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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.184)に、選定もしくは選定しなかっ

た理由は表 4.1-3(p.185～p.188)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.12～

p.35） 

対象事業実施区域約 608.9a の内の改変区域は約 12.6ha で、改変区域の内訳は風

力発電機 1 基当たり約 0.16ha、50 基の計で 8.0ha、変電設備が約 0.01ha、管理用道

路が約 2.60ha、残土処分場が約 1.99hとなります。 

現時点での計画ですが、風力発電機及び変電設備の位置は図 2.2-3(p.13)に管理用道

路となる関係車両の走行ルートは図 2.2-15(p.31)に示しております。 

 なお、残土処分場については工事終了後に 9.6haを緑化する計画です。(p.26) 

 

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.8～p.43）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.13)、変電設備、送電線の配置は、図

2.2-20（p.39）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) 環境配慮事項にききましては、方法書「第２章 第１節 対象事業の目的」

に記載しております。（p.6～p.7） 

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、浮遊粒子状物質、粉じん等、道路交

通騒音、道路交通振動について予測及び評価を行います。(p.189～p.212) 
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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 5.低周波

音」に記載しております。（p.207） 

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) 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.33） 

降雨時の排水は、各ヤード横に設置する沈砂池で土砂等を沈降させながら、地下に

自然浸透させる計画です。 

 なお、対象事業実施区域及びその周辺の河川には、類型指定が指定されていません。 

 

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 15.生態系」（p.248～p.249）に記載しています。 

上位性の注目種はハヤブサ、典型性の注目種はアカネズミとし、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 ハヤブサ 

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。 
行動圏が広く、海岸や崖地が存在する山地

一帯を繁殖、休息の場、狩場として広く利用
する。崖地は繁殖地、開けた空間は狩場とし
て利用するため、広域での植生改変、土地利
用改変による影響を予測するのに適してい
る。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（主
に崖地の岩棚）ことから、生息環境の改変に
敏感な種類である。 

広い空間で狩りをするため、海岸や
海岸に近い山の断崖や急斜面、広大な
水面のある地域や広い草原、原野など
を生活域にする。 
獲物はほとんどがヒヨドリ級の中型

鳥類で、まれに地上でネズミやノウサ
ギを捕らえる。 
産卵期は日本海側南西部では 3 月上

旬～4 月上旬、東北地方以北では 3 月下
旬～4 月中旬、一夫一妻で繁殖する。海
岸や海岸に近い山地の断崖の岩棚のく
ぼみに巣を作り、一巣卵数は 3～4 個、
抱卵日数は 30～33日である。 

典型性 アカネズミ 

 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。 
樹林から河川敷、耕作地などの環境を幅広

く利用するが、主に森林に生息するため、森
林の伐採などによる影響を予測するのに適し
ている。 

低地から高山帯まで広く分布し、森
林に生息するが、河川敷の下生えが密
生しているところにも多数見られる。
水田の畦や畑にも出現する。 
 食物は葉緑素を含まない柔らかい

植物の根茎部、実生、種実、昆虫類を
採食する。 
 繫殖期は北海道では年一山型であ

るが、京都では春と秋の年二山で、九
州になると晩秋～初春までの年一山型
となる。産仔数は 1～8頭である。 

出典：「原色日本野鳥生態図鑑陸鳥編」（保育社,1995） 
「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブック 1 哺乳類」（環境省,2002） 
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1．生態系構造の把握方法 

（１）ハヤブサを上位種とし、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・検討方法】 

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。 

● 行動範囲、採餌行動に着目して記録する。 

● ｈ21.3～7で確認した営巣場所等の状況が大きく変化していないか確認する。 

● 採餌行動の対象となる地表の植生などの環境も記録する。 

● 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）中～小型鳥類の分布・生息量 

● 中～小型鳥類の生態をふまえて調査範をエリア区分←植生と関連づけて区分。 

● 各エリアに調査ルートを設定、ラインセンサス法により中～小型鳥類の個体数を定量的

に把握。 

● ルート毎に個体数を集計し、中～小型鳥類の生息密度を採餌環境ポテンシャルとして重

み付け。 

 

 

＜具体的な調査計画＞ 
設定した調査ルートを一定の速度で歩いてルートの左右 25m の範囲で確認された中～

小型鳥類の個体数を記録する。 
調査ルートは、各エリアの代表的な植生タイプが含まれるように設定する。 
調査は春季、夏季、秋季、冬季に各 1回実施する。 
調査結果は各エリア区分における生息密度として計算する。 

＜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、確認されたハヤブサ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（1 月～7 月）と非繁殖期（8 月～

12月）に各月 1回実施し、3日間連続の調査とする。 

猛禽類調査は平成 21 年 3 月～７月に実施されており、3 月～7 月についてはこれらの

データを活用する。ただし、過年度調査から約 4 年が経過しているため、繁殖期の 4

月、5 月に調査を実施し、営巣場所等の状況が大きく変わっている場合には、繁殖期の

調査を再度実施する。これまでに調査が実施されていない非繁殖期（8 月～12 月）と繁

殖期初期（1～2月）については各月 1回実施する。 
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（２）アカネズミを典型種とし、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）生息状況調査 

● 調査範囲内の代表的な植生タイプ毎にトラップを設置する。 

● 上層の植生が同一であっても、下層植生が大きく異なる場合は、植生タイプを分け、別

途トラップを設置する。 

● 調査結果から 100TN指数を計算し、指数をもとに調査範囲内の植生をランク区分する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

２）植生タイプごとの生息状況と生息に適した環境の抽出結果を重ね合わせて評価 

● 植生分布図は、アカネズミの好適生息区分図に反映させることを考慮し、上層の植生が

同一であっても、下層植生が大きく異なる場合は、植物群落を分けて記録するなど、ア

カネズミの生息環境区分を見据えて整理する。 

 

※参考文献 

・村上興正．1974．アカネズミの成長と発育：Ⅰ．繁殖期．日本生態学会誌，24(3)：194-206 

・阿部永．1975．日本産小哺乳類の生活史研究の現状と課題．哺乳類科学，31：59-80 

 

 

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 16.景観」（p.250～p.252）及び「17.主要な人と

自然との触れ合い活動の場」（p.253～p.257）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、平港を設定しております。他地点において

も家屋集合地域近くに位置しており、生活環境からの視点と概ね一致するものと考

えております。 

 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.26～p.28） 

＜具体的な調査計画＞ 
調査は捕殺用ワナであるパンチュートラップ用いて行う。ワナは 1 地点あたり、5ｍ間

隔で 5×5 列、計 25 個設置し、3 晩セットする。餌には生ピーナツを用い、ワナの見回
りは 1日１回、午前中に行うこととする。 
捕獲された小型哺乳類は外部計測、種の判別などを行い、標本にして管理する。 
アカネズミの繁殖期は暖かい九州では秋から春にかけて一山型、本州では春と秋の二

山型、そしてさらに北に行くと夏の一山型になることが知られているが（村上 1974、阿
部 1975）、宇久島における個体群動態や環境利用状況はほとんど把握されていないこと
から、春季、夏季、秋季、冬季に各 1回実施する。 



 

8 

 

 

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.184）に示すとおり、「風車の影」、「廃棄物」、「残土」を

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.36) 

 

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.29）及び「(e)工事用

資材等の運搬の方法及び規模」(p.30)に記載しております。  

 既存の道路の拡幅は必要最小限にとどめ、必要な場合には既存道路から各風力発

電機の設置個所に至る道路のみを新設します。 

 

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) 「第２章 第２節 6. (2) (h)工事中の排水に関する事項」（p.33）に記載し

ております。 

 仮設の工事事務所からの生活排水は、近隣施設の公共下水道を利用し排水し、現

地でのトイレは汲み取り式にて対応します。 

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) 方法書 図 2.2-2（p.11）に Google earth による鳥瞰図を記載しております。 
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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)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(2) (p.7）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) 既設の風力発電機は、昨年３月に撤去された為、現在は存在していません。 

  

１８．牧草地を中心に風車を多数設置する場合は、猛禽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) 対象事業実施区域内の植生は、畑地雑草群落等の草本群落が大部分を占めて

います。これらの群落が餌場や狩場としての利用状況を調査した上で、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。 

 

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」に示すとおり、必要な作業ヤードとして
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の改変は 1 基あたり 0.16ha 程度に抑える計画です。また、改変面積 12.6ha のうち、

9.6haは工事終了後に植栽や種子吹付けにて緑化を行う予定です。（p.12） 

 

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 4.2-13（p.228）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。 

 

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については方法書「第２章 第１節 (1)風力発電の

必要性」（p.2）に示すとおり 32.8％、二酸化炭素の排出削減効果については方法書

「第２章 第２節 ７．(1) (i)温室効果ガス」（p.43）に示すとおり 142,505 tCO2/年

が想定されています。 

 

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)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
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法については、方法書「第４章 第２節 7.水質(水の濁り)」(p.213～p.217)に示

しています。 
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【平成 25年 4月 18日風力部会においての回答】 

 

追加１．P206 

沿道測定地点の 2 地点が非常に近いことに対する理由はあるのか。交通量も 24

時間で 1,500 台ぐらいと非常に少ないので、集落側としては非常に近いところに

２地点設定しているようにみえる。 

(回答) 工事用車両の影響が大きくなる地点を 2 地点選定しています。ただし、条件

が変わる場合は、ご指摘の内容を踏まえ検討します。 

 

 

