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環境審査顧問会風力部会

議事録

１．日 時：平成２４年１０月９日（火）１３：００～１７：１９

２．場 所：経済産業省別館１１階 １１２０号会議室

３．出席者

【顧問】

河野部会長、川路顧問、近藤顧問、日野顧問、村上顧問、山本顧問、渡辺顧問

【経済産業省】

田所統括環境保全審査官、樫福環境審査班長、日野環境保全審査官、

渡邊環境審査係

４．議 題： （１）環境影響評価方法書の審査について

（２）環境影響評価準備書の審査について

（３）その他

５．議事概要

（１）開会の辞

（２）配布資料の確認

（３）環境影響評価方法書３５件及び環境影響評価準備書１４件について、事務局から

審査方式、審査順序、議事進行の説明を行った後、質疑を行った。

（４）閉会の辞

６．質疑内容

〇経産省 それでは、資料に過不足がないようでございますので、第１回風力部会とい

うことで、お手元の資料２に基づきまして事務局から風力部会のメンバーをご紹介させて

いただきます。

資料２でございますけれども、風力部会の部会長を河野顧問にお願いしております。河

野顧問におかれましては、火力、原子力、水力、地熱等の各４つの部会のメンバーになっ

ております。さらに、自然環境分科会の副主査をお願いしております。

それから、部会長代理でございますが、日野顧問におかれましては全体の顧問会長をお

願いしております。また、火力部会、原子力部会、水力部会等の部会メンバーもお願いし
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ております。さらには、水環境分科会の主査をお願いしております。

次に、渡辺顧問におかれましては、水力部会の部会長及び自然環境分科会の主査をお願

いしております。火力、原子力、地熱のメンバーもお願いしております。

また、顧問５名ほどお願いしておりますが、それぞれ複数の部会または分科会のメンバ

ーとしてお願いしております。

続きまして、本日議案がたくさんありますので、効率的に審議を進めるということで、

審査の進め方について事務局からご説明させていただきます。

事前に環境審査顧問に方法書及び準備書、並びに住民意見等の関係書類を送付して前も

って目を通していただいております。本日の部会においては効率的に審査を行うため、環

境審査顧問会運営要綱の規定に基づき事業者の出席を求め、必要に応じて事務局または事

業者から回答をさせていただくことにしております。いわゆるＱＡ方式とさせていただき

ます。具体的には、審査案件ごとに審査段階の状況について説明し、顧問から質問やご意

見をいただき、事務局または事業者から回答するＱＡ方式といたします。この場合、事業

者からの口頭回答につきましては、事務局の指示により事業者側から回答していただき、

回答した内容につきましては、顧問会終了後速やかに回答内容が記載された書類を提出い

ただくということにしております。これらの提出された補足資料につきましては、事務局

の審査または次回の顧問会の審査対象資料として取り扱わせていただきます。

審査順序でございますが、審査を効率的かつ集中的に行うということで、届出案件の多

い事業者から順番に審査をすることにいたしております。

○顧問 よろしくお願いいたします。

それでは、案件がたくさんありますので、まず、黄色いマークのついている電源開発の

９件からスタートします。

〇経産省 それでは、審査案件に入りましたので、電源開発株式会社の皆様、説明席に

お願いいたします。

具体的な案件に入る前に、私から簡単に審査の状況について再度ご説明させていただき

ます。

＜電源開発株式会社の審査案件（議事番号１～９）について説明＞

○顧問 それでは、早速、説明のありました１番、大間風力について意見をお願いした

いと思います。

○顧問 主として、景観の点から話させていただきます。

その前にまず、５─１の地形及び地質で、対象事業実施区域内に重要な地形・地質は存
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在しないとなっていますが、これをアセスになじみのない市民が読んだ場合、自分のとこ

ろにはそういう特徴のある地形とかがないのかという感じを招きかねませんので、市民が

読んでも抵抗のない形での記述をお願いしたいと思います。

また、景観では、「周辺に眺望点が存在するため」ということになっていますが、「風車

の立地によって景観の乱される恐れのある地域があるため」とか、何とかもう少し一般的

な形での記述にしていただけたらと思います。

それから、６―87 の予測結果で、「また、風力発電所は自然エネルギーの活用を目にみ

える形であらわすものであり、新たな人と自然との触れ合いの活動の場を提供するもので

もある」と。これは一つの見解かと思いますが、まだ皆さんがそうだそうだというところ

には至っていない考えかと思います。「活動の場を提供する可能性が高い」といった文言に

改められたらいかがかと思います。

そして、そういう期待に応えようとするのであれば、６─90、人と自然との触れ合いの

活動の場の、風車もそうでございますが、特にこのシーサイドキャトルパーク等は近景が

目にされる機会が多いわけでもございますので、緑化等による修景の手当てを考えていた

だけると、「ああ、風力発電というのは本当に見事なものだ」という感じにもなるかと存じ

ます。緑化等の修景をもご検討願いたい、ということです。

以上です。

○顧問 ありがとうございました。

事務局から何か。

〇経産省 ありがとうございました。

事業者側から只今の要望について何かお答えしておいたほうがいいことがあれば、ご発

言いただければ幸いです。

○事業者 いただいたご意見を踏まえまして検討させていただいて、評価書案に反映させ

ていただきたいと思います。

〇経産省 了解しました。ありがとうございました。

人と触れ合いについては、青森県知事からも意見が出ておりましたので、審査に反映さ

せていただきたいと思っております。

○顧問 ほかの案件にも全部共通する話なのですが、タワーのブレード基部の図面はあ

るけれども、タワーを配置した全体の配置図について、どういうふうに改変工事があって、

仕上がりの図面というのですか、そういうものが基本的に欠落しています。ですから、伐

採するとか改変する、後になって戻しますといっても、それがどの程度のことをいってい

るのか全くわからない。緑化、掘削したところを原状復帰させるという表現が共通してみ

られるのですが、具体的にどうされるのか、どの程度の話なのか。あるいは、残土につい
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てはどういうふうに処置するのかという点も、火力や原子力のアセスと比べたら図面が欠

落している。したがって、できるだけ定量的に影響を評価しようとする場合に、ちょっと

難しいところがかなりあるというのが共通して指摘できることではないかと思います。

基本的には、きょうは案件が多いので、それぞれやっていると時間をとってしまうので、

適当なところで区切りますけれども、お気づきの点はメール等でも出していただいて整理

をするという形をとらせていただければと思います。

〇経産省

只今のご指摘については共通的なことですので、別途事業者に調査させて次回の顧問会

までに書類として提出するように努めます。ありがとうございました。

○顧問 そのほか。

○顧問 共通的なことを最初にいってしまったほうが。

○顧問 では、そうしましょうか。

〇経産省 なるべくそうしていただければと思います。

○顧問 水の専門家として顧問をしております。

１つか２つの地点を除いてほとんどすべての案件で、予測評価の項目として水環境、濁

水を取り上げていません。やはり工事中に濁水は必ず出るわけでそれに対して沈砂池とか

沈殿池という表現がありますけれども、そういうものを造ること自体が、何かのときに環

境影響があるという前提になっているわけです。沈砂池を造るから影響がないのだとかい

う論議になっていますけれども、それ自体が１つの予測評価のはずなので、水環境につい

て予測評価の項目から外すということではなく、入れておいてください。恐らく海域とは

違うので、簡単なディスカッションで済むと思いますので、予測の項目の中に水は入れて

おくということで進めていただきたい。それから、当然、先ほど話があった、工事に伴う

土地の改変に伴って沈砂池であるとか沈殿池というのが必要になるわけですから、工事の

中にも水環境のことを盛り込んでおいていただきたい。

それから、ほとんどのところで河川とか海域についての現況の記載がない。例えば、類

型指定はＡであるとかＢであるとか、そういうことは書いてあるけれども、現実の環境が

どうなのだと。その数値はどうなのだということが全く書いていないところがかなりある。

ほかのエネルギー源による発電所の方法書とか準備書をご覧いただければ、いかにそれら

と落差があるかがわかるはずですから、留意していただきたい。

○顧問 関連して。

方法書、準備書もそうですけれども、スコーピングに関して、ＮＥＤＯのマニュアルを

使用しているものとアセス省令を使用しているものとがあるのですけれども、少なくとも

それはどう整理するのかという点と、今方法書が出ている書類ではアセス省令に基づいて
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スコーピングをやるべきなのではないかと思います。

〇経産省 一応事務局といたしましては、アセス省令で評価をするということには変わ

りはございませんので、そういった形でご意見をいただければ幸いです。

○顧問 では、私は全体のところから少しお話しさせていただきます。

工事に伴う搬入・搬出、それから建設機械の騒音・振動、これらはほとんどの案件に多

分入っていません。幾つかは入っておりますけれども、これは検討をお願いしたいと思い

ます。

それから、騒音については非常に静穏な場所に風力発電装置が来るということで、予測

結果も非常に低い値が出ているわけなのですけれども、評価書あるいは準備書としてわか

りやすくするためには、低レベルであってもウィンドタービンの回転音、つまり、純音成

分がほとんど含まれていないということが証明できれば、低レベルの騒音環境であっても

問題にならないだろうと思っています。したがって、予測に用いたタービンの音の周波数

特性を示していただければと思います。

それから、低周波音については皆さん非常に苦労されていると思いますけれども、平成

20 年４月 17 日に環境省から、参照値というのはアセスの目標としてつくったものではな

いので環境影響評価に使わないようにという指示が出ています。大多数の方が使われてい

るということですが、参照値が入っていると、審査する側としてはそれはやめてください

ということになると思います。

それから、平成２４年５月８日に経済産業省から、低周波音の測定方法によるマニュア

ルに基づいてこれまで評価を行ってきているということが書かれていますので、それをベ

ースにした保全目標あるいは対策、評価がよいのではないかと思います。

それから、低周波音については、Ｇ特性１本で評価するというのもあるのですけれども、

基本的にはＧ特性だけではなくて周波数別にきちんとみていただきたいという要望でござ

います。

○顧問 風力発電の運転時は無人なのでしょうか。なぜかというと、人がいるのだった

ら生活排水が出るだろうと。トイレであるとか、そういうものの処理はどうするのか。あ

るいは、トイレをつくってあれば発電設備の点検時に使うだろうから処理が必要なわけで

すよね。それから、塗装をかけると思いますけれども、有害物質が出ないのか。雨なんか

が降った場合、酸性雨なんかの場合に溶けださないだろうかと。それから、油だとか潤滑

油のようなものを使うのであれば、それが地面に落ちる、あるいはそれが水域に入るよう

なことはないのだろうか。また、裸地が残ることはないのだろうか。裸地が残っていれば、

雨が振れば必ず水域に泥水が入るということがありますね。だから、水についてはそうい

うところも含めて予測評価していただければ。恐らく簡単なことで、それは全部のところ
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に共通することなので、ご留意いただきたいと思います。

