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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方法書 表 4.1-2（p.130）に、選定もしくは選定しなか

った理由は表 4.1-3（p.131～p.132）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。 
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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)方法書「第２章 第２節 対象事業の内容」に記載しております。(p.9～

p.20) 

対象事業実施区域約 19.3ha の内の改変区域は約 4.01ha で、改変区域の内訳は風

力発電機 1 基当たり約 0.3ha、7 基の計で約 2.1ha、管理用道路が約 1.91ha となりま

す。 

現時点での計画ですが、風力発電機及び変電所の位置は図 2.2-16(p.29)に、管理

用道路となる関係車両の走行ルートは図 2.2-5（p.13～p.14）に示しております。 

なお、切盛土面は工事終了後に 2.27haを緑化する計画です。(p.15) 

 

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) 方法書「第２章 第２節 対象事業の内容」（p.6～p.31）に記載しておりま

す。 

現時点での風力発電機の配置は図 2.2-3（p.10）、変電設備、送電線の配置は、図

2.2-16 （p.29）に示すとおりです。 

 

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)環境影響の回避・低減に係る評価とともに、国又は地方公共団体による環境

の保全の観点からの施策によって基準又は目標が示されている場合は、当該基準又

は目標との整合性が図られているか否かについて検討し評価します。 

 

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)環境配慮事項につきましては、方法書「第２章 第１節 対象事業の目的」

（p.4～p.5）に記載しております。 

また、「第４章 第 2 節 調査、予測及び評価の手法の選定」に示しますように、工

事用資材等の搬出入に伴い生ずる窒素酸化物、粉じん等、道路交通騒音・振動につ

いて予測及び評価を行います。(p.134～p.153) 
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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)本マニュアルに基づき評価することを、方法書「第４章 第２節 4.低周波

音」（p.148～p.150）に記載しております。 

また、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、「低周波音の測定方法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)方法書「第２章 第２節 対象事業の内容」に記載しております。（p.23） 

降雨時の排水は、ヤード外周部に設ける素堀側溝を経由し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ます。沈砂池の容量

は、3m×2m×1m(一例)を予定しています。 

なお、河川、湖沼等の類型指定の状況は、方法書「第２章 第２節 2.水環境の

状況」に記載しております。（p.46～p.51） 

 

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) 方法書「第４章 第２節 12.生態系」（p.175～p.177）に記載しています。 

上位性の注目種はノスリ、典型性の注目種はニホンリスとし、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 ノスリ 

行動圏が広く、森林や草地、農耕地、水辺な

ど開けた場所も利用するが、繁殖や休息の場

として森林の大木等を利用するため、広域で

の植生改変、土地利用の改変による影響を予

測するのに適している。森林から草地の生態

系の栄養段階の上位に位置する種であり、餌

となる動物が豊富な環境が必要であるほか、

繁殖可能な場所が限定されていることから、

森林の改変に敏感な種類である。 

北海道から本州中部以北、四国の低山

から亜高山で繁殖する留鳥。丘陵や山

麓の落葉広葉樹林や針葉樹林に生息

し、農耕地や干拓地、草原などを餌場

とする。上空で定翔飛翔し、主にネズ

ミ類を捕食する。巣は主に針葉樹の枝

上に、枯れ枝などを組んで造る。 

典型性 ニホンリス 

主に樹上で生活するため、森林の連続性を必

要とし、森林の伐採などによる影響を予測す

るのに適している。 

本州、四国、九州、淡路島に分布す

る。平野部から亜高山帯までの森林に

生息するが、低山帯のマツ林に多い。

昼行性で主に樹上で活動する。ほぼ植

物食性で、花芽、種子、果実、キノコ

類などを採食するほか、昆虫その他の

節足動物も少し食べる。 
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1．生態系構造の把握方法 

（１）ノスリを上位種とし、その採餌環境に着目した生態系構造の把握方法 

● 現時点ではノスリの繁殖の有無が不明であるため、ノスリが繁殖を行っていない場合

でも解析可能な採餌行動について評価する。 
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【調査・検討方法】 

