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Ⅰ.事業計画について 

 

 

沈砂地の設置につきましては、現在検討中です。現時点での想定では、工事ヤードから

沿岸までは砂地となっており、濁水が直接海域に流入しないことを想定していますが、風

車の設置位置、工事方法によって影響が懸念される場合には、沈砂地等の措置を講じます。 

 

 

２．工事期間中、トイレは設置するのか。 

 

 

簡易トイレの設置を想定しています。排泄物や汚水については、汲み取りにより事業実

施区域外に搬出し、適切に処理します。 

 

 

３．土捨場の位置等を明記し、環境影響評価の対象とすべきである。 

 

 

本事業計画地は概ね平坦地で基礎部分の掘削・埋め戻しが大半を占めますので、本事業

では、盛土、切土のバランスを取ることにより、残土は発生しない予定としています。 

 

 

１．工事中の濁水について、砂地のために濁水が海域に流入しないことから、沈砂地

を設けないと言う方針で良いか。 



 2 

Ⅱ.対象事業実施区域およびその周囲の状況について 

 

 

 

４．鳥類相の一覧表については、日本鳥学会が発行した日本鳥類目録改訂第７版に準

じるべきである。 

 

 

鳥類の記載順につきましては、引用文献の記載順に準拠しておりました。ご指摘を踏ま

え、備書および評価書においては、鳥類の文献調査および現地調査結果について、日本鳥

類目録改訂第７版に準じて記載します。 

 

 

５．既存発電所での事後調査結果や影響の程度、状況を既存情報として記載していな

いのは、情報不足であり、既存の情報をうまく活用すべきである。 

 

 

ご指摘の点はご尤もなことであり、申し訳ございませんでした。 

秋田新屋ウィンドファーム（400kW×2 基、750kW×8 基）は 1998 年（750kW は 2000 年）

に運転を開始して 15 年が経過します。工事中を含めましてこれまで、地元の皆様から自然

環境及び生活環境に関する影響が出ているとのご指摘を受けたことがないため、事後調査

を行っておりませんが、2007（平成 19）年より風車周辺での死傷病鳥の有無を確認するた

め、マニュアルを作成して週一回の調査を約 2 年間実施しました。 

また、当該発電所では環境省自然環境局野生生物課による「風力発電施設バードストラ

イク防止策実証業務（平成 19,20,21 年度）」において、以下の調査に協力しております。

準備書では、これら調査内容を環境省了解のもと活用させて頂き、新たに実施する予測評

価と比較して記載いたします。 

自社及び環境省調査における風車周辺で確認した鳥死骸の確認は 10 例であり、この結

果から、風車の存在や稼働が著しい影響を及ぼしているとの判断に至らず、月例・臨時点

検作業時に確認する体制とし、今日に至っております。 

 

（環境省業務での主な調査項目） 

・鳥類空間飛翔調査 

・死骸有無確認調査 

・家禽の配置による消失日数調査 

・船舶レーダーによる飛翔確認 

・ライトアップによる夜間の飛翔状況 

・風車及び比較対象地別の出現状況（確認個体数） 
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Ⅲ.対象事業実施に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評

価の方法ついて 

 

 

６．動物・植物・生態系について、今後、専門家ヒアリングを実施する予定はあるか。 

 

 

調査の一貫として、地域の専門家等にヒアリングを行うことを予定しております。 

 

 

７．渡り鳥の調査方法で、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

査を行うのか。もし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。 

 

 

調査は日出前後及び日没前後において渡り鳥の状況を調査することを基本とします。な

お、夜間の渡り調査においては、鳴き声の確認に努め、夜行性鳥類の生息飛翔状況を可能

な範囲で確認したいと考えております。なお、これらの調査状況や、夜間のレーダー調査

の当計画地での有効性を考慮した上で必要であればレーダーを利用したいと考えておりま

す。 

 

 

８．雄物川は、渡り鳥の重要な渡りルートであるとともに、休息場としても重要な役

割を果たしている。定点調査実施時には、飛翔のルートだけでなく利用状況について

も把握し、事業実施区域の位置づけを評価すべきである。 

 

 

