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１．平成25年4月24日における顧問会意見とその見解について 

 

 

【意見①】 

生態系の調査については，結果できるだけ定量的に評価できるように工夫する必要があります。

捕食者－餌の関係については、文献データを参考に餌種を検討するとともに、現地では具体的に

何を餌として利用しているのか、餌種・餌種の割合、季節による餌種の変化等についての確認調

査が必要となりますが、これらの視点がどの程度考慮・反映されているのか、ご説明願います。 

（見解） 

資料及び専門家等へのヒアリング結果を参考に現在のところ、注目種のうち上位種については、

ヒグマ又はクマタカを、典型種としてキタキツネを想定しておりますが、改めて地域の方へヒア

リングを行うなどし、決定したいと考えております。 

   

【意見②】 

文献等による鳥類相の表が出てくるが、配列が現在の日本鳥類目録に沿っていないものが多く

見受けられる。現在、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。 

（見解） 

準備書では、ご指摘いただきましたとおり、日本鳥類目録改訂第７版に準じて記載します。 

 

【意見③】 

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もの

と行わないものが混在している。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。 

（見解） 

平成 21 年度に環境省がとりまとめた「渡り集結地衝突影響分析業務報告書」において、主に夜

間の渡りについては、小鳥類が主とされています。 

これら小鳥類の渡りに関して当該報告書では、夜は高高度で渡る傾向があり、朝、日没に低い

高度で渡る傾向があると記載されておりますので、低高度で飛ぶ傾向があり、視認可能な時間帯

である日出前後及び日没前後において渡り鳥の状況を調査します。また、レーダーに拠る調査で

は、鳥種を判別することが困難なため参考情報に留まらざるをえないと判断しています。 
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【意見④】 

管理棟は無いのか？ あれば、その排水について記述してください。 

（見解） 

管理棟の建設地や排水方法については未定ですが、対象事業実施区域内に管理棟を計画する場

合の排水計画は、当該自治体の定めに従い、適切に設計致します。準備書に記載できるよう設計

を進めていきます。 

 

【意見⑤】 

工事期間中のトイレはどうしますか？ 

（見解） 

汲み取り方式による仮設トイレを適宜設置することを想定しています。 

 

【意見⑥】 

p26 水質影響への配慮が書いてありますが、方法論があまりにも簡単。もう少し具体性がない

と方法書として不十分。例えば沈砂池を作るとかを工事のところに書いて欲しい。 

（見解） 

水質の対策について、具体的な工事設計を進めていく中で検討しますが、現段階では、P18「発

電設備改変区域標準図」に示したとおり、沈砂池を必要箇所に設ける対策を想定しています。 

 

【意見⑦】 

p83 漁業権の設定については、言葉だけでは場所が分からないので、もし近傍の河川のことな

らば地図で示して下さい。 

（見解） 

漁業権が設定されている場所を示した図を作成しましたので、ご確認願います（添付資料 図

1 参照）。 

 

【意見⑧】 

p144 の評価手法の選定理由は、一般的な方法とか、類似事例の引用とか具体性のない曖昧

な書き方である。本事業者の他地点事案とかなり異なるので、改善願いたい。 

（見解） 

選定理由について見直しましたので、ご確認願います。（添付資料 表１参照）。 
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【意見⑨】 

専門家等へのヒアリングについて、ヒアリング結果をどのように方法書に反映しているのか、

見易く作成すること。 

（見解） 

ヒアリングで頂いた情報については、第 3章で整理した各種既存情報の表に他の文献情報と併

せて記載した他、調査対象種や調査手法の検討において考慮しました。ヒアリング結果に対する

方法書への対応及び反映箇所について表に整理しましたので、ご確認願います（添付資料 表２

参照）。 

今後、準備書作成にあたっては、専門家等へのヒアリング結果に対する対応等について、見易

く作成するよう努めます。 

 

【意見⑩】 

クマゲラについても営巣木調査の対象とすべきではないか。 

（見解） 

再度、地元の方にヒアリングを行い、どういう対応をとれば良いか、今後検討していきたい

と考えております。 

 

【意見⑪】 

周辺住居や洋上からの見え方についても留意した方が良いので、地点を追加すること。また、

景観において垂直角だけでなく、水平角についても可能な範囲で検討したほうが望ましい。 

（見解） 

これまでの現地確認では、周辺住居や洋上にさらに追加すべき適切な場所を見いだせていませ

んが、再度確認するほか、方法書の手続きにおいて住民及びせたな町の意見を元に検討します。

なお、数値指標である水平角については、参考として可能な範囲で検討します。 

 

