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第１章 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、当社は環境の保全の見地からの意見を求める

ため、準備書を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書を公告の日から起算して 1月間縦

覧に供した。 

 

（１）公告の日 

平成 29 年 10 月 6 日（金） 

 

（２）公告の方法 

①平成 29 年 10 月 6 日（金）付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した 

・北海道新聞（旭川北見版第 2 社会面） 

・日刊宗谷（宗谷郡部版 2面） 

［ 別紙 1 参照 ］ 

 

②上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。 

・当社ホームページへ掲載した。 ［ 別紙 2参照 ］ 

・自治体のホームページへ掲載した。 

［ 別紙 3-1～3-2 参照 ］ 

 

（３）縦覧場所 

自治体庁舎 5 箇所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 

 

・稚内市役所 政策調整部エネルギー協働課（3階） 

・稚内市役所 生活福祉部稚内市沼川支所 

・稚内市役所 生活福祉部稚内市宗谷支所 

・豊富町役場 1 階ロビー 

・北海道宗谷総合振興局 保健環境部環境生活課地域環境係（2階） 

・インターネットの利用 

 

当社ホームページに準備書の内容を掲載した。 ［ 別紙 2参照 ］
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（４）縦覧期間 

平成 29 年 10 月 6 日（金）から平成 29 年 11 月 6 日（月）までとした。時間は、稚内

市役所が平日の 8時 45 分から 17 時 30 分、豊富町役場が平日の 8時 30 分から 17 時 15

分、北海道宗谷総合振興局が平日の 9時から 17 時までとし、当社ホームページでは、

さらに縦覧期間終了後も平成 29 年 11 月 6 日（月）まで閲覧可能とした。 

インターネットの利用による電子図書の閲覧は，縦覧期間中には常時アクセス可能な

状況とした。 

 

（５）縦覧者数 

総数 0名（縦覧者記録用紙 記載者数） ［ 別紙 4参照 ］ 
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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、準備書の記載事項を周知するための説明会

を開催した。 

説明会の開催の公告は，準備書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。 

 

（１）開催日時 

1 回目：平成 29 年 10 月 18 日（水） 17 時 00 分～19 時 00 分 

2 回目：平成 29 年 10 月 19 日（木） 17 時 00 分～19 時 00 分 

 

（２）開催場所 

1 回目：稚内総合文化センター 2F 美術室（稚内市中央 3 丁目 13-23） 

2 回目：勇知地区宿泊研修施設（ＪＡ稚内施設）（稚内市大字抜海村字上勇知） 

 

（３）来場者数 

1 回目：5名 

2 回目：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 10 月 6 日（金）から平成 29 年 11 月 20 日（月）まで 

（縦覧期間及びその後 2 週間とし、郵送受付は当日消印有効とした。） 

 

（２）意見書の提出方法 ［ 別紙 6 参照 ］ 

① 縦覧場所及び説明会に備え付けた意見書箱への投函 

② 当社への郵送による書面の提出 

③ 電子メールによる提出 

 

（３）意見書の提出状況 

 

①縦覧場所における縦覧者数及び意見書数 （縦覧者数） （意見書数） 

 

・稚内市役所 政策調整部エネルギー協働課（3階）  
0 名 

 
0 通 

・稚内市役所 

・稚内市役所 

・豊富町役場 

生活福祉部稚内市沼川支所 

生活福祉部稚内市宗谷支所 

１階ロビー 

0 名 

0 名 

0 名 

0 通 

0 通 

0 通 

・北海道宗谷総合振興局 保健環境部環境生活課地域環境係（2階） 

  0 名 0 通 

②説明会における来場者数及び意見書数 

・1回目 

・2回目 

 

（来場者数）

5 名 

2 名 

 

（意見書数）

0 通 

0 通 

 

③当社への郵送による意見書数 

 

③当社への電子メールによる意見書数 

 
（意見書数） 

2 通 

（意見書数） 

1 通 

 

意見書の提出が 3通に対して，内容に応じて、意見総数は 47 件に整理された。 
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第２章 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

要とこれに対する当社の見解 

 
「環境影響評価法」第 18 条に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べられた環

境の保全の見地からの意見は 47 件であった。 

「環境影響評価法」第 19 条及び「電気事業法」第 46 条の 12 の規定に基づく、準備書に

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。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

