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Ⅰ 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境影

響評価準備書を作成した旨等を公告し、準備書及び要約書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供す

るとともに、インターネットの利用により公表した。 

(1) 公告の日 

平成 29年 6月 9日（金） 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞による公告（別紙 1参照）

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・ 日刊留萌  （平成 29年 6月 9日付 7面） 

・ 北海道新聞 （平成 29年 6月 9日付 朝刊 31面） 

② インターネットによるお知らせ

平成 29年 6月 9日（金）から、下記のホームページに「公告」を掲載した。 

・ （株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト（別紙 2参照） 

http://eeh-development.com/shintomamae/pdf_1.html 

・ 苫前町役場 新苫前風力 環境影響評価準備書について（別紙 3参照） 

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kikakushinko/oa5p850000001mkb.html 

・ 北海道庁 環境影響評価図書縦覧情報（別紙 4参照） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/assess-book-info.htm 

(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 2箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用による縦覧を行った。 

① 関係自治体庁舎での縦覧

・ 苫前町役場 企画振興課

・ 北海道留萌振興局 保健環境部環境生活課

② インターネットの利用による縦覧

・ （株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト（別紙 5参照）

http://eeh-development.com/shintomamae/ 
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(4) 縦覧期間 

・ 縦覧期間：平成 29年 6月 9日（金）から平成 29年 7月 10日（月）まで 

（土・日曜日・祝日を除く。） 

・ 縦覧時間：開庁日の午前 9時～午後 5時まで （開庁時間に準じる） 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態とした。 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（縦覧者名簿記載者数）は１名で、各縦覧場所別の縦覧者数は以下のとおりである。 

・ 苫前町役場 １名 

・ 北海道留萌振興局 ０名 

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 416回であった。 

2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、環境影響評価準備書の記載事項を周知するための説

明会を開催した。 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3、別紙 4参照） 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会は苫前町福祉センターで行った。開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

開催日時 平成 29年 6月 29日（水） 午後 6時から午後 7時 20分 

開催場所 苫前町福祉センター（苫前郡苫前町苫前１７２） 

来場者数 2名 
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3. 環境影響評価準備書についての意見の把握

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見書の

提出を受け付けた。 

(1) 意見書の提出期間 

平成 29年 6月 9日（金）から平成 29年 7月 24日(月)まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。（別紙 6参照） 

① 縦覧場所に設置した意見箱への投函

② 株式会社ユーラスエナジーホールディングスへの書面の郵送

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 2通であった。 
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Ⅱ. 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と事業者の見解 

「環境影響評価法」第 18条及び第 19条に基づく、環境影響評価準備書についての環境の保全の見

地からの提出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。 
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環境影響評価準備書について述べられた意見の概要と当社の見解 

