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１．本来審査に必要な改変区域が示されていない。修復がどのようになされるかも不明。 

２．周囲の河川や海域の現況の記載が不足しており、水の濁りを項目として選定されていない。沈砂

池などを設置するということは影響があるということが前提になっている。項目として選定すべ

き。 

３．静穏な地域に計画されている事業が多く、予測値が低くても純音成分が問題になる可能性がある。

純音成分の有無や、スウィッシュ音についても記載すべき。低周波音については G 特性だけでな

く周波数特性も示してもらいたい。 

４．運転時に管理棟などを設けるのであれば、そこからの生活排水も問題になる。塗装面に雨滴があ

たり、そこから汚染物質が流れ出ることはないのか？稼働後も裸地が残り、そこから濁水が流出

することはないのか？ 

５．管理棟などの建屋も図示すべき。 

６．発電施設としての稼働率を示すべき。 

７．温室効果ガスを項目として選定し、化石燃料からの代替効果を示すべき。 

８．人と自然との触れ合いの活動の場についての記載がない。対象事業実施区域内にはないとされて

いるが、主要な施設としてはないとしても、地域の住民が何らかの形で利用しているもの。項目

として選定すべき。 

９．景観の調査地点はまずは生活者の視点で選定すべき。 

１０．周囲に既設の風車がある場合は、それも図示すべき。 

１１．廃棄物を評価項目に選定すべき。 

１２．周囲に他にも計画が存在する場合は複合的な影響を評価すべき。 

１３．景観の評価で「地域の景観価値を判断」とあるが、具体性がない。 

１４．生態系の指標種を具体的に示すべき。単に動物相、植物相の調査結果を基に予測すると定量的

な評価ができないことになる。 

１５．工事車両の走行ルートが示されていない。 

１６．工事用車両の走行や建設機械の稼働による影響を項目に加えてもらいたい。 

 

＜２０１２－１０－１１ ○全社共通の質問事項＞ 

１７．wind turbine  noiseに卓越した純音成分はないか。 

１８．wind turbine  noiseのswish音の程度または有無。 

１９．低周波音の評価に参照値は使わない。 

 

【Ａ指摘事項（共通項目）】 

Ａ共通-１．事業対象区域について 

� 事業対象区域と工事対象区域を明確に区別する必要がある。 
� 事業対象区域は事業者の用地であるのか，取得予定の用地の範囲であるのか明確に



 

定義する必要がある（敷地境界を示す必要がある） 
� 調査範囲（＝影響が及ぶと想定される範囲？）は基本的に風車等の施設から 1km の範

囲 
� 工事対象区域（樹木の伐採，整地・設置等の土木工事等の現況を改変する区域）を事業

対象区域内に明確に示す必要がある。 
 

Ａ共通-２．事業対象区域の現況確認について 
� 概ねの事業対象区域は図示されているが，現存植生図だけでは現状との照合が難しいため，現状

が確認できる至近の航空写真等の提示が必要。 
 

Ａ共通-３．方法書段階での計画概要の記載について 

� 事業対象区域とともに風車の配置図が示されているものもあるが，風車の設置位置の示されてい

ないものが多い。方法書を検討する段階では暫定的なものでも良いから配置案を示すべき。 
� 準備書では，当初計画通りでの配置であるのか，調査結果に基づき配置を変更する必

要が生じたのであればその根拠を示す必要がある。 
� 既存の設備の配置状況をできるだけ図中に示す必要がある。 

 

� 工事予定図面が提示されていないので風車設置工事のために改変される場所や改変の工事の規

模などの概要がわからない。 

� 樹林地を伐採して風車を設置する場合には、伐採部分を示した図面を示すべきである。 

� また，資材搬入，管理道路の計画についても図面で示し，概要が把握できるようにすべきである。

特に資材搬入道路については拡幅工事等を行う必要があるのか，否か等について影響評価を行

う必要性の有無を判断できるような記述とするべきである。 
 

  

 

Ａ共通-４．評価項目の選定について  
� 移行措置対象案件のほとんどが NEDOマニュアルに示された項目の範囲内で検討を行っているが，

今後は別表五に示された参考項目を対象に事業や地域特性等に見合った項目の取捨選択を行う

必要がある 

 