1 1.方法書に対する北海道知事意見では、コウモリ類の

調査時期を四季行うことが意見されているが、なぜ北

海道知事意見を無視して 3季しか調査を行わないのか

理由を説明すること。 

コウモリに特化した調査は春季、夏季、

秋季の 3季のみの実施ですが、冬季の哺

乳類調査において、コウモリ類がねぐら

として利用する、洞窟、トンネル、ボッ

クスカルバート、橋梁がないかに留意し

て調査を実施しましたが、そのような特

殊な環境は調査地域内ではありませんで

した。 

2 2. 表 8.3.7-1 では「バットディテクター調査は春、

夏、秋の 3 季行う」旨が記述されているが、風況トラ

スでのバットディテクター調査は夏しか行っていな

い。従って、コウモリ類の影響予測、特に高所を飛翔

する種についての影響予測および評価を行うことは時

期尚早である。すべての調査が終了してから改めて準

備書を提出すること。 

風況トラスへのバットディテクターの設

置による調査については、専門家からの

意見も踏まえながら、活動が活発な時期

として、夏季に実施しました。本調査と

通常のバットディテクターの調査（３

季）及び哺乳類の任意踏査（４季）によ

って、予測評価に当たって十分なデータ

を得られたものと考えています。 

なお、準備書に記載した期間（8月 18 日

まで）以降もバットディテクターを設置

して録音を継続しており、評価書では 8

月 19 日以降の録音結果も含めて整理し

ます。 

3 3.風況トラスに取り付けたマイク高は、表 9.1.7-2 で

は約 30m と記述されているが、P544 では約 35m と記述

されている。「約」の範囲が暖昧である。実際の高さ

（cm まで）を記述すること。 

実際の高さについては、cm 単位までは測

定しておらず記載できませんが、平成 28

年 7 月 4日～7日が約 35m、平成 28 年 7

月 9日～8月 18 日が約 30m となります。

4 4.バットディテクターの移動調査で使用した機種と変

換方式を記述すること。 

移動調査で使用した機種は、ヘテロダイ

ン方式、フリークエンシーディビジョン

方式の 2通りの探知方法が可能な SSF 

BAT2 を 2 台使用しました。 

5 5.風況トラスの高さを示し、なぜ 30～35m にマイクを

設置したのか理由を説明すること。 

風況トラスは、高 58m になります。設置

高さは、風力発電機のブレードの回転域

（地上 25～145m）及び設置作業の安全性

も考慮した上で、設置可能な位置とし

て、30～35m としました。 

6 6.表 9.1.7-4 では「平成 29 年 7 月 4 日～7 日」と「平

成 29 年 7 月 9 日～8月 18 日」と 2段で記述されている

が、なぜ、7 月 7 日から 9 日まで調査を行わなかったの

か理由を説明すること。 

7 月 7 日に、データの受信状況の確認す

るために一旦バットディテクターを回収

し、機器の設定等を調整後、7月 9日に

再設置を行いました。 

7 7.P544 および P545 では 20kHz(20～25kHz）のコウモリ

類が、キタクビワコウモリ（ヒメホリカワコウモ

リ）、ヤマコウモリ、ヒナコウモリの 3種とされてい

るが、P547 および P549 は 20kHz(20～25kHz）のコウモ

リ類が、キタクビワコウモリ（ヒメホリカワコウモ

リ）、ヒメヒナコウモリ、ヒナコウモリの 3種とされ

ている。なぜ、ヤマコウモリを外して、ヒメヒナコウ

モリが対象種となったのか理由を説明すること。ま

た、ヤマコウモリについても予測評価を行うこと。 

P544、P545 のヤマコウモリは誤りでし

た。専門家へのヒアリングの際に、20～

25kHz はこの地域では、キタクビワコウ

モリ（ヒメホリカワコウモリ）、ヒメヒ

ナコウモリ、ヒナコウモリのいずれかで

あろうと指摘を受けたため、この 3種の

うちいずれかであろうと推定していま

す。 
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8 8.秋季にコテングコウモリを確認した年月日を記入す

ること。それがフイ一ルドサイン調査で確認されたの

であれば、調査手法にはコウモリ類についても対象と

し、これから冬季のねぐら調査を実施すること。 

コテングコウモリのフィールドサインで

の確認は、平成 28 年 8 月 9日、8月 11

日、8月 28 日の 3日間で各 1個体ずつで

す。冬季のねぐらの確認を含めた調査

は、平成 28 年 3 月 23 日～26 日に実施し

ています。 

9 9.本準備書におけるコウモリ類の専門家へのヒアリン

グが平成 29 年 8 月 4 日に行われている。しかし、コウ

モリ類の調査は春季（5 月 19 日・21 日）のバットディ

テクター移動調査および風況トラスでのバットディテ

クター調査期間中 （7 月 4 日～7 日、7 月 9 日～ヒアリ

ング当日以降）程度が実施されているに過ぎない。な

ぜ、捕獲調査（8 月 23 日～25 日）も実施されておら

ず、調査データが十分に得られていない段階で予測評

価のヒアリングを行ったか理由を説明すること。 

専門家ヒアリングの実施日（平成 29 年 8

月 4日）には、その前年の平成 28 年に

おけるバットディテクターの春季、夏

季、秋季調査、捕獲調査を実施済みであ

り、それら実施済みの調査結果により予

測評価の方向性の相談は可能であるもの

と判断し、ヒアリングを実施しました。

10 10.本準備書のコウモリ類についての記述には不備が多

く、コウモリ類についての理解ができていないものと

考える。さらに「高所音声は確認されなかった」とい

う結果は信じがたい。音声解析ができていないと考え

られるため、秋季までの風況トラスでのバットディテ

クター調査結果（すべての wav ファイル）をコウモリ

類の専門家に検証してもらう必要がある。 

コウモリ類については、専門家（本調査

地域周辺に在住）からも、稚内市は宗谷

岬と比較して捕獲個体数が少ないとのコ

メントをいただいており、コウモリ類の

生息数は少ない可能性が示唆されていま

す。音声の解析については、解析ソフト

を用い、他地域でも調査実績があるた

め、コウモリ類の音声が録音されていれ

ば解析可能でしたが、本調査の結果では

確認できなかったものです。 

11 11.事後調査は翌年（平成 30 年）春季の風況トラス調

査が終了してから、専門家の意見に従い、計画するこ

と。 

調査結果については専門家へのヒアリン

グも実施しており、コウモリ類の高高度

飛翔については、夏季から秋季の調査に

より把握できたものと考えています。た

だし、コウモリ類については調査手法の

確立していない部分もあり、不明な点が

多いことから、施設の稼動後に事後調査

（死骸調査）を実施する予定としまし

た。風況トラス調査については測定を継

続中であり、ご意見も踏まえ、今後、事

後調査にあたり調査結果を参考としま

す。 

12 12.P985 の「自社マニュアル」を巻末資料に添付するこ

と。通常、内容が不明なマニュアルを容認する人物は

いない。 

ご意見を踏まえ、「自社マニュアル」に

ついては、評価書においては、巻末資料

として添付します。 
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13 ■P540～543 事業者は、風力発電機 20 基に対して、自