〇経産省 ただいまの質問について、常時はおらないのが普通ですけれども、せっかく

事業者側がおられますので、今の事実関係について簡単にお答えいただければありがたい

のですが。

○事業者 よろしくお願いします。

まず、最初の１つ目、有人か無人という点なのですけれども、これは発電所によって異

なります。泊まり込みまでするような有人施設はないのですけれども、昼間だけそこで作

業をするような施設はある場合もございます。ない場合もございます。

あと、塗装なのですけれども、基本的には現地で塗装というのは余りないです。すべて

工場で塗装されたものをもってきますけれども、仮に塗装がはがれた場合などに現地で補

修することはあり得ます。

油、潤滑油なのですけれども、これは機械に駆動部分がございますので、こちらに油は

使っております。過去には漏れたりとかいった事故もございます。

裸地なのですけれども、これは基本的には、例えば今まで牧草地とかいったケースが多

かったのですが、そういったところは牧草にまた復元したりして、風車の基礎の周り以外

はすべて緑化された状態の場合もあります。ただ、山を切り開いてつくったような場所で

すと、路盤・路地とかいうのは砂利敷だったりで裸地のようになっている箇所もございま

す。

以上です。

○顧問 トイレも恐らく設置があると思いますので、先ほど申し上げたことを含めて。

塗装に雨がかかると滴が落ちますよね。そういうものに有害物質は入っていないのかとか、

そういうことを含めて予測評価の中に入れていただければ十分な評価になると思いますの

で、ご留意いただきたいと思います。

○顧問 関連して。

建屋等の施設がある場合は、やはり図示していただいたほうがよいのではないでしょう

か。何か風車だけで発電所が成り立っている感じがします。敷地がどこなのか、建屋があ

るのかないのか、その辺がちょっと把握できませんので、よろしくお願いします。

○顧問 特に準備書段階では設備の稼働率というものを、風力発電の場合は非常に差が

大きいので、示しておいていただけないかと思うのですけれども。稼働率は騒音が出る時

間やその他の環境への負荷に直接効いてきますので。

○顧問 関連しますけれども、いわゆる改正された法に基づいてやるということになる

と、温室効果ガスという項目が参考項目として取り上げられています。事業者のペーパー

をみると、頭のところでいわゆる自然再生エネルギーをできるだけというキーワードでＣ
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Ｏ２の話がちょっと出てくるのですけれども、最終的にやはりネガティブイフェクトだけ

ではなくて、風力や地熱もそうなのですが、やはりＣＯ２を排出するのではなく、どのく

らいの効果があるのだということはプラスの意味で記載してもよいのではないか。そうい

った意味で、最大出力４万キロワットだからＣＯ２何キログラム、何トンという話ではな

くて、それぞれの想定される稼働率をベースにしてＣＯ２のスワップ効果がどのくらいあ

るという評価の仕方をぜひ心がけていただきたいと思います。

準備書相当の１番目の案件ですが、環境省意見で整理されていると思いますので、これ

に加えて顧問の先生方から他に何かつけ足すような意見がございましたら事務局あてに意

見を出していただければと思います。

これで１番の案件はとりあえず区切りにさせていただきます。

〇経産省 ありがとうございました。

続きまして、２から９の案件についてまとめてご意見をいただければと思います。いずれ

も先ほどの資料６の方法書ということで、３の段階になってございます。これにつきまし

てお気づきの点がありましたら、まとめてご質問、ご意見等をいただければ幸いです。

○顧問 では、まとめて方法書のほうで。

全部ではないのですけれども、現地調査、騒音も低周波も同じなのですけれども、測定

期間のところで「強風時」と書いてあるのですが、これはガイドに沿ってこういうふうに

なっているのかなと思ったのです。ＪＩＳ Ｚ 8731 ではきちっと書いていませんけれども、

環境省の騒音測定マニュアルには、特殊なときを避けて１年間を代表するような騒音を測

って環境基準と比較しなさいとなっています。多分風力発電の場合は風が吹かないと回ら

ないだろうとは思うのですけれども、それにしても「強風」という言葉で書かれると、低

周波音は全く測れなくなりますし、騒音も測定値が怪しくなってくるということがありま

すので、風速の範囲を限るか、あるいはどこではどの程度までの風速で測りますという記

述をしていただきたいと思います。これは全部に係りますので、よろしくお願いします。

○顧問 ほかに。

○顧問 それでは、２―77。やはり地形及び地質について。「重要な。

地形及び地質…」のところも同様です。

77 ページ、景観のところ。これは、「周辺に観光レクリエーション施設が存在するから」

ということになっていますが、まず、日常の生活からみてどうかという観点がほとんどの

案件で抜けていますので、地域に住んでいらっしゃる方がどういうふうにご覧になるかと

いう視点をぜひ、これは全般にわたる指摘ともなりますがお願いしたいと思います。

それから、86 ページの予測手法の１番。これは何をいおうとしているのかわかりません

ので、文章を明確にしてほしいという希望です。
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それから、３でございますが、人と自然との触れ合いの項目。３に限らず、人と自然と

の触れ合いについて記述のないところが随分ありますので、やはり人と自然との触れ合い

というのは標準仕様としてぜひ書いてほしい。それがどうしても書けない、必要ないとい

うことであれば、その理由を書いてほしいということでございます。

４番につきまして、ここでも人と自然との触れ合いの記述がございません。

また、107 ページの「計画地域の景観価値を判断し」という一般的な書き方ですと、こ

の地域の具体性が出てこない。こういう記述が大変多いということで、これも全般にわた

る指摘になろうかと思います。

それから、５番。これも人と自然との触れ合いの記述もございませんし、地域住民、日

常生活から風車がどういうふうに眺められているのかという観点も抜けています。風力発

電は、地域で育んでいくという姿勢が必要ではないかと考えられます。

６番、やはり４─１─１では地形及び地質で同じようなことがいえます。

また、景観のところでは、「周辺に眺望点が存在することから設定する」と。これも先ほ

ど来申していることです。では、眺望点が存在しなければ景観は考慮する必要がないのか

ということにもなりかねません。もう少し包括的で一般性のあるといいますか、地域に即

しながらも、ぜひそういう記述にしていただきたいと思います。

７番。100 ページで、調査期間が春期の好天日に調査を実施すると。どうして春期の好

天日がよろしいのか。複数の季節ということがあろうかと思いますが、このように春期と

限定する以上、その理由を示していただきたい。

８番。83 ページ、地形及び地質の項、同様です。それから、景観。やはり、居住地域、

日常生活、そういう集落からの観点が抜けています。ここでは調査期間は春期・夏期・秋

期の３回となってございまして、ほかのところよりは丁寧かとも思われます。

９番。ここでも人と自然との触れ合いの記述がございません。

以上です。

○顧問 では、景観、人触れの部分についてまとめて意見がございましたけれども、何

かコメントはございますか。

時間の関係で、一応聞いておいていただいて、次回にでも回答していただくという形に

しましょうか。

〇経産省 了解しました。それでは、次回までに、共通的な問題も含めてご回答するよ

うに努めます。

○顧問 生態系の部分については、生態系を取り上げていないところはちょっといかが

なものかという感じがします。それから、取り上げているところについては、書かれてい

る内容で注目種、何をベースにして調査をするのだということが全く書かれていない。や
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るけれども何をやるかわからないということになると、準備書が出てきたところで議論が

沸騰するということになりかねませんので、できるだけ方法書の審査段階で、補足説明資

料でそういったものは出していただけるように努力していただきたいと思います。ないと

ころについては、なぜやらないのかというのをしっかりと説明していただかないと、自然

度の高いところに設置されますので、結構厳しい議論になるのではないかなと想定されま

す。すべての案件に共通の話です。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、電源開発株式会社、どうもありがとうございました。質問の回答の件、よろ

しくお願いいたします。

＜株式会社ユーラスエナジーホールディングスの審査案件（議事番号 10～17）について説

明＞

○顧問 では、２件の準備書を中心に、集中的にまとめて議論したいと思います。

○顧問 先ほどの準備書にもちょっと関係するのですけれども、騒音のほうは、この場

所も非常に静穏なところということで特徴的なことが目立つだろうと思います。先ほど、

ウィンドタービンの純音成分が含まれているかどうかを音の周波数特性でちゃんと示して

いただくという話もしました。加えて、swish 音というのがあり、これも目立つというこ

とで、生活環境に不安を覚えられる方は気にされるかもしれないので、それについての記

述が何かあればいいのではないかと思います。もし実例なり、あるいはどういうものであ

るかということがわかれば、それを準備書にも書いていただければと思います。できるだ

け周辺住民にとって心配のないように、そういったことがあるのであれば記述をしていた

だきたい。あるいは、ないのであれば、そういうものはないと書いていただければいいと

思います。

それから、さきほどの環境省意見の低周波音のところで、参照値や感覚閾値を使うなと

書いてありましたけれども、それではどうするのだというふうに多分思われるかもしれま

せん。基本的にはこれまで低周波音の影響に関して調査研究はたくさんございますし、そ

れから測定マニュアル、これは参照値より２年前に出たものですが、そこには専門家が集

まってそれまでの知見をまとめた記述があります。心理的影響、生理的影響、物的影響、

あるいはその他いろいろな影響があると思いますけれども、その辺を参考にして事業者の

ほうで保全目標あるいは対策目標とされるのがよいのではないかと思います。これは私の

アドバイスというか、意見になります。

それから、11 番。これは市浦風力についての騒音なのですけれども、騒音はＣ類型が妥
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当だと書いていらっしゃいますけれども、その妥当だという理由を書いておいていただけ

ればと思います。

以上です。

○顧問 先ほどの２点と同じような内容ですが、10 番の由利と市浦。これは両方とも人

と自然との触れ合いの記述がないですね。ぜひ書いてほしいと思います。

それから、市浦、109 ページの景観。これも、「計画地域の景観価値を判断し」と。景観

をどういうふうに判断するか、どういう観点から判断するかが肝心な話でして、これでは

準備書の記述になっていないと思いますので、よろしくお願いします。

○顧問 市浦ですが、近くに十三湖がありますね。ところが、これは評価の中に入って

いないので、現況と評価、内容はお考えいただければ結構ですけれども、近傍の水域とい

うのは川だけではないので、それが必ず海とか湖に入っているわけですから、そこまでも

含めて評価の対象にしていただきたい。

○顧問 この２件もそうなのですけれども、先ほどいったように改変区画が示されてい

ないということで、これはできるだけ評価書の段階ででも示していただくようにして、ち

ょっと見直しをしていただきたい。

それから、どちらも生態系を取り上げていないですね。これも、環境省からの意見もあ

りますように検討をしていただければと思います。

○顧問 すみません、追加です。市浦で 187 ページですか、この評価の結果で、「津軽半

島においては風力発電自体が違和感なく受け入れられる下地が形成されていたものと考え

られる」というのは、何か根拠がどこかに示されているのかわかりませんが、ちょっと勇

み足かとも思われますので、再検討をお願いします。

○顧問 工事車両について、ちょっと見落としかもしれませんけれども、どこを通るのか

という情報が書いていないので、それも入れておいてください。

〇経産省 せっかく事業者の方が来られていますので、只今のご質問について答えたほ

うがいいというところがありましたらば、ユーラスさんからお答えいただければ幸いです。

○事業者 いただきましたご指摘に関しましてはごもっともだと思いますので、こち

らで早急に検討いたしまして正しく評価書に記載させていただきます。

関連の内容につきましては、別の担当の者が回答させていただきます。

○事業者

先生からのご指摘の点で、今お答えできる範囲で回答させていただきます。swish 音に

ついては、まさに風車からの風切り音そのものでございますので、もちろん本件の風車か

らも出ることは間違いございませんので、それをどのように数値的に示せるかというのは

またメーカー等からも資料の提供を求めながら評価書には記載していきたいと思います。
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あわせまして、純音成分に関しても、拝見している限り、メーカーさんによって出されて