１．動物 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

■P206専門家等への意見聴取の内容について

P206に大学教員（哺乳類・爬虫類・両生類）が「確認された

コテングコウモリは高空を飛ぶことがほとんどなく、ヒナコウ

モリ科は確認頻度が極めて限られていることから、影響は尐な

いと言えるだろう。追加調査は、コウモリ相が薄いことから調

査地区として適切な調査とはいえない。」と述べている。 

事業者がバットディテクターで調査したのは、P446を見ると

平成 27 年 6 月 12 日、8 月 4 日、6 日の 3 日間である。年間で

たった 3日間しか調査していないから、「確認頻度が極めて限

られている」だけであろう。このような尐ない調査結果から、

「影響は尐ない」と言いきれるはずがなく、この専門家の発言

は「適切とは言えない」。 

コウモリ類については、哺乳類全般を対象と

した調査時に、樹洞内や大きな葉の中で休息し

ている個体がいないかといった生息確認調査

を実施しているほか、春季、夏季についてはコ

ウモリ類に特化したバットディテクター調査

を実施しており、幅広く対象事業実施区域内外

の生息状況の調査を実施しました。 

なお、調査の事前段階において文献調査や専

門家ヒアリングを行い、対象事業実施区域の周

辺にはコウモリ類の主要な生息地がなく生息

数が尐ないと考えられることを確認しており、

専門家の助言も踏まえた上で調査方法を決定

しました。 

コウモリ類を含む哺乳類については、北海道

における哺乳類の生息状況に関する知識と経

験豊富な専門家にご指導頂き、現地調査を実施

しており、その調査結果を踏まえ、予測、評価

を行いました。 2 

■P206専門家等への意見聴取の内容について

P206に大学教員（哺乳類・爬虫類・両生類）が「確認された

コテングコウモリは高空を飛ぶことがほとんどなく、ヒナコウ

モリ科は確認頻度が極めて限られていることから、影響は尐な

いと言えるだろう。追加調査は、コウモリ相が薄いことから調

査地区として適切な調査とはいえない。」と述べている。 

しかし、事業者はコウモリの相調査（捕獲調査）をしていな

いので事業実施区域の「コウモリ相」は不明なはずである。専

門家は「コウモリ相が薄い」という主張をしているが、その根

拠が示されていない。よって、この専門家の発言は「適切とは

言えない」。 

3 

■P206専門家等への意見聴取の内容について

P206に大学教員（哺乳類・爬虫類・両生類）が「確認された

コテングコウモリは高空を飛ぶことがほとんどなく、ヒナコウ

モリ科は確認頻度が極めて限られていることから、影響は尐な

いと言えるだろう。追加調査は、コウモリ相が薄いことから調

査地区として適切な調査とはいえない。」と述べている。 

テレメトリー調査によれば、コテングコウモリは樹冠付近も

ねぐらにすることが確認されている。また樹林内を飛翔するコ

ウモリであっても、樹林（林縁）から 200m 以内に建てた風車

では、バットストライクのリスクが高いことがすでに判明して

いる。「確認されたコテングコウモリが高空を飛ぶことがほと

んどない」という根拠を述べないかぎり、この専門家の発言は

「適切とは言えない」。 

4 

■P206専門家等への意見聴取の内容について

P206に大学教員（哺乳類・爬虫類・両生類）が「確認された

コテングコウモリは高空を飛ぶことがほとんどなく、ヒナコウ

モリ科は確認頻度が極めて限られていることから、影響は尐な

いと言えるだろう。追加調査は、コウモリ相が薄いことから調

査地区として適切な調査とはいえない。」と述べている。 

事業者がバットディテクターで調査したのは、P446を見ると

平成 27 年 6 月 12 日、8 月 4 日、6 日の 3 日間である。また、

P447のバットディテクターの踏査ルートをみると、改変区域内

をほとんど調査していない。年間たった 3日間でかつ改変区域

を調査していないから、「確認頻度が極めて限られている」だ

けであろう。よって、「影響は尐ない」と言いきるには「その

根拠が薄く」、この専門家の発言は「適切とは言えない」。P206

大学教員（哺乳類・爬虫類・両生類）の発言は不適切な内容が

多いため信用できない。よって、コウモリ類について別の専門

