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環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について 

 

第１ 基本的事項 

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。 

(回答)ご指摘の点を踏まえて準備書の作成を行います。 

 

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５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)主務省令別表第５の参考項目及び「風力発電のための環境影響評価マニュア

ル」の評価項目として選定することが望ましいとされている項目などを勘案し、選

定した環境影響評価の項目は表 4-1-2（方法書 176 ページ）に、選定もしくは選定し

なかった理由は表 4-1-3（方法書 177～178ページ）に記載しました。 

 

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１０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)環境影響評価の調査・予測並びに評価に当たっては、ご指摘の点を踏まえて

実施します。 

 

第２ 具体的事項 

１．対象事業実施区域と改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲

等）を明確に区分し、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分かる図面を添付するこ

と。 

(回答)改変区域は図 2.2-3（方法書 17 ページ）に記載したとおりであり、新設する

仮設道路は既存の道路（村道）から各風力発電機設置のための組立ヤードに至る部
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分だけとなります。樹木の伐採はなく現状としては葦のみの伐採を想定しています。

工事終了後、供用時必要面積以外は種子吹付けにて緑化を行います。なお、風力発

電機は、全基平地部に建設されるため本工事では、切盛土工事は行いません。 

 

２．風力発電所の配置（変電設備、管理棟、既存設備等含む）が不明なため、工

事の仕上がりなど、全体像が分かる図面を添付すること。 

(回答)現時点での風力発電機、送電線ルート及び連係変電所の配置は、図 2.2-9（方

法書 28 ページ）に記載しました。運転制御管理事務所は、連係変電所近傍に設置し

ます。 

 

３．評価については、必要な調査データを取得・整理し、できるだけ定量的な評

価を行うこと。 

(回答) 準備書、評価書を作成する際には、ご指摘の点を踏まえ、できるだけ定量的

な予測及び評価となるよう努めます。 

 

４．工事車両の運行ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮につ

いての記述が不十分なため、工事に伴う騒音振動予測を記載すること。 

(回答)事業計画を策定する段階で検討している環境配慮事項は表 2.1-2（方法書 7～

8 ページ）に記載しました。また、工事用資材等の搬出入車両の走行に伴う二酸化窒

素、降下ばいじん量、道路交通騒音及び道路交通振動について予測及び評価を行い

ます。 

 

５．低周波音については、「低周波音の測定に関するマニュアル」（環境庁大気保

全局策定）に基づき評価を行うとともに、Ｇ特性だけでなく、周波数特性も示す

こと。 

(回答) 表 4.2-4（方法書 192～193 ページ）に記載のとおり、G 特性音圧レベル及び

1/3 オクターブバンド音圧レベル(中心周波数１Hz～80Hz)を測定し、「低周波音の測

定に関するマニュアル」等に基づき評価を行います。 

 

６．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)図 2.2-6（方法書 22 ページ）に記載のとおり、降雨時の排水は、各ヤード横

に設置する沈砂池に集積され、土砂等を沈降させながら地下に自然浸透させるとと

もに、沈砂池の容量を超える場合には、U 字側溝を通して上澄みを既設排水路に放流

します。 

 なお、対象事業実施区域及びその周辺における河川の類型指定の状況は図 3.1-11

（方法書 52 ページ）に記載しました。また、八郎湖の承水路及び調整池は A 類型に

指定されています（方法書 55ページ記載）。 
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７．生態系については、何を指標（注目種）とし、どのような調査・評価を行う

のか具体的に記載すること。 

 (回答)上位性の注目種はチュウヒ、典型性の注目種はノウサギとし、その生息環境

の状況を既存資料調査及び現地調査により整理し、その改変の程度から影響の程度

を予測し、その影響が事業者により実行可能な範囲内で回避され、又は低減されて

いるかについて評価します。 

 

