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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、環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）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 12 月 8 日（金）

（２）公告の方法

①平成 29 年 12 月 8 日（金）付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。

・大分合同新聞（朝刊 14 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。

・自治体の広報誌へ掲載した。 ［ 別紙２ 参照 ］ 

市報おおいた 12 月号（P12） 

広報うすき 12 月号（P21） 

・当社 ホームページへ掲載した。  ［別紙３－１～３－２ 参照 ］ 

・自治体（大分市）のホームページへ掲載した。   ［ 別紙４ 参照 ］ 

（３）縦覧場所

自治体庁舎8箇所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 

① 自治体庁舎

・大分県庁 生活環境部 環境保全課

・大分市役所 環境部 環境対策課

・鶴崎市民行政センター

・稙田市民行政センター

・坂ノ市市民センター

・大在市民センター

・佐賀関市民センター

・臼杵市役所 市民部 環境課

② 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３－１～３－２ 参照 ］ 
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（４）縦覧期間

平成29年12月8日（金）から平成30年1月9日（火）までとした。 

縦覧時間は、平日の9時から17時15分までとした。  

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1名（縦覧者記録用紙記載者数）  ［ 別紙５ 参照 ］ 

（内訳）  

① 自治体庁舎

・大分県庁 生活環境部 環境保全課 1名 

・大分市役所 環境部 環境対策課 0名 

・鶴崎市民行政センター 0名 

・稙田市民行政センター 0名 

・坂ノ市市民センター 0名 

・大在市民センター  0名 

・佐賀関市民センター 0名 

・臼杵市役所 市民部 環境課 0名 
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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 12 月 15 日（金） 17 時 00 分～19 時 00 分

2 回目：平成 29 年 12 月 16 日（土） 10 時 00 分～12 時 00 分

（２）開催場所

1 回目：臼杵市中央公民館 (住所)臼杵市大字臼杵浜 2-107-562

2 回目：坂ノ市公民館   (住所)大分市坂ノ市西 1-10-6

（３）来場者数

1 回目：13 名

2 回目：11 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 12 月 8 日（金）から平成 30 年 1 月 23 日（火）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 縦覧場所窓口及び説明会時に用意した返信用封筒での郵送による書面の提出

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 縦覧場所における意見書数 （意見書数） 

・大分県庁 生活環境部 環境保全課   0通 

・大分市役所 環境部 環境対策課    0通 

・鶴崎市民行政センター   0通 

・稙田市民行政センター    0通 

・坂ノ市市民センター   0通 

・大在市民センター    0通 

・佐賀関市民センター   0通 

・臼杵市役所 市民部 環境課   0通 

② 説明会における意見書数 （意見書数） 

・1回目   0通 

・2回目   0通 

③ 当社への郵送及び電子メールによる意見書数  （意見書数） 

   1 通 

※意見書の提出が 1 通に対して，意見総数は 20 件であった。
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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 20 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。 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ■P625～P627「コキクガシラコウモリ、キクガシラコ

ウモリ、モモジロコウモリ、ノレンコウモリ」の影響

予測について「高所を飛翔する性質を持たない種であ

るので、ブレード・タワー等への接近・接触の可能性

は低いと考えられる」とあるが、これらの種が「高所

を飛翔する性質を持たない」と記載した文献はない。

高所を飛翔する性質は全く無いというこ

とではないと認識しています。準備書で

は一般的な生態にもとづいて影響予測を

行いました。 

2 ■P625～P627「コキクガシラコウモリ、キクガシラコ

ウモリ、モモジロコウモリ、ノレンコウモリ」の影響

予測について、「高所を飛翔する性質を持たない種」

と事業者は決めつけているが、実際にはキクガシラコ

ウモリ科もホオヒゲコウモリ属も風力発電所で死亡し

ている。

研究によれば「低空を飛翔する種」でさえ、樹林（林

縁）から 200ｍ内ではバットストライクのリスクが高く

なることが判明している。

準備書では一般的な生態にもとづいて影

響予測を行いました。ご指摘いただいた

コウモリ類についても留意して、事業を

進めたいと考えています。

3 ■P627～P628 コウモリ類への影響予測について「高所

を飛翔する性質を有する種であるため、ブレード・タ

ワー等への接近・接触の可能性があると考えられる。

しかし、付近にコアとなる繁殖地が確認されていない

ことから影響は小さいと考えられる」とある。まずは

「コアとなる繁殖地」の定義を述べよ。

重要な生息地の代表として「コアとなる

繁殖地」という表現を使いました。重要

な生息地は洞穴などの大規模ねぐら、夜

間の休息場所（ナイトルースト）、出産

哺育期のねぐらなどで、文献及び現地調

査で確認されませんでした。今後「重要

な生息地」と記載します。 

4 ■P627～P628 コウモリ類への影響予測について「高所

を飛翔する性質を有する種であるため、ブレード・タ

ワー等への接近・接触の可能性があると考えられる。

しかし、付近にコアとなる繁殖地が確認されていない

ことから影響は小さいと考えられる」とある。

なぜ、「コアとなる繁殖地が確認されていない」こと

により「影響は小さいと考えられる」のか。科学的根

拠が説明されていない。仮に「コアとなる繁殖地が確

認されていない」としても、それが「バットストライ

クが発生しない」理由にはならない。事業者の予測は

主観であり、「適切と言えない」。

影響予測は、高所を飛翔する性質を有す

る種の出現頻度が低いことをもとに行っ

ております。ご指摘のように全く衝突の

リスクが無いということではないと認識

しています。事後調査の結果も踏まえて

事業を進めたいと考えています。
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No. 意見の概要 事業者の見解 