家に意見を聞くべきではないか。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

5 

■P445 バットディテクターによる調査について

まずは事業者が調査で使用したバットディテクターの機種、

台数、探知可能距離を記載せよ。 

事業者の調査の結果、対象事業実施区域にコウモリが生息す

ることが明らかとなった。しかし、事業者は地表付近のコウモ

リについて調査をしただけであり、高空、つまりブレードの回

転範囲の利用状況を把握していない。ふつう、バットディクタ

ーの探知距離は短く、地上からでは高空、つまりブレードの回

転範囲の音声はほとんど探知できない。事業者の行った調査で

は「バットストライク」についての「適切な予測」は不可能で

ある。よって事業者はコウモリ類について追加調査をするべき

ではないのか。 

バットディテクターによる調査は、ヘテロダ

イン式バッドディテクター１台とフリークエ

ンシーバットディテクター１台を併用し、連続

的に調査を実施しました。バットディテクター

による探知可能範囲は、対象となるコウモリが

どの程度の音圧を発するかに依存するため、一

概に示すことはできません。一方で、高空を利

用するコウモリはヒナコウモリ等が想定され

ますが、いずれも一般に音圧が強いとされてい

ることから、探知は可能であると考えます。 

6 

■P631コウモリ目 20～30kHzの影響予測について

P631 「バットディテクター調査における確認頻度が低かっ

たことから、対象事業実施区域及びその周囲に、ねぐらや繁殖

場等として本種が集団で利用している大径木の樹洞等は存在

しないと考えられる。また風力発電機は間隔が保たれており、

本種が迂回可能な空間が確保されていることから、移動経路の

遮断・阻害による影響は小さいものと予測する」とあるが、P446

を見ると事業者がバットディテクターで調査したのは平成 27

年 6月 12日、8月 4日、6日の 3日間である。また、P447のバ

ットディテクターの踏査ルートをみると、対象事業実施区域内

をほとんど調査していない。年間たった 3日間でかつ対象事業

実施区域を調査していないから、「バットディテクター調査に

おける確認頻度が低かった」だけではないのか。 

コウモリ類については、哺乳類全般を対象と

した調査時に、樹洞内や大きな葉の中で休息し

ている個体がいないかといった生息確認調査

を実施しているほか、春季、夏季についてはコ

ウモリ類に特化したバットディテクター調査

を実施しており、幅広く対象事業実施区域内外

の生息状況の調査を実施しました。 

なお、調査の事前段階において文献調査や専

門家ヒアリングを行い、対象事業実施区域の周

辺にはコウモリ類の主要な生息地がなく生息

数が尐ないと考えられることを確認しており、

専門家の助言も踏まえた上で調査方法を決定

しました。 

7 

■P631 コウモリ目 20～30kHzの影響予測について

「本種は樹林上空の開けた空間を飛翔する種であることか

ら、ブレード、タワーに接近・接触する可能性があるが、本事

業の風力発電機の間隔は、本種が迂回可能な空間が確保されて

いること、餌となる昆虫類を誘引する可能性があるライトアッ

プを行わないことから、ブレード、タワーへ接近・接触する可

能性は小さいものと予測される」とあるが、ライトアップをし

ていなくてもバットストライクは発生している。研究によれば

昆虫類が誘引されるのはライトアップだけでなくナセルの熱

も要因であることがわかっている。 

ライトアップは昆虫類を誘引するが、だからといって、「ラ

イトアップを行わない」ことにより「バットストライクが低減

される」わけではない。 

「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 平成 27年）に「ラ

イトアップが昆虫類を誘引することで、それを

餌とする夜行性鳥類やコウモリ類も誘引され

る可能性にも留意することが望ましい。」と示

されております。昆虫類を捕食するコウモリ類

に対しては、ライトアップを行わないことによ

り昆虫類の誘引を抑制することは一定の効果

があると考えます。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

8 