渡り鳥の調査においては、定点調査により飛翔ルートを確認するとともに、調査期間中

は毎日河川沿いを踏査し、河川内において休息や採餌を行っている個体について、位置、

種名、個体数、行動の種類（休息、採餌など）を記録し、評価を行います。 

 

 

９．渡り鳥の具体的な調査時期および実施日数を記載すべきである。 

 

  

渡り鳥の調査は、下記のとおり実施する予定です。 

【調査時期・回数】 
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春季（2月下旬～3月中旬）  2回 

秋季（10月下旬～11月上旬） 2回 

越冬期（12月～1月）     2回     計6回 

【一回あたりの調査日数】 

3日間（各調査回） 

【調査時間（各調査日）】 

日の出30分前～日の入り30分後 

 

 

１０．生態系に関する現地調査および予測評価手法を具体的に記載すべきである。予

測評価は、定量的に実施されることが望ましい。なお、注目種の餌量の調査・解析を

行う場合は、文献調査のみならず、現地確認等により餌生物の構成、季節変化などを

把握して、予測評価に反映すべきである。 

 

 

生態系に関する予測・評価は、連関図の作成と注目種の定量的な予測・評価により実施

することを予定しています。 

注目種の調査、予測評価手法は以下に示すとおりです。 

 

■上位性種・典型性種の選定 

事業実施区域周辺の地形や植生等から、地域を代表する生態系の上位種としてオオタ

カを選定した。同様に、生態系の典型性種として、樹林地はシジュウカラ科鳥類、砂

丘・草地はヤマトマダラバッタを選定した。 

 

●上位性の選定種・選定理由 

視
点 

注目種 選定理由 文献による生態 

上

位

性 

オオタカ 

文献調査の結果、事業

実施区域周辺にみられ

る樹林地や草地等を利

用する種であり、広域で

の植生改変、土地利用の

改変による影響の予測

に適している。 

事業実施区域周辺の

地形や植生を鑑み、地域

を代表する樹林地・草地

の生態系の上位に位置

する種であること、餌と

なる小型から中型の鳥

類等の動物が十分に生

息できる自然環境を要

すること、人為的な改変

に敏感な種であること

から選定した。 

日本では南西諸島を含む島嶼部を除き、全国的繁

殖しているが、四国・九州地方では繁殖記録のない

県もあり、生息数も少ない。越冬期には全国的に分

布している。 

日本では、産地から都市緑地、海岸林まで幅広い

環境に生息している。なかでも平地から丘陵地帯に

かけての農耕地などの開けた環境と樹林が混在す

る環境が主な生息地となっている。オオタカの生息

には樹林と農耕地などの開けた環境が接している

場所が多いことが重要であることが北海道と栃木

県で示されており、こうした環境がオオタカの採食

場所として重要なためと考えられている。 

営巣環境は、孤立林から大面積の森林、針葉樹林、

落樹林、照葉樹林まで様々である。地形的な特徴と

しては、傾斜地では尾根のような高い場所よりも、

谷などの低い位置に営巣することが多く、林内構造

としては、密生した林ではなく、林内空間のあいた

林に営巣することが多い。 
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採食方法は、主に林縁の枝にとまって待ち伏せ

し、獲物の背後から急襲する他、ハヤブサのように

上空から急降下して襲うこともある。 

鳥類が主要な獲物だが、地域あるいは個体により

獲物となる種は異なる。たとえば繁殖期に巣に持ち

込まれる獲物は関東地方では小鳥が多かったが、岩

手県や長野県ではムクドリからハト大の中型の鳥

が多かった。また、都市近郊では特にドバト、ムク

ドリの占める比率が著しく高い事例もみられる。 

出典：「猛禽類保護の進め方(改訂版)」（環境省自然環境局野生生物課 平成24年12月） 

 

 