5 ■P627～P628 コウモリ類への影響予測について「高所

を飛翔する性質を有する種であるため、ブレード・タ

ワー等への接近・接触の可能性があると考えられる。

しかし、付近にコアとなる繁殖地が確認されていない

ことから影響は小さいと考えられる」とある。

そもそも事業者はコウモリ類の繁殖状況調査をしてい

ない。調査をしていないから「付近にコアとなる繁殖

地が確認されていない」だけであろう。

対象事業実施区域及びその周辺におい

て、人工トンネルや導水管でコウモリ類

の確認があったものの、高所を飛翔する

種の確認はありませんでした。それ以外

の周辺地域については、文献調査やヒア

リングにより情報を収集しました。

6 ■P619 コウモリの保全措置「ライトアップを行わな

い」は「バットストライクの低減効果」は確認されて

いない

環境保全措置として、「哺乳類（コウモリ類）、鳥類

及び昆虫類が夜間に衝突・誘引する可能性を低減する

ため、ライトアップを行わない」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、「夜間の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

正化の手引き」（環境省、平成 27 年）

における事例紹介に基づいて「ライト

アップを行わない」こととしました。

これによりバットストライクを完全に

防げるとは限りませんが、影響低減の

効果はあると考えています。また、事

後調査などで環境保全上著しい影響が確

認された場合には、環境保全措置を検討

します。

7 ■P619 コウモリ類の保全措置（フェザリング等）を先

延ばしにする根拠はなにか

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 P863「環境保全上特に配慮を有する

事項が判明した場合」まで先延ばしにしてよい根拠に

なるのか？ 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？

-------------------------------

第二十八条  特定対象事業に係る環境影響評価を行

うに当たり、環境影響がないと判断される場合及び環

境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の

場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選

定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響を

できる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損

なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環

境影響に係る環境要素に関して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示されてい

る基準又は目標の達成に努めることを目的として環境

の保全のための措置（以下「環境保全措置」とい

う。）を検討するものとする。

-------------------------------

影響予測の結果、影響は小さいとしまし

た。ただし、不確実性が伴うため、事後

調査などで環境保全上著しい影響が確認

された場合には、環境保全措置を検討し

ます。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

8 ■コウモリ類を殺すな

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？そもそもコウモリを殺すことは法律で禁止

されている。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。

「鳥類等に関する風力発電施設立地適

正化の手引き」（環境省、平成 27 年）

における事例紹介に基づいて「ライト

アップを行わない」こととしました。

これによりバットストライクを完全に

防げるとは限りませんが、影響低減の

効果はあると考えています。また、事

後調査などで環境保全上著しい影響が確

認された場合には、環境保全措置を検討

します。

9 ■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「国内事例が少ないので

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、「国内事例が少ない」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

が少なくとも保全措置の実施は技術的に可能である。

影響予測の結果、影響は小さいとしまし

た。ただし、不確実性が伴うため、事後

調査などで環境保全上著しい影響が確認

された場合には、環境保全措置を検討し

ます。 

10 ■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

施は可能であろう。

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。

影響予測の結果、影響は小さいとしまし

た。ただし、不確実性が伴うため、事後

調査などで環境保全上著しい影響が確認

された場合には、環境保全措置を検討し

ます。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

11 ■「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

正化の手引き」（環境省、平成 27 年）

における事例紹介に基づいて「ライト

アップを行わない」こととしました。

これによりバットストライクを完全に

防げるとは限りませんが、影響低減の

効果はあると考えています。また、事

後調査などで環境保全上著しい影響が確

認された場合には、環境保全措置を検討

します。

12 ■「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。

影響予測の結果、影響は小さいとしまし

た。ただし、不確実性が伴うため、事後

調査などで環境保全上著しい影響が確認

された場合には、環境保全措置を検討し

ます。 

13 ■コウモリ類の保全措置（低減）について

風力発電におけるコウモリの保全措置（低減措置）は

「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」が原則である。これまでのところ低減効果

がある保全措置はそれ以外に発見されていない。

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うことがバット

ストライクを低減できる唯一の保全措置である。

「鳥類等に関する風力発電施設立地適

正化の手引き」（環境省、平成 27 年）

における事例紹介に基づいて「ライト

アップを行わない」こととしました。

これによりバットストライクを完全に

防げるとは限りませんが、影響低減の

効果はあると考えています。また、事

後調査などで環境保全上著しい影響が確

認された場合には、環境保全措置を検討

します。

14 ■「回避」と「低減」の言葉の定義について

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か。「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。

