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第7章 その他環境省令で定める事項 
 

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

7.1.1 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、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 ヶ月間縦覧に供した。 

 

  (a) 公告の日 

令和 2 年 4月 24 日（金） 

 

  (b) 公告の方法 

  ① 日刊新聞による公告 

令和 2 年 4月 24 日（金）付で、下記日刊紙に「お知らせ」広告を掲載した。 

・北海道新聞（朝刊：15 面） 

 

  ② 広報誌による公告 

広報おたる 5 月号 

広報よいち 5 月号 

 

  ③ インターネットによる公告 

令和 2 年 4月 24 日（金）から、下記のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

・双日株式会社ホームページ「（仮称）北海道小樽余市風力発電所」の公表及び縦覧について 

https://www.sojitz.com/jp/business/energy.php 
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  (c) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 4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。 

 

  ① 関係自治体庁舎での縦覧 

•北海道環境生活部環境局環境政策課（北海道札幌市中央区北 3 条西 6 丁目） 

•小樽市役所別館 1 階市民ホール（小樽市花園 2 丁目 12 番 1 号） 

•塩谷サービスセンター（小樽市塩谷 1 丁目 18 番 7 号） 

•余市町役場経済部商工観光課（北海道余市郡余市町朝日町 26 番地） 

 

  ② インターネットの利用による縦覧 

・双日株式会社ホームページ 「（仮称）北海道小樽余市風力発電所」の公表及び縦覧につい

て 

https://www.sojitz.com/jp/news/200424.php 

 

  (d) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 2 年 4 月 24 日（水）から令和 2 年 5 月 28 日（木）まで 

（土・日曜日・祝日を除く。） 

・縦覧時間：開庁日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分まで 

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、北海道、小樽市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。 

 

  (e) 縦覧者数（閲覧記録用紙記載者数） 

縦覧者数（閲覧記録用紙記載者数）は 15 名であった。 

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 2,382 回であった。 

 

 (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。 

 

  (a) 意見書の提出期間 

令和 2 年 4月 24 日（金）から令和 2 年 5 月 28 日（木）まで 

（郵送による受付は、当日消印まで有効とした。） 
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  (b) 意見書の提出方法 

環境の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 

・双日株式会社への書面の郵送 

 

  (c) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 29 通であった。 

 

  (d) 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の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 7.1-1 に示すとおりである。 
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表 7.1-1(1) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

1 

動物 
(コウモリ) 

コウモリ類について 
欧米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)、その影響評価等におい
て重点化されている。 
国内でもすでに風力発電機によるバットストライクが
多数起きており、不確実性を伴うものではなく、確実
に起きる事象と予測して影響評価を行うべきである。
このことを踏まえて環境保全の見地から、本配慮書に
対して以下の通り意見を述べる。 
なお、本意見は要約しないこと。 

いただいたご意見を参考に、今後の手続
きにおいて環境影響評価を実施いたしま
す。 
また、いただいたご意見につきましては、
全文を掲載しております。 

1.配慮書の段階でコウモリ類について専門家からの意
見聴衆を行わなかった理由を述べよ。風力発電所建設
におけるコウモリ類への影響が大きいことは既に明ら
かとなっており(例えば、北海道上ノ国町における環境
省絶滅危惧種のコヤマコウモリの例、本配慮書は環境
保全を念頭に置かれたものとは言えない。 

配慮書手続きにおいては、新型コロナウ
ィルスの感染拡大防止対策のため、専門
家からの意見聴取を実施することができ
ませんでした。 
方法書手続きでは、周辺地域のコウモリ
類の状況、現地調査、予測及び評価手法
につきまして、専門家からの意見聴取を
実施いたしました。 

2.P265 における「クロオオアブラコウモリ」で事業者
は予測結果として「文献等に生態情報の記載がなく、
生息環境は不明であるが」と記載しているが、続いて
「事業実施区域に主な生息環境が分布するため」との
記載があり文章が矛盾している。本種は海外にも生息
しておりその生息環境の知見は示されている(例えば
「The Mammals of the world.9,Bats(2019)」).生息環
境を正確に記載すること。 

方法書以降の手続きにおいて、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ、生息環境
を記載いたします。 

3.P268 において事業者は「施設の稼働による影響につ
いては、コウモリ類(3 種)及び渡りを行う鳥類(35 種)
は、風力発電機への接触等の影響を受ける可能性があ
ると評価する」と記載しており、さらに「事業実施区
域は広めに設定していることから、方法書以降の対象
事業実施区域の絞り込みによりこれらの環境影響を回
避又は低減できる余地がある」と記載している。これ
は仮に方法書で示した風力発電機の位置は現地調査の
結果により変更(低減)または建設中止(回避)が可能と
理解される。この解釈に間違いはないか見解を述べる
こと。 

方法書以降の手続きにおいて、重大な環
境影響が生じると評価された場合には、
必要に応じて影響を回避又は低減いたし
ます。 

4.事業者及び委託事業者はコウモリ類のアセスメント
に対する配慮と知識が不十分である。今後はコウモリ
類の専門家の指導を仰ぎ、独自の見解や手法を用いず
にコウモリ類調査の十分な経験と知識を持った者によ
る適切な調査、予測評価、保全措置を行う必要がある
だろう。 

コウモリ類への影響につきましては、専
門家の助言及び 新の知見をふまえ、現
地調査及び環境影響に関する予測評価を
実施し、必要に応じて環境保全措置を実
施いたします。 
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表 7.1-1(2) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

2 

事業計画 コロナの影響で市民生活は様々な制限を受けていま
す。このような緊急事態の中、将来にわたり地域住民
に大きな影響を与えうる一私企業の巨大事業が、結論
ありき、日程ありきで粛々と進むことは倫理上、道徳
上許されるものではありません。事業の推進にはこの
事態は好都合だ、とお考えなのであれば、言語道断で
す。貴社のような歴史のある大企業様には、コロナ収
束まで計画を凍結し、住民の声を十分反映させた上で
改めて計画を検討するという英断を下されることを求
めます。 

方法書以降の手続きにおいて、結論あり
き、日程ありきではなく、周辺住民の皆
様に事業計画及び環境影響評価結果につ
いてご説明させていただきながら、ご理
解いただけるよう事業計画の検討を進め
てまいります。 

公告・縦覧 1.情報公開が限定されすぎています。私が見たのは 4
月 24 日北海道新聞後志欄の 7.5cm×6.8cm という小さ
な公告でした。フォントサイズも極小で、その極小さ
ゆえに逆に私の目に留まりましたが、ほとんどの方は
まず読まないでしょう。配慮書の縦覧場所も 4か所と
少なく、仕事をしている方は閲覧すら難しい状態です。
また、Web サイトでも公表されていますが、ダウンロ
ードも印刷もできません。縦覧期間はゴールデンウィ
ークという大型連休をはさみ(縦覧場所は休みになり
ます)、わずか一か月です。意見書は郵送のみでメール
は受け付けていません。全体的に「出来るだけ住民に
は知ってほしくない。意見書も送ってほしくない」と
いう、情報公開に非常に消極的であるという印象を持
たざるを得ません。可能な限り積極的な情報開示の姿
勢、住民の理解を得ようという姿勢をお示し下さい。

配慮書の縦覧につきましては、北海道新
聞小後版、広報おたる及び広報よいちに
て周知いたしました。また、事業実施想
定区域周辺の自治会の皆様へは、縦覧及
び配慮書についての資料を回覧させてい
ただきました。方法書以降の手続きにお
きましても、引き続き、各関係自治体の
ご協力をいただきながら周辺地域の方々
への周知に努めてまいります。 
いただいたご意見をふまえ、方法書の縦
覧場所につきましては、各関係自治体の
ご協力のもと、配慮書手続きの縦覧場所
に加え、土日祝日の縦覧が可能な場所で
の縦覧を実施するとともに、電子縦覧に
つきましても、縦覧期間中において文書
ファイルのダウンロード及び印刷を可能
といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるようにい
たしました。 

騒音・ 
超低周波音 

2.低周波、超低周波による騒音は目にも見えず、耳に
も聞こえませんが、空気の振動として人の体に影響を
与えることは、日本各地の報告から、さらに国際的な
調査研究からも明らかです。配慮書には動植物への細
かい配慮が見られますが、大変不思議なことに人体へ
の影響を配慮した形跡は一切ありません。各地で実地
調査を行い、人体への影響をつまびらかにした上で計
画を立て直して下さい。 

配慮書では、計画段階配慮事項として項
目を絞り込んではおりますが、騒音、超
低周波音及び風車の影については、人の
健康や生活環境への影響を想定して選定
しております。 
方法書以降の手続きにおいては、国によ
る基準・指針や、報告書等の 新の知見
をふまえて、影響評価を実施してまいり
ます。 

騒音・ 
超低周波音 

3.万が一、貴社の風力発電により住民の健康被害が出
た場合、御社の負担で十分な調査を行い、因果関係が
わずかでも認められた場合は誠意ある補償することを
書面にてお約束下さい。 

住民の方よりご意見等をいただいた場合
は、必要に応じて調査を実施し、状況と
その要因を明らかにし、その結果、本事
業の影響による健康被害が明らかになっ
た場合には、適切に対応させていただき
ます。 

事業計画 4.事業が終了した後、事業区域の自然環境を貴社の責
任において確実に原状復帰させることを書面にてお約
束下さい。 

事業終了後につきましては、北海道森林
管理局及び石狩森林管理署の指導を仰ぎ
ながら、環境回復に努めます。 
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表 7.1-1(3) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

3 

事業計画 先日は、電話でご対応いただきありがとうございまし
た。あの後、Internet Explorer で何度も上記配慮書
を閲覧しようと試みましたが、やはりこちらのインタ
ーネット環境が不安定なためか、閲覧することができ
ませんでした。 
この計画は、周辺地域住民をはじめ、日本国民、そし
て全世界の人々に影響するものだと考えています。環
境問題、エネルギー問題は、全世界で真剣に話し合い、
取り組む必要があります。しかし今、COVID_19 の影響
で、市民にはこの計画についてゆっくりじっくり向き
合う、精神的な余裕も時間的な余裕もありません。 
これからの後志地域、そして地球規模の未来を左右す
るこの大きな計画について一人ひとりが十分知るため
には、あの突然地元新聞紙の隅に掲載された記事だけ
ではあまりにも小さすぎる、と思ったのが正直な感想
です。配慮書縦覧公開からわずか一ヶ月の検討時間、
縦覧場所も対象地域数カ所のみ。外出自粛中の今では、
そちらに赴くことも難しいと思います。ネット上では
ブラウザによっては閲覧できず、ダウンロードをして
ゆっくり読むこともできないので、対象地域外にすん
でいる私のような方々が、思うように情報にアクセス
できないのが現状です。 
今のところ、日本の電力は十分に足りていますし、対
象地域の豊かな森は、CO2 を十分に吸収してくれてい
ます。急いでこの計画に取りかかる必要はないと思い
ます。以上のことを鑑み、まずは、対象地域住民ひい
ては全世界の住民一人ひとりが、この計画について十
分に知り、考える機会・時間を是非提供してください。
具体的には、COVID_19 収束までこの計画を凍結する、
どのブラウザでも関連情報を閲覧可能な体制を整え
る、オンライン説明会を開くなどしてより多くの人々
にこの計画の情報を届ける、などどれもぜひ実現して
ください。 
以下、上記配慮書に関わる情報を調べた上で、再検討
の必要がある点を明記します。 
1.そもそも必要性がない 
前述の新聞記事にも記載されていましたが、「発電した
電気の売り先は未定」、つまり今後の電力供給先はまだ
決まっていないということですね。単純に、必要ない
ならいらないと思います。かわりに、今必要なところ
へお金、物資、人員を投入する方がいいと思います。
必要ないもののために、地球環境、動物、人間に必要
な豊かな森が伐採されるのは、おかしい話です。 

再生可能エネルギーである風力による電
気を供給することにより、我が国のエネ
ルギー自給率の向上、地球温暖化防止へ
の寄与、風力発電を通じて地域の活性化
への貢献及び地域との共存を目指して取
り組んでおります。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するもの
とすべく、事業の二酸化炭素削減効果に
ついては弊社内で検討をした上で、計画
を進めております。 

事業計画 2.一人ひとりへの情報周知、意見の反映がされにくい
これについては冒頭で触れていますが、一人ひとりが
当計画に関する情報に十分アクセスできていないと思
います。前述の新聞記事では、知りたい人でも見逃し
てしまいます。実際、当該地域に住み、当該新聞記事
を愛読している知り合いでさえも見逃し、この計画に
ついて全く知りませんでした。また、インターネット
上でもアクセス方法、さらに意見書の提出方法も郵送
または縦覧場所での投函のみと限られています。メー
ルやホームページ上でも意見書を受け付け、十分な民
意の反映に繋げてください。 

配慮書の縦覧につきましては、北海道新
聞小後版、広報おたる及び広報よいちに
て周知いたしました。また、事業実施想
定区域周辺の自治会の皆様へは、縦覧及
び配慮書についての資料を回覧させてい
ただきました。方法書以降の手続きにお
きましても、引き続き、各関係自治体の
ご協力をいただきながら周辺地域の方々
への周知に努めてまいります。 
いただいたご意見をふまえ、方法書の縦
覧場所につきましては、各関係自治体の
ご協力のもと、配慮書手続きの縦覧場所
に加え、土日祝日の縦覧が可能な場所で
の縦覧を実施するとともに、電子縦覧に
つきましても、縦覧期間中において文書
ファイルのダウンロード及び印刷を可能
といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるようにい
たしました。 
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表 7.1-1(4) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

3 

事業計画 3.ふるさとの自然が壊される・なくなる 
該当地域の自然環境は、私や地域住民が幼い頃から慣れ
親しんできた大切な存在です。風車建設予定地そして周
辺の、毛無山、塩谷丸山、於古発山、天狗山、どれも思
い出のある山々です。地域住民に愛されている登山道
も、多様な動植物の住処も無くなります。そして、この
景観は貴重な観光資源でもあります。これらを破壊する
のは一瞬ですが、もう元のかたちに完全に戻ることはあ
りませんし、森林が再生するのには何十年もかかりま
す。再生可能エネルギー自体は否定しませんが、そのた
めの代償が東京ドーム約 300 個分の広大な山林、では大
きすぎます。地域の自然環境・景観の保全を 優先して
ください。 
また、これらの森林は、地域住民の暮らしを支える重要
な保水・水源です。木々がなくなれば水は濁り、保水力
もなくなるので土砂崩れなどが発生します。地域住民の
生活を脅かす自然災害を防止してくれている森を倒し、
かわりに人工物で災害対策を講じるなどの本末転倒な
事態はいりません。 

配慮書でお示ししております事業実施
想定区域は、計画段階における配慮事項
を検討する段階にあるため、実際に事業
を実施する箇所よりも広く設定してお
り、伐採・改変を伴わないエリアを含ん
でいます。なお、実際に伐採を行うのは
風車配置位置及びメンテナンス路、設備
部材の搬入路に係る部分等となります。
また、今後事業計画を検討する上で、可
能な限り伐採・改変範囲を低減するよう
努めてまいります。 

騒音・ 
超低周波音 

4.低周波音・超低周波音による騒音、健康被害 
これらは、COVID_19 や放射線と同じく、私たちの目にも
見えず、耳にも聞こえない存在です。ですが、どれも動
物や人体に多大な悪影響を与えることが、日本各地の報
告や国際的な調査研究から分かっています。また、現在、
風力発電事業者が取り入れている測定方法(A 特性)は、
実際の被害の測定には適切でないことも確証されてい
ます。もうご存知だとは思いますが、マリアナ・アルヴ
ェス・ペレイラ博士がこのことについて You Tube で詳
しく説明されていますのでぜひ参考に、しっかりと人体
に与えうる影響を調査・周知してください。 

A特性による補正を行ったものが騒音と
定義されており、A特性は騒音の影響評
価には用いますが、低周波音・超低周波
音の影響評価には用いません。 
今後、方法書以降の手続きにおいて、特
に配慮が必要な施設及び住居等との位
置関係に留意して、風力発電機の機種及
び配置を検討いたします。また、超低周
波音について、 新の知見をふまえて適
切に環境影響評価を実施してまいりま
す。 