いるものと出されていないものがございます。恐らく測定値としては存在するものと思い

ますので、純音成分のＦＦＴの結果などをお示しするようにしたいと考えます。

〇経産省 ありがとうございました。

○顧問 それでは、大体大きな意見は出たと思いますので、残り、追加の意見等ござい

ましたら、メール等でお寄せいただければと思います。

それでは、先に進めさせていただきます。

〇経産省 次に、12 番から 17 番までについて、ご質問、ご意見等がありましたらお願

いいたします。

○顧問 いずれも方法書でございますので。

これも先ほどから私が何回もいっていますけれども、工事区域というのですか、改変す

るような場合には、どこを伐採するのだとか、そういったことがわかるもの。計画の段階

ですから、ある程度ざっくりとしたものになるかとは思いますけれども、それでも評価を

するという観点になると、ある程度どの辺に配置をするのだと。どこに配置するから、ど

の程度の切り盛り土をするのだということがある程度わからないと。特に生物関係のとこ

ろだと評価が難しくなるし、ほかの案件も共通なのですが、森林・保安林等々、森林にな

っているところを切り開くことになると風の通り道がまたそこにできるということで、そ

ういった観点からの評価というのも必要になるのではないかと思いますので、そういった

ところもみていただけるようにしたらよろしいかと思います。

○顧問 水環境についてほとんど触れられていないのですけれども、保全対策のところ

なんかで「実施区域外に出ないように努める」とかいう書き方はまずいですよね。やはり

環境保全というのは最終的に非常の場合に出てしまうことに対しても保全措置をとるとい

うことで進めなければいけないので、努力したけど影響出ちゃったよといわれてしまった

ら何もならないのです。書きぶりが今までの原子力や火力に比べると随分違うような気が

するので、その辺ご研究いただきたいと思います。

それから、15 番のところで、これは水環境の現況説明が非常に上手なのです。影響評価

のところでも、水の濁りのところに丸がついている。大変すばらしい、ということで、ち

ょっと褒めておきますので、よろしく。さらに元気出してやってください。

○顧問 15 番の騒音と低周波の測定のときは、「平常時及び強風時」となっています。

これがすばらしいと思います。褒めておきます。

それから、余計なことかもしれませんけれども、低周波音を予測する計算の中に、空気

吸収は影響がないため除外していると書かれています。これは構わないのですけれども、

その根拠をＩＳＯ9613 パート２によれば除外できると書いてあります。しかし、空気吸収
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は、ＩＳＯ9613 パート１の方に主な内容が書かれています。多分これはガイドブックにそ

う書かれているから皆さんそう書かれているのだろうと思うのですけれども、もう一回確

認していただきたいと思います。

以上です。

○顧問 先ほど来の意見とダブりますが、まず、12 番。ここでは人と自然との触れ合い

がございませんよね。

それから、221 ページを拝見しますと道路に沿って風車が設けられているわけですが、

至近距離からみられるということです。近景の修景緑化ということを特にご留意いただけ

ればありがたいかと思います。

13 番では、日常触れ合うような風景についての記述がみられません。

それから、113 ページの景観のところで、やはり「計画区域の景観価値を判断し…」と。

方法書ですから、どういう方法で判断するのかということを示していただくとよろしいか

と思います。これは全般に共通することです。よろしくお願いいたします。

14 番では、111 ページの景観の記述のところ、やはり同様でございます。

15 番。これも居住地なんかの記述が少ないですかね。居住地からのみられ方について。

16 番では人と自然との触れ合いの記述がみられません。

それから、88 ページの人と自然との触れ合い活動の場で、人と自然との触れ合いの活動

の場が存在しないということはまず、あり得ないことです。この辺もちゃんとした記述に

してほしいと思います。

それから、17 番。これもやはり居住地、居住者、集落からの記述が少ないように思いま

す。

110 ページの景観のところで、「計画地域の景観価値を判断し」と、これはやはり同様の

指摘です。ある程度方法的なものを示していただきたいということです。

以上でございます。

○顧問 大体大きな意見は出たのではないかと思います。先ほどの電源開発の案件の方

法書と基本的には共通する問題が指摘されていると思いますので、その辺を勘案して検討

していただければと思います。

〇経産省 ありがとうございました。

以上をもちまして 12 番の東由利原から 17 番の常呂・能取風力発電事業までの案件につ

きましてはこれで終了させていただきます。事業者の方、どうも大変ありがとうございま

した。

＜休憩＞
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＜日本風力開発株式会社の審査案件（議事番号 18～22）について説明＞

○顧問 それでは、お願いします。

○顧問 まず、野辺地のことですが、騒音の環境保全措置の中に、屋内における指針値、

夜間 35 以下とするように防音をするというのが書いてあります。それから、その次の 19

番、横浜町は環境保全措置にはそれは特になくて、最後の六ヶ所村にもやはり防音の対策、

建屋のほうで環境保全措置をするとなっていますけれども、少し統一した考え方が何かあ

るのか、あるいは何か特殊な事情なのか。それから、環境保全措置としてはタービンのほ

うで何とかそういう保全措置をやれないのか。その辺をもう少し検討していただいたほう

がいいかなと思いました。

以上です。

○顧問 今の件については、事業者さんから何かコメントはございますか。

○事業者

今回、基準を大きく超過する点に関しましては、そこまでの保全措置を書いておる案件

はあるのですけれども、横浜町に関しましては一番近接する地点に関しては居住地ではな

く事務所利用の場所でございまして、そういった点からちょっと保全措置の内容が異なっ

ております。

○顧問 私からちょっと事業者さんに確認させていただきたいのですが、野辺地の 18

番なんですが、この本体の２章の２─２─３に、３万 6,000 キロで定格 2,000 で 18 基と書

いてありますね。ところが、次のページをめくっていただくと、表２─２─２は 20 基とな

っています。これは 20 が間違っているのですか。20 と 18 と両方出てくるのですけれども。

2,000 が 18 基ということですか。

○事業者 18 です。

○顧問 では、表が間違っているということですね。４万ではなくて、３万 6,000 の 18

ということですね。

○事業者 はい。

○顧問 これは海に割と近いところに建つのですけれども、海の現況とかの記述がない

です。それから河川についても現況についての記述がありません。類型指定だけの記述で

現況がない。だから、当然評価も行われていないということで、ぜひそれをご留意いただ

きたいということです。

それから、私、電波に興味があるのですけれども、テレビがみえるかみえないかという

のは２つともアナログ時代の測定ですよね。だから、これはやはり早急に、地デジになっ



14

てからのデータをおとりいただきたいと思います。

○顧問 繰り返しになりますが、事業者さんが変わりましたので…。

まず、18、19、20 とも人と自然との触れ合いの記述が一切ないですね。これはぜひ書い

てもらいたいと思います。

また、18 番の横浜町ですが、居住地からの景観をもう少し書いてほしい。

それから、105 ページの景観のところで、やはり準備書の段階になっても、「計画地域の

景観価値を判断し」という記述で終わっています。具体的に記述してほしい。

それから、20 番では、やはり居住者とか居住地からの景観予測ですね。

それから、108 ページの景観では、やはり同じことで、「景観価値を判断し」というのを

具体的な記述に改めてほしい。

以上でございます。

○顧問 前の事業者さんと同じですけれども、工事車両がどこを通るかということは地元

の人にとって重大な関心事と思いますので、それは書いておいてください。

○顧問 ほかにございますか。

ほかの３件も共通なのですけれども、この地点は図面では既設の風力が結構たくさんあ

りますよね。例えば、鳥の飛翔図を書いておられますけれども、要するにそういったもの

を避けて飛翔図が書かれている可能性があって、今の３件も共通なのですけれども、回避

した結果として配置予定図の上を通っているという感じもあるわけです。現状というもの

のデータを、自分のところの計画地点だけではなくてもうちょっと視点を広げて、ポール

が建ったときにどういう可能性があるのかということも、予測評価という観点から考えた

ほうがよろしいのではないかと思います。そういうことをやることによって、いわゆる環

境省が指摘している複合影響的なものをどう評価するかということにもつながってくるの

ではないかと思いますので、検討していただきたいと思います。

ほかはよろしいですか。

〇経産省 それでは、只今の質問や意見に対して回答しておいたほうがよろしいという

点があればご回答いただければと思います。

○事業者 まず、人と自然との触れ合いの活動のところですけれども、野辺地の案件で

いきますと、45 ページ、46 ページという、地域の概況を資料で整理した部分に、この地域

の人と自然との触れ合いの活動の場の位置ですとか概略は記載してございます。これは、

これまでご意見をいただいているほかの案件も同じように記載はございます。その上で、

こちらのＮＥＤＯの実施アセスのレベルでやっておりまして、工事影響のほうは加味でき

ておりません。それは事実でございますが、事業の施設の稼動による影響という観点で、
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例えば野辺地の案件につきましては触れ合いの活動の場が計画地からかなり離れていると

いうことで、項目としては影響はないのではないかと考え、選定しないという記載にして

ございます。ただ、先生もおっしゃられたように、工事車両ルートが今現在示せていない

ということも事実でございまして、そういったルートが周辺の触れ合い活動の場を通過す

ることになります場合には、当然のことながら項目として選定して評価書に記載したいと

考えております。

その他の指摘事項につきましては、環境影響評価の中に取り込んでいきたいと思っており

ます。

〇経産省 どうもありがとうございました。

それでは、引き続きまして、21、22、尻別、月越原野の事業について、ご質問、ご意

見があればよろしくお願いいたします。

○顧問 22 番の月越原野については環境省のモデル事業でやられたケースで、いろいろ

なベースになる情報がかなり整理されていると思いますが、生態系についてはほかの案件

と共通でございまして、何を選んでどういう評価をするのかという、いわゆる方法が記載

されていないということがありますので、再検討をお願いしたいということ。

それから、尻別については廃棄物等々の項目が選定されていないので、これは検討され

たほうがよろしいかと思います。

方法書の段階では非常に難しいのかもしれませんけれども、準備書をつくる過程では少

なくとも配置図あるいは工事の改変の程度、全体の図面がわかるようなものをつけていた

だく用意はしていただいたほうがよろしいかと思います。

ほかはございますか。よろしいですか。

では、お気づきの点がございましたらメール等でも、また次回もございますので出して

いただければと思います。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、日本風力開発株式会社さん、どうもありがとうございました。

＜安藤建設株式会社の審査案件（議事番号 23～25）について説明＞

○顧問 共通の意見が出るのではないかと思いますが。

○顧問 繰り返しになりますが、人と自然との触れ合いについての記述と評価、評価項

目として大事に扱ってほしいということでございます。

そして、例えば 24 の５─３では、対象事業実施区域内に触れ合い活動の場が存在しない

とあります。そのような場が存在しないはずはありません。主要な、非常に有名なという
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のはなくとも、地域の人々の山遊びだとか川遊びだとか、自然との触れ合いの活動の場は

沢山あるはずでございます。そういうのをやはり丁寧に拾っていくということも大事な仕

事になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○顧問 事業者にお聞きしたいのですけれども、例えばＮＨＫが電波の調査をしたとき