追加２．P25 

図の真ん中付近の風車のプロット近くに黒点があるが、これは家屋があるという

ことか。設置予定地のかなり近傍に住居があるのか。 

(回答) 近傍の黒点は倉庫と牛舎です。基本的に民家からは 400ｍ以上は離隔を取る

ように配置しています。影響評価次第では風車配置が変わる可能性があります。 

 

 

追加３．P25 

騒音振動の調査あるいは予測によっては場所を考える必要があるのでは。 

(回答)現時点のレイアウトは、国立公園及び住居からある程度の距離を考慮したう

えで、設置できそうなところを選定しています。400ｍが妥当かどうかはこれからの

評価で判断していきます。 

 

 

追加４．P21 

海底ケーブルは海底に埋設するのか？  

(回答)埋設は行いません。 

 

 

追加５．P21 

水切り場は桟橋か何かでやるのか。 

(回答)基本的には、既存の港からの資機材等の搬入を考えています。現段階で水深

調査等を行っていませんが、水深が浅く港の使用が不可能な場合は今の３カ所の

水切り場に直接台船を着岸し、陸側からクレーンにての搬入を考えています。その

上で、水深が浅く台船が入れない場合は作業構台を設置したいと考えております。 
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追加６．P21 

作業構台を設置する場合はどれくらいの期間設置するのか？また、撤去はするの

か？ 

(回答)作業構台は風車搬入期間のみ設置し、終了後撤去することを考えています。

運搬の期間は１基分当たり大体１週間程度ですので、それを全体 3 期に分けて集

中的に、大体 3 ヵ月ごとぐらいの予定で考えております。 

 

 

追加７．P187 

レーダー調査については実施するのか？調査手法には内容が書かれていない。方

法論も確立されていないが。 

(回答) レーダー調査は実施いたします。その方法については、環境省によるバード

ストライク実証事業等を参考に実施する予定です。 

 

 

追加８．P217 

貯水池やため池が多くみられるが、ダムについても水質調査を実施するのか。 

(回答) 宇久ダムも含め、改変する可能性のあるエリアが流域に入っている地点を選

定しています。 

 

 

追加９．P126,127 

漁業権が設定されているのは海だけか。 

(回答) 漁業権の設定されているのは海だけです。 

 

 

追加１０． 

発電所立地計画と関係して島についての都市計画等の開発計画はあるか？周辺の

計画等との協調を図っていただきたい。 

(回答) 計画として指定されたものはありません。風力発電事業を通じて島の活性化

に寄与できればと考えています。ちなみに島は風が強いため、住居はほとんど窪地

に集まっています。 
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追加１１． 

近傍住居の位置を入れて距離がわかるようにしたほうがよい。風車と住居との距

離が 400ｍの離隔は厳しいと思われる。 

(回答) 準備書において図面を作成するなど検討いたします。400ｍの距離は配置計

画策定時に目安として設定したものです。今後、環境影響評価を実施していくに当

たり配置計画等の見直しなども含め、影響のないように配慮していきます。 

 

 

追加１２． 

生態系の調査について、調査が餌だけになっているが、営巣場所、ハンティング

の場所、繁殖場所等もかみ合わせて評価していただきたい。また、ハヤブサの繁

殖調査も平戸南と同様に宇久島も行った方がよい。 

（回答）別途猛禽類調査なども実施することとしており、その中で営巣地や採餌環

境等の把握に努めてまいります。 
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【平成 25年 4月 18日風力部会における共通指摘事項】 

 

追加１３． 

細かな改変区域を準備書で記載し、これに基づき予測及び評価を行うこと。 

(回答)準備書の段階では、より詳細な工事計画に基づき予測及び評価を行います。 

 

 

追加１４． 

強風時の調査について強風時だと正しくデータが取れない。調査時に留意するこ

と。 

(回答)騒音の測定に当たっては、防風スクリーンなどを使用し、ノイズが入らない

よう配慮します。 

 

 

追加１５． 

騒音の調査期間について、騒音は代表的な 2 日間と記載する方が良い。 

(回答)施設の稼働に伴う騒音及び低周波音の調査期間は、種々の条件を取得できる

期間として、強風日を含む 2日間で実施するという記載にしています。その内容に

ついては、方法書 p.205及び p.207～p.208で記載しています。 

 

 

追加１６． 

哺乳類の捕獲でシャーマントラップを使用している理由はなにか。 

(回答)哺乳類の捕獲においては、殺傷能力が弱く、調査による影響を低減するため、

生け捕りを目的としたシャーマントラップを使用致します。 

 

 

追加１７． 

鳥類の分類について、鳥類目録第 7 版（平成 24 年 9 月改訂）を参考に準備書を

作成すること。 

(回答)鳥類目録第 7版（平成 24年 9月改訂）を参考に準備書を作成致します。 

 

 

追加１８． 

鳥類の調査について、ラインセンサスを行う理由は何か。 

(回答)ラインセンサス調査の目的としては、鳥類相の把握よりも定量的なデータの

取得にあると考えております。万一、工事中や稼働後に変化が生じる恐れがあった

場合に、事後においても定量的な比較ができるように、データの取得に努めたいと
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考えております。  

 

 

追加１９． 

鳥類の夜間調査は実施するのか。 

(回答)フクロウ類を対象とし、直接観察及び鳴き声による調査を実施します。 

 

 

追加２０． 

身近な眺望点を、地域の概況の項に加えて欲しい。 

(回答)ご指摘を踏まえ、準備書の地域の概況の中で、身近な眺望点として木場や平

港などの日常生活上の眺望点について示します。 
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【平成 25年 4月 24日風力部会における共通指摘事項】 

 

追加２１． 

夜行性鳥類の調査について、調査方法を記載すること。 

(回答)フクロウ類を対象とし、直接観察及び鳴き声による調査を実施します。  

 

 

追加２２． 

夜間の渡り鳥の状況を調査すべきである。 

(回答)船舶レーダを用いた調査と鳴き声の聞き取りの調査を実施します。  

 

 

追加２３． 

渡り鳥の情報を記載すること。 

(回答)専門家の意見収集を行い、その内容を方法書 p.187～p.188に記載しておりま

すが、引き続き専門家からの意見聴取に努めます。 

 

 

追加２４． 

生態系の調査について、生態系の上位性、典型性の餌量調査は、文献の他、地域

の状況に合わせて対象種及び調査の実施日程の選定を行うこと。 

(回答)具体的事項の 7番で回答しています。 

 

 

追加２５． 

渡り鳥のバードストライクの予測及び評価の手法を記載すること。 

(回答)渡り鳥を対象として調査（飛翔軌跡調査）、予測及び評価を行う計画であり、

その結果は準備書に記載致します。 

 

 

追加２６． 

渡り鳥の調査日数について、渡り鳥は時期をずらして渡ってくるため、渡り鳥の

調査日数は、他調査と同じように、2～3 日ではなく、幅を持たせた方が良い。 

(回答)方法書 p.226 に記載しておりますが、渡り鳥の調査は、春季（2～3 月、5

月）に各月 1回、秋季（9～10月）に各月 2回、各回 7日間実施致します。 
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追加２７． 

騒音の調査地点は、風の影響をあまり受けない地点を選定すること。 

(回答)ご指摘を踏まえ、調査地点の選定においては、風の影響をあまり受けない地

点を選定いたします。 

 

 

追加２８． 

騒音の調査地点について、道路交通騒音と建設作業騒音、風車騒音は評価の方法

が違うため、調査、予測及び評価の地点は区別すること。 

(回答)方法書表 4.2-5(1)～(4)の中で記載しておりますが、道路交通騒音については、

工事用資材等の搬出入の車両走行ルートに、風車騒音については、対象事業実施区

域周辺の家屋集合地域に地点を区別して選定しております。建設作業騒音について

は、騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点として家屋集合地域（風車騒音と

同じ地点）を選定しております。 

 

 

追加２９． 

景観の調査地点は、可視領域図と重ね合わせて選定の根拠が分かるようにするこ

と。 

(回答)方法書 p.252 に記載しております通り、可視領域図を基に調査地点を選定し

ております。 

 

 

追加３０． 

土捨て場の位置及び土量を記載して、これを考慮して生態系の予測評価を行うこ

と。 

(回答)準備書では、土捨て場も考慮して生態系の予測評価を行います。 
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【平成 25年 8月 26日、9月 2日、11日の追加質問】 

 

追加３１． 

「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)既設の風力発電機は、昨年 3 月に撤去された為、現在は存在していませ

ん。」 

とありますが、既設の風力発電機の撤去には、特別の理由があったのでしょう

か？何らかの環境影響との関連だとすれば、記載する必要があるのではないかと

思いますが。 

（回答）佐世保市宇久行政センターより「故障が多く、費用採算面において継続す

る事が困難になったため」と伺っております。 

 

 

追加３２． 

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）稼働時の騒音については、残留騒音（LA95）を現況とみなした場合の予測

評価も実施いたします。 

 

 

追加３３． 

当日は、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。 （準備書にて対応してもらいたい。なお、目標４００ｍ以上住居か

ら離す計画としても、相当、騒音影響は厳しい） 

（回答）最終的な設置位置の確定後には、ご指摘の点を整理し準備書に記載するよ

うに致します。 

 

 

追加３４． 

生態系への影響評価について、とくに猛禽類を上位注目種として選んだ場合、餌

動物との関係について詳しく調べるのはわかりますが、猛禽類が好んで採餌を行

う場所、採餌対象種を抽出したのち、そのほかに餌生物の生息ポテンシャルが高

い場所を抽出して、それらの結果をふまえて「その猛禽類の好適生息環境区分図

を作成―猛禽類を上位種とする生態系構造の把握―」とする方法論で推し進めて

います。 

 