【意見⑫】 

哺乳類の調査手法として、現地調査で確認されたけもの道等の移動ルート以外に、既存の林道

において自動撮影調査を実施すること。 

（見解） 

既存の林道における自動撮影調査を検討します。 

 

【意見⑬】 

一般鳥類のポイントセンサスは、環境にポイントを置いて調査を実施するものであり、その

様な趣旨で調査を実施するのであれば、スポットセンサスという表現ではなく、ポイントセン

サスに表現を変更すべきである。 

（見解） 

ご指摘いただきましたとおり、環境別に一般鳥類を確認することを想定しておりますので、今

後、スポットセンサスからポイントセンサスに表記を変更します。 
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表１ 水の濁りに係る調査、予測及び評価の手法 

（方法書 4.2-18(144)ページ 表4.2.6-1の更新版［下線部を更新］） 

項 目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 
環 境 要 素  

の 区 分  

影 響 要 因

の 区 分  

水
の
濁
り 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

1.調査すべき情報 

(1)浮遊物質量の状況  

(2)流れの状況 

(3)気象の状況 

○現況の水の濁りの状

況、流域及び採水時

における降水量を把

握するため。 

2.調査の基本的な手法 

(1)浮遊物質量の状況  

環境庁告示59号付表8による。 

(2)流れの状況 

  地形図によって流域の状況を把握する。 

(3)気象の状況 

    せたな地域気象観測所データにより採水日当日の降

雨の状況を確認する。 

○「面整備事業環境影

響評価技術マニュア

ル」（平成11 年 面

整備事業環境影響評

価研究会）等を参考

に選定した。 

3.調査地域 

 対象事業実施区域の周辺及び当該地域に位置する河

川。 

○水の濁りに係る環境

影響を受けるおそれ

がある地域とした。 

4.調査地点 

調査地点を図4.2.6-1に示す8地点とする。 

○対象事業実施区域の

下流域を対象とし

た。 

5.調査期間等 

晴天時に1回、降雨時に3回実施する。 

○現況の状況を把握で

きる時期とした。 

6.予測の基本的な手法 

造成工事（類似事例）で実施された効果的な濁水対策

を本事業に適用した場合の効果を検討することにより、

影響の程度を予測する。 

○当社事業（工事中ま

たは今後工事予定の

事業）における事例

を引用することがで

きるものと考えられ

るため。 

7.予測地域 

調査地域と同様。 

○水の濁りによる影響

が考えられる地域と

した。 

8.予測地点 

調査地点と同様。 

○水の濁りによる影響

を的確に予測できる

地点とした。 

9.予測対象時期等 

造成等の施工による一時的な影響が最大となる時期。

○水の濁りによる環境

影響が最大となるも

のと考えられる時期

を設定した。 

10.評価の手法 

対象事業の実施に伴う影響が回避又は低減されている

か、又はその程度について評価する。 

○回避又は低減に係る

評価による手法とし

た。 

 

 



表２ 専門家等へのヒアリング概要及び方法書における対応等（1/3） 

概要 方法書における対応等 
・せたな町内で最も鳥類を見るのは後志利別川と真駒内川の合

流点付近である。 
せたな町及びその周辺地域における重

要な生息地情報を得るために行った。当

該結果を対象事業実施区域の設定にあ

たり参考とした。（2.2-6（9）ページ）

・道南地域の海ワシ類生息地としては遊楽部川の河口が有名で、

渡来個体数は年々、増加傾向にあるようである。餌となるサ

ケ、マスが多いためである。 

・ハクチョウを数十羽、マガンを11～4月に当該河川の合流点付

近及びその周辺の農耕地でよく見る。その他、アオサギ、シ

ラサギを当該河川の合流点付近で多く見かける。シギ類も後

志利別川沿いの水田でよく見られる。 

重要な種に係る資料調査結果の補足情

報を得るために行った。 
当該情報については、3.1-30（57）ペー

ジ及び 3.1-31（58）に反映した。 

・オジロワシ、オオワシを1～2月によく当該河川の合流点付近

及びその上流でよくみかける。河口付近ではほとんど見かけ

ない。 
・傷病鳥獣としてはタヌキ、エゾリス、キツネやフクロウ類、

キジ類、カモ類が多い。猛禽類については、相当衰弱しない

と保護できないため、ほとんど持ち込まれない。 
・既存資料調査において確認された重要種に関して 

1 ハヤブサは町内の沼地等の水辺で見かけることが多い。た

だ、高台でもネズミやノウサギ、ハトを餌として見かける

ことが稀にある。 
2 ナベヅルについては、町内で確認があったことを聞いたこ

とがない。タンチョウを稀に前述の合流点付近で見かける

ことがある。 
3 ヒグマ、アユについては町内全域で確認されている。 
4 ヨタカについては、夕方に見ることができる。 

・ヒグマについては檜山・渡島管内の道南地域は特に道内でも

生息密度が高い地域である。 

・コウモリ類については街灯下においても、ここ5年程前からほ

とんど見かけなくなった。以前は後志利別川の上流付近にあ

る暗渠水路（今金町との町境付近）にコウモリ類が生息して

いたようである。 

・太櫓川では、あまり鳥類を見かけることがない。 
・狩猟時期になると真駒内ダム湖や禁猟区の浮島付近でカモ類

を多く見かける。 

 