Ａ共通-５．評価の方法  
� 現状の移行措置対象案件の評価結果は，定性的な評価に基づくものがほとんどで，法律が求めて

いる『できるだけ定量的な評価を行う』ために必要な調査データを取得・提示した上での評価が実

施されていない。 

 

Ａ共通-６．動植物相の調査について 



 

� 調査ルートの設定に際しては，樹木の伐採等の改変区域をカバーするように考慮すべきである。

特に，注目種が分布していたとしても改変区域に分布しているのか非改変区域であるのかはわか

らないため影響の程度を具体的に評価できない可能性がある。評価の方法 

  

 

Ａ共通-７．生態系 

� 方法書段階で評価対象に生態系を選択する場合は調査対象の上位性，典型性に相当する注目種

を具体的に選定・提示し，それに見合った調査項目や手法を具体的に議論する必要がある。方法

書段階で具体的な内容について提示のないものは，準備書段階で示される調査結果の良否が判

定されることになるため，再調査や追加調査などを求められることになりかねない。 
 

 

Ａ共通-８．猛禽類 
� 牧草地を中心とした立地の場合，猛禽類等の餌場になっている可能性があるが，風車が多数基設

置された場合に餌場としての機能が維持されるのか検討が必要。 
� 一方，樹林を伐開・整地して配置した場合，小動物などの狩場として利用されるようになる場合も想

定される。 
 

 

Ａ共通-９．樹林の伐開 
� 樹林帯を伐開して風車を配置する場合，林縁部の植生構造が変化したり，風の通り道ができること

により植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性が想定される。このため，工事に際しては段

階的に伐開を行ったり，萌芽更新などの手法をとるなどの工夫が必要になると考える。これらに伴

い，動物相も変化すると考えられることから影響評価に際しては考慮が必要と考える。 
一方，伐開にともない，外来種などが侵入してくる場合も想定されるので植生の保全・管理体制を

厳格に行う必要がある。 
 

Ａ共通-10．景観 

� 生活環境からみた景観について配慮が必要 

風車を目立たせるのか，目立たないように風景の中に溶け込むような配色にするのか考え方の整

理が必要 

 

Ａ共通-11．人と自然との触れ合いの活動の場 

� 公園などの特定の場所のみならず日常的に市民が利用する場所，季節により市民が利用する場

所などを対象にした評価を行う必要がある。 

 

 



 

Ａ共通-12．廃棄物等 

� 工事にともない排出される廃棄物等についての記載がみられないものが多い。方法書段階では計

画の概要に基づいて概要を示す程度であったとしても，準備書段階では具体的な数量を提示する

必要がある。 
 

 

Ａ共通-13．温室効果ガス 

� 風力発電の場合温室効果ガスの項目についてはプラス評価の観点からの記載も必要と考える。最

大発電容量で CO2削減効果を示すのではなく，稼働効率等を勘案した数値を示すべきと考える 
  

 

Ａ共通-14．現状回復 

� 風車設置用の土木工事を行った場合，埋め戻し，現状回復を図ると記載している場合が多いが，

現状の定義を明確にするとともに，回復措置の具体的な内容を提示する必要がある。 
� 特に，緑化の内容については詳細に計画を示す必要がある。立地地形の状況から切土法面の扱

い，盛土の周辺，風車設置基部の整地部分の扱いを明記する必要がある。 
 

Ａ共通-15．道路および送電線埋設工事 

� 計画の詳細がほとんど示されていない。 
� 工事の内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性についての検討が必要になる。 

特に，林道等の拡幅工事や鉄板敷などで一時的に大型車両の運行を行う場合については，

工事部分の重要種が消滅する危険が大きい。また，側溝等を設ける場合には小動物の落

下や分断等の影響が想定される。 

 

Ａ共通-16．複合影響について 

� 特定地点に複数の案件が提示される場合や，既存設備に追加されて風車が設置される場合には，

新規案件の単独評価だけではなく，既存設備の状況も含めた複合的な影響についても評価する必

要がある。 
 

【Ｂ指摘事項（共通項目）】 

Ｂ共通-1．工事について、風車のことしか書いていない、工期、道路、地形改変等が無い 

 

Ｂ共通-2．サイトの地図が、大縮尺のもの付いてないので、日本のどこにあるのか分かりにくい 

 

Ｂ共通-3．ほとんどの方法書で風車位置が入っていない。 

 

Ｂ共通-４．トイレがあるはす。生活排水の処理の記述は必要。 



 