にはモデル的に風車の絵が配置されているのですけれども、動植物とかそのほかのものに

ついては、配置図がありません。何か意識的に外されているのではないかというイメージ

をもたれてしまうのですけれども、この段階ではまだ配置は決まっていないのですか。

〇経産省 事業者側から何か,お答えできる範囲で結構ですが、お願いいたします。

○事業者

その時点ではまだ決まっていない部分もありました。今の段階では決まっておりますの

で、評価書の段階でははっきりした形で出せるかと思います。

○顧問 よろしくお願いします。

○顧問 ここも海に近い場所なので、23 番には海域の現況について記載があって大変結

構だと思うのですけれども、影響評価の予測がないということです。それから、５、６を

含めて工事についての書き方、発生する泥水なんかの具体性がないということです。やけ

にテレビが詳しく書いてあるのに比べると、環境のほうがお粗末な感じがしてしまうので、

バランスよくお願いしたいと思います。

○顧問 先ほどの青森県の知事意見もそうでしたし、ここでの有田市の意見も、水の濁

りとかいろいろな懸念が出ていますよね。でも、評価項目には全然入っていないですよね。

次の案件の方法書にもやはり入っていないので、そういうものをどう考えているのかなと

いうのが。意見が出ているのだけれども何も考慮しなくていいと思っているのか、ちょっ

とその辺を知りたかったのですけれども。

○顧問 基本的には先ほど事務局で説明があったように改正された法令に基づいての審

査になるので、こういう勧告が出ているものについては評価書の段階で入れてもらうこと

になるのではないでしょうか。

〇経産省 ちょっと補足させていただきます。

省令のアセス法によりますと、別表５というものがございまして、工事中による影響に

ついても予測評価することになっております。これはあくまでも参考でありまして、事業

特性とか地域特性からしてやらなくてよいということが明確に説明できればやる必要はご

ざいませんが、通常であればやることになっております。

○顧問 わかりました。

○顧問 両方に共通なのですが、先ほども青森の件でもありましたように、環境省の意

見にもありますけれども、近接地域に既設のものがある。青森と違ってここは結構狭いと
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ころに、新しいものが追加されるということになるので、その辺の影響というものをよく

検討していただきたい。

それから、ほかの地点もそうなのでしょうけれども、特にこの地点は新設道路計画が予

定されているわけですけれども、そこの具体的なラインというのですか、アクセスあるい

は改変の程度というものが全く記載されていませんので、その辺をご検討いただきたい。

ついでに申し上げますと、生態系については動植物等の調査の結果から机上で生態系と

いうものを評価している形になっていて、いわゆる定性的な記述しかない。できるだけ定

量的に評価をするようにといういわゆる法の精神に則っていきますと、もうちょっと具体

的に検討していただかないといけないのではないかと思います。

〇経産省 ありがとうございました。

事業者も来られておりますので、効率的な審査をするという観点から、ご回答できるよ

うであればお願いします。

よろしいですか。ありがとうございました。

続きまして、25 番の度会・南伊勢風力発電事業について、ご意見、ご質問等ございまし

たらよろしくお願いいたします。

○顧問 この方法書を今調べるのはちょっと大変なので、前の準備書のほうで指摘しま

す。２か所「低周波騒音」と書いてあったのですけれども、「低周波騒音」というと聞こえ

る範囲の音だと思ってしまいますので、「低周波音」と書いていただいたほうがいいと思い

ます。それから、「沖山風力発電所」は低周波音を評価項目に取り上げていますよね。です

けれども、この環境省意見では取り上げなさいと書いてあるので、環境省意見のほうがち

ょっと違っているなと思いました。

○顧問 ここは生態系については既存文献調査及び定性的な影響評価を机上で検討する

というふうに方法書に書かれていますけれども、そうではなくて、やはり具体的にデータ

をとって検討していただきたい。定量的に評価をするように努めていただきたいと特に申

し上げておきます。

○顧問 繰り返しになりますが、95 ページ、人と自然との触れ合いの活動が存在しない

となっていますが、探して、これを機会にそれを活性化するような形にしていってほしい

と思います。希望でございます。

○顧問 工事について全く書いていないということもそうなのですけれども、特に水環

境の現況について全く書いていない。

それから、予測評価に水を選定しない理由として「濁りは発生しない」と書いてあるが、

これは全くひどい話ですよね。全体に方法書の体をなしていないというコメントをしたく

なるぐらい、これは何だかできがよくないと思います。環境に対する姿勢を疑われてしま
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うので、ちょっと力を入れて直していただきたいと思います。

以上です。

○顧問 ありがとうございました。

では、一応このくらいにさせていただきましょうか。

〇経産省 大変ありがとうございました。

事業者から何かコメントすることがありましたらお願いいたします。

○事業者

ご指摘された内容は既に訂正している部分もございますので、準備書でご報告させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇経産省 事務局からお願いなのですけれども、23、24 についてはできるだけ早くご回

答いただければと思います。25 の度会南伊勢につきましては、第２回部会までに、既にお

考えがあるようですので、それを書面で出していただければ審査に反映いたしますので、

ご協力をお願いいたします。

安藤建設株式会社の方、どうもありがとうございました。

＜エコ・パワー株式会社の審査案件（議事番号 26～27）について説明＞

○顧問 それでは、ここは大分前に着手されて、法令が変わったということでいろいろ

取り上げていないところもありますけれども、やはり項目を選べという勧告に意見が出て

いますので、これはそれなりに対応しなければいけないのではないかと思います。ただ、

ほかの案件と違ってこれは私の個人的な見解ですけれども、専門家会議を設置されてそれ

なりに精力的に、中身については、動植物相のところについては結構それなりのデータが

整理されているのではないかと思います。ただ、やはり改変区画が示されていないという

ことで，この辺をちゃんと示した上での評価結果になるように評価書をつくり上げていた

だきたいと思います。

○顧問 景観ではかなり結構な解析もなさっているようですが、意外に思ったのは、307

ページの、「風力発電機が並ぶ景観はむしろ積極的に当該眺望景観として位置づけていく」

という指摘と、２番目の環境の保全のための措置というところにある「整然とした配置計

画」、「風力発電機を稜線に沿って１列に配置し、整然とした印象を与えるよう努める」と

いう記述です。風光明媚なところで、自然の曲線の中に「整然とした直線」で配置すると

いうのはどういう発想で出てくるのか。基本的な姿勢としてはむしろ風景の中に隠れるよ

うな計画とすべきではないかと思いますので、ぜひ再考をお願いしたいと思います。

○顧問 環境要素を非常にきめ細かく考察されているのですけれども、変電所からの騒
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音というのが丸印になっています。これは変電所がかなり建物に近いということなのでし

ょうか。それとも影響がありそうだということなのでしょうか。

〇経産省 只今のご質問に対して、審査の効率化ということで、お答えできる範囲で事

業者側から答えていただくとありがたいのですが。

○事業者 ご指摘のとおりで、近隣に学校等が非常に近い場所に計画されておりまして、

そういった観点で項目として加えておりました。これにつきましては、音の影響を低減す

るためにさらに建屋におさめるといったことも今現在計画しております。

○顧問 わかりました。ウィンドタービンのほかに変電所からの音も対象にされている

ということですね。

○顧問 ほかはよろしいでしょうか。

〇経産省 どうもありがとうございました。いただきました意見は審査書に反映するよ

うに努めさせていただきます。

続きまして、27 の石狩湾新港ウィンドファームについて、ご意見、ご質問等あればよろ

しくお願いいたします。

○顧問 では、私から。

石狩湾新港については火力発電所も新設される予定の地点で、それを囲むようにこの案

件とほかの案件があと２件ございますけれども、銭函もそうなのですが、火力発電所を取

り囲むように完全にオーバーラップして配置されることになるのです。そうすると、単独

の評価だけでよいのかということになりますので、その辺をちょっと検討していただきた

い。

それと、これは配置計画が不明なので、どこが改変工事の区域になるのか，もう少し明

確になるようでしたら準備書の段階までに明確にしていただきたい。

それから、生態系についてはいわゆる注目種の選定等の具体的な方法については、方法

書に動植物相の調査と同じと書いてあるのです。ということは、相の調査の結果からその

まま生態系を評価しようということになると、恐らく定性的なことにしかならないのでは

ないかと思いますので、具体的に上位性、典型性、特殊性というキーワードに照らし合わ

せて、何を評価の対象にするのか。餌なのか、場なのか、類型なのかとか、そういったい

ろいろ定量化できるような指標があると思いますので、そういったものを具体的に取り上

げて説明されるように検討していただきたいと思います。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、また部会が終了した後にご意見いただければ審査に反映させていただきたい

と思います。

以上をもちましてエコ・パワー株式会社の 26、27 の案件については終了させていただき
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ます。どうもありがとうございました。

＜株式会社ワットの審査案件（議事番号 28）について説明＞

○顧問 これも抜けている項目については検討していただくということ、これも先ほど

から何回もいっていますように改変区画が示されていないということです。それから、す

べての案件に共通なのですけれども、区画の修復の内容とか程度、原状復帰といったキー

ワードが使われるのですけれども、具体的にどういう仕上がりにするのかというイメージ

がちょっとわからないということで、ご検討いただきたいと思います。

○顧問 この場所は、風力発電機の配置と事業対象実施区域のエリアのとり方が必ずし

も一致していないように思うのですけれども、それは何か歴史的な経緯か何かあるのでし

ょうか。

○事業者

これはもともと風車を建てる位置をもう少し山合いに入れる予定だったのですけれども、

景観の問題とかいったものの観点から実際の事業区域を移動したという経緯があって、実

際の風車位置と事業区域の選定位置がちょっといびつな形になっております。

○顧問 こういったケースの場合には、位置が最終的にこの形なるということになると、

対象区域というか評価の対象範囲が変わってきますね。その辺はどういうふうに対応され

るのですか。当然、当初考えられた多分道沿いに風車を建てるなり尾根沿いにつくるとい

うことで、多分ちょうど均等に真ん中に配置されるようになっていたものが、検討した結

果、予定された対象範囲のへりのところに位置してくることになると、ある一定の範囲で

評価をしなければいけないことになっているので、その辺を評価書の段階で記載していた

だくことになるのではないでしょうか。事務局、いかがですか。

〇経産省 当然適切に評価し記載していただくことになります。

○顧問 よろしくお願いします。

〇経産省 ほかに意見がございますでしょうか。ないようであれば。

○顧問 では、次にいきましょう。

〇経産省 株式会社ワットさん、どうもありがとうございました。また、本日いただき

ました意見の回答につきましてはご協力のほどよろしくお願いいたします。

＜松前風力開発株式会社の審査案件（議事番号 29）について説明＞

○顧問 事業者さんにお尋ねしますけれども、この地点については既存設備があるので
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すか。

○事業者 小さい 400 未満のものが２基ございます。ちょうど先般ももう１基あったの

ですが、それについては故障して撤去しております。

○顧問 勧告にもありましたけれども、ミズナラ、イタヤ林に該当するところでちょう

ど事業予定地に重なっているところが１ヵ所ありますね。そういったところは、無理にそ

こにつけなくても別のところにつけるということにはならないのでしょうか。

○事業者

先般、北海道の先生方に現場をみていただきまして、文献ではここが重なっているので

すが、現場に行ってみるともうそういう植生がないということを確認していただいており

ます。

○顧問 わかりました。ほかの地点にも共通なのですけれども、現況が植生図だけだと

わからないところがあって、現状はどうなっているのか確認のしようがないので、できれ

ば航空写真なり現況なりの全体を把握できるような写真的なものを、何か補足説明資料な

りでもいいですからつけていただけると理解しやすくなるのかなと考えます。事務局でご

検討いただければと思います。

〇経産省 １つの例として、航空写真ということですね。要するに現状がわかるような

資料を用意するということで、了解しました。検討させていただきます。

○顧問 ここも人家に近いところですので、工事車両がどこを通るのかということを書

いていただきたい。

それから、環境大臣意見でＶＯＣのことがいわれていますけれども、大規模な塗装をこ

この現地でやるという計画なのですか。

○事業者

ここは制御棟と電力調整装置のつく建物が入りますので、そういう建物が建ったときの

建物の塗装についての記述というか、ご指摘だと理解しております。

○顧問 ほかはよろしいでしょうか。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、松前風力開発株式会社の方、大変ありがとうございました。

