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１．事業計画について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 同一事業者が個別の 4 事業として方法書を提出しているが，いずれも運転開始予定時期，設備

の配置計画が未定であること.から，改変工事予定場所も未定となっている。計画では尾根沿いに

列状に風車を配置し，既存林道を最大限活用する予定としている。しかしながら，方法書段階に

おいても配置や改変予定場所の暫定案すら示されないことから，改変の程度や影響が及ぶと想定

される地点や調査地点などが適切に配置されているかどうかなど，方法書段階で具体的な議論は

難しい。 

 

【回答】 

現時点では、風力発電機の配置が未確定であることから、具体的な改変箇所を図示することは

困難な状況です。ただし、対象事業実施区域は、風力発電機の設置が想定される尾根部と想定さ

れる工事用道路を含むように設定しており、改変が想定されない箇所については対象事業実施区

域から極力除外する形で設定しています。 

現時点で想定している風力発電機設置予定の範囲は次項に示すとおりです。 
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図：風力発電機設置予定範囲 
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２．最近接の住居等との距離について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 最近接の住居等との距離を図中に具体的に明示されたい。 

 

【回答】 

風力発電機設置予定範囲から最寄の住居等の距離を次項に示します。なお、住居等の位置は、

住宅地図や航空写真から抽出しています。居住実態については、今後の現地調査やヒアリングに

より把握する予定です。
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図：風力発電機設置予定範囲から最

寄り住居等との距離 
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３．騒音影響等を判断するうえでの事業計画について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 P2-1(3)、P2-7(9) の記載では、風力発電機 30-50 基に 15-30 基を加える、希に見る壮大な規

模の計画ですが、計画段階としても、あまりにも未定なことが多すぎて環境影響がまるで想像も

及びません。前述の通り方法書の内容の妥当性が判断できないと判断しています。この記述には

騒音影響の有無や強弱を判断するに重要な指標がまるで示されていないと考えます。 

 

【回答】 

風力発電機予定設置範囲は P.4 に示すとおりです。各調査・予測地点は、風力発電機設置予定

範囲をもとに影響が大きいと考えられる地点を選定しています。今後、風力発電機の配置が明ら

かになった時点で追加すべき地点が認められた場合は、予測地点を追加する予定です。 

 

４．対象事業実施区域の設定と風力発電機の予定配置について（増幌及び勇知と共通） 

 

【質問事項】 

 5 ページ以下、対象事業実施区域の線引きが非常に複雑な形をしていますが、どのような観点

から線引きを実施したのか考えをお聞かせください。また、線引きが複雑なことからすでに風車

の立地地点が決まっているような印象を受けますが、特に最大基数をどのように配置するのか、

配置が現実的なのか案をお示しください。 

 

【回答】 

対象事業実施区域は、風力発電機の設置が想定される尾根部と想定される工事用道路を含むよ

うに設定しており、改変が想定されない箇所については対象事業実施区域から極力除外する形で

設定しています。 

現時点では、風力発電機の配置が未確定であることから、具体的な配置を図示すること困難な

状況ですが、現時点で想定している風力発電機設置予定の範囲は P.4 に示すとおりです。 
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５．地表面の改変の有無と程度について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 No.4 の質問に基づいて、地表面の改変があるのかないのか、最大どの程度と予測されるのか、

新設道路があるのかどうか、最大どの程度になるのでしょうか。 

 

【回答】 

工事用道路のルートとなる場合には、地表面（植生）の改変が想定されます。改変の程度につ

いては、現時点では未定ですが、道路幅＋両側数 m の範囲になると考えられます。 

 

６．風力発電機に関する諸元について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 9 ページに「今後変更される可能性がある」とありますが、変更の幅を示してください。準備

書の影響評価はそのうちの最大の影響を与えるものでお願いします。 

 

【回答】 

発電機の単機出力は 2,000kW～3,200kW の幅で変更の可能性があります。準備書における予測は

項目に応じて最大の影響を与える機種の騒音レベルや大きさ等の条件を設定して行います。 

 

 

７．事業計画に関する廃棄物等の最大想定量について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 14 ページ(3)その他に記載の各事項について、現時点での最大想定量を定量的に示してくださ

い。 

 

【回答】 

14 ページ(3)その他に記載した工事に係る各事項については、現時点での事業計画における基

本方針をお示ししています。現時点では工事計画の詳細が決定していないため、定量的にはお示

しできませんが、準備書段階ではこれらの事項について定量的にお示しできる見込みです。 
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８．風力発電機の配置等について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 風力発電機の設置位置、送電線の位置、変電所の位置等、基本的情報を示してください。（計

画案でもよい） 

 

【回答】 

現時点では、風力発電機の配置が未確定であることから、風力発電機、送電線、変電所等の具

体的な位置を図示すること困難な状況ですが、現時点で想定している風力発電機設置予定の範囲

は P.4 に示すとおりです。 

 

９．工事用車両の種類と数について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 工事に関する事項に関し、工事用車両の種類や台数など基本資料を示してください。 

 

【回答】 

工事用車両の種類や台数について、現時点では工事計画の詳細が決定していないため、詳細は

お示しできませんが、準備書段階ではこれらの事項についてお示しできる見込みです。なお、工

事用車両はダンプトラック、コンクリートミキサー車等が想定されます。 

 

 

１０．建設機械の種類について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 工事に関する事項に関し、建設機械の種類や容量などの基本資料を示してください。 

 

【回答】 

建設機械の種類や容量について、現時点では工事計画の詳細が決定していないため、詳細はお

示しできませんが、準備書段階ではこれらの事項についてお示しできる見込みです。なお、建設

機械はバックホウ、ブルドーザー等が想定されます。 
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１１．風力発電機の諸元と騒音のパワーレベルについて（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 設置予定の風力発電機について、騒音パワーレベルを示してください。 

 

【回答】 

使用する風力発電機は 2,000kW 級又は 3,000kW 級を想定しています。諸元は方法書第 2 章の表

2-1 にお示しする通りです。現時点では、使用する風力発電機が未定であるため、騒音のパワー

レベルはお示しできませんが、準備書段階では採用する候補の風力発電機を選定した上で、最も

騒音パワーレベルの大きな機種についての予測・評価を実施する見込みです。 

 

１２．工事用資材の搬入路の道路について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 p.12～p13 の関係車両の走行ルート、および p.286～p.287 の騒音・振動調査点の図に、工事用

資材の輸送・搬入路の道路の種類や名称を書き入れてください。 

 

【回答】 

ご指摘のとおり、工事用資材の輸送・搬入路の道路の種類や名称を書き入れた図面を次項に示し

ます。 

 

【二次質問事項】 

p.11～p.13 図中の道路名には道路の種類（都道府県道など）も書き加えて表示してください。 

 

【二次回答】 

ご指摘のとおり、工事用資材の輸送・搬入路の道路の種類及び路線番号を追加した図面を次項

に示します。
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図：工事用資材の輸送・搬入路 

（川西・川南） 
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図：工事用資材の輸送・搬入路と騒

音及び振動調査地点（川西） 
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図：工事用資材の輸送・搬入路と騒