動録音は 1地点、かつ 1ヶ月半（43 夜）のみ実施した

が、なぜ、1地点かつ 1ヶ月半で『20 基の年間バット

ストライク』を予測できたのか。その科学的根拠を述

べよ。 

コウモリ類の高高度飛翔に関する調査

は、確立された手法はなく、特に文献や

マニュアル等の公表された資料がないと

認識していますので、専門家にヒアリン

グを行った上で調査を実施しました。調

査は活動が活発な夏季に実施しており、

コウモリ類の高高度飛翔については、比

較的長距離を移動することが想定される

ため、代表 1地点で調査地域での利用状

況を把握できたものと考えています。調

査地点の設定については、風況トラスの

設置されている箇所に限られるため、準

備書に示した調査地点に設定したもので

あり、恣意的にコウモリ類のいないと考

えられる地点を選定したことはありませ

ん。調査前だけでなく調査後にも専門家

にヒアリングを行った上で、このような

見解としています。 

ただし、調査及び予測の不確実性も考慮

し、事後調査としてまずは死骸確認調査

を実施し、ブレードへの接触による死体

が多く確認された場合には、更なる影響

確認調査や環境保全措置を検討し、順応

的な管理を行っていきます。 

14 ■風況トラスへのバットディテクターの設置調査につ

いて 

「30m 程度の高さにバットディテクターを設置して高高

度を飛翔するコウモリの飛翔状況を確認」とあるが、

春季に高高度の飛翔状況調査を実施しない科学的根拠

を述べること。 

15 ■P710「バットディテクターによる調査ではブレード

が回転する高高度で本種の反応は確認されていないた

め、供用後の風力発電機のブレード・タワー等への接

近接触の影響は軽微であると考えられる。」とある

が、たった 1地点かつ 1か月半のみの結果で、風力発

電機 20 基による「影響が軽微」などの結論を出すこと

はできない。早まった一般化である。 

16 ■P552 を見ると、事業者の行った自動録音はたった 1

地点、で、かつ、過年度にヒナコウモリ科 20～25kHz

が出現した事業地南部では自動録音をしていない。 

恣意的にコウモリのいない地点を選んだ結果、「バッ

トディテクターによる調査ではブレードが回転する高

高度で本種の反応は確認されていない」だけではない

のか。 

17 ■自動録音の調査地点が少なすぎる。 

バットディテクターの探知可能距離は短いので、本来

ならば自動録音調査は全ての風力発電機設置位置で行

うべきである。仮に止むを得ず代表点を選ぶ場合であ

っても、その地点数は少なくとも風力発電機総数の 1/3

（本事業の場合は 7地点）以上確保し、かつ、春季か

ら秋季まで連続して行うべきである。同時に天候風速

を記録すること。上記を踏まえ調査をやり直し、予測

をやりなおし保全措置を検討し直すこと。また事後調

査も上記を踏まえ自動録音調査すること。 

18 ■事業者は Wildlife acoustic 社の自動録音装置

SM3BAT（製造中止）を使用したようだが、同社に限ら

ず自動録音装置は、不具合で録音できない事故が起き

ている。 

事業者の調査では同社製の古いバットディテクターを

使用しているので、実際には機器の不具合（多くは設

定ミス）やマイクの接触不良で「たまたま」録音でき

なかったのではないのか。事業者の調査結果は不自然

である。調査結果が疑わしいので、録音した機器及び

ファイル全てをコウモリの専門家に精査してもらうこ

と。 

準備書に記載していませんが、平成 7月

4日～7日、7月 9日～8月 8日は準備書

に記載のとおり、SM3BAT を使用していま

した。8月 8日～18 日は、機種による性

能の違いを考慮し、SM4BAT に機種を入れ

替えましたが、結局コウモリ類の反応は

確認されませんでした。 

19 ■自動録音の調査時間や天候、風速が記載していな

い。またマイクの上下の向き、録音感度、全て未記載

である。このような不適切な記載では、本準備書の調

査結果など信頼に値しない。 

ご指摘いただいた点については、評価書

において記載します。 
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20 ■事業者の使用したバットディテクターの探知可能距

離が記載していない。自ら使用したバットディテクタ

ーの探知可能距離を把握することは、予測をする上で

重要である。わからなければ自分でテストし、その結

果を準備書に記載すること。 

バットディテクターの探知可能距離につ

いては、対象とする種によっても、発す

る音圧の強さや気象条件等により異なる

と考えられますので、一概にお示しする

ことはできませんが、記録データ毎に確

実に探知できていると判断できるものを

整理しています。 

21 ■P548 コウモリの翼を無理やり広げて貼り付けにした

写真を載せているが、動物愛護に反する残虐な行為で

ある。また素手でコウモリを扱っている。委託先業者

「株式会社建設技術研究所」は野生生物に対して配慮

が欠如している。このような野生生物に対して配慮、

が欠如している業者にコウモリ調査を委託すること自

体が不適切であろう。コウモリ類の専門家に再度指導

してもらい、適切な調査をやり直すこと。 

計測を行うために一時的に行ったもので

あり、計測後は速やかに放獣し、捕獲し

た個体への影響を低限にするよう対応し

ていましたが、ご指摘を踏まえ、今後、

素手で扱わないこと、また、コウモリの

個体への影響についてより一層配慮する

よう調査員に徹底します。 

22 ■事後調査について 

発電所アセス省令によれば、「事後調査」は「保全措

置」ではない。 

事後調査自体は直接的な保全措置ではあ

りませんが、予測の不確実性を踏まえ、

更なる保全措置を実施するために必要な

調査であるため、保全措置の項目に記載

しました。 

23 ■「回避」と「低減」の言葉の定義について 

事業者とその委託先のコンサルタントは「影響の回

避」と「影響の低減」の言葉の定義を理解している

か。事業者はコウモリ類への影響に対し「夜間照明を

行わない」という保全措置を行うそうだが、「夜間照

明を行わない」ことは影響の『回避』措置であり、

『低減』措置ではない。「夜間照明を行わない」こと

により「バットストライクが『低減』された事例」

は、これまでのところ一切報告がない。 

環境影響評価において、「回避」という

保全措置を行う場合は、事業の取り止め

や事業計画の変更（風車の配置の変更

等）により影響を及ぼす範囲を除外する

など、影響を完全に取り除くことを示す

ものと考えます。本事業での「夜間照明

を実施しないこと」については、風車の

配置の変更等による影響を完全に取り除

く行為ではなく、影響を 小化また軽減

する効果が期待できる措置であるため、

「低減」措置であると考えます。 
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24 ■回避措置（夜間照明の不使用）について 

