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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧

「環境影響評価法」第7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、

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他の事項を公告し、方

法書及び要約書を公告の日から起算して1ヶ月間縦覧に供するとともに、インターネット利用

により公表した。 

（1）公告の日

平成29年8月15日（火） 

（2）公告の方法

① 日刊新聞による公告

平成29年8月15日（火）付で、下記の日刊紙に「お知らせ」公告を掲載した。 

・函館新聞（朝刊1面） 〔別紙1参照〕 

② 広報誌によるお知らせ

平成29年8月31日（木）及び9月1日（金）付で、下記の広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・広報えさし（平成29年8月31日（木）） 〔別紙2参照〕 

・広報あっさぶ（平成29年9月1日（金）） 〔別紙3参照〕 

③ インターネットによるお知らせ

平成29年8月15日（火）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・事業者ウェブサイトに掲載 〔別紙4参照〕 

・北海道ウェブサイトに掲載

・江差町ウェブサイトに掲載

・厚沢部町ウェブサイトに掲載

（3）縦覧場所

下記の関係自治体庁舎において縦覧を行った。また、事業者のウェブサイトにおいて、イン

ターネットの利用により公表した。

① 関係自治体庁舎での縦覧

・北海道檜山振興局保健環境部環境生活課

・江差町まちづくり推進課

・厚沢部町総務政策課

② インターネットの利用による公表

・事業者ウェブサイトにおける方法書及び要約書の公表 〔別紙4参照〕 

※公告に事業者ウェブサイトＵＲＬを記載し、北海道、江差町及び厚沢部町のウェブサイ

トに上記事業者ウェブサイトへのリンクを掲載することにより、方法書及び要約書の参

照を可能とした。
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（4）縦覧期間

期間：平成29年8月15日（火）～平成29年9月14日（木）まで（庁舎は土・日・祝日を除く） 

時間：庁舎は午前9時00分～午後5時00分まで 

※但し、9月28日（木）までは縦覧場所にて公表した。

※なお、インターネットの利用による公表は、上記の期間中、常時アクセス可能な状態とした。

（5）縦覧者数

縦覧者数（総数） 2名 （縦覧者名簿記載者数） 

（内訳） 

・北海道檜山振興局保健環境部環境生活課                      なし 

・江差町まちづくり推進課                                                           1名 

・厚沢部町総務政策課                                                               1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652回であった。 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催

「環境影響評価法」第7条第2項の規定に基づき、方法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、方法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

第1回：平成29年9月9日（土）13時00分～14時00分 

第2回：平成29年9月9日（土）17時00分～18時00分 

（2）開催場所

第1回：厚沢部町町民交流センターあゆみ交流ホール（厚沢部町新町181-6） 

第2回：江差町文化会館小ホール（江差町茂尻町71） 

（3）来場者数

第1回：1名 

第2回：5名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握

「環境影響評価法」第8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（意見書のフォーマットは、別紙5参照）。 

（1）意見書の提出期間

平成29年8月15日（火）～平成29年9月28日（木）まで 

縦覧期間及びその後2週間とした。 

（2）意見書の提出方法

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函

・事業者への郵送による書面の提出

（3）意見書の提出状況

意見書の提出は2通（意見書箱への投函なし、事業者への郵送2通）であった。
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第２章 環境影響評価方法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条第1項の規定に基づき、方法書について、環境の保全の見地か