音及び振動調査地点（川南） 
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１３．稚内市風力発電施設建設ガイドラインについて（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 稚内風力発電施設建設ガイドラインによる地域区分によれば，自然保護等から建設が好ましく

ない場所に指定されている。建設計画は地元との協議を終えてから方法書を提出すればよいので

はないかと考えるが，敢えてこの段階で方法書を提出しなければならない理由，当該エリアに計

画する必要性を説明されたい。（ガイドラインの区分図に 4 事業の予定地点を配置した図面を作

成し提示していただきたい） 

 

【回答】（他事業と共通） 

ご指摘のとおり、本事業の対象事業実施区域の一部は、稚内市風力発電施設建設ガイドライン

における自然保護等から建設が好ましくない場所に指定されています。一方で稚内市は、再生可

能エネルギーの導入を推進しており、当社としても早期段階から稚内市との連携を図りながら事

業計画を進めています。稚内市とは、今後ガイドラインの各地域区分を地域毎に調査した上で、

協議しながら事業計画を進めていく予定です。 

環境影響評価は事業の実行可能性を判断する上で重要な手続きですが、審査には長時間を要す

るため、事業計画の早期段階から着手する必要があります。本事業では事業の実行可能性を判断

するための地域との合意形成を図った上で環境影響評価に着手しています。当該地域を事業地と

して選定した理由として、事業性の観点としては詳細な風況調査の結果や地域との合意形成の進

捗状況、環境面の観点では、市街地との距離や鳥獣保護区との距離等が挙げられます。 

稚内市風力発電施設建設ガイドラインの区分図と 4 方法書の各事業の対象事業実施区域は次項

に示します。 
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図：稚内市風力発電施設建設ガイド

ライン（他事業共通） 
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１４．稚内市風力発電施設建設ガイドラインに関する稚内市との協議について 

 

【質問事項】 

 住民意見に「稚内市風力発電施設建設ガイドラインで自然保護等から建設が好ましくない場所

とされている場所の一部と重複する」との記載がありますが、稚内市当局との協議の結果が出て

いましたらお知らせください。 

 

【回答】 

稚内市には、まずは現地調査を実施した上で影響の程度を把握することで御了解を頂いており、

今後も各段階で協議を続けてまいります。 
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１５．大気質の状況について（増幌及び勇知と共通） 

 

【質問事項】 

 18 ページ(a) 大気質の状況は北海道全般の状況について準備書では簡単に示してください。ま

た稚内市などのホームページを見ると、「良好な環境である」などの記載があるのではないでしょ

うか。 

 

【回答】 

準備書においては、大気質の状況について北海道全般の状況について記載するようにいたしま

す。なお、稚内市のホームページには大気環境の現況についての記載は確認できませんでしたが、

「稚内市環境基本計画」（平成 18 年、稚内市）において『大気環境については、問題となるよう

な汚染の発生はありませんが、良好な大気環境を維持していくことが必要です。』と記載されて

おります。 

 

１６．北海道全般における大気質の状況について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 以下北海道環境白書からの引用として、現場周辺での調査が実施されていないという記述が列

挙されていますが、北海道全般また各市町村でどのような状況にあるのかについて（もしあれば）

各項目において簡潔に準備書では記載をお願いします。 

 

【回答】 

ご指摘のとおり、北海道全般の状況について準備書に記載いたします。なお、出典については、

準備書作成時に最新のものを用いることとします。 
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１７．専門家等へのヒアリングについて（勇知及び芦川・豊富山と共通） 

 

【質問事項】 

 専門家の意見聴取は，生物，景観だけのようであるが，その他の分野の方の意見はなぜ聴取し

なかったのか説明されたい。 

 

【回答】 

方法書における専門家の意見聴取は、当該地域の環境を考慮し、特に動植物に関して調査手法

や調査時期の確認や当該地域の情報を補足することを目的として実施しました。ヒアリング対象

の専門家等は、項目毎の専門性や当該地域における知見等を踏まえて選定しています。今後調査・

予測・評価や環境保全措置の検討にあたって、追加の情報収集が必要と考えられる項目について

は、さらなるヒアリングを検討します。 
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１８．累積的な影響について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 住民意見において，個別事業毎の影響評価に終始している。複数の風力発電事業に囲まれた地

域では累積的・複合的な影響について統合的に評価すべきであると，の指摘に対して，事業者は

計画地周辺における既設や計画中の風力発電施設に関しても累積的な影響を踏まえて予測・評価

を行う方針であると回答している。しかし，個別事業については委託先が別であることや，調査

の基準視点の調整や全体配置を見据えた調査地点の配置，調査結果の共有など，方法書段階での

具体的な調査内容・手法についての内容は不明である。仮に 4 事業に分割されているとしても同

一事業者が実施する事業として統一的に調査・評価する必要があることから、調査内容・手法に

ついて詳細に調整し、提示する必要があると考える。 

 

【回答】 

本事業は道北地域において隣接する複数の事業と合わせて一体的に進めるものであり、同時に

計画を進めている他事業や既設の風力発電施設との複合的、累積的影響の評価が、環境影響評価

における重要な課題と考えています。 

現時点では、今回の 4方法書で対象としている 6 事業は計画段階であり、今後の事業計画の中

で個々の事業の規模や実施可否についても検討され、変化するものです。このため、個々の事業

の環境影響を明確化する上でも環境影響評価の単位としては個々の事業について、調査・予測・

評価を行うことを基本として考えており、環境影響評価図書もそれぞれの事業毎に作成していく

方針です。（本図書は、方法書段階では相互に関連する 2 事業を 1 冊の図書としていますが、準

備書段階では 1 事業について 1 冊の図書を作成し、調査・予測・評価の結果をお示しすることに

なります） 

本事業の環境影響評価における複合的、累積的影響の考え方としては、対象とする個々の事業

に対し、周辺で計画している他事業が累積的または複合的な影響を及ぼすと想定される項目につ

いて、他事業の影響を加味した調査、予測、評価を実施し、個々の事業に対する周辺事業の複合

的、累積的影響について検討していく方針です。なお、事業により現地調査の委託先は異なりま

すが、調査手法や予測手法等については、十分な情報の共有を行い、可能な限り手法を統一する

方針です。 

各項目について現時点で想定している複合的、累積的影響の調査、予測、評価の手法は次項に

お示しします。 

また、複合的、累積的な影響については、予測・評価手法が現段階では確立されているものは

無いと考えており、今後も引き続き、各分野の専門家のご助言等も頂きながら、調査を進めて参

りたいと思います。 
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表：各環境項目についての複合的影響、累積的影響についての調査、予測、評価の考え方 