騒音・ 
振動・ 
大気質 

5.施工準備・中・後に渡る長期の騒音・振動・粉塵・ゴ
ミ問題 
機材やゴミを運ぶトラックなどの大型車両から出る粉
塵や砂埃、振動、工事中の騒音が、近隣住民の生活に大
きく長期間影響することが考えられます。また、現在、
北海道新幹線延長にかかる工事で出る残土などの産業
廃棄物を、どこで処理するかが問題になっています。こ
の計画でも、施工期間や稼働期間中の機材取り替え、稼
働終了後には大量のゴミが出ることが容易に想像でき
ます。これらは、土に還ることはなくどこかで埋め立て
処分です。森を切り倒された後に、ゴミも抱えるのが該
当地域の将来です。現在の法的には問題ありませんが、
全く環境に良いとは言えません。本当に、環境と人にや
さしい再生可能エネルギー施設をつくれるのか、ぜひ検
討してください。 

工事車両による沿道の近隣住民への環
境影響については、方法書以降の手続き
において、大型車両台数がピークとなる
時期を想定し適切に実施してまいりま
す。 
産業廃棄物については、法令に基づいて
適切に処理することとしております。稼
働終了後に撤去した部材については、可
能な限りリサイクルすることとしてお
ります。 

事業計画 6.責任をとるのは、未来の子どもたち 
前述のゴミ問題にしろ、破壊された自然環境にしろ、
後に責任をとるのは未来の子どもたちです。彼らには何
の罪も、意見を主張する機会もなかったのに、残ってい
るのは負の遺産だけ。そんな事態にはしたくないので、
みんなでよく話し合い、後世に豊かな環境をプレゼント
するには何がベストか、もう一度考えてみてください。
今、世界中で『サスティナビリティ』という言葉が一人
歩きしているように感じています。自社の商品をことば
巧みに宣伝しようと、本当は環境に配慮されていないの
に、なんだかカッコよくて良さそうなイメージをそれを
使って消費者に届けているように感じています。全ての
企業、団体、政府がそうではないと思いますが、貴社の
ホームページでも、サスティナビリティに関するポリシ
ーを見かけました。実際のところ、どうなのでしょうか。
持続可能な社会とは、貴社の目先の利益を 優先に考え
ることではなく、豊かな自然環境が 優先であってのこ
とではないでしょうか？今回の、大規模風力発電事業
が、貴社のサスティナビリティポリシーに反していない
か、矛盾していないか、もう一度見つめなおしていただ
けたら嬉しいです。ぜひ、一緒に、本当に持続可能な社
会をつくりあげていきましょう。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民
の皆様に事業計画及び環境影響評価結
果についてご説明させていただきなが
ら、ご理解いただけるよう事業計画の検
討を進めてまいります。 
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表 7.1-1(5) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

4 

動物 
(コウモリ) 

■1.コウモリ類について 
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。また害虫をたく
さん食べるので、人間にとっては益獣である。しかし風
力発電施設では、バットストライクが多数生じている。
NEDO の報告書(＊)によれば、実態把握サイト(風力発電
施設10サイト)におけるコウモリ類の推定死亡数は年間
502.8 個体とされ、これは、鳥類の年間推定死亡数(257.6
羽)のおよそ 2 倍になる。 
*平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書 風力発電等導
入支援事業 環境アセスメント調査早期実施実証事業
環境アセスメント迅速化研究開発事業(既設風力発電施
設等における環境影響実態把握I報告書)P.213.NEDO,20
18. 

専門家の助言及び 新の知見をふまえ、
現地調査及び環境影響に関する予測評
価を実施し、必要に応じて環境保全措置
を検討いたします。 

■2.コウモリ類について 
コウモリ類はウィルスの自然宿主としても知られる。仮
にウィルスを保有したコウモリ類の死骸を、スカベンジ
ャー(タヌキやキツネ、カラスなど)が捕食した場合、ウ
ィルスがコウモリ類⇒スカベンジャー⇒家畜・ペット⇒
ヒトへ感染するおそれがある。世界中で蔓延するコロナ
ウィルス(COVID-19)の脅威を鑑みれば、全体に『風力発
電施設でコウモリ類を殺すべきではない』。 

専門家の助言及び 新の知見をふまえ、
現地調査及び環境影響に関する予測評
価を実施し、必要に応じて環境保全措置
を検討いたします。 

■3.コウモリ類の調査について 
方法書以降で現地調査により、コウモリ相(どんな種類
のコウモリが生息するか)を調べると思うが、相調査だ
けではバットストライクの影響予測や保全措置に必要
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、調査の重点化を行うべきではないのか。 

コウモリ類への影響につきましては、専
門家の助言及び 新の知見をふまえ、現
地調査及び環境影響に関する予測評価
を実施し、必要に応じて環境保全措置を
実施いたします。 

■4.バットディテクターの探知距離について 
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。よって風況観測塔(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
音バットディタクター)の延長マイクを設置し、高高度
におけるコウモリの音声を自動録音するべきではない
のか。これらは、すでに欧米や国内でも行われている調
査手法である。 

コウモリ類の現地調査の一つの手法と
して、風況観測塔における録音調査を実
施いたします。 

■5.バットディテクターの機種について 
・ヘテロダイン方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べきではないのか。 
・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
調査するべきではないのか。 
・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、同日に行うべきでない(捕獲調査日の録音デー
タは使用しないこと)。 

コウモリ類の現地調査にあたっては、周
波数解析が可能なフルスペクトラム方
式を使用する予定です。また、種の同定
及び調査日程については、いただいた意
見を参考に、専門家の助言をふまえ、適
切に対応いたします。 
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表 7.1-1(6) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

4 

動物 
(コウモリ) 

■6.コウモリの捕獲調査について 
・コウモリ類について配慮のかけた不適切な捕獲を行う
業者がいる。よってコウモリの捕獲及び許可申請の際に
は必ず「コウモリ類の専門家」の指導をうける(うけさ
せる)べきだ。 
・6 月下旬－7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期にあた
るため、捕獲調査は避けるべきではないのか。 
・ハープトラップは高空を飛翔するコウモリを捕獲でき
ないので、カスミ網も併用するべきではないか。 
・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性別、年
齢、体重、前腕長等を記録し、すみやかに放獣するべき
ではないか。 
・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大きいの
で、ハープトラップは、かならず夜間複数回見回るべき
だ(夕方設置して、見回りせずに朝方回収などというこ
とを絶対に行わないこと)。 
・捕獲した個体を持ち帰り飼育しないこと。 
・捕獲した個体を素手で扱わないこと。 
・冬眠中の個体を絶対に覚醒させないこと。 
・冬眠中の個体を絶対に捕獲しないこと。 

コウモリ類の調査方法につきましては、
いただいたご意見を参考に、調査時期及
び調査に用いる機材も含め、専門家の助
言をふまえ、適切に対応いたします。 
また、調査にあたっては、鳥獣保護管理
法等の各種法令を遵守して実施いたし
ます。 

■7.「回避」と「低減」の言葉の定義について 1 
「影響の回避」と「影響の低減」についての定義を述べ
よ。 

「影響の回避」とは、事業に伴って生じ
ると予測される環境影響に対し、事業計
画の変更も含め、影響発生要因をなくす
こと、あるいは保全対象から十分な離隔
を確保することなどの対応を図ること
と考えています。一方「影響の低減」と
は、事業に伴って生じると予測される環
境影響について、その程度を可能な限り
小さくするため、事業計画の見直しも含
め、対策を検討、適用することと考えて
います。 

■8.「回避」と「低減」の言葉の定義について 2 
事業者らは今後、コウモリ類への影響に対して「ライト
アップをしない」ことを掲げるかもしれないが、「ライ
トアップをしない」ことは影響の『回避』措置であり、
『低減』措置ではない。「ライトアップしないこと」に
より「ある程度のバットストライクが『低減』された事
例」は、これまでのところ一切報告がない。これについ
て、事業者の見解とその理由を述べよ。 

「ライトアップしない」ことはコウモリ
類の餌となる昆虫類が風力発電機に誘
引される原因の一つを取り除くことで、
餌を追って飛来するコウモリ類が風力
発電機近くを飛翔する頻度を低下させ
ることを期待しております。風力発電機
近くにおけるコウモリ類の飛翔を完全
になくすことは難しいと考えており、
「回避」でなく「低減」に該当するもの
と理解しています。 

■9.回避措置(ライトアップの不使用)について 
ライトアップをしていなくてもバットストライクは発
生している。これは事実だ。ライトアップは昆虫類を誘
引するが、だからといって「ライトアップをしないこと」
により「コウモリ類の誘引を完全に『回避』」できるわ
けではない。完全に『回避』できないのでバットストラ
イクという事象、つまり「影響」が発生している。アセ
スメントでは影響が『回避』できなければ『低減』する
のが決まりである。よって、コウモリ類について影響の
『低減』措置を追加する必要がある。 

影響の『低減』措置の追加については、
今後の現地調査により得られたコウモ
リ類の出現状況等をもとに、専門家等の
助言もふまえながら検討いたします。 

■10.コウモリ類の保全措置(回避)について 
樹林内に建てた風力発電機や、樹林(林縁)から 200m 以
内に建てた風力発電機は、バットストライクのリスクが
高いことが、これまでの研究でわかっている。低空(林
内)に飛翔するコウモリでさえ、樹林(林縁)から 200m 以
内ではバットストライクのリスクが高くなる。よって風
力発電機は、樹林から 200m 以上離して設置すること。

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ、検討いたします。 
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表 7.1-1(7) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

4 

動物 
(コウモリ) 

■11.コウモリの保全措置(低減措置)は「カットイン風
速の値を上げること及びフェザリング」が現実的 
「コウモリの活動期間中にカットイン風速(発電を開始
する風速)の値を上げること及び低風速時にフェザリン
グ(風力発電機のブレードを風に対して並行にし回転を
止めること)を行うこと」がバットストライクを低減で
きる、「科学的に立証された保全措置※」である。よっ
て、必ず実施して頂きたい。 
※ Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in 
Speed to Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities 
Final Report, Edward B. Arnett and Michael 
Schirmacher. 2010 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ、検討いたします。 

■12.「バットストライクに係る予測手法」について経
済産業大臣に技術的な助言を求めること 
「既に得られている 新の科学的知見」によれば、バッ
トストライクに係る調査・予測手法は欧米では確立され
ている技術である。しかしながら日本国内では、ブレー
ド回転範囲におけるコウモリ類の調査が各地で行われ
ながらも、「当該項目について合理的なアドバイスを行
えるコウモリ類の専門家」の絶対数は少なく、適切な調
査・予測及び評価を行えない事業者が散見される。事業
者がヒアリングするコウモリ類の専門家について、仮に
「地域のコウモリ相について精通」していたとしても、
「バットストライクの予測」に関しては、必ずしも適切
なアドバイスができるとは限らない。また、残念ながら
国内においてバットストライクの予測に関して具体的
指針は策定されていない。 
よって、仮に事業者が「国内ではバットストライクの予
測について標準化された手法は公表されていない」、「国
内ではコウモリ類の定量的予測は困難」と主張する場合
は、環境影響評価法第十一条第 2項に従い、経済産業大
臣に対し、「バットストライクに係る予測手法」につい
て「技術的な助言を記載した書面」の交付を求めること。

方法書に記載した調査・予測及び評価の
手法は、発電所アセス省令に示されてい
る選定の指針等に基づき検討し、コウモ
リ類の専門家の意見をふまえ検討して
おります。これらについては、今後、ご
意見等をふまえ、経済産業大臣によって
審査され、手法等について必要な勧告が
なされます。 
以上のとおり、方法書の審査結果をふま
えて、環境影響評価の項目等の選定を行
うことになりますが、その際、必要であ
ると認められた場合には、環境影響評価
法第 11 条第 2 項に従い、技術的な助言
を求める予定です。 

■13.「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しな
いのは、発電所アセス省令に反する行為で「不適切」 
国内の風力発電機施設において、バットストライクが多
数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし、国
内の風発事業者の中に「予測に不確実性が伴うこと」を
根拠に、適切な保全措置を実施(検討さえ)しない事業者
が散見される。 
「予測に不確実性を伴う」としても、それは「保全措置
を検討しなくてよい」根拠にはならない。なぜならアセ
ス省令によれば「影響がない」及び「影響が極めて小さ
い」と判断される以外は環境保全措置を検討すること、
になっているからだ。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ、検討いたします。 

■14.「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しな
いのは「不適切」2 
国内の風力発電施設において、バットストライクが多数
生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の
風発事業者の中に「影響の程度(死亡する数)が確実に予
測できない」ことを根拠に、適切な保全措置を実施(検
討さえ)せず、事後調査に保全措置を先送りする事業者
が散見される。 
定性的な予測であれば、国内外の風力発電施設において
バットストライクが多数発生しており、『コウモリ類へ
の影響はない』『コウモリ類への影響は極めて小さい』
とは言い切れない。アセス省令による「環境保全措置を
検討する」段階にすでに入っている。 
よって、本事業者らの課題は、「死亡するコウモリの数」
を「いかに不確実性を伴わずに正確に予測するか」では
なく、「いかにコウモリ類への影響を回避・低減するか」
である。そのための調査を「準備書までに」実施して頂
きたい。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 
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表 7.1-1(8) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

4 

動物 
(コウモリ) 

■15.環境保全措置は「コウモリを殺す前から実施して
ほしい」 
本事業者である「双日株式会社」及び委託先の「建設環
境研究所」は「環境影響を可能な限り回避・低減すべく
環境保全措置を実施する」つもりがあるのだろうか？上
記のコウモリの保全措置(「カットイン風速の値を上げ
ること及び低風速時のフェザリング」)については、「事
業者が実施可能」かつ「 新の知見に基づいた」コウモ
リ類への環境保全措置である。よって「コウモリ類を殺
す前」、すなわち「事後調査の前から」実施して頂きた
い。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 

■16.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイ
ン風速未満であってもブレードは回転するのか？ 

現時点では、採用する風力発電機の機種
は決定しておりません。方法書以降の手
続きにおいて、環境影響を考慮し、機種
を検討いたします。 

■17.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイ
ン風速を任意に変更できるのか？ 

現時点では、採用する風力発電機の機種
は決定しておりません。方法書以降の手
続きにおいて、環境影響を考慮し、機種
を検討いたします。 

■18.本事業で採用する予定の風力発電機は、弱風時に
フェザリング(風力発電機のブレードを風に対して並行
にし回転を止めること)を実行できるのか？ 

現時点では、採用する風力発電機の機種
は決定しておりません。方法書以降の手
続きにおいて、環境影響を考慮し、機種
を検討いたします。 

■19.「環境保全措置」の定義について 
事業者らは、環境アセスメントにおける「環境保全措置」
とは何か、理解しているか。「環境保全措置」の定義及
び実施基準を述べよ。 

「環境保全措置」とは、発電所アセス省
令第 28 条第 1 項の記載より、「環境影響
をできる限り回避し、又は低減するこ
と、必要に応じ損なわれる環境の有する
価値を代償すること及び当該環境影響
に係る環境要素に関して国又は地方公
共団体による環境の保全の観点から施
策によって示されている基準又は目標
の達成に努めることを目的として行う
環境の保全のための措置」のことです。
また、環境保全措置は、環境影響がない
と判断される場合及び環境影響の程度
が極めて小さいと判断される場合以外
に検討するものです。 

■20.「事後調査」の定義について 
事業者らは環境アセスメントにおける「事後調査」とは
何か、理解しているか。「事後調査」の定義及び実施基
準を述べよ。 

「事後調査」とは、発電所アセス省令第
31 条第 1項の記載より、「対象事業に係
る工事の実施中及び供用開始後の環境
の状況を把握するための調査」のことで
す。また、事後調査は、次のいずれかに
該当する場合において、当該環境保全措
置の実施に伴い生ずるおそれのある環
境影響の程度が著しいものとなるおそ
れがあるときに行います。 
1.予測の不確実性の程度が大きい選定
項目について環境保全措置を講ずる場
合 
2.効果に係る知見が不十分な環境保全
措置を講ずる場合 
3.工事の実施中及び土地又は工作物の
供用開始後において環境保全措置の内
容をより詳細なものにする場合 
4.代償措置を講ずる場合であって、当該
代償措置による効果の不確実性の程度
及び当該代償措置に係る知見の充実の
程度をふまえ、事後調査が必要であると
認められる場合 

  



7-12 

(384) 

表 7.1-1(9) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

4 

動物 
(コウモリ) 

■21.「事後調査」の定義について 2 
念のため確認しておく。発電所アセス省令によれば、「事
後調査」は「環境保全措置」ではないが、事業者らは理
解しているか。 