●典型性の選定種・選定理由 

視

点 
注目種 選定理由 文献による生態 

典

型

性 

クロマツ植

林 

本事業実施区 域に含

まれる樹林地は「クロマ

ツ植林」のみであり、事

業により改変される可

能性のある樹林地も同

様である。 

つまり、当該地域に生

息する樹林性の生物種

はクロマツ植林に依存

しており、この樹林地の

改変そのものが当該地

域の生態系に大きく影

響することから、生態系

の基盤環境としてクロ

マツ植林を選定する。 

 当該地域では、防風林としてクロマツが植栽され

ており、長い年月にわたって管理されている。 

ヤマトマダ

ラバッタ 

海岸の自然裸 地や砂

丘植生に依存し、これら

の改変の影響を受けや

すい種である。 

事業実施区域 にみら

れる砂丘地形の自然裸

地、砂丘植生においても

典型的にみられる種と

考えられるため、これら

を代表する種として選

定した。 

 北海道、本州、四国、九州に生息している。 

 体は灰色で暗褐色の斑紋があるが、まれに緑色型

もいる。後翅は基部が淡青色。体長（翅端まで）雄

約 30mm、雌 30～35mm。主に自然度の高い海岸の砂

地にすみ、近年減少している。 

 年 1 化で成虫は 8 月～10 月にみられる。 

生態の出典：   「バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑」（日本直翅類学会編 平成18年9月） 

         「バッタ・コオロギ・キリギリス生態図鑑」（日本直翅類学会監修 平成23年8月） 
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■ オオタカの調査、予測・評価方法 

1)調査・検討フロー 

オオタカについて、当該地域および近接地域においては営巣の可能性が低く、主に

狩場としての利用が想定されることから、餌動物および採餌エリアに着目した調査お

よび予測評価とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)餌動物の定量的調査・分析方法 

 ｱ)小～中型鳥類の分布・生息量 

環境類型区分ごとにラインセンサス調査を実施し、環境類型区分ごとの生息密度

を算定し、生息量を把握する。 

 現地調査は、下記の要領で実施する。 

  ①調査方法 

設定した調査ルートを一定の速度で歩き、ルートの左右25mの範囲で確認

されたシジュウカラ科やスズメ科、ハト科などのオオタカの餌となる小型～

中型の鳥類について種ごとに個体数を記録する。 

希少猛禽類調査  

オオタカの生息・繁殖状況の把握  

（5-7 月に 2 回）  

主な採餌エリアの抽出  

餌動物調査  

生息密度の算定、生息量の推定  

小～中型鳥類調査  

調査方法：ラインセンサス  

調査時期：  

春期：4-5 月  1 回  

繁殖期：5-7 月  3 回  

秋期：9-10 月  1 回  

冬期：12-1 月  1 回   計 6 回  

 ※春・秋・冬と繁殖期 3 回のう

ち 1 回は、一般鳥類調査と兼

ねる  

調査地区：  

主な環境類型区分ごとに調査ルー

ト（2km×1 ルート）を設定  

 

類型区分毎の定量評価  

行動圏・利用状況の把握  

ヒアリング調査  

餌生物の把握  
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 ②調査時期・回数 

春1回、繁殖期3回、秋1回、冬1回の計6回実施する。なお、春、秋、冬と

繁殖期3回のうち1回（夏）は一般鳥類調査と兼ねる。 

 ③調査地区 

事業実施区域内の主な環境類型区分ごとに約2kmの調査ルートを各1ルー

ト設定する。 

 

各環境類型区分の小型～中型鳥類の生息密度は、調査結果（環境類型区分ごとの

個体数）と各踏査ルート距離×50mの面積から算定する。 

この生息密度に、各環境類型区分の面積を乗じて餌動物の生息量を定量的に算定

する。 

 

 ｲ)定量的な餌動物量を踏まえた生態系上位性種を指標とする評価 

オオタカの行動圏解析による事業実施区域周辺を含めた依存度の高い環境類型

区分の改変面積（面積の増減）と、各環境類型区分の餌動物の生息量をもとに、総

合的にオオタカの生息・繁殖に与える影響を評価する。 
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■ クロマツ植林の調査、予測・評価方法（典型性） 

 1)調査・検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ クロマツ植林を主に利用する種として、シジュウカラ科鳥類、ニホンリスを想定。 

 

