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第12章  その他環境省令で定める事項 

12.1 配慮書についての関係地方公共団体の長及び一般の意見の概要、並びに事業者の見解 

12.1.1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解 

1. 配慮書の公告及び縦覧等 

「環境影響評価法」第 3条の７第１項及び「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段

階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、

環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定

するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」第 13 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、配慮書を作成した旨及びその他事項

を公告し、配慮書を公告の日から起算して約 1ヵ月間縦覧に供した。 

 

 公告の日 

平成 28 年 8 月 9日（火） 

 

 公告の方法 

(a) 日刊新聞紙による公告 

平成 28 年 8 月 9日（火）付で、下記日刊紙に「お知らせ」広告を掲載した。 

・北海道新聞 

・日刊宗谷 

 

(b) インターネットによるお知らせ 

平成 28 年 8 月 9日（火）から、下記のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

・稚内市のホームページ http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ 

・豊富町のホームページ http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/ 

・三浦電機（株）公式ホームページ http://miuraden.co.jp/ 

 

 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 3箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧を

行った。 

 

(a) 関係自治体庁舎での縦覧 

・北海道宗谷総合振興局 

北海道稚内市末広 4丁目 2番 27 号（二階 保健環境部環境生活課） 

・稚内市役所 

北海道稚内市大字声問村沼川（生活福祉部稚内市沼川支所） 

・豊富町役場 

北海道天塩郡豊富町大通 6丁目（一階ロビー） 

 

(b) インターネットの利用による縦覧 

・三浦電機（株） 環境影響評価ウェブサイト http://miuraden.co.jp/publics/index/15/ 
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 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 28 年 8 月 9日（火）から平成 28 年 9 月 8日（木）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：午前 9時から午後 5時まで（開庁時間に準ずる。） 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス

可能な状態とした。また、稚内市、豊富町のホームページに当該縦覧ページへの

リンクを掲載することにより参照可能とした。 

 

 縦覧者数 

縦覧者数（縦覧者名簿記載数）は 1件（豊富町）であった。 

 

2. 一般の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」第 3条の７第１項及び「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画

段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指

針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法

を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」第 13 条の

規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出を受け付けた。 

 

 意見書の提出期間 

平成 28 年 8 月 9日（火）から平成 28 年 9 月 23 日（金）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に設置した意見箱への投函 

・三浦電機（株）への書面の郵送 

 

 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 5通であった。 

 

 一般の意見の概要及び事業者の見解 

計画段階環境配慮書についての環境保全の見地からの提出意見の概要並びにこれに対する事

業者の見解は、表 12.1-1 に示すとおりである。  
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表 12.1-1 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

P209「コウモリ類の生息状況などに特に留意して調

査を実施し、予測を行い、専門家の助言等を得ながら、

適切な保全対策の検討を行う」とある。留意とは「心

にとどめて気をつける」という意味だが、いくら留意

したところで必要十分な調査をしなければそれは欺

瞞行為である。例えば別の事業者は「留意して調査を

実施する」としながらも、実際にはずさんな手抜き調

査を行っていた。どうやら環境アセスメントでは留意

のことを「心に留めて、それ以上は特になにもしない」

という場合に使用するようだ。 

本事業者は真摯に対応されていると思うが、今後

「留意」などという曖昧かつ欺瞞的な言葉を、法対象

アセスにおいて使用しないで頂きたい。アセス図書に

は、科学的かつ客観的な内容を具体的に記載するべき

であり、知事や住民を欺瞞するような言葉を使用して

はならない。「留意する」のは当然のことであるので、

「必要十分な調査をする」ことを明記せよ。 

また、餅は餅屋ということわざどおり、コウモリの

ことはバットストライクに詳しいコウモリの専門家

に聞くべきである。鳥類や他の分類群の専門家にコウ

モリのことを聞くべきではない。 

ご意見のとおり、環境影響評価図書の作成に当たっ

ては、科学的かつ客観的な内容を具体的に記載するよ

う努めます。 

また、コウモリ類については、コウモリ類の専門家

等から助言を得るようにいたします。 

2 

風力発電施設供用によるコウモリ類への影響を予

測するために、必要十分な調査を行うべきである。必

要十分な調査については、事業者とその委託先である

コンサルタントの独自の判断によらず、バットストラ

イクについて十分な知識のある「コウモリ類の専門

家」にヒアリングを行うべきだ。 

コウモリ類については、コウモリ類の専門家等から

の助言を踏まえて、捕獲調査及び自動録音調査により

実施し、適切な手法により予測及び評価を行う予定で

す。 

3 

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。これ以上風車で益獣のコウモリを殺さないでほ

しい。 

重要種も、重要種以外のコウモリも、すべてのコウ

モリについて影響予測及び保全対策を行って欲しい。

風力発電設備への衝突事故による、コウモリ類への

重大な影響の回避を図るべく、新たな知見を収集し、

実行可能な環境保全措置を検討します。 

なお、影響予測については、原則、重要種を対象と

しておりますが、重要種以外のコウモリ類についても

影響予測するよう検討いたします。 

4 

方法書以降、コウモリ相（どんな種類のコウモリが

生息するか）を現地調査により調べると思うが、相調

査だけでは影響予測や保全対策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

を行うべきだ。 

具体的な保全対策としては、コウモリ類の活動と風

向風力の関連を調べ、カットイン風速を調整するほ

か、コウモリ類の出現頻度の高い時間帯や交尾期など

の運転調整を行うことなどが考えられる。しかしこれ

ら保全対策のためのデータを得るためには、相調査以

外の現地調査が絶対に必要だ 。 

コウモリ類については、コウモリ類の専門家等から

の助言を踏まえて、捕獲調査及び自動録音調査により

実施し、適切な手法により予測及び評価を行う予定で

す。 

 

5 

方法書には使用するバットディテクターの機種、探

知距離、1晩あたりの使用台数、調査地点あたりの調

査時間を詳細に記載すること 。 

バットディテクターの探知距離は短く、高空、つま

り風車ブレードの回転範囲のコウモリの音声は地上

からほとんど探知できない。よって気象親測ポール

（バルーンは風で移動するので不適切）にバットディ

テクター（自動録音バットディテクター）の延長マイ

クを設置し、高度別にコウモリの音声を自動録音する

本事業では、バットディテクターの機能及び録音機

能 を 備 え た 記 録 装 置  (Song Master SM4BAT 

FS(Wildelife Acoustics,Inc.)を用いて、20ｄBを超

える 250ｋHz までの周波数を６ヶ月間程度記録する

予定です。自動録音はフルスペクトラム方式であり、

記録されたデータは、解析ソフトを用いて音声を解析

することにより、コウモリ類のグループ推定やコウモ

リ類全体の活動量を把握する予定です。 

録音地点は、風況ポール 1 地点、林縁 2 地点の 3地
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No. 意見の概要 事業者の見解 

べきである（すでに欧米では行われている）。人件費

は少ないので猛禽類調査よりコストは安いはずだ 。

自動録音はヘテロダイン方式ではなく、周波数解析

が可能な方式で行うこと。 

風車の数、配置、地形を勘案し、録音地点は、複数

地点選定すること。 

月別に、風速、出現時間帯、出現頻度等を比較し、

予測や保全対策につなげること。 

点を予定しています。 

 

6 

ヘテロダイン式のバットディテクターは、一度に探

知できる周波数帯が狭いので、コウモリの種の識別に

はほぼ使用できない。バットディテクターは、周波数

解析が可能な方式の機種を使用すること。 

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。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こと。 