夜間照明をしていなくてもバットストライクは発生し

ている。 

これについて事業者は「夜間照明をしないことにより

影響はある程度低減できると思う」などと主張すると

思うが、「ある程度は低減できると思う」という主張

は事業者の主観に過ぎない。 

「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）には、「風力エネルギー開発による

鳥類およびコウモリへの影響を軽減する

ためのカリフォルニア州ガイドライン」

での「鳥類やコウモリを誘引する照明を

避ける」という項目での事例が紹介され

ており、同様に本事業においても影響の

低減策として「夜間照明を行わないこ

と」を挙げたものです。夜間照明を行わ

ないことにより、バットストライクが全

く発生しなくなるとは考えていません

が、前述の文献の内容等も踏まえて影響

低減策として有効であると考えていま

す。影響の低減措置の追加については、

事後調査によりコウモリの死体が多数確

認された場合には、 新の知見や専門家

ご指導も踏まえた上で、検討します。 

25 ■回避措置（夜間照明の不使用）について 

夜間照明をしていなくてもバットストライクは発生し

ている。これは事実だ。昆虫類はライトだけでなくナ

セルから発する熱にも誘引される。またナセルの隙

問、ブレードの回転音、タワー周辺の植生や水たまり

などコウモリ類が誘引される要因は様々であることが

示唆されている。つまり夜間照明は昆虫類を誘引する

が、だからといって「夜間照明をしないこと」により

「コウモリ類の誘引を完全に『回避』」できるわけで

はない。完全に『回避』できないので、バットストラ

イクという事象、つまり「影響」が発生している。 

アセスメントでは影響が『回避』できなければ 『低

減』するのが決まりである。よって、コウモリ類につ

いて影響の『低減』措置を追加する必要がある。 

26 ■コウモリ類の保全措置について 

事業者は目先の利益を優先し、自分たちの子孫につな

ぐべき生物多様性をとりあげてはいけない。P785『風

力発電施設の稼働後にコウモリ類等のブレード、タワ

ーへの衝突が確認された場合に、実行可能な範囲で追

加的な影響低減対策を検討する』とあるが、これはつ

まり「コウモリが死んだら、保全措置を検討する』と

いうことであり極めて悪質である。コウモリの繁殖力

は極めて低いので、一時的な殺戮が地域個体群へ与え

る影響は大きい。 

コウモリの活動期間中に『カットイン風速を少しあ

げ、さらに低風速でフェザリングを行えば』、バット

ストライクの発生を低減できることはこれまでの研究

でわかっている。『夜間照明をしないこと』はバット

ストライクを『低減する効果』は確認されていない。

さらに『事後調査』は『環境保全措置』ではない。 

『影響があることを予測』しながら『適切な保全措

置』をとらないのは、「発電所アセス省令」に違反す

る。 

現地調査においては、コウモリ類が多数

生息地域であれば、多くの個体の生息を

確認できる捕獲調査やバットディテクタ

ー調査を実施していますが、現地調査で

のコウモリ類の確認が少なく、生息数が

少ないものと考えられました。夜間照明

を実施しないことについても前述のとお

り、コウモリ類のブレード、タワーへ接

近、接触における影響を低減できる効果

が期待できるものと考えます。事後調査

そのものは直接的な環境保全措置ではあ

りませんが、影響予測についての不確実

性を伴うことは理解しており、追加的な

環境保全措置をするために必要な調査で

あると考え、保全措置の項目に記載しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ■コウモリ類の保全措置を先延ばしにするな 

「影響があることを知りながら適切な保全措置をとら

ない」のは、未必の故意、つまり「故意にコウモリを

殺すこと」に等しい。なぜ 初から追加的保全措置を

検討しないのか。 
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28 ■コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から 200m 以内に