「事後調査」とは、発電所アセス省令第
31 条第 1項の記載より、「対象事業に係
る工事の実施中及び供用開始後の環境
の状況を把握するための調査」のことで
あり、「環境保全措置」ではないと理解
しております。 

■22.環境保全措置の実施時期について 
上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保全
事例が少ないので、(カットイン風速の値を上げる)保全
措置は実施しない(事後調査の後まで先延ばしにする)」
といった回答するかもしれないが、すでに保全措置を行
う先進的事業者もいる。環境保全措置は安全側にとるべ
きである。 
保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせずに、「コ
ウモリを殺す前から」実施することが重要であると思う
が、これについて、事業者の見解とその理由を述べよ。

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 

■23.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」
実施すること 
上記について「国内におけるコウモリの保全事例が少な
いので(カットイン風速の値を上げる)保全措置は実施
しない(大量に殺した後に検討する)」といった回答をす
る事業者がいたが、仮に国内事例が少なかろうが、「適
切な保全措置の実施」は十分可能である。本事業者の真
摯な対応を期待する。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 

■24.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」
実施すること 2 
そもそも「コウモリに影響があることを知りながら適切
な保全措置をとらない」のは、未必の故意、つまり「故
意にコウモリを殺すこと」に等しいことを先に指摘して
おく。仮に事業者が「適切な保全措置を実施しないでコ
ウモリを殺してよい」と主張するならば、自身の企業倫
理及び法的根拠を必ず述べるように。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 

■25.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」
実施すること 3 
今後、事業者は「バットストライクの予測には不確実性
が伴うので、事後調査を行い、保全措置を検討する」な
どの主張をするかもしれない。 
この「バットストライクの予測には不確実性が伴うの
で、事後調査を行い、保全措置を検討する」という主張
には、「予測に不確実性が伴う場合は、適切な保全措置
を先のばしにしてもよい」という前提が隠れている。し
かし発電所アセス省令に「予測に不確実性が伴う場合
は、適切な保全措置を先延ばしにしてもよい」という記
載はないことを先に指摘しておく。これについて、事業
者の見解とその理由を「丁寧に」述べよ。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 

■26.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」
実施すること 4 
今後、事業者は「国内においてコウモリ類の衝突実態は
不明な点も多く、保全措置についても検討され始めた段
階だ。よって事後調査を行い、保全措置を検討する」な
どの主張をするかもしれない。 
国内では 2010 年からバットストライクが確認されてお
り(環境省自然環境局野生生物課、2010、風力発電施設
バードストライク防止策実証業務報告書)、「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(環境省、
2011)」にもコウモリ類の保全措置が記載されている。
「コウモリの保全措置が検討され始めた」のは 近の出
来事ではない。また、仮に「国内で保全措置が検討され
始めた」からといって、それが「国内の風発事業者が適
切な保全措置を先のばしにしてよい」という根拠にはな
らないことを先に指摘しておく。これについて、事業者
の見解とその理由を「丁寧に」述べよ。 

環境保全措置の内容につきましては、今
後実施する現地調査結果に基づいて予
測及び評価を行い、専門家等の助言もふ
まえ検討いたします。 

その他 ■27.意見は要約しないこと 
意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要約
することで貴社の作為が入る恐れがある。 
事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

いただいたご意見につきましては、全文
を掲載しております。 
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表 7.1-1(10) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

5 

事業計画 1.基本的な考え方 
・風力発電施設(以下、風車という)の導入は地球
温暖化対策等に果たす役割や重要性があるとい
う国の見解ではあるが、他の風力発電事業を含
め、石狩管内から余市町にかけて覆うような風車
建設計画全体に対しては、様々な問題があると考
えます。加えて、現状ではこの地域において、豊
かな生態系が織りなす景観の重要性が十分に認
識されておらず、また全ての動植物等の生態につ
いて明らかになっていない部分が多いものと考
えます。 
・このような中で、大型で大規模な風車建設が石
狩から余市町まで連なることにより、今後、永き
に渡り同地域において利用可能な観光資源とし
ての自然環境を大きく損なう恐れがあると懸念
します。 

再生可能エネルギーである風力による電気を
供給することにより、我が国のエネルギー自給
率の向上、地球温暖化防止への寄与、風力発電
を通じて地域の活性化への貢献及び地域との
共存を目指して取り組んでおります。 
風力発電事業の利点を発揮するために、環境影
響評価手続きを通じて、環境影響を低減させる
ための措置を講じてまいります。 

公告・縦覧 2.縦覧方法 
・環境影響評価図書の公開のあり方、一般住民へ
の説明のあり方に問題があることから、事業に対
して地域住民による理解が不十分なため、事業実
施後に混乱が起こることが懸念されます。また縦
覧時、複写及び貸出しができないため 300 ページ
を超える環境影響評価図書を縦覧しながら意見
書を作成することは現実的な方法ではなく、常識
を逸脱するものであると考えます。 

配慮書の縦覧につきましては、北海道新聞小後
版、広報おたる及び広報よいちにて周知いたし
ました。また、事業実施想定区域周辺の自治会
の皆様へは、縦覧及び配慮書についての資料を
回覧させていただきました。方法書以降の手続
きにおきましても、引き続き、各関係自治体の
ご協力をいただきながら周辺地域の方々への
周知に努めてまいります。 
いただいたご意見をふまえ、方法書の縦覧場所
につきましては、各関係自治体のご協力のも
と、配慮書手続きの縦覧場所に加え、土日祝日
の縦覧が可能な場所での縦覧を実施するとと
もに、電子縦覧につきましても、縦覧期間中に
おいて文書ファイルのダウンロード及び印刷
を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につきまし
ては、環境省ホームページの「縦覧期間終了後
の環境影響評価図書の公開」にて掲載し、方法
書の縦覧及び意見書提出期間まで閲覧いただ
けるようにいたしました。 

意見書 3.意見書の提出方法 
・意見書の提出について、意見書様式に従い、縦
覧場所に備付けの意見書箱に投函か、問い合わせ
先へ郵送との事であるが、メールでの受付をする
ように改善すべきです。 

意見書の提出方法につきましては、「発電所に
係る環境影響評価の手引(令和 2 年 3 月、経済
産業省産業保安グループ電力安全課)」に基づ
き、原則、郵送又は意見箱への投函としており
ます。 

公告・縦覧 4.周知 
・環境影響評価図書の縦覧と意見書募集につい
て、広範囲に周知することを考え、チラシ配布等
や、関係機関の HP 掲載などの協力を得ることで、
より多くの人に周知するように努めるべきです。

配慮書の縦覧につきましては、北海道新聞小後
版、広報おたる及び広報よいちにて周知いたし
ました。また、事業実施想定区域周辺の自治会
の皆様へは、縦覧及び配慮書についての資料を
回覧させていただきました。方法書以降の手続
きにおきましても、引き続き、各関係自治体の
ご協力をいただきながら周辺地域の方々への
周知に努めてまいります。 
いただいたご意見をふまえ、方法書の縦覧場所
につきましては、各関係自治体のご協力のも
と、配慮書手続きの縦覧場所に加え、土日祝日
の縦覧が可能な場所での縦覧を実施するとと
もに、電子縦覧につきましても、縦覧期間中に
おいて文書ファイルのダウンロード及び印刷
を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につきまし
ては、環境省ホームページの「縦覧期間終了後
の環境影響評価図書の公開」にて掲載し、方法
書の縦覧及び意見書提出期間まで閲覧いただ
けるようにいたしました。 
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表 7.1-1(11) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

5 

公告・縦覧 5.縦覧場所 
・環境影響評価図書の縦覧場所(小樽市役所・
余市町役場などの行政機関)が土日・祝日・夜
間に閉鎖されているため、平日の日中に仕事を
している住民などが閲覧することは困難であ
ることから、土日・祝日・夜間に開館している
公共施設を縦覧場所として増やすべきである。

方法書の縦覧場所につきましては、ご意見をふま
え、各関係自治体のご協力のもと、配慮書手続き
の縦覧場所に加え、土日祝日の縦覧が可能な場所
での縦覧を実施することといたしました。 

公告・縦覧 6.オンラインでの閲覧方法 
・多数の意見を求めるためには、環境影響を適
切に評価するうえで極めて重要であることか
ら、閲覧期間に限らず、随時、公共施設やイン
ターネットで閲覧可能にすべきであり、図書の
信頼性の確保するためには、透明性・公平性が
不可欠です。 

既に縦覧期間終了済の配慮書につきましては、環
境省ホームページの「縦覧期間終了後の環境影響
評価図書の公開」にて掲載し、方法書の縦覧及び
意見書提出期間まで閲覧いただけるようにいた
しました。 

公告・縦覧 7.縦覧、オンラインでの閲覧 
・上記様々な制約について配慮書の著作権は否
めないが、公開する意味は広く周知する事や、
それによって意見書を提出するためのもので
す。しかし様々な条件を付すことに企業として
の真摯な対応が全く感じられません。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電子縦覧に
つきましては、縦覧期間中において文書ファイル
のダウンロード及び印刷を可能といたしました。
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につきまして
は、環境省ホームページの「縦覧期間終了後の環
境影響評価図書の公開」にて掲載し、方法書の縦
覧及び意見書提出期間まで閲覧いただけるよう
にいたしました。 

騒音・ 
超低周波音 

8.騒音、低周波音及び超低周波音による影響 
・事業実施想定区域は、環境保全の配慮が特に
必要な施設である、福祉施設(小樽市)まで約
2,820m また、一番近い教育施設の北照高校(小
樽市)まで約 2,530m、 も近い住宅等(余市町)
まで約 590m、さらに 3km 以内には数多くの住宅
や事業所、教育機関、医療機関等と多くの施設
が近接されています。 
道内の研究機関によると 2018 年石狩湾新港周
辺 4事業による累積的影響評価を行った結果、
石狩市・札幌市・小樽市において多くの住民に
圧迫感・振動感を感じさせ、睡眠障害の疾患も
生じ得るという結果が予測されています。 
これらのことから、 新の知見等の情報に基づ
いた確実な方法により調査、予測を実施して、
影響の回避を必ず行うべきです。今後もし、完
成し稼働するようなことがあるならば、1 年間
に 4 回以上のヒアリングをメインとした調査
を、全ての住民や事業所の従業員等に必ず行う
と同時に、健康調査を行い調査結果が様々悪影
響を与えている場合は、発電事業を中止すべき
です。 

住民の方よりご意見等をいただいた場合は、必要
に応じて調査を実施し、状況とその要因を明らか
にし、その結果、本事業の影響による健康被害が
明らかになった場合には、適切に対応させていた
だきます。 

景観 9.景観 
・周囲は、環境の保全を目的とする法令等によ
り指定された景観計画地域であり、景観を保全
すべき場所でもあります。また、小樽、余市を
はじめ札幌市からも多くの登山客が訪れ、天気
の良い日には羊蹄山を望むことができる塩谷
丸山などの景勝地が多々あります。 
国策として推進している風力発電事業ですが、
風車が立ちはだかる圧迫感のある状態になる
ことから、景勝地や都市部からの距離が近い場
所での風車の建設は避けるべきです。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺望点の調
査、フォトモンタージュ作成による予測及び評価
を実施し、併せて眺望点の利用状況や眺望景観の
状況をふまえ、事業計画を検討いたします。 

・景観の評価は様々な観点からすべきであり、
一つの指針に依存するのではなく、観光業者や
自然保護団体などから幅広い意見を聞きなが
ら、協議会を設立しその中で議論をし、地域の
環境と意向を十分に勘案したうえで、その影響
を評価すべきです。 

本事業は、環境影響評価法の審査手続きに従い環
境影響評価を実施いたしますが、周辺住民の皆
様、各関係機関に広くご理解いただけるよう事業
計画及び環境影響評価についてご説明し、広くご
意見をいただきながら進めてまいります。 
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表 7.1-1(12) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

5 

動物 
(鳥類) 

10.鳥類 
・事業実施想定区域北側の上空を飛翔する動物として、
イヌワシ・クマタカの生息が確認されている。 
また、事業実施想定区域全域は、海鳥の繁殖地となって
おり、センシティビティマップでは、注意喚起レベル
A3・C となっていることから、事業実施想定区域周辺お
よび海岸・海域を利用する種は、事業実施想定区域上空
を飛翔する可能性がある。そのため、事業による施設の
稼働による影響を受ける可能性があるため、風車の建設
を避けるべき場所で、影響の評価に当たっては、レーダ
ーを含む調査を行い、その影響を適切に評価すべきで
す。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

環境影響 
評価 

11.累積的影響の評価 
・石狩管内から余市町にかけて様々な風力発電の計画が
進められている事から、累積的影響を評価すべきです。

本事業の周辺で計画中の風力発電事業
との累積的影響につきましては、環境影
響評価図書等の公開情報の収集及び他
事業者との情報交換等に努め、その影響
予測が必要であると判断した場合は適
切に調査、予測及び評価を実施いたしま
す。 

環境影響 
評価 

12.協議会 
・これらの調査結果の評価は、環境影響評価だけでなく、
野鳥保護団体や山岳会など地元の団体、観光関係者や地
元自治体などを含めた開かれた協議会の場で行うべき
です。 

本事業は、環境影響評価法の審査手続き
に従い環境影響評価を実施いたします
が、周辺住民の皆様、各関係機関に広く
ご理解いただけるよう事業計画及び環
境影響評価についてご説明し、広くご意
見をいただきながら進めてまいります。

事業計画 13.以上のことから、この計画は地域住民やこの地域の
自然景観や自然環境を愛する多くの人々に十分な説明
を行い、住民参加・合意形成をじっくり計って進める姿
勢が取られているとは言い難く、また、一部の町内会だ
けに先行し事前説明会を行うようなことはせず、今後計
画を進めるに当たってはより一層の住民参加・合意形成
を計る努力を行うことが必要であり、もしその意思がな
いのであれば計画は撤回するべきです。 

配慮書手続きでは、風力発電機の配置計
画等の詳細な事業計画は検討中のため、
まず、近隣住民の方へ事業の概要につい
てご説明させていただきました。方法書
以降の手続きにおいては、広くご意見を
いただけるよう住民説明会を実施し、事
業計画及び環境影響評価についてご説
明いたします。 

事後調査 14.環境影響評価による影響の予測が正しいものであっ
たかを検証するため、実際に風力発電施設を建設した場
合には事後調査を実施することをその内容も含めて今
後の環境影響評価図書で明記し、この事後調査により予
測以上の影響評価があった際には事業を停止し、事業者
の負担により完全に元の環境を復元することも明記す
る必要があります。 

事後調査につきましては、今後の環境影
評価の結果及び専門家等からご助言を
ふまえ検討してまいります。 
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表 7.1-1(13) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

6 

事業計画 ・北海道は、電気が不足していません。足りています。 再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するも
のとすべく、事業の二酸化炭素削減効果
については弊社内で検討をした上で、計
画を進めております。 

生態系 ・北海道の素晴らしいところは、自然が豊かで、野生動
物も植物も生きていることです。事業実施区域も、大部
分が重要な自然環境のまとまりの場である保安林であ
るとともに、植生自然度 9の自然林が広く分布している
貴重な場所です。大事に残したい場所です。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

騒音・ 
超低周波音 

・風車設置予定の場所として尾根をあげていますが、東
伊豆町では、尾根に建設された風車の為に、騒音、低周
波による健康被害が住民にでています。 

方法書以降の手続きにおいて、特に配慮
が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の配置を検討い
たします。また、国による基準・指針や、
報告書等の 新の知見をふまえて環境
影響評価を実施してまいります。 

景観 ・風車は景観をこわします。夜間も光を発します。 
自然を守り、後世に残す為、風車の設置をやめて下さい。
北海道に住んでいる住民の気持になって下さい。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

7 

事業計画 北海道風車マップを見ると、数の多さに驚かされる。震
災後の節電も忘れられたのだ。新幹線やリニヤなど、多
量の電気が使われる。あればとことん使うのだ。なけれ
ばそれなりの生活をするのに。企業も儲かると思えば、
事業を拡大してくのだろう。 
小樽の電気はどこで使われるのか、私は知らない。ウォ
ッシュレット、食器洗い、球場や競技場のライト？それ
らの為に、CO2 を吸収し、温暖化防止に役立っている、
山間部の樹木を皆伐し、道をつけ、巨大な穴を掘り、景
観を壊し、多種多様の生きものの棲息地を奪う。春の光
に命の輝きを放っているこの時季に生きものたちの行
き末を思うと切なくなる。他に適地はないのだろうか？

