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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につ

いて 

回答） 

 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・評価の手法及びこれらの結果等、必要な事項を遺漏なく記載しま

す。特に、方法書において記載していない、環境保全措置並びに事後調査については、主務省令

の記載に基づき具体的かつ詳細に記載します。 

 

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

明確にすることについて 

回答） 

 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、その選定理由を記載し

ました。（方法書 4-1-1（146）ページから 4-1-7（152）ページをご参照ください。） 

 

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について 

回答） 

 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します。（方法書 4-2-2

（154）ページから 4-2-23（175）ページをご参照ください。）なお、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既存の事例や最新の知

見などを参考に明らかにし、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について検討します。 
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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について 

回答） 

 準備書の作成に当たっては、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します。なお、方法書の 2-2-8

（12）ページに造成区域の参考事例を示しました。 

 

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について 

回答） 

 現段階での風力発電機の位置、変電所の位置については、方法書 2-2-4（8）ページに示しまし

た。工事の仕上がりや全体像が分かる図面については準備書に記載いたします。なお、管理棟は

設置しません。また、既存の設備もありません。 

 

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

について 

回答） 

 各評価項目において、既存の事例や最新の知見を参考に、可能な限り定量的な評価の手法を用

いるようにします。 

 

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について 

回答） 

 工事車両の運行ルート沿いに民家があるため、工事車両の走行に伴う大気環境への影響につい

て予測評価を行います。なお、建設機械の稼働に伴う騒音、振動の影響については、建設機械が

稼働するエリアから直近民家までの距離が約 700ｍあり、類似の事例において騒音、振動に係る

影響については極めて小さいことから予測評価項目として選定しませんでした。 

 

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について 

回答） 

 低周波音は G特性だけでなく、平坦特性の１/3オクターブバンドレベルでも評価するようにい

たします。 
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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について 

回答） 

 河川、湖沼の現況については、公共用水域水質測定結果などの資料を基に整理を行いました。

（方法書 3-1-8（26）ページをご参照ください。）しかしながら、公共用水域の調査地点は、対

象事業実施区域から離れているため、近傍の河川の水質現況を把握するため、年 3回の現地調査

を行い、現状の SSの状況について把握します。その上で発生する濁水が近傍の河川に及ぼす影響

を実行可能な範囲で低減できるよう沈砂池等の処理能力や処理方法について検討を行い、その内

容について具体的に準備書に記載いたします。 

 

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

記載することについて 

回答） 

 生態系の注目種については、現段階では上位性種としてタカ目の鳥類やヒグマを、典型性種と

してエゾシカを想定していますが、今後の現地調査結果を踏まえ、適宜上位性種、典型性種など

の見直しを行います。その上で、上位性、典型性、特殊性の観点から、環境類型区分、各種の生

態的特性、事業実施による影響などの要素による検討を踏まえ、定量的に評価を行った結果を準

備書に記載いたします。 

 

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について 

回答） 

 居住地等生活環境の場を景観の視点場として評価します。人と自然との触れ合いの活動の場に

ついては、対象事業実施区域の近傍に無いため予測評価の項目としませんでした。緑化及び修景

については、景観の予測評価によって、必要に応じて検討を行います。 

 

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について 

回答） 

 風車の影、廃棄物、残土について予測評価を行います。なお、風車の塗装面からの有害物質に

ついて、風車の使用する塗料から有害物質が溶出することはありません。導入予定のメーカーの

風車は、これまで国内で 200台以上導入されており、ご指摘ような問題は生じていません。 
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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について 

回答） 

卓越した純音成分について、導入予定の風車メーカーに確認するとともに、このような成分の音

響特性が聴感上に与える影響について、最新の情報収集に努めます。また、スウィッシュ音の程

度または有無についても、導入予定の風車メーカーに確認するとともに、このような成分の音響

特性が聴感上に与える影響について、最新の情報収集に努めます。 

 

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

価を行うことについて 

回答） 

 資材搬入ルートについては、方法書 2-2-12(16)ページの図 2-2-7-3工事用資材等搬入ルート図

に示しました。なお、搬入道路の拡幅工事等は計画していません。また、管理道路は計画してお

りませんが、今後の計画の進捗に伴い、管理道路を設置することになれば、この位置について図

示いたします。 

 

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） 

 対象事業実施区域に最も近い一般大気環境測定局は、釧路市内にあり、測定結果は方法書 3-1-4

（22）ページから 3-1-5（23）ページに示しました。既存の測定局が近傍に無いため、大気質へ

の影響を予測評価するため、工事車両の運行ルートや建設機械の稼働エリアに近い民家周辺で窒

素酸化物と粉じんの調査を３季、各１週間実施します。 

 

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に

ついて 

回答） 

 本事業においては管理棟を設ける計画はありません。なお、建設工事期間中に設けられる工事

事務所に簡易トイレが併設されますが、し尿についてはタンク内に貯留し、適切に処理します。

工事完了後は工事事務所とともに簡易トイレも撤去する予定です。 

 