 

1)生息状況調査 

● ノスリの確認位置、確認行動を記録する。 

● 採餌行動のメッシュ解析により、ノスリにとって好適な餌場を抽出する。 

● 採餌行動の確認頻度が低く餌場の抽出が困難な場合は、ノスリの全確認位置（もしくは

そこから繁殖や渡りに関する行動を除外した確認）によるメッシュ解析を行い、ノスリ

にとって好適な場所を抽出する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

2)餌量調査（小型哺乳類） 

以下では、ノスリの主要な餌である小型哺乳類について調査方法を記載する。 

● ネズミ類の生態を踏まえて対象事業実施区域及びその周辺をエリア区分←植生と関連づ

けて区分。 

● 各エリアに罠区を設定して、小型哺乳類を捕獲。 

● 結果をもとに、小型哺乳類の相対的な生息密度を推定し、餌資源としてのポテンシャル

を各エリアに重み付け。ノスリの餌資源が豊富な場所を抽出する。 

 

  

 

 

 

 

 

3)好適環境区分図の作成 

● ノスリの採餌場所の選好ポテンシャルと餌資源ポテンシャルを重ね合わせて採餌環境の

好適環境区分図を作成する。 

 

 

＜具体的な調査計画＞ 

データは渡り鳥定点（H24 年 11 月、H25 年 2～3 月）、希少猛禽類定点（H25 年 4～7

月）時に取得し、その他の調査時にもノスリが確認された場合は記録する。 

渡り鳥定点、希少猛禽類定点では対象事業実施区域及びその周辺を見渡せるよう調査

地点を配置し、確認されたノスリの行動を調査票に、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。各月

１回実施し、３日間連続の調査とする。 

＜具体的な調査計画＞ 

罠区ごとに 30 個のトラップを配置し、翌日に巡回して捕獲された小型哺乳類を回収、

同定する。調査は 2 日続けて行い、捕獲合計数の比較によって相対的な生息密度を推定

する。 

調査は積雪によって小型哺乳類の捕獲が困難である冬季を除き、各季節に 1 回、計 3

回行う。 
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（２）ニホンリスを典型種とし、その生息環境に着目した生態系構造の把握方法 

● ニホンリスは樹林性の種であり、対象事業実施区域及びその周辺ではマツ林が主要な生

息環境、採餌環境になると考えられる。 
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【調査・検討方法】 
 
1)生息状況調査 

● ニホンリスの主要な生息環境であるマツ林をエリア区分。 
● 調査範囲の全域を踏査し、ニホンリスのフィールドサインを確認。 
● 各エリア毎にフィールドサインの確認数を計測し、エリア毎の相対的な生息密度を推定。 
● 結果をもとに、生息環境の選好ポテンシャルを各エリアに重み付け。 
 

  
 
 

 
2)餌量調査（マツの球果） 

● ニホンリスの主要な採餌環境であるマツ林をエリア区分。 
● 各エリア毎に落ちている球果の数を計測。 
● 各エリアの球果毎に鱗片（種子）の数を計数。 
● 上記 2 種の調査により、各エリア毎の相対的な餌密度（種子数）*1を推定。 
● 結果をもとに、餌資源ポテンシャルを各エリアに重み付け。 

 
 
 
 
 
 
3)好適環境区分図の作成 

● ニホンリスの生息環境の選好ポテンシャルと餌資源ポテンシャルを重ね合わせて生息の

好適環境区分図を作成する。 
 

*1:調査範囲のマツ林にはクロマツとアカマツがともに生えている。両種では球果の大きさが異なるが、種

子の大きさはほぼ同じであり（クロマツ 5～6mm、アカマツ約 5mm）、種子数の計数により、相対的

な餌密度を推定できるものと考えられる。 
参考：山渓カラー名鑑 日本の樹木（林 弥栄（編）, 1985） 

＜具体的な調査計画＞ 

植生調査時にマツ林を樹種、樹齢等によりエリア区分する。 

植生調査時にエリア区分毎にコドラートを設定し、落ちている球果の数を計数。その

際、標準的な大きさの球果を数個持ち帰り、各エリアの球果 1 個当りの平均鱗片（種

子）数を計数する。 

＜具体的な調査計画＞ 

植生調査時にマツ林を樹種、樹齢等によりエリア区分する。 

哺乳類のフィールドサイン調査時にニホンリスのフィールドサインの位置・環境を記

録する。この調査は各季節に 1回、計 4回行う。 
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2．予測方法 
 上位性、典型性それぞれの観点で得られた好適環境区分図は、対象事業実施区域およびその周

