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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.129)に、選定もしくは選定しなかっ

た理由は表 4.1-3(p.130～p.131)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」（p.7～p.31）に記載しておりま

す。 

対象事業実施区域約 193ha の内の改変区域は約 5.53ha で、改変区域の内訳は風力

発電機 1 基当たり約 0.14ha、19 基の計で 2.66ha、管理用道路が約 1.54ha、残土処

分場が約 1.33ha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 2.2-13(p.28～p.29)に

管理用道路となる関係車両の走行ルートは図 2.2-8(p.21)に示しております。 

なお、管理用道路については工事終了後に 3.76haを緑化する計画です。 

 

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.7～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.11）、架設送電線ルート、連携施設の配

置は、方法書 図 2.2-13(1) (p.28)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」

（p.3～p.4）に記載しております。 

方法書 「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.134～p.157） 
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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.152～p.154）に記載しております。 

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)「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。 

 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。 
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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)上位性の注目種はハヤブサ、典型性の注目種はテンとし、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 テン 

対象地区の地形的特性および環境の多くは

山地の樹林地である。本種は山地の樹林環境

に特徴的な種であり、その食性や生物間の相

互作用や生態系の機能に重要な役割を担う種

である。 

生息域として広葉樹林やアカマツ林

を選択し、スギ、ヒノキ人工林を忌避

することや、成熟した森林に生息し、

伐採地・農地等の開放域や若齢林を忌

避することが報告されている。開けた

環境は本種の外敵である大型の猛禽類

やキツネ、ノイヌなどに見つかりやす

いと予想される。 

食物は果実類、昆虫、哺乳類に大き

く分けられ、それらを利用しやすい時

期に採食していると考えられている。 

年間を通して果実が利用されている

が、夏に昆虫（主にコウチュウ類及び

バッタ目）の割合が高く、秋・冬に果

実、冬から春にかけては哺乳類の割合

が高くなり、食性が季節的に変化する

傾向がある。 

標高の高い地域ほど、哺乳類の割合

が高くなっている。 

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）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囲をエリア区分←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。 

● ルートごとに個体数を積算して、餌資源としてのポテンシャルを各エリアに重み付け。 

 

 

 

 

 

 

２）崖地の分布 

● ハヤブサの生態を考慮して、調査範囲全域の繁殖可能地を把握 

 

 

 

 

 

＜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。 
調査ルートは対象とするエリア区分ごとにエリアの規模に応じて設定する。 
調査は各季 1回（計 4 回）実施する。生物相調査と併用する。 
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＞ 
調査範囲を全域踏査し、ハヤブサの営巣可能な崖地及び人工構造物を記録する。 
調査は 1回実施する。 
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（２）テンを典型種とし、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）糞の内容物の把握 

● 調査範囲をできるだけ網羅的に踏査し、糞を採取。テンと同属のイタチの糞との区別と
して、直径が 10mm以上の糞を対象とする 1。総合的に判断しても不明な場合はデータか
ら除外する。 

● 糞の内容物を検査し、内容ごとに出現率を求め、採餌対象としての選好性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

２）糞分析と文献の情報をふまえた餌の密度把握 

２－１)小動物の生息密度 
文献からの食性の情報をふまえ、以下では、昆虫を主とした地表徘徊性の小動物の密度の把握

方法を提示する。実際の調査方法は、糞分析結果を反映させて決定する。 
● 植生区分を参考に、テンの採餌環境としてのポテンシャルを推測し、調査範囲をエリア

区分。 
● 各エリアにサンプル地点を設定し、各サンプル地点で定量調査手法により昆虫類および

小動物を捕獲。 
● 捕獲された昆虫類や小動物から、テンの採餌対象として適切な種類を抽出、その確認量

を積算。 
● サンプル地点の確認量をエリアの生息指標値とし、採餌環境としてのポテンシャルを各

エリアに重み付け。 

 

 

 

 

 
２－２)植物の生息密度 

● 植生区分を参考に、テンの採餌環境としてのポテンシャルを推測し、調査範囲をエリア
区分。 

● 各エリアにサンプル地点を設定し（代表点及び縁部）、調査区画を設置。 
● コドラート内の植生調査を行い、テンの採餌対象として適切な種類を抽出、その生育量

を積算。 
● サンプル地点の生育量をエリアの生息指標値とし、採餌環境としてのポテンシャルを各

エリアに重み付け。 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1小金沢ほか．1983．栃木県立博物館研究報告 1: 67-82 