＜銭函風力開発株式会社の審査案件（議事番号 30）について説明＞

○顧問 本体、準備書の 20 ページをみますと、重要な地形の中に風車が並ぶという非常

に特異な地点でございますけれども、発電所をつくるということになるとこういうところ

は選ばないのが普通ではないかと思いますが、あえてこういうところでやらなければいけ
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ないという理由、あるいはこういうところを選んでやる場合の環境保全策が果たして十分

かどうかと。皆さんが納得できるような工事をやれるのかということが具体的に記載され

ていないですね。回復するとか原状復帰させるとかいうふうに書かれているのですけれど

も、改変区画の程度、修復の内容あるいは修復措置というのが、余り具体的ではないとい

うのが検討課題ではないでしょうか。

○顧問 低周波音の調査結果をみてみますと、非常に大きな数字が出ています。100 を

超えたりしています。この測定値は音の値ではないと思います。屋上にマイクロフォンを

置くと全く測れないのはわかっていますので、これは多分誤解を受けるかなと思って非常

に心配しています。自然風の影響と書いてありますけれども、風の影響で音というのでは

なくて、これはマイクロフォンの風切り圧力変動であって、全く音ではないもの、違うも

のが出ているもので、できれば測れていませんということを表のところに表明していただ

くようにしていただいたほうがいいと思います。普通は結果の数値しかみませんので、こ

のままでは誤解を招くと思います。

○顧問 本体の７ページの工事のところなのですけれども、車もそうなのですが、道路

に関して土地の造成とか改変をするというのですが、これにもう少し数値を入れて、場所

はどこなのかということも具体的にちゃんと示していただきたいと思うのですが。何立方

メートルの土砂を処理するのか。それに対して、一時的に持っていくのであれば、どこに

持っていくのか。そういったことを具体的にちゃんと書いてほしい。

○顧問 松前と銭函と、ちょうど２つ北海道が続いたので、同じようなことをやってお

られるのかなと思ったのですけれども、１つだけちょっと気になるのは、松前は準備書で

有識者の意見聴取というのをやられて非常に丁寧に答えられているみたいだったのですけ

れども、この銭函に関しては意見聴取のところが空欄になっているのですけれども、何か

意味があったのですか。

〇経産省 事業者の方で答えておいたほうがよいということであれば回答していただけ

ますでしょうか。

○事業者 実際は有識者の方にはヒアリングしています。今の準備書の中には、個人情

報というもろもろがあって具体的な名前は挙げていないです。それで、今回の勧告の中に

もございましたけれども、具体的な名前を挙げるのではなくていろいろ方法があるだろう

ということで、例えば所属とか、どういうものを専門にしているかとか、そういったもの

を記載して評価書の中には載せるという方向で今検討しています。

○顧問 評価書に反映させるということですね。

○事業者 はい。そうです。

○顧問 銭函のいわゆる生態系についても、いわゆる動植物の調査結果、既存文献から
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生態系を定性的に評価されていますけれども、これもほかの地点と同じように、できるだ

け評価書の段階では定量的な評価になるような工夫をしていただきたいと思います。特に

ツバメの巣があったりとか、いわゆる重要な地形というキーワードがありますので、その

辺は丁寧にやられたほうがよろしいのではないかと思います。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、銭函風力発電事業についてはこれで終了させていただきます。どうもありが

とうございました。

＜株式会社システムズの審査案件（議事番号 31）について説明＞

○顧問 この地点は、田んぼの上に風車ができるという、かなり特殊な珍しいケースで

あります。そういうことになると恐らく、いわゆる動植物相の中でもやはり水田系のもの

についての記載がないといけないのではないと思うのですが、その辺はいかがなものでし

ょうかということです。植物相は調査しないということになっていますけれども、ちょっ

と珍しいケースですけれども。

〇経産省 只今の点につきまして、審査の効率化ということから、回答したほうがよい

ということであれば回答いただけますでしょうか。また、次回までに書面で提出いただい

ても結構ですけれども。

○事業者 動物相、植物相につきましては、評価書までに調査する方向で考えておりま

す。

○顧問 関連しますけれども、田んぼの中に風車ができ上がってしまって、改変をして

埋め戻して、また田んぼにされるのですか。そういったところはどういう扱いになるので

しょうか。その辺は今答えられなくても、評価書の段階でもいいですから、具体的にどう

いう形に戻るのですか。原状復帰が田んぼに戻るのか、あるいはメンテナンスの関係もあ

って、いわゆる乾いた状態になるのか。それによっては影響のとらえ方も変わってくるの

ではないかと。

〇経産省 それでは、只今の質問に対しまして、システムズさんでお答えいただければ

幸いなのですが。

○事業者

今の件なのですけれども、実は我々は先例として、山形の立川町でかなり早い段階に田

んぼの中に展開したというケースがあるのですけれども、そういうものをみながら、これ

と同じような対応をすれば少なくとも風車に問題はないという認識で計画しております。

〇経産省 立川町で前例があるというお話ですね。その辺の情報も含めて、次回まで資
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料に基づいて提出いただければ幸いです。ありがとうございました。

以上でよろしいでしょうか。

○顧問 これは対象区域がかなり狭く設定されておりますけれども、これは十分なので

しょうか。ほかの地点は結構広目にとっていますけれども、本当にタワーの周辺に限定さ

れて対象実施区域というのが設定されていますけれども、その辺は十分にとられているか

ということをご検討いただければと思います。

〇経産省 只今のご質問につきましても、また地域特性と事業特性との兼ね合いで適切

に説明できればよろしいかと思いますけれども、一般的に大体影響の範囲ということで、

敷地境界から１キロは調査対象になっておりますし、さらには火力なんかでみますと敷地

境界から 10 キロという広範な範囲をとっております。ただ、風力の場合ですと火力と比べ

ると大気質の拡散はそれほどありませんので、そこら辺を踏まえて影響をどうみるかとい

うところだと思いますが、この辺もご意見をいただければ幸いです。

もし事業者側で、狭い範囲でやっているという理由があればご紹介していただいても結

構です。

○事業者 では、一言だけご回答します。

本件、非常に平坦な土地で、すぐ周囲まで既存の道路が張りめぐらさられておりまして、

まさに風車を設置する場所以外の、例えば道路造成ですとか、そういった改変はほとんど

ない見込でございます。そういったところから、風車周りの造成が起こる範囲を含む形で

対象事業実施区域を設定しております。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、№31 の北能代風力発電事業についてはこれで終了させていただきます。

＜三井造船株式会社の審査案件（議事番号 32）について説明＞

○顧問 勧告にはありましたけれども、ここの地点はかなり伐採されるということです。

私の計算間違いでなければ、大体４分の１ぐらいを伐採しないとできない地点ですよね。

そうすると、森林帯を４分の１伐採して影響がないということはちょっと考えにくい。そ

こに何がいるか、廃棄物として伐採したものをどこにもっていくのだとか、いろいろなフ

ァクターが出てくると思います。あとは道路をどういうふうにつけるのだとか、そういっ

たことが基本的に余り記載されていない。４分の１が伐採されるということになればそこ

の修復はどうするのか。森林帯を切り開けば、光が入って、切り開かれた周辺のところと

いうのは当然植生が変わってくるでしょう。その辺のことを、ほかの案件にも基本的に共

通なのですが、既に牧草地であるようなところを整地してやるケースと、林を切り開いて
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尾根筋にこういうものをつくることになるのとでは全然意味合いが違いますので、その辺

を慎重にやらないといけないのではないかと。そういった意味で、改変区画がよくわから

ない。修復はどうするのというところもよくわからない。今の準備書では相当厳しい意見

が出てもしようがないかなというレベルではないかと思います。

〇経産省 今のご意見については非常に重要事項でございますので、より適切かつ慎重

で円滑な審査をするために必要な情報はぜひ提供していただきたいということで、次回ま

でに資料等をセットして提出されるようにご協力をお願いいたします。もし今のご意見に

ついて何かコメントしたほうがよいことがあれば、ご発言いただいても結構なのですが。

○事業者

ただいまの指摘に関しましては、伐採面ではかなり広いのですけれども、こちらは林地

開発ということで和歌山県とも相談しながら進めてまいります。道路等に関しても同じで

す。植生に関しては、確かになくなるというか、失ったものもあるのですけれども、それ

は移しかえることで対応したいと思っています。

○顧問 林地開発の手続き上のことは別にして、環境影響評価という観点からすると，

そこの動物相、植物相、いろいろな生態系というものがそこでどのようにでき上がってい

るのか。当然４分の１伐採すれば生態系だって将来的には変わってくるのではないかとい

うことから、そういったことを見据えた評価をしなければいけないということを念頭に置

いてやっていただければと思います。

ほかは。

○顧問 この評価書ですと最大 15 基と書いてあるのですけれども、今点が打ってあるの

は 13 基なのですけれども、あと２基はどうされるのでしょうか。もうつくらないというこ

とでしょうか。

○事業者 当初 15 基で予定しておったのですけれども、西側のあいている地域があるの

でそこに２基設置する予定だったのですが、和歌山県との協議の中でそこは道路上になる

ということで外してくれという指導を受けまして、現在外しております。つくらない予定

です。

先ほどの先生の改変区域のご指摘に関してちょっと補足させていただきたいのですか、

評価書の 245 ページなどに現在の調査結果に基づく植生図がございまして、この中に青い

点線で示しておりますのが現計画で予定されております改変区域になります。この改変区

画の割合なのですけれども、予測結果の 265 ページ等に、この中でいえば、例えばウバメ

ガシ群落あるいはコナラ群落に対する改変面積の割合等の計算結果がございまして、ウバ

メガシあるいはコナラに関しては９％前後というふうに考えております。それ以外、こち

らの地域はほとんどがスギ・ヒノキ植林なのですけれども、そういったところも割合とし
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てはもっと低い割合になっております。

○顧問 わかりました。

〇経産省 第２回部会まで時間がございますので、事業者におかれましては、今日のご

質問に対して補足資料等を提出いただければありがたいと思います。

どうもありがとうございました。

＜休憩＞

＜11．日本環境コンサルタント株式会社の審査案件（議事番号 33～34）について説明＞

○顧問 それでは、再開ということで、２件についてご意見をいただきたいと思います。

これもほかの案件と共通だと思いますが、工事区域というか、工事の内容がよくわから

ない。

それから、アクセス道路はどういうふうにされるのかというのも、先ほどまでの件とも

同じなのですけれども、どういうふうに設定して修復はどうするのかとか、具体的なこと

がよくわからないということです。

生物のところについては、新しい環境省のガイドで飛翔調査とか渡りの経路とか希少猛

禽類の調査というのは入っていますが、生態系の部分についてはいわゆる具体的な手法が

書かれていないので、はっきり言わせていただくと方法書の体をなしていないということ

になります。この辺は次回までに具体的にどういうふうにやられるのか、何を取り上げて

どういう手法を使ってどういうふうに評価をしていくのかということは、以下ほぼすべて

の案件に共通の内容ではないかと思います。検討をお願いします。

それから、共通的にいえるのは、先ほども申し上げましたけれども、樹木の伐採範囲と

いうのが具体的に示されていないということです。

それから、暫定的ではあってもいいので、風車の配置図の出ていないものについては配

置をできるだけ示すようにしていただきたいというコメントです。

ほかはございませんでしょうか。

○顧問 水のほうから申し上げますと、最初のはもろに海岸ですよね。ですから、影響

するのは海のことなのですけれども、現況の記述がない。ですから、最初から予測にする

という感覚ではとらえておられなかったのではないかと思うので、ぜひ考えてください。

それから、後のほうの 34 番は、これは十和田湖が近くにありますね。それから、河川も

結構たくさん近傍にあるということで、川と湖について評価の対象にしていただきたいと

いうことです。よろしくお願いいたします。
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○顧問 ほかにございませんでしょうか。