 

Ｂ共通-５．塗装から雨による有害物質に溶出はないのか？ 

 

Ｂ共通-６．工事中、また裸地有る場合には必ず泥水が出る。したがって、環境影響の予測評価の項目に「水

の濁り」を選定しなくてはならない。その場合、沈砂池などは保全処置の一つになる 

 

Ｂ共通-７．水環境について、濁水以外の物質は出ないか？稼動時の油？ 

 

Ｂ共通-８．裸地が残って、濁水が出ることはないのか？ 

 

Ｂ共通-９．水環境を選定していないのがほとんど。川や海が近傍にあり、工事の濁水があるので、選定する

べき（地形、対策とかを論議して評価すれば済む。） 

 

Ｂ共通-10．そもそも、予測評価項目選定の表と、選定・不選定の理由の無いものが多い 

 

Ｂ共通-11．ほとんどのもので、目次簡単すぎる内容が見えにくい。 

 

Ｂ共通-12．ほとんどのもので、ページ番号のふり方が通し番号なので見たいところを 

       すぐに出すのに苦労する。火力などと同様「章、節、項」にならないか。 

 

Ｂ共通-13．ほとんどのもので、TV 電波状況調査データーに調査日が入っていない。 

 

Ｂ共通-14．水域環境の既存データーが使えない場合は、最低限 SS（懸濁物＝濁り）に 

       ついてのデーターを自前に調査・取得することになる。 

 

【Ｃ指摘事項（共通項目）】 

Ｃ共通-１．哺乳類の調査手法に、自動撮影調査が入っているものと入っていないものが混在している。夜行

性の中・大型哺乳類の生息確認には、自動撮影を用いるのは通常となっているので、調査方法

として入れるべきである。たとえばブレードへの鳥類等の衝突個体が多くなると、肉食性哺乳類

が集まりやすくなることも考えられることから、事後調査についても考慮すべきである。 

 

Ｃ共通-２．鳥類の渡りは夜間に行われることも多いが、それについてはどのような方法で把握するのかが明

確に示されていない。夜間にフクロウ類を対象とした調査を行うとしているものもあるが、バッドデ

ィテクターを用いてコウモリ類の調査を行う際に、鳥類の調査も行うべきであろう。  

 

Ｃ共通-３．動物の「予測の手法」の項では、「ブレード、タワー等への接近・接触に関して、衝突率等の算出を



 

行う」ことを明記した方がよい、準備書の段階で、いずれ要求されることになる。 

 

【Ｂ指摘事項（個別項目）】 

Ｂ個別-１．もう少し大縮尺図も、風車位置無し。 

 

Ｂ個別-２．海に近い。海域影響を予測すべき。工事について全く記述ない。工事による水影響と対策に触れ

ていない。「水の濁り」を予測評価項目に選定して、環境保全を前提に述べること。 

 

【Ｄ追加指摘事項（個別項目）】 

Ｄ個別-１．対象事業実施区域が６カ所に分散しているのはどうしてでしょうか。 

 

Ｄ個別-２．現地の現況について、全体を俯瞰する航空写真あるいはそれに替わるもので示してください。風

力発電量は設置する地点や風況によって大きく変わり、そのためどのような風力発電機の機種

を選定するのかは場所により異なると思います。二酸化炭素の削減量や環境に与えるインパクト

を考慮してどのような方針で風力発電機を選定するのか、基本的な方針を述べてください。 

 

Ｄ個別-３．工事時期について、月越原野地区の工事期間との関係を示してください。 

 

Ｄ個別-４．工事車両が動くということは大気環境にインパクトを与えますので、工事車両が動く経路を考慮し、

最寄りの大気環境の現況を示しておく必要があると思いますが、周辺に大気環境局が無いよう

なので北海道の大気環境の概要を示してください。 

 

Ｄ個別-５．アセス省令によれば工事の実施に伴う大気質関係についての参考項目があります。なぜ選定し

なくてよいのか理由を示してください。 

 

巻末 資料 

・ 案内図 

・ 航空写真 



 

 

 

１．本来審査に必要な改変区域が示されていない。修復がどのようになされるかも不明。 

 

 

現時点では風力発電施設の配置が決定していないため、改変区域等についてはお示しできませんの

で、今後作成する準備書にて記載します。作業ヤード並びに搬入路の法面については、工事後に緑化

を行います。 

 