◇上位性・典型性の注目種 

視点 注目種 選定理由 一般生態 

上位性 チュウヒ 

八郎潟での繁殖が知られており、
対象事業実施区域及びその周辺にお
いて確認されている（3月時点）。 

繁殖環境は、対象事業実施区域及
びその周辺に存在し、耕作地も採餌
環境として利用する、八郎潟を代表
する猛禽類である。 

ヨシ原で繁殖し、半径 200ｍ程度
のテリトリーを構えるが、巣から
5km 以上離れた場所で狩りを行うこ
とがある。繁殖場所であるヨシ原な
どの草地の分布状況と利用する狩り
場の変化に影響されると考えられる
が、具体的な事例は少ない。 

ヨシ原や草地で繁殖し、同環境や周
囲の農耕地で狩りを行う。草地を主な
生活域にする種である。 

獲物はヨシ原や農耕地で捕獲できる
あらゆる小動物であるが、中でもネズ
ミ類が多い。 
産卵は 4 月下旬頃で、抱卵期は 5 週

間前後で、5 月下旬頃に孵化する。ふ
化後約 25 日ぐらいで巣を離れることが
可能であるが、しばらくは近くの草陰
に潜み、巣立ちの時期がわかりにく
い。約 38 日齢で初飛翔の観察があり、
6 月下旬位には独立する。幼鳥は、巣
立ち後１ヶ月頃には大きな移動を始め
る個体がいる。 

典型性 ノウサギ 

 対象事業実施区域及びその周辺に
おいて確認されている。 

樹林や草地を中心に生息し、耕作
中の耕作地にも出現する。対象事業
実施区域及びその周辺の陸上環境で
は普遍的な存在であると考えられ
る。 

低地から高山帯までの草地や森林な
どに生息する。群れは形成せず単独で
生活する。特定の巣は持たないが、ね
ぐらを中心に約 400ｍの範囲で行動す
ると言われる。 
植生は植物食で、葉、芽、樹皮など

を食べる。 
北部のノウサギは冬から夏にかけて繁
殖し、妊娠期間は 42～47 日、１ヶ月ほ
どで独立し、8～10 ヶ月で成熟し、繁
殖可能となる。 
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1．生態系構造の把握方法 

（１）チュウヒを上位種とし、その採餌環境に着目した生態系構造の把握方法 
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【調査方法】 

 

１）計画地周辺における生息状況、採餌状況 

一般的な定点観察による猛禽類調査に準じるが、広大で平坦な調査地条件とチュウヒが繁殖

テリトリーから遠方まで離れて行動することに留意する。 

 

● 行動範囲、採餌行動に着目して記録する。 

● 連続した八郎潟の類似環境について、できるだけ広範囲の繁殖つがいの存在把握、営巣

場所の確認に努める。 

● 記録用の地図には、予め植生環境等の区分を記入しておく 

● 記録データからハンティング、探餌行動等があった場所を抽出し、好適採餌環境の推定

に資する。 

 

  

 

 

 

 

２）ネズミ類の分布・生息量 

● 調査範囲を、植生等による環境区分ごとにポリゴン化し、各環境区分について代表値を

得られるように調査地点（トラップ設置地点）を設定する。各環境区分の面積あたりの

捕獲数により、餌動物としてのネズミ類の生息密度を適餌場指数としてランク分けする。 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的な調査計画＞ 
・設定した調査地点に、生け捕り用のワナであるシャーマントラップを設置し、ネズミ
類の捕獲を試みる。餌は、動物質と植物質を半数ずつ用いる。捕獲されたネズミ類に
ついて、餌の種類、種、性別、体重、頭胴長などを記録する。 