表２ 専門家等へのヒアリング概要及び方法書における対応等（2/3） 

概要 方法書における対応等 
・道南地域（黒松内町～南部の北海道）は、南に向かって細く

なる地形となっており、渡島半島全体が渡りの経路に該当し

ている。 

渡り鳥の情報を得るために行った。 
当該情報を渡り鳥調査の時間帯（4.2-23
（149）ページ）及び調査時期（4.2-24
（150））の設定にあたって参考とした。・春の渡りについては、猛禽類（オオワシ、オジロワシ、トビ、

ノスリ、ハチクマ、ミサゴなど）、ガン・カモ類、ハクチョウ

類が移動に利用する。特に日本海沿岸、太平洋沿岸など海岸

部を北上する。 
・秋の渡りについては、それら鳥類が餌を取りながら南下し、

河川の河口部に集まる傾向がある。 

・小鳥の渡りについては、沿岸部～内陸部まで広く飛翔し、そ

れを追って猛禽類が飛翔していると思われる。 
・春秋の渡り時期には特に長期間実施している。春の渡りは2月

から始まり、4月にピークを迎える。秋の渡りは8月上旬から

11月下旬に様々な種が飛来する。 
・渡りの時間帯については種によって様々である。小鳥は夜間

が主だと考えられる。 

・オジロワシやオオワシについては、サケの生息状況に合わせ

て移動する傾向がある。当該事項を考慮した場合、飛来初期

には河川の河口部にサケが集まるため、当該地域付近によく

飛来する可能性が高い。越冬期間中は河川の上流にねぐらを

設けて、餌がなくなると中流～河口支流も含め、探餌のため

飛来する。特に道南地方では遊楽部川及びその支流において

生息密度が高い。 

オジロワシ、オオワシの生息情報を得る

ために行った。 
当該情報については、定点候補地及び海

ワシ類踏査候補ルートを選定にあたり

参考とした。 
（4.2-26（152）ページ参照） 

・道内にオオワシとオジロワシが合わせて400～500羽渡来（特

にオオワシは世界全体の1割）。遊楽部川における生息数は不

明。 

重要な種に係る資料調査結果の補足情

報を得るために行った。 
得られた情報については、3.1-31（58）
ページに反映した。 ・ナベヅルについては、大陸からの迷鳥がせたな町に渡来して

も不思議ではない。特にツル類のうち、タンチョウについて

は数個体、渡来しているようである。 
・浮島公園～後志利別川の河口にかけては、ダイサギ、コサギ、

アマサギ、ハイタカ、オオタカ、ミサゴなどが確認されてい

る。その他、北檜山区の山間部ではクマタカ、クマゲラの生

息も考えられる。クマゲラは個体数が多く、アカショウビン、

オオアカゲラも見られる。 
・サシバについては、道南では主として確認することは少ない。

・チュウヒは、静狩に生息している情報がある。せたな町近隣

にはいない。 

 