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、同日に行わないこと。 

本事業では、バットディテクターの機能及び録音機

能 を 備 え た 記 録 装 置  (Song Master SM4BAT 

FS(Wildelife Acoustics,Inc.)を用いて、20ｄBを超

える 250ｋHz までの周波数を６ヶ月間程度記録する

予定です。自動録音はフルスペクトラム方式であり、

記録されたデータは、解析ソフトを用いて音声を解析

することにより、コウモリ類のグループ推定やコウモ

リ類全体の活動量を把握する予定です。 

また、ご意見を踏まえまして、自動録音調査と捕獲

調査は、同日に行わないよう検討いたします。 

7 

現地調査によりコウモリ類への影響が予測される

場合、保全対策と供用後のモニタリング手法について

は事業者とその委託先であるコンサルタントの独自

の判断によらず、バットストライクについて十分な知

識のあるコウモリの専門家に、手法や時期など適切で

あるか、きちんとヒアリングを行うべきである 。 

ご意見を踏まえ、コウモリ類の環境保全措置及び事

後調査についても、コウモリ類の専門家に意見聴取い

たします。 

8 

わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用がかか

る。アセスで意見を求めているのは本件だけではなく

多数あるので、郵送で意見書を求めるのは金銭的負担

がかかり迷惑だ。なぜ御社は Eメールで意見書を受け

付けないのか? E メールで意見書を受け付けるよう改

善を望む。 

電子縦覧のページのお問い合わせフォームから、配

慮書のご意見を受け付けておりました。 

電子メールでの意見書の受付についても、今後検討

いたします。 

9 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、 も影響

を受ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念され

ており（バット&バードストライク）、調査等において

も重点化されている。 

本配慮書の表 5.3-11（1）有明地区及び（3）豊別

地区の予測結果として、「生息する重要種のうち、特

にコウモリ類や鳥類などの飛翔性動物については、そ

の移動、探餌、繁殖等の行動に施設の稼働が影響を及

ぼす可能性があると予測される」と予測した配慮点は

評価される。さらに、評価においては「今後の環境影

響評価の現地調査によってそれらの移動状況等を把

握することによって、重大な環境影響は回避または低

減することが可能である」と記述され、5.3.4 では「コ

ウモリ類の生息状況などに特に留意して調査を実施

し、予測を行い、専門家の助言等を得ながら、適切な

保全対策の検討を行う」とコウモリについて特段の配

慮を行っている点も評価できる。今後はこの配慮に基

づき、周年におけるコウモリ類の生息種、飛翔活動の

量的、質的把握がなされ、適切な手法により予測評価

が実行されることが期待される。 

なお、有明地区の大半が農耕地、豊別地区はほぼ樹

林地であることから生息種が異なることは明白であ

る。このことを踏まえコウモリ類についての調査手法

をそれぞれ検討し、各地区について個別の影響予測が

必要である。 

貴重なご意見ありがとうございます。 

今後の調査、予測及び評価について適切な手法で実

施するよう努めます。 

なお、本事業においては、豊別地区は対象事業実施

区域には該当しないため、コウモリ類の調査について

も有明地区が対象となります。調査手法については、

専門家等の助言を踏まえて、捕獲調査及び自動録音調

査により実施し、適切な手法により影響予測を行う予

定です。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

10 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、 も影響

を受ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念され

ており（バット&バードストライク）、調査等において

も重点化されている。 

本配慮書においては動物の専門家 2 名にヒアリン

グされているが、鳥類以外の回答は得られていない。

すなわち、鳥類が専門と推察され、コウモリ類につい

てのヒアリングが行われていないと判断される。 

環境省から平成 28 年 6 月に発行された「海ワシ類

の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施

手引き」に基づき、今後、コウモリ類への専門家への

ヒアリングを実施し、適切な現地調査手法や、予測評

価についてのアドバイスを受けるべきである。 

コウモリ類については、コウモリ類の専門家等から

の助言を踏まえて、捕獲調査及び自動録音調査により

実施し、適切な手法により予測及び評価を行う予定で

す。 

11 

私たちは風力発電による自然再生可能エネルギー

の利用の重要性を認識しております。ただ、欧州など

の自然再生可能エネルギーの先進国の例を見ますと、

風力発電事業を行うに当たっては、地域の自然や産業

と共存することを目的としたゾーニングを元に、適地

を選定した上で事業計画が進められています。しか

し、国内においては、自然再生可能エネルギーの推進

が図られているにもかかわらず、現在まで調査に基づ

いたゾーニングの選定が行われていません。宗谷・留

萌地方においては風況の良さと送電線の新設計画を

元に、住民や利用者・地域の団体が懸念する影響が十

分に考慮されないまま、無秩序に事業計画が進行して

おります。この状況の中で、経済産業省は環境影響評

価の審議期間の短縮を推進しているようですが、現状

で明らかになっていない風力発電事業による野生生

物への影響、人畜への健康被害、観光産業への影響を

総合的に検討するためには、全体的なゾーニングを行

った上で、むしろ慎重に審議するべきだと考えていま

す。 

ご意見のとおり、適地の選定にあたっては、風況及

び送電網を元に事業計画が進んでいるところはあり

ますが、計画配慮段階において、法令上、環境上の配

慮事項を検討し事業実施想定区域の設定を行ってい

ます。 

また、本方法書における対象事業実施区域の設定に

当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大

性及び配慮書に係る意見を踏まえ、事業実施想定区域

からの絞り込みを行い、有明地区を対象事業実施区域

として設定しました。 

12 

縦覧期間のみインターネット上で閲覧可能である

ものの、ダウンロードや印刷ができません。だれでも

いつでも内容確認のために閲覧できるように、インタ

ーネット上で配慮書のダウンロードや印刷が可能と

するべきです。 

環境影響評価配慮書の縦覧は、環境影響評価手続き

基づき適切に実施していますが、著作権等の関係でダ

ウンロード保存や印刷可能な縦覧については制限さ

せていただいています。 

13 

風車建設は今後の地元がどう進むべきか取り組む

にあたって検討すべき重要な事項であるため、地元の

環境保全団体に対し個別の説明を行っていただきた

い。 

ご意見のとおり、地元の環境保全団体等に対する個

別の説明についても、今後実施することで検討したい

と考えております。 

14 

利尻サロベツ国立公園とその周辺には、国内 大の

高層湿原があり、巨大な建築物が存在しないため、利

尻富士だけでなく広く何もない景観を求めて多くの

人が訪れます。景観・植物・鳥類・哺乳類などいずれ

の目的の写真愛好家にとっても、人工物はないほうが

望ましく、宗谷地方の観光資源である景観が大きく損

なわれる可能性があります。 

本事業により風車建設計画が実施された際には、サ

ロベツ国立公園から風車が視認されないか懸念して

います。ここから芦川・豊富山の風車がたとえ少しで

も見えることにより、サロベツ原野の景観を楽しみな

がら移動してくるので、従来の景観調査地点に限定せ

ず、可能性のある場所は例えば道路上からも代表点で

調査を行っていただきたい。 

豊富山周辺は昔から歴史映画の戦場ロケ地となっ

ており、 近では大河ドラマ「坂の上の雲」のロケ地

として利用されてきました。また、豊富温泉に近い大

規模草地として丘陵地の景観が広い牧草地の風景や

景観の調査、予測及び評価については、フォトモン

タージュを用いる他、垂直見込角、主要な展望方向や

水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、重

要な眺望景観への影響が懸念される場合には、専門家

等の助言も踏まえた上で、適切な環境保全措置の実施

により影響を回避又は極力低減を図る予定です。 

景観調査地点については、主要な眺望地点の他、住

居、道路等を身近な調査地点として選定しておりま

す。また、大規模草地牧場は主要な眺望地点に選定し

ておりますが、沼川みのり公園については視認可能性

を踏まえて検討する予定です。 

夜の照明については、ライトアアップは実施しない

計画です。 
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星空の観察地としても現在は利用されており、風車の

存在やそれによる夜の照明は今後これらの利用がで

きなくなる、または大きく損なわれることによる観光

資源が損なわれることが懸念されます。景観調査地点

として大規模草地や沼川みのり公園が設定されてい

ないので、追加していただきたい。 

15 

サロベツ地域にはオジロワシが多く繁殖しており、

オジロワシ、オオワシの越冬場所でもあるため、営巣

調査と、飛翔高度の行動圏調査を行い、その影響を調

査していただきたい。ガン・カモ類についても渡り経

路が計画地上にないか調査していただきたい。 

鳥類の現地調査ではオジロワシ、オオワシのほか希

少鳥類の事業地周辺の営巣状況や海ワシ類やガン・ハ

クチョウ類に代表する渡り鳥の渡り経路について十

分留意し調査を進めてまいります。鳥類の現地調査で

は飛翔高度（L・M・H）別にデータを区分して記録す

る方針としています。 

16 

バットストライク（コウモリの風車への衝突）が大

きく懸念されまず。これを避けるために、コウモリに

関する詳しい調査を行っていただきたい。 

ご指摘のとおり、コウモリ類に与える影響の把握は

重要な課題の一つであると認識しています。当該地域

のコウモリ類への配慮については、専門家等へのヒア

リングを実施するとともに、今後の現地調査等により

詳細の把握に努めます。 

17 

以上（14~16）について他事業との複合的影響につ

いても評価していただきたい。 

ご指摘のとおり、周辺では既存の風力発電所のほ

か。複数の他事業の環境影響評価手続きが先行して進

められていることから、これらの周辺の他事業との複

合的影響（累積的な影響）も踏まえ現地調査や予測及

び評価を行い、今後の環境影響評価手続きを進めてい

く方針です。 

18 

風力発電所施建設に対してその事業者は生物多様

性に及ぼす影響について、厳粛に認識し、かつ真摯に

科学的根拠を持って予測評価をしなければならない。

風力発電用の風車の建設が、野生生物に与える影響の

うち も深刻な影響は、タービンブレードが直接的に

野生動物を殺戮していく重大な影響である。とりもな

おさずこの影響を も受けるは飛翔動物、つまり日中

であれば鳥類、夜間であればコウモリ類であり、これ

らが衝突することはバードストライク&バットストラ

イクと呼ばれ、近年国内外でその深刻な影響が認識さ

れるに至った。 

「本配慮書」では、「猛禽類の繁殖・生息状況、渡

り鳥（ガンカモ類や小鳥類）の移動経路などの移動状

況」の把握とともに「『コウモリ類の生息状況など』

に特に留意して調査を実施し、予測を行い、専門家の

助言を得ながら、適切な保全対策を行う」（P209）と

ある。しかし、「留意」や「適切な」などといった用

語は何ら科学的根拠を持った調査方法および予測評

価が行われることを保証するものではなく、言葉のま

やかしとして使われているのは明らかである。「本配

慮書」の段階では、影響を及ぼす可能性があると事業

者自ら認識している（P202）飛翔動物＝「コウモリ類」

へ及ぼす深刻な影響を早い段階で予測し、科学的根拠

を持った予測評価に値する調査が行われるよう、より

具体的に調査手法や予測手法を提言すべきであるが、

一切それが行われていない。コウモリ類の生息状況な

どに特に「留意」すると掲げて、一見コウモリ類への

配慮をうたっているかのようであるが、では「留意」

とはどういうことか？そこに棲むコウモリ類全種の

把握のみならず、コウモリ類がタービンブレードに衝

突するリスクまで求めなければ科学的根拠をもった

予測評価と到底言えないが、事業者の言う「留意」と

は具体的にはどのようなことなのか？説明を求める。

「方法書」以降では、コウモリ類が衝突死するリス

ク（衝突頻度）を求め、それに対し影響評価する必要

性があることを強く意見する。また、緊急に風力発電

ご意見のとおり、環境影響評価図書の作成に当たっ

ては、「留意」は汎用性が高くよく使われますが、今

後は科学的かつ客観的な内容を具体的に記載するよ

う努めます。 

 