■「ライトアップをしないことによりバットストライクを低減

できる」とは書いていない 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引」に

は「ライトアップをしないことによりバットストライクを低減

できる」とは書いていない。同手引きの P3-110～111には「カ

ットイン風速をあげることで、衝突リスクを低下させることが

できる」と書いてある。欧米の研究で「カットインをあげるこ

と」と「低風速時のフェザリング」がバットストライクを低減

する効果があることがすでに判明している。 

「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」（環境省 平成 27年）に「ラ

イトアップが昆虫類を誘引することで、それを

餌とする夜行性鳥類やコウモリ類も誘引され

る可能性にも留意することが望ましい。」と示

されております。昆虫類を捕食するコウモリ類

に対しては、ライトアップを行わないことによ

り昆虫類の誘引を抑制することは一定の効果

があると考えます。 

また、調査の事前段階において文献調査や専

門家ヒアリングを行い、対象事業実施区域の周

辺にはコウモリ類の主要な生息地がなく生息

数が尐ないと考えられることを確認していま

す。現地調査の結果からも、対象事業実施区域

及びその周囲におけるコウモリ類の飛翔頻度

が低いことを確認した上で、コウモリ類がブレ

ード、タワーへ接近・接触する可能性は小さい

と予測しました。 

なお、事後調査によりコウモリの死体が多数

確認された場合においては、専門家のご意見や

最新の知見等も踏まえ、追加的な調査や環境保

全措置を検討します。 

9 

■P631 コウモリ目 20～30kHzの影響予測について

「本種は樹林上空の開けた空間を飛翔する種であることか

ら、ブレード、タワーに接近・接触する可能性があるが、本事

業の風力発電機の間隔は、本種が迂回可能な空間が確保されて

いること、餌となる昆虫類を誘引する可能性があるライトアッ

プを行わないことから、ブレード、タワーへ接近・接触する可

能性は小さいものと予測される」とあるが、「コウモリ目 20

～30kHzが迂回可能な空間」についての具体的な根拠を示すこ

と。 

本予測結果については、既存資料並びに現地

調査によりコウモリ類の生息密度が低いこと

を確認し、その上で、風力発電機は数百メート

ル間隔で設置することから、コウモリ類（本種）

が風力発電機を迂回できる十分な空間が確保

されていると予測したものですが、本予測は誤

解を招く表現であることから、評価書において

は『本事業の風力発電機の間隔は、本種が迂回

可能な空間が確保されていること』の記載につ

いて検討します。 

10 

■コウモリ類の保全措置（フェザリング等）を実施せよ

事業者の調査結果から対象事業実施区域に重要なコウモリ

類が生息することが判明した。定性的予測ならば「コウモリ類

への影響がある」のは確実である。「不確実性が伴う」として

も、「影響がある」ならば、なぜ「フェザリング（ブレードの

回転制御）等の環境保全措置」の検討をしないのか？「不確実

性を伴うにせよ影響が予測される」ならば、事業者は省令（平

成十年六月十二日通商産業省令第五十四号）第二十八条に従

い、実行可能な範囲で影響を回避・低減するべきはないのか？ 

調査の事前段階において文献調査や専門家

ヒアリングを行い、対象事業実施区域の周辺に

はコウモリ類の主要な生息地がなく生息数が

尐ないと考えられることを確認しています。ま

た、現地調査の結果からも、対象事業実施区域

及びその周囲におけるコウモリ類の飛翔頻度

が低いことを確認した上で、コウモリ類がブレ

ード、タワーへ接近・接触する可能性は小さい

と予測しました。 

なお、事後調査によりコウモリの死体が多数

確認された場合においては、専門家のご意見や

最新の知見等も踏まえ、追加的な調査や環境保

全措置を検討します。 

11 

■事後調査は「保全措置」ではない 事後調査自体は保全措置ではありませんが、

事後調査により予測と異なる結果が確認され

た場合、必要に応じた保全措置等の検討に役立

てることができると考えます。 
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12 

■コウモリを殺すな