＜具体的な調査計画＞ 
定量調査方法として「ベイトトラップ（誘引落とし穴採集）」の方法を用いる。 
積算する確認量は湿重量とする。 
調査は、糞分析調査時期と連動させて合計 8回実施する。 

＜具体的な調査計画＞ 

テンの食性は他の食肉目に比べて季節的に変化する傾向があるため、基本的に春季か

ら秋季に調査する。 

春季から秋季にかけては糞の分解が早く進み、サンプリングしにくいことから、新鮮

な糞のみを対象とする。 

これらをふまえ、調査は春季、夏季、秋季、冬季の各 2回の合計 8回実施する。 

＜具体的な調査計画＞ 
エリアごとに設定した調査区画において植生調査を行う。 
調査区画は、出現する植物種の生育環境を考慮し、エリアを代表する地点と、縁の部分の

地点を選定する。 
調査は、四季の合計 4 回実施する。 
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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.181～p.183）及び「14.主要な人と

自然との触れ合い活動の場」（p.184～p.187）に記載しております。 

住居地等生活環境からの景観として、金立神社の社叢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、生活環境からの観点と概ね一致す

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.16～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.129）に示すとおり、「風車の影」、「産業廃棄物」、「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.25) 

 

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.19)及び「(e)工事用資材

等の運搬の方法及び規模」(p.20)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。 
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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.23）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.9）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に記載しております。(p.4)  

 

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)近傍に複合影響を考慮すべき、既設及び計画段階の風力発電所はありません。 

 

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)対象事業実施区域は山地の稜線に位置しており、スギ・ヒノキ植林やシイ・

カシ萌芽林などの森林植生が多くを占めています。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。 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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

の改変は 1 基当たり 0.14ha 程度に抑える計画です。また、改変面積約 5.71ha のう

ち、3.83haは工事終了後に植栽や種子吹付にて緑化を行う予定です。（p.10） 

 

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 4.2-12 調査の手法（p.169）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。 
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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 28.7%、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) (h) 温室効果ガス」（p.31）に示すとおり 47,287 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

法については、方法書「第 4 章 第 2 節 7.水質（水の濁り）」（p.158～p.160）に記

載しております。 
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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．P28 

水切り場の表示がないが、設置は行わないのか。 

(回答) 既設の漁港を使用するため、水切り場は設けません。 

 

 

追加２．P160 

水質調査は東側の海側について行わないのか。 

(回答) 河川が東側にはないため地点は選定していません。 

 

 

追加３．補測説明資料 P4,8 

テンの食性について P4 と P8 の記載にくい違いがある。 

(回答) テンについては、食性が季節的に変化する傾向があり、P8 の表現は誤りです。 

補足説明資料 P8を修正いたします。 

 

 

追加４．P66 

景観調査地点において、水平視野角の解析の観点から、生活環境調査地点とし

て、北側は慈眼桜の下のところの大川原町あたり、南側は金立神社の社倉の北側

の前津吉町あたりを選定してはどうか。 

(回答) 景観調査地点として、追加いたします。 

 

 

追加５．P28 

連系施設付近に民家と記載があるが、何か問題があるのですか。また、連系施設

は音を出すような設備があるのか。 

(回答) 民家は 400ｍ以上離れています。また、連系施設からは多少音が発生します

が、敷地境界にて騒音規制値を満たすよう設計いたします。 

 

 

追加６．P160 

水質調査地点の「土質調査地点」とは土質は何を測るのか。 

(回答) 沈砂池の必要容量を設計するために必要な、土質の沈降速度を測ります。 
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追加７． 

過去にこの周辺でカドミウムが検出されたことがあるが大丈夫ですか。 

(回答) 自治体等に聞き取りをした上で検討していきます。 

 

 

追加８． 

配置図の中で、白岩岳の周辺に新たに管理用道路及びアクセス道路を作るのです

か。 

(回答) 白岩岳の周辺は東西方向に既設の林道がありませんので、道路を新設する計

画です。また、道路は尾根付近に計画し、出来る限り切土法面が発生しないように

計画する予定です。 
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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９． 