配慮書においては、事業の早期段階における環境配

慮を図るため、事業の位置・規模等の計画の立案段階

において、その事業の実施が想定される区域におい

て、環境の保全について適正な配慮をするべき事項に

ついて検討を行い、その結果をまとめております。 

調査、予測及び評価の手法については、環境影響評

価手続きに則って方法書以降に記載いたします。 

また、コウモリ類については、コウモリ類の専門家

等からの助言を踏まえて、調査、予測及び評価を行う

予定です。 
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所建設がコウモリ類へ与える影響を研究する研究者

へのヒアリングを実施し、コウモリ類への科学的根拠

の得られる調査および科学的根拠のある影響を実施

できるよう、「本配慮書」を修正する必要があると意

見する。 

例えば、日本産のコウモリ類の多くの産仔数は 1頭

／年である（2 頭以上産む種もあるが、2 頭だから産

仔数が多いとは言えない）。これは自然増加率が極め

て低いことを示し、もしタービンブレードへの衝突に

よって新生獣や渡り個体が毎年ある一定の割合で衝

突死を引き起こすのなら、生物多様性保全の観点で極

めて重大な悪影響を引き起こすことを事業者は強く

認識しなければならない。タービンブレードでの衝突

死の発生率が、自然繁殖率を上回る場合には、本事業

予定地に生息するコウモリ類と本事業予定地を通過

するコウモリ類の個体群に、その生存の危機となる深

刻なダメージを与える。「本配慮書」ではそのダメー

ジがどの程度発生するのかを、科学的根拠をもって予

測評価するために必要な配慮事項を評価しなくては

ならないが、これを「作為的」に回避している点で悪

質な内容の「配慮書」と言えるだろう。あたかもそこ

に重要なコウモリ類が多種（文献調査の段階（P70）

で既に重要なコウモリ類が 5種も確認されている）生

息しており、大きな懸念事項になる可能性があること

を忘却したいかのようである。繰り返し書くが、欧米

を始め、既に日本でもコウモリ類への科学的根拠のあ

る予測評価を可能とする調査方法が導入されている

にもかかわらず、「本配慮書」ではそれを「作為的」

に回避している。 

コウモリ類へ与える影響について、科学的に信頼性

のある、重点化した調査を行う必要性があることを、

具体的な調査方法および予測評価手法とともに示し

て、評価するべきだと意見する。 

19 

「本配慮書」でヒアリングを行ったのは主として動

物、とくに鳥類の専門家と称する 2名だけである。こ

の地域に重要なコウモリ類が生息している可能性が

あるにも係らず、コウモリ類へ与える影響について科

学的根拠をもって議論できる専門家ヒアリングが一

切実施されていないが、これは明らかに手を抜いた

「配慮書」ではないか？鳥類を専門とする研究者にコ

ウモリ類のことを尋ねるのは「お門違い」であるが、

なぜコウモリ類のことについて専門家ヒアリングを

実施していないのか説明を求める。 

鳥類と同様に飛翔動物であり、直接的な影響（バッ

トストライク）が懸念され、重要種が複数種含まれる

可能性があるコウモリ類についても専門家ヒアリン

グを行うのは当然である。これまでの研究により、本

事業予定地はコウモリ類の渡りルートになっている

可能性がある。したがって、その実態を把握すること

に努めなければならず、コウモリ類の渡り等の生態に

ついて熟知した、かつ風力発電所の建設がコウモリ類

に及ぼす影響にも熟知した専門家へのヒアリングを

行うべきだ。 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のため

の手引き（修正版）」（環境省 平成 27 年）には、コ

ウモリ類について、「専門家からの聞き取り、文献調

査、聞き取り調査および現地調査を実施し、希少コウ

モリ類の生息や渡り経路、重要なねぐら（コロニー

等）、採餌地が存在する可能性を検討する必要がある。

配慮書段階では、動物全般について予測、評価に必

要な情報に主眼をおいてヒアリングを実施いたした

ました。 

方法書以降において、コウモリ類の専門家にヒアリ

ングを実施する予定です。。 
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なお、希少コウモリ類の重要な生息地や渡り経路、ね

ぐら等が存在する可能性が示唆された場合には専門

家の指導を受けつつ、調査を進め、必要に応じて保全

措置をとること」と明記されている以上、コウモリ類

の専門家に対するヒアリングは必須項目である。 

なお、ここで言うコウモリ類の専門家とは、コウモ

リ類の渡りの生態に熟知し、かつ風力発電所の建設が

コウモリ類に及ぼす影響に熟知した専門家に他なら

ない。労を惜しまず適した専門家を探し出すのが、事

業者たるものの環境への配慮である。 

20 

コウモリ類の調査が難しいのは言うまでもない。し

かし、難しいから調査をしなくてもいい、予測評価を

しなくてもいい、絶滅させてもいい訳でないことは明

白である。難しいが適切な調査を行い、適切な予測評

価を行うために「環境影響評価法」があり、「環境調

査会社」が存在することを忘れてはならない。以下の

意見を「方法書以降の手続きにおいて留意する事項」

の内容に反映させるように意見する。 

本事業計画において把握しなければならないコウ

モリ類への影響は以下の 2 点である。 

① 事業計画地におけるコウモリ相の把握 

② タービンブレードの回転範囲高におけるコウモ

リ類の通過の頻度と渡りのルートの把握 

まず、①について必要な事項を整理する。 

まず、調査手法として必要なのは捕獲調査であり、

これによって生息種全種を把握する。捕獲に必要な機

材はハープトラップとカスミ網である。ハープトラッ

プのみでは、ハープトラップの高さよりも高い空間、

とりわけタービンブレードの回転範囲高に相当する

高い空を飛翔するタイプのコウモリ類はほぼ不可能

であることから、カスミ網を併用する必要がある。も

ちろん捕獲調査実施前には、各回の捕獲調査の事前に

全捕獲地点でコウモリ類の飛翔状況を確かめ（捕獲前

調査の実施）、確実に事業予定地を利用するコウモリ

類全種が捕獲できる場所を選定するのは言うまでも

ない。捕獲調査時期はコウモリ類の活動期間の毎月必

要であるが、出産哺育活動を行っている 6 月下旬から

8月上旬は実施してはならない。重要種を含む可能性

があるコウモリ類の探餌活動や繁殖活動への影響を

小限にする観点から、カスミ網については調査員が

常に傍らに待機し、ハープトラップは 1時間に 1回点

検する（ハープトラップは、夕刻に設置し、翌朝まで

点検しないなどといったコウモリ類の活動に悪影響

を及ぼすようなことはあってはならない）。捕獲した

コウモリ類は、麻酔をせずに、種名、性別、年齢、前

腕長、体重、繁殖状況、その他同定に必要な部位を記

録し、速やかに放獣すること。ただし、同定の難しい

種に関しては、必ず検証に耐えうる精度で識別点を数

値と写真で記録し、必ずその証拠を「準備書」に明記

すること。また、ハープトラップでもカスミ網でも、

1晩あたりの設置数、またそれを各回何晩実施すのか、

設置予定日（各月の上・中・下旬単位で示すこと）、

捕獲を行う時刻、設置場所およびその環境や植生、捕

獲する場所の空間の広がり方（開放的な場所なのか、

森林に覆われた場所なのか、あるいは沢沿いだとか、

林道沿いだとかなど）、さらには捕獲機材のスペック

とメーカーも「方法書」に明示しなければ、適切な時

期に適切な捕獲調査を実施できるのか信用に値しな

い。何より劣悪な機材の使用と技術未熟な調査受託会

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘いただ

いた 2点について、コウモリ類の専門家等からの助言

を踏まえて、調査を行うよう検討いたします。 
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社に委託することはあってはならず、そのために本事

業における捕獲許可証の交付番号、捕獲許可証、その

ものの写し、捕獲許可証の交付日、カスミ網の購入日

および購入先（販売者名）を必ず「準備書」に明記す

ること。 

 

次に②について必要な事項を整理する。 

先に整理したコウモリ調査では、その捕獲地点にど

の時期に何コウモリが「いる or いない」のデータし

か把握することが出来ない。つまり風力発電のブレー

ドが回転する範囲高を通過するコウモリ類の通過頻

度の把握は全くできないということになる。風力発電

事業では、コウモリ類がブレードへ衝突する可能性を

予測評価しなければならないのだから、従来とは違う

調査手法の導入が必要である。フルスペクトラム録音

が可能な長期設置型のバットディテクターを、風況ポ

ールなどブレードの回転高に匹敵する高さの構造物

に、階層別に複数設置し、長時間の無人録音を行う必

要がある。国内でも既に実施例があることから、技術

的な問題は解決しており、この調査手法に熟知した専

門家にアドバイスを受けるべきである。ただし、国内

の事例は風車の設置基数に対して録音地点の数が明

らかに不足しているので、ヨーロッパでの先行事例と

新のマニュアル基準に従うべきだ。 

この手法を導入すれば、地上でヘテロダイン式バッ

ドディテクターを用いてルートセンサスして入感を

記録するという精度の低い調査など不要になるし、何

よりも衝突するリスクを予測評価するためには通過

頻度の把握は絶対に避けられない。フルスペクトラム

録音による調査はコウモリ類の活動期間の全期間に

おいて実施することが必要である。また、その探知頻

度の増減から本事業予定地にコウモリ類の渡りルー

トがあるのかどうかも、この調査手法からなら適切な

精度で実態が把握可能である。予算的にも、精度の低

いルートセンサス調査を繰り返すよりも軽減可能な

ことを申し添えておく。 

万が一、ルートセンサスによる入感調査を併用する

場合は、各ルートの位置、調査予定日、調査時間、移

動速度、天候（気温、湿度、風力も含める）、使用す

るバットディテクターの機種名を明記するだけでな

く、その探知性能を統一するため、複数の機種のバッ

トディテクターを用いる場合には、その探知範囲、つ

まりブレードの回転範囲の天端の高さまで探知が可

能であることと証明するバットディテクターの性能

表を明記すること。いうまでもないが、ブレードの回

転範囲高よりも下を飛ぶコウモリ類の調査だけをし

て、 も影響を受けるはずのブレード回転範囲高のコ

ウモリ類については適切な調査を検討するのは暴論

でしかなく、「環境影響評価」ですらないことは強く

強調しなくてはならない。 
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風力発電所の建設が飛翔動物であるコウモリ類へ