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民
の皆様に事業計画及び環境影響評価結
果についてご説明させていただきなが
ら、ご理解いただけるよう事業計画の検
討を進めてまいります。 

事業計画 ひとは、利便性と、効率と快適さを求めすぎ、空気を汚
し、ごみを膨した。今、行き場のない、残土と、ゴミは
田舎に捨てられている。物を作って、経済を回すのは限
界に近いであろう。 
風車は何年稼働できるのであろうか？使用後はどこに
廃棄するのか？これからの事業は、そこまで考える必要
がある時代に入っている。 
コロナを機に、みんな少しずつ節電すればいいと思う。
クリーンで自然にも優しいエネルギーが、人の英知で見
つけ出されるまで。 
素敵な大地を共に愛しみ、豊かさを持続させることがで
きるように祈っている。 

再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
風力発電事業の利点を発揮するために、
環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。 
また、風力発電機の撤去時には、廃棄物
処理法に基づき、リサイクル材料を分別
し、中間処理施設等で適切に処理いたし
ます。 
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表 7.1-1(14) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

8 

騒音・ 
超低周波音 

1.健康影響について 
単機 4,300kW・ 大 27 基、出力 大 11.61 万 kW の計画
では、少なくとも事業実施区域周辺 5km は、騒音・超低
周波音の危険エリアになると想定しなければならない。
10km 周辺まで配慮が必要である。 寄り住宅との距離
560m、 寄り教育施設の北照高校まで 2,530m、 寄り福
祉施設シルバーハイツまで 2,820m は近すぎる。特に、
寄り住宅がある集落は谷間にあるので、低周波音・超

低周波音が反射し共鳴がおこり被害が発生することが
強く予想される。人口が密集している市街地は 1.5km 程
離れたところから周辺の余市町、小樽市に分布している
ので、より多数の人々への影響も予想されるので、中止
するべきである。 

方法書以降の手続きにおいて、特に配慮
が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の配置を検討い
たします。また、騒音及び超低周波音に
ついて、 新の知見をふまえて適切に環
境影響評価を実施してまいります。 

生態系 2.自然環境の破壊について 
事業実施区域内には植生自然度9の自然林が広く分布し
ている。植林した二次林もあるが、褐色森林土に覆われ
た豊かな森林地帯である。水源涵養保安林指定区域にも
なっている。ふごっぺ川や塩谷川、蘭島川、勝納川の水
源林となっており、これらの川は海に注ぎ、ニセコ積丹
小樽海岸国定公園の豊かな海を支えている。国立公園部
の海では各種の漁業が行われている漁場になっており、
この漁場を支える森にもなっていることを真摯に受け
止めてほしい。毛無山周辺の山林を伐る行為は周辺の国
定公園および漁場を傷める行為であることを考えてほ
しい。北海道民として風車建設は反対する。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

3.人と自然との触れ合いの活動の場 
p.126 でおたる自然の村があげられている。ここにある
「おこばち山荘」は、小樽市、石狩市、札幌市等、周辺
の小学校の宿泊研修で大いに利用されている。小学校ば
かりでなく大人から子どもまで広い年代層が宿泊しな
がら周囲の豊かな自然を学ぶ場として活用している。こ
ことの距離は 900m で、これは大問題である。中止する
べきである。 

人と自然との触れ合いの活動の場につ
きましては、方法書以降の手続きにおい
て、現地調査に加えて各関係機関から情
報収集を行うなど詳細に確認を行い、ご
意見をいただきながら環境影響評価を
実施し、事業計画を検討いたします。 

景観 4.景観破壊について 
周辺にある主要眺望点として、天狗山展望台、毛無山展
望台があり、これらを小樽市は重要展望地点として定め
ている。ここからの 360 度の眺望を小樽市は守りたいと
決めている。北海道自然環境保全指針では、身近な自然
地域として「丸山」「おたる自然の村」を選定している。
「丸山」は眺望に優れていることが評価されている。小
樽市景観計画において、工作物は「塔などは、主要な眺
望地点からの景観を阻害しないよう努める」としてい
る。今回の事業はこれらのことと全く反することであ
る。中止するべきである。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

地形及び 
地質 

5.土砂災害危険箇所 
事業実施区域は「土石流危険渓流」に指定されている部
分を含んでいる。 近の気象の傾向として短時間に大量
の降雨が発生しているので、このような場所での風車建
設は中止するべきである。災害が起きた時にどのように
補償するつもりなのか。漁業への影響も大きいと思う。
止めてもらいたい。 

方法書以降の手続きにおいて、風力発電
機の配置位置、既存林道の拡幅及び新規
道路の設置を検討する際には、土砂災害
に係る区域指定等に留意し、必要に応じ
て砂防、地すべり、森林防災等の土砂災
害関係の専門家等の指導・助言を受ける
ことを検討してまいります。 

公告・縦覧 6.電子縦覧をダウンロード可に 
道内事業者によるアセス書縦覧では、電子縦覧を実施
し、ダウンロード・印刷可としているところがある。法
アセス案件について、環境省や北海道知事意見でこのこ
とを求めている。日中、勤務する人への配慮、また、ア
セス書の理解を深める配慮の視点から、電子縦覧(ダウ
ンロード・印刷可)は必要である。正しい事業を進めて
いるのなら情報の公開に躊躇する理由はないはずであ
る。改善を求める。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電
子縦覧につきましては、縦覧期間中にお
いて文書ファイルのダウンロード及び
印刷を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 
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表 7.1-1(15) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

9 

事業計画 今回の建設計画では、まったく時代に逆行した愚かな計
画と断じざるを得ない暴挙です。地球温暖化の防止に向
けて、日本中が取り組んでいる 中に温室効果ガスを
も有効に削減している森林を大きく損失させるこのよ
うな事業は即刻中止するように要望します。 

再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
風力発電事業の利点を発揮するために、
環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。 
なお、実際に伐採を行うのは風車配置位
置及びメンテナンス路、設備部材の搬入
路に係る部分となります。また、今後事
業計画を検討する上で、可能な限り伐
採・改変範囲を低減するよう努めてまい
ります。 
また、本事業を地球温暖化防止に寄与す
るものとすべく、事業の二酸化炭素削減
効果については弊社内で検討をした上
で、計画を進めております。 

植物 図 3.1-27 にもあるとおり植生自然度(広域)は 6 から 9
と高い場所であり尚更そのまま手を付けずに残すべき
である。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

動物 
(鳥類) 

小樽市の鳥「アオバト」は植物食で木の実を好んで食す
る野鳥であるが建設予定地にも多数が飛来して生息し
ている。せっかく市の鳥として指定しているからには、
生息を脅かすような施設は建てるべきではない。 
むしろ森林の鳥である市の鳥「アオバト」を積極的に増
やすべく努力するとともに生息調査を2,3年かけて全域
で行うべきである。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

動物 
(鳥類) 

事業実施想定区域内にはノスリの渡り経路やハチクマ
の渡り経路も存在する可能性もあり、更にはオジロワ
シ、オオワシも塩谷湾から山沿いを内陸に向かって、飛
行することも十分にあり得るので十分な猛禽類の数年
( 低 2年間、毎月に 3から 4回程度)調査を行うよう要
望する。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

事業計画 今回の新型コロナウィルスの感染者数や死亡者数がア
メリカや欧米各国に比較して、低い数字で推移している
のは日本独特の森林を要した豊かな自然環境が大きく
寄与していると思っている。子供時代から自然の中で暮
らしてきた日本的な生活様式が大いに役立っているこ
とと、こういったことを考慮して、日本の将来のために
も豊かな自然環境を、このまま残して欲しい。 

環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。 

10 

事業計画 子ども達も含めて小樽はみんなが観光や学校行事で利
用する町です。 
宿泊学習のおこばち山荘も昔から利用されています。 
登山も、スキーも、遊覧船も利用されています。 
今なぜここに風力発電建設なのか全く理解できません。
国有林を伐採して、土砂災害を引き起こすことは本州の
風力発電ですでにわかっていることです。坂のまち小樽
でとんでもない事業計画です。 
札幌市民であっても小樽は歴史ある街で、たびたび訪れ
ています。 
石狩市の風力発電の近くに行くとひどい圧迫感を感じ
ます。 
山の尾根から低周波音の被害が甚大になります。 
絶対に風力発電計画には反対です。やめてください。 

環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。また、国有林につきましては、
北海道森林管理局及び石狩森林管理署
の指導を仰ぎながら、災害防止の措置を
含めた事業計画を検討いたします。 
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表 7.1-1(16) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

11 

事業計画 もうすでに電気は余っています。必要のない電気はいり
ません。 
国有林を伐採して、土砂災害を引き起こすことが目に見
えています。 
坂のまち小樽でとんでもない事業計画です。 
小樽で主要な産業である観光に大打撃です。スキー場や
登山、遊覧船などに巨大風力発電はマイナスでしかあり
ません。 
石狩在住で、冬中低周波音被害に苦しんでいました。住
民を苦しめないでください。 
自然を破壊して地球を守ることはできません。風力発電
事業は絶対にやめてください。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民
の皆様に事業計画及び環境影響評価結
果についてご説明させていただきなが
ら、ご理解いただけるよう事業計画の検
討を進めてまいります。 
また、国有林につきましては、北海道森
林管理局及び石狩森林管理署の指導を
仰ぎながら、災害防止の措置を含めた事
業計画を検討いたします。 

12 

景観 1.計画全般について 
・私は 18 歳まで小樽市で育ちました。小樽市民にとっ
て、天狗山やその周辺の自然、おたる自然の村、おこば
ち山荘、塩谷丸山、毛無山の登山は、学校の宿泊研修や
遠足で行くとても身近で思い出深い自然環境です。春夏
秋冬、豊かな自然を楽しむことができ、またバードウォ
ッチングや山菜採りやキノコ採りなど、そしてレクレー
ション施設や森林浴が市民の心を癒しています。そのよ
うな、慣れ親しんだ自然の原風景の中に、突如巨大な風
車群が立ち並ぶということは、私だけではなく、たくさ
んの市民にとってとても唐突でショックが大きいもの
であること、また塩谷丸山の登山者は札幌からも毎年た
くさんきますが、その山頂から見る眺望、毛無山が一変
することへの抵抗感はいかほどかと思われます。そのよ
うな市民感情に一切配慮無く、このような計画が唐突に
公表されたことに、大変戸惑っています。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

事業計画 ・今計画の事業実施想定区域は、毛無山一辺です。配慮
書には「自然環境への配慮としては、検討対象エリアに
おける重要な自然環境のまとまりの場(現存植生図の自
然林)、尾根の状況及び既存林道を把握した上で、自然
林の分布面積の小さい尾根を確認し、さらに土地の改変
面積低減のため、利用可能な既存林道が多く含まれる範
囲を抽出した。なお、検討対象エリア内に含まれる保安
林については、その土地の利活用について、北海道森林
管理局と現在協議中である。」とあります。まず改変範
囲を少なくするために自然林の分布の少ないところや
林道が含まれる範囲とありますが、山に建つ風力発電機
は標高が高い尾根沿いに立ち並ぶのだと思います。その
尾根に、 高高さ 150m もの風力発電機を運び入れるに
は、林道や尾根の立木をかなり伐採しなければ不可能だ
と考えます。このエリアは国有林が多く、土砂災害危険
渓流もあると認識しています。まず国有林になぜこのよ
うな施設を建てることができるのか、落雷や事故、土砂
災害などによる倒壊など危険が大きすぎるため、この計
画は無謀であると感じざるを得ません。 

環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。また、国有林につきましては、
北海道森林管理局及び石狩森林管理署
の指導を仰ぎながら、災害防止の措置を
含めた事業計画を検討いたします。 
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表 7.1-1(17) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

12 

事業計画 ・「本事業は、再生可能エネルギーである風力による電
気を供給することにより、我が国のエネルギー自給率の
向上、地球温暖化防止への寄与、風力発電を通じて地域
の活性化への貢献及び地域との共存を目指して取り組
むものである」とあります。この目的は建前で、事業者
として大事なのは Fit 制度で売電が保証されるうちに、
風況がいい適地にスムーズに風車を建て、費用を回収
し、利益を生めばそれで安泰というのが本音ではないで
しょうか。まず、風力発電を数多く建てることで、化石
燃料による発電量が減っているという事実があるのな
らば、それを示していただきたいと思います。不安定で
小さな発電量しかない再エネを支えるために、火力発電
が調整電力として待機する必要があるのではないでし
ょうか。エネルギー総体における風力発電がどの程度
CO2 削減に寄与しているのかを、まずしっかり示してか
ら目的としてください。また、東京本社の大きなエネル
ギー商社が計画を立て、建設工事や、メンテナンスも地
元企業が行うわけではないのに、どのような地域の活性
化があるのでしょうか。田舎の山に風力発電を建ち並ば
せて、送電網につないで大都市への電気を送ること、そ
れがどのような地域貢献が期待できるのか教えていた
だきたいと思います。山を切り開き、20 年に渡り、停電
時にも、風がないと止まってしまう風力発電を見せられ
続け、低周波騒音や、景観、故障などの事故のリスクを
上回るどのようなメリットが地元にもたらせられるの
か教えていただけますようお願いいたします。 

北海道では、「北海道地球温暖化対策推
進計画における削減目標の改定」(平成
26 年 12 月、北海道)において、温室効
果ガス削減の新たな削減シナリオとし
て「新エネルギー導入拡大に向けた基本
方向」を策定しており、排出削減見込量
を 122 万 t-CO2 と記載しております。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するも
のとすべく、事業の二酸化炭素削減効果
については弊社内で検討をした上で、計
画を進めております。 
地域経済の活性化につきましては、関連
産業や雇用の創出等を想定しておりま
すが、具体的な方策などについては、今
後、地域の皆様のご要望をお伺いし協議
を進めながら決めていきたいと考えて
おります。 

公告・縦覧 2.縦覧方法 
・環境影響評価図書の公開のあり方、一般住民への説明
のあり方に問題があることから、事業に対して地域住民
による理解が不十分なため、事業実施後に混乱が起こる
ことが懸念されます。また縦覧時、複写及び貸出しがで
きないため300ページを超える環境影響評価図書を縦覧
しながら意見書を作成することは現実的な方法ではな
く、常識を逸脱するものであると考えます。 

環境影響評価図書につきましては、「発
電所に係る環境影響評価の手引」(令和
2年 3月、経済産業省産業保安グループ
電力安全課）に基づき、作成いたしてお
ります。 
方法書以降の手続きにおいては、各関係
自治体のご協力をいただきながら、情報
公開の方法を検討し、住民の皆様にご理
解いただけるよう事業計画の検討を進
めてまいります。 
また、いただいたご意見をふまえ、方法
書の電子縦覧につきましては、縦覧期間
中において文書ファイルのダウンロー
ド及び印刷を可能といたしました。 

公告・縦覧 3.意見書の提出方法 
・意見書の提出について、意見書様式に従い、縦覧場所
に備付けの意見書箱に投函か、問い合わせ先へ郵送との
事であるが、メールでの受付をするように改善すべきで
す。 

意見書の提出方法につきましては、「発
電所に係る環境影響評価の手引(令和 2
年 3月、経済産業省産業保安グループ電
力安全課)」に基づき、原則、郵送又は
意見箱への投函としております。 

公告・縦覧 4.周知 
・環境影響評価図書の縦覧と意見書募集について、広範
囲に周知することを考え、チラシ配布等や、関係機関の
HP 掲載などの協力を得ることで、より多くの人に周知す
るよう努めるべきです。 

配慮書の縦覧につきましては、北海道新
聞小後版、広報おたる及び広報よいちに
て周知いたしました。また、事業実施想
定区域周辺の自治会の皆様へは、縦覧及
び配慮書についての資料を回覧させて
いただきました。方法書以降の手続きに
おきましても、引き続き、各関係自治体
のご協力をいただきながら周知してま
いります。 

公告・縦覧 5.縦覧場所 
・環境影響評価図書の縦覧場所(小樽市役所・余市町役
場などの行政機関)が土日・祝日・夜間に閉鎖されてい
るため、平日の日中に仕事をしている住民などが閲覧す
ることは困難であることから、土日・祝日・夜間に開館
している公共施設を縦覧場所として増やすべきである。

方法書の縦覧場所につきましては、ご意
見をふまえ、各関係自治体のご協力のも
と、配慮書手続きの縦覧場所に加え、土
日祝日の縦覧が可能な場所での縦覧を
実施することといたしました。 
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表 7.1-1(18) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

