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＜北能代案件の指摘事項＞ 

 
１． 水田や畑地の動・植物の調査はしないのか。 

２． 造成後に埋め戻した後は水田、畑地として再利用できるか。 

３． 評価項目の見直しが必要 

４． 発電機の概要図だけでなく、基礎工事に係る図面（改変工事の具体的な内容：規模、範囲、

深さ等）を提示する必要がある。 

５． 改変予定区域が示されていない（樹木の伐採、仮設道路、切土、盛土、管理用道路等の改

変区域の修復の内容・程度が不明） 

６． 資材搬入道路のルートについて拡幅・改修・鉄板敷等の工事の必要性有無、工事の必要性

がある場合はその場所と工事の内容についての計画記載が必要。 

７． 完成後の全体像（切土、盛土、整地をした状態を示す図面）が示されていない。 

８． 動植物相の調査ルートについては、影響が及ぶと想定される範囲をカバーするように範囲と

調査ルートが設定されていない。 

９． 生態系については項目選定されていないため、注目種の選定、手法を検討したうえで追加調

査を行うか事後調査等により概況の把握と影響の定量的な評価を行う必要がある。 

１０． 整地後の具体的な内容が示されていない。 

１１． 海に近い。現況と影響予測必要。水の環境基準有れど現況記述無し。「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。 

１２． 発電機の種類、想定される稼働率を記載してください。 

１３． 具体的工期日程案を書いてください。 

１４． 工事車両が移動する予定経路を示してください。 

１５． 仮設道路の予定位置を示してください。 

１６． 工事に伴い出ると予想される土砂の量（何㎥）とそれをどうするのかを示してください。 

１７． 所内変電所と運転制御管理事務所の予定位置を示してください。 

１８． 送電線設備の予定位置を示してください（架空・埋設）。 

１９． 地表面を改変する場合はその具体的位置を示してください。 

２０． 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ります。 

２１． 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。 

 

 

 

 



 

＜共通指摘事項＞ 

 

（共）１. 工事車両の搬送ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮についての記

載がない 

（共）２． 廃棄物や残土に係る記述がない 

（共）３． Wind Turbine Noise に卓越した純音成分はないか 

（共）４． Wind Turbine Noise の swish 音（シュッツシュッツ）の程度または有無 

（共）５． 低周波音の評価に参照値は使わない 

（共）６. 準備書（資エ庁長官勧告分）（１２件）については、資エ庁長官から鳥類の衝突確率等に 

関して調査不足にも関わらず影響なしとしていることに対して問われているものが多いの 

で、十分考慮すること 

（共）７．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。 

（共）８．サイトの地図が、大縮尺のものが付いてないので、日本のどこにあるのかが分かり 

にくい。 

（共）９．  トイレがあるはず。生活排水の処理の記述は必要。 

（共）10． 塗装から雨による有害物質に溶出はないのか？ 

（共）11.  水環境について、濁水以外の物質は出ないか？ 稼働時の油？ 

（共）12.  裸地が残って､濁水が出ることはないのか？ 

（共）13.  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）。 

（共）14.  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。 

（共）15.  ほとんどのもので目次が簡単すぎる。内容が見えにくい。 

（共）16. 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 

（共）17. 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。 

（共）18.  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。 

（共）19． 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） 

（共）20．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 

（共）21．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。 



 

（共）22．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。 

（共）23．（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。 

（共）24．生活環境からみた景観について配慮が必要 

（共）25．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。 

（共）26．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。 

（共）27．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。 

（共）28．道路および送電線埋設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。 

（共）29．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。 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 資料１．北能代風力発電所計画見積仕様（抜粋）   【非公開】 

図１．北能代風力発電所配置図およびアクセス送電線経路図  【非公開】 

図２．秋田県能代市位置図     【非公開】 

 

   ※添付資料については検討途中であるため非公開とします。 

 

 

 

 



 

＜北能代案件の指摘事項＞ 

 

１. 水田や畑地の動物、植物は調査しないのか 

いずれも調査を行い、結果を今後作成する評価書に記載いたします。 

 

２. 造成後に埋め戻した後は再び水田や畑地として利用できるのか 

 水田や畑地として利用できます。造成は、水田にシートを張り、土盛りした上に鉄板を敷いて行い

ます。そのため、容易に水田に復元できます。 

なお、実績として、山形県の旧立川町では、水田に風車を建設した後、再び水田として利用して

います。問題なく共生できます。 

 

３. 評価項目の見直しが必要 

（１）工事用資機材の搬出入 

 風車基礎コンクリートの生コンクリートを搬入する際には 1 日あたり延べ 90 台程度の走行が見込

まれますが、それらは全工程においてわずかに 15 日程度であり、それら以外では、主に作業員移

動用として 5 台程度の関係車両が走行する程度となります。これより、工事用資機材の搬出入に

伴う環境影響は小さいものと考えられ、評価項目としては選定しません。 

（２）建設機械の稼働 

 本事業に伴う建設工事において使用する重機はバックホウが 5 台、ブルトーザーが 2 台、トラック

5 台、ダンプトラック 5 台程度であり、工事規模が極めて小さいことから、影響はほとんどないものと

考えられ、評価項目としては選定しません。 

 