なければ、後ほどでも結構ですので、またはメールでお気づきの点をいただいても結構

です。

〇経産省 ありがとうございました。今、工事範囲とかアクセス道とか生態系、樹木伐

採、風車の位置、水関係等々の意見が出ましたけれども、今ここで何かお答えしておいた

ほうがよいことがあればご発言いただければと思います。よろしいですか。それでは、次

回までに資料で回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。

＜株式会社グリーンパワーインベストメントの審査案件（議事番号 35～36）について説明

＞

○顧問 まず、宮古。これも先ほどからいっているように、工事区域がよくわからない

という話。伐採範囲もよくわからないという共通の指摘事項。それから、生態系について

はやはり記載が余りにも簡単過ぎて、これで具体的にどうされるのかなというのがよくわ

かりませんということです。

それから、ほかの先生方からちょっと発言がありませんけれども、いわゆる評価項目を

取り上げていない部分、例えば工事があったときに廃棄物はどうするのとか残土はどうす

るのかという記載が全然ありませんので、準備書をつくる過程では具体的な数量が把握で

きるようにしていただきたいと思います。

○顧問 まず、宮古ですけれども、これはかなり大きいのですよね。22 万キロというこ

とでかなり大きな開発なのですが、それを進めるに伴って工事車両が１日 300 台ぐらい想

定されていたと思うのですが、300 台というと普通の火力発電所でもそのぐらいの工事に

なるので、結果的にやらないということになっても結構ですけれども大気のことはちゃん

とスコーピングの段階ではやっておいてほしいというのと、それから、どこを通るか、こ

の国道 340 号の交通量が大体 600 台ぐらいのところに 300 台が加わると 50％増加になる。

大気汚染という意味では問題ないかもしれませんけれども、周辺住民の方にとってはかな

りの影響があると思いますので、どこを通ってそういう工事を、どこから資材を運ぶのか

ということに関しても、方法書の段階ですけれども案を示しておいていただきたいと思い

ます。

それから、石狩湾ですが、これも洋上につくるということで、工事に関しては船舶を使

うのが主であって道路輸送はほとんどないということなのですけれども、船舶がそれぞれ

どういうものをどれぐらい使うからそういえるのかということをちゃんと定量的に一応示
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しておいてほしい。一般に船舶の排出量は多いですから、ある程度定量的にいった上でそ

ういう影響が少ないのだというふうな結論にちゃんとしてほしいと思います。

○顧問 宮古ですが、騒音・低周波の調査点を一応３点選んでいるとしていますが、こ

の地図でみる限り、住居の場所が余りよくわからないのです。もう少し住居の場所がわか

る図があったらいただきたいなと思います。

○事業者 今回調査地点として選定していますのは実際に住居の位置なのですけれども、

地図上では本当に１点しかないような場所とかでございまして、わずかに実施区域の南側

で選定しているところは少しまとまった集落というようなイメージです。ただ、いずれに

してもそういった集落の位置としてもう少しわかりやすく、選定しているということがわ

かるような形で示すように心がけたいと思います。

○顧問 この地図の範囲ではこの３ヵ所しか住居はないわけですね。そのほかには点在

していないということですね。

○事業者 一応この図の中でいいますと、東側の端のほうにないことはないのですけれ

ども、例えば図枠の一番北東側の道路沿いなどには点々とあるところはございますが、計

画地からはかなり離れますので、騒音・低周波音の調査地点としては選定しない方向で考

えておりました。

○顧問 水環境で、底質のところで、有害物質は一切使用しないから選定しないと書い

てありますけれども、要はいろいろな工事で舞い上がるわけですね。そこに有害物質があ

るかどうかのことをやっておかないと、それが一番大事かなと思います。

○顧問 石狩湾の洋上ですけれども、さすがにやはり海の環境についてはたくさんデー

タを集めてくださっているのですけれども、外壁の数字の経年変化がわかるような折れ線

グラフなんぞを使うようにしていただけると大変わかりやすくなると思います。

それから、これは私もよくわからないのですが、音とか低周波振動というのは海の中に

も拡散すると思うのですけれども、それについては何かガイドラインとか、これをやれと

かいうものは決まっていないのですか。海のほうはもうやらなくていいということになっ

ているのでしょうか。魚が逃げるとかはないのですか。

○事業者 今現在、千葉県ですとか福岡県で、国で進めておられる実証研究がございま

す。そちらでまさに洋上に風車を今年度建てるようなスケジュールになっております。そ

の中では、そういった環境影響を事前事後と比較するような形で評価することもその実証

研究のメニューに入っておりまして、そういった結果から先生がおっしゃるような水中騒

音・振動といったものについてもある程度見解が示され、あるいはそれに基づいてガイド

ライン化みたいなものも図られると聞いておりますので、そういった情報をもとに最新の

知見を本件についても取り込みたいと思っております。
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○顧問 わかりました。ありがとうございました。

○顧問 私から宮古について。

植物の調査範囲というのが、この大きな図面で全域というふうにとれるのですが、これ

はどういうふうにお考えですか。要するに、全域を対象にくまなく調査されるのかルート

センサスをやられるのか、その辺がよくわからない。特に、ここでは示されておりません

けれども、先ほどいった改変区域との関係で、やはりルートセンサスするときは改変区域

を含めた形でセンサスしていかないと、重要種がそこにあったときに、どうするのという

話につながらないので、その辺を注意してルート設定をお願いします。

もう１点は、洋上風力なのですが、当然海鳥等々の飛翔の問題とかがありますけれども、

洋上風力でも丘側から陸鳥が飛んでくるというケースも当然考えられるので、丘側はやら

なくていいのかということです。陸域の植物の調査もやれとは言わないけれども、鳥につ

いては飛翔経路ということも考えると陸域についてもある程度調べる必要があるのではな

いかと考えます。その辺はご検討いただければと思います。

○事業者 その点は、住民に方法書を縦覧した際の住民意見でもいただいておりまして、

それに関しましては陸域から海岸線付近にみられる鳥の調査もするということで見解を返

させていただいております。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、今、35 と 36 については意見をいただきましたので、グリーンパワーインベ

ストメントさんには大変ありがとうございました。また次回ございますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。

＜株式会社市民風力発電の審査案件（議事番号 37～38）について説明＞

○顧問 この石狩コミュニティウィンドファームですが、これは結構広い領域を事業対

象区域に設定されていて、どこに具体的に風車ができるのかというのわからない。

それと、先ほどの案件ではちょっと言い損なってしまったのですけれども、洋上立地の

ケースと銭函の分とコミュニティと、あともう１件ありますよね。とにかく３件だか４件

まとめて風車がいっぱいできるわけですね。その辺、単独評価だけでよいのかどうかとい

う観点からもご検討いただきたいと思います。それが事業者にとっては一番大きな課題で

はないかなと思います。

〇経産省 ありがとうございます。複合ということだと思います。方法書でどの程度折

り込むことができるか、できるだけ努力していただければありがたいと思います。ご検討

方のほどよろしくお願いいたします。
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○顧問 地図をみますと、対象地域の中に建物らしきものがたくさんあるのですけれど

も、一応類型指定とか規制はかかっていないということなので、騒音や低周波の調査地点

が、対象事業の外側もしくはぎりぎりのところにあります。この地域には都市計画用途地

域図とかいうのはないのですか。

〇経産省 今のご質問に対して答えられそうですか。

○事業者 用途地域図はございます。ほとんどが工業専用地域になっておりますが、た

だ、実際にこの実施区域の端のあたりには住居がございまして、その近傍には当然風車は

建てないわけなのですが、そういった観点で騒音の測定地点を選定しています。

○顧問 わかりました。ここは工業専用地域なのですね。だから、基本的には住居がな

いということです。ただし端っこの北のほうには多少住居があって、お住まいの方がいら

っしゃるということでよろしいでしょうか。

○事業者 用途地域図につきましては別途お示しするようにいたします。

○顧問 木地挽山はアクセス道路拡幅工事の可能性があるのと、それから今は牧場のよ

うになっているのですけれども、環境省の特定植物群落の芝草原に指定されているところ

ですね。35 ページにありますけれども、影響評価するのにどうされるのか。特定植物群落

に指定されているから工事ができないとかということではないとは思いますけれども、そ

の辺ちょっと配慮が必要ではないかと思います。

○顧問 37 の景観。風車が人家と隣接するような感じもあります。調査対象事業区域内

にも調査点を設けたらいかがかと思います。

○顧問 生態系を取り上げていますけれども、注目種等の具体的な中身、手法の中身が

具体的に書かれていないので、できるだけ早い段階で具体的な中身を提示していただきた

いということです。

○顧問 木地挽山の電波障害なのですけれども、９ページに、万が一にも重大な障害が

発生したら何とかするという書き方なのですけれども、これはやはり予測評価ではないの

で、アセスメントというのはこういう書き方をしないものなので、お気をつけいただきた

い。不思議なことに、次のジャネックスさんのところにもそれがある。全く一言一句違わ

ない文章があるので、ジャネックスさんがもしお聞きでしたらお気をつけいただきたいと

思います。

○顧問 専門ではないのですけれども、この木地挽山の、例えば 102 ページをみますと、

事業区域の中の真ん中にパノラマ眺望台というのがあるのですが、それにもかかわらず、

人との触れ合いをやらないというのはちょっと納得できないところがあるので、検討すべ

きではないかと思います。

○顧問 時間の関係もあり、ちょっと発言を控えていましたけれども、人との触れ合い
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の点はどちらも重視していただきたいと思います。一々のコメントしませんでしたが、よ

ろしくお願いします。

〇経産省 ありがとうございました。方法書についての顧問からの意見ですので、今後

反映しておきますと、最終的に建設・運転に至って住民からの心配の念というのも極力抑

えることにつながりますので、できる限り前広にやっていただくと大変私どもとしてもあ

りがたいので、ご協力いただければ幸いです。どうもありがとうございました。

＜株式会社ジャネックスの審査案件（議事番号 39～40）について説明＞

○顧問 これも共通の話ですけれども、工事区域の設定が計画上としてよくわからない、

樹木の伐採範囲というのもよくわからないということで、その辺は影響評価のところにか

かわってくるので注意していただきたい。要するに、計画としてどの程度のものを予定さ

れているのか。準備書段階で出すのであれは、準備書段階でそれなりのものを出して議論

していただきたい。

それから、生態系のところについては、いわゆる具体的な注目種等々は共通事項ですけ

れども、具体的な中身が書かかれていないので、いわゆる方法書の体をなしていないとい

う状況になっていますので、ご検討していただきたい。

三ツヶ峰については、植物の調査ルートがよくわかりませんので，できるだけ詳しく出

していただきたいと思います。

ほかにございますか。

○顧問 ほかの事業のところでも共通なのですけれども、濁水が出ないようにするとい

うことで、沈砂池で流出がないよう努めるとお書きになっている。これはよくないと先ほ

ども申し上げましたけれども、もう少し具体的にちょっと言っておきますと、沈砂池とい

っても砂を沈めるのか、粒径や滞留時間によって随分違うはずですよね。それから、沈砂

させたものはどう処分するのか。それから、工事のどの時期にどの範囲でどこに設置する

のかとか。いろいろな具体性をもって書いてくれないと保全とはいえないので、ご留意を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇経産省 今、顧問の方から質問がございましたけれども、審査するに当たって事業計