 

20 

 

しかし、この場合、ポテンシャルはあくまでもポテンシャルであって、たとえポ

テンシャルが高い場所でも実際に当該猛禽類がもしそこに生息していない場合

は、何らかの理由があるはずです。猛禽類であれば、たとえば高頻度利用域など

の中での生態系構造の解析こそ重要であって、おなじような餌動物が住んでいる

からといって、そこが必ずしもその猛禽類にとって好適生息環境といえるかどう

か、しっかり検討する必要があるでしょう。その検討なしに、結果だけをもって

一般化し「もし事業によりこの生息地が一部なくなったとしても、周りには類似

環境が多いので影響はほとんどない」という結論づけにするのであれば、かなり

安易と言わざるを得ないと思います。イヌワシ、クマタカにとって、餌とする動

物が季節的に異なるということも重要なポイントになります。その場合は植生と

の関連以外の要素も重要になってきます。 

（回答）上位性注目種としてハヤブサを選定しておりますが、「猛禽類保護マニュア

ル（改訂版）」の内容を参考にした調査・解析を行うことで、例えば採食行動が確認

された環境と同質の環境を植生タイプや地形条件、階層構造などを考慮して好適採

食地を抽出し、行動圏内部構造を解析することが重要であると考えております。ま

た、ご指摘のように餌資源が季節的に異なることも想定し、季節毎の調査を行うこ

とで植生以外の要素についても十分検討することを考えております。 

 

 

追加３５． 

対象実施区域及びその周辺にある既設風力発電所において、バードストライクが

発生しているにもかかわらず、分布状況のデータから環境省の手引きに沿って衝

突確率を算出し、「数百年に一度の確率」となるので影響は少ないと結論付けても

住民の理解はなかなか得られないことを危惧する。 

 対象実施区域及びその周辺に自社の既設風力発電所がある場合、バードストラ

イクの発生状況を調査するとともに、バードストライクが発生している場合は、

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、必要に応じて、環境保全措置を検討すること。 

 他社の既設風力発電所についても、当該事業者に協力を求めるなど、できるだ

け情報を集め、検討すること。 

（回答）関係自治体等からヒアリングを行い、過去のバードストライクの有無を把

握し、事例として存在する場合にはその詳細を明らかにするよう努めます。その上

で本事業における環境保全措置を検討し、事業計画に反映するように致します。 
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追加３６． 

風力発電機選定の経緯（特に騒音の観点）」を、もし可能であれば記述していただ

きたい。（これは、例えばＡ、Ｂ、Ｃの機種性能を比較検討の上で選定した経緯と

いう意味です。） 

（回答）現段階では、機種については決定したものではなく、現在主流である２Ｍ

Ｗの国産風力発電機のうち、弊社で使用実績のある風力発電機を候補としています。

準備書において、機種選定経緯を示します。 

 

 

 追加３７. 

 宇久島全体の、施設稼動時の騒音レベルコンター図についても、もし可能であれば

示していただきたい。 

（回答）使用する風力発電機の機種選定後、準備書において騒音予測結果を示しま

す。 
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第３．住民等意見の概要と事業者見解（修正版） 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく,方法書に

ついての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は，次のとおりである。 
 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と当社の見解 

１．事業計画 

No. 意見の概要 当社の見解 

１ 記載の図面や文章に一部異なった表現が

ある（例：基数の違い、規制範囲の有

無） 

準備書において、記載内容を十分に確認

し、整合性を図ります。 

２ 50 基の風車を建てると、林立する風車群

に囲まれ人家・牛舎は身動きが出来な

い。事業者の言う「住民の生活保全」が

どう確保できるのか？ 

お住まいの皆様の生活環境に与える影響の

程度を十分に調査、予測、評価し、生活の

保全を第一として環境保全対策を検討し、

計画に反映させてまいります。 

３ 「事業を通じて環境保全と地域活性化に

向けて地元の方々と共存していく方針で

ある＜抜粋＞」とあるが、現況より優れ

た島の環境と住民の生活保全が出現可能

か具体的な説明をすべき。 

今後も地元の皆様のご意見をいただき、環

境保全と地域活性化に向けての方策を決定

していく所存です。準備書の中で詳細を記

述いたします。 

４ 国内外で風車により、健康を害する人が

いるのは確かである。食物や花粉アレル

ギ一等のように、人によって影響が異な

るため、因果関係が明確になっていない

が、疑わしければ風車と人家は極力離す

べきである。 

健康影響に関する最新の知見の収集に努

め、それを踏まえた予測を行い、ご指摘の

ような安全側の視点に立った配置計画や必

要な場合の配置変更などの保全措置を検討

いたします。 

５ 事業者の言う「住民の生活保全」 を掲げ

るならば、先進国の規制を参考にして風

車から最も近い住居までの距離は 2km と

すべきである。本事業ではセットバック

を 400m としているが根拠が示されてい

ない。根拠を示すべきである。 

「環境省請負業務 平成 23 年度風力発電施

設の騒音・低周波音に関する検討調査業務

報告書」（平成 24 年 3 月 公益社団法人 

日本騒音制御工学会）によると、マサチュ

ーセッツ州環境保護省は、典型的な最新実

用規模の風力発電の音響パワーレベルは

103dB(A)程度であるが、聞き取れる音は風

力発電機からの距離とともに急速に小さく
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なり、特に 400m 以遠で、最新の風力発電

機に伴う騒音レベルは 40dB(A)以下であ

り、疫学研究においてアノイアンスに関連

するレベルより小さいとされています。 

そのため、現段階では風車と住居の距離を

400m 以上離して計画しております。 

６ 方法書にはシャドーフリッカー「表 4.2-

10(1)(2)評価手法」以外、環境影響評価の

詳細な項目がない。又、シャドーフリッ

カーに係る環境影響評価の距離を具体的

に示すべきである。 

シャドーフリッカー（風車の影）について

も、影のでき方に影響を与える地形、建物

の状況等を確認するための任意踏査を実施

します。調査及び予測の範囲としては、影

響が及びうるとされる風力発電機建設予定

位置からロータ直径の約 10 倍（約 930m）

の範囲とします。 

７ 事業者は、並べてみただけで事業計画位

置は確定していないと回答したが、であ

れば全ての環境評価が出来ない筈で、方

法書の体をなしていない「即刻事業を」

中止を要求する。 

方法書に記載した位置は、現時点で最も可

能性が高い位置としております。ただし、

環境への影響を鑑み今後配置を検討してい

くものです。 

８ 民家・牛舎・放牧地等に風車病の可能性

がある風車を建てるべきではない。事業

者は方法書説明会で(図 2.2-3 事業計画位

置について)確定はしていないと発言した

が、方法書では 1km 圏内隣接地に殆んど

牛舎が存在する。風車先進国のデンマー

クの最大値を採用し 2km 離すようにすべ

きである。 

「環境省請負業務 平成 23 年度風力発電施

設の騒音・低周波音に関する検討調査業務

報告書」（平成 24 年 3 月 公益社団法人 

日本騒音制御工学会）によると、マサチュ

ーセッツ州環境保護省は、典型的な最新実

用規模の風力発電の音響パワーレベルは

103dB(A)程度であるが、聞き取れる音は風

力発電機からの距離とともに急速に小さく

なり、特に 400m 以遠で、最新の風力発電

機に伴う騒音レベルは 40dB(A)以下であ

り、疫学研究においてアノイアンスに関連

するレベルより小さいとされています。 

そのため、現段階では風車と住居の距離を

400m 以上離して計画しております。 

また、家畜等への影響に関する知見を収集

の上、安全側の視点に立った配置変更など

の保全措置を検討し、検討の経緯も含め結

果を準備書に記載いたします。 

９ 建設位置(音の発生源)が決定しないと調査

地点の選定、騒音、振動、影による日照

方法書に記載した位置は、現時点で最も可

能性が高い位置としております。ただし、
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変化等々の評価は出来ない筈、又 500m

のずれがあったのでは正確な影響予測と

評価は出来ないとも言われており詳細に

説明するべき。 

環境への影響を鑑み今後配置を検討してい

くものです。 

10 建設には土地の改変を行うものであるか

ら、詳細な改変図を付けるべきである。

なぜ、宇久の方法書には明確な位置が抜

けているのか。詳細な改変図を付けるべ

きであるし、その理由を説明すべきであ

る。 

改変位置につきましては、方法書 p 25 図

2.2-13 に明記しておりますが、今後詳細な

計画を検討し、改変範囲を決定するととも

に、環境影響についても評価していきま

す。 

11 専門家の意見にある「生態系の影響が大

きいと評価された際には「英断を下し」

事業を中止すべきである。」に対し、

「諸々の環境保全指置を実施しても多大

なる影響が生じると判断された場合に

は、事業計画の見直しも含めて再検討い

たします。」とある。多大とはどれほどの

影響なのか示すべきであり、影響が大き

い場合は出来るだけ早めに見直し事業を

中止すべきである。 

「多大」とは回避・低減措置を取っても生

態系に大きな影響を及ぼし、島の生態系を

大きく損なうことと考えております。 

なお、その判断については、専門家とよく

相談し、準備書の中に記載します。 

12 本文の記述の中には掘削方法、基礎部分

の構造、使用重機の種類は予定として記

載されているが、重機等の使用方法の記

載がない。図 2.2-7 設置方法(案)として記

載されているが、いかなる工法かを明記

すべきである。 

図 2.2-7 と方法書 2.2-12 ページに記載して

おりますが、準備書では、よりわかりやす

く記載いたします。 

13 工事期間中の関係車両は、図 2.2－15 に

示すとあるが、工事車両は城ヶ岳を中心

とする既存の道路を一方通行にて周囲走

行するとあり、安全上に配慮したものと

思われる、しかし、荷揚げ場(水切)の位置

の明示がされてなく、搬入方法はいかな

るものか明記されてない。明記すべきで

ある。 

荷揚げ場（水切）については、既存の港湾

施設を使用するなど、今後環境影響の少な

い場所を検討し決定いたします。準備書に

て明記いたします。 

14 盛土場の位置は図 2.2・13 に示しであ

り、対象事業実施区域内で処理されると

なっている。 対象事業実施区域は、7 箇

盛土場の数は出来る限り少ない箇所数に抑

えたいと考えております。場所について

は、今後環境影響の少ない箇所を検討して
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所に区分され其のうち 4 箇所だけが残土