 

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について 

回答） 

 対象事業実施区域周辺の航空写真については、方法書 2-2-5（9）ページに示しました。 
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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について 

回答） 

 動植物相の調査範囲は、基本的に対象事業実施区域の周囲約 500ｍの範囲を計画しています。

調査ルートの設定に際しては、改変区域を含むように設定いたします。 

 

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について 

回答） 

 対象事業実施区域が位置する浜中町には、霧多布湿原や霧多布岬等の自然景観資源があり、こ

れらは観光客を誘致するための重要な要素となっている。本事業によって建設される風車群は、

観光客を誘致する新たな要素となることも考えられるが、地元自治体や住民の皆様の意向を踏ま

えて、既存の景観資源との相乗効果等も視野に入れながら、風車の配色について検討を行ってい

く計画です。 

 

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について 

回答） 

 対象事業実施区域が位置する浜中町には既存の風力発電所が 2か所（各 1台）あり、最も近い

風力発電所でも約 6ｋｍの距離がある。予測・評価項目の中で大気環境、水環境、動植物生態系

など大半の項目では複合的な環境影響は考えられないが、景観については、眺望点として選定し

た複数の地点から既存の風力発電所が眺望できる可能性があるため、既存の風力発電所を踏まえ

て予測・評価を行うように努めます。 

 

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

意することについて 

回答） 

 現段階での計画では、風車は樹林地に設置される計画であるが、今後の環境影響評価調査を踏

まえ、周囲の牧草地に設置される可能性もある。したがって、改変予定区域が有する餌場や狩場

等、生息環境の機能が把握できるように調査を進めていく方針です。 

 

 

 

 



9 

 

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について 

回答） 

樹林地に風車を設置する場合、保安林の区域においては、植林を行い復元させる計画です。な

お、林縁部については、植生の退行や樹木衰退減少を軽減させるために、早期に現状の林縁群落

が形成されるように郷土種を用いた緑化を行う予定です。緑化計画の詳細については準備書に記

載します。 

 

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について 

回答） 

樹林地に風車を設置する場合、保安林の区域においては、植林を行い復元させる計画です。な

お、林縁部については、植生の退行や樹木衰退減少を軽減させるために、早期に現状の林縁群落

が形成されるように郷土種を用いた緑化を行う予定です。緑化計画の詳細については準備書に記

載します。また、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準備書に記載しま

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

留意することについて 

回答） 

 本事業では風車から変電所までの配電線は、既存の道路沿いに埋設する計画です。また、各風

車間についても埋設する計画です。埋設箇所については、重要種などが生育・生息していないか

確認を行い、改変箇所に生育・生息が確認された場合は、出来る限り回避する方針です。なお、

本事業では側溝等を設ける計画はありません。 
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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について 

回答） 

 哺乳類の調査方法として、自動撮影調査を実施します。また、事後調査においても風車周辺を

含め自動撮影調査を実施する予定です。 

 

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

施することについて 

回答） 

 「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引」（2011年 環境省自然環境局野生生

物課）を参考に、衝突率等の算出を行い、準備書に記載します。予測評価に際しては、必要に応

じて地元の有識者等から助言を得ながら実施する予定です。 

 

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について 

回答） 

 現段階で想定している年間稼働率、設備利用率を想定して算出した温室効果ガスの削減量は年

間約 2万 7千トンと見込まれます。（方法書 2-2-14（18）ページをご参照ください。） 

 

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につい

て 

回答） 

 本事業では、沈砂池等を設ける等の濁水対策を実施し、濁水が対象事業実施区域の下流の水域

に影響を及ぼさないようにする計画です。したがって、海域への濁水の影響についてもほとんど

ないものと考えています。 

 

２６．水環境の状況について、北海道全域の達成率では広域すぎるため、地域特性を把握する

観点から、現況の記載内容について検討することについて 

回答） 

 水環境の状況については、近傍を流れる別当賀川の状況について整理しました。（方法書 3-1-8

（26）ページをご参照ください。）しかしながら、改変区域を含むエリアは、別当賀川の流域内

に含まれないため、改変区域を流域に含むと想定される仙鳳趾川や奔幌戸川などにおいて、SSの

現況を把握するための調査を実施する計画です。 
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２７．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。 

回答） 

 本事業では、方法書段階において、第 7版に準じた鳥類目録を作成しております。また、準備

書段階においても第 7版に準じて鳥類目録を作成します。 

 

２８．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。 

回答） 

 本事業における鳥類の現地調査では、レーダーを利用した調査を実施する予定はありませんが、

「平成 21年度渡り集結地衝突影響分析業務報告書」（平成 22年環境省）に記載されている報告

内容を参考に、調査を実施する予定です。具体的には、小鳥類の渡りが多くなる日没後 1～2時間

後から夜半の時間帯と、日の出から午前 9時頃の時間帯で調査を実施します。夜間における観察

は、鳴き声の聞き取りによる方法及び赤外線スコープを使用した観察を行い、種の判別が難しい

場合でも渡りのコースと飛翔高度（風車回転域か否かの確認程度）を記録する予定です。 
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２９．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る。