12 

公告・縦覧 6.オンラインでの閲覧方法 
・多数の意見を求めるためには、環境影響を適切に評価
するうえで極めて重要であることから、閲覧期間に限ら
ず、随時、公共施設やインターネットで閲覧可能にすべ
きであり、図書の信頼性を確保するためには、透明性・
公平性が不可欠です。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電
子縦覧につきましては、縦覧期間中にお
いて文書ファイルのダウンロード及び
印刷を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 

公告・縦覧 7.縦覧、オンラインでの閲覧 
・上記様々な制約について配慮書の著作権は否めない
が、公開する意味は広く周知する事や、それによって意
見書を提出するためのものです。しかし様々な条件を付
すことに企業としての真摯な対応が全く感じられませ
ん。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電
子縦覧につきましては、縦覧期間中にお
いて文書ファイルのダウンロード及び
印刷を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 

騒音・ 
超低周波音 

8.騒音、低周波音及び超低周波音による影響 
・事業実施想定区域は、環境保全の配慮が特に必要な施
設である、福祉施設(小樽市)まで約 2,820m また、一番
近い教育施設の北照高校(小樽市)まで約 2,530m、 も近
い住宅等(余市町)まで約 590m、さらに 3km 以内には数多
くの住宅や事業所、教育機関、医療機関等と多くの施設
が近接されています。 
道内の研究機関によると、2018 年石狩湾新港周辺 4事業
による累積的影響評価を行った結果、石狩市・札幌市・
小樽市において多くの住民に圧迫感・振動感を感じさ
せ、睡眠障害の疾患も生じ得るという結果が予測されて
います。 
これらのことから、 新の知見等の情報に基づいた確実
な方法により調査、予測を実施して、影響の回避を必ず
行うべきです。今後もし、完成し稼働するようなことが
あるならば、1 年間に 4 回以上のヒアリングをメインと
した調査を、全ての住民や事業所の従業員等に必ず行う
と同時に、健康調査を行い調査結果が様々な悪影響を与
えている場合は、発電事業を中止すべきです。 

住民の方よりご意見等をいただいた場
合は、必要に応じて調査を実施し、状況
とその要因を明らかにし、その結果、本
事業の影響による健康被害が明らかに
なった場合には、適切に対応させていた
だきます。 

景観 9.景観 
・周囲は、環境の保全を目的とする法令等により指定さ
れた景観計画地域であり、景観を保全すべき場所でもあ
ります。また、小樽、余市をはじめ札幌市からも多くの
登山客が訪れ、天気の良い日には羊蹄山を望むことが出
来る塩谷丸山など景勝地が多々あります。 
国策として推進している風力発電事業ですが、風車が立
ちはだかる圧迫感のある状態になることから、景勝地や
都市部からの距離が近い場所での風車の建設は避ける
べきです。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

景観 ・景観の評価は様々な観点からすべきであり、一つの指
針に依存するのではなく、観光業者や自然保護団体など
から幅広い意見を聞きながら、協議会を設立しその中で
議論をし、地域の環境と意向を十分に勘案したうえで、
その影響を評価すべきです。 

本事業は、環境影響評価法の審査手続き
に従い環境影響評価を実施いたします
が、周辺住民の皆様、各関係機関に広く
ご理解いただけるよう事業計画及び環
境影響評価についてご説明し、広くご意
見をいただきながら進めてまいります。
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表 7.1-1(19) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

12 

動物 
(鳥類) 

10.鳥類 
・事業実施想定区域北側の上空を飛翔する動物と
して、イヌワシ・クマタカの生息が確認されてい
る。また、事業実施想定区域全域は、海鳥の繁殖
地となっており、センシティビティマップでは、
注意喚起レベル A3・C となっていることから、事
業実施想定区域周辺および海岸・海域を利用する
種は、事業実施想定区域上空を飛翔する可能性が
ある。そのため、事業による施設の稼働による影
響を受ける可能性があるため、風車の建設を避け
るべき場所で、影響の評価に当たっては、レーダ
ーを含む調査を行い、その影響を適切に評価すべ
きです。 

今後の現地調査及び環境影響に関する予測及
び評価につきましては、専門家の助言及び
新の知見をふまえ実施し、必要に応じて環境
保全措置を実施いたします。 

累積的評価 11.累積的影響の評価 
・石狩管内から余市町にかけて様々な風力発電の
計画が進められている事から、累積的影響を評価
すべきです。 

本事業の周辺で計画中の風力発電事業との累
積的影響につきましては、環境影響評価図書
等の公開情報の収集及び他事業者との情報交
換等に努め、その影響予測が必要であると判
断した場合は適切に調査、予測及び評価を実
施いたします。 

協議会 12.協議会 
・これらの調査結果の評価は、環境影響評価だけ
でなく、野鳥保護団体や山岳会など地元の団体、
観光関係者や地元自治体などを含めた開かれた協
議会の場で行うべきです。 

本事業は、環境影響評価法の審査手続きに従
い環境影響評価を実施いたしますが、周辺住
民の皆様、各関係機関に広くご理解いただけ
るよう事業計画及び環境影響評価についてご
説明し、広くご意見をいただきながら進めて
まいります。 

事業計画 13.以上のことから、この計画は地域住民やこの地
域の自然景観や自然環境を愛する多くの人々に十
分な説明を行い、住民参加・合意形成をじっくり
計って進める姿勢が取られているとは言い難く、
また、一部の町内会だけに先行し事前説明会を行
うようなことはせず、今後計画を進めるに当たっ
てはより一層の住民参加・合意形成を計る努力を
行うことが必要であり、もしその意思がないので
あれば計画は撤回するべきです。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民の皆
様に事業計画及び環境影響評価結果について
ご説明させていただきながら、ご理解いただ
けるよう事業計画の検討を進めてまいりま
す。 

事業計画 14.環境影響評価による影響の予測が正しいもの
であったかを検証するため、実際に風力発電施設
を建設した場合には事後調査を実施することをそ
の内容も含めて今後の環境影響評価図書で明記
し、この事後調査により予測以上の影響評価があ
った際には事業を停止し、事業者の負担により完
全に元の環境を復元することも明記する必要があ
ります。 

事後調査につきましては、今後の環境影響評
価の結果をもとに検討いたします。事後調査
の必要が生じた場合には、今後の環境影響評
価図書に記載いたします。 
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表 7.1-1(20) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

13 

事業計画 この度の(仮称)小樽余市風力発電所事業、超大型
風車 4,300kW を 27 基、計 116,100kW 建設計画に反
対します。 
・北海道の地域経済の活性化及びエネルギー自給
率の向上、地球温暖化防止 
風発を通じ地域の活性化への貢献及びとの共存を
目指して取り組むとうたっていますが、地域経済
の活性化は、そのほとんどが建設中の事であるの
は明らかである。 
また風力発電は多くても 30％程度の発電しかない
うえに、バックアップ電源も必要なことから地球
温暖化防止に役立っているとは言い難い。 
現に 2018 年 9月には北海道エリアにおいてブラッ
クアウトが発生した。北海道はポテンシャルが良
いと各企業がこぞって建てた風力発電も、太陽光
発電も何の役にも立たなかったことで実証されて
いる。 
貴社は何故、何の目的でこの大型風車を自然豊か
で多くの道民が大切に守り、利用してきた自然豊
かな場を破壊しようとするのでしょう。 
再エネ賦課金が無くてもこの事業は進めるのでし
ょうか。 

再生可能エネルギーである風力による電気を
供給することにより、我が国のエネルギー自
給率の向上、地球温暖化防止への寄与、風力
発電を通じて地域の活性化への貢献及び地域
との共存を目指して取り組んでおります。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するものとす
べく、事業の二酸化炭素削減効果については
弊社内で検討をした上で、計画を進めており
ます。 
また、いただいたご意見のような災害時の際
には、まずは、安全を 優先し、系統連系先
の運用ルールに従い、稼働をいたします。  
風力発電事業の利点を発揮するために、環境
影響評価手続きを通じて、環境影響を低減さ
せるための措置を講じてまいります。 

事業計画 ・環境影響配慮という文言は使ってはいますが、
地域のことを理解しようと思っているならこのよ
うに無謀な計画は出来ない筈です。暴挙です。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民の皆
様に事業計画及び環境影響評価結果について
ご説明させていただきながら、事業計画を検
討いたします。 

騒音・振動 ・建設中は大型車両の通工による渋滞や排気ガ
ス・騒音・振動の問題がある。 

工事車両による沿道への環境影響について
は、方法書以降の手続きにおいて、適切に影
響評価を実施してまいります。また、交通渋
滞や交通安全への影響については、警察や地
元の皆様と協議させていただくことを想定し
ております。 

動物・植物 ・ヤード造成、基礎工事、杭基礎による自然破壊
とそれに伴う環境の変化による動植物への悪影響
等と数え上げれば枚挙に遑がありません。 

配慮書においては、工事の実施に伴う事項の
計画の熟度が低いことから、供用後の予測評
価のみ実施しております。 
方法書以降の手続きにおいては、工事の実施
も含めた、本事業計画における環境影響につ
いて、調査、予測及び評価を実施いたします。

動物・植物 
騒音・ 
超低周波音 

・地上から 20～25 メートルの地点を羽根が通過す
ることは、威力と速度があり、それに伴う動植物、
生物への影響は多大である。 
地上 70 メートル、想定区域内風速 6.8m/s～7.4m/s
でローター直径120～130メートルの羽根が空気を
攪乱することによる環境へのリスク、デメリット
を明らかにしていない。 
計画区域内で27基とあり単基での評価ばかりでは
なく、27 基での空気の攪乱、音(共鳴など)、超低
周波音・低周波の影響、振動(地中も含む)、シャ
ドウフリッカー等を真摯に示してください。 

方法書手続き以降における環境影響評価項目
の選定は、発電所アセス省令第 21 条第 1項に
定められた風力発電事業に係る参考項目に基
づき検討することとしております。 
選定した項目については、環境影響評価手続
きに則って適切に調査、予測及び評価を実施
いたします。 

事業計画 ・具体的な配置計画は未定という形で納得できる
案件ではない。 

方法書において、風力発電機配置検討範囲を
記載いたしました。 

騒音 ・環境騒音レベルは ABC ともに昼夜問わず高くな
っており、環境騒音レベルを超えることになるの
ではないかと危惧される。 

方法書以降の手続きにおいて、特に配慮が必
要な施設及び住居等との位置関係に留意し
て、風力発電機の配置を検討いたします。ま
た、国による基準・指針や、報告書等の 新
の知見をふまえ、適切に調査、予測及び評価
を実施してまいります。 
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表 7.1-1(21) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

13 

景観 景観では 
・ほとんど気にならない程度と予測する。としている
No.1,2,4,5,6,9,15 は展望台、公園、道の駅など人が多
く集まる場所である。 
・気になる。圧迫感は受けない程度であると予測する。
としている 7,8,9,10 は海水浴場とフゴッペ洞窟で近隣
住民のみならず観光客も多く訪れる場である。 
天狗山展望台は景観的にも大きな影響がある、との予測
結果。 
この近くには多くの道民が利用するおこばち山荘、北照
高校、住宅などもあり様々な場所から 150 メートルの大
型風車は見えることが予測される。 
貴社は予測結果で 
＊ほとんど気にならない程度 
＊気になる。圧迫感は受けない程度と評価しているが貴
社の主観を述べているに過ぎない。 
実際に住まいしている地域の様々な場所から 2～3 キロ
も離れた位置にある風車が見える。 
回っている姿を見ると気持ちが悪くなり、夜間の航空障
害灯の点滅はとても気になる。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点における調査、フォトモンタージュ
作成による予測及び評価を実施し、併せ
て眺望点の利用状況や眺望景観の状況
をふまえ、事業計画を検討いたします。
また、夜間の航空障害灯の点滅につきま
しては、法令に従い、必要な場合に設置
することとなります。 

事業計画 ・夜間には航空障害灯の明かりの情報提供も真摯に行っ
ていない。 

夜間の航空障害灯の点滅につきまして
は、法令に従い、必要な場合に設置する
こととなりますが、方法書以降の手続き
において、事業計画が詳細になった段階
で、ご説明させていただきます。 

鳥類 ・鳥類調査は、 新のきめ細やかな情報も盛り込んでほ
しい。 

鳥類調査につきましては、専門家の助言
及び 新の知見をふまえ、調査方法を検
討いたします。 

事業計画 海外では人体や生物のリスクから、この規模の大型風発
を陸上に建てることはしていない。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民
の皆様に事業計画及び環境影響評価結
果についてご説明させていただきなが
ら、ご理解いただけるよう事業計画の検
討を進めてまいります。 

事業計画 現在、電力は足りています。既設風車による健康影響等
を懸念する中、このような環境影響評価配慮書を掲げて
大型風車の建設を行うことは、到底容認できない。 
(M・A ペレイラ博士が 1980 年から 30 年間に及ぶ超低周
波音による研究の中で風車の被害を発表しています) 

再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するも
のとすべく、事業の二酸化炭素削減効果
については弊社内で検討をした上で、計
画を進めております。 
方法書以降の手続きにおいて、特に配慮
が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の機種及び配置
を検討いたします。また、超低周波音に
ついて、 新の知見をふまえて適切に環
境影響評価を実施してまいります。 

  



7-25 

(397) 

表 7.1-1(22) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

14 

公告・縦覧 ①そもそも意見をするにも、印刷できない資料を隅
から隅まで読み込むことは到底不可能である。配慮
書に意見を求めておきながら、じっくり配慮書を読
む環境を提供しないのは、無礼極まりなく、意見を
求める側が取る姿勢ではない。仮にも配慮書に意見
を募るのであれば、配慮書を印刷してじっくり内容
を精査することができる状態で配慮書への意見を募
るのが筋である。さらには、新型とされるコロナウ
イルスによって社会が混乱している 中に配慮書に
意見を求めるなど論外である。御社は風力発電所の
建設を止めるという賢明な判断をすべきである。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電子
縦覧につきましては、縦覧期間中において
文書ファイルのダウンロード及び印刷を可
能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につき
ましては、環境省ホームページの「縦覧期
間終了後の環境影響評価図書の公開」にて
掲載し、方法書の縦覧及び意見書提出期間
まで閲覧いただけるようにいたしました。

事業計画 ②「二酸化炭素等の温室効果ガスの排出による地球
温暖化問題への対応は国境を越えた喫緊の課題であ
る」とした上で、「地球温暖化防止への寄与」を「第
一種事業の目的」としているが、風力発電が全体と
して二酸化炭素を削減するという科学的根拠がある
のであれば示していただきたい。 
例えば、風車の製造や風車に使われる希少金属の採
掘・精錬に際してどれほどの二酸化炭素が排出され
るか、風車設置時や希少金属の採掘のためにどれだ
けの周辺の森林を破壊して二酸化炭素の吸収を妨げ
ているのかといった疑問が尽きないが、御社はそれ
らの疑問について自社で検討したことがあるのか。
風力発電が全体として温室効果ガスを削減するか否
かは未だに明確ではない以上、風力発電によって二
酸化炭素を削減することで地球温暖化を防止すると
している御社の目的自体が論理的に破綻している。
したがって、風力発電所を建設する前提条件が崩れ
ているので、風力発電所の建設を止めるのが筋であ
る。 

再生可能エネルギーである風力による電気
を供給することにより、我が国のエネルギ
ー自給率の向上、地球温暖化防止への寄与、
風力発電を通じて地域の活性化への貢献及
び地域との共存を目指して取り組んでおり
ます。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するものと
すべく、事業の二酸化炭素削減効果につい
ては弊社内で検討をした上で、計画を進め
ております。 

事業計画 ③「エネルギー自給率の向上」を「第一種事業の目
的」としているが、風車の製造は海外に依存してお
り、風力発電設備に国産品を取り入れたところで使
用する資源はこれまた海外に依存している。 
よって、風力発電によるエネルギー自給率の向上と
いうのは幻想に過ぎず、本来的な意味でエネルギー
自給率を向上させることにはならない。御社は風力
発電所の建設を止めるという賢明な判断をすべきで
ある。 