画、事業特性というのですか、できる限り事業計画をまとめていただいて方法書に反映す

るということが大事だと思いますので、できる限り計画を明確にして、記載していただく

とより審査がしやすいかと思いますので、ご協力いただきたいと思います。

今の質問に対して何かコメントできるところがありましたら、ご回答いただければあり

がたいのですが。
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○事業者 工事の事業内容といいますか、先ほどご質問がありました改変区域等の数字

等につきましては準備書で記載しようということで考えておりました。現段階ではまだ風

車の位置とかが最終的に決定しておりませんので、調査を行った結果、風車の位置を決め

させていただいて、面積等の数字を出したいと考えております。

〇経産省 想定でもいいのですけれども、「この範囲」とか「最大でも」とか「標準的に

は」とか、工夫して示していただくとより適正かつわかりやすい審査ができると思います

ので、ご検討をよろしくお願いいたします。

○顧問 恐らく今の段階では暫定的な位置でもよいのではないかと思うのですが。最終

的に準備書の段階でかたまったらそれをどういうふうに、方法書の段階ではこう考えてい

たけれども準備書の段階ではこういうふうにシフトしましたとか、影響評価の結果もこう

いうふうに変わりますとか、あるいは変えたことによって手法もちょっと変えなければい

けなくなったとか、いろいろ書き方はあるかと思いますので、ご検討いただければと思い

ます。

〇経産省 以上でよろしいでしょうか。

それでは、株式会社ジャネックスさん、大変ありがとうございました。

〇経産省 続きまして、事業者№15 クリーンエナジーファクトリーさんがご担当であり

ます案件 41、42、ＣＥＦ福島楢葉ウィンドファームとＣＥＦ福島黒佛木ウィンドファーム、

この２件をまとめてご意見いただきたいと思いますが、クリーンエナジーファクトリーさ

んはおられますでしょうか。

それでは、まだおみえになっていないようですので、ちょっと飛ばしまして、次の案件

の事業者№16 の株式会社新エネルギー技術研究所さんがご担当になります案件№43 のつ

がる南風力発電事業についてご意見をいただきたいと思います。

＜株式会社新エネルギー技術研究所の審査案件（議事番 43）について説明＞

○顧問 予定地点に、いわゆる沼とかため池とか湿地がたくさん点在していますよね。

工事に伴って水質影響であるとか、あるいはそこに何が住んでいるかとかいうことについ

て考慮されていないような感じがしますけれども、検討をお願いしたいと思います。

工事の予定区域、樹木の伐採する場所がよくわからない。暫定版でもいいから配置がな

いと、これはどこに建てるのだろうかということになります。極端な言い方をすると、沼

を埋めて建てるのかとかということにもなりかねないので。結構平らなところで沼がいっ
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ぱいあって、恐らく水鳥系のものここを使っているのではないかなということで、調査の

内容に気をつけていただきたいということです。

〇経産省 ただいまの顧問からの意見に対して、ご回答できるようなところがあればご

回答いただけますでしょうか。

○事業者 ご指摘いただいたため池とか沼とかいうのは確かに実施区域内には点在して

おりまして、ここの部分については植物・動物・水質等も含めて地元の保護団体さんとの

協議の中でもいろいろご指摘があったものですから、方法書段階では記載はしていなかっ

たのですけれども、調査はやるような形で今進めております。

〇経産省 ありがとうございました。

○顧問 ここは生態系を取り上げていませんけれども、その辺はあわせて検討されると

いうことですね。

○事業者 はい。

○顧問 ほかにございませんか。

○顧問 ちょっと今気づいたのですが、ほかのところでよくコウモリを話題に出してい

るけれども、ここだけコウモリが全く方法としては出していないのですけれども、何か意

味があるのですか。

○事業者 コウモリについても追加ということで今調査計画を立てておりまして、特段

方法書段階で記載はしなかったということでございます。

〇経産省 どうもありがとうございました。

それでは、また２回目の顧問会までに、先ほど地元で意見があったので検討して調査す

るというお話がありましたので、そこら辺を補足説明資料で提出いただければ幸いです。

案件 43 のつがる南風力発電においては、これをもちまして終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。

＜風の松原自然エネルギー株式会社の審査案件（番号 44）について説明＞

○顧問 会社名が違うのですが、いいんですか。我々がもらったのは大森建設。

〇経産省 失礼しました。大森建設が監事会社といいますか。

○事業者 事業を継承しておりまして、風の松原自然エネルギーに移行しております。

それで提出しております。

○顧問 では、中身は同じということですね。

〇経産省 確認ですけれども、新たに会社をつくられたということでよろしいのですよ

ね。今まで大森建設さんが中心にやられていたものを受け継いだということですね。
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○事業者 はい。そうです。

○顧問 水のほうで、これはもろに海岸ですよね。それで、海域についての現況を書い

てくださっているのですけれども、この中にＳＳがないのです。恐らく元データにはＳＳ

が入っていると思うし、濁りなんていうものはもろにＳＳ数値に関係してくるので、ＳＳ

のデータを探してください。

それから、平地で大規模な工事がないから濁水が出ないという結論にしていますけれど

も、工事する以上、そんな荒唐無稽なことはないんですよね。ですから、その言い方はぜ

ひやめていただいて、改めて取り組んでいただきたいと思います。

○顧問 この地点は能代砂丘になっていますけれども、その辺、砂丘植生とかいろいろ

あるかと思いますので、よく注意して当たっていただきたいということと、生態系につい

てはいわゆる注目種等々の基本的なところが記載されていないので、これは早急に具体的

な手法をかためていただきたいと思います。

それから、どの程度の伐採があるのかよくわかりませんけれども、虹の松原というのは

私も昔行ったことがあるのですけれども、結構きれいな保安林としての松林がありますけ

れども、そこをどの程度改変するのかということもよく検討されて図面を示していただき

たいと思います。

質問ですが、この地点には既設の風力が 24 基ぐらいあるのですか。

○事業者 はい、あります。図面で真ん中の大きいところと、下側の赤で囲ったちょう

ど空間のスポットのところに 24 基建っております。

○顧問 恐らく飛翔なんかもそういったものの影響を受けて飛翔しているのではないか

と思いますけれども、今回新しい風車ができると、かなり長い距離にわたって風車が並ぶ

という仕上がりの状況になりますよね。そうすると、かなり飛翔経路も変わってくるので

はないかと思うので、注意が必要かなと思いますけれども。

○顧問 騒音関係の調査地点というのはどこにあるのでしょうか。

○事業者 この方法書段階におきましては風車の位置というのがまだ決まっておりませ

んでしたので、示しておりません。現在予定位置をある程度設定しておりますので、それ

に基づいた調査地点を次回お示ししたいと思います。

○顧問 わかりました。

それと、ちょっと周囲に住宅が密集しているので、用途地域というのですか、事業区域

周辺の用途地域ももしわかれば示していただきたいと思います。

○事業者 わかりました。

○顧問 あわせて、景観の調査地点を対象地域内にも…。集落や人家が接するようです

ので、よろしくお願いします。
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○顧問 あわせてですけれども、人家が多いですから、工事車両が通る予定ルートも入

れておいてください。

○顧問 今、言われた、近くに既にできているものがたくさんあるということなのだけ

れども、まさにそれはもうアセスの結果を示しているというか、そういうことですよね。

ということは、そこの調査というのはできないのですかね。まさに事後調査が既に今され

ているような気がするのですけれども、そういったことはほかの風力発電に関しては調査

が入れないのですか。

○顧問 後で意見を言おうかと思っていたのですけれども、青森の地点、野辺地の周辺

のもの、横浜町の周辺もそうなのですけれども、もう既にあるわけですね。そういったと

ころのデータが活用できれば、例えば騒音・振動にしたってかなりのところで推計ができ

るのではないかと思うのです。自分のところのプロジェクトだけのことを考えて皆さんつ

くられているので、そういうふうになっていない。ここの地点なんかは現況をしっかり確

認できれば、実績として、いわゆるある意味で事後調査を兼ねたような形になるので、既

存のものがある程度影響評価というものに反映できるのではないかなと考えるのです。そ

の辺をちょっと検討されたらどうかと思います。

〇経産省 方法書の既存の風車がちょっとわかりにくいのですけれども、ご紹介だけさ

せていただきます。

方法書の３ページに図面があるのですけれども、赤いところが今回の対象地域というこ

とでくくってございます。既設の風車ということで、青の丸のところなのですけれども、

ちょっと見にくいのですが、海岸線にたくさんあるわけなのですが、恐らく事業者におき

ましてはこの影響を、事後調査とか監視計画とかいうデータを入手できれば新たに建設す

る風力発電の環境影響評価に反映できるのだと思うのですけれども、もしそういう見通し

があるのであればこの場で紹介していただくとありがたいのですけれども。

○事業者 事業者が今回とは違うということで勝手に扱えないのですけれども、事後調

査までとはいきませんけれども、定期的にモニタリングをされておるような話を聞いてお

りますので、こちらの既設の事業者の方とこれからご相談させていただいて、可能であれ

ば今回の事例として使わせていただきたいと考えております。

○顧問 必ずしも、事例というか、別の事業者がやっているということで出してもらえ

ないというよりは、周辺で自分たちが現況確認調査をという形でやればやれるのではない

ですか。

○事業者 その辺もある程度踏まえた調査計画をしております。これまで 10 年ぐらいに

なるものですから、そのあたりの実績というものももし可能であれば入手したいと考えて

おります。
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○顧問 ぜひお願いします。

ほかはありませんでしょうか。よろしいでしょうか。

〇経産省 風の松原自然エネルギー株式会社さん、大変ありがとうございました。

＜くろしお風力発電株式会社（番号 45）の審査案件について説明＞

○顧問 本件について、ご意見はいかがでしょうか。

これも共通ですけれども、工事の予定区域がよくわかりませんねという話。それから、

樹木等の伐採の範囲とかその辺がよくわからないということで、ご検討をいただきたい。

それから、この地点は既に意見聴取が終わっている 18、19、20 とも関連がありますよね。

近隣にもプロジェクトがあるし、このプロジェクトの近くに既に既設のものがあるし、ち

ょっと離れればむつ小川原の領域まで結構たくさん風車が並んでいるという状況になりま

すので、その辺のデータが取り扱えればそういったものをできるだけ取り上げて検討して

いただきたいということと、複合的な影響についてどういうふうにお考えになられるのか、

その辺を念頭に置いて調査計画を検討されたらよろしいかと思います。

○顧問 騒音・振動の調査地点ですが、１ヵ所ですね。これ以外にはもう全然ないとい

うことでよろしいのでしょうか。

○事業者 現状、近くにある家が今のところその１軒ということで、ここでは１軒だけ

書きましたけれども、その後説明会等でももうちょっとやったほうがというご意見もいた

だきまして、近くの事務所ですとか農場ですとかいったところで追加の調査を現状は予定

しております。

○顧問 わかりました。では、これらは実施区域内の近くにある住居建物ではないわけ

ですね。

○事業者 事務所です。

○顧問 では、人が住んでいるというわけではない。

○事業者 ではないです。

○顧問 なるほど、わかりました。

○顧問 ほかはよろしいでしょうか。

植物相の調査については調査ルートがよくわからないので、その辺をご検討ください。

それから、生態系については注目種等々の手法が具体的に記載されていないというとこ

ろを早急に詰めていただきたいと思います。

〇経産省 ありがとうございました。

今の全体を通して何か説明や補足しておいたほうがよいことがあればお話ししていただ
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くとありがたいのですが、よろしいですか。