 2)現地調査 

 ｱ)クロマツ植林のコドラート調査 

①調査方法 

当該地域のクロマツ林について、航空写真、植生調査等から生育状況、管理状況

等から区分を行い、各区分ごとにコドラートを設置し、毎木調査を実施する。 

調査では、ニホンリスやシジュウカラ科鳥類の生息環境としてのポテンシャルを

把握するため、通常の群落組成調査に加え、コドラート内の高さ別の被度、樹種別

本数、林齢、平均樹高、胸高直径、常緑高木の密度を調査する。 

②調査時期・回数 

夏季に1回実施する。 

③調査地区 

当該地域のクロマツ植林の特性を網羅できるよう、特性ごとに1～２箇所程度の

コドラート（10m×10m程度）を設定する。 

クロマツ植林  

保全措置により十分に影響（スコアの増減）を低減でき

ているかを評価  

クロマツ植林の動物の生息環境としての質で重み付け  

（50m 程度のメッシュでスコア化）  

事業実施に伴うスコアの増減の算出  

哺乳類および鳥類の利用

状況  

（現地調査）  
クロマツ植林の現況  

（現地調査）  

保全措置を実施した場合のスコアの算出  



 9 

 イ)クロマツ植林を利用する動物の調査 

①調査方法 

調査は、動物調査における哺乳類・鳥類調査に加え、ニホンリスとシジュウカラ

科鳥類の利用状況を追加的に把握する。 

 

表10.1 クロマツ植林を利用する動物 

調査時期 調査回数 

クロマツ植林内を利用する哺

乳類・鳥類の概況把握 
動物の調査において把握 

ニホンリスによる利用状況 
クロマツ植林内に設定したコドラートに

おいて、食痕と球状巣を定期的に把握 

シジュウカラ科鳥類による利

用状況 

鳥類のラインセンサス調査実施時に、前

項で記述したクロマツ植生内での特性区

分ごとに、シジュウカラ科鳥類の利用状

況を把握。 

 

②調査時期・回数 

調査は、春季、夏期、秋季、冬季の４回実施する。 

 

③調査地区 

当該地域のクロマツ植林全域とし、コドラート調査はクロマツ植林のコドラー

ト調査で設定したものと同一とする。 

 

 

 ｲ)定量的な生息量に基づく典型性種を指標とする評価 

該地域を対象に、50ｍメッシュ程度でクロマツ植林の動物の生息環境としての

「質」の重み付けを行う。重み付けを行う項目は、樹木密度、層別の被度、平均胸

高直径、平均樹高、樹種数、林齢などとし、その点数の高低については、主にニホ

ンリスおよびシジュウカラ科鳥類の生息環境としての適正から行う。 

各メッシュの「スコア」を算出し、事業の実施前後での当該地域のスコア変化を

比較することにより、事業影響を明らかにする。また、保全措置の効果も同様にス

コア化することにより、十分な環境保全措置が図られているかどうかを評価するこ

ととする。 
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10.2.3 ヤマトマダラバッタ（典型性） 

 1)調査・検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマトマダラバッタ調査  

調査方法：標識再捕獲法  

調査時期：  

  8 月～9 月  連続 3 日間  1 回  

調査地区：  

ヤマトマダラバッタが確認された環

境類型区分ごとに調査区画（500m×

20m×2～3 区画）を設定  

生息密度の推定  

ヤマトマダラバッタの生息密度を指標とした「砂丘植生」の

重み付け（スコア化）  

陸上昆虫類調査（夏期）  

砂丘植生調査  

調査方法：群落の分布、群落内の

コドラート調査（種組成、被度、

群度など）  

調査時期：春、夏、秋の３回  

調査地区：対象事業実施区域に近

 

保全措置により十分に影響（スコアの増減）を低減でき

ているかを評価  

事業実施に伴うスコアの増減の算出  

保全措置を実施した場合のスコアの算出  
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 2)現地調査等 

 ｱ)砂丘植生の現地調査 

砂丘植生群落の分布を把握後、群落の特徴に応じて、数箇所のコドラートを設置

し、被度、群度、種組成を把握するコドラート調査を実施する。 

調査は、春季、夏期、秋季の３回とし、調査実施区域に隣接する沿岸部において実

施する。 

 