処理場を表記し、残り 3 箇所は残土処理

場の明記がない。どのように残土処理す

るのか、4.3 万 m3 の土量を実際に処分で

きるのか説明すべきである。 

まいります。 

残土につきましては、現計画の４箇所で全

て処分を考えており、周辺の地権者の方々

とも協議を行い、事業供用後も有効な土地

利用のできるように配慮するなどの検討を

行います。検討結果は準備書に記載いたし

ます。 

15 図 2.2-11、図 2.2-12 に示しであるが、図

2.2-11 での盛土部では、どのような方法

で敷き均し、転圧して締め固め密度にす

るのか方法の記載がない。 

 

工法については、今後詳細設計の段階で現

地の状況を確認しながら最適な工法を検討

いたします。準備書でできる限り詳細に記

載いたします。 

16 近年の気象状況を見ると局地的な豪雨が

各地で頻繁に発生しているが宇久島でも

例外ではない、図のような土砂流出防止

柵で周辺に流出の危険性は無いのか、十

分検討が必要である。 

ご指摘のような集中豪雨なども勘案し、濁

水の流出が生じないよう、土砂流出防止柵

のみならず、必要に応じて沈砂池などの設

置も検討してまいります。これらの検討結

果は、準備書に記載いたします。 

17 図 2.2-12 では盛土部標準施工図(案)では

W=40m~15 m H=0.0m とあるが、これで

数量計算が出来るか疑問である、明確に

面積等を表示すべきである。 

図 2.2-12 では盛土部標準施工図(案)では H

を 3.0m と記載しております。 

18 方法書 4.1-6 の表 4.1-3 (2) の環境影響評

価項目の選定理由では下段の廃棄物等の

中の残土は対象外になっているが本文上

段の「図 2.2・11 での盛土部では」、で言

うように周囲の影響を考慮して評価項目

に加えるべきである。 

方法書 p 25 及び p 186 に記載しております

が、造成等の施工時の残土は対象事業実施

区域内で全て処理し、場外への搬出は行わ

ないことから、調査項目として選定してお

りません。 

 

２．環境全般 

No. 意見の概要 当社の見解 

19 表 3.2-54 佐世保市における自然公園の概

要では西海国立公園の関係市町村で佐世

保市全体の面積、概要しか記述がない、

宇久島の面積、概要を記述すべき。 

西海国立公園五島列島地域管理計画書（平

成 17 年 8 月環境省自然環境局九州地区自然

保護事務所）によると、平成 17 年 6 月 30

日現在、宇久島は、第 2 種特別地域として

422ha が指定されており、準備書では改め

て宇久島について記載いたします。 

20 宇久島には 2 箇所の保安林があると認識

しているが、しかも 2 箇所共、建設予定

長崎県土地利用基本計画図では保安林が設

定されていませんが、長崎県林政課の資料
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地内である。しかるべく、調査をして建

設予定地から外すべき。 

では保安林が存在しましたので、詳細計画

の際に配慮し、また必要な場合は法令に則

り手続きを行います。 

21 環境影響の調査に当たっては、地域の特

性だけでなく、風力発電事業の特牲に関

しても最新情報の収集に努め、その出典

を明らかにすると共に、予測にあたって

は可能な限り「定量的」な手法を用いる

べきだ。 

予測については、第 4 章で選定している手

法に基づき、可能な限り定量的な予測に努

めます。 

22 平成 25 年 4 月 8 日「ウインドパーク笠取

で」発生した脱落事故は J82-2・0 で(設

置予定機種である)、選定項目の見直し及

び追加調査を行い、予測及び再評価を行

うべきである。 

機種の選定にあたっては、安全性に問題の

ないものを選定いたします。また、準備書

では最終決定した機種にて評価を行いま

す。 

23 項目及び手法の選定等に係る事項に新た

な事情が生じた場合には、必要に応じて

選定した頃目及び手法の見直しや追加調

査を行い、予測および評価を行うべきで

ある。新たな文献や国、市、県が出した

情報についても漏れが無いか探索し、そ

の結果、新たな事情が判明した場合も追

加調査を行うべきである。 

ご指摘の通り、準備書の段階においては、

最新の情報に基づき、手法の選定・予測・

評価をいたします。 

24 急傾斜値崩壊危険区域について、「対象事

業実施区域に平地区が該当している。」と

あるが、他にも看板設置の該当区域地が

存在する。追加の調査と環境影響評価の

不備を修正の必要がある。 

急傾斜値崩壊危険区域は、平地区に 2 箇

所、神浦地区に 2 箇所、小浜地区に１箇所

指定されており、方法書 3.2-69 ページに記

載しております。文面については準備書で

修正いたします。 

 
３．騒音 

No. 意見の概要 当社の見解 

25 手引書 4.2-19 表 4.2-5 (4) の中の項目、

大気環境・騒音調査、予測及び評価の手

法の中の調査すべき情報の中で調査、風

車からの距離、手法が明記されていな

い。 

騒音の調査については、方法書 p 205 に記

載のとおり、日本工業規格 JIS Z 8731 に準

拠して行います。また、風力発電機の位置

については、図 4.2-2 に明記しております

が、準備書の中で各風力発電機からの最近

傍住居との距離を記載いたします。 

26 宇久島には 25 地区の集落があり調査地点

が 9 地点とあるが、何を根拠に 9 地点と

騒音に係る環境影響を受けるおそれがある

地域の中で比較的風力発電機に近い住居地
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したのか、又、調査期間についても強風

日を含む 2 日間とするとある。2 日間で

調査の成果が出来るのか疑問で有り、再

度検討すべきである。 

域として 9 地点を設定しています。 

騒音･低周波音の発生源となる風力発電機が

設置されていない現段階における調査期間

は、強風日を含む 2 日間としております。

なお、風力発電機設置後の事後調査につい

ては、季節による風況の違いを把握できる

ように努めます。 

27 施設の稼働に伴う騒音の調査地域の選定

理由を 

(3) 騒音に係る環境影響受けるおそれがあ

る地域とした。 

(4) 対象事業区域周辺の家屋集合地域を対

象とした。 

とあるが、風車と住宅の距離で 900m～

1200m において、約 6 割の施設で苦情が

発生していたという調査結果を考慮する

と、無理が生じるのではないか。 

最大の問題点は、人体への影響、畜産農

家の牛への影響等があるが、これらの調

査にはまったく触れてない。これが宇久

町民の反対の理由である。このことにつ

いて、国内の例などを調べて説明すべき

である。 

「環境省請負業務 平成 23 年度風力発電施

設の騒音・低周波音に関する検討調査業務

報告書」（平成 24 年 3 月 公益社団法人 

日本騒音制御工学会）によると、マサチュ

ーセッツ州環境保護省は、典型的な最新実

用規模の風力発電の音響パワーレベルは

103dB(A)程度であるが、聞き取れる音は風

力発電機からの距離とともに急速に小さく

なり、特に 400m 以遠で、最新の風力発電

機に伴う騒音レベルは 40dB(A)以下であ

り、疫学研究においてアノイアンスに関連

するレベルより小さいとされています。 

そのため、現段階では風力発電機と住居の

距離を 400m 以上離して計画してございま

す。 

また、家畜等への影響に関する知見を収集

の上、安全側の視点に立った配置変更など

の保全措置を検討し、検討の経緯も含め結

果を準備書に記載いたします。 

 
５．動物・植物・生態系 

No. 意見の概要 当社の見解 

28 建設残土の処理を湿地やその状態の休耕

地などにする場合は、生息種の調査を十

分に行い、希少種や注目種の生息生育が

ない事を確認すべきである。 

 

方法書に記載しておりますとおり、残土処

理場予定場所も調査範囲に含め、希少種や

注目種等の生息生育の確認に努めます。 

29 ホタル科・中でもゲンシボタル・ヘイケ

ボタル・ヒメボタルの三種の分布を詳し

く調べ、風車建設によるこれらの主への

影響を調べるために風車建設前に、これ

ご指摘を踏まえ、ゲンジボタル、ヘイケボ

タル、ヒメボタルの 3 種の調査を実施し、

分布状況及び個体数の把握に努めます。 
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らのホタル科三種の分布状況及び個体数