事業者は風車1基あたり年間何個体のコウモリを殺すつもり

か？コウモリを殺すことは法律で禁止されている。コウモリが

風車で死ねことを予想しながら「適切な保全措置」をとらない

のは、「未必の故意」である。 

バットストライクを低減する効果が確認されているのは「カ

ットイン風速を上げること」、「低速風時のフェザリング」で

ある。「ライトアップをしないこと」はバットストライクの低

減効果が確認されていない。 

調査の事前段階において文献調査や専門家

ヒアリングを行い、対象事業実施区域の周辺に

はコウモリ類の主要な生息地がなく生息数が

尐ないと考えられることを確認しています。ま

た、現地調査の結果からも、対象事業実施区域

及びその周囲におけるコウモリ類の飛翔頻度

が低いことを確認した上で、コウモリ類がブレ

ード、タワーへ接近・接触する可能性は小さい

と予測しました。 

なお、事後調査によりコウモリの死体が多数

確認された場合においては、専門家のご意見や

最新の知見等も踏まえ、追加的な調査や環境保

全措置を検討します。 
13 

■国内事例の数は保全措置をしなくてよい根拠にならない

前述の意見について事業者は「国内事例が尐ないのでカット

イン速度を上げることやフェザリング（ブレードの回転制御）

は実施しない（できない）」などの主張をするかもしれないが、

「国内事例が尐ない」ことは「保全措置をしなくてもよい」理

由にはならず、これは論点のすり替えである。では仮に国内事

例が何例以上なら保全措置を実施できるというのか。国内事例

が尐なくとも保全措置の実施は技術的に可能である。 

14 

■国内手法の確立は保全措置をしなくてよい根拠にならない

前述の意見について事業者は「国内では手法が確立されてい

ないのでカットイン速度を上げることやフェザリング（ブレー

ドの回転制御）を実施しない（できない）」などといった主張

をするかもしれないが、「カットイン風速をあげることと低風

時のフェザリング」は、バットストライクを低減する効果が科

学的に確認されている手法であり、事業者は「技術的に実行可

能」である。「国内では手法が確立されていないので保全措置

を実施しない」という主張は、「国内の手法の確立」というあ

いまいな定義をもちだし、それが「保全措置をしなくてもよい」

という理由にみせかけた論点のすり替えである。そもそも先行

事例はあるので「国内の手法の確立」を待たなくても保全措置

の実施は可能である。 

事業者はコウモリ類への環境保全措置「カットイン速度を上

げることとフェザリング（ブレードの回転制御）の環境保全措

置」について「事後調査の後」まで先延ばしにせず、「準備書

段階」で検討し、確実に実施すること。 

15 

■「できる限りのコウモリ類の保全措置」とは「経済的コスト

の全くかからない方法」か 

事業者は「環境影響をできる限り回避・低減すべく環境保全

措置を実施する」つもりが本当にあるのか？既存資料によれば

カットイン風速を高く設定し、低速時のフェザリングをするこ

とがバットストライクを低減する効果があることが明らかと

なっている（というよりも、今のところバットストライクの低

減効果がある保全措置はそれ以外に発見されていない。ヨーロ

ッパで本手法が「保全措置の原則」とされているのはそのため

である）。 

事業者は「収益が減るからカットインを上げるなどの保全措

置を実施しない」つもりではないのか？カットインをあげるな

どコウモリの保全措置に経済的コストが生じるのは避けられ

ないが、研究によればそれは無視できる程度であることが示さ

れている（年間総出力の 1%以下）。 
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16 

■専門家等へのヒアリング日時が記載していない。 方法書以降に実施したヒアリングの実施年

月日は以下のとおりです。 

・大学教員（哺乳類・爬虫類・両生類） 

：平成 28年 7月 6日 

・個人研究家（鳥類） 

：平成 29年 4月 12日 

・大学教員（鳥類） 

：平成 29年 3月 3日 

・個人研究家（昆虫類） 

：平成 29年 3月 24日 

・公益団体職員（魚類・底生動物） 

：平成 29年 3月 23日 

・団体顧問（植物、植生、緑化） 

：平成 29年 3月 24日 

17 