・調査は、積雪期を除く春、夏、秋の 3 回実施する（哺乳類調査の結果としても利用す
る） 

＜具体的な調査計画＞ 
計画地を見渡せるよう調査地点を配置し、確認されたチュウヒの採餌に関する行動を

調査票に、確認位置を地形図に記録する。地点間相互に業務用無線などで連絡をとり合
い、記録が重複しないように配慮する。調査は繁殖期（4 月～7 月）とし、各月 1 回実施
し、3 日間連続の調査とする。なお、繁殖状況の確認のための補足調査（各営巣地ごと
に短時間の観察で繁殖段階を把握）を各調査回の間に実施する。 
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（２）ノウサギを典型種とし、その生息環境に着目した生態系構造の把握方法 
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【調査・検討方法】 

１）生息密度・分布 
● ノウサギの生息密度を把握するため、INTGEP 法及び糞粒法を実施する。ノウサギの利用

環境が積雪期と非積雪期で異なるために、各期に実施する。INTGEP 法は積雪期の密度推

定に適しており、糞粒法はそれ以外の時期の密度推定に適している。 
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２）好適生息環境の抽出 

● 定量的な予測評価が可能なロジスティック回帰分析によるモデル化を行うこ

ととする。 

 

 

 

８．居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合いの場、緑化及び修景に

係る記述がないため、これらを追加すること。 

(回答)居住地等生活環境からの景観調査地点としては、ことおか道の駅（土笛の里）、

日本国花苑を選定しています。その他、方法書縦覧時の住民意見を反映し景観調査

地点を追加したいと考えております。人と自然との触れ合いの場は、表 4.1-3(2)

（方法書 178 ページ）に記載したとおり、環境影響評価項目としては選定していま

せん。 

また、事業計画を策定する段階で検討している環境配慮事項は表 2.1-2（方法書 7

～8 ページ）に記載しました。風力発電機の外観・形状・色調については、高さ的な

圧迫感を極力払拭する配慮とともに、周辺景観との調和を図ります。また、周囲に

緑地帯を設け、施設と地域の緩衝帯とするするとともに、周辺環境との調和など環

境への配慮を図るため、敷地及び施設の緑化に努めます。 

  

９．シャドーフリッカー（風車の影）、廃棄物、残土及び塗装からの有害物質に係

る記述がないため、これらを追加すること 

(回答)本事業の実施に伴って発生する廃棄物の種類は木屑、廃プラスチック類等で

あり、これらはすべて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い適正に処理し

ます。残土は基礎掘削において発生しますが、組立ヤード内に敷き均すため、場外

への排出は行わない計画です。また、風力発電機の外観は高速硬化型で耐久性の優

れた塗料を塗布した状態で納入されるため、建設時の塗装は実施しません。以上の
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内容は、方法書の第２章に記載しております。 

風力発電機の影の及ぶ範囲及び時間は、シミュレーションにより定量的に予測し

ます。 

 

１０．ｗｉｎｄ ｔｕｒｂｉｎｅ ｎｏｉｓｅに卓越した純音成分（約１００ヘル

ツから２００ヘルツまでの範囲）及びｓｗｉｓｈ音の程度について記載するこ

と。 

(回答)風車騒音の特徴の一つとして、シュッシュッというスウィッシュ音（swish）

や、ドンドンというサンプ音（thump）と呼ばれる振幅変調性の音の発生があります。

風力発電施設の周波数特性など上記の情報が得られましたら、準備書もしくは評価

書にて記載します。 

 

１１．資材搬入、管理道路の計画について図示し、資材搬入道路の拡幅工事等に

ついて影響評価を行うこと。 

(回答)工事期間中の関係車両の走行ルートは、図 2.2-4（方法書 20 ページ）に記載

したとおりです。工事用道路としては、主要地方道 42 号及び 298 号から建設予定地

に至る村道を利用します。風力発電機の搬入のため、一部交差点の拡幅を行います

が既存の道路の拡幅は行いません。 

新設する仮設道路は、図 2.2-3(2)（方法書 17 ページ）に記載したとおり、既存の

道路（村道）から各風力発電機設置のための組立ヤードに至る部分だけとなります。 

 