再生可能エネルギーである風力による電気
を供給することにより、我が国のエネルギ
ー自給率の向上に寄与するものと考え、計
画を進めております。 

事業計画 ④「第一種事業の目的」で「風力発電を通じて地域
の活性化への貢献及び地域との共存を目指して取り
組む」とあるが、御社の言動が一致していないので
はないか。 
地域貢献及び地域との共存を唱えるのであれば、ど
うして配慮書に意見を求める前に小樽市民や余市市
民に周知した上で公開の住民説明会を開かなかった
のか。御社が桃内地域で説明会を開いたとの情報も
あるが、風車の影響は桃内地域に限定されるもので
はない。桃内地域で住民説明会を開催したことをも
って御社が説明責任を果たしたとは到底言えない。
したがって、「風力発電を通じて地域の活性化への貢
献及び地域との共存を目指して取り組む」とする以
上、御社は風力発電所の建設を一旦撤回し、まずは
風力発電所に不安を抱える住民と対話をするのが筋
である。 

配慮書手続きでは、風力発電機の配置計画
等の詳細な事業計画は検討中のため、まず、
近隣住民の方へ事業の概要についてご説明
させていただきました。方法書以降の手続
きにおいては、広くご意見をいただけるよ
う住民説明会を実施し、事業計画及び環境
影響評価についてご説明いたします。 
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表 7.1-1(23) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

14 

事業計画 ⑤森林破壊は光合成による二酸化炭素の吸収を妨げる。
つまり、森林を破壊しておきながら「地球温暖化防止へ
の寄与」に言及するのは論理的に矛盾している。 
その他、森林破壊は①動物を殺し、住み家を奪う、②土
砂を流出させ、川と海を汚染する、③山の保水能力を低
下させ、土砂災害を誘発する、④景観を台無しにする、
とざっと挙げただけでもこれだけの問題点がある。 
欧州では、陸上風力発電に対する騒音等への批判から洋
上風力発電に軸足を移している。そのような中で、山中
に風力発電所を設置するなど、自然に対する冒涜であ
り、神をも恐れぬ所業である。しかも、被害を受けるの
は結局無辜の市民である。御社にはその自覚があるので
しょうか。 
東証一部上場企業である御社には、自然から手痛いしっ
ぺ返しを受ける前に風力発電所の建設を止めるという
賢明な判断をしていただきたい。 

環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。 

超低周波音 ⑥配慮書によると、風車の 2km 範囲内に 281 件の住宅等
があり、 も近いところで風車から 590m ということで
あるが、欧州では陸から数十 km ないしは 100km 離して
洋上風力発電所を設置することからもわかるとおり、こ
の距離範囲内の住宅等はもちろん広範囲で(超)低周波
音による被害が起こる懸念が払拭できない。札幌市民も
安泰とは言えない。決して小樽市民や余市市民だけの問
題ではない。 
安全性を主張するのであれば、風力発電所による健康被
害が報告されている地域における疫学検査など住民側
を納得させることが出来る情報を提供するのが先決で
ある。 

配慮書においては、事業実施想定区域か
らの距離で住居等の分布状況を整理し
ており、方法書手続き以降の配置検討に
おいて、風力発電機からの距離をさらに
確保することとしております。 
方法書以降の手続きにおいて、特に配慮
が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の配置を検討い
たします。また、騒音及び超低周波音に
ついて、 新の知見をふまえて適切に環
境影響評価を実施してまいります。 

15 

公告・縦覧 ○緊急事態宣言中のアセス書縦覧はおかしい 
新型コロナウィルス感染防止のため、緊急事態宣言が全
国的に出され、外出自粛が叫ばれている 中に“アセス
配慮書の縦覧”をするということは、どういうことなの
でしょうか？(外出自粛解除の宣言は、5月 27 日でした。
意見の締め切りの 1日前です)。 
外出自粛中の市民に、「外出して縦覧場所まで出向きな
さい」と言っているのと同じです。 
緊急事態宣言中の縦覧についてはダメです。自宅で、イ
ンターネット環境にない市民は数多くいます。私の友人
にもいます。そのような人たちが、新型コロナウィルス
渦でアセス書を縦覧するために外出しなければならな
いのは、おかしい。 
少しでも多くの市民が対応できるようにするには、緊急
事態宣言下でのアセス縦覧は、間違っていると思いま
す。緊急事態解除後に改めて縦覧しなおしてください。

配慮書手続きにつきましては、各関係自
治体のご協力をいただきながら、縦覧に
向けて進めてまいりました。 
また、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 

住民説明会 ○説明会を開催してください 
一般市民を対象として説明会が開催されません。市民は
説明を聞いてよりよく知ることができます。アセス書を
一般の市民が読みこなすには非常に困難です。説明会で
説明を聞いて理解を深めるのです。 
説明会を開催してください。 

配慮書手続きでは、風力発電機の配置計
画等の詳細な事業計画は検討中のため、
まず、近隣住民の方へ事業の概要につい
てご説明させていただきました。方法書
以降の手続きにおいては、広くご意見を
いただけるよう住民説明会を実施し、事
業計画及び環境影響評価についてご説
明いたします。 

公告・縦覧 ○電子縦覧 
電子縦覧は配慮書の意見提出期限を過ぎても、さらに、
方法書の縦覧終了まで閲覧を可能にしてください。ま
た、縦覧中は、閲覧はできてもプリントアウトはできま
せん。プリントアウトについても、縦覧中ならびにその
後の方法書縦覧まで可能にしてください。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電
子縦覧につきましては、縦覧期間中にお
いて文書ファイルのダウンロード及び
印刷を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 
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表 7.1-1(24) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

15 

事業計画 ○計画段階とゼロオプション(15 ページ) 
ゼロオプションの意味がはっきりしません。一般市民が
わかる日本語で定義してください。わかりやすく丁寧に
定義してください。 
私の解釈では、「この計画を縮小することはあっても、
中止にすることはない。」ですが、よいでしょうか。し
かし、計画段階だからこそ、また、民間事業者だからこ
そ「エイッヤー」と事業の早めの撤回ができるのではな
いでしょうか。 
(仮称)北海道小樽余市風力発電所の計画の撤回を求め
ます。 

ゼロオプションにつきましては、事業を実施
しない案を意味するものです。本事業の必要
性を検討の上、配慮書手続きを進めておりま
すので、現段階では、ゼロオプションについ
ては設定いたしておりません。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

○おたる自然の村 
おたる自然の村のおこばち山荘には、私の子どもたちや
お友達の家族も一緒になって、キャンプをした思い出が
あります。おたる自然の村は小樽市民だけでなく私たち
石狩市民もキャンプ場として利用する、自然豊かな大切
な場所です。子育てする上で、大切な場所です。 
また、子育て後は、自然観察会の観察場所としてもおこ
ばち山荘付近を利用したことがあります。小樽市民だけ
でなく、石狩からも自然に親しみに行く場所です。自然
が豊かで風光明媚な場所に無粋で巨大な風力発電機を
林立させることは、全体に避けて下さい。 

人と自然との触れ合いの活動の場につきま
しては、方法書以降の手続きにおいて、現地
調査に加えて各関係機関から情報収集を行
うなど詳細に確認を行い、ご意見をいただき
ながら環境影響評価を実施し、事業計画を検
討いたします。 

事業計画 ○ブラックアウトと風車 
ブラックアウトの前日、2018 年 9 月 5日の未明は、和歌
山で風車を壊し、関空を水没させ、各地に倒木被害と停
電をもたらした台風 21 号が、北海道を通過して、石狩
市では一部地域で、架線の切断があって停電が発生して
いた。我が家の近くでも信号機が点灯しない状態が 5日
夕方まで続いていたのを確認している。道道石狩手稲線
では、ポプラの防風林の倒木は 20 本位あったと思う。
台風 21 号による停電被害が回復しないうちに地震によ
るブラックアウトに至った人もいたと聞いている。 
私は 2018 年 9 月 6 日のブラックアウト後、周りが明る
くなったころ、我が家の近くから見える石狩湾新港のエ
コパワー社 3300kW・2 基(2018 年 1 月営業運転開始)の様
子を見ると、プロペラの回転はしていなかったが航空障
害灯は点滅していた。しばらく後に見に行くと、プロペ
ラの向きを変え、航空障害灯は点滅をしていなかった。
ブラックアウト直後の風力発電機は若干の蓄電機能を
持っていたと思われる。 
ブラックアウト時、エコパワー社 2基は回転せず、発電
していなかった！ 
停電が少しずつ回復していくその間も発電していなか
った。 
ほとんどが回復し、20%の節電協力が要請されたときは、
1 基だけが回転していた。一般企業と同じで、使用電力
を 20％抑えていたかのような稼働状況であった。発電所
は発電するための施設であるはずなのに、一般事業所と
同じであるかのような印象だった。役に立つ電力が普段
から作られているのか、と非常に疑問に思った。 
風力発電は、災害時に役に立たなかったのである。『自
立分散型で災害にも強い』という再生可能エネルギーに
冠せられた言葉を、全く裏切るような顛末であった。 
風力発電は、災害に弱かった。 
この(仮称)北海道小樽余市風力発電事業は、災害時に役
にも立たないので、建設を止めてください。 

いただいたご意見のような災害時の際には、
まずは、安全を 優先し、系統連系先の運用
ルールに従い、稼働をいたします。  
各関係機関と相談しながら、可能な限り地元
の災害対策に資する計画となるよう努めて
まいります。 
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表 7.1-1(25) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

15 

超低周波音 ○今日現在、私の住んでいる石狩市の石狩湾新
港周辺には22本の大きな風車が建っています。
私が散歩をすると、全部ではありませんが、か
なり多くの風車を見ることができます。 
一斉に回っているような風の強い日は、家の中
にいると、耳が塞がるような感覚を時々覚えま
す。超低周波音は遠くまで届くというので、我
が家と共鳴をしているのかもしれません。 
でも、高齢者と言われる年齢の私は、老いのせ
いかもしれないのです。数多くの風車が回る
と、累積的影響があるのか、打ち消し合うのか、
増幅するのか、一市民が因果関係を証明するの
は非常に困難です。 
双日株式会社が 4300kW・ 大 27 基もの風車を
建設しないことが市民の生活環境を守ること
になると思います。(仮称)北海道小樽余市風力
発電所の建設は中止してください。 
『超低周波音による健康被害』というユーチュ
ーブを参考にしてください。 
マリアナ・アルヴェス・ペレイラ(Mariana 
Alves-Pereira)博士のスロベニアでの講演(字
幕 鶴田由紀)（技術が及ばす、URL を貼り付け
ようと思ったのですが、できませんでした。）

方法書以降の手続きにおいて、特に配慮が必要な
施設及び住居等との位置関係に留意して、風力発
電機の配置を検討いたします。また、騒音及び超
低周波音について、 新の知見をふまえて適切に
環境影響評価を実施してまいります。他事業者に
よる風力発電所の影響が懸念される場合には、累
積的影響について予測及び評価をいたします。 

事業計画 ○固定価格買取制度により、電気料金に上乗せ
される再エネ賦課金が今月の検針分から値上
げになり、1kWh につき 2 円 98 銭になりました。
私が知っている限りでは、2011 年から毎年、毎
年値上げされています。どこまで増やされるの
か心配です。だからもう再エネ設備を増やして
ほしくありません。再エネ発電所で発電された
電力は、私たちの電気料金に上乗せされて徴収
されるからです。これ以上電気料金が増えるの
は、やめてほしいからです。(去年の 10 月から
消費税も増えて電気代の負担は、少しずつ、少
しずつ知らぬ間に増えています。) 
北海道では、電源構成比率で再エネは約 25 パ
ーセント位になっています。もうこれ以上風力
発電所で電力を作らなくても 2030 年度の国の
目標は達成しています。これから、北海道は人
口も減り、使用電力量も減ることが予想されま
す。そんな中でこれ以上風力発電を作る必要は
ありません。地球環境の保全のためと言いなが
ら、地域の大切な自然環境、人間の生活環境を
壊していることに、大いに矛盾を感じます。 
(仮称)北海道小樽余市風力発電所の建設は止
めてください。 

再生可能エネルギーである風力による電気を供
給することにより、我が国のエネルギー自給率の
向上、地球温暖化防止への寄与、風力発電を通じ
て地域の活性化への貢献及び地域との共存を目
指して取り組んでおります。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するものとすべ
く、事業の二酸化炭素削減効果については弊社内
で検討をした上で、計画を進めております。 
風力発電事業の利点を発揮するために、環境影響
評価手続きを通じて、環境影響を低減させるため
の措置を講じてまいります。 

16 

景観 小樽は実に美しい街である。眼下に紺碧の日本
海が拡がり摩り上がった坂道の向こうに、緑の
山並を抱える。多数のオリンピック選手(岡部
哲也、皆川賢太郎、船木和喜 etc.)を育てた北
照高校があり、歴史ある天狗山スキー場も現存
している。因みに世界の何処にもこれ程、街と
スキー場が近くに在る処はない(→観光にもマ
イナスである。)。小樽人はこの恵まれた自然
を非常に愛している。春の山菜、秋の茸、そし
て冬のスキー。そこにこの風力発電所設置計画
である。しかもコロナ禍のこの時期を狙ったか
の様な姑息さは真に卑怯としか云いようがな
い。山を壊すことは、そこに生息する動植物を
殺すことである。樹々も然り、以前は小樽では
殆どなかった雷、そして“オズの魔法使い”の
中でしか知らなかった竜巻。強いては地球温暖
化の一翼を担うものだと確信する。先の子供達
の為にも残せる自然を残すべきであり、どんな
理屈も詭弁でしかない。自然は簡単に破壊でき
るが、元に戻すことは至難の業である。私はこ
の計画に断固反対する。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民の皆様に
事業計画及び環境影響評価結果についてご説明
させていただきながら、ご理解いただけるよう事
業計画の検討を進めてまいります。 
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表 7.1-1(26) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

16 

住民説明会 広く市民に説明会を開いて欲しい。 配慮書手続きでは、風力発電機の配置
計画等の詳細な事業計画は検討中の
ため、まず、近隣住民の方へ事業の概
要についてご説明させていただきま
した。方法書以降の手続きにおいて
は、広くご意見をいただけるよう住民
説明会を実施し、事業計画及び環境影
響評価についてご説明いたします。 

17 

事業計画 1．この事業計画は、国内で類例のない陸上での大規模・超
巨大風車によるもので、石狩湾陸域の奥地まで及ぶ豊かな
山々の自然・景観を破壊し、また、小樽市と余市町はもと
より、さらに周辺の赤井川村、仁木町の住民の健康・生活
にも重大な影響を及ぼす心配があります。関わる自治体内
で早急に住民説明会を開いて下さい。 

赤井川村につきましては、既に入手し
ている情報により、環境要素に係る環
境影響を受けるおそれがないと判断
しております。また、仁木町につきま
しては、配慮書および方法書手続きの
協議の上、関係自治体とはいたしませ
んでしたが、準備書以降の手続きにお
いても引き続きご意見をいただきな
がら、事業による環境影響を受けるお
それがある場合には、住民説明会を実
施いたします。 

騒音・ 
超低周波音 

2．風車の大規模化・巨大化による超低周波音・低周波音領
域からの住民・家畜・野生動物への影響が非常に危惧され
ています。ここで、この「配慮書」での記述に関わってい
る音の「評価手法」が大変気になってきました。詳細なコ
メントは別紙に続けます。 
 
小樽・余市風力発電事業について(意見書 本文) 
施設の稼働による影響として騒音及び超低周波音を調査・
予測・評価の対象にと、明記しております。(表 4.2-1(1))。
しかし、実際の内容としては、調査範囲である事業実施想
定区域から 2.0 ㎞の範囲に対して、目安は「騒音に関わる
環境基準」の類型や「騒音規制法」の規制区域か否であり、
重視するとしながら「超低周波音」への評価姿勢が全く見
られません。上記表の下部の※1 で、経産省(平成 31 年)に
よる『改訂・発電所に係る環境影響評価の手引』なるもの
を引用して、「影響を受ける範囲の考え方として、供用中の
騒音の影響は距離により減衰していくため 1 ㎞離れれば影
響は殆どないとしている。以上のことから、ここでは安全
側の 2.0 ㎞の範囲を影響範囲として設定した。」と貴社は安
易に経産省の「指示」を受け入れています。この引用に見
るように、あくまで評価対象は“耳に聞こえる”風車音の
高周波領域であり、用いる評価法は「A 特性」(騒音レベル
を見積もる)です。この評価法の下で、 初から超低周波
音・低周波音領域は抹殺される仕組みです。 
事業者の「配慮書」の今回の事業実施想定区域及び周囲の
住居等の分布状況(表 4.3-2)によれば、2.0 ㎞範囲までに合
計で小樽市 204、余市町 77(総計住居等 281)が示されていま
す。今回の 4,300kW の巨大風車 1 基からでも、超低周波音
の影響は恐ろしいものがあります。 
 貴社は、事業実施想定区域の端部から風力発電機の位置
は隔てられ、更に広めに設定していることから、方法書以
降、区域の「絞り込み及び発電機の配置の配慮」により、
音や「風車の影」からの重大な環境影響を「回避又は低減
できる可能性が高い」と記していますが、信頼できません。
私たちは超低周波に関わる影響を、曖昧な「配慮書」に