■本事業は風力発電事業だが、本準備書で風速とコウモリの出

現量の相関を一切考察しない合理的理由は何か？ 

本調査でコウモリ類を確認した事例は、４例

で、うち夜間の飛翔は１例の確認であり、当該

地域におけるコウモリ類の生息密度は低く、風

速との相関の考察は困難と考えます。 

18 

■コウモリ類の事後調査について

コウモリの事後調査は、「コウモリの活動量」、「気象条件」、

「死亡数」を調べること。コウモリの活動量と気象条件は、死

亡の原因を分析する上で必須である。「コウモリの活動量」を

調べるため、ナセルに自動録音バットディテクターを設置し、

日没 1時間前から日の出 1時間後まで毎日自動録音を行い、同

時に風速と天候も記録すること。 

調査の事前段階において文献調査や専門家

ヒアリングを行い、対象事業実施区域の周辺に

はコウモリ類の主要な生息地がなく生息数が

尐ないと考えられることを確認しています。ま

た、現地調査の結果からも、対象事業実施区域

及びその周囲におけるコウモリ類の飛翔頻度

が低いことを確認した上で、コウモリ類がブレ

ード、タワーへ接近・接触する可能性は小さい

と予測しました。 

なお、事後調査によりコウモリの死体が多数

確認された場合においては、専門家のご意見や

最新の知見等も踏まえ、追加的な調査や環境保

全措置を検討します。 

19 

■コウモリの活動量調査は事前と事後で比較しないと意味が

ない 

高空におけるコウモリ類の活動量は、事前と事後比較のた

め、同様のスペックで調査を実施する必要がある。 

20 

■コウモリ類の事後調査について

コウモリ類の死体は小さいため、カラスや中型哺乳類などに

より持ち去られて短時間で消失してしまう。コウモリについて

は最低でも月 4回以上の死体探索を行うべきだ。月 l～2回程

度の頻度では、コウモリの事後調査として不適切である。 

事後調査の頻度については、月２回以上とし

ていますが、保守点検作業時との兼ね合い等も

含め実行可能な範囲で死骸調査について実施

することを検討します。 

21 

■コウモリの事後調査について

前述の意見について事業者は「生物調査員による事後調査は

月に 2回とし、あと 2回は定期点検のついでにおこなう」と回

答するかもしれないが、定期点検をする者と生物調査員とでは

コウモリ類の死体発見率が全く異なることが予想される。よっ

て、「コウモリの死体消失率」、「定期点検者と生物調査員そ

れぞれのコウモリ類の死体発見率」を示すこと。 

死体の消失率や発見率の調査方法について

は、鳥類で試行されていますが、鳥類も含めて

現時点では確立された手法がないことから、今

後の国等によるガイドラインや新たな知見の

蓄積を踏まえて事後調査の実施方法を検討し

ます。 

22 

コウモリ類について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影響を受ける

分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念されており（バット＆

バードストライク）、その影響評価等において重点化されてい

る。 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライクが多数

起きており、不確実性を伴うものではなく、確実に起きる事象

と予測して影響評価を行うべきである。 

このことを踏まえて本準備書に対して以下の通り意見を述

べる。なお、本意見は要約しないこと。 

一般からの意見についてその概要を掲載す

ることは、環境影響評価法の手続きに則ったも

のとなりますが、今回いただいたご意見につい

ては「本意見は要約しないこと」とのご要望で

したので、原文のまま掲載しました。 

なお、コウモリ類の調査・予測・評価につい

ては、専門家に助言をいただきながら検討を進

めており、環境影響評価法に基づく方法書手続

きを経て決定しています。 

また、事後調査によりコウモリの死体が多数

確認された場合においては、専門家のご意見や

最新の知見等も踏まえ、追加的な調査や環境保

全措置を検討いたします。 

（No.1～21は同一の意見者であり、意見者の要望により意見の全文を公開した） 
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23 