与える影響を鑑みれば、つまりタービンブレードに重

要種を含むコウモリ類が衝突して死亡するリスクが

ある以上、コウモリ類に対する調査は「本配慮書」段

階において、科学的に意味のある調査手法によって明

確に（具体的に）重点化を示すべきである。空中を飛

翔しているのは日中の猛禽類や水鳥・小鳥類だけでは

ない。夜間に飛ぶコウモリ類にもその影響は当然発生

する。このことは「海ワシ類の風力発電施設バードス

配慮書においては、事業の早期段階における環境配

慮を図るため、事業の位置・規模等の計画の立案段階

において、その事業の実施が想定される区域におい

て、環境の保全について適正な配慮をするべき事項に

ついて検討を行い、その結果をまとめております。 

調査、予測及び評価の手法については、環境影響評

価手続きに則って方法書以降に記載いたします。 

また、コウモリ類については、コウモリ類の専門家

等からの助言を踏まえて、調査、予測及び評価を行い
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No. 意見の概要 事業者の見解 

トライク防止策の検討・実施手引き」（環境省 平成

28 年 6 月）にも示されている。夜間に飛翔し、その

実態の把握が困難であるからこそ、「配慮書」の段階

からその必要性を十分に検討するのが「配慮書」本来

あるべき姿なのではないか？コウモリ類を科学的根

拠のある調査手法によって重点化対象にすべきであ

ると意見する。「コウモリ類の生息状況などに特に留

意して調査を実施し、予測を行い、専門家の助言等を

得ながら、適切な保全対策の検討を行う」繰り返すの

は空虚な作文に過ぎず、コウモリ類への影響をどのよ

うに把握するのか具体的に記述すべきである。 

ます。 
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まず、前提としてコウモリ類への影響を客観的かつ

科学的に検証できる調査手法を次の手続きである「方

法書」で掲げなければならない。それはとりもなおさ

ず、コウモリ類についての調査を重点化して高い精度

の調査を実施することに他ならない。 

その上で影響が及ぶと予想されるならば、コウモリ

類の研究を専門とする専門家（かつ風力発電の建設が

コウモリ類へ及ぼす影響について研究する専門家）に

ヒアリングを行ってその意見を聞くべきである。ま

た、同時に影響が及ぶ恐れがあるなら、そのミチゲー

ションを十分に検討する必要があるが、適切で科学的

な検証に耐えない水準のミチゲーション案だけを示

して本事業の強行を優先し、解決できない問題を「事

後モニタリングで補う」、あるいは「事後モニタリン

グで検討する」といった「環境影響評価」精度の手続

きから逸脱した、ごまかしやすり替えがあってはなら

ない。「事後モニタリング」とは影響緩和策を行った

場合にそれが有効に機能しているかを検証するもの

であり、「準備書」段階で解決できない問題を「事後」

に先送りにするということではない。 

なお、タービンブレードを回避するから影響は小さ

い、あるいはタービンブレードには問題があいており

「う回路」があるので影響は小さいとする「予測評価」

を他事業ではしばしば見るが、このことを言うならタ

ービンブレードを適切に回避するという科学的根拠

が必要であることは早い段階で意見しておく。 

調査、予測及び評価の手法については、環境影響評

価手続きに則って方法書以降に記載いたします。 

また、コウモリ類については、コウモリ類の専門家

等からの助言を踏まえて、調査、予測及び評価を行い

ます。 

調査及び予測の結果に対する専門家等からの助言

を踏まえ環境影響を評価し、風力発電設備への衝突事

故や移動経路の阻害等による、コウモリ類への重大な

影響の回避を図るべく、実行可能な環境保全措置を検

討する予定です。 
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他社が実施する意見書の募集ではメールによる送

付が常識となっている。なぜ未だに直接投函と郵送の

みしか受け付けていないのか？環境省ホームページ

から本配慮書は全国の国民が閲覧可能であることか

らもメールによる受付を実施すべきである。意見書を

出しにくい仕組みにしているのは、意見書を出された

くないこと、つまり必要十分な影響評価をしないで何

とか事業の推進だけを強行した現れである。 

電子縦覧のページのお問い合わせフォームから、配

慮書のご意見を受け付けておりました。 

電子メールでの意見書の受付についても、今後検討

いたします。 
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12.1.2 配慮書に対する関係地方公共団体の長の意見及び事業者の見解 

1. 配慮書に対する北海道知事の意見 

「環境影響評価法」第 3条の７第１項の規定に基づき、北海道知事に対し、配慮書について環

境の保全の見地からの意見を求めた。 

それに対する北海道知事の意見（平成 28 年 10 月 17 日）は、次に示すとおりである。 
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2. 事業者の見解 

配慮書に対する北海道知事の意見及びそれに対する事業者の見解は、表 12.1-2 に示すとおり

である。 

 

表 12.1-2 配慮書に対する北海道知事意見と事業者の見解 

北海道知事の意見 事業者の見解 

１ 総括的事項 

（１）本配慮書では、稚内市及び豊富町にまたがる豊別地

区（約 685ha）又は豊富町に位置する有明地区（約

929ha）のいずれかの事業実施想定区域に、出力

30,000kW（発電設備 大 15 基）の風力発電所を設置

する計画としている。 

事業実施想定区域及びその周辺には、自然度の高い

植生や保安林、鳥獣保護区等の重要な自然環境のま

とまりの場に加え、利尻礼文サロベツ国立公園が存

在するほか、希少鳥類の生息や渡りのルートの情報

があり、さらには、区域の周辺には住居や学校等が

存在していることから、本事業の実施によりそれら

の環境要素に対する重大な影響が生じるおそれがあ

る。 

また、事業実施想定区域の周辺では、他事業者によ

る複数の風力発電事業の計画が進められていること

から、それらとの累積的影響が生じるおそれがある。

対象事業実施区域として、有明地区を選定しました。

対象事業実施区域の絞り込みにおいて、まとまった樹林

帯、自然度の高い植生部分を除外し、本事業の実施による

環境要素に対する影響の回避、低減を図りました。 

また累積的な影響が懸念される環境要素については、予

測、評価の実施を予定しております。 

（２）事業実施想定区域について、豊別地区及び有明地区

の複数案を設定しているが、この２地区に至った検討

過程の説明が十分でないほか、法令等の制約を受ける

場所等に配慮して候補地を選定したとの説明に反し、

豊別地区の大部分を保安林が占めているなど、その設

定の合理性、妥当性に疑義がある。 

また、計画段階配慮事項の比較の結果、有明地区が

より適していると判断しているが、区域から 500m 以

内の範囲の住居等の数に差があるにもかかわらず、

騒音及び風車の影において優劣なしとしているほ

か、比較項目に環境影響以外の要素を選定し、その

比較結果が 終的な判断に強く影響しているなど、

有明地区が適地とする結論の妥当性に疑義がある。

 ご指摘のとおり豊別地区については、保安林が大部分を

占めていますが、保安林については関係官庁に確認したと

ころ解除できる可能性があるとのことから、豊別地区を候

補地として選定しました。設定の合理性、妥当性に疑義が

あるとのご指摘ですが、豊別地区については保安林の一部

を解除することによって、事業の実施が可能ではないかと

考えておりました。 

 また事業実施想定区域の比較については、方法書の第７

章Ｐ7-19～7-34 で再度検討しています。 

 比較項目については、事業の実現性を検討する必要があ

ることから関連する項目を選定しています。 

（３）今後の事業計画の検討に当たっては、必要に応じて

事業実施想定区域候補地の見直しを検討するととも

に、候補地の選定に係る経緯や合理的な根拠を改めて

整理するほか、候補地間の適切な比較検討により対象

事業実施区域を設定し、その結果の妥当性が客観的に

理解できるよう方法書に記載すること。 

また、対象事業実施区域の設定、事業の規模、風力

発電設備の配置及び構造・機種の検討に当たっては、

２の個別的事項の内容を十分に踏まえ、専門家等か

らの科学的知見に立った助言を得ながら、各環境要

素に係る重大な環境影響の程度について調査、予測

及び評価を行うこと。その過程において、重大な環

境影響の回避又は低減ができることを裏付ける科学

的根拠を示すことができない場合は、対象事業実施

区域の見直しや更なる絞り込みなどを含む事業計画

の見直しを行うこと。 

対象事業実施区域の設定に当たっては、計画段階配慮事

項に係る環境影響の重大性及び配慮書に係る意見を踏ま

え、事業実施想定区域からの絞り込みを行い、有明地区を

対象事業実施区域として設定しました。対象事業実施区域

の検討経緯を第 7章 P7-19～7-40 に記載しました。 

環境影響評価方法書以降の対象事業実施区域の設定、事

業の規模、風力発電設備の配置及び構造・機種の検討に当

たっては、専門家等からの科学的知見に基づいた助言を得

ながら、各環境要素に係る重大な影響の程度について調

査、予測及び評価に行うことにより、影響の回避又は低減

できない場合は、対象事業実施区域の更なる絞り込みな

ど、事業計画の見直しを行う予定です。 

（４）対象事業実施区域の設定の結果、他事業との累積的

影響が生じるおそれがある場合は、関連する環境要素

に係る累積的影響についても調査、予測及び評価する

こと。 

本事業の対象事業実施区域の周辺においては、環境影響

評価手続き中の（仮称）川南風力発電事業及び（仮称）豊

富山風力発電事業があります。これら計画中の風力発電事

業のうち、本事業との累積的な環境影響が想定される主な

項目として、工事中では大気質、騒音、振動及び自然との

触れ合いの活動の場、供用時では騒音、超低周波音、風車



 