建てた風車は、バットストライクのリスクが高いこと

が、これまでの研究でわかっている。低空（林内）を

飛翔するコウモリでさえ、樹林（林縁）から 200m 以内

ではバットストライクのリスクが高くなる。よって、

風力発電機は樹林から 200m 以上離すこと。 

対象事業実施区域内には樹林地も分布し

ますが、調査の結果、コウモリの生息数

が少ないと推測され、コウモリ類のブレ

ード、タワーへ接近、接触における影響

は軽微であると予測しました。予測の不

確実性を踏まえ、事後調査（死骸調査）

を実施し、著しい影響が確認された場合

は、保全措置を実施することとしていま

す。ご意見にある研究内容については公

表されている文献等による記載等が現時

点では確認できませんでしたが、著しい

影響が確認され保全措置を検討すること

になった場合には、今後の 新の知見等

を収集し、必要に応じてコウモリの環境

保全措置として検討していきます。 

29 ■意見は要約しないこと 

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。 

いただいたご意見は、要約せずに意見書

をそのまま掲載しました。 

30 ■基本的な考え方 

利尻礼文サロベツ国立公園とその周辺には、国内 大

の高層湿原があり、どこまでも何もない平原やそこか

ら眺める雄大な利尻富士の景観を求めて多くの人が訪

れる。また鳥類をはじめとした国内を代表する貴重な

野生生物の生息地であり、渡り鳥にとっては国内有数

かつ国際的にも重要な渡り経路となっている。特に水

鳥にとっての国際的に重要な中継地であるラムサー ル

条約湿地や重要野鳥生息地（IBA）がある。 

私たちは風力発電施設（以下、風車という）の重要性

は理解しているが、他の事業を含めると全体としてサ

ロベツ湿原を取り囲み、そして宗谷地方を覆うような

風車建設計画には様々な問題点があると考える。加え

て、現状ではこれらの地域において、水鳥をはじめと

した渡り鳥の生態について明らかになっていない点が

多い。 

このような中で、急激な風車建設の集中により、今後

永きにわたり利尻礼文サロベツ国立公園とラムサール

条約登録湿地や、その周辺の自然環境の観光資源を含

めた資質を損なう恐れが大きいと懸念する。 

風車建設は、地域の自然環境にとって大きな影響があ

るため、協議会などの開かれた場で地域の団体と議論

が行い、地域住民やサロベツとその周辺の利用者が内

容を充分に理解したうえで、時間をかけて建設による

影響を検証すべきと考える。 

ご意見のとおり、利尻礼文サロベツ国立

公園とその周辺の地域は自然豊かな地域

であり、鳥類の重要な生息地に近接して

いることは理解しています。今後も地元

の方々との協議の場を設けて意見交換を

行いながら事業を進めたいと考えていま

す。 
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31 ■縦覧方法と住民説明会 環境影響評価図書の縦覧や住