環境項目 影響要因 調査、手法、評価の考え方 

大気質 工事用資材等の

搬出入 

各事業の工事計画に基づき、搬出入ルートが重複する地点において工事工程が重なる場合には、各予測

地点における他事業の工事用資材の搬出入車両の台数も加味し、ピーク時について複合的、累積的な影

響について予測評価いたします。 

建設機械の稼働 「発電所に係る環境影響評価の手引き」（平成 19 年 1 月改訂、経済産業省  原子力安全・保安院）

によると、建設機械の稼働に伴う予測範囲は対象事業実施区域から約 1 ㎞の範囲とされていることか

ら、各事業の工事計画に基づき、同時期における各事業の建設機械の稼働範囲が 1 ㎞以内に近接する場

合、その複合的、累積的な影響について予測評価いたします。その場合、関係する事業における工事計

画を基に予測計算を行い、関係する事業の各予測地点において環境基準等との整合について評価を行い

ます。 

騒音・低周波

音 

工事用資材等の

搬出入 

各事業の工事計画に基づき、搬出入ルートが重複する地点において工事工程が重なる場合には、各予測

地点における他事業の工事用資材の搬出入車両の台数も加味し、ピーク時について複合的、累積的な影

響について予測評価いたします。 

建設機械の稼働 「発電所に係る環境影響評価の手引き」（平成 19 年 1 月改訂、経済産業省  原子力安全・保安院）

によると、建設機械の稼働に伴う予測範囲は対象事業実施区域から約 1 ㎞の範囲とされていることか

ら、各事業の工事計画に基づき、同時期における各事業の建設機械の稼働範囲が 1 ㎞以内に近接する場

合、その累積的な影響について予測評価いたします。その場合、関係する事業における工事計画を基に

予測計算を行い、関係する事業の各予測地点において環境基準等との整合について評価を行います。 

施設の稼働 複数の事業の累積的な影響予測は、それぞれの風力発電機を発生源として設定し予測するか、もしくは

事業ごとの予測結果を合成する等の方法により行います。なお、一般に騒音レベルの差が 10dB 以上あ

れば小さい音の影響はほぼ影響しないと言われていることから、遠方の発生源による騒音の影響はほと

んどないと考えられ、近隣の事業で設置する風力発電機の位置を考慮した累積的影響の評価が必要と考

えられます。したがって、風車の配置計画が決定した段階で予測計算に反映させるべき風車を検討した

上で、複合的、累積的な影響を予測評価いたします。 

風車の影 施設の稼働 複数の事業の累積的な影響予測は、それぞれの風力発電機を発生源として設定し予測するか、もしくは

事業ごとの予測結果を合成する等の方法により行います。なお風車の影の影響は一定の範囲内で生じる

ものと考えられ、近隣の事業で設置する風力発電機の位置を考慮した累積的影響の評価が必要と考えら

れます。したがって、風車の配置計画が決定した段階で予測計算に反映させるべき風車を検討した上で、

累積的な影響を予測評価いたします。 

水質 

（水の濁り） 

造成等の影響に

よる一時的な影

響 

環境保全措置として沈砂池を設置するなど、周囲の河川に影響がないように濁水対策を行うため、予測

評価は個々の事業において個別に実施する予定です。 

沈砂池について、具体には、降雨時に作業ヤードで発生する濁水は、ヤード外周部に設ける素掘り側溝

で沈砂池に誘導します。沈砂池の容量を超える場合には、上澄みを排水しますが、ふとん篭を介して流

速を抑えたうえで拡散して自然放流する等適切に処理を行います。 

周辺の河川に排水を行いませんので、予測地点は対象事業実施区域内において設置する沈砂池の排水口

とし、造成等の施工に伴う工事中の排水口の予測結果を水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）

に基づく一律排水基準（浮遊物質量 200mg/L）との整合が図られているかを検討いたします。 

動  物 施設の稼働 施設の稼働に伴う複合的、累積的な影響に関係する分類群として、行動圏が広く、空間を利用する鳥類

があげられます。特に当該地域を渡り経路の一部として利用していると考えられる渡り鳥については、

本事業地を含む周辺の 6 事業地において同日実施による広域調査を実施する予定であり、可能な範囲で

広域的な鳥類渡り時期の生息分布状況を把握したいと考えております。しかしながら、衝突リスクや飛

翔ルートについて複合的、累積的な影響を予測・評価する手法は現段階では確立されていないものと考

えています。したがって、各分野の専門家のご助言等も頂戴しつつ、調査、予測及び評価を行って参り

ます。 

植  物 造成等の影響に

よる一時的な影

響/地形改変及び

施設の存在 

植物については、個々の事業地における土地造成等による改変による影響の可能性はありますが、近隣

の他事業の施設の稼働に伴う複合的、累積的な影響はないものと考えております。従って、予測評価に

ついては、現地調査結果に基づき、個々の事業において、重要種の生育地の減少や個体の消失等につい

て予測評価いたします。 

生態系 地形改変及び施

設の存在/施設の

稼働 

生態系については、各事業地の特性を踏まえ、事業地ごとに対象事業実施区域及びその周辺における上

位性及び典型性注目種を選定し、調査及び影響予測、評価を行います。各事業サイトそれぞれの注目種

は、対象事業実施区域内及びその周辺が行動範囲と想定される種を対象として検討を行います。従って、

生態系については、選定された上位性や典型性の注目種の行動圏に応じた範囲を予測・評価の対象とす

る方針です。行動圏が複数事業に渡ると想定される種については複合的、累積的影響の対象として予測

評価を行います。 

景  観 施設の存在 本事業を含む周辺 6 事業について、複数の対象実施区域が眺望景観に含まれると考えられる代表的な地

点については、視認される可能性のある視方向の撮影を行うとともに、眺望点の特性に応じてパノラマ

撮影等を実施します。フォトモンタージュの作成にあたっては、本事業を含む周辺 6 事業のうち、眺望

点から視認される可能性のある全ての事業を対象とします。 

また、上記の眺望点以外の景観調査地点については、本事業の対象事業実施区域が視認される視方向に

ついてフォトモンタージュの作成を行いますが、他事業の風力発電機がその視方向に含まれる場合は、

複合的、累積的な影響として他事業の風力発電機を含めたフォトモンタージュを作成いたします。 
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１９．累積的な影響の調査、予測、評価手法について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 247 ページの 配慮書に対する経済産業大臣意見（２）累積的な影響について事業者は「これら

の累積的な影響に対する予測・評価手法の考え方については第 6 章（P.6-17～P.6-89）に記載し

ています」とありますが、その内容は、たとえば 271 ページには「対象事業実施区域に隣接する

地域で計画されている風力発電所の工事との累積的な影響については、各事業地の位置や関係車

両のルート等を踏まえて個別に必要性を検討した上で、関係車両からの影響予測を行う。」とし

か書かれていません。この必要性を検討し、必要があるのであればその手法を示すのが方法書手

続きですので、検討結果を示してください（各地点共通）。 

 

【回答】 

工事に係る累積的影響は、周辺で計画する他事業の工事工程を踏まえて検討する必要がありま

すが、現時点では工事工程が確定していないため、そのように記載しております。準備書段階で

は工事工程をお示しした上で、累積的影響について必要に応じて予測・評価することといたしま

す。 

本事業の環境影響評価における複合的、累積的影響の考え方としては、対象とする個々の事業

に対し、周辺で計画している他事業が累積的または複合的な影響を及ぼすと想定される項目につ

いて、他事業の影響を加味した調査、予測、評価を実施し、個々の事業に対する周辺事業の複合

的、累積的影響について検討していく方針です。 

各項目について現時点で想定している複合的、累積的影響の調査、予測、評価の手法は P.20

にてお示しします。 

また、複合的、累積的な影響については、予測・評価手法が現段階では確立されているものは

無いと考えており、今後も引き続き、各分野の専門家のご助言等も頂きながら、調査を進めて参

りたいと思います。 

 