新規建設予定の南側エリアでコウモリ類の捕獲調査を行わ

なかった理由を述べる事。 

調査の手法については、方法書手続きを経て

決定しました。捕獲調査については、専門家の

ご意見も踏まえながら、風力発電機のブレード

の高さを飛翔する種の捕獲は困難であること

から、バットディテクターを用いた調査としま

した。 

24 
「コテングコウモリ」の確認手法を具体的に記載すること。 コテングコウモリは、草地で休息している個

体を目視で確認し、同定しました。 

25 

フィールドサイン調査において、北側エリア（既設発電機周

辺）で、鳥獣（コウモリ類）の死体は確認されたのか。 

北側エリアの既設風力発電機周辺では、フィ

ールドサイン調査によりコウモリ類の死体は

確認されませんでした。また、既設風力発電所

が 1999年に事業を開始して以降、鳥類の死骸

調査を毎月 1回実施していますが、コウモリ類

の死体は確認されていません。 

26 

表 10.1.4-32(1)のコテングコウモリについて、「バットディ

テクター調査における確認頻度が低かったことから」と記載さ

れているが、「頻度」を示す調査結果が示されていない。調査

の結果が示されていない影響予測に信憑性がない。「頻度」を

示す調査結果を記載すること。 

コテングコウモリについては、昼間の踏査に

おいて草地で休息していた個体を３個体、確認

しましたが、バッドディテクター調査において

飛翔は確認できませんでした。 

27 

表 10.1.4-32(2)のコテングコウモリについて、「風力発電機

は間隔が保たれており、本種が迂回可能な空間が確保されてい

ることから」と記載されているが、「迂回可能な空間」の具体

的範囲を示すこと。このような理屈が引用できる研究報告はな

い。極めて主観的な影響予測である。 

本予測結果については、既存資料並びに現地

調査によりコウモリ類の生息密度が低いこと

を確認し、その上で、風力発電機は数百メート

ル間隔で設置することから、コウモリ類（本種）

が風力発電機を迂回できる十分な空間が確保

されていると予測したものですが、本予測は誤

解を招く表現であることから、評価書において

は『本事業の風力発電機の間隔は、本種が迂回

可能な空間が確保されていること』の記載につ

いて検討します。 

28 

表 10.1.4-32(2)のコウモリ目 20～30kHzについて、ヒメホリ

カワコウモリとヒナコウモリの 2種しか挙げられていない。他

に周波数帯が相当する種を挙げ、影響予測を行うこと 

コウモリ目 20～30kHzに相当する種として

は、キタクビワコウモリ（ヒメホリカワコウモ

リ）、ヒナコウモリの他にヤマコウモリ、オヒ

キコウモリが該当しますが、文献調査で当該地

域において記録されている種としてキタクビ

ワコウモリ（ヒメホリカワコウモリ）、ヒナコ

ウモリを対象として環境影響の予測・評価を行

っています。 

29 

表 10.1.4-32(2)のコウモリ目 20～30kHzについて、ヒメホリ

カワコウモリはキタクビワコウモリである。なぜ最新の知見を

用いず旧和名を使用するか理由を説明すること。 

文献調査の結果（『日本産野生生物目録 脊

椎動物編』（1993 環境庁））から、ヒメホリ

カワコウモリを採用しましたが、キタクビワコ

ウモリ（ヒメホリカワコウモリ）とします。 

30 

表 10.1.4-32(2)のコウモリ目 20～30kHzについて、「バット

ディテクター調査における確認頻度が低かったことから」と記

載されているが、「頻度」を示す調査結果が示されていない。

調査の結果が示されていない影響予測には信憑性がない。「頻

度」を示す調査結果を記載すること。 

コウモリ目 20～30kHzは、確認地点において

１回確認しました。 

31 

表 10.1.4-32(2)のコウモリ目 20～30kHzについて、「風力発

電機は間隔が保たれており、本種が迂回可能な空間が確保され

ていることから」と記載されているが、「迂回可能な空間」の

具体的範囲を示すこと。このような理屈が引用できる研究報告

はない。極めて主観的な影響予測である。 

本予測結果については、既存資料並びに現地

調査によりコウモリ類の生息密度が低いこと

を確認し、その上で、風力発電機は数百メート

ル間隔で設置することから、コウモリ類（本種）

が風力発電機を迂回できる十分な空間が確保

されていると予測したものですが、本予測は誤

解を招く表現であることから、評価書において

は『本事業の風力発電機の間隔は、本種が迂回

可能な空間が確保されていること』の記載につ

いて検討します。 
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32 

表 10.2.3-13の「ライトアップの不使用」において、その「効

果の不確実性」として、「夜間のライトアップの不使用により、

効果が確実である」と記載されているが、昆虫類は発電機から

発せられる熱（赤外線）に反応する種も多い。従って、この効

果は「×：不確実性」で、発電機周辺で採餌する「動物への影

響は低減できない」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」（環境省 平成 27年）によ