 

２．周囲の河川や海域の現況の記載が不足しており、水の濁りを項目として選定されていない。沈

砂池などを設置するということは影響があるということが前提になっている。項目として選定

すべき。 

 

 

水の濁りについては評価項目に選定いたします。 

また、周辺河川の状態についても資料を中心に整理します。 

 

 

３．静穏な地域に計画されている事業が多く、予測値が低くても純音成分が問題になる可能性があ

る。純音成分の有無や、スウィッシュ音についても記載すべき。低周波音については G 特性だ

けでなく周波数特性も示してもらいたい。 

 

 

風車メーカーより FFT 分析結果の入手に努め、純音成分の有無を確認し、準備書に記載します。ま

た、ブレードが回転することによるスウィッシュ音は風車に特有の音であるため、そのような音の特

徴についても準備書に記載するようにいたします。 

なお、低周波音は G 特性だけでなく、平坦特性の 1/3 オクターブバンドレベルでも評価するように

いたします。 

 

 

４．運転時に管理棟などを設けるのであれば、そこからの生活排水も問題になる。塗装面に雨滴が

あたり、そこから汚染物質が流れ出ることはないのか？稼働後も裸地が残り、そこから濁水が

流出することはないのか？ 

 

 

管理棟は賃貸物件等を利用する予定です。 

 



 

工事に伴う裸地については、工事後緑化いたします。水の濁りの予測対象時期としては、工事中の

裸地面が最大となる時期を選定し、予測、評価を行うようにいたします。 

 

 

５．管理棟などの建屋も図示すべき。 

 

 

賃貸物件を予定しておりますので、建物の新設は行いません。 

 

 

６．発電施設としての稼働率を示すべき。 

 

 

準備書に記載いたします。 

 

 

７．温室効果ガスを項目として選定し、化石燃料からの代替効果を示すべき。 

 

 

温室効果ガスを評価項目として選定し、製造過程や建設工事に伴う排出量を明らかにするとともに、

本事業の稼動による化石燃料からの代替効果についても準備書に示すようにいたします。 

 

 

８．人と自然との触れ合いの活動の場についての記載がない。対象事業実施区域内にはないとされ

ているが、主要な施設としてはないとしても、地域の住民が何らかの形で利用しているもの。

項目として選定すべき。 

 

 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場だけでなく、身近な自然としての近隣住民からの利用の状

況を明らかにした上で、項目として選定すべきかを検討いたします。 

 

 

９．景観の調査地点はまずは生活者の視点で選定すべき。 

 

 

ご指摘を踏まえ、周辺の居住地域を景観の調査及び予測の地点として追加を検討いたします。 



 

 

１０．周囲に既設の風車がある場合は、それも図示すべき。 

 

 

対象事業実施区域周辺には既設の風力発電所は存在しておりません。 

 

 

１１．廃棄物を評価項目に選定すべき。 

 

 

廃棄物等（産業廃棄物、残土）を評価項目に追加いたします。 

 

 

１２．周囲に他にも計画が存在する場合は複合的な影響を評価すべき。 

 

 

現在周辺での事業計画については把握しておりません。 

 

 

１３．景観の評価で「地域の景観価値を判断」とあるが、具体性がない。 

 

 

関係自治体等による景観計画、ガイドライン等を踏まえ、対象事業実施区域周辺の景観的価値につ

いて、より具体的に評価するようにいたします。 

 

 

１４．生態系の指標種を具体的に示すべき。単に動物相、植物相の調査結果を基に予測すると定量

的な評価ができないことになる。 

 

 

準備書に記載いたします。 

 

 

１５．工事車両の走行ルートが示されていない。 

 

 

Ｐ８に記載して有ります。 



 

 

 

１６．工事用車両の走行や建設機械の稼働による影響を項目に加えてもらいたい。 

 

 

いずれも評価項目として追加いたします。 

 

＜２０１２－１０－１１ ○全社共通の質問事項＞ 

 

１７．wind turbine  noiseに卓越した純音成分はないか。（およそ100Hz～200Hz範囲） （聴感

上の問題） 

 

 

一次回答にて既に記載いたしました。№３をご参照下さい。 

 

 