２０．二酸化窒素、粉じんの予測結果の示し方について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 265 ページ以下、二酸化窒素、粉じんの予測については準備書では面的な結果も示してくださ

い。 

 

【回答】 

準備書においては、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、粉じんの予測について面的な結果もお

示しいたします。 
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２１．一般環境・沿道環境調査地点周辺の位置関係について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 274,275 ページ、一般環境・沿道環境調査地点周辺についてもう少し大縮尺の図で示してくだ

さい。民家の影響も考えられますが、道路、近隣民家、測定地点の配置の関係はどのようになる

のでしょうか。 

 

【回答】 

現時点では、現縮尺(1/5 万）図面に基づき、対象事業実施区域と周辺の住宅等の位置関係から

調査地点を設定していますので、大縮尺の図示が困難な状況です。調査地点の考え方としては、

沿道大気調査地点は沿道の用地に、一般大気調査地点は道路の影響の小さい用地に設定しますが、

詳細な調査地点については、現時点では未定となっています。 

 

２２．一般環境大気の調査地点について 

 

【質問事項】 

 272 ページ【現地調査】（図 6.2-1 大気質調査地点図） 

【川西】 

対象事業実施区域の環境を代表する 1 地点（w-1）とする。 

【川南】 

対象事業実施区域の環境を代表する 1 地点（s-1）とする。 

とありますが、これらは同じ点ではないのでしょうか。同じ地点であれば同じ記号を用いてくだ

さい。 

 

【回答】 

川西サイトの対象事業実施区域の環境を代表する 1 地点（w-1）と川南サイトの対象事業実施

区域の環境を代表する 1 地点（s-1）は沼川集落内の同じ地点となります。 

（仮称）川西風力発電事業及び（仮称）川南風力発電事業については、関連する 2 事業として

2 事業合わせた方法書を作成しております。しかし、準備書においては 2 事業を分冊にする予定

であるため、方法書内での調査地点等の記載も川西・川南で分けた記載としておりました。 

但し、ご指摘のとおり、誤解を招く記載となっているため準備書においては、記号ではなく地

区名で示すなどわかりやすい表現となるよう修正いたします。 
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２３．騒音影響の評価に関する対応について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 P4-7(149) 配慮書の段階での影響評価として、稼働時の騒音影響は風力発電機から１ｋｍ程度

まで及ぶとの文献等の調査結果でしょうか、記載があります。これは風車の配置計画を考える上

で、個別住居や環境影響に配慮すべき施設まで確保すべき距離についての有力な根拠と捉えてい

るようです。P3-89(103)や P4-11(153)に示された図、P5-8(244)経産大臣意見への見解等の記述

から事業計画地内や地域外でも至近の距離に住居の存在が明らかです。実際の風車配置の検討で

は、知事意見（P7-16(354)-P7-17(355) 2.(1)）に答える意味でも、この様な捉え方と整合のと

れた評価の方法で、今後の検討を進めるよう期待します。P5-8(244)  2.(1)に示された経産大臣

意見に対する対応でも、以上のような観点からの評価対応を望みます。単基の場合には距離も有

力な目安と考えられますが、この事業の場合、どれ程の配置密度なのかそれらの重層効果も否定

できず軽々に判断できないことと考えられます。 

 

【回答】 

「風力発電所に係る騒音・低周波音に関する問題の発生状況」（平成 22 年 10 月、環境省水・

大気環境局大気生活環境室）によると、苦情等が発生した風力発電施設の直近施設までの距離は

概ね 1,000m 未満、最大で 1,500m であったことから、配慮書の段階での影響評価としては、騒音

及び超低周波音の影響が生じる範囲は施設から１ｋｍ程度であると考えております。風力発電機

の配置検討にあたっては、可能な限り風力発電機からの距離を確保するように努めますが、当然

ながら風力発電機からの距離のみで騒音・超低周波音の影響を評価できるとは考えておりません

ので、準備書においては風力発電機の規模や機種、配置等の諸元及び気象条件等も考慮した予測

を行い、騒音の環境基準（A 類型）や超低周波音の「超低周波音を感じる最小音圧レベル」、1/3

オクターブバンド別で「建具のがたつきが始まるレベル」及び「圧迫感・振動感を感じるレベル」

等との整合が図られているかを検討し、評価いたします。 
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２４．低周波騒音の評価方法について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 P6-32(280)に低周波騒音への評価方法が記載されています。1/3 オクターブバンド分析では

200Hz まで延長しての評価、さらに純音成分やスイッシュ音等風車騒音特有な特性の有無やその

強弱を検討項目に付け加えた評価方法の採用を望みます。 

 

【回答】 

1/3 オクターブバンド分析では 200Hz まで拡張して評価いたします。 

「風車騒音の Swish 音の程度」、「Tonality(dB)と Tonal audibility(dB)）」については、風

力発電機メーカーから入手に努め、入手可能な場合には準備書に記載いたしますが、純音成分の

騒音レベル、スィッシュ音の振幅変調幅がそのまま、距離により減衰するかについては不確実性

が大きく、予測及び評価方法が確立されていないものと認識しております。 

超低周波音の評価にあたっては、先行事例を参考にしながら、ご指摘の事項も含め、最新の知

見での評価を行う予定です。 

 

２５．低周波音測定時の風向風速について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 低周波音は風雑音の影響を受けやすいので、測定と同期して調査点の近隣で風向風速を観測す

るよう努めてください。 

 

【回答】 

ご指摘のとおり、低周波音は風雑音の影響を受けやすいので、現地調査時には代表する 1地点

で風向風速を観測いたします。 
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２６．可視領域図について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 準備書では、風力発電機の可視領域と、近接住居または集落との関係がわかる図を示してくだ

さい。 

 

【回答】 

準備書においては、風力発電機の可視領域と、近接住居及び集落との関係がわかる図をお示し

いたします。 

 

２７．風力発電機稼働時の騒音予測について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 準備書では、空気吸収の影響を、地域の平均的条件（年間平均温度・湿度）及び音の伝わりや

すい条件（日平均温度・湿度）を算定して検討してください。（ISO 9613-1or JIS Z 8738 の計

算式に基づき、騒音の周波数特性、気温、相対湿度を設定して計算。） 

 

【回答】 

準備書においては、稚内地方気象台及び沼川地域気象観測所の観測データを用いて、地域の平

均的条件や音の伝わりやすい条件（空気吸収の影響が小さくなる条件）について予測を行います。 

 

２８．残留騒音について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 準備書では、風車騒音の予測評価にあたり、地域の特性を踏まえ残留騒音（LA95）との比較検

討も行ってください。 

 

【回答】 

準備書においては、残留騒音（LA95）との比較検討も行います。 
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２９．風力発電機の稼働時の騒音についての特筆すべき事項について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 準備書では、特筆すべき事項として、「風車騒音の Swish 音の程度」、「卓越した純音成分の

特徴（純音成分がある場合は、可能ならば IEC 61400-11:2012 規格に従った性能試験結果から

Tonality(dB)と Tonal audibility(dB)）」についても記載をお願いします。 

 