12-17 

(1117) 

 

北海道知事の意見 事業者の見解 

の影、動物（鳥類）、景観、人と自然との触れ合いの活動

の場が考えられます。 

工事中の累積的な影響については他事業の工事工程が

本事業と重なる場合において、供用時の累積的な影響につ

いては他事業の風力発電機の立地状況を考慮し、他の風力

発電事業の予測条件が明確な場合には、個別に検討を行っ

た上で累積的な環境影響の予測及び評価を行います。これ

らの累積的な影響に対する予測・評価手法の考え方につい

ては 6章（P.6-15～6-80）に記載しています。 

（５）本配慮書では、事業実施想定区域及びその周辺の概

況の記載において、法令指定地域の抽出に漏れがある

などの不備が見られるほか、全般にわたり誤記や記載

漏れが散見されるなど信頼に足る図書となっていな

い。 

そのため、今後の方法書の作成に当たっては、当該

区域の概況をより詳細かつ正確に把握し、その結果

を反映すること。また、各環境影響評価項目につい

て実施する調査の詳細な内容、予測及び評価の手法

等に係る考え方、根拠等の必要な情報を遺漏なく具

体的に、かつ一般にも分かりやすく正確に記載し、

専門的な表現等については、解説等を付すこと。 

ご意見のとおり、本方法書の作成に当たっては、対象事

業実施区域の概況について、より詳細かつ正確に把握し、

その結果を記載いたしました。 

また、各環境影響評価項目について実施する調査の詳細

な内容、予測及び評価の手法等に係る考え方、根拠等の必

要な情報を遺漏なく具体的に、かつ一般にも分かりやすく

正確に記載いたしました。 

今後の環境影響評価図書の作成に当たっても、適切かつ

正確に記載するよう努めます。 

（６）インターネットによる図書の公表に当たっては、広

く環境の保全の観点からの意見を求められるよう、印

刷可能な状態にすることや、法に基づく縦覧期間終了

後も継続して公表しておくことなどにより、利便性の

向上に努めること。 

また、今後の手続きに当たっては、住民等への積極

的な情報提供や説明などにより、相互理解の促進に

努めること。 

ご意見を踏まえまして、インターネットによる図書の公

表にについて再度検討しましたが、国土地理院の複製承

認、基盤地図情報の使用承認および図書の著作権等の関係

で制限させていただいています。 

また、今後の手続きにあたっては、住民等への積極的な

情報提供や説明などにより、相互理解の促進に努めます。

２ 個別的事項 

（１）騒音及び超低周波音、風車の影 

事業実施想定区域の周辺には住居等が存在しており、こ

れらに対する騒音及び超低周波音や風車の影による重大

な環境影響が生じるおそれがあるため、住居等と風力発電

設備は十分な離隔距離を確保するとともに、 新の知見や

日影図の情報等に基づいた適切な方法により調査及び予

測を行い、重大な環境影響の有無について評価すること。

住居への騒音及び超低周波音、風車の影による影響つい

ては、ご意見のとおり、 新の知見や予測計算やシミュレ

ーションにより、調査、予測及び評価を行い、事業による

影響が懸念される場合には、風力発電機からの十分な距離

を確保する等の環境保全措置の実施により、住居への影響

を回避又は極力低減します。 

（２）水環境 

事業実施想定区域及びその周辺には、絶滅危惧種のイト

ウの生息が確認されている天塩川水系の支流があり、土地

改変による濁水や土砂の流入などによりイトウの生息に

影響を及ぼすおそれがあるため、適切な方法により調査及

び予測を行い、重大な環境影響の有無について評価するこ

と。 

水環境への土地改変による濁水や土砂の流入による影

響については、ご意見のとおり、適切な調査、予測及び評

価を行い、事業による影響が懸念される場合には、沈砂池

や土砂流出防止柵等の環境保全措置の実施により、水環境

への影響を回避又は極力低減します。 

（３）動物 

事業実施想定区域及びその周辺では、希少猛禽類である

オジロワシやオオワシ、クマタカ等の生息やノスリの渡り

経路が確認されているほか、区域の周辺には、ラムサール

条約登録湿地のサロベツ原野、ハクチョウ類やガンカモ類

の集結地があるため、専門家等からの助言を得ながら、渡

りを含む移動経路や生息状況等に関する詳細な調査及び

予測を行い、バードストライクなどの重大な環境影響の有

無について評価すること。 

また、近年、事業実施想定区域の周辺においてタンチョ

ウの生息や繁殖の情報が得られていることから、 新の生

息情報を入手するとともに、専門家等からの助言を得なが

ら生息等への影響について適切な方法により調査及び予

測を行い、重大な環境影響の有無について評価すること。

さらに、風力発電設備や搬入路の設置等に伴う土地改変

鳥類に対する影響を適切に把握するため、専門家等から

の助言を踏まえて、調査、予測及び評価を行い、重大な影

響の有無について評価いたします。また、風力発電設備へ

の衝突事故や移動経路の阻害等による、これら鳥類への重

大な影響の回避を図るべく、可能な限り距離を確保するよ

う検討します。 

コウモリ類についても、コウモリ類の専門家等からの助

言を踏まえて、調査、予測及び評価を行い、重大な影響の

有無について評価いたします。 
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北海道知事の意見 事業者の見解 

によるコウモリ類をはじめとする重要種の生息等への影

響については、専門家等からの助言を得ながら動物相の的

確な把握を含む適切な方法により調査及び予測を行い、重

大な環境影響の有無について評価すること。 

（４）植物、生態系 

事業実施想定区域には自然度の高いブナクラス域自然

植生や保安林などの重要な自然環境のまとまりの場が存

在し、また、区域及びその周辺では重要な植物種の生育が

確認されていることから、風力発電設備や搬入路の設置に

伴う土地改変箇所の検討に当たっては、それらの範囲を避

けるとともに、専門家等からの助言を得ながら適切な方法

により調査及び予測を行い、重大な環境影響の有無につい

て評価すること。 

また、生態系に関する上位性注目種や典型性注目種等に

ついては、地域における生息環境に即した適切な種を選定

するとともに、事業の実施による影響について、専門家等

からの助言を得ながら適切な方法により調査及び予測を

行い、重大な環境影響の有無について評価すること。 

風力発電設備や搬入路の設置に伴う土地改変箇所の検

討に当たっては、既存道路や無立木地等を可能な限り活用

することにより、重要な自然環境のまとまりの場を回避す

るとともに、専門家等からの助言を踏まえて、調査、予測

及び評価を行い、重大な影響の有無について評価いたしま

す。なお、自然度の高いブナクラス域自然植生及び保安林

については、対象事業実施区域より極力除外することとし

ております。 

生態系に関する上位性注目種や典型性注目種等につい

ては、動物及び植物の調査結果、並びに専門家等からの助

言を踏まえて、調査、予測及び評価を行い、重大な影響の

有無について評価いたします。 

（５）景観 

本配慮書においては、主要な眺望点の抽出漏れが確認さ

れていることから、関係機関等への聞き取りなどに基づ

き、改めて主要な眺望点を抽出し、適切な方法により調査

及び予測を行い、重大な影響の有無について評価するこ

と。 

また、発電所を望むことができる地域住民が日常生活上

慣れ親しんでいる場所や 寄りの住居についても身近な

眺望点として選定し、適切な方法により調査及び予測を行

い、重大な影響の有無について評価すること。 

ご意見のとおり、関係機関等への聞き取りなどに基づ

き、改めて主要な眺望点を抽出し、適切な方法により調査

及び予測を行い、重大な影響の有無について評価いたしま

す。 

また、発電所を望むことができる地域住民が日常生活上

慣れ親しんでいる場所や 寄りの住居についても身近な

眺望点として選定し、適切な方法により調査及び予測を行

い、重大な影響の有無について評価いたします。 

（６）人と自然との触れ合いの活動の場 

計画されている工事関係の車両走行ルート沿いには沼

川みのり公園が位置しており、事業の実施に伴いその利用

性及び快適性などに影響が生じるおそれがあることから、

これらについても適切な方法により調査及び予測を行い、

重大な影響の有無について評価すること。 

ご意見のとおり、沼川みのり公園について、適切な方法

により調査及び予測を行い、重大な影響の有無について評

価することとします。 
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12.2 発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定