ると、コウモリ類の影響要因の一つとして「餌

動物である昆虫類の誘引」が例示されており、

その誘引を低減する環境保全措置の一つとし

て「夜間稼働時のライトアップを実施しない」

旨を記載しました。 

33 

なぜ、バードストライクしか事後調査を行わず、バットスト

ライクの調査を行わないのか理由を述べよ。 

本事業では、鳥類に係る事後調査として死骸

確認調査を行いますが、その際にコウモリ類に

ついても併せて死骸を確認することとし、事後

の状況把握にも努めます。 

34 

本準備書におけるコウモリ類の影響予測は数年前の準備書

の丸写しである。以前は承認されたからそのままの文言でも問

題はないと考えているのか。昨今、この準備書の内容（手法・

影響予測・評価）が承認されるとはとても考えられない。コピ

ペによるアセス図書の大量製造は本来の環境影響評価法の第

一条に反している。 

本準備書の作成にあたっては、最新の知見や

審査の状況などを考慮し、専門家の助言も得な

がら、調査、予測及び評価を行っており、その

内容について、適切な記載に努めました。 

（No.22～34は同一の意見者であり、意見者の要望により意見の全文を公開した） 

２．その他 

No. 意見の概要 事業者の見解 

35 

■意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要約する

ことで貴社の作為が入る恐れがある。事業者見解には、意見書

を全文公開すること。 

一般からの意見についてその概要を掲載す

ることは、環境影響評価法の手続きに則ったも

のとなりますが、今回いただいたご意見につい

ては「本意見は要約しないこと」とのご要望で

したので、原文のまま掲載しました。 

（No.35は No.1～21と同一の意見者であり、意見者の要望により意見の全文を公開した） 
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日刊新聞紙における公告 

日刊留萌 （平成 29年 6月 9日（金） 7面） 

北海道新聞（平成 29年 6月 9日（金） 朝刊 31面） 

別紙 1 
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インターネットによる「お知らせ」(1) 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

別紙 2 
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インターネットによる「お知らせ」(2) 

（苫前町役場 新苫前風力環境影響評価準備書について） 

別紙 3 
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インターネットによる「お知らせ」(3) 

（北海道庁 環境影響評価図書縦覧情報） 

別紙 4 
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インターネットによる縦覧(1) 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

別紙 5-1 
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インターネットによる縦覧(2) 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 
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「（仮称）新苫前風力発電事業 環境影響評価準備書 」 

ご意見記入用紙 

「（仮称）新苫前風力発電事業 環境影響評価準備書」について、環境保全の見地からのご意見

をお持ちの方は、意見書に必要事項をご記入のうえ、縦覧場所に設置しました意見書箱にご投函頂

くか、下記の住所宛に郵便にてお送りください。 

○意見書の郵送先 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 7階 

（株）ユーラスエナジーホールディングス 広報 IR・環境アセスメント部 

野口・瀬野 宛 

○意見書の提出期限 平成 2９年７月２４日（月）〔当日消印有効〕 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

意  見  書 
平成 29年   月 日 

項  目 ご 記 入 欄 

お 名 前 

法人その他の団体にあっては、

法人名・団体名、代表者の氏名 

ご 住 所 

法人その他の団体にあっては、

主たる事務所の所在地 

〒 

方法書についての環境の保

全の見地からのご意見 

日本語により意見の理由を含

めて記載してください。 

注： 1．お名前、ご住所の記入をお願いします。 

なお、本用紙の情報は、個人情報保護の観点から適切に取り扱い致します。 

2．この用紙に書ききれない場合は、裏面又は同じ大きさ（A4サイズ）の用紙をお使いください。 

別紙 6 
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