きについて」（環境省、2011 年）をもとに

衝突率の推定を行い、準備書 273 ページから 276 ページに記載しております。

29．工事用資機材の搬出入、建設機械の稼働、造成等の施工による一時的な影響及び生態系等

の評価項目の見直しについて検討すること。

（回答）

動物及び生態系については、工事の実施による影響について影響予測を行っております。また、

植物については造成等の施工による一時的な影響についても影響予測を行っているため、評価項

目の見直しは不要と考えます。
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30．動植物相、猛禽類、渡り鳥の調査期間について検討すること。

（回答）

動物相については、哺乳類が四季の調査、両生類・爬虫類、昆虫類、魚類、植物については春

季、夏季、秋季の三季、猛禽類については営巣が確認されたため二繁殖期の調査を実施しました。

鳥類については冬季、春季の渡り、繁殖期、秋季の渡りの調査を実施しております。また、秋季

期間の渡りについては追加調査を実施しましたので、評価書へ記載致します。

31．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すること。

（回答）

当該地域の調査で、確認例が最も多かったのはノスリであり、採餌行動が多く確認されたのは

風車建設予定地に隣接する南東側斜面の樹林環境でした。ご指摘の牧草地の餌場としての機能に

ついては、風車建設後も餌場としての機能が維持されるのか検討を加え、評価書に記載致します。

○景観・人と自然との触れ合いの活動の場関係

32．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

ため、これらを記載すること。

（回答）

生活環境からの景観については、景観予測の視点場として近傍の集会場を選定しています。

（フォトモンタージュは準備書 364 ページ、365 ページに示しております）また、人と自然との

触れ合いの活動の場についての影響予測を行っており、準備書 373 ページに示しております。緑

化、修景については、評価書に記載致します。

33．生活環境からみた景観についても目立たないように風景の中に溶け込むよう配慮するこ

と。

（回答）

居住地等生活環境から見た場合、風車の背後はほとんど空を背景としているため、「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）に記載されているように背景の

空と調和できるような灰白色とするよう計画しております。

34．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こと。

（回答）

準備書で選定した視点場の中では、日常的に市民が利用する場所として、打違内の集会所、福

島空港が、季節により市民が利用する場所として須賀川牡丹園などで評価致しました。
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35．国の第４次レッドリストが８月28日に環境省の報道資料で出ているが、どのように考えて

いるのか。

（回答）

評価書には、第 4次レッドリストを重要種の選定基準として記載することを考えております。

36．事後調査を受けて具体的にどういう措置まで考えているのか。

（回答）

事後調査を実施し、得られた結果が評価書に記載している内容と大きく隔たることが明らかに

なった場合、地域住民や関係機関と協議し、適切な措置を講じます。また、動植物については、

各方面の専門家のご指導を戴き、適切な措置を講じることを考えております。

37．バードストライクについては、回避・低減・代償について具体的に検討していただきたい。

（回答）

風車の配置は、最終的には環境影響評価の手続きの中でバードストライクの影響を含め、その

他環境への影響を総合的に判断して決定する予定です。その中でバードストライクに関しては衝

突確率の高いノスリの営巣場所や幼鳥の飛翔頻度が高い場所から極力離す等の検討を行います。

○廃棄物関係

38．廃棄物や残土に係る記述がないため、これらを記載すること。

（回答）

廃棄物等については、準備書 377 ページに記載しております。

○温室効果ガス等

39．温室効果ガスの削減効果が不明なため、風力発電の設備利用率を含め、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）

評価書において、風力発電の設備利用率を含め、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します。

（補足）

40．工事着工までの大まかなスケジュール感を教えてください。

（回答）

２０１３年２月：経済産業大臣へ福島県知事意見提出（予定）

２０１３年５月：評価書提出（予定）

２０１３年６月：工事計画の届出（予定）

２０１３年７月：工事着工（予定）