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１０． 

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)騒音の測定にあたっては、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１１． 

騒音及び低周波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、種々の条件が取得できる

期間として、強風日を含む 2 日間で実施すると言う記載にしております。 

 

 

追加１２． 

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、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します。 

 

 

追加１３． 

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１４． 

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
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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

考えております。 

 

 

追加１５． 

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１６． 

身近な眺望点を、地域の概況の項に加えて欲しい。 

(回答)方法書 p.70 に記載しておりますが、日常生活上の眺望点の候補として主要地

方道獅子津吉線などの道路や、敷佐町、下中津良町、津吉町、前津吉町、舟木町、

大川原町などの集落を示しています。なお、このうち大川原町と前津吉町の 2 地点

を生活環境調査地点として調査地点に追加すると 4 月 18 日の風力部会で回答してい

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１７． 

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１８． 

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１９． 

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.132～p.133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２０． 

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２１． 

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２２． 

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.167 に記載しておりますが、春季（2～3 月、5 月）及び秋季（9～

10 月）に各月 2 回 3 日間の実施としております。時期をずらして、1 ヶ月に 2 回の

調査を実施することで、より多くの渡りの種を把握できると考えております。 
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追加２３． 

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

を選定致します。 

 

 

追加２４． 

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車両の走行ルートに、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２５． 

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.183 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２６． 

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) 準備書の段階では、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日及び 9月 2日の追加質問】 

 

追加２７． 

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２８． 

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）風力発電機の位置が確定しましたら、最近接する風力発電機との距離を表

に整理いたします。 

 

 

追加２９． 

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。 

 

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
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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３０． 

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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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 敷佐町・田代町の集落からは 1km 程しか

離れていない。風車の先進国の規制を参

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。 

「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と

の距離を 400m 以上離して計画しておりま

す。 

 

２．環境全般 

No. 意見の概要 当社の見解 

２ 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。 

ご指摘の通り、事業の特性に関しても最新

情報の収集に努め、出典先を記載致しま

す。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。 

３ 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

選定した項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

ご指摘の通り、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項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い

ます。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
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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。 

たします。 

 
３．騒音 

No. 意見の概要 当社の見解 

４ 騒音及び低周波音の調査地点について

は、集落ばかりでなく、風車からの距離

が最も近いと考えられる民家について、

追加調査をすべきである。 

方法書 4.2-23（154）図 4.2-3 に示しており

ますが、現段階では風力発電機からの距離

が最も近いと考えられる大川原集落につい

て調査地点に設定しております。 

 

 

４．シャドーフリッカー 

No. 意見の概要 当社の見解 

５ 環境省において、シャドーフリッカーに

係る環境影響評価を行った諸外国の個別

事例について情報収集を行った。シャド

ーフリッカーに関する調査、予測及び評

価手法予測範囲として風車先進国のデン

マークの最大値を採用し 2km とすべきで

ある。 

`”Planning for Renewable Energy A 

Companion Guide to PPS22”(Office of the 
Deputy Prime Minister,2004)において、シ

ャドーフリッカーの発生距離がローター直

径の 10 倍と記載されているため、本調査地

域も同じ範囲で十分と判断致しました。 

 

 

 

５．動物・植物・生態系 

No. 意見の概要 当社の見解 

６ 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

獣保護区であり着実に実行すべきであ

る。 

ご指摘の通り鳥類の空間飛翔調査、衝突リ

スクについては「鳥類に関する風力発電施

設立地適正化のための手引き」に準拠して

調査、予測評価を実施致します。また、方

法書 p3.2-39(118)に記載しておりますが、

対象事業実施区域及びその周辺には鳥獣保

護区の設定はございません。 

７ 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

調査地点、時期、期間等については、専門

家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。 
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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。 

 