を詳細に把握するべきである。 

30 野鳥保護と自然環境保全の意昧を考える

と、50 基の風車建設などと言う、無茶な

計画は立てられない筈で、即時徹回すべ

き。 

ご指摘を真摯に受け止めた上で、しっかり

環境影響評価を実施し、自然との共生を鑑

み、できるだけ環境への影響を回避、低減

するよう計画に努めてまいります。 

31 鳥類については「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」にあ

る衝突リスクの解析や衝突リスク評価の

為の鳥類調査手法、保全措置等を、忠実

に実行すべきで、準備書ではこの点を明

確にすべきである。 

方法書ｐ4.2-38（224）にも記載しておりま

すが、「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」に準拠した鳥類調査

を行い、衝突リスク評価を行い、準備書に

てお示し致します。 

32 動植物の調査は、実施する直前に、地

点、時期、期間等が適正であるかどうか

を熟考し、生息・生育特性を踏まえた手

法であるかどうか等を十分に確認し、実

施については天候・風力・視界が適切な

日に、適切な時間帯に調査を行い、雨の

日・濃霧の日・強風の日や、不適切な時

間帯には調査を行わないようにすべきで

ある。特に重要な動植物種については、

生息及び生育環境を詳細に把握すべきで

ある。 

調査地点、時期、期間等については、有識

者へのヒアリングも行い、十分検討致しま

す。また、天候にも十分配慮した上で調査

を実施し、重要な動植物の生息及び生育環

境の把握に努めます。 

 

33 調査の信頼性を確保するために、調査の

状況を詳細に記録し公表すべきで、準備

書ではこの点を明確にすべきである。 

調査の状況は常に詳細に記録することを心

がけております。その結果は、準備書に記

載し縦覧致します。 

34 既に新しいものが出ているにも関わらず

古い資料が用いられており、本方法書は

数年前に日本気象協会がアセスをおこな

っているが、この時の調査結果をそのま

ま引用すべきでない。 

準備書では、入手可能な最新の資料を用い

ます。また、調査結果においては過年度の

調査結果を利用できる項目については、そ

の結果を引用し、新たに調査を実施する項

目も含めて調査結果は準備書にてお示し致

します。 

35 平成 23 年 1 月 7 日に発表された「鳥類に

関する風力発電施設立地適正化のための

手引き」に書かれている意味を十分に理

解し、手引書に従って事業を進めるべき

である。手引きには「望ましい」と言う

表現が随所にみられるが、保全地域は鳥

「宇久鳥獣保護区」の指定区分は「身近な

鳥獣生息地の保護区」であり、方針は「市

街地及びその近郊において鳥獣の良好な生

息地を確保し若しくは創出し、豊かな生活

環境の形成に資するため必要と認められる

地域又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の
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獣保護区であり着実に実行すべきであ

る。 

観察や保護活動を通じた環境教育の場を確

保するため必要と認められる地域につい

て、身近な鳥獣生息地の保護区を指定す

る。」とあります。「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」によれ

ば、『「鳥獣の保護を図るための事業を実施

するための基本的な指針」に基づき指定区

分された生息地に関する調査を実施するこ

とが望ましい。』と記載されており、このこ

とを踏まえて調査を実施致します。 

36 佐世保市レッドリスト、長崎県レッドリ

ストの改訂に対して方法書では古いもの

を使用しているため、最新のものを使っ

て環境影響評価の資料とすべきである。 

準備書では最新の資料を使用いたします。 

37 重要種の選定については 2011 年の佐世保

市レッドリストを選定根拠とされている

が、佐世保市レッドリスト 2011 年改訂版

に掲載された希少種の全てが含まれてお

らず、選定基準がどこにあるのか不明で

あるので明らかにすべきである。 

重要種の選定については、「宇久島で確認さ

れた種」を対象として重要種を抽出してお

ります。準備書では、「文献その他の資料一

覧」の表に「対象範囲」の列を追記して明

確にお示し致します。 

38 佐世保市選定の希少種については全て調

査対象種とし、十分な保全策をとるべき

である。また、佐世保市では宇久島にし

か生息しない動植物でも(例:ゲンカイミミ

ナグサ・ナンテンハギ)希少種には指定さ

れていないものもあるので、このような

動植物種を資料や調査で探し出して、分

布調査を行い事業による影響の評価を行

うべきである。 

重要種の選定については、「宇久島で確認さ

れた種」を対象として重要種を抽出してお

ります。準備書では、「文献その他の資料一

覧」の表に「対象範囲」の列を追記して明

確にお示し致します。 

また、宇久島にしか生息しない動植物につ

いても知見の収集に努めます。 

39 砂丘の生態系が落ちている。宇久島の生

態系について十分な調査を行い影響を評

価するべきである。 

方法書で記載しております生態系について

は、既存資料調査を基に記載しておりま

す。今後、現地調査に入り、その結果に応

じて砂丘の生態系を追記致します。 

40 猛禽類の調査について 50 基の風車群でバ

ードストライクの予測をするためには、

島の地形と位置、そしで 50 基と言う風車

の数を考えると最低でも 20 力所以上の調

査地点は必要である。調査については環

方法書ｐ4.2-39（225）に記載しております

とおり、猛禽類については「猛禽類保護の

進め方（改訂版）」での記載を踏まえ、

1.5km 程度の範囲を調査範囲としておりま

す。また、調査地点の設定については、対
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境省の猛禽類保護の進め方(改訂版)－特に

イヌワシ、クマタカ、オオタカについて

－を参考にすべきである。 

象事業実施区域及びその周辺を広く見渡せ

る範囲として定点を設定しております。 

41 日本野鳥の会の示すバードストライクの

おきる条件から考えると、海岸線や崖地

の物は計画から外すべきであり、特に野

方はミサゴとハヤブサの繁殖地に非常に

近く、風車はこれらの繁殖に強い影響を

与える事が考えられるので建設予定地か

ら外すべきである。 

「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」に準拠した鳥類調査を行

い、衝突リスク評価を行い、準備書にてお

示し致します。また、ミサゴとハヤブサの

繁殖地からは一定の離隔をとるなどの影響

低減対策を検討し、影響の回避・低減に努

めます。 

42 バードストライクが起きた場所の近隣

に、多くの風車を配置する計画は環境に

配慮したものとは、到底思えない。 

ご指摘を真摯に受け止めた上で、環境影響

評価法に則り、定量的に予測評価を実施致

します。また、環境への影響を回避、低減

するよう十分な配慮に努めます。 

43 「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」などから考えると、

寺島・平原草原・スゲ浜～長崎鼻のよう

に海岸線や崖地のものは計画から外すべ

きである。 

「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」に準拠した鳥類調査を行

い、衝突リスク評価を行い、準備書にてお

示し致します。また、その結果に応じて、

風力発電機の配置や基数等のレイアウト変

更についても十分検討致します。 

44 渡り鳥は、通過するだけでなく島内の森

林で休息している。この休息地を特定す

る事は重要であり、休息後の飛び立ちの

時間・上昇する方向・移動していく方向

などはその日の天候や風向き・風速によ

っても異なるので、気象条件と飛翔の関

係を十分に調査すべきである。また、天

候が悪いと渡り途中で島にとどまる、そ

のときの行動も調査すべきである。この

ような事を考えると方法書に書かれてい

るような時間では、十分な影響調査・評

価は出来ない。 

当該地域については、専門家のヒアリング

を実施し、一般鳥類も対象に調査地点を設

定しております。様々な生息環境に分かれ

ている一般鳥類の渡りをできるだけ網羅し

て確認できるよう、山地、耕作地、断崖地

の 3 区分で調査地点を設けています。ま

た、断崖地は半島部付近に設け、島からの

飛び出し個体の確認にも努めます。 

 

45 渡り鳥の調査（猛禽類）について島の地

形と見通しを考えると最低でも 20 ヶ所以

上は必要である。また、調査条件として

は、2 月～5 月、9 月～12 月の晴天で風

力３以下の日すべてで、レーダー調査も

併用すること、雨天や強風、濃霧の日の

渡り鳥の調査地点については、地域特性並

びに既往知見を踏まえ、定点を設定してお

りますが、出現状況等に応じて適宜調査地

点を変更して実施致します。 

調査の実施にあたっては天候に十分留意致

しますが、実際に風車が稼働する条件とし
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調査は無効とする。 てはおおよそ風力 3 から 9（風力階級）であ

ることから、現況の把握においては、特定

の気象条件に限定すべきではないと考えま

す。 

なお、猛禽類は夜間は渡らないことから、

レーダー調査は不要と考えております。 

46 牧草地在中心に風車を多数設置する場合

は、猛禽類等の餌場になっている可能性

やハチクマ・アカハラダカ・シギ・チド

リなどの渡り鳥のねぐらまたは中継地餌

場としての機能が維持されるかについて

検討すべきである 

猛禽類等の餌場や渡り鳥のねぐらまたは中

継地餌場となっている可能性があることか

ら、準備書では、各種の採餌位置を図示し

た上で、それらが依存している環境を客観

的に示しながら、風力発電機の設置位置や

改変区域との重ね合わせにより、予測評価

を行います。 

47 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充分な注

意を払って評価をすべきである。 

樹林を伐開・整地して風力発電機を設置す

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充分な注

意を払って評価いたします。 

48 渡り鳥のうち、ツグミ類、ホオジロ類、

ムシクイ類等の小鳥類については、夜間

に渡り行動をする種も多いことから、こ

れらの種に関する夜間の調査の実施につ

いては、2 月～5 月、9 月～11 月の晴天で

風力 3 以下の日すベてで、レーダー調査

も併用すること。雨天や強風、濃霧の日

の調査は無効とする。 

ご指摘を踏まえ、可能な限り夜間の渡り鳥

を対象にレーダー調査を実施致します。ま

た、調査の実施にあたっては天候に十分留

意致しますが、実際に風力発電機が稼働す

る条件としてはおおよそ風力 3 から 9（風力

階級）であることから、現況の把握におい

ては、特定の気象条件に限定すべきではな

いと考えます。 

49 渡り鳥保護条約に含まれる種が宇久島を

中継地として利用していないか調査し、

風車の建設によって様々な影響(バードス

トライク・コースの変更等)を受ける種を

抽出し、その保護対策を示すべきであ

る。 

ご指摘を踏まえ、渡り鳥保護条約に含まれ

る種の記録に努め、確認された場合には定

量的に予測評価を実施致します。また、バ

ードストライクについては、「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」に準拠した衝突リスク評価を行い、必