表２ 専門家等へのヒアリング概要及び方法書における対応等（3/3） 

概要 方法書における対応等 
・オジロワシ、オオワシについては道内には大きく分け、道東

個体群と道南個体群がある。 
オジロワシ、オオワシの生息情報及び主

な移動ルートに関する情報を得るため

に行った。 
得られた情報については調査期間等

（4.2-24（150）ページ）、定点候補地及

び海ワシ類踏査候補ルート（4.2-26（152
ページ））を検討にあたって参考とした。

その他海ワシ類の生態情報等に得られ

たことから、現地調査にあたって左記の

事項に留意し、調査を実施する。 

・道南個体群の主な移動ルートは、宗谷岬に飛来した後、日本

海沿岸の谷筋～積丹半島～寿都湾・尻別川流域、後志利別川

の流域を経由し、遊楽部川周辺に渡来する。 
・遊楽部川へは11月～12月に渡来し、越冬する。北帰行は早い

個体で2月上旬から始まり、3月末には概ね完了する。渡り時

における1日あたりの移動距離は、40km程度である。 

・越冬期間中は、サケ・マス等の餌生物の生息状況に合わせて、

遊楽部川（後志利別川河口も含む）周辺域に分散する。 
・オジロワシの餌動物としては、サケ・マス、エゾシカ、カレ

イ、ウグイ、カモ、カモメ類等で、魚類以外の動物も餌とす

る。 
・オオワシは主にサケ・マス、エゾシカを餌とし、繁殖地では

アザラシ、ウサギ等を餌とする場合もある。 

・エゾシカは現在、ほぼ全道で確認記録があり、道南地域にも

分布範囲を拡大している傾向があるため、せたな町でも生息

している可能性はある。このため、Ｃ、Ｄ案の様な内陸部で

も生息している可能性はある。 

・両種ともスカベンジャーであり、狩猟獣の残骸や遡上途中で

弱ったサケ・マスなどの衰弱個体を採餌対象としている。 
・両種とも越冬期間中の動向は、餌動物の動向に起因する。 
・ねぐらについては、主に急峻な斜面の混交林の樹上にあり、

河川や沢が視認できるような谷の入口付近に位置する傾向が

ある。また、強風が直接あたる斜面ではなく、風影となる斜

面を好む傾向がある。 

・特に長距離を移動する両種については、翼長が長く小回りが

きかず、留鳥のタカ類と比較してバードストライクの危険性

が高いと考えられる。 
・調査を実施した結果、以下の様な場合に風力発電機配置を検

討するにあたっては、配慮が必要である。 
 １ ねぐらと餌場の間に風力発電機が位置する場合 

２ 餌場からのソアリング（旋回上昇）半径（150～300m程

度）に風力発電機が位置する場合 
３ 崖際に建設する場合、両種の止まり場に位置する場合 
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１．環境配慮事項報告書の縦覧結果について 

 

 

平成 24 年度風力発電等アセス法先行実施モデル事業（計画段階配慮書作成に係る検討）が完了

した後、当社では、自主的に当該モデル事業で検討した内容を用いて、「北檜山ウィンドファー

ム事業に係る環境配慮事項報告書」（以下「環境配慮事項報告書」という。）を平成 25 年 1 月に

作成し、せたな町において縦覧を行いました。以降に、縦覧の概要及び住民等の意見を示します。 

 

1 縦覧の概要 

環境配慮事項報告書の縦覧にあたっては、地域への縦覧期間等の周知方法として「広報せた

な」（2013.2 No.90）と北海道新聞の折込広告（せたな町全域を対象）を行いました。 

「広報せたな」への掲載記事を図 1 に、北海道新聞への折込広告を図 2 に示します。 

折込広告には、縦覧の詳細を記載しました。 

 

 

図-1 「広報せたな」への掲載記事 



 

図-2 北海道新聞への折込広告（縦覧内容の詳細） 



 

2 住民等からの意見 

縦覧の結果、1 名の方（せたな町大成支所）の縦覧名簿への記載があったものの、住民から

意見はありませんでした。 

また、せたな町長からの意見は以下のとおりです。 

 

 

図-3 環境配慮事項報告書に対するせたな町長の意見 

 

 



 

 

 

２．景観について 

 

 

対象物までの視距離 dを求めた結果、下表に従い見込角 1.5 度未満となるために必要となる距

離は、5050m となりました。このため、風車設置予定位置から「5km」を基本的な調査地域として

設定しております。 

 

見込角と送電鉄塔の見え方 

 

出典：「景観対策ガイドライン(案)」(昭和 56 年 UHV 送電特別委員会環境部会) 

 

せたな町に国内初の洋上風力発電所（600kW×2 基）が建設されており、平成 16 年か

ら運転が開始されており、当該風力発電所は“風海鳥”の愛称で町の観光資源と活用さ

れています。また、洋上風力発電所が設置されている海域に面した陸地には陸上風車

（2,000kW×6 基）が建設されており、平成 17 年から運転が開始されています。 

このため、地域住民に風力発電所が認知、理解されているものと考え、景観調査地点

としては、基本的に不特定多数の人が訪れる施設を対象に設定しています。 

なお、前述の環境配慮事項報告書に対する町長意見でも景観に対しての意見はないこ

とから、現在の調査地点で適正であるものと判断しております。 

 

 



 

 

 

３．先行事業における顧問会ご意見に対する方法書における対応などについて 

 

 

先行事業において環境審査顧問会で出された主な意見に対して、「北檜山ウィンドファーム事

業に係る環境影響評価方法書」（以下「方法書」という。）における対応などについて以下に整

理した。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  主務省令の規定に基づき、環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法については、漏洩