１８．wind turbine  noiseのswish音（シュッツシュッツ）の程度または有無（聴感 

上の問題）。 

(以上は環境省請負業務「平成23年度風力発電施設の騒音・低周波音に関する検討調査業務」

平成24年3月 日本騒音制御工学会 7章(p.102)を参照。) 

 

 

一次回答にて既に記載いたしました。№３をご参照下さい。 

 

 

１９．低周波音の評価に参照値は使わない。 

  （環境省の見解がないので，「低周波音測定マニュアル」による調査研究結果 

による評価が望ましい。心理的・生理的・物的影響など） 

 

 

参照値は評価に用いません。 

 

 

Ａ 共通-１．事業対象区域について 

� 事業対象区域と工事対象区域を明確に区別する必要がある。 

� 事業対象区域は事業者の用地であるのか，取得予定の用地の範囲であるのか明確

に定義する必要がある（敷地境界を示す必要がある） 



 

� 調査範囲（＝影響が及ぶと想定される範囲？）は基本的に風車等の施設から 1km の

範囲 

� 工事対象区域（樹木の伐採，整地・設置等の土木工事等の現況を改変する区域）を

事業対象区域内に明確に示す必要がある。 

 

    

   現時点では地権者交渉も纏まってなく、個別の風車地点・取得用地範囲等が明確でないので、準備書の

段階で明示できるようにいたします。 

   評価項目毎に事業特性並びに地域の概況を勘案の上、適切な調査範囲を設定するようにいたします。 

 

 

 

Ａ 共通-２．事業対象区域の現況確認について 

� 概ねの事業対象区域は図示されているが，現存植生図だけでは現状との照合が難しいため，

現状が確認できる至近の航空写真等の提示が必要。 

 

    

  至近距離での航空写真は当社独自では撮影しておりません。 

  公表されている写真を巻末に示します。 

 

 

Ａ 共通-３-１．方法書段階での計画概要の記載について 

� 事業対象区域とともに風車の配置図が示されているものもあるが，風車の設置位置の示されて

いないものが多い。方法書を検討する段階では暫定的なものでも良いから配置案を示すべき。 

� 準備書では，当初計画通りでの配置であるのか，調査結果に基づき配置を変更する

必要が生じたのであればその根拠を示す必要がある。 

既存の設備の配置状況をできるだけ図中に示す必要がある。 

 

 

 ご指導を踏まえ、準備書に反映いたします。 

 

 

 

Ａ 共通-３-２．方法書段階での計画概要の記載について 

工事予定図面が提示されていないので風車設置工事のために改変される場所や改変の工事

の規模などの概要がわからない。 

 



 

  

地権者との協議も進んでおらず、現時点では具体的な位置を示すことは困難であります。準備書に

反映いたします。 

 

 

Ａ 共通-３-３．方法書段階での計画概要の記載について 

樹林地を伐採して風車を設置する場合には，伐採部分を示した図面を示すべきである。 

 

 

地権者との協議も進んでおらず、現時点では具体的な位置を示すことは困難であります。準備書に

反映いたします。 

  

 

Ａ 共通-３-４．方法書段階での計画概要の記載について 

� また，資材搬入，管理道路の計画についても図面で示し，概要が把握できるようにすべきであ

る。特に資材搬入道路については拡幅工事等を行う必要があるのか，否か等について影響評

価を行う必要性の有無を判断できるような記述とするべきである。 

 

 

 具体的な位置も決まっていないことから、今後準備書の段階で記載します。 

 

 

Ａ 共通-４．評価項目の選定について 

� 移行措置対象案件のほとんどが NEDO マニュアルに示された項目の範囲内で検討を行ってい

るが，今後は別表五に示された参考項目を対象に事業や地域特性等に見合った項目の取捨選

択を行う必要がある。 

 

 

  ご指摘のとおりであり、主務省令に沿った項目の再検討を行います。 

 

 

Ａ 共通-５．評価の方法 

� 現状の移行措置対象案件の評価結果は，定性的な評価に基づくものがほとんどで，法律が求

めている『できるだけ定量的な評価を行う』ために必要な調査データを取得・提示した上での評

価が実施されていない。 

 

 



 

 各評価項目において、可能な限り定量的な予測、評価の手法を採り入れるようにいたします。 

 

 