要に応じて保護対策を検討致します。 

50 ミサゴ、ハヤブサが繁殖していることは

これまでの調査で判明しているので、そ

の場所や数を調査し、ペアを作る前の行

動、ペアを作った後の行動(採餌や飛淘コ

ース)を十分に調査し、ヒナが巣立った後

はヒナと親の行動を調査し、風車による

方法書ｐ4.2-40（226）にも記載しておりま

すとおり、猛禽類調査は繁殖期の 3～7 月に

各月 1 回 3 日間調査を実施し、調査範囲内

に繁殖に成功した個体が存在した場合に

は、繁殖からヒナが巣立つまでの行動の把

握に努めます。 
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影響を正確に把握し評価すべきである。 

51 海岸や海岸の崖地には希少種のクロサギ

やカンムリウミスズメの営巣の可能性が

考えられるので、十分な調査を行い、影

響を評価すべきである。また、ウミウの

コロニーへの風車の影響も評価すべきで

ある。 

方法書ｐ4.2-38（224）にも記載しておりま

すとおり、現地調査で確認された種のうち

重要な種及び注目すべき生息地が確認され

た場合には、十分な調査を行い、その結果

に基づいて予測評価を実施致します。ま

た、ウミウのコロニーについても鳥類調査

時に確認に努めます。 

52 空間飛翔調査について、調査結果に基づ

いた解析・評価の実施を「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」に従って行うべきである。 

方法書ｐ4.2-38（224）にも記載しておりま

すが、空間飛翔調査については、「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」に準拠して調査、解析・評価を実施

致します。 

53 コウモリの調査はバッドディテクターだ

けでは不十分で、少なくとも建設予定地

内ではカスミ網を使った調査が必要であ

る。コウモリの死因は低周波ではなく、

ブレードが回る時に作り出される、急激

な気圧低下に依ると言われているがブレ

ードに衝突する可能性も排除できないの

で、詳細な調査をすべきである。 

ご指摘を踏まえ、必要に応じて捕獲方法を

検討致します。また、コウモリの死因につ

いては最新の知見の収集に努めます。 

54 スゲ浜は県内唯一のクロケシタマムシの

生息地。工事中のトラックの出入り等で

踏みつけられる影響が考えられるので、

十分な調査を実施し、影響の無いような

対策をとり、その方法を示すべきであ

る。 

スゲ浜については改変を行わないように致

します。また、工事中のトラックの出入り

も致しません。 

55 スゲ浜付近では県内唯一サナギガイとス

ナガイを確認している。これらは、極め

て個体数が少なく絶滅寸前である。これ

は、スゲ浜の海水浴場の工事の際に環境

が激変し減少したものであるが、かろう

じて僅かな個体が生き残っている。この

場所の個体群を絶滅させないようにすべ

きであるが、風車の建設予定地となって

おり、工事中・工事後を含めて極めて危

険である。代替えや移動などは出来ない

ので、絶滅回避をするためには、土地の

スゲ浜については改変を行わないように致

します。また、工事中のトラックの出入り

も致しません。 



 

33 

 

改変をしないことである。 

56 草原性植物の存在を脅かすことのないよ

うに、十分な調査を実施し今後も満足な

草原生態系が存続出来るようにすべきで

ある。また、風車の建設によって草刈り

が行われなくなり草原の生態系が損なわ

れないよう管理すべきである。他の草原

に建設される場合も同様である。 

方法書に記載しておりますとおり、生態系

についても評価項目の対象としております

ので、定量的な予測評価を実施致します。

また、風力発電機建設後の施設エリアの草

刈りについては、風力発電所管理の一環と

して地元業者へお願いする予定です。 

57 これまで長崎県により保安林の維持には

様々な努力(多くの経費=税金)が使われて

きた。これまでの税金を無駄には出来な

い。これらの防風林の位置を特定し、建

設予定地から外すべきである。特に寺島

には立派な保安林がある。 

建設予定地の一部に保安林がございます

が、県の担当部署と協議を行い、必要な場

合は手続きを行い、保安林の保全や安全に

ついて考慮しながら進める所存です。 

58 草原に建設する場合は、改変する場所の

植生を十分に調査し、いち早く元の植生

に戻るようにし、タワーの下部を砂利や

舗装にせず元の植生とすべきである。ま

た、切り土、盛り土などの法面の緑化に

は在来種とされているが、本地域の種子

を採取しそれを播種すべきであり、風車

建設により基の植生(遺伝的を含む)を改変

しないようにすべきである。 

タワー下部は管理車両の通行のため砕石等

による舗装を検討していますが、舗装部分

は必要最小限にとどめ、その他の改変部は

緑化を行う予定です。また、法面の緑化に

ついては在来種を用いることとしておりま

すが、郷土種をできるだけ用いることがで

きるように検討致します。 

59 表 4.2-12(2) での調査によると猛禽類に

ついては対象事業実施区域及びその周辺

1.5km 程度の範囲の飛翔状況を確認する

とあるが、渡り鳥は、夕方の薄暗く、目

視できない様な時刻が大半である。目視

できない場合は、船舶レーダーで補完調

査を行うとあるが、船舶レーダーでは渡

り個体群の確認は不可能であるはず、又

渡りの飛翔コースは不明確で、調査方法

自体を検討すべきである。 

レーダー調査において、明確な渡りの個体

群の把握はできませんが、目視で捉えきれ

ない移動の状況（有無）を捉えることがで

きます。また、通過高度も把握することが

できますので、これと目視あるいは鳴き声

による調査を併用することで、客観的な評

価を行うことができると考えております。 

60 渡り経路で、渡り特性を考慮し調査計画

が必要である。さらに春季渡りはその多

くが繁殖個体であることに対して、秋季

の渡りは巣立ち個体が含まれる。 

衝突リスクは、年齢によって異なる可能

渡り鳥の調査時期及び期間は「ながさきの

希少な野生動植物」「長崎県環境影響評価技

術指針」を参照した上で、動物の生息の特

性を踏まえ、調査地域における動物に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必
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性も考えられることから、渡り個体群の

構成も考慮することが望ましいとある。

この事からも、調査日時、期間、調査方

法も長期間の調査が求められる。又、留

鳥に対しでも同様な調査が求められる。 

要な情報を適切かつ効果的に把握できる期

間及び時期として、春季（2～3 月、5 月）

に各月 1 回、秋季（9～10 月）に各月 2 回、

調査期間は 1 週間で設定していることか

ら、春秋各 1 回の調査で渡り個体群の構成

が異なる場合の渡りの状況を把握できるも

のと考えております。現地調査を 1 年間実

施し、その調査結果で専門家等からの意見

聴取を行い、不十分と判断された場合に

は、補足調査の実施を検討致します。 

なお、衝突リスクについては、「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」に準拠して調査、予測評価を行いま

す。 

61 空間飛翔調査： 

『「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、平成 23 年 1 月)に準拠し、対

象事業実施区域内外に設定したポイント

センサス地点において、一定時間内に飛

翔した鳥類を観察・記録する。 

調査時聞は地点毎に 30 分聞を目安とし、

その聞に出現した種、個体数、高度、時

刻、行動状況等を記録する。高度区分

は、A(明らかにブレード回転領域内)、

B(回転域の緑)、C(十分に回転域より低

空)、D(十分に回転域より高空)とする。 

定点観察法 渡り鳥の状況に関する現地

調査においては、日の出前後～日没前後

まで、調査定点付近を通過する猛禽類、

小鳥群などの渡り鳥の飛翔ルート、飛翔

高度等を記録する。 

また、希少猛禽類の生息状況に関する現

地調査においては、定点の範囲を飛翔す

る希少猛禽類の状況、飛朔高度等を記録

する。』とあるが、調査結果に基づいた解

析・評価の実施がなければ調査の意味が

ない。 

方法書 p 4.2-38（224）に記載しております

ように、空間飛翔調査については「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」に準拠して調査、予測評価を実施

致します。また、希少猛禽類の生息状況に

ついては、現地調査を実施し、その結果を

元に定量的に予測評価を実施し、準備書に

記載致します。 
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６．景観 

No. 意見の概要 当社の見解 

62 宇久島の隣の小値賀島の旧野首教会が世

界遺産暫定リスト入りしている。この野

首教会から宇久島の風車群は全てが 8～

10 km 圏内に入るが、このことについて

方法書では全く触れられていない。 

旧野首教会につきましては世界遺産暫定リ

スト入りしていることを方法書 p 106 及び p 

108で記載しております。 

63 モンサンミシェルが風力発電の建設計画

により、世界遺産登録を取り消される危

機にあるが、それと同様なことがないの

か、世界遺産登録を進めている関係者か

ら十分な意見を聞く必要がる。また、問

題がある場合はどのような対策をとるの

か？ 

風力発電機の建設が世界遺産登録への妨げ

とならいよう、関係者と協議を行い出来る

限り事前に問題解決を図ってまいります。

協議の結果、何らかの対策が必要な場合

は、配置変更など登録に影響のないよう対

処いたします。 

 