辺の生態系構造を表すものと考える。それと計画レイアウトを重ね合わせ、「直接的な改変」「施

設設置による環境の乾燥化」などにより生態系が悪化する度合いの推測をおこない、影響を予測

する。 
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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)方法書「第４章 第２節 13.景観」（p.178～p.180）及び「14.主要な人と自

然との触れ合いの活動の場」（p.181～p.185）に記載しております。 

居住地等生活環境からの景観として追泊地区を設定しております。 

緑化・修景については、方法書「第２章 第２節 対象事業の内容」に記載してお

りますが、改変部分のうち、切盛土面は緑化として種子吹付けを実施し修景を図る

計画です。(p.15～p.17) 

 

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)方法書 表 4.1-2（p.130）に示すとおり、「風車の影」、「産業廃棄物」、「残

土」を環境要素として記載しております。 

また、塗装からの有害物質については、方法書「第２章 第２節 対象事業の内

容」に記載しております。（p.26） 

 

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)現時点では、本事業で使用する風力発電機のメーカー等は決定していません。

風車メーカーが決まり、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)方法書「第２章 第２節 6. (2) (d)工事用道路」（p.18）及び「(e)工事用資

材等の運搬の方法及び規模」(p.21)に記載しております。  

 既存の道路の拡幅は出来る限り行わず、現道から海岸地に入り各風力発電機の設

置個所に至る道路を拡幅整備します。 

 

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)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設置しません。工事事務所の排水は公共下水道、トイ

レは汲み取り式にする予定です。（p.18） 
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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) 方法書 図 2.2-2（p.8）に Google earth による鳥瞰図を記載しております。 

 

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) 風力発電機設置個所を含め、調査地点及び調査ライン等、広域の状況を押さ

えられるよう、調査範囲を設定しました。 

 

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)方法書 表 2.1-1（p.5）に記載しております。 

 

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)既設の風力発電所からの騒音等について現況調査において把握した上で、予

測・評価いたします。 

 

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) 対象事業実施区域周辺には牧草地は分布していませんが、海岸近くに位置し

ており、クロマツ植林のほか、砂丘植生や水田雑草群落が一部分布しています。そ

れぞれ餌場や狩場としての利用状況を調査したうえで、各々の機能が維持されるの

か予測・評価を行います。 

 

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) 工事においては、可能な場合は根株を残しつつ萌芽により早期に林縁部が回

復するようにするなど、様々な手法についても考慮しながら、詳細については今後

検討していきます。 
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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)風車設置に必要な作業ヤードの改変は、作業効率をある程度犠牲にしても環

境への負荷を低減するため、周囲の地形を利用しながら、可能な限り伐採及び土地

造成面積を少なくし、方法書「第２章 第２節 ６．(1)特定対象事業の主要設備の配

置計画その他の土地の利用に関する事項」（p.9）に示すとおり、必要な作業ヤード

としての改変は 1 基当たり 0.30ha 程度に抑える計画です。また、改変面積約 4.01ha

のうち、2.27haは工事終了後に種子吹付けにて緑化を行う予定です。 

 

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) 工事内容の詳細については、ご指摘頂いた内容を踏まえ、今後検討して参り

ます。検討した内容は、準備書にて環境保全措置として取り上げます。 

 

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) 方法書 表 4.2-11（p.166）に示したとおり、本調査においては哺乳類の自