８ 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、建設予

定地は海岸から急傾斜で高くなった稜線

に予定されているためにバードストライ

クが非常に起こりやすい条件がある。建

設予定地は本土側から海を越えて渡るハ

チクマ・アカハラダカの渡りのコース上

である。海上を渡った後に山の斜面に発

生する上昇気流に乗って高度を上げる。

丁度その場所に風車が位置する。極めて

危険な場所に風車が列をなして立つこと

になる。風車の数を減らす、位置を変え

る。また、海岸側には建設しない。 

海岸線や崖地に計画している風車はござい

ません。「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、衝突リスクの評価を行って、そ

の結果を準備書に記載いたします。また、

その結果に応じて、風車の配置や基数等の

レイアウト変更についても必要に応じて、

検討致します。 

９ 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。 

ご指摘を踏まえて、専門家へのヒアリング

を実施し、必要に応じて捕獲方法を用いた

調査の実施を検討致します。また、コウモ

リの死因についてはまずは最新の知見の収

集に努め、必要に応じて調査等の検討を行

います。 

10 方法書で書かれている、「（ア）猛禽類は

繁殖期( 4～ 7 月)に各月 1 回 3 日間の

実施とする。(イ)渡り鳥は春季(2～ 3

月、5 月)及び秋季(9～ 10 月)に各月 2 回

3 日間の実施とする。」これでは猛禽類の

調査としては極めて不十分である。山稜

という地形と位置、そして 19 基と言う風

車の数からすれば、少なくとも猛禽類は

繁殖期(4～ 7 月) に各月 2 回 10 日間、

( イ)渡り鳥は春季(2～ 5 月)及び秋季(9

猛禽類や渡り鳥の調査時期の設定は「猛禽

類保護の進め方（改訂版）」や「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」を参照して設定しております。専

門家からの意見を踏まえ、ツル類やアカハ

ラダカ、ハチクマ、アカショウビン等の渡

り時期として、マナヅルは 2 月頃、ナベヅ

ルは 3 月頃、アカショウビン等は 5 月頃、

アカハラダカ、ハチクマは 9 月頃、ツル類

の南下は 10 月以降に調査を実施することと
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～ 11 月)に各月 4 回 10日間の実施とすべ

きである。調査については環境省の猛禽

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。 

しております。 また、調査期間について

は、「ダム事業におけるイヌワシ・クマタカ

の調査方法」において、月 1 回最低 3 日間

との記載があり、これに準拠しておりま

す。 

11 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。 

ご指摘をふまえ、渡り鳥の休息地の特定を

努めるように致します。また、休息後の飛

び立ちの時間・方向等については、気象条

件によって異なることを想定し、包括でき

るような調査時間を設定致します。 

12 当地の地形と見透しを考えると最低でも

15 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～11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

日の調査は無効とする。また、セオドラ

イトにより鳥類の飛行経路を測定し風車

と飛朔高度を詳細に調査すべきである。 

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。また、調査の

実施にあたっては天候に十分留意致しま

す。なお、レーダー調査、セオドライト調

査の実施については地形に制限されますの

で、実施可否をよく検討し、実施できない

場合でも、飛翔高度を把握するように努め

ます。 

13 渡り鳥のうち、ツグミ類、ホオジ口類、

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

調査は無効とする。 

ご指摘を踏まえ、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、実際に風車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。 

14 専門家の意見で「ツルの渡りにも注意が

必要。実施区域付近はツルが降り立つ場

所ではないが、上空は通過している。生

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



25 

 

月にはかつてはツルが降りていたが、風

車ができてからは降りなくなった。」これ

に対し「ツル類を対象とした渡り鳥調査

を実施します。」とある。春と秋の渡りの

コースを十分に調査し、影響を評価すべ

きである。ただ、1 年ではその結果は出な

い。少なくとも 3 年は行うべきである。 

また、調査日を限定せずに渡りの期間を

通して行うべきである。なぜならば、渡

りは天候等によってある程度コースが変

わり、どこを通るか予測が難しく、日程

を予め決めて調査したのちは正確なデー

タは得られず、十分な影響評価はできな

い。 

点を変更して実施致します。なお、調査の

実施にあたっては天候に十分留意致しま

す。 

また、現地調査は 1 年間を基本といたしま

す。その上で、調査結果に対する専門家等

からの意見聴取を行いながら、年の変動性

を検討し、影響を予測、評価する際に考慮

するようにいたします。 

15 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。 

条約に含まれる種を含めて、重要な種につ

いては、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。 

16 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

掬した鳥類を観察・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

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、その結果をもとに

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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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。 