64 風車は、どのような配置をしても景観を

壊す。送電設備を架空電力線にすると更

に景観を壊すので、地下埋設とすべきで

ある。 

送電線については、関係地権者の意向も確

認し、方法を検討いたします 

65 
この方法書が、「佐世保市景観計画」に適

合するかどうか、十分な根拠に基づく、

幅広い議論が必要である。 

景観については、佐世保市との事前協議を

行います。また、佐世保市からの意見及び

長崎県環境影響評価審査会意見を十分踏ま

えて配置等を検討してまいります。 

66 方法書では景観に対しての影響を理解し

やすいようにフォトモンタージュにより

風車の見え方を示すべきである。 

準備書にてフォトモンタージュにより風車

の見え方を示します。 

67 国立公園は日本を代表する自然で将来へ

残すべき自然環境であり景観でもある。

これまでも大規模な風力発電所の建設は

認められていない。 

大久保草原 2 基・野方４基・大浜２基・

大浜の北１基の合計９基は国立公園に隣

接している。自然環境保全と国立公園の

意味合いを考えると、このような配置は

すべきでない。「国立・国定公園内におけ

る風力発電施設の審査に関する技術的ガ

イドライン」に沿って検証し、今後はこ

のガイドラインを基本に風車の配置を見

景観の予測・評価については、「国立・国定

公園内における風力発電施設の審査に関す

る技術的ガイドライン」も参考にして予

測・評価いたします。 

その結果、必要であれば風車の配置を検討

いたします。 
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直すべきである。 

68 主要な眺望点からの調査地点が宇久島内

に限られています。小値賀町からの眺望

にも影響があるため小値賀町の「愛宕山」

「玉石鼻」等の眺望点からも調査すべき

と考えます。 

ご指摘を踏まえ、小値賀島からの眺望点を

現在設定している「柳郷」に加え、「愛宕

山」、「番岳」、「玉石鼻」からも評価できる

よう調査いたします。 

69 景観の調査地域で五島崎より北側・長崎

鼻が含まれていないが、これらの場所も

調査し影響評価をすべきである。 

五島崎より北側に関しては「平原ゴルフ

場」及び「木場」、長崎鼻に関しては「大浜

海水浴場」及び「スゲ海水浴場」地点で代

表できると考えております。 

 
 

７．人と自然との触れ合いの活動の場 

No. 意見の概要 当社の見解 

70 
景観資源として価値の高い場所や「自然

との触れあいの場所」は計画から外すべ

きである。 

「景観」についてはフォトモンタージュで、

「自然との触れあいの場所」についても利

用特性への影響を予測・評価する事で影響

の程度を鑑み評価いたします。 
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第４ 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 

 

１.佐世保市おける騒音の調査結果を表 1 に、振動の調査結果を表 2 に示します。

（宇久町のデータを追加しました。） 

  

表 1 環境騒音測定結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:「環境騒音道路交通騒音測定結果」佐世保市 HP 
（http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1265602527575/files/h23souon-sasebo.pdf） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:「環境騒音道路交通騒音測定結果」佐世保市 HP 
（http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1265602527575/files/h23souon-sasebo.pdf） 

 

参考 騒音に係る環境基準 

昼間 夜間

60dB 以下 55dB 以下

65dB 以下 60dB 以下

屋外 70dB 以下 65dB 以下

窓を閉めた屋内 45dB 以下 40dB 以下

基準値

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域

幹線交通を担う道路に近接する空間

地域の区分

昼 夜 昼 夜 昼 夜 終日
1 若竹台公民館 10/3～10/4 一般地域 ― 55 45 48 39 ○ ○ ○
2 黒髪町3 組公民館 10/6～10/7 一般地域 ― 55 45 47 44 ○ ○ ○
3 もみじが丘自治会第1 集会 10/6～10/7 一般地域 ― 55 45 47 39 ○ ○ ○
4 大岳台公民館 10/11～10/12 一般地域 ― 55 45 49 38 ○ ○ ○
5 東浜町2 組公会堂 10/11～10/12 一般地域 ― 55 45 49 48 ○ × ×
6 西天神町公民館 10/13～10/14 一般地域 ― 55 45 45 36 ○ ○ ○
7 北池野公民館 11/24～11/25 一般地域 ― 55 45 50 41 ○ ○ ○
8 新田団地中央集会所 10/31～11/1 一般地域 ― 55 45 52 42 ○ ○ ○
9 大気汚染日宇測定局 11/17～11/18 道路に面する地域 4 70 65 70 65 ○ ○ ○
10 広田3 丁目公民館 10/3～10/4 一般地域 ― 55 45 49 40 ○ ○ ○
11 花高3 丁目中央集会所 10/4～10/5 一般地域 ― 55 45 47 40 ○ ○ ○
12 山祇町公民館 10/11～10/12 一般地域 ― 55 45 51 47 ○ × ×
13 ふれあいセンター 10/17～10/18 一般地域 ― 55 45 49 42 ○ ○ ○
14 吉岡公園集会所 11/24～11/25 一般地域 ― 55 45 50 36 ○ ○ ○
15 星和台公民館 10/27～10/28 一般地域 ― 55 45 43 35 ○ ○ ○
16 中里下公民館 10/31～11/1 一般地域 ― 55 45 49 42 ○ ○ ○
17 棚方緑町公民館 10/31～11/1 一般地域 ― 55 45 50 41 ○ ○ ○
18 北地区公民館 11/24～11/25 一般地域 ― 55 45 52 43 ○ ○ ○
19 愛宕地区公民館 10/24～10/25 一般地域 ― 55 45 53 42 ○ ○ ○
20 船越中央公民館 10/24～10/25 一般地域 ― 55 45 42 34 ○ ○ ○
21 総合グランドプール 10/27～10/28 一般地域 ― 55 45 42 38 ○ ○ ○
22 赤崎町2 組公民館 10/24～10/25 道路に面する地域 2 65 60 48 41 ○ ○ ○
23 西地区公民館 12/8～12/9 道路に面する地域 2 70 65 62 54 ○ ○ ○
24 大野町交番 12/1～12/2 道路に面する地域 2 70 65 69 64 ○ ○ ○
25 日野町交番 11/29～11/30 道路に面する地域 4 70 65 68 64 ○ ○ ○
26 江迎行政センター 11/21～11/22 一般地域 ― 55 45 46 36 ○ ○ ○
27 佐世保市体育文化館 10/17～10/18 一般地域 ― 60 50 50 43 ○ ○ ○
28 大気汚染福石測定局 11/8～11/9 道路に面する地域 4 70 65 63 59 ○ ○ ○
29 島瀬公園 11/10～11/11 道路に面する地域 6 70 65 66 61 ○ ○ ○
30 佐世保市役所 11/8～11/9 道路に面する地域 6 70 65 64 57 ○ ○ ○
31 大気汚染早岐測定局 11/17～11/18 道路に面する地域 2 70 65 59 54 ○ ○ ○
32 田原町公民館 12/1～12/2 道路に面する地域 4 70 65 72 67 × × ×
33 市消防局春日出張所 12/8～12/9 道路に面する地域 4 70 65 68 62 ○ ○ ○
34 俵町公民館 12/8～12/9 道路に面する地域 4 70 65 68 62 ○ ○ ○
35 大和町木風町入口バス停 12/15～12/16 道路に面する地域 4 70 65 68 64 ○ ○ ○
36 山祇地区公民館 10/17～10/18 一般地域 ― 60 50 51 45 ○ ○ ○
37 早岐地区公民館 11/14～11/15 一般地域 ― 60 50 49 40 ○ ○ ○
38 白岳町1 組公会堂 10/6～10/7 一般地域 ― 60 50 48 47 ○ ○ ○
39 南地区公民館 10/13～10/14 一般地域 ― 60 50 59 46 ○ ○ ○
40 早岐警察署 11/15～11/16 道路に面する地域 4 70 65 69 64 ○ ○ ○
41 大塔町卸本町入口バス停 12/14～12/15 道路に面する地域 4 70 65 75 70 × × ×
42 干尽町公民館 10/13～10/14 一般地域 ― 60 50 56 47 ○ ○ ○
43 大潟町2 組公民館 10/27～10/28 一般地域 ― 60 50 42 32 ○ ○ ○

準工業地域

工業地域

A

第１種中高層住居専
用地域

B

C

第１種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

第１種低層住居専用
地域

商業地域

環境基準値 測定値Leq 適合状況
No 測地点

測定日
H23 10/月～12月

用途地区 地域類型 地域の区分 車線数
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表 2 佐世保市道路交通振動測定結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:佐世保市 HP 

（http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/eco/outline_h24/08_conservation.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:佐世保市 HP 

（http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/eco/outline_h24/08_conservation.pdf） 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 道路交通振動に係る要請限度（敷地境界線上） 
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２.宇久町における社会的状況を以下の表に示します。 

 

表 3 人口及び人口密度 

項目 
人口（人） 

面積

（km2） 
人口密度（1km²当たり） 世帯数 

平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 22年 平成 22年 平成 22年 

佐世保市 251,232 248,041 261,101 426.47 612.2 104,583 

平戸市 41,586 38,389 34,905 235.63 148.1 12,885 

小値賀町 3,765 3,268 2,849 25.46 111.9 1,287 

新上五島町 27,559 25,039 22,074 213.98 103.2 9,620 

宇久町 4,010 3,239 2,591 26.38 98.2 1,361 

長崎県 1,516,523 1,478,632 1,426,779 4,105.33 347.5 558,660 

出典：「国勢調査報告」（総務省統計局 HP） 

（http://www.stat.go.jp/） 

 

 