する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

12.2.1 事業実施想定区域の絞り込みの検討経緯 

本事業における対象事業実施区域の検討フローは、図 12.2-1 に示す。 

対象事業実施区域の設定にあたっては、検討対象エリアを選定し、エリア内において各種条件

により事業実施想定区域の検討を行い、計画段階環境配慮書（以下、配慮書）段階において事業

実施想定区域を設定した。 

さらに、配慮書の検討結果を踏まえ、事業特性等も勘案し、対象事業実施区域の設定を行った。 

 
(a)検討対象エリアの設定

・計画段階において対象となる検討範囲を設定した。 

 
(b)事業上の配慮事項

①既存風力発電施設の除外 

②社会インフラの状況 

 
(c)法令上の配慮事項及び環境保全上留意が必要な施設等 

①「稚内市風力発電施設建設ガイドライン」 

②法令等により制約を受ける場所の抽出 

③環境保全上留意が必要な施設等の抽出 

 

(d)地形的な制約箇所の抽出 

 
(e)事業実施想定区域の選定 

・事業実施想定区域候補の選定 

※本事業では、①稚内市豊別地区、②豊富町有明地区の 2地区  
（図 12.2-10） 

 

・候補地区間の比較検討 

上記で実施した(b) 事業上の配慮事項、(c) 法令上の配慮事項及び環
境保全上留意が必要な施設等について、候補地区間で再度比較し、ど
ちらの候補地区がより適しているかを検討 

 

・事業実施想定区域 

事業実施想定区域として有明地区を選択 
 

 
(2)対象事業実施区域の検討 

(a)東側の樹林帯を除外 

国有林等のまとまった樹林帯を除外（図 12.2-12） 

(b)自然度の高い植生を除外 

自然度の高い群落、川沿い、沢地形を除外（図 12.2-13） 

 

対象事業実施区域 (図 12.2-14) 

図 12.2-1 対象事業実施区域の検討フロー  

方法書 

配慮書 

このページに記載した内容は、方法書のものから、一部内容の修正（ゴシック字）を加えたものである。
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(a) 検討対象エリアの選定 

検討対象エリアとしては、以下の条件等から稚内市と豊富町とした。 

 

① 系統連系 

稚内市及び豊富町は、経済産業省資源エネルギー庁の補助を受けて、送電網整備実証事業とし

て北海道北部風力送電株式会社が送電網の整備及びその技術的課題の実証を行う、稚内・宗谷、

天塩エリア及び浜頓別エリアの中にあり、系統連系が可能な地域となっている。（図 12.2-2） 

このため連系可能・容易な稚内市西部及び豊富町を検討対象エリアとして選定した。 

 

② 風況条件 

局所風況マップ（NEDO：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）から検討

対象エリアとして選定した稚内市西部及び豊富町には風力発電導入に適した風況が見込まれる

地域が存在する。（図 12.2-3、図 12.2-4） 

 

③ 自治体の意向 

稚内市は、「第 4 次稚内市総合計画 後期基本計画」（平成 26 年 3 月）において、新たな施策

として「再生可能エネルギーの供給基地を目指します」と記載しており、その目的として「再生

可能エネルギーの供給基地として、送電網などの基盤整備を早期に実現し、風力発電によるクリ

ーンな電力を道内外へ供給することで、我が国のエネルギーの安定供給に貢献するマチを目指し

ます」と述べている。（図 12.2-5） 

豊富町は、風力を中心とした自然エネルギーの活用による地域活性化方策を検討・実現してい

くために道北日本海側（オロロンライン）地域 11 市町村によって設立された「オロロンライン

地域の自然エネルギーを活用した地域活性化に関する研究会」に参加している。 

 

(b) 事業上の配慮事項 

① 既存風力発電施設の除外 

事業上の配慮事項として、既存（建設中）の風力発電施設位置を除外した。 

また現在環境影響評価手続きが進められている、他の風力発電事業の事業実施想定区域及び

対象事業実施区域についても除外した。 

除外後の事業実施想定区域の検討範囲を図 12.2-6 に示す。 

 

② 社会インフラの整備状況 

候補地の選定にあたっては、利用可能な社会インフラ（風力発電機の輸送、工事用車両の走行

に必要な国道、地方道等）が整備されていることが望ましい。（図 12.2-6） 

 

(c) 法令上の配慮事項及び環境保全上留意が必要な施設等 

事業実施想定区域及びその周辺において、以下に示す法令等の制約を受ける場所や環境保全上

留意が必要な施設等を確認し、配慮して事業実施想定区域の候補地を選定した。 

 

 

このページに記載した内容は、方法書のものから、一部内容の修正（ゴシック字）を加えたものである。
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① 「稚内市風力発電施設建設ガイドライン」 

稚内市においては、風力発電施設の建設にあたって環境保全、景観形成の視点から、事業者

が自主的に遵守することを目的として、平成 12 年 4 月 1 日（平成 15 年 4 月 1 日改正）に「稚

内市風力発電施設建設ガイドラン」が制定されている。このため、これらの指定区域が存在す

る稚内市の北側エリアを検討範囲から除外した。（図 12.2-7） 

 

② 法令等により制約を受ける場所の抽出 

検討範囲は豊富町の西側と東側の二つの区域に大別される。配慮書では、自然環境保全上留

意が必要な地域の状況を把握し、現時点で想定可能な環境への影響が最も低減できる事業実施

想定区域に絞り込んでいくことにした。 

自然環境保全上留意が必要な地域となる以下の指定区域または分布範囲については、検討範

囲からの極力除外することとした。 

 

・自然公園（国立・国定・道立自然公園） 

・鳥獣保護区 

・保安林 

・ラムサール条約登録湿地 

・重要野鳥生息地（IBA） 

・巨樹・巨木林 

・特定植物群落 

・自然度の高い植生群落（植生自然度 9 以上） 

 

この結果、検討範囲の西側の区域については、国立公園や鳥獣保護区、ラムサール条約登録

湿地等に指定されているサロベツ原野が広がっていることから検討範囲から除外することとし、

これにより検討候補区域は東側の区域のみとした。 

検討候補区域には、現段階で保安林および、自然度の高い植生（自然林「ブナクラス域自然

植生」植生自然度９）の分布範囲と重なるが、保安林については今後の関係機関との協議によ

り解除できる可能性があることから、検討候補区域に含めることとした。また自然度の高い植

生群落についても、方法書以降の段階で極力除外する方針とし、現段階で検討候補区域に含め

ることとした。（図 12.2-8） 

 

③ 環境保全上留意が必要な施設等の抽出 

生活環境保全上留意が必要な施設等の状況は、図 12.2-9 に示す。設定した事業実施想定区域

には、住宅及び学校・医療施設・福祉施設等の配慮が必要な施設はない。 

・生活環境の保全上特に配慮すべき施設（住宅、学校、病院、福祉施設等） 

 

(d) 地形的な制約箇所の抽出 

検討候補区域の東側は、急傾斜地及び沢地形が連続する山地、山間部となっており、風力発電

施設及び建設用道路の建設が地形的に困難と考えられることから、当該範囲を検討候補区域から

除外した。（図 12.2-9） 
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(e) 事業実施想定区域の選定 

「(a)検討対象エリアの設定」、「(b)事業上の配慮事項」、「(c) 法令上の配慮事項及び環境保

全上留意が必要な施設等」、「(d)地形的な制約箇所」の各段階において検討を行った結果、（①）

稚内市豊別地区と（②）豊富町有明地区の 2 地区を事業実施想定区域の候補として比較し、事

業実施想定区域を選定することとした。(図 12.2-10) 
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図 12.2-2 (a) 検討対象エリアの選定① 

（整備実証事業の計画エリアによるおおよその絞り込み） 

出典:(北海道北部風力送電 HP： http://www.hokubusouden.com/) 

※系統連系による絞り込みエリアは引用元の地図が概要版のためおおよそである。 

 

  

連系可能・容易な稚

内市西部及び豊富町

を選定 
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図 12.2-3 (a)検討対象エリアの選定② 

（北海道における風況マップ 地上高 70m、5km メッシュ） 

出典：「局所風況マップ：局所風況予測モデル（Ｈ18 年度版）」 

（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構） 
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出典：「局所風況マップ：局所風況予測モデル（Ｈ18 年度版）」
（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

図 12.2-4  

(a)検討対象エリアの選定③ 

  （風況条件） 

風況条件、稚内市及び

豊富町を選定 
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図 12.2-5 (a)検討対象エリアの選定④ 

稚内市 「第４次稚内市総合計画 後期基本計画」（平成 26 年 3 月）（抜粋） 

（出典： https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/files/00005800/00005875/4th.late.stage.execution.plan.ver201610.pdf）
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既存および建設中、計画中の風力発電

事業区域の範囲を除外する。 

出典：「局所風況マップ：局所風況予測モデル（Ｈ18 年度版）」
（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

図 12.2-6 (b)事業上の配慮事項 

① 既存風力発電施設の除外 

② 社会インフラの整備状況 
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図 12.2-7 (c) 法令等による制約 

「稚内市風力発電施設建設ガイドライン」 

「稚内市風力発電施設建設ガイドライン」の指定

範囲のある稚内市の北側を除外する。 
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国立公園、鳥獣保護区、ラムサール条約