17 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(採餌や飛翔コ

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

影響を正確に把握し評価すべきである。 

方法書 p4.2-36（167）にも記載しておりま

すとおり、猛禽類調査は繁殖期の 4～7 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。 

18 ハヤブサは渡って来る小鳥類を上空から

攻撃し採餌する。建設予定地は海岸に近

い稜線であり、採餌場所となっている可

能性があり、このような場所に風車が立

つと採餌場所の減少となりバードストラ

イクが起きることにもなり、個体群に大

きな影響を与える。 

特に春秋の渡りの季節は貴重な採餌場と

なる可能性があるので十分な調査が求め

られる。 

ハヤブサは生態系の観点からも上位に位置

する種と考えております。ご指摘をふまえ

まして、調査時には対象事業実施区域周辺

における採餌行動についても十分留意して

調査を実施致します。 

また、春秋には渡りに特化した調査を実施

致します。 

19 海岸や海岸の崖地には希少種のクロサギ

や力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。 

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。 

20 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、風車建設により元の植生(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。 
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21 建設予定地は山の稜線にある。工事中に

雨が降ると河川に濁水が流れ込む。下流

域の若宮浦にはホソアヤギヌ・コアアマ

モなどが生育する。 

これらに影響を与えないように、濁水流

出防水を徹底するとともに、分布調査を

実施し濁りによる影響を与えないように

すべきである。 

降雨時の排水は、「長崎県林地開発許可申請

の手引き」（長崎県農林部林務課，平成 20

年 9 月）に基づき、各ヤード毎に沈砂池等

を設置し適切に処理を行い、濁水流出防水

を徹底することで、下流域に生育する植物

への影響を回避致します。 

22 慈眼岳－白岩岳付近は国立公園から外れ

た地域ですが、我々の 10 回ほどの調査で

も、平戸の固有種シジキカンアオイの群

生地が 2 ヶ所の他ウンゼンカンアオイ、

カンザシギボウシ、ホソバヤマジソ等の

生育地が入っています。「長崎県植物誌」

（1980 年）「長崎県生物学会誌」（1987-

2001 年）では調査されておりません。特

に南側の白岩岳の西側は貴重な場所で

す。できましたら計画の変更（白岩岳の

西側岩場から南西部にかけては止める）

は出来ませんでしょうか？ 

まずは、今回の環境影響調査において、現

況の把握に努め、適切な環境影響評価を行

います。 

多大なる影響が考えられる場合には、配置

変更など計画の再検討を行います。 

23 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、低減措置をとっても生態

系に大きな影響を及ぼすことを想定してい

ます。その判断は専門家とよく相談し、準

備書の中で記載いたします。 

 
６．景観及び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 

24 佐世保市黒島天主堂も教会群のリストに

加わっている。黒島天主堂から計画地ま

での距離は概ね 12km で黒島から見える距

離になるが、このことについて、方法書

では全く触れてない。また、地元宝亀教

黒島天主堂については視野角 1°に含まれて

おらず、方法書には記載しませんでした。

宝亀教会については方法書 p.75 及び p.77

に記載しております。また、フォトモンタ

ージュについては準備書にて風力発電機の
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会から慈眼岳まで 8km 程しか離れておら

ずこれも方法書には触れられていない。 

なお、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っ

た。 

見え方を示します。 

25 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ある。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の妨げと

ならないよう、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。 

26 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。 

27 平戸市の景観計画では、「主要な眺望点か

らの眺望を著しく阻害することのないよ

う配慮する。行為地が山稜の近傍の場合

は、稜線を乱さないよう、できるだけ尾

根から低い位置とする。」とある。拠点景

観(ランドマーク、各種景観資源)として

慈眼岳があり、風車から僅か 1km 程度し

か離れていない。景観資源を損なわない

ように計画すべきであり、風車は全て稜

線に予定されているので、稜線を乱さな

いよう尾根から低い位置にすべきであ

る。 

平戸市の景観条例にも準拠するよう、適正

な評価を行い、配置を計画してまいりま

す。 
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第４ 追加調査地点 

鯛の鼻園地、平戸浜岳線歩道、九州自然歩道についても調査地点と致します。 

景観の調査地点を図 1に示します。 

 

図 1景観調査地点 
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九州自然歩道を調査地点として追加致します。人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点を 

図 2に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2人と自然との触れ合いの活動 

の場の調査地点 
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