Ａ 共通-６．動植物相の調査について 

調査ルートの設定に際しては，樹木の伐採等の改変区域をカバーするように考慮すべきである。特に，注

目種が分布していたとしても改変区域に分布しているのか非改変区域であるのかはわからないため影響

の程度を具体的に評価できない可能性がある。評価の方法 

 

 

調査ルートの選定に際しては、樹木の伐採などの改変区域をカバーできるように考慮し、注目種への影響

程度を定量的に評価できるように努めます。 

 

 

Ａ 共通-７．生態系 

方法書段階で評価対象に生態系を選択する場合は調査対象の上位性，典型性に相当する注目種を具体

的に選定・提示し，それに見合った調査項目や手法を具体的に議論する必要がある。方法書段階で具体

的な内容について提示のないものは，準備書段階で示される調査結果の良否が判定されることになるた

め，再調査や追加調査などを求められることになりかねない。 

 

 

上位性、典型性に相当する注目種については、可能な限り具体的に選定するように努めます。 

 

 

Ａ 共通-８．猛禽類 

� 牧草地を中心とした立地の場合，猛禽類等の餌場になっている可能性があるが，風車が多数基

設置された場合に餌場としての機能が維持されるのか検討が必要。 

� 一方，樹林を伐開・整地して配置した場合，小動物などの狩場として利用されるようになる場合

も想定される。 

 

 

猛禽類等の餌場になっている可能性がある場合には、餌場としての機能が維持されるのか予測を行い、

準備書に記載いたします。 

また、小動物などの狩場として利用されることも想定して予測を行い、準備書に記載いたします。 

 

 

Ａ 共通-９．樹林の伐開 

� 樹林帯を伐開して風車を配置する場合，林縁部の植生構造が変化したり，風の通り道ができる



 

ことにより植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性が想定される。このため，工事に際

しては段階的に伐開を行ったり，萌芽更新などの手法をとるなどの工夫が必要になると考え

る。これらに伴い，動物相も変化すると考えられることから影響評価に際しては考慮が必要と

考える。 

一方，伐開にともない，外来種などが侵入してくる場合も想定されるので植生の保全・管理

体制を厳格に行う必要がある。 

 

 

樹林帯を伐開する場合、林縁部の植生構造が変化や風の通り道ができることによる植生の退行や樹

木衰退減少について、予測を行い、工事手法等についても検討いたします。 

 また、外来種などの侵入防止に関する管理体制について検討します。 

 

 

Ａ 共通-10．景観 

� 生活環境からみた景観について配慮が必要 

風車を目立たせるのか，目立たないように風景の中に溶け込むような配色にするのか考え方の

整理が必要 

 

周辺の居住地域等からの景観も評価するようにいたします。また、景観だけでなく鳥類などの複数項目にま

たがる総合評価を行うようにいたします。 

 

 

Ａ 共通-11．人と自然との触れ合いの活動の場 

� 公園などの特定の場所のみならず日常的に市民が利用する場所，季節により市民が利用する

場所などを対象にした評価を行う必要がある。 

 

 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場だけでなく、身近な自然としての近隣住民からの利用の状況を明

らかにした上で、項目として選定すべきかを検討いたします。 

 

 

 

Ａ 共通-12．廃棄物等 

� 工事にともない排出される廃棄物等についての記載がみられないものが多い。方法書段階では

計画の概要に基づいて概要を示す程度であったとしても，準備書段階では具体的な数量を提示

する必要がある。 

 



 

 

廃棄物を評価項目として選定し、発生量や処理方法などを具体的に示してまいります。 

 

 

Ａ 共通-13．温室効果ガス 

風力発電の場合温室効果ガスの項目についてはプラス評価の観点からの記載も必要と考え

る。最大発電容量で CO2 削減効果を示すのではなく，稼働効率等を勘案した数値を示すべきと

考える 

 

 

温室効果ガスを評価項目として選定し、製造過程や建設工事に伴う排出量を明らかにするとともに、本事業

の稼動による化石燃料からの代替効果についても準備書において示すようにいたします。 

 

 

Ａ 共通-14．現状回復 

� 風車設置用の土木工事を行った場合，埋め戻し，現状回復を図ると記載している場合が多い

が，現状の定義を明確にするとともに，回復措置の具体的な内容を提示する必要がある。 

� 特に，緑化の内容については詳細に計画を示す必要がある。立地地形の状況から切土法面の

扱い，盛土の周辺，風車設置基部の整地部分の扱いを明記する必要がある。 

 