ら提出された意見は2件であった。 

「環境影響評価法」第19条の規定に基づく、方法書についての意見の概要及びこれに対

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 

№ 意見の概要 当社の見解 

1-1 ■Ｐ２３３－２３４事業者見解がコピペを多用しすぎている

配慮書への意見に対する事業者見解は、「今後、現地調査に

より、コウモリ類の出現状況及び飛翔状況を把握し、その状況に

応じて適切な環境保全措置を検討してまいります」のコピペを多

用している。事業者の思考が停止しているのは理解したが、意見

に対して論点のすり替えをせずに回答すること。これは欺瞞行為

である。 

配慮書及び方法書段階は、現地調査

を実施する前の段階であるため、ご意見

の内 容によっては、「今後、現地 調査 を

実施し、その結果を踏まえて適切な環境

保全措置を検討する」という趣旨の基本

的スタンスを見解として記載させていただ

いております。 

1-2 ■コウモリ類について

コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食するので、生態系の中

で重要な役割を持つ動物である。また害虫を食べるので、人間

にとって、非常に役立つ益獣である。風力発電施設では、バット

ストライクが多数生じている。コウモリ類の出産は年 1 頭程度と、

繁殖力が極めて低いため、死亡率のわずかな増加が、地域個体

群へ重大な影響を与えるのは明らかである。国内では今後さらに

風車が建設される予定であり、コウモリ類について累積的な影響

が強く懸念される。これ以上風車で益獣のコウモリを殺すな。

本事業におけるコウモリ類への影響及

び環境保全措置につきましては、今後の

現地 調 査により得 られたコウモリ類の出

現状況等を基に、専門家等のご助言もい

ただきながら、適切に検討いたします。 

1-3 ■Ｐ１９６コウモリ類について

事業者は重要種以外のコウモリについて影響予測や保全をし

ないようだが、「重要種以外のコウモリは死んでも構わない」と思

っているのか？日本の法律ではコウモリを殺すことは禁じられて

いるはすだが、本事業者は「重要種以外のコウモリ」について、保

全措置をとらずに殺すつもりか？ 

重要種以外のコウモリ類につきまして

も、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、専門家等のご

助言もいただきながら、適切な環境保全

措置を検討いたします。

1-4 ■Ｐ１９６バットストライクの予測は定量的に行うこと

事業者の行う「高空飛翔状況調査（自動録音バットディテクタ

ーによる調査）」は定量調査である。よってバットストライクの予測

は「定量的」に行い、年間の衝突頭数を予測し、保全措置により

何個体低減するつもりか、具体的数値を示すこと。 

バットディテクター調 査 （高 空 飛 翔 調

査）につきましては、音声データを基に、

定量的な把握に努めます。また、今後

新の知見を踏まえながら現地調査により

得 られたコウモリ類 の出 現 状 況 等 を基

に、専門家等のご助言もいただきながら、

適切な環境保全措置を検討いたします。

1-5 ■専門家へのヒアリング日時が記載されていない 専門家ヒアリングは、2017 年 4 月に実

施しております。 
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№ 意見の概要 当社の見解 

1-6 ■Ｐ１６８コウモリ類専門家の意見に、「集音器（自動録音バットデ

ィテクターのマイク）をロータの回転域の真ん中辺りの高さで（既

設のナセルの高さで）、区域内に 2 箇所（区域内 2 基）に設置し

て状況を把握するとよい」とあるが、なぜその意見を無視し、わざ

わざ風況ポール 1 地点のみ設置して調査するのか理由を述べ

よ。

当該専門家のご意見につきましては、

「可能であれば」というご要望として承って

おり、対象事業実施区域内の大部分で

は既存の風力 発電機 が稼働 しているた

め、当該地域の風況を適切に把握できる

地点として、西側 1 地点に風況観測塔を

設置しております。コウモリ類の高空飛翔

調査は、この風況観測塔を活用して実施

するものであり、風況観測塔の上端付近

（約 50ｍ）とローター域の下端付近（約 30

ｍ）において集 音 マイクを設 置 いたしま

す。 

1-7 ■既設の風車について、活動量調査と同時にバットストライク実

態調査（死体探索調査）を実施すること。活動量調査と死体探

索を同時に行うことにより、高リスクな時期や風速を予測すること

が可能となる。

高空 飛翔 調 査では、積雪 期 を除く通

年継続でフルスペクトラム方式の超音波

録音 機 によりコウモリ類 が発 する音声 を

録音し、活動量が増える時期や風速との

関 連 につ いても把 握 す る考 えです。ま

た、コウモリ類の死体の有無については、

方法書に記載しましたコウモリ類の調査

期 間 のほか、現 場 管理 事 務 所 による日

常（毎日）の見回り点検においても確認

し、死体が発見された場合には、確認時

の状況を適切に記録いたします。 

1-8 ■国内の風力発電施設で行われてきた調査方法は以下の理由

によりバットストライクを過小評価している可能性がある。

・コウモリ類の死体は小さく、大型鳥類と比較して、死体発見率

や消失率が異なる。

・コウモリ類の死体は小さく、３ｍ以上離れれば認識できない。

・コウモリ類の死体は小さく、樹林や草地など植生があれば、死

体を見つけるのはほぼ不可能である。

・コウモリ類の死体は小さく、スカベンジャーにより死体は短期間

で持ち去られてしまう。

今後、コウモリ類の調査にあたっては、

ご意見としていただいた事項に留意して

まいります。 

1-9 ■バットストライク実態調査について

・コウモリ類の死体探索調査の際、風車の下に植生が生育して