共通的なものが前の案件から出ておりますので、総合的にご検討いただければありがた

いと思います。

くろしお風力発電株式会社さん、どうもありがとうございました。

＜大和エネルギー株式会社の審査案件（番号 46）について説明＞

○顧問 これも先ほどと同じように、工事予定区域がよくわかりませんという話ですね。

みんな共通で、ほぼ同じことですが。植物、生態系はないのですか。これも具体的に記載

がないので、共通的な話ですね。植物も調査ルートがわかりませんということです。

景観、人触れも共通的にないわけではないと思いますので、よろしくお願いします。

○顧問 言うか言うまいかちょっと悩んでいたのですけれども、低周波音の調査方法で

使う機材のことがずっと気になっています。こちらのものですと 90 ページになりますけれ

ども、普通騒音計の動特性と書いてあります。低周波音を測るのに普通騒音計を使うので

すかということと、Ｇ特性は普通騒音計にはないので、録音するか何かするのですかとい

うことです。それから、地上 1.2 メートルでも構わないのですけれども、先ほどの銭函と

同じように余り高いところにもっていくと風の影響を受けて結果がわけのわからないとい

うか、音でないものの数値を出してしまうことがあるので、強力なウィンドスクリーンを

つけるとか、あるいはいわゆる風対策というものも測定条件のところに入れておいてくだ

さったほうがいいと思います。とりわけ強風時２日間というのはとても気に入らないので

すけれども、強風時に低周波音を測るなと言いたくなるところがあります。その辺は適宜

判断していただければいいと思います。測定方法のところはもう少し丁寧に書いていただ

けたらと思います。ちなみにいいますと、ほかのところでは「低周波音計」とか「低周波

音レベル計」とかいうものを使われるということですけれども、この例では普通騒音計と

書いてあるので、普通騒音計の低周波、つまり 20 ヘルツ以下を保証されているかどうかは

僕も知らないので、調べてみてください。

〇経産省 よろしいでしょうか。今までに共通的なご意見または御社にかかわるご意見

が出てきたかと思いますけれども、この場でご発言しておいたほうがよい点がありました

らご紹介ないしコメントをいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○事業者 今、先生からご質問がございました低周波音の測定なのですけれども、方法

書にはマイクロフォンの高さが地上 1.2 メートルと記載しているのですが、その後いろい

ろとほかの場所でも調査をしている中で、やはり地表にマイクロフォンを置いたほうが風

の影響も少なくなるということもわかってきておりますので、設置場所については地上と
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させていただいて、なおかつ風よけのドーム型のものをしっかりと据えつけて調査を進め

ていきたいと考えています。

〇経産省

それでは、大和エネルギー株式会社さん、どうもありがとうございました。

＜有限会社稚内グリーンファクトリーの審査案件（番号 47）について説明＞

○顧問 いかがでしょうか。

○顧問 ちょっと持ち上げてから落としますけれども、水環境の現況に対するデータは

とてもいいデータを書いてくださっているのですよ。ところが評価をしないというのは余

りにもアンバランスなので、よろしくお願いいたします。

○顧問 この地点は空港がありますけれども、高さ関係は大丈夫なのでしょうか。

○事業者 一応飛行場から南に５～６キロぐらいのところで、高さは 150～200 ぐらい、

それは調べてありまして、大丈夫ということで。山が周氷河地形で起伏はこぶのように続

くのですが、丸い山で、急峻な山ではございませんで、周辺からはよくみえて、風車を建

てる場合にも適地と判断しました。

○顧問 ほかの案件にも共通しますけれども、動植物の調査ルート、生態系も含めてで

すけれども、全く記載されていないので、その辺検討していただきたいということです。

それから、注目種は何を選ぶかということです。

ほかはいいですか。

○顧問 88 ページに調査の手法というところがあって、ＪＩＳ Ｃ 1502 普通騒音計及び

点々となっています。このＪＩＳ Ｃ 1502 という規格はもう７年前に廃止されていますの

で、これは別の違うものを入れられたほうがいいと思います。

〇経産省 以上でよろしいでしょうか。

○顧問 オジロとか天然記念物がいっぱい出てくるのでは。

○顧問 だから、この辺は、準備書の段階でこれはとてもできないなと。ひょっとした

ら出るかもわからないです。それから、隣にｵｵﾉﾏﾂというすごい白鳥の集結地がありますの

で、この辺の飛翔はしっかりやられると思うので、別に私は何もいいませんけれども。

○顧問 では、準備書を期待して待ちましょう。

〇経産省 ありがとうございました。

それでは、第２回顧問会が 22 日に予定されておりますので、本日のコメントに対する回

答について、できる限り早めに提出いただければ事前に顧問の皆様に送って見ていただく

ことができますので、ご協力方よろしくお願いいたします。



39

○顧問 ここの地点は景観計画区域に指定されていますよね。それに対して具体的にど

ういうふうに対応されるかというのも、準備書の段階になると思いますけれどもご検討く

ださい。

以上です。

○事業者 はい。

〇経産省 稚内グリーンファクトリー様、ありがとうございました。

＜幡豆吉良ウィンドシステム株式会社の審査案件（番号 48）について説明＞

○顧問 これは愛知県ですよね。これも共通ですけれども、いわゆる生態系項目を選ん

でいるのですけれども、具体的な記載がないので、早目にご検討して計画を提示していた

だきたいと思います。あわせて、工事予定区域であるとか樹木の伐採範囲であるとか、自

然を改変する部分がどこなのかというのがよくわからない。その辺よろしくご検討くださ

い。

ほかにございますか。

〇経産省 お疲れのところどうも恐縮です。今まで共通的な意見が出ておったわけです

けれども、事業者の方でこの場でご回答しておいたほうがよろしい事項があれば、ご発言

いただければ幸いですが、よろしいですか。

それでは、また第２回顧問会に向けて資料等の準備をよろしくお願いいたします。幡豆

吉良ウィンドシステムさん、どうもありがとうございました。

＜株式会社シーテックの審査案件（番号 49）について説明＞

○顧問 結構よく検討されているのではないかと思いますが、工事の部分がないとか樹

木の伐採範囲がないという共通なところがございますので、ご検討ください。

それから、生態系を選択されていますけれども、具体的な記載がありませんので、これ

もあわせてご検討いただきたいと思います。

○顧問 ぜひ申し上げたいのは、水のところが大変よくできている。特に水生生物を対

象にしていますよね。これはシーテックさんだけなので、大変すばらしいことであります。

それから、水の水質調査も既存の資料ではなくてちゃんと自分たちで出しているというの

で、その姿勢が大変すばらしいと思うので、準備書までにへこたれずにずっとやっていた

だければと思います。

○顧問 ついでに、２─６ページ。緑化計画という点をかなり重視してくださっていて、
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感謝しております。自然の中につくる施設、自然の助けによってうごく施設です。自然か

ら収奪するだけでなくちゃんとお返しできるところはする、いい風景をつくっていくとい

う観点からも大いに結構なこととと思います。ただ、緑化計画というと、緑のないところ

に緑をつくっていくという感じもしますので、破壊した緑を復元し、さらに景観その他の

修景的な観点から緑化を図るということで、名前を修景緑化とか、何か工夫されたらいか

がでしょうか。

以上でございます。

○顧問 これは低周波音を選択されていないのですか。

○事業者 しております。後ろのほうは追加調査の地点になっておりますので、方法書

の段階で低周波は入っておりませんでしたけれども、岐阜県の審査会でやはり低周波を入

れたほうがよいということで挙げさせていただきました。一番最後の最終的な調査方法の

ところには書かせていただいております。

○顧問 失礼しました。ありがとうございました。

○顧問 廃棄物等々については評価をおやりになられるのですか。影響予測というか。

○事業者 廃棄物等につきましては、影響評価そのものは今のところ、努力指標のとこ

ろにも書いてありますけれども、特にやらない予定です。前半、工事計画のところに、こ

んなことをさせていただきたいということは書かせていただいております。２の６ページ

あたりのところに、廃棄物ですとかそのあたりのところは書かせていただいています。

○顧問 ここの場合は、ＣＯ２の削減に対する効果ということは計算上なされるのです

か。これは準備書レベルの話なのですけれども。

○事業者 はい。そういう方向では考えております。

○顧問 ぜひ、プラス側のイメージで、必ずしも環境アセスメントというのはネガティ

ブな話だけではないので、そういうものもあったほうがいいかと思います。

よろしいですか。

〇経産省 株式会社シーテックさん、どうもありがとうございました。先ほどの案件

№41、42 でございますけれども、事業者のクリーンエナジーファクトリーさんがまだおみ

えにならないのですが、ちょっと戻ります。

41、42 のＣＥＦ福島楢葉ウィンドファームと黒佛木ウィンドファームについて、ご意見が

ございましたらお願いいたします。共通的な事項については、私ども事務局からクリーン

エナジーファクトリーに連絡いたします。

＜クリーンエナジーファクトリー株式会社の審査案件（番号 41～42）について説明＞
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○顧問 このケースは送電線が道路埋設のため調査範囲に含めないとなっているのです

が、どこを通るかにもよるかと思いますので、完全に国道とかアスファルト舗装されたと

ころを掘り返してという話だったらまだいいかと思うのですが、例えば林道であるとか、

どこからどこまでを埋設にするのかとか、その辺をはっきりさせていただきたい。

共通的には、工事予定区域というのが不明だということで、そこら辺ははっきりさせて

いただきたいと思います。

それから、共通的に生態系の項目については記載が足りないなということでございます。

ここ、楢葉では実際に工事はできるのですか。

〇経産省 ちょうど原子力発電所の関係もありましたので一応確認しておりますけれど

も、案件として載せたいという意向がありましたので載せておきました。ただ、きょうは

事業者が来ておりませんので、最近の状況とか今後の推移を確認しながら進めてまいりた

いと思っています。

ほかにご意見はありませんでしょうか。

○顧問 ちょっと図面が白黒でみにくいのですが、これは何か。紙である必要はないと

思いますが、ファイルか何かでカラーのものはありますでしょうか。

〇経産省 カラーのものがあるそうですので、提出させていただきます。ありがとうご

ざいました。

○顧問 よろしいですか。一応ここの地点は景観も人の触れ合いの場も取り上げており

ます。

〇経産省 大変長時間、勧告案件、方法書等、いろいろ重要な意見をいただきまして大

変ありがとうございました。

事務局から今後の予定等についてお話しさせていただきます。

本日いただきましたご意見を踏まえまして、審査書を修正させていただきます。本日の

案件につきましては、後日追加の質問、ご意見等がありましたら、資源エネルギー庁の勧

告済み案件 12 件につきましては適切かつ効率的な審査を行うため、大変恐縮ですが早目に

事務局までご連絡いただければ幸いです。その他の案件につきましては 10 月 16 日（火）

までご連絡いただければ、次回 10 月 22 日の第２回目の顧問会までに書面にて回答させて

いただきたいと思っております。

なお、前回６月の全体会議においてご紹介させていただきましたように、風力部会にお

きましては、欠席した顧問におかれましても質問等をご連絡いただければ部会出席者の質

問やご意見と同様に取り扱うこととなっております。つきましては、次回欠席予定の顧問

におかれましては、まことにお忙しいところ恐縮でございますが、ご意見等ありましたら

事務局あてにご一報いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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本日予定しておりました案件が顧問の皆様及び関係者のご協力のもと、おおむね定刻の

時間どおりに全て終了しました。これをもちまして環境審査顧問会風力部会を終了させて

いただきます。長い間、大変ありがとうございました。