注）平成 17 年データは、旧佐世保市、旧宇久町、旧小佐々町の合計、平成 12 年以前のデータは旧佐
世保市、旧吉井町、旧世知原町、旧宇久町及び旧小佐々町の合計である。 

出典：「国勢調査報告」（総務省統計局 HP） 

（http://www.stat.go.jp/） 

図 1 人口の推移 
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表 4 年齢別人口構成（平成 22年 10月 1日現在） 

単位：人 

 

 
宇久町 

総数 男 女 

総数（年齢） 2591 1127 1464 

不詳 - - - 

0～4歳 36 14 22 

5～9歳 59 22 37 

10～14歳 75 43 32 

15～19歳 84 39 45 

20～24歳 15 5 10 

25～29歳 36 16 20 

30～34歳 58 29 29 

35～39歳 72 32 40 

40～44歳 86 38 48 

45～49歳 136 58 78 

50～54歳 199 92 107 

55～59歳 294 148 146 

60～64歳 241 141 100 

65～69歳 216 90 126 

70～74歳 252 108 144 

75～79歳 292 121 171 

80～84歳 249 80 169 

85～89歳 124 32 92 

90～94歳 49 15 34 

95～99歳 17 4 13 

100歳以上 1 - 1 

出典：「国勢調査報告」（総務省統計局 HP）（http://www.stat.go.jp/） 
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図 2 宇久町の年齢別人口構成 
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表 5 産業別就業者数（平成 22年 10月 1日現在） 

単位：人 

産業（大分類） 佐世保市 平戸市 小値賀町 新上五島町 宇久町 長崎県 

第一次産業 5,180 2,172 242 74 283 38,948 

農  業 3,514 1,732 242 55 201 38,267 

林  業 51 67 - 19 - 681 

漁  業 1,615 1,383 213 908 82 12,747 

第二次産業 22,374 2,946 121 1,381 118 127,183 

鉱  業 28 19 - 27 - 298 

建 設 業 10,263 1,597 94 926 88 54,210 

製 造 業 12,083 1,330 27 428 30 72,675 

第三次産業 86,683 9,212 707 6,277 618 450,747 

電気・ガス・熱供給・水道業 612 69 1 32 4 3,083 

情報通信業 861 30 1 20 - 6,225 

運輸業・郵便業 5,270 925 40 693 80 30,976 

卸売・小売業 20,708 1,963 136 1,339 139 105,580 

金融・保険業 3,037 209 8 85 10 15,789 

不動産業、物品賃貸業 1,504 53 - 25 - 7,368 

学術研究、専門・技術サービス業 2,297 149 3 59 10 14,972 

宿泊業・飲食サービス業 7,332 856 68 504 39 38,987 

生活関連サービス業，娯楽業 5,268 459 43 263 21 24,543 

教育，学習支援業 5,499 679 68 476 61 30,750 

医療・福祉 15,767 2,180 136 1,454 128 96,254 

複合サービス業 692 380 56 320 28 6,555 

サービス業（他に分類されないもの） 7,697 638 54 487 54 34,153 

公  務 10,139 622 93 520 44 35,512 

分類不能の産業 2,672 1,212 111 750 2 76,630 

総   数 116,909 15,414 1,283 8,651 1021 650,972 

注 1）分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。 

注 2）データは、旧佐世保市、旧宇久町、旧小佐々町の合計である。 

出典：「国勢調査報告」（総務省統計局 HP） 

（http://www.stat.go.jp/） 

 

図 3 産業別就業者割合 
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     表 6 農業活動の概況（平成 22年） 

単位：戸 

項目 
農家総

数 

販売農家 
専業 

兼業 

総数 計 第 1種 第 2種 

佐世保市 3,257 2,220 739 1,481 338 1,143 

平戸市 2,812 1,874 549 1,325 216 1,109 

小値賀町 325 213 92 121 31 90 

新上五島町 434 59 34 25 2 23 

宇久町 311 204 108 96 26 70 

長崎県 35,856 23,164 8,399 14,765 3,579 11,186 

出典：「長崎県統計年鑑（第 58版）」（長崎県，平成 23年） 

佐世保市宇久行政センター調べ（平成 25年 7月） 

 

 

表 7 所有形態別森林面積（平成 22年） 

単位：ha 

市町村名 
林野面

積計 

国有林 民有林 

計 林野庁 
林野庁以

外の官庁 
計 

独立行政

法人等 
公有林 私有林 

長崎県 247,144 25,113 23,752 1,361 222,031 2,635 42,312 177,084 

佐世保市 18,217 1,513 1,230 283 16,704 58 22,227 14,419 

平戸市 13,289 417 400 17 12,872 - 1,971 10,901 

小値賀町 1,376 - - - 1,376 - 1,147 229 

新上五島町 17,285 557 538 19 16,728 - 5,755 10,973 

宇久町 417 4 - - 413 - - - 

出典：「2010年世界農林業センサス」（農林水産省 HP） 

（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/dai1kan.html） 

佐世保市宇久行政センター調べ（平成 25年 7月） 
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表 8 海面漁業を営む漁業別経営体数（平成 20年度） 
単位：経営体 

市町 長崎県 佐世保市 平戸市 小値賀町 新上五島町 

総数(実数) 8,849 625 786 198 677 

底 び き 網 
以西 2 - - - - 

小型 725 32 1 2 1 

船びき網 231 57 82 - 13 

まき網 
大中型 16 1 3 - 5 

中・小型 99 34 11 1 4 

刺網 1,746 144 177 46 106 

さんま棒受網 1 - - - - 

定置網 
大型 51 - 3 1 11 

小型 402 7 64 - 31 

その他の網 439 28 39 11 10 

はえ縄 
まぐろ 6 - - - - 

その他 778 57 65 35 50 

釣 

沿岸かつお 

一本釣 180 - 2 5 25 

沿岸いか釣 2,350 188 279 27 252 

その他 4,806 409 461 206 478 

採貝 採藻 2,179 125 220 42 141 

その他の漁業 1,598 119 187 29 97 

海面養殖 

ぶり 125 21 10 2 24 

まだい 103 34 10 - 3 

ひらめ 12 2 3 - 1 

まぐろ 38 1 3 1 6 

その他の魚類 174 34 12 - 3 

かき類 295 27 4 - - 

その他 の貝

類 108 10 2 1 1 

くるまえび 4 - - - - 

こんぶ 42 - 1 1 1 

わかめ 117 - - 1 10 

のり 62 - - - - 

真珠 123 4 5 - 4 

真珠母貝 120 6 4 - 24 

その他の養殖 28 - - - - 

出典：「長崎県統計年鑑（第 58版）」（長崎県 HP） 

（http://www.pref.nagasaki.jp/toukei/syuppanbutu/nenkan/nen_top.htm） 

注）宇久町については資料なし 



 

45 

 

 

表 9 製造工業の出荷額等（従業者 4人以上）（平成 21年） 

項目 
事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 

（所） (人) (万円) (万円) (万円) 

佐世保市 291 7,292 2,460,143 11,768,630 16,877,957 

平戸市 86 1,098 199,700 393,498 901,704 

北松浦郡 46 1,361 429,054 1,406,097 3,076,219 

新上五島町 41 345 51,685 106,953 240,753 

長崎県 2,091 58,077 21,386,973 103,310,806 167,555,452 

注）宇久町については資料なし 
出典：「長崎県統計年鑑（第 58版）」（長崎県 HP） 

（http://www.pref.nagasaki.jp/toukei/syuppanbutu/nenkan/nen_top.htm） 

 

 

 
表 10 関係市町における商店数（小売業）、従業員数、年間販売額（平成 19年） 

項目 
事業所数

（店） 
従業者数（人） 年間商品販売額（万円） 商品手持額（万円） 

佐世保市 3,361 22,590 63,712,946 3,889,369 

平戸市 618 2,334 3,695,522 264,265 

小値賀町 65 180 190,415 19,990 

新上五島町 492 1,702 2,807,290 257,412 

長崎県 20,417 118,888 302,443,805 19,344,672 

注）宇久町については資料なし 
出典：「長崎県統計年鑑（第 58版）」（長崎県 HP） 

（http://www.pref.nagasaki.jp/toukei/syuppanbutu/nenkan/nen_top.htm） 

 

 
 

http://www.pref.nagasaki.jp/toukei/syuppanbutu/nenkan/nen_top.htm
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３.方法書 3.2-10 図 3.2-4について、以下のように修正致します。 

 

表 11 民有地地目別面積（平成 22年） 

単位：ha 

市町 総数 田 畑 宅地 山林 原野 池沼 その他 

佐世保市 19459 3220 3286 2,808 7540 1,841 2 762 

平戸市 13111 2795 2342 727 5348 1694 8 197 

小値賀町 962 194 425 73 192 60 - 18 

新上五島町 9237 244 1445 376 6,920 155 - 97 

長崎県 203,455 27,756 45,118 19,806 91,410 13,368 70 5,927 

注）宇久町については資料なし。 

出典：「長崎県統計年鑑（第 58版）」（長崎県 HP） 

（http://www.pref.nagasaki.jp/toukei/syuppanbutu/nenkan/nen_top.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 民有地地目別面積（平成 22年） 
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４.主要な眺望点と思われる地点として新たに乙女の鼻歩道、愛宕山園地、小値賀

番岳園地、斑島園地を調査地点に追加いたします。 

調査地点を図 5に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 景観調査地点 
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５.新たに乙女の鼻歩道、愛宕山園地、小値賀番岳園地、斑島園地を調査地点  

に追加いたします。調査地点を図 6に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 人と自然との触れ合い活動の場の調

査地点 
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