１２．工事車両の運行は大気環境に影響を及ぼすため、工事車両の運行経路を考

慮し、必要に応じ最寄りの大気環境の現況を示し評価すること。 

(回答)表 4.2-1(1)（方法書 179 ページ）及び表 4.2-2(1)（方法書 182 ページ）に記

載したとおり、関係車両の主要な走行ルート沿いで大気環境（窒素酸化物、降下ば

いじん）の調査を実施します。 

 

１３．施設の稼働時に管理棟等を設ける場合は、生活排水の処理に係る記述を追

加すること。 

(回答)運転制御管理事務所は、連係変電所近傍に設置します。運転制御管理事務所

からの生活排水は、公共下水道を利用し排水する予定です。もし近傍にない場合は

浄化槽を設けて処理いたします。 

 

１４．対象事業実施区域の現況確認については、現存植生図だけでは現状との照

合が難しいため、現状が確認できる至近の航空写真、図面等を添付すること。 

(回答)鳥瞰図は図 2.2-1(2)（方法書 11ページ）に記載しております。 
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１５．動植物相の調査について、調査ルートの設定に際しては、樹木の伐採等の

改変区域を包含するよう考慮すること。特に、注目種が改変区域に分布している

のか、又は非改変区域に分布しているのか分かるよう調査すること。 

(回答)動植物相の調査について、調査ルートの設定に際しては、改変区域を包含す

るよう考慮しました。また、動植物の重要な種について、分布又は生息（生育）環

境の改変の程度が把握できるよう調査を実施します 

 

１６．風車が目立たないように、風景の中に溶け込むよう検討すること。 

(回答)風力発電機の外観・形状・色調については、高さ的な圧迫感を極力払拭する

配慮とともに、周辺景観との調和を図ります。 

 

１７．近傍の風力発電所との複合的な環境影響が考えられる場合は、可能な範囲

で予測・評価するよう努めること。 

(回答)近傍に複合影響を考慮すべき、既設風力発電所はございませんが、将来、近

傍に、影響を考慮すべき風力発電所新設計画が生じる場合には、可能な範囲で予

測・調査を行うよう検討致します。 

 

１８．牧草地を中心に風車を多数設置する場合は、猛きん類等の餌場になってい

る可能性があるため、餌場としての機能が維持されるかについて検討すること。

また、樹林を伐開・整地して風車を設置する場合は、小動物等の狩場として利用

されるようになる可能性があることに留意すること。 

(回答)対象事業実施区域及びその周辺は、大規模な干拓地が特徴的な地域で植生は

人為的影響の大きい植林地や農耕地植生が大部分を占めています。また、樹木の伐

採はなく現状としては葦のみの伐採を想定していますが、これらの葦原を狩場とし

て利用しているか把握いたします。 

 

１９．樹林帯を伐開して風車を設置する場合は、林縁部の植生構造の変化や風の

通り道ができることにより、植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性がある

ため、工事に際しては段階的な伐開、萌芽更新の手法を採用する等の工夫が必要

になるとともに、動物相の変化も考えられることから、影響評価に際してはこれ

らについて考慮すること。 

(回答) 対象事業実施区域及びその周辺は、大規模な干拓地が特徴的な地域で植生は

人為的影響の大きい植林地や農耕地植生が大部分を占めています。また、樹木の伐

採はなく現状としては葦のみの伐採を想定しています。 
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２０．風車設置のための土木工事において、埋め戻し、現状回復を図る旨記載し

ている場合が多いが、現状の定義を明確にするとともに、回復措置の具体的な内

容を示すこと。特に、緑化の内容については詳細に計画を示すとともに、切土法

面、盛土の周辺及び風車設置基部の整地部分の状態を明記すること。 

(回答)風力発電機は、全基平面部に建設されるため、本工事では切盛土工事は行い

ません。また、改変面積約 11.4ha のうち、5.4ha は工事終了後に種子吹付けにて緑

化を行います。なお、緑化には在来種を用い、外来種による撹乱を防止します。 

 