【回答】 

準備書では、「風車騒音の Swish 音の程度」、「Tonality(dB)と Tonal audibility(dB)）」に

ついて風力発電機メーカーからの情報入手に努め、入手可能な場合には記載するようにいたしま

す。 

 

３０．騒音・振動・水質の調査地点について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 尾根筋に風車を設置する予定としているが，ある程度設置場所を特定できなければ予測評価の

結果は意味をもたないのではないかと考える。例えば予定している水質調査地点については，改

変工事が行われる場所との位置関係や改変の程度が明確でなければ調査地点に濁水がどの程度流

入する可能性があるのかすら議論できないのではないか。 

 

【回答】 

対象事業実施区域は、風力発電機の設置が想定される尾根部と想定される工事用道路を含むよ

うに設定しており、改変が想定されない箇所については対象事業実施区域から極力除外する形で

設定しています。 

 現時点では、風力発電機の配置が未確定であることから、具体的な配置を図示すること困難な

状況ですが、現時点で想定している風力発電機設置予定の範囲は P.4 に示すとおりです。 

 各調査・予測地点につきましては、風力発電機設置予定範囲をもとに影響が大きいと考えられ

る地点を選定しております。今後、風力発電機の配置が明らかになった時点で追加すべき地点が

認められた場合は、予測地点を追加する予定です。なお、水質調査地点と風力発電機設置予定範

囲及び流域を次項にお示しします。 
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図：水質調査地点と風力発電機設置

予定範囲及び流域の関係（川西） 
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図：水質調査地点と風力発電機設置

予定範囲及び流域の関係（川南） 
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３１．水の濁りに関する調査、予測、評価手法について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 工事に伴い土砂が発生し、また一時的にせよ裸地も発生する。そこに降雨有れば濁水が発生す

ることは自明であるにもかかわらず、環境影響の評価項目に取り入れていない。最近の他社の方

法書、準備書に準じて，下記のように調査および影響の回避を論じて下さい。沈砂地を設けると

いう記述は有りますが、妥当な性能を有すると判断できうる客観的な説明が必要です。最近の傾

向で妥当と思われるものは、以下の様な考え方です。直近の他社準備書をいくつか参考にされる

とよいでしょう。 

 

1. 集水面積、時間降雨量（直近 10 年程度の最大値で良いと考えています、気象庁のデーターで

十分）から沈砂地に流れ込む水量を求める。 

2. 掘削場所の土質ごとに土質粒子の沈降速度を求める、また浸透させるならば、土質の浸透計数

を求める。 

3. 沈砂地からオーバーフローさせるときの上澄みの濁度が近傍河川の降雨時浮遊物質量（mg/L）

を超えないように設計する。 

4. 河川の浮遊物質量は平常値と降雨時（雨量も記録）の値を実測する。 

 

【回答】 

造成等の施工による一時的な影響による水の濁りについては、環境影響評価の評価項目に選定

し、調査、予測及び評価の手法は方法書 P6-40（288）～P6-43（291）に記載したとおりです。 

予測の手法は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（面整備事業環境影響評価研究会、

平成 11 年）に基づき、水面負荷より沈砂池の排水口における浮遊物質量を定量的に予測する方針

ですが、ご指摘の内容も踏まえ検討したいと思います。 
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【二次質問】 

濁水の予測に、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」を利用するということですが、当

該マニュアルは林地や草地等を宅地や事業用地にするための改変に係わるものです。風力発電の

場合は天然自然に与えるインパクトを可能な限り低減することが目的なので、「面整備事業」と

は本質的に異なると考えて下さい。計算の方法などは参考になると思いますが、数字を流用する

のは危険です。同様に、沈砂地からの排水の基準を水質汚濁防止法の数字にしていますが、同法

律は、特定事業場から公共用水域に出される排水について定められたもので、林地への排水を前

提にはしていません。近傍河川の浮遊物質濃度以下にキープするというのが一番説得力有りそう

ですが、いかがでしょう。 

 

【二次回答】 

濁水の予測においては、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」に記載された予測手法を

用いて、浮遊物質量の定量的な予測を行う方針としていますが、降雨の条件は日常的な降雨量を

対象とする弱雨である 3.0mm/h と、稚内市の大雨注意報の基準となる強雨である 25mm/h を想定し

ています。また、評価については、ご指摘を踏まえ、水質汚濁防止法の排水基準の他、現地調査

における降雨時の水の濁りの程度を踏まえた適切な評価基準を設定することとします。なお、上

記を踏まえて予測地点は排水口及び合流後の河川の地点を想定しています。 
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３２．想定される風車設置場所と動物の調査地点の関係について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 想定される風車設置場所と踏査ルート，ポイント調査点との関係を説明していただきたい。特

に，踏査ルートは風車設置が想定されている尾根筋をカバーできているのか説明されたい。 

 

【回答】 

風力発電機設置予定範囲と踏査ルート、調査地点の示した図を次項に示します。 

踏査ルート及び調査地点は、対象事業実施区域内の環境タイプを考慮し、環境タイプを網羅で

きるように設定しています。 
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図：哺乳類・昆虫類調査地点（川西）

注）現地章等によっては、ルートの変更を伴う場合もある。 
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図：哺乳類・昆虫類調査地点（川南）

注）現地章等によっては、ルートの変更を伴う場合もある。 
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図：一般鳥類調査地点（川西） 
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図：一般鳥類調査地点（川南） 
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図：渡り鳥・希少猛禽類調査地点 

（川西） 
注）調査地点は鳥類の出現状況に応じて、適宜、複数地点を選択する。 
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図：渡り鳥・希少猛禽類調査地点 

（川南） 
注）調査地点は鳥類の出現状況に応じて、適宜、複数地点を選択する。 
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図：爬虫類・両生類調査地点（川西）

注）現地状況等によっては、ルートの変更を伴う場合もある。 



39 

 

図：爬虫類・両生類調査地点（川南）

注）現地状況等によっては、ルートの変更を伴う場合もある。 
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図：魚類・底生動物調査地点（川西）
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図：魚類・底生動物調査地点（川南）
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３３．渡り鳥の調査について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 渡り鳥の夜間の飛翔調査は実施しないのか。また，レーダー調査の活用は検討しないのか。 

 

【回答】 

夜間の渡り鳥の状況を把握するため、専門家等のヒアリング結果も踏まえ、日の出前 2 時間及

び日の入後 2 時間の夜間調査を実施し、日の出前と日入後の夜間の状況についても把握致します。

そのほか夜間のコウモリ類調査時や鳥類調査時において鳴き声の確認に努め、その状況を把握す

る予定です。 

なお、レーダー調査については、地形状況や障害物（樹木等の繁茂状況）等による制限を踏ま

え、実施の可否を検討します。 

 

３４．既設風車周辺における鳥類の詳細調査について 

 

【質問事項】 

 既設風車の周辺において，飛翔状況，衝突実態の詳細調査を実施できないか検討されたい。 

 