 

今後の準備書にて整理し記載いたします。 

 

 

Ａ 共通-15．道路および送電線埋設工事 

� 計画の詳細がほとんど示されていない。 

� 工事の内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性についての検討が必要になる。 

特に，林道等の拡幅工事や鉄板敷などで一時的に大型車両の運行を行う場合については，工

事部分の重要種が消滅する危険が大きい。また，側溝等を設ける場合には小動物の落下や分

断等の影響が想定される。 

 

 

今後の準備書にて整理し記載いたします。 

 

 

Ａ 共通-16．複合影響について 

� 特定地点に複数の案件が提示される場合や，既存設備に追加されて風車が設置される場合に



 

は，新規案件の単独評価だけではなく，既存設備の状況も含めた複合的な影響についても評価

する必要がある。 

 

 

 

周囲には既設風車も新規事業計画者もおりません。 

 

 

Ｂ 共通-1．工事について、風車のことしか書いていない。工期、道路、地形改変等が無い、すなわち環境

の側からの視点が欠けている。 

 

 

工期については電力会社との連系時点が未定のため現時点での記載は困難ですが、準備書作成段階

では明確になると思われますので、道路、地形改変等を含め準備書に記載します。 

 

 

Ｂ 共通-2．サイトの地図が、大縮尺のもの付いてないので、日本のどこにあるのかが分かりにくい。 

 

 

都道府県単位の図面を作成し、資料として巻末に示します。 

 

 

Ｂ 共通-3．ほとんどの方法書で風車位置が入っていない（準備書でも）。 

 

 

方法書作成時においては、地権者等との協議も進んでおらず、具体的な位置を示すことは 

困難です。準備書において記載いたします。 

 

 

Ｂ 共通-４．トイレがあるはず。生活排水の処理の記述は必要。 

 

 

  風車サイトにはトイレは設置いたしません。事務所については町中の賃貸物件を借家する予定です。 

 

 

Ｂ 共通-５．塗装から雨による有害物質に溶出はないのか？ 

 



 

 

通常、公共事業等で行われている塗装と同様に、降雨等により有害物質が溶出するような塗装はい

たしません。 

 

 

Ｂ 共通-６．工事中、また裸地有る場合には必ず泥水が出る。したがって、環境影響の予測評価の項目

に「水の濁り」を選定しなくてはならない。その場合、沈砂池などは保全処置の一つになる。 

 

 

「水の濁り」を評価項目として選定し、沈砂池等の濁水対策の具体的な内容を整理するようにいたします。 

 

 

Ｂ 共通-７．水環境について、濁水以外の物質は出ないか？ 稼働時の油？ 

 

 

廃油等は産業廃棄物として関係法令に則って適切に処分いたします。また、濁水以外の排水について

は、基礎工事の工法等が現時点で未定のため、準備書にて記載いたします。 

 

 

Ｂ 共通-８．裸地が残って､濁水が出ることはないのか？ 

 

 

工事中は作業ヤード、搬入路等に一部裸地面が発生することから、沈砂池の設置等により濁水の流

出を抑えます。供用後は緑化等により裸地面は残りません。 

 

 

Ｂ 共通-９．水環境を選定していないのがほとんど。川や海が近傍にあり、工事の濁水があるので､選定

するべき（地形、対策とかを論議して評価すれば済む）。 

 

 

前述のとおり、「水の濁り」を評価項目として選定します。 

 

 

Ｂ 共通-10．そもそも、予測評価項目選定の表と、選定・不選定の理由の無いものが多い。 

 

 

準備書では事業計画の詳細を踏まえながら主務省令に沿った検討を行い、選定表や理由を記載いたしま



 

す。 

 

 

Ｂ 共通-11．ほとんどのもので目次が簡単すぎる。内容が見えにくい。 

 

 

準備書においては詳細な目次となるようにいたします。 

 

 

Ｂ 共通-12．ほとんどのもので、ページ番号のふり方が通し番号なので見たいところをすぐに出すのに苦

労する。火力などと同様「章、節､項」にならないか。例 2.1. 3—45 

 

 

準備書においては「章、節､項」毎にページを振るようにいたします。 

 

 

Ｂ 共通-13．ほとんどのもので、TV 電波状況調査データーに調査日が入っていない。 

 

 