２１．道路及び送電線埋設工事について、計画の詳細がほとんど示されていない

ため、工事の内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性について検討

すること。特に、林道等の拡幅工事や鉄板敷等により一時的に大型車両の運行を

行う場合は、工事部分の重要種が消滅することがあること、また、側溝等を設け

る場合は、小動物の落下や分断等の影響があることに留意すること。 

(回答)現時点での風力発電機、送電線ルート及び連係変電所の配置は、図 2.2-9（方

法書 28 ページ）に記載しました。送電線ルートはコンクリート柱による架空方式と

なります。また、工事期間中の関係車両の走行ルートは、図 2.2-4（方法書 20 ペー

ジ）に記載したとおりです。現時点では、重要種の消滅や生態系の分断の可能性は

ないものと考えております。 

 

２２．哺乳類の調査手法として、自動撮影調査を実施するものとしないものが混

在しているが、夜行性の中・大型哺乳類の生息確認に自動撮影を用いることは一

般化しているため、調査手法として追加を検討すること。また、ブレードへの鳥

類等の衝突個体が多くなると、肉食性哺乳類が集まりやすくなることが考えられ

ることから、事後調査についても検討すること。 

(回答)表 4.2-8 及び図 4.2-6(1)（方法書 205～206 ページ）に記載のとおり、哺乳類

の調査手法として、自動撮影調査を実施することとしています。鳥類の衝突の可能

性に関しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省

自然環境局野生生物課）に基づき、定量的な予測を行います。その予測の結果、環

境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合、事後調査を検討します。  

 

２３．鳥類の予測評価については、ブレード、タワー等への接近・接触に関し

て、衝突確率等の算出を行うこと。また、予測評価に際しては、必要に応じて有

識者等から助言を得ながら実施すること。 

(回答) 鳥類の衝突の可能性に関しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化

のための手引き」（環境省自然環境局野生生物課）に基づき、定量的な予測を行いま

す。 また、予測評価に際しては、必要に応じて有識者等から助言を得ながら実施し

ます。 
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２４．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よう努めること。 

(回答) 表 4.2-13（方法書 218 ページ）に記載のとおり、施設の稼働に伴う温室効果

ガスの削減量を予測します。 

なお、現状、想定する風力発電設備による発電量は、対象事業実施区域が属する

大潟村周辺の約 6 万世帯の年間電気量を発電し、約 246,000 CO2-t/年の二酸化炭素

削減効果に相当するものを見込んでいます。 

 

２５．風車の設置箇所が海に近いことから、海域への濁水の影響について検討す

ること。 

(回答)海岸から１km以上離れています。 

 

２６．関係車両の主要な走行ルートのうち、主要地方道 42 号沿いの住宅の配置

の状況を示すこと。 

(回答) 主要地方道 42号沿いの住宅の配置の状況は別添１に示しました。
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（別添１） 
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風力部会における共通質問事項について 

 

 

１．文献等による鳥類相の表の配列が現在の日本鳥類目録に沿っていない。日本

鳥学会が昨年９月に発行した「日本鳥類目録改訂 第７版」に準ずるべきである。 

(回答) 方法書では「日本鳥類目録改訂 第 6 版」に準じておりましたが、準備書で

は最新の資料に準じた記載にいたします。 

 

 

２．夜間に渡る鳥類の把握手法として、レーダーを利用した調査を諸般の事情に

より行えない場合は、それに代わる方法で夜間の渡り鳥の状況を調査するべきで

ある。 

(回答) 渡り時期において、鳴き声等による把握に努めます。 

 

 

３．景観の調査について、水平の視野角を考慮すること。 

(回答) 水平角を考慮して、予測・評価を行います。 

 


	（２）ノウサギを典型種とし、その生息環境に着目した生態系構造の把握方法