【回答】 

対象事業実施区域の近隣に既設風車が存在する川西地区では、その付近に観察定点をおくなど

し、既設風車付近の飛翔状況を確認するように努めます。 

衝突実態については、事業地からやや離れてはいますが宗谷ウィンドファームにおいてはバー

ドストライクの確認を行っていますのでそのデータを活用できると考えています。 
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３５．鳥類相の密度データの取得について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 風車が設置されることにより鳥類相の変化や密度が低下することを危惧する指摘があるため，

事前の調査データとして重要種の分布の確認だけではなく密度データを取得し，整理しておく必

要があると考えます。 

 

【回答】 

鳥類については、ラインセンサスやポイントセンサスの実施により一定範囲もしくは一定時間

におけるデータを取得します。これらのデータを用いて、定量的な評価に努めたいと考えており

ます。 

 

３６．鳥類調査の目視調査範囲について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 飛翔軌跡，飛翔高度調査を実施する場合，それぞれの調査地点でどの範囲までの目視調査が可

能であるのかを示されたい。 

 

【回答】 

視野範囲は次項に示すとおりです。 
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図：視野図（川西） 
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図：視野図（川南） 
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３７．鳥類の広範囲での調査について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 多数の風車が並ぶことにより鳥類の飛翔パターンが変化する可能性があることが懸念される。

このため，対象事業実施区域のみならず，近隣計画地点についても相互に調査計画やデータの共

有などを検討して，相互に広範囲に調査を行うようにしていただきたい。 

 

【回答】 

ご指摘を踏まえ、近隣計画地点についても相互に調査計画やデータの共有につとめ、広範囲に

調査を行えるよう検討して参ります。 

なお、一般鳥類及び希少猛禽類の渡り調査では、鳥類の渡り期の生息分布状況を広域的に把握

することを目的に、本事業地を含む周辺の 6事業地において同日調査の実施を検討しています。

現地調査においては、各事業地間で連絡体制を取り、調査結果について情報共有できる計画とし

ています。また、調査に当たっては、専門家の助言を踏まえ、鳥類の渡りルートや中継地となる

箇所を勘案して、本事業実施区域周辺の調査地以外に、対照地点（補足地点）を設け、当該地域

の広域的な渡り状況の把握に努めます。 
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３８．コウモリ類の調査方法について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 コウモリ類に対しては、バットディテクターによる調査のみが行われる計画になっていますが、

周波数だけでは種が同定困難な場合が多いので、捕獲調査を行うべきでしょう。 

 

【回答】 

コウモリ類については、特に風車とバッティングする高高度を飛翔するコウモリ類の生息状況

を広域的に把握することに主眼をおいた調査を実施するため、バットディテクターによる調査を

行う予定です。捕獲調査であってもこれらの種群の捕獲は難しいと考えられるため、バットディ

テクターにより特に利用頻度が高い場所等が把握できるように努めてまいります。 

 

【二次質問事項】 

種の特定のために捕獲調査を行った方がいいのでは？との質問に対し、バットディテクターで

広域的に生息を把握するのが目的で、高高度を飛翔するコウモリは捕獲が困難という回答でした。

それに対し、果たして、バットディテクターでどの程度正確な飛翔高度が明らかになるのか不明

であること、さらには希少種の多いコウモリ類では、影響評価を行う場合に、やはり種の同定が

必要となるのではないかと思われることから、コウモリを長年専門に研究している専門家（たと

えば、東京大学富良野演習林の福井助教など）に、ヒアリングをすることが必要と考えます。諸

外国では、コウモリの衝突もしくは接近するだけでプロペラによる減圧で潜水病になって死亡す

る例が多いということのようですので、バットストライクの影響についても真摯に受け止め、適

切な調査方法をとるべきではないかと考えます。 

 

【二次回答】 

コウモリ類の調査手法は、北海道においてコウモリ類等の森林性小型哺乳類を中心に研究をさ

れている専門家のご意見を踏まえた上で策定したものですが、今回ご指摘いただいた観点を踏ま

えた上で、再度専門家へのヒアリングを実施し、適切な調査手法を検討してまいります。
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３９．既設風力発電所周辺における鳥類の現地調査について 

 

【質問事項】 

 川西地域には、既設の発電所があることから、発電所建設後の鳥類の現状が実際に示されてい

るものと思われます。したがって多くの調査定点を既設発電所周辺に設け、鳥類の回避率、行動

変化についての正確なデータをとるべきです。それらと建設前の現地調査結果と比較検討するこ

とが、もっとも科学的に説得力をもつ予測評価につながります。現在は各環境要素ごとに定点を

配置という方針のようですが、他側面からの重点的な調査地点配置も必要です。 

 

【回答】 

対象事業実施区域の近隣に既設風車が存在する川西地区では、その付近に観察定点をおくなど

し、既設風車付近の飛翔状況を確認するように努めます。なお、近隣に風力発電所がない川南地

区においては、近隣に既設風車が存在する他事業とのデータの共有を図ります。 

 

４０．植物に関するヒアリングについて（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 特定植物群落（丘陵ササ草原）に選定されていたり、土砂流出防備保安林に指定されている。

これらの場所の改変はできるだけ避けるべきと考えるが、住民意見の指摘にもあるように聴取し

た専門家の意見には偏りがあると考えられることから、保全生態学的な観点からの意見も聴取す

べきと考える。 

 

【回答】 

方法書における植物の専門家の意見聴取は、当該地域の環境を考慮し、特に森林植生や希少種

植物に関して調査手法や調査時期の確認や当該地域の情報を補足することを目的として実施しま

した。ヒアリング対象の専門家等は、項目毎の専門性や当該地域における知見等を踏まえて選定

しています。今後調査・予測・評価や環境保全措置の検討にあたって、追加の情報収集が必要と

考えられる項目については、さらなるヒアリングを検討します。 
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４１．植生調査の調査地点について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 植生調査を行う予定となっているが調査ポイントはどこで実施するのか示されたい。 

 

【回答】 

植生調査は、対象事業実施区域及びその周辺 250m の範囲内を基本としており、コドラート調査

地点は、現地の状況を踏まえて植生毎に設定する予定です。そのため、現段階では図示してお見

せすることはできません。 

 

４２．伐開により生じる林縁部への影響について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 年間を通じて日本海側からの卓越風の影響を強く受けていることから樹林の伐開面積を最小限

に抑え，伐開により生じるおそれのある風の吹き抜けや，新たに生じた林縁部分等が乾燥や強風

等の害を受けることによる樹林の劣化等の影響を回避または極力低減すること，と配慮書段階で

計算大臣意見が述べられています。事業者としては具体的にどの程度までの伐開であれば影響を

回避等できるのかについて示す必要があると考えますので，これに係る具体的な調査等を示して

いただきたい。なお，伐開により周辺の樹木の成長速度が低下することを指摘する報告が出され

ています。 

 

【回答】 

植生については、現時点で把握している文献調査における情報と現況とが異なる場合がありま

すので、まずは対象事業実施区域内の詳細な植生調査により、実際の植生の分布状況の把握に努

めます。 

風力発電施設及び建設作業道の敷設に際しては、既存林道や作業道の活用を基本とし、樹林の

伐採を極力回避、または伐採面積を最小化できるよう風力発電機の配置や作業道の建設ルート検

討を行います。 

どの程度の伐開であれば影響を回避できるのかについて、現時点で明確な回答をお示しするの

は困難ですが、植生の分布状況や改変の有無や程度を把握した上で、植生の回復への影響が懸念

される箇所については専門家等の意見を踏まえて保全措置を検討していく予定です。 
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４３．改変（伐開）前の段階での微気象観測について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 改変（伐開）前の段階での林内風速等の微気象観測を実施し，現状を把握されたい。（事後調