調査実施後に調査日を記載するようにいたします。 

 

 

Ｂ 共通-14．水域環境の既存データーが使えない場合は、最低限 SS（懸濁物=濁り）についてのデーター

を自前で調査・取得することになる。 

 

 

資料により周囲の河川の状況が把握できない場合には、降雨時に１回現地調査を行い、現状の SS の状況

について把握に努めます。 

 

 

Ｃ 共通-１．哺乳類の調査手法に、自動撮影調査が入っているものと入っていないものが混在している。

夜行性の中・大型哺乳類の生息確認には、自動撮影を用いるのは通常となっているので、調査

方法として入れるべきである。たとえばブレードへの鳥類等の衝突個体が多くなると、肉食性哺

乳類が集まりやすくなることも考えられることから、事後調査についても考慮すべきである。 

 

 

自動撮影装置を用いた調査を実施いたします。 



 

 

 

Ｃ 共通-２．鳥類の渡りは夜間に行われることも多いが、それについてはどのような方法で把握するのか

が明確に示されていない。夜間にフクロウ類を対象とした調査を行うとしているものもあるが、バッド

ディテクターを用いてコウモリ類の調査を行う際に、鳥類の調査も行うべきであろう。 

 

 

鳴き声等により渡り鳥の動向の把握に努めます。 

 

 

Ｃ 共通-３．動物の「予測の手法」の項では、「ブレード、タワー等への接近・接触に関して、衝突率等の算

出を行う」ことを明記した方がよい。準備書の段階で、いずれ要求されることになる。 

 

 

準備書までに衝突確率の算出を行い、「予測の手法」においてその旨を記載するようにいたします。 

 

 

Ｂ 個別-１．もう少し大縮尺図も、風車位置無し。 

 

 

 都道府県単位の図面を作成し、資料として提出いたします。 

 

 

Ｂ 個別-２．海に近い。海域影響を予測すべき。工事について全く記述ない。工事による水影響と対策に

触れていない。「水の濁り」を予測評価項目に選定して、環境保全を前提に述べること。 

 

  

 水の濁りについては評価項目に選定いたします。 

 また、周辺河川の状態についても資料を中心に整理します。 

 

＜２０１２－１０－１７ Ｄ顧問追加＞ 

 

Ｄ１．対象事業実施区域が６カ所に分散しているのはどうしてでしょうか。 

 

 

風車の配置は大きく示した 3つの区域ですが、搬入のため道路の改変が予想される３区域を対象区域

として加えております。 



 

 

 

Ｄ ２．現地の現況について、全体を俯瞰する航空写真あるいはそれに替わるもので示してください。風力

発電量は設置する地点や風況によって大きく変わり、そのためどのような風力発電機の機種を選定

するのかは場所により異なると思います。二酸化炭素の削減量や環境に与えるインパクトを考慮し

てどのような方針で風力発電機を選定するのか、基本的な方針を述べてください。 

 

 

至近距離での航空写真は当社では、撮影しておりません。 

公表されている写真を提出いたします。（巻末に示します。） 

地形等の周辺環境にあった発電効率の良い風力発電機を選択することを基本方針とし、結果的に二酸化

炭素の削減量に寄与できるものと考えております。 

 

 

Ｄ ３．工事時期について、月越原野地区の工事期間との関係を示してください。 

 

 

尻別地区は平成 23 年度募集の当選案件ですので、連系の道筋が出来ておりますので、環境影響評価

の手続きに従って進行します。一方、月越原野は系統に連系する承認が取れておりませんので、尻別より

後になるものと見込まれます。 

 

 

Ｄ ４．工事車両が動くということは大気環境にインパクトを与えますので、工事車両が動く経路を考慮し、

最寄りの大気環境の現況を示しておく必要があると思いますが、周辺に大気環境局が無いようなの

で北海道の大気環境の概要を示してください。 

 

 

最新の環境白書を収集、整理することで、大気環境の概要を準備書にお示しします。 

 

 

Ｄ ５．アセス省令によれば工事の実施に伴う大気質関係についての参考項目があります。なぜ選定しな

くてよいのか理由を示してください。 

 

 

最新の環境白書を収集、整理することで、大気環境の概要を準備書にお示しします。 

 



北海道全図　S=NONE

北海道寿都郡
寿都町

対象事業実施区域

北海道磯谷郡
蘭越町
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