（３）造成等の施工による一時的な影響 

 「水の濁り」を評価項目として選定します。また、動物、植物、生態系に対しては、工事の実施場所

近傍においては影響が生じるおそれがあることから、評価項目として選定し評価書においてその評

価結果を記載するようにいたします。 

 

（４）土地又は工作物の存在及び供用における「風車の影」 

 対象事業実施区域周辺に家屋等が存在することから、評価項目として選定し評価書においてそ

の評価結果を記載するようにいたします。 

 

（５）生態系 

 事業の実施による影響が生じるおそれがあることから、評価項目として選定し、動物及び植物に

関する調査並びに予測の結果を踏まえ、評価書においてその評価結果を記載するようにいたしま

す。 

 

４. 発電機の概要図だけでなく、基礎工事に係る図面（改変工事の具体的な内容：規模、範囲、

深さ等）を提示する必要がある。 

評価書において提示させて頂きます。 

 

５. 改変予定区域が示されていない（樹木の伐採、仮設道路、切土、盛土、管理用道路等の改変

区域の修復の内容・程度が不明） 

樹木の伐採、仮設道路、切土、盛土、管理用道路などの詳細、改変区画の修復の内容・程度に

ついて、評価書において提示させて頂きます。 



 

６. 資材搬入道路のルートについて拡幅・改修・鉄板敷等の工事の必要性有無、工事の必要性

がある場合はその場所と工事の内容についての計画記載が必要。 

評価書において提示させて頂きます。 

 

７. 完成後の全体像（切土、盛土、整地をした状態を示す図面）が示されていない。 

評価書において提示させて頂きます。 

 

８.  動植物相の調査ルートについては、影響が及ぶと想定される範囲をカバーするように範囲

と調査ルートが設定されていない。 

今後実施する動植物相調査においては、適切な調査範囲及びルートを設定するようにいたしま

す。 

 

９. 生態系については項目選定されていないため、注目種の選定、手法を検討したうえで追加

調査を行うか事後調査等により概況の把握と影響の定量的な評価を行う必要がある。 

今後実施する動植物相調査の結果を踏まえ、上位性、典型性、特殊性の指標種を各種の生態

的特性、事業実施による影響等の選定要素による検討を踏まえて抽出し、定量的に評価を行った

結果を評価書に記載いたします。 

 

１０. 整地後の具体的な内容が示されていない。 

評価書において提示させて頂きます。 

 

１１. 海に近い。現況と影響予測必要。水の環境基準有れど現況記述無し。工事中濁水からの

保全方法、廃棄物対策、設備設置時期等など。「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」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。なお、周囲の河川の現況については、環境白書などの資料を基に整理いたします。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 

 

１２. 発電機の種類、想定される稼働率を記載してください。 

 評価書に記載いたします。 

 風力発電機はドイツＥＮＥＲＣＯＮ社製、型式Ｅ８２、2,300Kw を予定しています。 

 稼働率は、９７％と想定されております。 

 

１３. 具体的工期日程案を書いてください。 

  本事業は、東北電力の連係権利取得抽選会で権利を得て事業化準備を進めてきましたが、再

生可能エネルギー固定価格買取制度の決定が遅れ、東北電力との契約で定められた平成 26 年 4

月運転開始がかなわなくなり、権利を返上した案件です。従って、毎年変わるルールの中で、新た

に連係権利を得る必要があり、現状では具体日程は未確定です。 

 

１４. 工事車両が移動する予定経路を示してください。 

  評価書において提示させて頂きます。 

 



 

１５．仮設道路の予定位置を示してください。 

  評価書において提示させて頂きます。 

 

１６．工事に伴い出ると予想される土砂の量（何㎥）とそれをどうするのかを示してください。 

  評価項目として選定し、評価書に記載いたします。 

  

１７．所内変電所と運転制御管理事務所の予定位置を示してください。 

  変電所は、添付の図１．「北能代風力発電所配置図およびアクセス送電線経路図」の通りです。

また、運転制御管理事務所は近傍の民家を借用の予定ですが、具体的な物件場所は未定です。 

※添付図１は非公開 

 

１８．送電線設備の予定位置を示してください（架空・埋設）。 

 送電線は埋設とし、添付の図１．「北能代風力発電所配置図およびアクセス送電線経路図」の通

りです。 

※添付図１は非公開 

１９．地表面を改変する場合はその具体的位置を示してください。 

  評価書において提示させて頂きます。 

 

２０．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ります。 

資料等により、周辺の大気環境の現況を整理するようにいたします。 

 