いるならば、前もって下草を刈り、マルチングを行うこと。

・コウモリ類を探索する際には片側 2.5ｍ（両側５ｍ）の間隔で探

索すること。

・死体探索調査は毎週行うこと。

既存風力発電所の風車周辺は、建設

時からの環境保全措置として緑化の回復

を図っているため、その兼ね合いも考慮

しながら、調査時にはいただいたご意見

に留意してまいります。 

また、コウモリ類の死体の有 無につい

ては、方法書に記載しましたコウモリ類の

調査期間のほか、現場管理事務所によ

る日常（毎日）の見回り点検においても確

認いたします。 

1-10 ■コウモリ類の調査について

コウモリ相調査だけではバットストライクの影響予測や保全措

置に必要な情報が得られない。コウモリ類の影響の程度を予測

するために、「コウモリ類の専門家」の指導のもと、調査の重点化

を行うべきではないのか。 

コウモリ類の調 査では、積雪 期を除 く

通年 継 続で高空 飛 翔 調査も実施 し、フ

ルスペクトラム方式の超音波録音機により

コウモリ類が発する音声を録音し、コウモ

リ相だけではなく、活動量が増える時期

や風速との関連についても把握する考え

です。これらの現地調査により得られたコ

ウモリ類の出現状況等を基に、専門家等

のご助言をいただきながら、影響予測や

環境保全措置を検討いたします。
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№ 意見の概要 当社の見解 

1-11 ■コウモリの音声解析について

コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種の同定は、国内で

はできる種とできない種がある。図鑑などの文献にあるソナグラム

はあくまで参考例であり、実際は地理的変異や個体差、ドップラ

ー効果など声の変化する要因が多数あるため、専門家でも音声

による種の同定は慎重に行う。仮に種の同定を誤れば、当然な

がら誤った予測評価につながるだろう。よって、無理に種名を確

定しないで、グループ（ソナグラムの型）に分けて利用頻度や活

動時間を調査するべきである。 

 ご意見を踏まえ、必要に応じて専門家

等のご助言も踏まえながら、慎重に種の

同定を行います。また、種の同定が厳し

い場合には、グループ（ソナグラムの型）

に分けて利用状況等を把握いたします。

1-12 ■コウモリの音声録音について

捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調査と捕獲調査は、

同日に行うべきではない（捕獲調査日の録音データは使用しな

いこと）。

ご指摘のとおり、捕獲調査日の自動録

音データは使用しないことといたします。 

1-13 ■コウモリの捕獲調査について

・コウモリの捕獲許可申請及び捕獲調査は必ずコウモリ類の専門

家の指導のもとで行うべきではないのか。

コウモリの捕獲調査手法については、

事前に専門家等にご指導をいただいて

おります。 

・6 月下旬―7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期にあたるため、

捕獲調査を避けるべきではないのか。

ご指摘のとおり、適切な時期に捕獲調

査を実施いたします。 

・ハープトラップでは樹冠上を飛翔するタイプのコウモリ（ヤマコウ

モリやヒナコウモリなど）を捕獲できない。カスミ網なら捕獲できる

ので、「コウモリ相調査」をするつもりならば「コウモリ類の専門家

の指導のもと」でカスミ網も併用すべきであろう。

コウモリ類の捕獲調査につきましては、

かすみ網を用いて実施する予定です。 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性別、年齢、体重、

前腕長等を記録し、速やかに放獣するべきではないか。

捕獲した個体は、麻酔をせずに、種名

等を記録した後、速やかに放獣いたしま

す。 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大きいので、ハープ

トラップは、かならず夜間複数回見回るべきだ（夕方設置して、

見回りせずに朝方回収などということを絶対に行わないこと）。

捕獲調査は、かすみ網を計画しており

ます。なお、かすみ網の設置中は見回り

を行い、捕獲個体への影響を可能な限り

低減するよう努めます。 

1-14 ■事業者が「実施可能な」環境保全措置とは、コストの全くかから

ない方法ということか？

環境 保 全 措置 については、事業 性と

環境保全の効果との両立の観点から、検

討していく考えです。 

1-15 ■コウモリ類の保全措置（回避措置）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。 

本事業におけるコウモリ類の環境保全

措置につきましては、今後の現地調査に

より得られたコウモリ類の出現状況等を基

に、専門家等のご助言もいただきながら、

適切に検討いたします。 

1-16 ■コウモリ類の保全措置（低減措置）について

コウモリの保全措置として、「カットイン風速の値を上げることと

低風速時のフェザリング」が行われている。事業者は、コウモリの

活動期間中にカットイン風速を少しだけあげ、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を認

識しているのか？ 

本事業におけるコウモリ類の環境保全

措置につきましては、今後の現地調査に

より得られたコウモリ類の出現状況等を基

に、専門家等のご助言もいただきながら、

適切に検討いたします。 
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1-17 ■「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にあらかじめ指摘してお