湿地、IBA 等の指定範囲を多く含むサロ

ベツ湿原周辺の範囲を除外する。 

図 12.2-8 (c)法令等による制約 

自然環境保全上留意が必要な地域 

出典:「生物多様性センター 自然環境調査 Web-GIS(国立公園、巨樹・巨木林調査、特定植物群落調査)」 
(環境省自然環境局 HP http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html)  
「国土数値情報ダウンロードサービス(鳥獣保護区)」 
(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)  
「1/20,000 土地保全基本調査[北海道]（国有林・保安林）」 
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html）  
「ラムサール条約と条約湿地」(環境省自然環境局野生生物課HP http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html) 
「Important Bird Areas in Japan」(日本野鳥の会HPhttp://www.wbsj.org/nature/hogo/others/iba/search/hokkaido.html) 

保安林区域は極力除外する方針とす

るが、解除手続きの可能性を検討で

きるものとし配慮書段階では検討候

補区域に含んでいる。 

また自然度の高い植生群落の分布

範囲についても方法書以降の段階で

極力除外する方針とし、配慮書段階

では検討候補区域に含んでいる。 
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図 12.2-9  

生活環境保全上留意が必要な施設等

風力発電施設、作業用道路の建

設困難な山間部を除外する。 

居住宅および学校、医療

機関、福祉施設の分布す

る範囲を除外する。 

このページに記載した内容は、方法書のものから、一部内容の修正（ゴシック字）を加えたものである。
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図 12.2-10 事業実施想定区域 

このページに記載した内容は、方法書のものから、一部内容の修正（ゴシック字）を加えたものである。
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表 12.2-1(1) 事業実施想定区域候補地の評価の比較結果 

評価項目 豊別地区 評価 有明地区 

事業上

の配慮

事項 

風況条件 年間平均風速 7.1m/s ＝ 年間平均風速 7.1m/s 

既存風力発

電施設 
除外した。 ＝ 除外した。 

社会インフ

ラ 
除外した。 ＝ 除外した。 

法令上

の配慮

事項 

条約、条例、

法律 
指定区域を除外した。 ＝ 指定区域を除外した。 

環境上

の配慮

事項 

配慮が必要

な施設 

風車設置エリアから、学校、病院、住宅

まで 500m 以上離隔した。 
＝ 

風車設置エリアから、学校、病院、住宅

まで 500m 以上離隔した。 

環境 

要素 

騒音及び 

超低周波音 

事業実施想定区域内及びその周辺には

配慮が特に必要な施設等は存在しなか

ったが、住宅が存在しているため、重大

な影響が及ぶ可能性がある。 

≧ 

事業実施想定区域内及びその周辺には配

慮が特に必要な施設等は存在しなかった

が、住宅が存在しているため、重大な影

響が及ぶ可能性がある。 

風車の影 

事業実施想定区域周辺には住宅が存在

している。予測範囲内には配慮が特に必

要な学校、病院等の施設は存在しておら

ず、 も近い施設で約 5km と離れてい

た。 

≦ 

事業実施想定区域周辺には住宅が存在し

ている。予測範囲内には配慮が特に必要

な学校、病院等の施設は存在しておらず、

も近い施設で約 8km と離れていた。 

動物 

事業実施想定区域の周辺には渡り鳥の

中継地が存在することから、渡り鳥等が

風力発電の稼動による影響を受ける可

能性があると予測される。 

改変箇所として道路改良、風力発電機建

設位置の他に伐採箇所が増える。 

≦ 

事業実施想定区域の周辺には渡り鳥の中

継地が存在することから、渡り鳥等が風

力発電の稼動による影響を受ける可能性

があると予測される。 

改変箇所は道路改良、風力発電機建設位

置が主体となる。 

植物 

事業実施想定区域においては、重要な植

物（31 科 61 種）について、改変による

影響の可能性が予測される。 

改変箇所として道路改良、風力発電機建

設位置の他に伐採箇所が増える。 

≦ 

事業実施想定区域においては、重要な植

物（31 科 61 種）について、改変による

影響の可能性が予測される。 

改変箇所は道路改良、風力発電機建設位

置が主体となる。 

生態系 

自然林の「ブナクラス域自然植生」、「コ

ケモモ-トウヒクラス域自然植生」が広

く分布しており、また、事業実施想定区

域は森林地帯が約 9割を占め、そのほと

んどが保安林に指定されており、事業に

よって大きく影響を受ける可能性があ

ると予測される。 

＜ 

自然林の「ブナクラス域自然植生」、「コ

ケモモ-トウヒクラス域自然植生」が分布

しており、事業によって影響を受ける可

能性が予測される。 

景観 

主要眺望点の 1地点で、事業実施想定区

域内の風力発電機の視認可能性は確認

されたが、 大見込み角は 0.3 で、見え

方としてはほとんど気にならないこと

から、眺望点から景観への影響は回避及

び低減できていると評価される。 

＝ 

主要眺望点の 1 地点で、事業実施想定区

域内の風力発電機の視認可能性は確認さ

れたが、 大見込み角は 0.4 で、見え方

としてはほとんど気にならないことか

ら、眺望点から景観への影響は回避及び

低減できていると評価される。 

注）＝：優劣なし ＜：有明地区の方が優れている ＞：豊別地区の方が優れている 

 ≦：やや有明地区が優れている ≧：やや豊別地区が優れている  

このページに記載した内容は、方法書のものから、一部内容の修正（ゴシック字）を加えたものである。
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表 12.2-1(2) 事業実施想定区域候補地の評価の比較結果 

評価項目 豊別地区 評価 有明地区 

環境 

要素 

人と自然と

の触れあい

の活動の場 

事業実施想定区域内に人と自然との触れ

合いの活動の場が存在しないことから、

事業実施による改変はない。また、人と

自然との触れ合いの活動の場の多くは事

業実施想定区域から距離があるため、影

響は回避されていると評価される。 

＝ 

事業実施想定区域内に人と自然との触

れ合いの活動の場が存在しないことか

ら、事業実施による改変はない。また、

人と自然との触れ合いの活動の場の多

くは事業実施想定区域から距離がある

ため、影響は回避されていると評価され

る。 

その他 

土地利用 

計画地は森林地帯が約 9 割を占め、その

ほとんどが土砂崩壊防備保安林である。 ＜ 

計画地にある農地について、採草放棄地

となっている土地の活用を促されてい

る。 

地権者・近

隣酪農家な

どとの地域

コミュニケ

ーション 

地域住民への聞き取り調査を行った結

果、森林伐採等への懸念があり、風車設

置への十分な理解が得られていない。 ＜ 

地域住民への聞き取り調査を行った結

果、住民からも風車設置の提案があり、

理解を頂いている。 

選定結果 豊別地区 ＜ 有明地区 

注）＝：優劣なし ＜：有明地区の方が優れている ＞：豊別地区の方が優れている 

 ≦：やや有明地区が優れている ≧：やや豊別地区が優れている 

 

事業実施想定区域候補地の評価の比較の結果、「有明地区」が「豊別地区」より適していると

判断されたため、「有明地区」を事業実施想定区域として選定した。 
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12.2.2 対象事業実施区域の検討経緯について 

「第 4 章 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果」に示すとおり、配慮書に

おいて、豊別地区と有明地区を比較検討した結果、事業実施想定区域として有明地区を選定した。 

その後、配慮書に対する経済産業大臣の意見（「第 5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見

及び事業者の見解」参照）及び配慮書に対する関係地方公共団体の長及び一般の意見（「第 12 章   

その他環境省令で定める事項」参照）、現地調査結果等を踏まえ、可能な限り事業実施想定区域

を絞り込み、対象事業実施区域を設定した。 

対象事業実施区域の設定フローを、図 12.2-11 に示す。 

 

 

(1)事業実施想定区域 

・事業実施想定区域として有明地区を選択（図 12.2-10） 

 

(2)対象事業実施区域の検討 

(a)東側の樹林帯を除外 

国有林等のまとまった樹林帯を除外（図 12.2-12） 

(b)自然度の高い植生を除外 

自然度の高い群落、川沿い、沢地形を除外（図 12.2-13） 

 

対象事業実施区域 (図 12.2-14) 
（方法書段階） 

 

(3)対象事業実施区域の変更 

(a)オジロワシの集中的な飛翔経路を回避 

オジロワシの利用頻度が高い経路を回避し、全体的に風

車を西側へ配置（図 12.2-15） 

(b)実際の植生に応じて区域を設定 

植生調査結果を区域に反映（図 12.2-16） 

 

対象事業実施区域 (図 12.2-17) 
（準備書段階） 

  
図 12.2-11 対象事業実施区域の設定フロー 

 

配慮書 

方法書 

準備書 



 

12-35 

(1135) 

 

 

図 12.2-12  
対象事業実施区域の検討① 
（東側の樹林帯を除外） 

国有林等の東側のまとまった

樹林地を除外 
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図 12.2-13 
対象事業実施区域の検討② 
（自然度の高い植生を除外） 

植生自然度 9 であるブナ

クラス域自然植生を除外 
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図 12.2-14 対象事業実施区域 

（方法書段階） 

対象事業実施区域の設定

（方法書段階） 
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図 12.2-15 対象事業実施区域の変更

①（風車を極力西側へ配置）

現地調査結果より、オジロワシの

移動飛翔としての利用頻度の高い

東側を可能な限り避けて、西側に

風車を配置 

風車の配置検討にあたっては、オ

ジロワシに対する影響低減を優先

し、方法書段階の対象事業実施区

域、仮配置位置を微修正した 
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図12.2-16 対象事業実施区域の変更②

（植生調査結果を区域に反映） 

現地調査結果より、植生自然度

10 のヨシクラス、植生自然度 9

のミズナラ群落を除外 
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図 12.2-17 対象事業実施区域 

（準備書段階） 

対象事業実施区域の設定

（準備書段階） 
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表 12.2-2(1) 事業実施想定区域と対象事業実施区域の環境影響の程度の比較結果 