踏み込んで、敢えて、大雑把ではありますが見積もってみ
ました。 
巨大な風車群は、今回に示されている想定区域では、通常
尾根上に設置されます。4,300kW 級の北海道内での事業計画
は、唯一、石狩新港内での G 社の洋上風車(アセス段階で「準
備書」)が 4,000kW(パワーレベル 157dB)でありました。こ
のパワーレベル値(今回の事業に対して小さめですが)をモ
デルとします。適用する音の空間での減衰を示す、伝搬理
論式は NEDO 式を使います。この式には各種の批判がありま
すが、それらを踏まえた式が未だに提出されていないこと、
これまでどの事業者もこの NEDO 式を用いて、超低周波音の
減衰問題を処理してきた経緯があります。NEDO 式：L(予測
地点での音圧レベル dB)= 157(パワーレベル) -8 -20logr 
(常用対数、rは風車から予測地までの水平距離 m) 

騒音も超低周波音も距離が離れるに
つれて影響程度が小さくなるため、配
慮書では同様に距離で住居等の分布
状況を整理いたしました。 
ご指摘のとおり、A 特性による補正を
行ったものが騒音と定義されており、
A 特性は騒音の影響評価には用います
が、低周波音・超低周波音の影響評価
には用いません。 
配慮書においては、事業実施想定区域
からの距離で住居等の分布状況を整
理しており、方法書手続き以降の配置
検討において、風力発電機からの距離
をさらに確保することとしておりま
す。 
既存事例※ではG特性パワーレベルは

大でも 140dB 程度と示されていま
す。 
※ 
https://www.meti.go.jp/shingikai/
sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anz
en/newenergy_hatsuden_wg/pdf/022_
01_00.pdf 
G 特性パワーレベルを 140dB とし計算
すると、0.5 ㎞の離隔で約 78dB、1 ㎞
で約 72dB、2 ㎞で約 66dB になります。
なお、ISO-7196 では、超低周波音を感
じる 小音圧レベルは100dBと規定さ
れています。 
今後、方法書以降の手続きにおいて、
特に配慮が必要な施設及び住居等と
の位置関係に留意して、風力発電機の
機種及び配置を検討いたします。ま
た、超低周波音について、 新の知見
をふまえて適切に環境影響評価を実
施してまいります。 
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表 7.1-1(27) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

17 

騒音・ 
超低周波音 

『風車からの超低周波音を主とする予測値』 
小樽市内予測地点(住居など現地Ⅰ～Ⅳでの、遠藤山か
ら余市町に向かう尾根上の風車群(仮位置)からピック
アップ) 
Ⅰ. 上町北照高校(A 点とする) 
 A-①尾根(遠藤山 735.3m) 約 4,930m(約 4.9 ㎞)
75.2dB(約 75dB) 
 A-②尾根(遠藤山より約 500m) 約 5,060m(約 5.1 ㎞)
74.8dB(約 75dB) 
 A-③尾根(②よりさらに約 500m) 約 5,250m(約 5.3
㎞) 74.6dB(約 75dB) 
 A-④尾根(毛無山 650.4m、③よりさらに約 500m) 約
5,610m(約 5.6 ㎞) 73.8dB(約 74dB) 
※ここまで重合すると 81dB、さらに加わる。 
 (参考) 
(1)A-直近の「配慮書」事業実施想定区域端部に 1 基風
車が立つと仮定するとして 
約 2,530m(約 2.5 ㎞)(81dB) 
 (2)尾根の③は参考(1)の端部の風車位置を延長した尾
根との交点に位置している。 
 
Ⅱ.小樽駅(S 点とする) 
小樽 S-④尾根(毛無山 650.4m) 約 8,330m(約 8.3 ㎞)
70.6dB(約 71dB) 
(参考) 
小樽商大周辺(緑町 3～4 丁目)はこのルート上に位置し
ていて商大-④尾根は約6,970m(約 7.0㎞)約 72dB※重合
は未検討、小樽市内各町に影響大！！ 
 
Ⅲ.塩谷町シルバーハイツ寿楽( も近い福祉施設・塩谷
駅に近い) 
寿-⑤、④尾根よりさらに約 1㎞進む尾根 約 4,828m(約
4.8 ㎞) 75.4dB(約 75dB) 
寿-④尾根(毛無山頂上) 約 4,930m(約 4.9 ㎞)
75.2dB(約 75dB) 
※上記 2地点風車音の重合だけでも 3dB が加わり、ハイ
ツには約 78dB。実際はさらに重合に加わる風車があるの
で、85dB を越える危険もありうることに注意。 
Ⅳ.桃内町内会館 
桃-⑤尾根 約 4,828m(約 4.8 ㎞) 75.4dB(約 75dB) 
桃-⑥尾根 約 4,590m(約 4.6 ㎞) 75.8dB(約 76dB) 
※ここまで重合すると 79dB、さらに加わる。 
Ⅴ.蘭島駅(S) 
蘭 S-⑥尾根 約 4,352m(約 4.4 ㎞) 76.2dB(約 76dB) 
蘭 S-⑦尾根(事業実施想定区域 余市側端部) 約
4,080m(約 4.1 ㎞) 76.8dB(約 77dB) 
※ここまで重合すると 80dB、さらに加わる。 
余市町 
Ⅵ.余市町( も近い住宅等) 
約 590m 宅-X 点尾根(事業実施想定区域 直近端部より
延長) 約 2,380m(約 2.4km) 81.4dB(約 81dB) 
※この値に次々と重合されていくので危険！ 

(同上) 

18 

事業計画 非常に大型で広範囲なことに驚いています。再生可能エ
ネルギーは必要ではありますが、自然破壊を伴うので
は、本末転倒です。 

再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
風力発電事業の利点を発揮するために、
環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。 
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表 7.1-1(28) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

18 

騒音・ 
超低風波音 

又、住宅から約 600m しか離れていないことも健康被害
が起こらないか大変心配です。 

配慮書においては、事業実施想定区域か
らの距離で住居等の分布状況を整理し
ており、方法書手続き以降の配置検討に
おいて、風力発電機からの距離をさらに
確保することとしております。 
方法書以降の手続きにおいて、特に配慮
が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の配置を検討い
たします。また、騒音及び超低周波音に
ついて、 新の知見をふまえて適切に環
境影響評価を実施してまいります。 

生態系 街中に熊が出没するようになっています。山の木を切っ
てしまうと、鳥、小動物、昆虫等がいなくなります。熊
の出没も増えるのではないでしょうか？ 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

景観 森林は CO2 を吸い、O2 を吐き出します。景観がそこなわ
れるのも必至で、丸山登山が楽しめなくなります。札幌
からも登る人がいて、「残念なことになる」と言ってい
ます。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

事業計画 電気は今足りているので、中止してください。 再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
本事業を地球温暖化防止に寄与するも
のとすべく、事業の二酸化炭素削減効果
については弊社内で検討をした上で、計
画を進めております。 

19 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

1.計画箇所は、登山愛好家の天狗山～塩谷丸山ルート
を、使用不能にするため、反対です。 

人と自然との触れ合いの活動の場につ
きましては、方法書以降の手続きにおい
て、現地調査に加えて各関係機関から情
報収集を行うなど詳細に確認を行い、ご
意見をいただきながら環境影響評価を
実施し、関係機関とも協議の上、事業計
画を検討いたします。 

事業計画 2.鳥の飛来、騒音、超低周波音、風車の影、動物、植物、
生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場の点に
おいて、「影響が生じる可能性があると評価する」とあ
りました。『重大な環境影響が考えられる項目の評価結
果』の記載です。これらの評価は重く考えるべきと思い
ますので反対です。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

事業計画 3 風力発電は、風車が停止するなどのトラブルが必ず付
随するものですが、このような山奥までメンテナンスに
通うことは非現実的であり、反対です。 

維持管理につきましては、定期的なメン
テナンスを実施し、安全に稼働するよう
努めてまいります。 

事業計画 4.この地域が風力発電にふさわしいとする根拠が薄い
と思いました。反対です。 

方法書以降の手続きにおいて、周辺住民
の皆様に事業計画及び環境影響評価結
果についてご説明させていただきなが
ら、ご理解いただけるよう事業計画の検
討を進めてまいります。 
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表 7.1-1(29) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

20 

事業計画 ・小樽･余市の自然を壊して風力発電所をつくらないで下さ
い。 

環境影響評価手続きを通じて、環境
影響を低減させるための措置を講じ
てまいります。 

事業計画 ・泊原発は止まっていても電気は足りています。なので風
力発電所は不要ばかりでなく、迷惑です。 

再生可能エネルギーである風力によ
る電気を供給することにより、我が
国のエネルギー自給率の向上、地球
温暖化防止への寄与、風力発電を通
じて地域の活性化への貢献及び地域
との共存を目指して取り組んでおり
ます。 
本事業を地球温暖化防止に寄与する
ものとすべく、事業の二酸化炭素削
減効果については弊社内で検討をし
た上で、計画を進めております。 

生態系 ・山の木を切りたおすことにより、そこに住む動物たちが
居場所を追われ、人里に熊が出てくることが今よりもっと
多くなります。 

今後の現地調査及び環境影響に関す
る予測及び評価につきましては、専
門家の助言及び 新の知見をふまえ
実施し、必要に応じて環境保全措置
を実施いたします。 

超低周波音 ・大型風車による低周波音による健康被害が心配です。 方法書以降の手続きにおいて、特に
配慮が必要な施設及び住居等との位
置関係に留意して、風力発電機の機
種及び配置を検討いたします。また、
超低周波音について、 新の知見を
ふまえて適切に環境影響評価を実施
してまいります。 

住民説明会 小樽市長は、「市民の安心」のためと市内 上町の太陽光パ
ネル発電の用地を買いもどしてくださいましたが、今回も、
自然を壊し、住民の健康をおびやかすこの計画が進む前に
市民の声を聞いて下さり、「道」に反対の表明をして下さる
ようにお願いいたします。コロナ禍で広く市民にまだ知ら
れていません。説明会を開くなどして、知らせてほしいと
思います。 

配慮書手続きでは、風力発電機の配
置計画等の詳細な事業計画は検討中
のため、まず、近隣住民の方へ事業
の概要についてご説明させていただ
きました。方法書以降の手続きにお
いては、広くご意見をいただけるよ
う住民説明会を実施し、事業計画及
び環境影響評価についてご説明いた
します。 

21 

事業計画 御社の事業計画を知り“環境保全の見地”からとのことで
すが、計画自体が環境破壊そのものであり、理解に苦しみ
ます。 
道内にはすでに北から南まで、多数の風力発電が林立し、
建設の勢いもすさまじく、自然豊かな風景は様変わりして
しまいました。本州で風力発電がひき起こしている様々な
問題…バードストライク、低周波の健康被害、動植物の消
滅、一次産業への影響、どれをとっても益になることが見
出せません。 
原発がなくても火力で賄えている電力なのに、稼働率の低
い風車を建てるために山々を壊せば、やがて海にも影響を
及ぼします。近年の異常気象や自然災害の多発は、太陽光
パネルや風車と無関係であると思えません。私たちの生活
に、それほどの電力は必要でしょうか。 
高度経済成長の恩恵を受けた世代として、その反面、数々
の公害という世代を超えても解決できない負の遺産を残し
ています。一度失われた自然を取り戻すのは、容易なこと
ではありません。経済発展の名の下に、どれだけ多くの犠
牲を伴ってきたか、よくよく考慮され、再生可能エネルギ
ーという言葉に踊らされて、再び同じあやまちを繰り返す
ことのないよう、事業のとり止めの英断を切に望みます。
そのことこそ、貴社の企業理念に適うものであり、次世代
へ引き継ぐ社会的責任であると考えます。 

風力発電事業の利点を発揮するため
に、環境影響評価手続きを通じて、
環境影響を低減させるための措置を
講じてまいります。 
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表 7.1-1(30) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

22 

事業計画 計画に反対。現時点電力不足してない。 
自然エネルギーと言いながら、自然破壊しないとできな
いのはおかしい。 
風力発電自体による人体への害がすでに出ている所が
あるので反対。 
山をけずれば生態系が壊される。動物も植物も虫もひい
ては海にも影響が及ぶことになるので反対。 

風力発電事業の利点を発揮するために、
環境影響評価手続きを通じて、環境影響
を低減させるための措置を講じてまい
ります。 

23 

事業計画 この風力発電の計画は環境保全に重大な影響を及ぼす
のではないでしょうか。広範囲にわたる森林伐採などは
無秩序な生態系への侵入になり環境破壊につながるこ
とに強い不安があります。動物や植物の生態へも重大な
影響を強く感じます。住民人畜への影響では、騒音、超
低周波音、風車の影など健康被害も不安です。人だけで
なく、動物、植物も地球の住人です。これ以上の自然破
壊は地球に人、動物、植物が住めなくなってしまうこと
につながりかねないのではないでしょうか。立ち止まっ
て考えていただきたいと思います。 

今後の現地調査及び環境影響に関する
予測及び評価につきましては、専門家の
助言及び 新の知見をふまえ実施し、必
要に応じて環境保全措置を実施いたし
ます。 

24 

事業計画 北海道小樽余市風力発電所建設計画の該当地域の中に
ある登山道縦走路(小樽周辺自然遊歩道)の確保と登山
路の維持管理(除草など)を事業者が行うこととして小
樽市との締結(協定)を結んで実施すること。 
別紙「参考資料」を添付します。上記意見を申告します。

小樽周辺自然遊歩道につきましては、関
係機関と協議を実施し、事業計画を検討
してまいります。 

25 

公告・縦覧 1.アセス図書の提示の仕方は不当である。 
「計画段階環境配慮書(以下配慮書)」は、インターネッ
ト上での公開と、市役所などでの縦覧で、希望する人は
見ることができる、とされている。配慮書ばかりでなく、
方法書、準備書などの情報の提供の仕方も同様である。
貴社・双日株式会社ばかりでなく、どの事業者もこのこ
とによって希望する国民の全てに周知したものと主張
する。 
しかし、この主張はまやかしである。まず、 
①「インターネットを利用できる環境にない人は「国民
の全て」から除外されている。しかも、②インターネッ
トを利用できる環境にあったとしても、あの膨大な資料
を紙媒体に転写することは阻止されている。PC の画面だ
けを見て問題点にすぐ気付く人はどのくらいいるのか。
貴社の予想を聞きたい。 
③縦覧についても同様である。縦覧を希望する人が縦覧
場所から遠い場合は、そこまでくる交通費や時間のロス
を貴社が保障するのか。 
④しかも複写が禁止されていることはインターネット
の場合と同様である。 
これらの事柄を総合的に判断するに、貴社を含む事業者
はこれらの計画そのものを、なるべく国民に正確に知ら
せない、極力、異論が出てくるのを妨げようとしている
ものと考えられても仕方がないのではないか。 
「著作権」などと、都合の良い時だけ都合の良い理屈を
利用するのではなく、この種の図書は希望する団体や個
人に配布すべきではないのか。 
アセス図書を要望する人たちは、ずっと以前から「費用
が問題ならば購入してもよい」と言っていることは当然
ご承知でしょう？ 

いただいたご意見をふまえ、方法書の電
子縦覧につきましては、縦覧期間中にお
いて文書ファイルのダウンロード及び
印刷を可能といたしました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 
方法書の縦覧場所につきましては、ご意
見をふまえ、各関係自治体のご協力のも
と、配慮書手続きの縦覧場所に加え、土
日祝日の縦覧が可能な場所での縦覧を
実施することといたしました。 
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表 7.1-1(31) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