 イ)ヤマトマダラバッタの現地調査（標識再捕獲法） 

主に自然裸地、砂丘植生、二次草地を対象に、環境類型区分ごとに標識再捕獲法

を実施し、環境類型区分ごとの生息数を把握の上、生息密度を算定する。 

 現地調査は、下記の要領で実施する。 

  ①調査方法 

夏期の陸上昆虫類調査により、ヤマトマダラバッタが確認された環境類型

区分において調査区画を2～3区設定する。 

調査区画内で確認されたヤマトマダラバッタの羽に油性マーカーで標識

後に放逐する。再捕獲時の未標識個体には新たに標識番号を記して放逐する。

この調査を連続3日間を実施し、各調査日の全捕獲個体数と再捕獲個体数、

再々捕獲個体数を記録する。 

 ②調査時期・回数 

8月～9月に連続3日間（1回）実施する。 

 ③調査地区 

夏期の陸上昆虫類調査でヤマトマダラバッタが確認された環境類型区分

ごとに500m×20mの調査地区を2～3地区設定する。 

 

 ウ)ヤマトマダラバッタの個体数推定法 

 上記調査結果をもとにJolly-Seber法により、各環境類型区分におけるヤマトマ

ダラバッタの個体数推定を行う。 

  推定個体数Ｎ
∧

i＝Ｍ
∧

i×ｎ i／ｍ i（i＝2,3） 

       Ｍ
∧

i＝ｚ i×ｓ i／ｒ i＋ｍ i 

  Ｍ
∧

i：i時点で存在する標識個体の推定値 

  ｎ i：i時に捕獲した総個体数 

  ｍ i：i時に捕獲した標識個体数 

  ｚ i：（i+1）時以降に捕獲した個体の総数 

  ｓ i：i時に放逐した個体 

  ｒ i：i時に放逐した個体（ｓ i）の内、（i+1）時以降に捕獲された個体総

数 

 

３）予測評価の手法 
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ヤマトマダラバッタを指標種として、砂丘植生の生態系を評価する。 

現地調査によって明らかにした砂丘植生について、ヤマトマダラバッタの生息密

度を指数として、同種の生息環境としての質の重み付け（スコア化）を行う。 

事業実施前後のスコアを比較すると共に、保全措置の効果もスコアとして表現す

ることにより、十分な環境保全措置が図られているかどうかを評価することとする。 
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１１．工事用資材等の搬出入による大気質（二酸化窒素）、騒音、振動については、影響は僅

少かもしれないが、そのことを客観的に住民に知らせる必要もあることから、環境影響評価の

項目として選定することが望ましい。 

 

 

風車の運搬ルート及びミキサー車の想定される走行ルートは、方法書 P22の図 2.3．6-6を参

照願います。風車の運搬ルート及びミキサー車の走行ルートについては、沿道に住居が存在しな

い工業団地内の道路を通行します。そのため、工事期間中に生活道路を定常的に通行するのは、

工事関係者の通勤車両程度であり、走行台数は最大でも 100台/日程度と考えており、環境影響の

程度は極めて小さいと考えております。 

ご指摘を受けまして、地域住民への説明責任を果たすという観点から、影響を考慮し検討させ

て頂きます。 

大気質（二酸化窒素）の調査地点は、「建設機械の稼動」と同様の地点（2地点）とし、予測

は工事車両の走行台数が最大となる区間の沿道住居で実施します。騒音・振動の調査地点は、「建

設機械の稼動」の調査地点（４地点）に近接する沿道を対象とし、予測についても同様の地点で

実施します。 

 

 

１２．可視領域図について、視野角ごとの解析を行うべきである。また、垂直角、水平角の両

方で調査を行うことが望ましい。 

 

 

ご指摘を踏まえ、準備書段階で予測・評価を実施する際には留意いたします。 

 

 

１３．景観の調査地点は、海域にも１地点程度設定することが望ましい。また、生活環境から

の調査地点については、遠方にも設定することが望ましい。 

 

 

事業実施区域の沿岸につきましては、遊覧船等の運航はなく、長距離移動を行うフェリーが１

日に数便通過する程度の利用となっています。そのため、海域からの視点は日常的にはほとんど

存在しないことから、調査地点としては選定しない方針で考えさせて頂きたいと思います。 

また、遠方の生活環境からの視点については、適切な場所が設定できるか再度現地確認します

が、眺望点候補地の多くが生活環境と近接の環境にありますので、当該調査地点からの調査によ

り、カバーできると考えております。そのため、生活環境からの調査地点は、近接する１地点と

させて頂きたいと考えております。 
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