民説明会の開催の周知が不十分であるため、事業に対

する理解が不十分であり、合意形成がなされたとは言

えない。事業実施後に混乱が起こることが懸念され

る。 

１．周知 

環境影響評価図書の縦覧と意見書募集の周知は、こち

らで把握する限り、新聞広告とホームページでの紹介

のみだった。エコパワー㈱のホームページ内には説明

会開催の案内が見当たらず、すべての住戸で購読して

いるわけではない新聞のみの周知で、その広告を見落

とした場合、事業者に問い合わせる以外に説明会の存

在を知る術がなかった。実際に、周辺自治体の一般住

民で、事業そのものや縦覧・説明会について把握して

いる人は、当方で把握している限り一人もいなかっ

た。また、稚内市で開催された説明会には関係者以外

の一般参加者はいなかった。このため、新聞広告に限

らず、回覧やポスター掲示、チラシ配布、関係機関の

HP 上掲載などの協力を得ることで、より多くの人に周

知するよう努力すべきである。 

法手続きに則り、適切に公告及び縦覧を

していますが、ご意見を参考に、今後、

可能な範囲で、より良い周知及び縦覧方

法が図れるように検討します。 

32 ２．縦覧場所 

環境影響評価図書の縦覧場所が土日・祝日夜間に閉鎖

されている役場等に限られているため、平日の日中に

仕事をしている住民などが閲覧する機会がない。土

日・祝日夜間に開館している公共施設を縦覧場所とし

て選択すべきである。 

33 ３．オンラインの閲覧方法 

縦覧期間のみインターネット上で閲覧可能であるが、

ダウンロードや印刷ができない。数百ページもある環

境影響評価図書を、PC 上のみで閲覧することは現実的

な方法と言えない。実際には、事業に特別興味がある

人しか閲覧していない状況と考えられる。縦覧期間終

了後に、図書の内容が実際と齟齬がないか精査するこ

とができないことは、影響を評価するうえで問題であ

るため、閲覧期間に限らず随時、公共施設やインター

ネットで閲覧可能にすべきである。 

法アセス手続きに則り縦覧していますの

で、環境保全の見地からのご意見を募集

する方法としては適切なものと考えてい

ます。民間企業としては、著作物の縦覧

の方法として、不特定多数の方に印刷可

能な状態にすることや、永続的に情報が

外部から入手可能とすることは困難と判

断しています。 
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34 ４．説明会 

説明会の日程は平日の夜間だったが、より多くの参加

を期待するならば、休日の日中又は休日の夜間を選択

すべきである。また、説明会に環境影響評価図書が用

意されていなかったため、図書の内容を確認しなが

ら、説明を聞き質問することができなかった。このた

め、説明会では閲覧用の図書を用意すべきである。 

対象事業実施区域に近接する地元地区に

営農者が多い事情等を勘案し、本準備書

の説明会は平日の夜間に実施しました。

説明資料としては、説明会の時間も限ら

れるので、準備書の内容を要約した配布

資料とスライド表示を見てもらいながら

説明することを想定して準備しました。

説明会の日時、説明資料については、上

記の観点から問題は無かったものと考え

ています。 

当社では過去に誤って持ち帰られた事例

もあり会場での閲覧用の図書を置いてい

ませんが、説明会の場において図書を縦

覧したいとの要望がありましたら、数は

限られますがお貸しすることは可能で

す。 

35 ■関係者への説明 

地元の環境保全団体であるサロベツ・エコ・ネットワ

ークと日本野鳥の会道北支部に対して、準備書の提供

がなされたことを評価する。 

図書の利用目的が明確な特定の団体様へ

は、当社からのご意見をいただく場合や

ご要望に応じ、資料の提供が可能です。

今後も環境影響評価の手続きを進める中

で可能な範囲で必要な情報については共

有し、合意形成を図っていきたいと考え

ています。 

36 ■稚内市のガイドライン  

事業地の大半は稚内市の風車に関するガイドライン

で、法規制により建設が困難な場所、自然保護から建

設が望ましくない場所に含まれており、環境保全、景

観形成の観点から事業者が自主的にそれを遵守するこ

とが求められている。我々はこのガイドラインの先見

性を高く評価している。ガイドラインには社会情勢の

変化によって変更される旨が記載されていたが、その

自然景観の重要性は普遍的なもので、社会情勢の変化

によって影響されるものではない。従って、事業者は

現在風力発電事業を推進している稚内市の方針に惑わ

されることなく、自主的にガイドラインの重要性を理

解したうえで遵守し、風車の建設を避けるべきであ

る。 

当社の風力発電事業は、地元自治体の理

解無しには実施できないものと考えてお

り、地元自治体の意向を出来る限り尊重

することが前提になります。稚内市によ

ると、本ガイドラインの「法規制により

極めて建設が困難な場所」については、

航空法による規制区域及び保安林指定状

況に応じて設定、「自然保護等から建設

が好ましくない場所」については、景観

への影響懸念に応じて設定している、と

のことです。その上で、事業にあたって

は、法規制を遵守し、景観への著しい影

響が無い様に地域と合意形成を図るよう

に市より指導を受けています。当事業に

おいては、法規制に関しては各関係者と

適宜協議し、自然保護に関しては地域住

民への景観の現地調査結果及びフォトモ

ンタージュの提示等により合意形成を図

っていくことにより、事業を進める方針

であり、当方針及び進捗状況については

市に説明し、都度理解を得ており、事業

を進めています。 

 

 

 

 

 

 