なく、記載いたしました。また、対象事業の目的及び内容についても具体的に記載しました。 

  なお、環境保全措置並びに事後調査については、現地調査、予測、評価の結果をとりまとめ

た準備書で具体的に記載します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書において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 5

の参考項目を勘案し、選定しました。また、その選定及び非選定とした理由を明記しました。 

 



 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書では、主務省令別表第 10 の参考手法などを勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏ま

え、調査、予測及び評価の方法を検討しました。 

  なお、評価及び保全対策の検討結果については、準備書において具体的に示します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  現時点では、具体的な計画が決定していないため、搬入予定ルートや標準平面図を記載させ

て頂きました。 

  準備書では改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲等）を明記します。 

 

【意見】 

２．風力発電所の配置が不明なため、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。 

（方法書における対応など） 

  現時点で想定している、風力発電機設置予定位置を方法書に記載しました。工事の仕上がり

図面については、準備書で明記します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  準備書では、できるだけ定量的な評価を行います。 

 



 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書では、工事に伴う大気質への影響や騒音、振動についても環境影響評価項目として選

定ました。 

  

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書では、超低周波音に対して周波数特性を測定する旨、記載しました。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書では周辺の河川の既存資料に基づく水質調査結果に類型指定の状況を併記しました。

今後、現地調査結果を踏まえ、類似事例等を参考に、濁水対策について準備書に記載します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  現地調査を実施する前に注目種を選定することが困難であるため、方法書においては、環境

類型区分における動植物の出現状況を整理しました。今後、現地調査結果を踏まえ、環境類型

区分別に生息・生育種を詳細に把握した上で指標種を選定し、予測及び評価を行います。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  既設風力発電所の位置づけや環境配慮事項報告書における意見に基づき、居住地等生活環境

に係る景観の調査地点は選定いたしませんでした。人と自然との触れ合いの活動の場について

は、環境影響評価項目に選定しております。緑化及び修景に係る記述については、現地調査完

了後、準備書までの間に、せたな町など関係機関と協議の上、記載内容を検討します。 

 

 



 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書において風車の影及び廃物等についても、環境影響評価項目に選定しています。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書において 100～200Hz の範囲についても、調査対象としております。 

ｓｗｉｓｈ音の程度については、準備書における評価の結果を考慮し、必要があれば、事後

調査の対象として検討したいと考えています。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書において搬入予定ルートを図示しました。準備書段階においては、対象事業実施区域

内における道路拡幅工事等についても留意し、環境影響評価を行います。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書において、搬入予定ルートを図示した上で、工事用資材等の搬出入による大気質につ

いても環境影響評価項目に選定しており、対象事業実施区域近傍の搬入予定ルートの沿道にお

いて大気質の現況調査を実施し、影響評価を行うこととしました。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  管理棟等を設けるか未定ですが、設置する場合は、周辺住居と同様の排水処理方法にて適正

に排水処理を行う予定です。 
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【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書に航空写真を記載しました。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  新設及び拡幅の可能性がある搬入予定ルート及び風力発電機設置予定位置を基本的なルート

として設定しています。今後、現地調査にあたっては、より具体的な設計に基づき、樹木の伐

採等の改変区域を包含するように調査ルートを設定します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  今後、地元の意見等を踏まえ、風力発電機が目立たないような色彩を検討します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  近傍に風力発電所が位置しないため、検討しない予定です。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  今後、猛禽類の探餌、採餌行動に留意して調査を実施します。 

 



 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  今後、現地調査の結果を踏まえ、予測・評価においてこれらについても考慮します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  方法書において風力発電機の基礎図を記載しました。準備書の段階では、回復措置の内容及

び切土法面、盛土の周辺の状況について記載します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  今後、具体的な工事計画を踏まえ、重要な種の生育・生育状況及び生態系の分断等の可能性

に留意し、環境保全措置を検討します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  現地調査を行った上で、中・大型哺乳類の移動ルートが確認された場合。自動撮影調査も検

討します。現地調査の結果を考慮し、必要に応じ、事後調査を検討します。 

 



 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  現地調査の結果を踏まえ、必要であれば、主に猛禽類を対象に衝突確率等を算出する予定で

す。予測評価にあたっては、必要に応じて有識者等から助言を得ながら実施します。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  準備書段階では、風力発電機の設置台数を決定し、温室効果ガスの削減効果を算出し、示し

ます。 

 

【意見】 

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。 

（方法書における対応など） 

  現地の地形を考慮すると風力発電機の設置箇所から海域へ直接、濁水が流出しません。基本

的に河川に濁水が流れる可能性があるため、方法書では周辺河川を対象に環境影響評価の対象

としています。 

 

 