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

必要となるが、これらの視点がどの程度考慮・反映されているのか、説明いただきたい。 

回答） 

 生態系調査では、「基盤環境と生物群集の関係に着目した調査」、「注目種（上位性、典型性、

特殊性など）に関する調査」を実施します。 

 各調査における調査・予測のフローは、以下に示すとおりです。 

 

【基盤環境と生物群集の関係に着目した調査・予測のフロー】 

 

類型区分の再検討

・基盤環境と生物種・群集の対応関係
・生物種・群集の相互関係
・基盤環境の特性

影響要因

基盤環境と生物群集に関わる情報の収集

・既存資料及び現地調査結果（動植物相、生息場所、植生、水文環境に関する
他項目での調査結果など）
・既存資料または現地調査により作成した主題図（地形分類図、表層地質図、土
壌図、植生図など）

基盤環境への影響予測

生物群集への影響の概括的把握

生態系への影響予測

類似事例の解析・引用

生態系への影響予測

基盤環境と生物群集の関係の整理
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【注目種に関する調査・予測のフロー】 

 

・生息状況 ・生息状況
・生活史 ・生活史
・生息環境 ・生息環境（餌場・繁殖場など）
・種間の関係 ・種間の関係（餌資源など）
・開発などによる影響の事例 　など
　など

影響要因

生態系への影響予測

注目種への影響

生態系への影響予測

現地調査既存資料調査

注目種（個体）への直接的影響生息場所への影響

類似事例の解析・引用など

 

 

 

３０. 風車の塗装からの、風化降雨による有害物溶出の可能性についても記述して下さい。 

回答） 

 風車の塗装面からの有害物質について、風車の使用する塗料から有害物質が溶出することはあ

りません。導入予定のメーカーの風車は、これまで国内で 200台以上導入されており、風化降雨

による有害物溶出の事例は確認されていません。 

 

３１．生態系の対象種を明確にすべきについて 

回答） 

 生態系の注目種については、現段階では上位性種としてタカ目の鳥類やヒグマを、典型性種と

してエゾシカを想定していますが、今後の現地調査結果を踏まえ、適宜上位性種、典型性種など

の見直しを行います。特に上位性種については、ご指摘の通りタカ目の鳥類のうちオジロワシを

対象として、分布状況や餌場、繁殖場などの生息環境、餌資源の状況などについて把握する予定

です。その上で、上位性、典型性、特殊性の観点から、環境類型区分、各種の生態的特性、事業

実施による影響などの要素による検討を踏まえ、定量的に評価を行った結果を準備書に記載いた

します。 

 なお、典型性種としてエゾシカを想定していますが、その他、エゾタヌキやエゾリスなどの中

位捕食者なども対象種と想定して調査を行い、これらの中から適切な種を選定して予測評価を行

い、準備書に記載いたします。 
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３２．海上に1地点ぐらい視点場を設けた方が良いのではついて 

回答） 

 景観の撮影地点として選定している霧多布岬の視点場からは、海上からの視点場に近い状況で

撮影できるものと考えられますが、対象事業実施区域周辺にある漁港（貰人漁港や奔幌戸漁港）

関係者の意見を踏まえ、視点場の設定について検討いたします。 

 

３３．改変区域が猛禽類の餌場になっていると思われるについて 

回答） 

 ご指摘の通り、対象事業実施区域内には樹林地や牧草地が主に分布しており、牧草地や林縁部

は猛禽類の餌場になる可能性は高いものと考えられます。現地調査においては、猛禽類の餌場の

分布状況、餌資源の種類や量、季節変化等の把握に努めます。 

 

３４．実際にバードストライクが浜中町内で起きているわけですので、その時の状況をできる

限り詳しく解析し、どのような条件の場合に衝突が起きる可能性が大きいかを明らかにし、そ

れを避ける方策を講じるとした方が納得いくと思います。単に生息分布状況だけの問題ではな

いと思われます。 

回答） 

浜中町におけるバードストライクの状況については、他事業者の事例なので可能な範囲で、関

係機関等への聞き取りや往時の気象状況について、既往資料の確認を行います。また、併せて、

道内における衝突事例について、資料の収集整理や専門家へ聞き取りを行い、どのような状況で

衝突が起きる可能性が大きくなるか検討を行う方針です。 

 

３５．風車稼働時の騒音の予測・評価について、残留騒音（LA95）の調査、予測評価も求める

か、または実施するかどうか。 

回答） 

騒音調査においては、等価騒音に加え残留騒音の調査も行い、その結果をもとに、残留騒音に

ついても予測評価を行うか検討したいと考えております。 

 

３６．風車位置確定後に、住居または予測点と最近接風車との距離を表に整理すること 

回答） 

準備書には、各風車から予測地点までの距離を表に整理し、掲載します。 

 