14  

37 ■改変 

道北エナジーによる道北 7事業では、新たな林道を造

成して建設する部分の風車が取りやめになった事例が

ある。このため、新たに林道を新設して建設する T17-

T20 の風車は事業区域から除外すべきである。 

現時点では、森林管理署等の管理者へ相

談の上、T17～T20 の風車設置にあたって

は新たな林道を新設して風車を配置する

計画ですが、今後、出来るだけ改変面積

を 小化するよう、風車の配置計画や施

工計画を検討します。 

38 ■騒音 

風車による低周波騒音による人や家畜への健康被害が

懸念される。海外では、これらの被害が認められてい

る事例もある。また、その影響は人によって個人差が

あることが知られているため、事業予定地周辺に低周

波音を含めた騒音に敏感な人がいないか把握しておく

必要がある。なお、風車の運用開始後に風車による人

畜への健康被害が発生した場合、事業者による補償内

容について、事前に取り決めておく必要がある。 

参考として基準値との比較を行っていま

すが、事業を行う上で も重要なことは

地域住民に理解を得ることであり、その

ためには予測した数値のみに縛られず、

周辺住民が許容、安心できる事業計画と

なっていることが 低限必要と考えます

ので、今後地元への事業説明会等の場に

おいて説明及び聞き取りを行い、十分理

解を得た上で事業を進め、稼動後につい

ても周辺住民への聞き取りの実施によ

り、必要に応じて適切な対応を図りま

す。なお、家畜への影響については、こ

れまでの牧場内に風車を設置した事例で

問題となった事例はなく、影響は軽微で

あると想定していますので、補償等につ

いて協議は行っていませんが、万一稼動

後に問題が生じた場合は、営農者からの

聞き取り等を行い適切に対応します。 
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39 ■景観 

大沼バードハウスとメグマ沼から観る、沼や湿原と利

尻富士からなる風景は、稚内市を代表する景観であ

り、巨大な人工物がない湿原・丘陵そのものが重要な

景観である。しかし、大沼バードハウス、メグマ沼木

道や利尻富士に加えて、眺望が美しいアトリエ華（喫

茶店）、自然の景観の中で保育を行っている勇知自然

学校からの景観調査は行われていない。このため、こ

れらの場所を景観調査地点として追加し、その結果を

評価すべきである。特に、メグマ沼からの景観には利

尻富士に風車が重なる恐れがあり、これらの場所から

の利尻富士とその周辺の眺望範囲を事業地から除外す

べきである。 

大沼バードハウスやふれあい公園から見た大沼の周り

を囲う丘陵は大沼と一体の景観として重要なものであ

ると考える。このため、この丘陵のスカイラインから

突き出た風車の建設は避けるべきである。景観の評価

は垂直見込み角のみによって評価されているが、この

地方では広々とした景観に価値があるため、圧迫感の

有無の評価基準はそぐわない。風車は水平に複数が並

んでいるように一体のものとして見られるため、1本 1

本ではなく、全体的な水平見込み角によって評価すべ

きである。水平見込み角によって評価すれば、各眺望

点からは風車の存在は広々とした景観に対して重大な

影響を及ぼしていることが明らかになるはずである。 

サロベツ湿原センターの木道から事業地は視認できな

い場所があるが、旧サロベツ原生花園はビジターセン

ターが取り壊され木道が撤去された後も、バス停や駐

車帯があるため、多くの人が道路沿いから高層湿原と

巨大人工物がない景観を見物しに訪れる。また、サロ

ベツ湿原センターから道路沿いを歩いて散策する人も

いる。ここからはサラキトマナイの風車が視認できる

が、事業地はここより近く、風車も大きいのでより大

きく見えることが予測される。このなにもない湿原の

景観は、サロベツを代表するものである。実際にそれ

を目的に毎年多くの利用者が訪れ、繰り返し訪れる利

用者も多い。この景観にスカイラインから飛び出る形

で風車が建設されると、小さくしか見えないとしても

その景観の価値が損なわれ、観光資源としての価値も

損なわれることが懸念される。このため、旧サロベツ

原生花園から視認できる場所は事業地から除外すべき

である。 

ご意見のとおり、当該地域が自然豊かな

地域であり、沼や湿原、利尻富士からな

ら景観は重要であることは理解していま

す。本準備書では、方法書での審議を踏

まえて一定程度の影響想定範囲内に調査

地点等を設定して予測評価を行っていま

すが、今後事業を進めるにあたっては、

いただいたご意見や準備書での審査結果

を踏まえ、また地元地区の方々との協議

の場を設けて意見交換を行いながら、出

来るだけ良好な景観に影響を及ぼさない

ように配慮して、事業を進めたいと考え

ています。 
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40 ■鳥類 １．オジロワシ・オオワシ 

オジロワシの年間衝突予測確率は高い。少ない調査日

数に基づいた調査結果による予測評価の不確実性を補

うために、安全面をとって、衝突可能性が高い風車は

事業から除外すべきである。事業地周辺にオジロワシ

が繁殖している場合、風車の衝突や移動阻害を避ける

ために、安全面から巣から少なくとも半径 2km を事業

地から除外すべきであり、その圏内にある T14-T16 の

風車は事業から除外すべきである。秋から春にかけ

て、オジロワシ・オオワシが越冬場所として高頻度に

利用する場所も事業地から除外すべきである。 

現時点では、準備書に示したとおり風車

を配置する計画ですが、いただいたご意

見及び準備書の審査を踏まえた上で、

新の知見や専門家からのご指導を基に、

鳥類への重大な影響を及ぼさないよう

に、風車の配置計画や施工計画を検討し

ます。また、予測の不確実性があること

から、事後調査を実施し、バードストラ

イクが多く確認された場合には、更なる

環境保全措置を検討し、順応的な管理を

行っていきます。 

41 ２．ハイタカ 

海外の事例ではハイタカの巣から 1km 上を事業地から

避けることが求められているため、少なくともハイタ

カの巣に近い T14-T16 の風車は事業から除外すべきで

ある。 

42 ３．ガン・ハクチョウ類  

事業地内はガン・ハクチョウ類がロシアから日本に渡

る上での主要なフライウェイに位置する。環境影響評

価図書の飛翔経路には飛翔軌跡に個体数が表示されて

いないので、適切に評価ができない。空間的な利用頻

度をメッシュ地図（目視による飛翔軌跡の位置特定の

不確実性からメッシュの大きさは 1km メッシュなどの

大きめのものを選ぶべきである）により示したしたう

えで、影響を評価すべきである。 

事業で行われた調査日数と我々が独自に行った結果と

比較すると、調査日数の割に確認数が少ないので、影

響を評価するのに十分な調査結果が得られていないと

考えられる。その原因として、春の調査では 1回目の

調査時期が早すぎ、4回目と補足 2回目の調査時期が遅

すぎたこと、秋の調査では 4回目の調査時期が遅すぎ

たことが挙げられる。加えて、調査日数が少ない状況

で、調査日が連続しており、風、視界、気温などの渡

り調査に適した気象条件の日を選んだ調査が行われな

かったことが挙げられる。調査結果では種ごとに評価

しているが、同様な渡りの動きをするため、合わせて

ガン・ハクチョウ類としてひとまとめにして累積的な

衝突率として評価すべきである。大沼・サロベツ間

は、条件によっては一日中渡り続けることがあるが、

現状の調査日数と方法による結果ではそれ見逃した可

能性が高い。また、風車の視認が難しい夜間にも渡る

ことが知られているため、日中の調査のみの評価は不

十分である。以上から、渡りの実態が過小評価されて

いると考えられ、マガンやコハクチョウの年間衝突予

測確率より実態はかなり高いことが予測される。これ

らの評価の不確実性を考慮するために、安全面をとっ

て評価し、少しでも影響があると判断された場所に位

置する風車は事業区域から除外すべきである。また、

仮に風車を避けたとしても、高頻度に利用される場所

では障壁影響が大きくなるため、事業地から除外すべ

きである。 

ガン・ハクチョウ類の調査については、

年によって渡りのピークが異なることを

踏まえ、調査時期については、渡り初め

から渡りの終盤までの時期も含めて調査

を実施しています。気象条件等により、

渡り個体数の増減があることは理解して

いますが、本調査では天気予報を確認し

ながら、気象条件の著しい悪化が想定さ

れる場合には調査日程をずらすなど、渡

りの状況が把握可能な日に調査を実施し

ており、渡りの傾向を把握できたものと

考えます。現時点では、準備書に示した

とおり風車を配置する計画ですが、いた

だいたご意見及び準備書の審査を踏まえ

た上で、 新の知見や専門家からのご指

導を基に、鳥類への重大な影響を及ぼさ

ないように、風車の配置計画や施工計画

を検討します。また、予測の不確実性が

あることから、事後調査を実施し、バー

ドストライクが多く確認された場合に

は、更なる環境保全措置を検討し、順応

的な管理を行っていきます。 
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43 4．小鳥の渡り  

宗谷地方は、日本とロシアとの間を渡るスズメ目を中

心とした小鳥類の主要な国際的渡り経路にある。近隣

地域の事例を見ると、多くの小鳥が特に秋に海岸沿い

を渡っていることが予測される。普通種であっても、

個体数が多ければ衝突や移動阻害などの大きな影響が

懸念されるため、その影響をレーダー調査等によって

評価し、影響が大きい地域は事業地から除外すべきで

ある。 

レーダー調査については、小鳥類の渡り

の期間が長期に及ぶこと、風力発電施設

の計画地周辺には樹林等の障害物が多い

ことから、渡りの経路や個体数を把握す

ることは困難であるため、実施していま

せん。小鳥類の普通種についても、調査

中に渡りを行っている群れについては、

記録していますが、風力発電施設計画地

上空を渡り経路とする群れは多くはなく

影響は軽微であると考えられます。海岸

沿いは、本事業地から離れていることか

らも、大きな影響はないものと考えられ

ます。ただし、予測の不確実性があるこ

とから、事後調査を実施し、バードスト

ライクが多く確認された場合には、更な

る環境保全措置を検討し、順応的な管理

を行っていきます。 

44 ■哺乳類 

現状の調査方法ではコウモリの生息の実態を把握する

には不十分である。事業地内の森林でコウモリ類が多

く生息する場所は衝突の恐れがあり、事業地から除外

すべきである。 

現地調査においては、コウモリ類が多数

生息地域であれば、多くの個体の生息を

確認できる捕獲調査やバットディテクタ

ー調査を実施していますが、現地調査で

のコウモリ類の確認が少なく、生息数が

少ないものと考えられます。夜間照明を

実施しないことで、コウモリ類のブレー

ド、タワーへ接近、接触における影響を

低減できる効果が期待できるものと考え

られ、本事業による影響は軽微であると

考えています。ただし、予測の不確実性

があることから、事後調査を実施し、ブ

レードへの接触による死体が多く確認さ

れた場合には、更なる環境保全措置を検

討し、順応的な管理を行っていきます。
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45 ■累積的影響の評価 