動撮影調査を実施いたします。今後実施する調査の結果にも依りますが、バードス

トライクの事後調査結果を踏まえた上で、肉食性哺乳類の利用頻度の変化について

も検討したいと考えております。 

 

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) 衝突確率については、「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,2011）を参考に算出致します。また、予測評価に際しては、有識者

等から助言を受けつつ可能な限り定量的な予測・評価を行うよう努めます。 
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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) 本事業の年間設備利用率ついては方法書「第２章 第１節 (1)風力発電の必

要性」（p.2）に示すとおり 26.5％、二酸化炭素の排出削減効果ついては方法書「第

２章 第２節 ７．(1) ｉ温室効果ガス」（p.31）に示すとおり 26,310tCO2/年が想定

されます。 

 

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)水質（水の濁り）を調査、予測及び評価項目として選定しています。その手

法については、方法書「第 4 章 第 2 節 6.水質（水の濁り）」（p.154～p.156）に示

しています。 
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【平成 25年 4月 18日（木）風力部会においての回答】 

 

 

追加１．Ｐ147 

Ｐ19 の搬入経路を見るとＡ案は配慮すべき施設等がある大潟村の脇の県道 42 号線

を通過するようだが、沿道測定地点が１地点のみである。大潟村での沿道測定地点

を追加したらどうですか。 

(回答) Ａ案を採用した場合、大潟村での通行は、風車機材の輸送に使用することを

検討していますが、その場合の使用頻度は多くても 1 日 3 台程度です。そのため、

沿道調査地点としては、その他の輸送物を搬入する工事用車両の主要な走行ルート

である大口付近を選定しています。 

 

 

追加２．Ｐ156 

水質調査地点について、水路などの水みちはないのでしょうか。 

(回答) 水路はございません。 

 

 

追加３．Ｐ14 

図面に凡例がなく分からないが、No.4 の抜き出し図面でクロスした網目があるがこ

れは何か。防風林の囲いか何かですか。 

(回答)現地確認の結果、ご指摘のとおり防風林の囲いです。準備書にて凡例を記載

する等、修正いたします。 

 

 

追加４．Ｐ169 

鳥類の調査については、渡りや猛禽類以外でも、日常的な鳥の行動、飛翔図を考え

たときの影響等を想定して調査すること。 

(回答) 渡りや猛禽類以外の鳥類についても、「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,2011）を参考として、日常的な鳥の行動、飛翔図を

考えたときの影響等を想定した空間飛翔調査を行う等、対応を検討いたします。 

 

 

追加５． 

南北に他事業の風車があるため、複合的な評価を実施すること。 

(回答) 南側の事業については現在、造成工事中であり、稼働時期は未定です。北側

の事業についてはすでに稼働しているため、複合的な影響について評価を実施いた

します。 
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追加６．補足説明資料Ｐ4 

生態系で上位種にノスリ、典型性にニホンリスを選定しているが、エサを１種類と

決めつけるのではなく、季節変動を考慮して調査を実施すること。 

(回答) 上位性及び典型性対象種に対する餌種については、既存文献や資料等をふま

えて、複数の餌を考慮した主要な餌種の把握に努めます。また、その結果が当該地

域にもあてはまるかどうか検討致します。 

検討の結果、代表的な餌種が決まったときには、代表的な餌種について、季節変

動を考慮した調査を複数回実施し、また複数の餌種が含まれる可能性がある場合に

は、それらの餌種を対象にして複数回実施することと致します。 

 

 

追加７．Ｐ82 

北側の自然歩道は風車に沿って歩くのか。今南北二つに分かれている自然歩道を、

この機会に１つに繋がるようにしてもらいたい。 

(回答) 北側の自然歩道については既設の風車に沿った道です。なお、現在南北二つ

に分かれている自然歩道については、関係機関とも協議の上、活用策を検討したい

と考えます。 

 

 

追加８．Ｐ29 

変電所について、近くに配慮が必要のないような場所ですか。 

(回答) 変電所は山林の中に設置しますが、敷地境界における規制基準を遵守するよ

う設計いたします。 
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【追加質問】 

 

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。 
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