査として，改変後の微気象観測を実施する必要があると考えます。） 

 

【回答】 

No.42 の回答と関連いたしますが、改変（伐開）による影響については、可能な限り低減でき

るよう対策を講じてまいる所存です。現時点では微気象の観測の実施は計画しておりませんが、

改変（伐開）箇所付近に重要な植物種や群落が確認された場合には、専門家等の助言及び指導を

仰ぎ、必要に応じて森林内及び林縁の微気象観測についても検討していきたいと考えています。 

 

４４．生態系の注目種の選定根拠について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 生態系の上位種としてノスリチュウヒ，キタキツネを注目種の候補に，典型性としてネズミ類，

エゾタヌキ，カラ類を注目種の候補としていますが，選定根拠を説明していただきたい。 

 

【回答】 

 方法書に記載した生態系の注目種候補の選定根拠は、以下に示す通りです。なお、現時点では

現地の状況等を踏まえ、上位性はキタキツネ又はノスリ、典型性はネズミ類又はカラ類を候補と

して検討しています。 



51 

 

表：方法書に記載した注目種候補の選定根拠 

視点 注目種等 選定根拠 

上位性 

キタキツネ 

小型哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫類等の小動物を中心に捕食するが、果実、

農作物等も食べる。行動圏が広く、樹林や草地を主な生息環境として利用す

ることから、事業の実施による植生や土地の改変による影響を予測するのに

適している。 

ノスリ 

主に草地等の開けた場所で、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫類等の小動物

を捕食する。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

が限定されていることから、森林の改変に敏感な種類である。行動圏が広く、

森林や草地、農耕地、水辺など開けた場所も利用するが、繁殖や休息の場と

して森林の大木等を利用するため、広域での植生や土地利用の改変による影

響を予測するのに適している。 

チュウヒ 

主に湿地（ヨシ原等）や草地等の開けた場所で、小動物を捕食する。ヨシ原

等の地上に営巣し、周辺を利用することから、湿地（ヨシ原等）や草地等の

植生や土地利用の改変による影響を予測するのに適している。 

典型性 

エゾタヌキ 

雑食性で、広い食性をもつ。森林や草地、農地だけでなく市街地など幅広い

環境を餌場やねぐら等として利用するため、草地環境、樹林環境の改変によ

る影響を予測するのに適している。 

ネズミ類 

エゾヤチネズミ、エゾアカネズミ等を対象とする。雑食性で、個体数が多く、

調査により分布状況を把握しやすい種群である。樹林や草地を主な生息環境

として利用するため、草地環境、樹林環境の改変による影響を予測するのに

適している。 

カラ類 

シジュウカラ、ハシブトガラ等を対象とする。雑食性で、昆虫、クモ、果実

や種子などを食べる。主に平地から山地にかけての樹林に生息するため、樹

林環境の改変による影響を予測するのに適している。 
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４５．生態系の注目種の調査、予測、評価手法について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 注目種の絞り込みとそれらを対象とした調査項目，定量的な評価に向けた手法等について説明

されたい。 

 

【回答】 

選定した注目種を対象とした調査項目、評価手法等は以下に示す通りです。 
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１．キタキツネを上位性注目種とし、生息環境、餌環境に着目した把握方法 
 

 

 

 

生息状況 

●フィールドサイン調査等

で足跡、糞、巣穴等の痕跡

確認 

注目種の生態的特性 

●文献により採餌対象や採餌

や繁殖に適した環境等を把握 

糞分析により主

要な餌を把握 

【調査】 

【解析】 

餌量の状況 

●小型哺乳類、昆虫類等の生息

状況を環境類型区分毎に把握 

現存植生 

●植生分布調査

により作成 

●現地調査結果から採餌場

所、繁殖場所の抽出 

●文献により採餌行動・繁

殖行動に影響を与える環境

要因や一般に好むとされる

採餌環境・繁殖環境の抽出 

●環境類型区分ごとの主要な

餌生物の生息密度等を算出 

●文献によりキタキツネに

とって単位期間あたりに必要

な餌量等を把握 

・環境類型区分 

・植物群落の分布 

キタキツネの生息環境の好

適性区分図の作成 

 

【予測】 

影響予測 

事業計画（風力発

電機の配置等） 

餌生物の生息環境の好適性

区分図の作成 
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◆調査方法 

１）生息状況調査 

調査範囲内を踏査し、糞、足跡、巣穴などのフィールドサインを記録する。以下に調査、解析

方法の案を示す。 

 キタキツネのフィールドサインの確認位置を記録する。 

 フィールドサインの確認位置等をもとに行動範囲や高頻度利用域、好適な繁殖環境を推定す

る。 

 

２）餌量調査 

調査範囲内を踏査し、各調査エリアそれぞれから数個の糞を採取する。糞分析の結果より、キ

タキツネが好む餌生物の分布状況および密度を把握する。以下に調査、解析方法の案を示す。 

 採集した糞は室内に持ち帰り、実体顕微鏡等を用いて内容物を分析する。出現種の同定は分

類群上の大きなグループ分け程度に留める（昆虫類やネズミ類など）。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。 

 小型哺乳類（ネズミ類）、昆虫類（地上徘徊性昆虫等）の生態を踏まえて対象事業実施区域

及びその周辺を環境類型区分と関連づけてエリア区分 

 各エリアにトラップを設置して、小型哺乳類（ネズミ類等）、昆虫類（地上徘徊性昆虫等）

を捕獲・採集 

 調査結果をもとに、環境類型区分ごとの生息密度を推定する。 
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２．ノスリを上位性注目種とし、生息環境、餌環境、営巣環境に着目した把握方法 

 

 

 

 

生息状況 

●希少猛禽類調査

等で行動範囲・採餌

行動を把握 

注目種の生態的特性 

●文献により採餌対

象や採餌や繁殖に適

した環境等を把握 

主要な餌と考え

られるネズミ類

を想定 

【調査】 

【解析】 

餌量の状況 

●ネズミ類の生息状

況を環境類型区分毎

に把握 

営巣・繁殖状況 

●希少猛禽類調査

等で営巣地や繁

殖の状況を把握 

現存植生 

●植生分布調査

により作成 

●現地調査結果か

ら採餌・探餌場所の

抽出 

●文献により採餌

行動に影響を与え

る環境要因や一般

に好むとされる採

餌環境の抽出 

●環境類型区分ごと

のネズミ類の生息密

度等を算出 

●文献によりノスリ

にとって単位期間あ

たりに必要な餌量等

を把握 

●現地調査結果及

び文献により営巣

に適した環境を抽

出 

・環境類型区分 

・植物群落の分布 

ノスリの採餌環境

の好適性区分図の

作成 

ノスリの営巣環境

の好適性区分図の

作成 

【予測】 

影響予測 

事業計画（風力発

電機の配置等） 

ネズミ類の生息環

境の好適性区分図

の作成 
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◆調査方法 

１）生息状況調査 

定点観察による希少猛禽類調査に準じた方法で実施する。以下に調査、解析方法の案を示す。 

 ノスリの確認位置、行動を記録する。特に、採餌・探餌場所、採餌・探餌行動に着目して記

録する。 

 採餌行動の確認頻度からメッシュ解析を実施し、よく利用する餌場を推定し、好適な採餌環

境を推定する。 

 採餌行動の確認頻度が低く解析が困難な場合は、ノスリの全確認位置（もしくはそこから繁

殖や渡りに関する行動を除外した確認）によるメッシュ解析を実施し、よく利用する場所を

推定する。 

 