道北エナジーによる風車建設予定地（勇知と川西）と

三浦電機による建設予定地（勇知）が近隣にある。そ

の位置は一度公開されたものであり、エコパワーはそ

の位置を把握しているはずである。これらの場所で風

車が建設される可能性が皆無ではない以上、これらの

事業を累積的影響の評価に加えるべきである。事業地

は春秋の日本の主要渡り経路である大沼とサロベツの

間のガン・ハクチョウ類のフライフェイの中心に位置

し、そこに風車が建設されることによる移動阻害は大

きいと考えられる。実際には気象条件により渡りの経

路は変動するため、2.5km の幅に渡りの経路を押し込め

ることは鳥類の渡り行動を変えることを意味し、逆に

道北エナジーの道北 7事業や三浦電機等よる多くの風

車の建設により、風車を避けた鳥類が移動経路として

当事業地域に集中し、影響が増大する恐れがある。従

って、提案されている配慮措置は不十分であるため、

累積的影響の評価を、道北 7事業などの他事業者の事

業や地域の環境保全団体を含めた協議会の場で行うべ

きである。 

景観に対する影響も他の事業の風車が集中することに

よって累積的影響が増大することが懸念されるため、

累積的評価を行うべきである。 

当社のみならず、他社事業についても風

車配置が確定しておらず、不確定な状態

で累積的影響を行うことは困難と考えま

す。また全ての計画中案件については北

海道電力との系統接続が約束されておら

ず、各社競合している状況ですので、情

報の共有についても困難なものと考えま

す。 

累積的影響の予測が可能となる段階は、

工事の着手時期、具体的な工事箇所、工

事内容、風車の配置、風車の諸元等が決

定し、事業を実施することが確定した段

階と考えます。よって評価書作成時点で

その段階に至っている他事業計画があれ

ば、累積的影響の予測評価を実施する考

えですが、ただし、累積的影響を考慮す

べき他事業計画との距離関係等の条件を

示すマニュアル等が存在しないため、

新の知見等を確認した上で、累積的影響

を見込むかどうかを検討します。 

46 ■事後調査 

事業地はガン・ハクチョウ類の主要なフライフェイに

位置するため、事後調査にガン・ハクチョウの渡り調

査を加え、渡り経路の変化やバードストライクを把握

する必要がある。また、タンチョウも今後生息範囲を

拡大する可能性があるため、事後調査に加える必要が

ある。 

現状の評価では他事業者の風車が無視されているた

め、他事業の風車が建設された時点で環境影響評価を

やり直し、累積的影響を評価し直すことが必要であ

る。これらの調査方法は鳥類の専門家や地域の環境保

全団体などの有識者と協議の上、決定すべきである。 

希少猛禽類の繁殖成績は年により変動があるため、1年

間では影響を把握するのは不十分であるため、事後調

査は 2年以上行うべきである。 

死骸調査の調査範囲は、死骸が風で飛ばされる恐れが

あるため地上からブレード先端までの高さより広めに

設定すべきである。死骸調査の調査員は発見・識別精

度の高さが求められるため、鳥類や哺乳類調査の経験

がある者が行い、調査の透明性を高めるために、環境

保全団体などをはじめとした第 3者の立ち会いを認

め、第 3者が独自に随時調査を行うことを了承すべき

である。 

景観はフォトモンタージュ結果と実際に齟齬がないか

検証するために、事後調査を行うことにより検証すべ

きである。 

現時点では、準備書に示した事後調査を

実施する計画ですが、いただいたご意見

及び準備書の審査を踏まえた上で、 新

の知見や専門家からのご指導を基に、鳥

類への影響を適切に把握できる事後調査

計画を検討します。また、事後調査によ

り重大な影響が確認された場合には、更

なる環境保全措置を検討し、順応的な管

理を行っていきます。 
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47 ■協議会の設置 

これまで、本事業では地元の環境保全団体などと十分

な協議が行われてこなかったため、合意形成が不十分

であり、今後大きな問題が起こる可能性がある。今後

の調査や影響の評価と環境保全措置などの検討は、各

専門の有識者や地元の環境保全団体・観光関係者など

が参加する公開された協議会を設置し、十分に話し合

った上で行うべきである。 

現時点では、協議会の設置は想定してい

ませんが、今後も、事後調査を含めた環

境影響評価の手続きを進める中で、地元

の環境保全団体や有識者と可能な範囲で

必要な情報については共有し、いただい

た意見を参考に、事業を進めていく考え

です。 
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[別紙 1] 

 

日刊新聞紙に掲載した広告 

 

○平成 29 年 10 月 6 日（金）掲載 

 

・北海道新聞（旭川北見版第 2社会面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日刊宗谷（宗谷郡部版 2面） 
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[別紙 2] 

 

当社ホームページに掲載したお知らせ及び準備書の内容 

 

○平成 29 年 10 月 6 日（金）から掲載 
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[別紙 3-1] 

 

自治体のホームページへ掲載したお知らせ 

 

■稚内市ホームページ 
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[別紙 3-2] 

 

■豊富町ホームページ 
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[別紙 4] 

 

縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙 

 

（全縦覧場所において記載なし） 
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[別紙 5] 

 

縦覧場所に用意した意見書（様式） 

 

 