「回避」は事業取りやめや風車配置変更

等により保全対象への影響要因を完全に

除外することと考えております。「ライ

トアップをしない」ことは、影響要因を

完全に除外することではなく、影響を最

小化または軽減する効果が期待できる

「低減」措置であると考えています。
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No. 意見の概要 事業者の見解 

15 ■P865 事後調査を行う理由について

「夜間照明の不使用等の実効性のある環境保全措置を

講じるものの、風力発電施設への予測衝突数の推定に

は不確実性を伴っているため、事後調査を実施する」

とある。しかし事業者のコウモリ類の保全措置「ライ

トアップの不使用」については、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。「実効

性がある」と言い切るには根拠が薄い。

「鳥類等に関する風力発電施設立地適

正化の手引き」（環境省、平成 27 年）

における事例紹介に基づいて「ライト

アップを行わない」こととしました。

これによりバットストライクを完全に

防げるとは限りませんが、影響低減の

効果はあると考えています。また、事

後調査などで環境保全上著しい影響が確

認された場合には、環境保全措置を検討

します。

16 ■P865 事後調査を行う理由について

「夜間照明の不使用等の実効性のある環境保全措置を

講じるものの、風力発電施設への予測衝突数の推定に

は不確実性を伴っているため、事後調査を実施する」

とある。コウモリ類の風力発電施設への予測衝突数の

推定には、定量的調査が必要であるが、事業者は行っ

ていない。そもそも「適切な調査を行っていない」の

で「予測ができない」だけであろう。自らの調査不足

を棚に上げて「予測の不確実性」に言及するのは「適

切とは言えない」。

本事業の環境影響の予測手法は、学識

経験者のヒアリングをおこなった上で

行っています。予測結果には不確実性

を伴うものと考えており、事後調査を

実施するものとしています。 

17 ■P865 事後調査について、「普通種（法令に該当しな

い種）と判明した場合は、（保全措置をせず）廃棄処

分」とあるが国内ではコウモリ全種について捕殺が禁

止されている。

風発事業者ならば、「普通種のコウモリ」は、殺して

処分してよいのか？普通種・重要種など区分せず、す

べてのコウモリ類の死体について、冷凍保存し、死因

をコウモリ類の専門家に精査してもらうべきではない

のか。

事業は法令に従い進めています。調査で

コウモリ類をはじめとする動物の死体を

取得した場合、天然記念物など法的な手

続きが必要なものについては適切に手続

きを行います。コウモリ類の死体につい

ては死亡の原因の確認を行い、必要に応

じて専門家に精査を依頼する予定です。

18 ■P865 事後調査「環境影響の程度が著しいことが明ら

かとなった場合の対応の方針」について

「環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場

合」の具体的数値を述べよ。

事業者は一体、コウモリ類を「何個体」殺せば、「環

境影響の程度が著しい」と判断するのか。１個体か？

１０個体か？それとも１００個体か？国内では、コウ

モリ全種について捕殺が禁止されている。事業者は曖

昧な記載をして、「適切な保全措置」の検討を逃れる

つもりであろう。「環境影響の程度が著しい」という

具体的数値を明記せよ。その上で、「○個体まで殺し

ても影響ない」とした科学的及び法的根拠を述べよ。

個体数は決めておりません、事後調査で

死亡個体が確認された場合、学識経験者

へのヒアリングを行った上で、影響の程

度を判断します。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

19 ■P865 事後調査の実施間隔は「隔週」とあるが、コウ

モリの体は小さいので、スカベンジャーに持ち去られ

てすぐに消失する。「毎週」行うべきである。

準備書では、調査間隔は「隔週で実施す

ることとし、１日のうち午前と午後等の

複数回行う。」と計画しております。今

後、準備書の審査における意見を踏まえ

検討いたします。 

20 ■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。

頂いたご意見は、要約せずに意見書を

そのまま掲載しました。 
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○平成 2

・大分合同新聞（朝刊

29 年 12 月

大分合同新聞（朝刊

月 8 日（金）掲載

大分合同新聞（朝刊 14 面）

日刊新聞紙に掲載した広告

）掲載 

面） 

 

日刊新聞紙に掲載した広告日刊新聞紙に掲載した広告 

[別紙１] 
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○市報おおいた

 

○広報うすき

市報おおいた 12

広報うすき 12 月号（

12 月号（P12）

月号（P21） 

自治体広報誌への掲載

） 

 

 

自治体広報誌への掲載自治体広報誌への掲載 

[別紙２] 
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[別紙３－１] 

当社ホームページに掲載したお知らせ 
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[別紙３－２] 
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 [別紙４] 

自治体（大分市）のホームページへ掲載したお知らせ 
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 [別紙５] 

縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙 
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[別紙６] 

縦覧場所に用意した意見書（様式） 
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