２１．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。 

環境省への回答にあるとおり、まず工事用資機材の搬出入に伴う車両の走行台数は、風車基礎

コンクリートの生コンクリートを搬入する際には 1 日あたり延べ 90 台程度の走行が見込まれますが、

それらは全工程においてわずかに 15 日程度であり、それら以外の平常時は、主に作業員移動用と

して 5 台程度の関係車両が走行する程度であり、現在の交通量に対する増加は数％程度に留まる

ものと思われます。 

また、建設工事において使用する重機はバックホウが 5 台、ブルトーザーが 2 台、トラック 5 台、

ダンプトラック 5 台程度であり、稼働時間についても、一部を除いて昼間の工事が主となっており、

工事規模が極めて小さいことから、環境影響はほとんどないものと判断しております。詳細につい

ては、実施要綱に基づく環境影響評価書に記載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜共通指摘事項＞ 

 

（共）１． 工事車両の搬送ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮について 

いずれも評価項目として選定し、今後作成する評価書に記載いたします。 

 

（共）２．廃棄物や残土に係る記述がない 

廃棄物等（産業廃棄物、残土）を評価項目に追加いたします。 

 

（共）３．Wind Turbine Noiseに卓越した純音成分はないか 

  風車メーカーから資料の入手に努め、純音成分の有無を確認し、今後作成する評価書に記載い

たします。 

 

（共）４．Wind Turbine Noiseのswish音（シュッツシュッツ）の程度または有無 

 ブレードが回転することによるスウィッシュ音は、風車特有のものであるため、そのような音の特徴

について、今後作成する評価書に記載いたします。 

 

（共）５．低周波音の評価に参照値は使わない 

 参照値は評価に使用しておりません。 

 

（共）６．準備書（資エ庁長官勧告分）（１２件）については、資エ庁長官から鳥類の衝突確率等に

関して調査不足にも関わらず影響なしとしていることに対して問われているものが多いので、十分

考慮すること 

既存資料をもって定性的に予測を行っています。評価書において定量的に算出を行い、影響を

評価いたします。 

 

（共）７．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。 

  添付資料１「北能代風力発電所見積仕様（抜粋）」を参考までにご参照ください。本資料は工事

時期をはじめとして見直しが必要なものです。 

※添付資料１は非公開 

（共）８．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。

  添付の図２．秋田県能代市位置図を参照ください。 

 ※添付図２は非公開 

（共）９．トイレがあるはず。生活排水の処理の記述は必要。 

建設事務所も管理事務所も事業実施地域外（近隣の集落内）に検討しています。 

従って、作業員全員が事業実施地域外からの通勤となりますので、生活排水については、特に

発生しません。 

 

（共）10．塗装から雨による有害物質に溶出はないのか？ 

水溶性の塗料は使用しませんので、溶出はないと判断いたしますが、メーカー、工事会社等に確

認いたします。 



 

（共）11．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。その他、排水はありませ

ん。 

 

（共）12．裸地が残って､濁水が出ることはないのか？ 

作業ヤード、搬入路等に一部裸地面が残ることから、沈砂池を設置する等して濁水の流出を抑

えます。 

 

（共）13．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。 

 

（共）14．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。 

評価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。 

 

（共）15．ほとんどのもので目次が簡単すぎる。内容が見えにくい。 

評価書においては詳細な目次となるようにいたします。 

 

（共）16．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 

評価書においては「章、節､項」毎にページを振るようにいたします。 

 

（共）17．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。 

調査日は第５章に示しましたとおり、平成 22 年 4 月 7 日となっております。 

 

（共）18．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。 

 

（共）19．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） 

用地は全て借用予定ですが、評価書に記載いたします。 

 

（共）20．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 

 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。 

 

（共）21．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。 

  評価書において提示させて頂きます。 



 

（共）22．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。 

 計画地は、土地改良事業によって区画整理され、道路も整備された田畑が広がる地域ですので、

航空写真は予定しておりませんが、添付資料１「北能代風力発電所見積仕様（抜粋）」の７～９頁を

ご参照願います。 

 

（共）23．（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。 

 

（共）24．生活環境からみた景観について配慮が必要 

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。 

 

（共）25．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。 

ご指摘のとおりであり、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。 

 

（共）26．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。 

眺望点の設定に当たっては、市民の意見及び市の広報等を参考にしながら、風力発電所の立地

が景観にプラスに働く所と、マイナスに働く所から選定しました。 

前者の例として、サイトに最寄りで人が集まる公園である「ポンポコ山公園」、市の中心部に近い

眺望点として「能代公園」を、海に開けている能代港を挟んだ能代市の代表的な眺望点として「はま

なす展望台」を選びました。 

一方、後者の例として、サイトに近い所にあり、見る人にとっては圧迫感を覚える恐れがある国道

101 号線沿いを選びましたが、結果的にはその心配がないことが分かりました。 

可視領域については、実施要綱に基づく評価書に追記いたします。 

 

（共）27．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評価書において示すようにいたしま

す。 

 

（共）28．道路および送電線埋設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。 

ご指摘のとおりであり、事業計画及び工事計画を踏まえた予測、評価を行うようにいたします。 

 

（共）29．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。 

ご指摘のような事象が発生する可能性があるときには、工事手法について再検討を行います。 

 

                                                       以上 