く。事業者らは「影響の回避」と「低減」の言葉の定義を本当に理

解しているだろうか。 

事業者らは今後、準備書においてコウモリ類への影響に対し

「ライトアップをしない」という保全措置を行うはずだが、「ライトアッ

プをしない」ことは影響の『回避』措置であり、『低減』措置ではな

い。「ライトアップしないこと」により「ある程度の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。 

ご意見としていただいた事項を踏まえ、

本事業におけるコウモリ類の環境保全措

置につきましては、今後の現地調査によ

り得られたコウモリ類の出現状況等を基

に、専門家のご助言もいただきながら、適

切に検討いたします。 

1-18 ■回避措置（ライトアップの不使用）について

ライトアップをし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「ライトアップ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。 

1-19 ■回避措置（ライトアップの不使用）について

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。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

ナセルの隙間、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」が発生しているのだ。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、影

響の『低減』措置を追加する必要がある。

1-20 ■コウモリ類の保全措置について

事業者は「環境影響を可能な限り回避・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だろうか？既存資料によ

れば、樹林から 200ｍの範囲に風車を立てないこと（回避措置）、

『カットイン風速を限られた期間と時間帯に高く設定し、低速時の

フェザリングをすること（低減措置）』のみがコウモリの保全措置と

して有効な方法であることがわかっている。この方法は、事業者

が「実施可能」かつ「適切な」、コウモリ類の環境保全措置であ

る。

本事業におけるコウモリ類の環境保全

措置につきましては、今後の現地調査に

より得られたコウモリ類の出現状況等を基

に、専門家等のご助言もいただきながら、

適切に検討いたします。 

1-21 ■事業者はコウモリ類について、環境保全措置、つまり「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」ことを「事後調

査の後」まで先延ばしせず、即実施するべきではないのか？

我々コウモリの専門家は、すべての期間中風車を止めろ、と主

張している訳ではない。コウモリの活動量が多い期間、わずかな

稼働制限をするだけでバットストライクは大幅に低減できる。この

ことはすでに報告されている事実だ。 

「国内におけるコウモリの保全事例が少ないので保全措置は

実施しない（大量に殺した後に検討する）」といった回答をする事

業者がいたが、そもそも「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。 

本事業におけるコウモリ類の環境保全

措置につきましては、今後の現地調査に

より得られたコウモリ類の出現状況等を基

に、専門家等のご助言もいただきながら、

適切に検討いたします。 
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1-22 ■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。 

意 見 書 の内 容 は要 約 せず、「意 見 の

概要」の欄に全文を記載いたしました。 

2-1 1.既設の風力発電機は 74ｍ支柱の上部取り付けられているはず

で、新規のハブ高は約 90ｍである。高所音声調査は既設の風力

発電機上で実施すれば、実際の飛翔状況を確実に把握すること

ができる。しかし、P197 の表 6.2-14（1）では、風況観測塔（約 50

ｍ）にバットディテクターを取り付けている。なぜ、約 50ｍと低い位

置を選択したのか理由を説明する必要がある。

当該専門家のご意見につきましては、

「可能であれば」というご要望として承って

おり、既存の風力発電機は現在稼働して

いるため、既存の風力発電機に設置した

場合、当該地域のコウモリ類の飛翔の状

況を適切に把握できないことも懸念され

ます。 

したがって、コウモリ類 の高 空 飛 翔 調

査 地 点としては、対 象 事 業 実 施 区 域 の

西側に設置している風況観測塔を活用

し、風況観測塔の上端付近（約 50ｍ）とロ

ーター域の下端付近（約 30ｍ）において

集音マイクを設置いたします。なお、集音

マイクには上部への反射板を取り付ける

ことにより、より高度域の音声の把握に努

めてまいります。

2-2 2.P168 の専門家は「集音器をローターの回転域の真ん中辺りの

高さで、区域内に 2 箇所くらい設置して状況を把握できるとよい」

と述べており、事業者の対応として、「左記を踏まえて、コウモリ類

の高空飛翔調査の手法を選定した」を見解を述べている。しか

し、事業者は「1」で述べた低い位置を選択し、さらに 1 地点での

調査を選択している。専門家意見の何を踏まえたのか、理由を

説明する必要がある。

2-3 3.「1」および「2」の理由から、既設風力発電機の高さからの音声

調査を追加すべきである。

2-4 4.既設風力発電機 28 基すべての死体探索調査を積雪期以外、

毎月行うこと。

方法書に記載しましたコウモリ類の調

査 期 間 のほか、現 場管 理 事 務 所 による

日常（毎日）の見回り点検においてもコウ

モリ類の死体の有無を確認いたします。
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