２）餌量調査 

ノスリの主要な餌である小型哺乳類（ネズミ類）について調査方法を記載する。以下に調査、解

析方法の案を示す。 

 小型哺乳類（ネズミ類）の生態を踏まえて対象事業実施区域及びその周辺を環境類型区分と

関連づけてエリア区分。 

 各エリアにトラップを設定して、小型哺乳類（ネズミ類）を捕獲。 

 調査結果をもとに、環境類型区分ごとの生息密度を推定する。 

 

３）営巣・繁殖状況調査 

営巣木の確認、繁殖の状況などを確認する。希少猛禽類調査に準じた方法とする。以下に調査、

解析方法の案を示す。 

 営巣が確認された場合は、営巣木の確認ならびに周辺の植生や群落構造等を記録する。 

 営巣している環境と類似の環境を抽出し、好適な営巣環境を推定する。 
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３．ネズミ類を典型性注目種とし、生息環境、餌環境に着目した把握方法 

 

 

 

 

【調査】 

現存植生 

●植生分布調査

により作成 

生息状況 

●捕獲調査により確認種

および個体数を記録 

注目種の生態的特性 

●文献により採餌対象や採

餌等に適した生息環境等を

把握 

【解析】 

●現地調査結果から環境類型区分ごとに優占種を抽出、生息密度

を推定 

●文献により利用状況に影響を与える環境要因や一般に好むと

される利用環境の抽出 

・環境類型区分 

・植物群落の分布 

●ネズミ類の生息環境の好適性区分図の作成 

【予測】 

影響予測 

事業計画（風力発

電機の配置等） 
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◆調査方法 

１）生息状況調査 

環境類型区分ごとに捕獲調査を行なう。以下に調査、解析方法の案を示す。 

 捕獲調査（トラップ調査）によりネズミ類の確認種及び個体数を記録する。 

 類型区分ごとに優占種、生息密度等を推定する。 

 

２）生態的特性 

文献により繁殖、採食、休息、移動の利用形態、習性を整理し、ネズミ類が好む生息環境の選好

性を把握する。以下に調査、解析方法の案を示す。 

 ネズミ類の一般生態を整理する。 

 植生等の状況をもとにネズミ類が好む生息環境を抽出する。 
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４．カラ類を典型性注目種とし、生息環境、餌環境に着目した把握方法 

 

 

 

 

【調査】 

現存植生 

●植生分布調査

により作成 

生息状況 

●ラインセンサス調査時

に種名、確認位置、個体

数を記録 

注目種の生態的特性 

●文献により採餌対象や採

餌等に適した生息環境等を

把握 

【解析】 

●現地調査結果から環境類型区分ごとに優占種を抽出、生息密度

を推定 

●文献により利用状況に影響を与える環境要因や一般に好むと

される利用環境の抽出 

・環境類型区分 

・植物群落の分布 

●カラ類の生息環境の好適性区分図の作成 

【予測】 

影響予測 

事業計画（風力発

電機の配置等） 
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◆調査方法 

１）生息状況調査 

ラインセンサス等によりカラ類の確認状況を記録する。以下に調査、解析方法の案を示す。 

 ラインセンサス調査時にカラ類の確認種及び個体数を記録する。 

 類型区分ごとに優占種、生息密度等を推定する。 

 

２）生態的特性 

文献により繁殖、採食、休息、移動の利用形態、習性を整理し、カラ類が好む生息環境の選好性

を把握する。以下に調査、解析方法の案を示す。 

 カラ類の一般生態を整理する。 

 植生、樹林の階層構造等の状況をもとにカラ類が好む生息環境を抽出する。 
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４６．景観に関する地域住民や自治体からの意見聴取について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 将来的に当該計画地を含む周辺一帯に風車が林立する状況にあります。景観の評価については

単にフォトモンタージュによる評価だけではなく，地域の住民や周辺自治体などからも意見を聴

くなどの工夫が必要と考えます。 

 

【回答】 

景観の評価につきましては、フォトモンタージュによる評価だけではなく、周辺自治体等のご

意見等を評価に反映させるように努めます。 

 

４７．風力発電機の配色について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 配色についてもメーカー指定の配色だけを検討するのではなく，複数案を検討して地域に溶け

込む配色案を選別する工夫が必要と考えます。 

 

【回答】 

風力発電機の色彩については、「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」において、『背景が空、水面等の場合は、むしろ灰色等の無彩色がなじみやす

い』とされ、明度については、暗灰色は『背景が山稜や樹林の場合に調和性が高く、空の場合に

もまずまず。オールラウンド的』、明灰色は『背景が空の場合、調和性が高い。背景が山稜の場

合でも白より調和性が高い』とされていることを踏まえ、暗灰色あるいは明灰色のバリエーショ

ンのなかから、より周辺景観に溶け込む色彩を選定いたします。なお、対応可能な色について、

メーカーに問い合わせながら検討を進めたいと思います。 
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４８．景観に対する環境保全措置について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 事業予定地一帯は自然の改変度合いが低度に保たれ、また人工の遮蔽物等が少なく、見晴らし

の利くところであり、風車設置による景観の変化、その質的低下が懸念される。風車の配置、デ

ザイン、色彩等においては、景観の質的劣化が最小限に抑えられるような策を講じられたい。 

 

【回答】 

風力発電機の配置、デザイン、色彩等につきましては、騒音・超低周波音、風車の影、動物、

植物、生態系等の環境要素に留意しつつ、景観の観点からも、いただいたご指摘を踏まえて地域

特性に配慮し、景観の質的劣化を最小限に抑えるよう検討いたします。 

 

４９．可視領域図等及び景観の調査地点について（他事業と共通） 

 

【質問事項】 

 可視領域は、視野角の大きさでランクづけされた可視領域図として図示されたい。そして、垂

直又は水平の視野角において、その度合いの大きいもの等、眺望景観に大きな変化をもたらすお

それの大きいものについてはその対策等を示すものとしたい。なお、景観の調査地点には、「主

要な眺望点」の他に、風車を日々、日常的に見ることになる、眺望頻度の高い集落等における地

点を含め、必要な解析・評価を行う。 

 

【回答】 

視野角の大きさを図示した可視領域図を次項に示します。また、眺望景観に大きな変化をもた

らすような状況が予測される場合には、風力発電機の配置を配慮し、デザイン、色彩等について

は周辺の景観と調和するよう検討することにより、影響を低減できるよう努めます。なお、景観

の調査地点として、方法書においても集落等の地点を選定しています。 
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図：可視領域と垂直視野角 
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