環境要素 事業実施想定区域 対象事業実施区域 

騒音及び 

超低周波音 

【計画段階の環境影響】 

事業実施想定区域内及びその周辺には配慮が特に必要

な施設等は存在しなかったが、事業実施想定区域から

0.5 ㎞以内に住宅 2 戸、0.5～1.0 ㎞に住宅 3 戸が存在し

ているため、重大な影響が及ぶ可能性がある。 

【計画段階の留意すべき事項】 

周辺の住宅に配慮した風力発電機の基数や配置、機種

等を検討する。 

上記の検討内容を踏まえ、騒音及び低周波音（超低周

波音を含む）の状況の把握を行い、それらの環境影響を

予測、評価し、必要に応じて事業者が実行可能な範囲に

おいて保全措置の検討を行う。 

対象事業実施区域内周辺には住宅が存

在し、対象事業実施区域から 0.5 ㎞以内

に住宅は存在しない。0.5～1.0km に 5 戸

が存在しているため、重大な影響が及ぶ

可能性がある。 

風車の影 

【計画段階の環境影響】 

事業実施想定区域周辺には住宅が存在し、事業実施想

定区域から 0.5 ㎞以内に住宅 2 戸、0.5～1.0 ㎞に住宅 3

戸が存在しているため、重大な影響が及ぶ可能性がある。

なお、予測範囲内には配慮が特に必要な学校、病院等

の施設は存在しておらず、 も近い施設で約 8km と離れ

ていた。 

【計画段階の留意すべき事項】 

周辺の住宅及び施設等に配慮した風力発電機の基数や

配置、機種等を検討する。 

上記の検討内容を踏まえ、風車の影の影響範囲及び時

間を数値シミュレーションによって定量的に評価し、必

要に応じて事業者が実行可能な範囲において保全措置の

検討を行う。 

対象事業実施区域内周辺には住宅が存

在し、対象事業実施区域から 0.5 ㎞以内

に住宅は存在しない。0.5～1.0km に 5 戸

が存在しているため、重大な影響が及ぶ

可能性がある。 

動物 

【計画段階の環境影響】 

重要な動物（哺乳類 5 目 8 科 13 種、鳥類 14 目 21 科

41 種、両生類 1目 1 科 1種、爬虫類 1目 1 科 1種、魚類

7目 11 科 20 種、昆虫類 4目 12 科 21 種、その他動物（底

生動物）7科 11 種）については、直接改変及び風力発電

機の稼働による影響の可能性が予測された。 

しかし、今後の環境影響評価の現地調査においてさら

に詳細に生息状況を把握し、それをもとに風力発電機の

配置計画、土地改変及び樹木伐採の 小限化、濁水対策

等の環境保全措置を検討することによって、重大な環境

影響は回避または低減することが可能であると評価され

る。 

一方、事業実施想定区域の周辺には渡り鳥の中継地が

存在することから、渡り鳥等が風力発電の稼動による影

響を受ける可能性があると予測されたが、今後の環境影

響評価の現地調査によってそれらの移動状況等を把握

し、それをもとに風力発電機の配置計画や稼動計画等の

対策を検討することによって、重大な環境影響は回避ま

たは低減することが可能であると評価される。 

【計画段階の留意すべき事項】 

今後の現地調査において、重要な種の生息状況をより

詳細に把握し、それをもとに風力発電機の配置計画、土

地改変及び樹木伐採の 小限化、濁水対策等の環境保全

措置を検討する。 

また、猛禽類の繁殖・生息状況、渡り鳥（ガン・カモ

類や小鳥類等）の移動経路などの移動状況、コウモリ類

の生息状況などに特に留意して調査を実施し、予測を行

い、専門家の助言等を得ながら、適切な保全対策の検討

を行う。 

保安林及び自然度の高い植生について

対象事業実施区域から除外したことによ

り、環境影響の可能性が予測された重要

な動物のうち、これらの環境を主な生息

環境とする動物への影響は低減した。 

また、河川及び谷部についても対象事

業実施区域から除外したことにより、環

境影響の可能性が予測された重要な動物

のうち、河川及び谷部を生息環境とする

両生類、魚類、底生動物への影響は低減

した。 

一方、対象事業実施区域の周辺には渡

り鳥の中継地が存在することから、渡り

鳥等が風力発電の稼動による影響を受け

る程度に変化はない。 
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表 12.2-2(2) 事業実施想定区域と対象事業実施区域の環境影響の程度の比較結果 

環境要素 評価結果 
方法書以降の手続き等において 

留意する事項 

植物 

【計画段階の環境影響】 

事業実施想定区域においては、重要な植物（31 科 61

種）について、改変による影響の可能性が予測された。

一方、巨樹・巨木林等については、事業実施想定区域

内に存在していないことから、現時点で事業による影響

は回避できていると評価される。 

【計画段階の留意すべき事項】 

今後の現地調査において、重要な種や群落を含む植物

種及び植物群落の生育状況等を十分に把握し、それをも

とに事業による影響を予測評価するとともに、風力発電

機の配置計画、土地改変及び樹木伐採の 小限化、濁水

対策等の環境保全措置の検討も行う。 

保安林及び自然度の高い植生について

対象事業実施区域から除外したことによ

り、環境影響の可能性が予測された重要

な植物のうち、これらの環境を主な生育

環境とする植物への影響は低減した。 

また、河川及び谷部についても対象事

業実施区域から除外したことにより、環

境影響の可能性が予測された重要な植物

のうち、河川及び谷部を生育環境とする

植物への影響は低減した。  

生態系 

【計画段階の環境影響】 

事業実施想定区域内には、重要な自然環境のまとまり

の場のうち、自然林の「ブナクラス域自然植生」、「コ

ケモモ-トウヒクラス域自然植生」が分布しており、事業

によって影響を受ける可能性が予測された。 

【留意すべき事項】 

現地調査等によってさらに詳細に地域の生態系を把握

し、今回確認された重要な自然環境のまとまりの場とし

て選定した重要な植物群落や自然林・自然草原の位置づ

けや重要度などを予測・評価し、事業による影響の回避

及び低減が可能なのかどうかを検討する。 

事業による影響の回避及び低減が可能であるとなった

場合には、事業による影響を定量的に評価し、それに応

じた実行可能な範囲での環境保全措置の検討も行う。 

重要な自然環境のまとまりの場のう

ち、自然林の「ブナクラス域自然植生」

及び「コケモモ-トウヒクラス域自然植

生」については、対象事業実施区域から

除外したことにより、自然環境のまとま

りの場及びこれらを生息・生育環境とす

る地域を特徴づける生態系を構成する環

境要素への影響は低減した。  

景観 

【計画段階環境配慮書の評価結果】 

主要な眺望点及び景観資源については、事業実施想定

区域内に含まれておらず、事業による直接的な改変等に

よる影響を受けないと予測され、影響は回避できている

と評価される。 

また、主要な眺望点からの眺望資源への影響について

は、1 地点で背後に風車が見えるため、少なからず影響

があると評価される。 

【留意すべき事項】 

風力発電機の配置位置の絞込みができた段階で、主要

な眺望点から撮影した写真や発電所完成予想図を合成す

る方法（フォトモンタージュ法）によって、再度、主要

な眺望景観への影響等を予測し、必要に応じて、風力発

電機の配置の再検討を行う。 

また、風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討する。

環境影響の程度に大きな変化はない。

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

【計画段階環境配慮書の評価結果】 

事業実施想定区域内に人と自然との触れ合いの活動の

場が存在しないことから、事業実施による改変はない。

また、人と自然との触れ合いの活動の場の多くは事業実

施想定区域から距離があるため、影響は回避されている

と評価される。 

【留意すべき事項】 

工事実施時における工事用資材等の運搬車両通行に際

して、人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスに

影響を与えることがないよう、必要に応じて事業者が実

行可能な範囲による対策の検討を行う。 

環境影響の程度に大きな変化はない。
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方法書及び準備書における事業計画（概要）の比較は、表 12.2-3 に示すとおりである。 

 

表 12.2-3 方法書及び準備書における事業計画（概要）の比較 

 

 

  

項目 方法書 準備書 
発電機の出力 風力発電所出力 30,000kW 前後 

風力発電機の基数 2,000～3,800kW 級 

×8～15 基 

風力発電所出力 30,000kW 

風力発電機の基数 定格出力 4,200kW 風力

発電機を 8基（予定）

※出力制限を行うことで、 大出力を

30,000kW とする計画である。 

定格出力 2,000～3,800kW 級 

 

4,200kW 級 

ブレード枚数 3 枚 変更なし 

ローター径 約 75～130m 117m 

ハブ高 約 60～85m 85m 

地上高さ 約 98～150ｍ 143.5m 

区域の概要 ・対象事業実施区域 

北海道天塩郡豊富町有明 
 
・対象事業実施区域の面積 

約 344.7ha 

・対象事業実施区域 

変更なし 
 

・対象事業実施区域の面積 

約 346.6ha 

風力発電機の 
基礎構造 

風力発電機の基礎は鉄筋コンクリート

製で、土砂を掘削し、鉄筋組立を行い、

型枠を現場製作した後、生コンクリート

を打設する。 

変更なし 

変電所 検討中 連系変電所を 1箇所設置する計画である。

系統連係地点 検討中 系統変電所を 1箇所設置する計画である。

送電線 検討中 

送電線は、風力発電機から連系変電所まで

はコンクリート柱による架空配電線及び地

中埋設配電線、連系変電所から系統変電所

までは地中埋設送電線により敷設する計画

である。 
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