25 

事業計画 2.複数案はなぜ必要なのか 
「配慮書」の 2-13(15 ページ)には「配置・構造に関す
る複数案」についての記述がある。これによると、「現
時点では…具体的な配置計画や構造は未定」なので「配
置・構造に関する複数案」は「設置しない」とのことで
ある。 
義務付けられている「複数案」なしで、どうするのか。
「ご心配なく」とでも言いたいのだろうか。「事業実施
想定区域は…広めに設定している」。従って「今後の…
環境影響の回避・低減を考慮して(すごい日本語ですね。
意味通じますか？)事業実施区域の絞り込みを行う」。実
際に環境省や経産省は「(絞り込みを行うことで複数案
と見なす)旨のお墨付きを与えている。 
しかし、「どこにどんな風車が建設されるのか」が示さ
れていなければ、住民は環境破壊や健康被害の懸念すら
表明できないではないか。 
私たちは「ここにこれだけのパワーレベルを持った風車
が建設されるから、何㎞離れたこの地点は何 dB の低周
波音・超低周波音に晒される」を計算して懸念している
のだ。 
そして「絞りこみの過程」は私たちに明らかにされない。
そもそも「配慮書」では「絞り込む」ことで「環境破壊
や健康被害を防止できる」とは言っていないのである。
今後の「方法書」に向けて住民の理解が得られるような
真剣な絞り込みの作業が行われることを無条件で信頼
せよ、とでもいうつもりなのか。 

配慮書手続きにおける事業実施想定区
域は、風況、法令等の制約及び環境保全
上留意が必要な場所等の状況を考慮し、
現時点で風力発電機を配置する可能性
のある範囲を包含するよう広めに設定
しております。このような検討の進め方
は「計画段階配慮手続に係る技術ガイ
ド」（環境省計画段階配慮技術手法に関
する検討会、平成 25 年）において、「位
置・規模の複数案からの絞り込みの過
程」であり、「区域を広めに設定する」
タイプの「位置・規模の複数案」の一種
とみなすことができるとされておりま
す。 
方法書以降の手続きにおいては、環境影
響の回避・低減を考慮して事業区域の絞
り込みを進めてまいります。 

事業計画 3.ゼロオプションはあって当たり前 
「配慮書」の同じページには「本事業は事業主体が民事
事業者であること、風力発電事業の実施を前提として」
いるのだから「本配慮書ではゼロオプションを設定しな
い」と明記している。 
ここには、あたかも「国の施策としてやっている事業だ。
余計な口出しをするな」とでも言いたいのかと思わせる
ような傲慢さが透けて見える。 
ゼロオプション大いに結構ではないか。この事業は極め
て有害な事業である。計画そのものを取り下げることを
要求する。 

ゼロオプションにつきましては、対象事
業を実施せずに目的を達成する案を意
味するものであり、本事業では想定され
ません。 

生態系 4.極めて貴重な生態系＝国有林 
貴社が北海道新聞に明らかにした情報(北海道新聞・
2020.4.25 付)には「事業実施区域」は「計画予定地」と
して「小樽市と余市町にまたがる山間部」となっている。
しかし、配慮書縦覧の 2か月前に一部の町内会に説明会
を行い(この件については後の項目で述べる)配布した
資料には「小樽市・余市町の境界線に跨る国有林地」と
明記されている。 
貴社はことさらに国有林であることを隠したかったの
だろうが、国有林は文字通り国民全体の財産である。 
そこでは豊かな生態系が息づいており、生物ばかりでな
く水と二酸化炭素、酸素などの無機物をも含め我々に必
要な物質の循環が繰り返されている。 
そんな神聖な領域に「ゼロオプションを設定しない」「風
力発電事業の実施を前提として」いる「民間事業者」が
土足で踏み込んで生態系を乱すことは許されるもので
はない。 
自然の破壊は風車の建設時だけに留まるものではない。
稼働後もバードストライクやコウモリの肺溢血のよう
に直接に目に留まる事柄だけでなく、生態系が攪乱され
ることで森が元の姿に戻らない＝ゆっくりと死んでゆ
くことにまで思いを馳せるべきではないか。 

ご意見にございます、計画予定地の記載
における文言の違いにつきまして、北海
道新聞・2020.4.25 付は北海道新聞側で
作成されたものであり、弊社側で記載内
容の事前確認を行ったものではなく、ご
指摘のような意図はございません。 
本事業は再生可能エネルギーである風
力による電気を供給することにより、地
球温暖化防止等へ貢献することを目的
として、計画予定である国有林にて実施
する計画となっておりますが、水、土砂、
造成範囲等について北海道森林管理局
及び石狩森林管理署の指導を仰ぎなが
ら、環境に重大な影響が及ぶことがない
よう事業計画を検討いたします。 
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表 7.1-1(32) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

25 

超低周波音 5.低周波音・超低周波音によるヒトと他の動物に
対する深刻な健康被害 
貴社が建設を予定している風車の定格出力は
4.3MW となっている。 
パワーレベルは示されていないが、北海道で公表
されている唯一の 4,000kW級の風車のパワーレベ
ルは 175dB である。この数値を使って NEDO の式
で計算すると、例えば毛無山の山頂に風車が 1基
建っているだけで、 上町の北照高等学校では約
74dB の数値が出てくる。 
建設予定地に 27 基も建てられれば、重合で恐ら
く 80dB を越えるものと思われる。 
全国から報告される風車の低周波音・超低周波音
による健康被害は 70dB あたりから一気に増加す
る。小樽市の市街地が 70dB 以上の圏内にすっぽ
りと入る。 
低周波音・超低周波音による健康被害はヒトだけ
に限られるものではない。野生動物に及ぶ被害は
きちんと研究されていないことに便乗して語ら
れていないだけである。 
 なお NEDO の式は色々と問題点も指摘されてい
るが、他に利用できる計算式が出されていないの
で使用した。 

既存事例※では G 特性パワーレベルは 大
でも 140dB 程度です。 
※
https://www.meti.go.jp/shingikai/sanko
shin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newener
gy_hatsuden_wg/pdf/022_01_00.pdf 
G 特性パワーレベルを 140dB とし計算する
と、0.5 ㎞の離隔で約 78dB、1 ㎞で約 72dB、
2 ㎞で約 66dB になります。 
なお、ISO-7196 では、超低周波音を感じる
小音圧レベルは 100dB と規定されていま

す。 
今後、方法書以降の手続きにおいて、特に
配慮が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の機種及び配置を
検討いたします。また、超低周波音につい
て、 新の知見をふまえて適切に環境影響
評価を実施してまいります。 

住民説明会 6.資料は隠さずに提出し、丁寧な説明会を開催す
ることを要求する 
 2.の「複数案」の所でも指摘したが、(貴社に
限らず事業者一般に言えることだが)この配慮書
一つをとっても「隠されていること」が多すぎる。
機種などの基本的なデータを始め図面や計画段
階の検討事項なども、隠さず早急に提示すべきで
ある。 
また、2020 年 2 月 19 日に「塩谷・桃内連合町会」
で行ったパフォーマンスは説明会などと呼べる
ものでないから、丁寧な説明会を要望のある自治
体・地域でこまめに開催することを要求する。 

配慮書手続きでは、風力発電機の配置計画
等の詳細な事業計画は検討中のため、まず、
近隣住民の方へ事業の概要についてご説明
させていただきました。方法書以降の手続
きにおいては、広くご意見をいただけるよ
う住民説明会を実施し、事業計画及び環境
影響評価についてご説明いたします。 

26 

植物 1.問題点 
○自然保全の問題点 
・国有林を中心に 1400h の広範囲に及ぶ、森林破
壊、植生の変化 

配慮書でお示ししております事業実施想定
区域は、計画段階における配慮事項を検討
する段階にあるため、実際に事業を実施す
る箇所よりも広く設定しており、伐採・改
変を伴わないエリアを含んでいます。なお、
実際に伐採を行うのは風車配置位置及びメ
ンテナンス路、設備部材の搬入路に係る部
分となります。また、今後事業計画を検討
する上で、可能な限り伐採・改変範囲を低
減するなど、環境影響を低減させるための
措置を講じてまいります。 

地形及び 
地質 

大 150m の風車を 27基設置の工事及びメンテナ
ンス道路敷設工事の地盤掘削による地面・地形崩
壊と変形 

方法書手続き以降における環境影響評価項
目の選定は、発電所アセス省令第 21 条第 1
項に定められた風力発電事業に係る参考項
目に基づき検討することとしております。
方法書以降の手続きにおいて、工事による
改変箇所が具体化した段階で、必要に応じ
て環境影響について、調査、予測及び評価
を実施いたします。 

動物(鳥類) ・バードストライクによる野鳥の被害と生態系の
変化 

今後の現地調査及び環境影響に関する予測
及び評価につきましては、専門家の助言及
び 新の知見をふまえ実施し、必要に応じ
て環境保全措置を実施いたします。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

・登山遊歩道(小樽天狗山～オコバチ山～遠藤山
～塩谷丸山、小樽自然の村～オコバチ山)が、風
力発電のエリア内にあることによる、存続の問
題。 

人と自然との触れ合いの活動の場につきま
しては、方法書以降の手続きにおいて、現
地調査に加えて各関係機関から情報収集を
行うなど詳細に確認を行い、ご意見をいた
だきながら環境影響評価を実施し、事業計
画を検討いたします。 
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表 7.1-1(33) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 
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騒音 ○居住環境の変化 
・風車の回転速度は時速 300 ㎞の新幹線に匹敵し、騒音
問題の発生。 

方法書以降の手続きにおいて、特に配慮
が必要な施設及び住居等との位置関係
に留意して、風力発電機の機種及び配置
を検討いたします。また、騒音について、

新の知見をふまえて適切に環境影響
評価を実施してまいります。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

・登山者に人気の高い、塩谷丸山の周辺の景観及び山頂
からの眺望の魅力が半減し、反対運動の活発化。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

景観 ・札幌テレビ塔・野幌 100 年記念塔を凌ぐ大きな構造物
を 大 27 基設置することによる、景観の大変容(ちなみ
に札幌テレビ塔 147m、野幌 100 年記念塔 100m、風車は
横幅が広くより大きい)。小樽は元より、札幌でも高さ
150m 以上の建物はなく、27 基を標高 200m 以上の尾根周
辺に設置することは、想像できない大変な圧迫感と異様
な景観の変化を与えると予想される。 
このような規模の風車群が市内地からわずか5㎞の隣接
した地点に忽然と姿を現すことは、市民はもとより、観
光客まで威圧するものである。 
あくまで別世界の景色であり、魅力ある小樽の良いイメ
ージが大きく損なわれると思われる。 

方法書以降の手続きにおいて、主要な眺
望点の調査、フォトモンタージュ作成に
よる予測及び評価を実施し、併せて眺望
点の利用状況や眺望景観の状況をふま
え、事業計画を検討いたします。 

公告・縦覧 2.貴社に望むこと 
 貴社作成の配慮書の公表方法の姿勢については、適切
で十分な対応であるか、企業としての社会的信用力を問
われる重大な問題でないかと思われます。 
新型コロナの緊急事態宣言下の日常生活の行動制約の
中で、貴社の大量の資料の内容を把握し検討することは
非常に困難を来すこと。 
閲覧場所が少なく、閲覧日も土・日・祝日(ゴールデン
ウィーク含む)は不可であること。閲覧期間も緊急事態
宣言の日程とかなり重複し不十分である。 
貴社のホームページは著作権の問題があるものの、コピ
ーは不可、詳細のダウンロードができないこと。 
以上のことより、貴社におかれましては、今後は、配慮
書記載、「地域の活性化、共存共栄」の方針通り、上記
の自然保全・景観対策をご検討の上、是非とも、丁寧な
情報の公開を実施頂くことを切望いたします。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の縦
覧場所につきましては、各関係自治体の
ご協力のもと、配慮書手続きの縦覧場所
に加え、土日祝日の縦覧が可能な場所で
の縦覧を実施することといたしました。
また、方法書の電子縦覧につきまして
は、縦覧期間中において文書ファイルの
ダウンロード及び印刷を可能といたし
ました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 

27 

公告・縦覧 「(仮称)北海道小樽余市風力発電所 計画段階環境配
慮書」に関して意見を述べさせていただきます。 
 
○縦覧方法について 
「環境影響評価法施行規則」によれば配慮書の公表は
「できる限り一般の参集の便を考慮して定めるもの」と
されています。本配慮書は縦覧場所(4 か所)と時間帯(開
庁・開館時)が限定的であり、しかも複写が不可である
ため、限られた市民しか縦覧できないような設定となっ
ています。しかも、期間にゴールデンウィークを含み実
質的な日数が少ない上、新型コロナによる行動自粛下で
あったことからも、考慮が不足しています。 
インターネットによる縦覧においても、閲覧できるブラ
ウザが Internet Explorer に限られ、しかも環境整備
(Acrobat Reader が必要?)を要する場合があります。フ
ァイルの保存・印刷もできないため、同規則に定める公
表方法としては不適当であると思います。 
以上のことから、十分に一般の便を考慮しているとは考
えられないため、下記の意見等も取り入れた上、再度の
配慮書作成と縦覧を要望します。 

いただいたご意見をふまえ、方法書の縦
覧場所につきましては、各関係自治体の
ご協力のもと、配慮書手続きの縦覧場所
に加え、土日祝日の縦覧が可能な場所で
の縦覧を実施することといたしました。
また、方法書の電子縦覧につきまして
は、縦覧期間中において文書ファイルの
ダウンロード及び印刷を可能といたし
ました。 
なお、既に縦覧期間終了済の配慮書につ
きましては、環境省ホームページの「縦
覧期間終了後の環境影響評価図書の公
開」にて掲載し、方法書の縦覧及び意見
書提出期間まで閲覧いただけるように
いたしました。 
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No. 項目 意見の概要 事業者の見解 
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事業計画 ○目的とゼロオプションについて 
配慮書 2.1 において、本事業の目的として、地球環境問
題解決の主要としての脱炭素を掲げています。すなわ
ち、環境破壊等によるデメリットが脱炭素の効果を上回
っての事業推進はあり得ません。 
「環境影響評価法に基づく基本的事項」によれば、「位
置等に関する複数案には、現実的である限り、当該事業
を実施しない案を含めるよう努めるべきである」(ゼロ
オプション)としています。 
配慮書 2.2.5(5)において、現実的でない理由として「民
間事業であること」と「風力発電を前提とすること」を
あげています。これは、環境保全や人権など他のすべて
の事項よりも風力発電を前提とした民間事業が優先さ
れることが当然であるかのような論理であり、理由とし
て認められません。何がなんでも進めるという意思表示
とも受け取れるもので、環境や地域、市民に対する配慮
が全く感じられません。 
本事業の目的を鑑み、ゼロオプションの設定を強く要望
します。 

ゼロオプションにつきましては、対象事
業を実施せずに目的を達成する案を意
味するものであり、本事業では想定され
ません。 

環境影響 
評価 

○環境等へ影響について 
環境へ影響について想定が不十分に思います。例えば動
植物についての記述はあるものの人的な影響(肉体的・
精神的)、農業・漁業・畜産等への影響に関する記述が
不足しています。 
どのような影響が考えられるか具体的な提示をお願い
します。一例として、配慮書 3.1.6(1)(b)において、「事
業実施想定区域内には、いずれの主要な眺望点も含まれ
ない」とありますが、眺望点はその位置よりも、そこか
らの景色が重要です。それぞれの眺望点や配慮書
3.1.6(2)に示された触れ合いの場、市民生活の場から風
力発電設備(風車)がどのように見えるかを視覚的に示
してください。 
風力発電による影響は世界中で様々なデータが出てい
ると思います。各国の状況、問題点、課題、対処方法を
調査検討いただき、資料の提示をお願いします。 
「誠実な心で世界を結び、新たな価値と豊かな未来を創
造します。」を理念とする貴社におかれましては、世界
的な視野で環境価値を守り、地域・社会に対して誠実な
対応をいただきますよう切にお願い申し上げます。 

方法書手続き以降における環境影響評
価項目の選定は、発電所アセス省令第
21 条第 1 項に定められた風力発電事業
に係る参考項目に基づき検討すること
としております。 
眺望点につきましては、方法書以降の手
続きにおいて、主要な眺望点の調査、フ
ォトモンタージュ作成による予測及び
評価を実施し、併せて眺望点の利用状況
や眺望景観の状況をふまえ、事業計画を
検討いたします 
また、現地調査及び環境影響に関する予
測及び評価につきましては、専門家の助
言及び 新の知見をふまえ実施し、必要
に応じて環境保全措置を実施いたしま
す。 

28 

事業計画 景観破壊、動植物の壊滅、人口減の中、電力は必要か。 再生可能エネルギーである風力による
電気を供給することにより、我が国のエ
ネルギー自給率の向上、地球温暖化防止
への寄与、風力発電を通じて地域の活性
化への貢献及び地域との共存を目指し
て取り組んでおります。 
事業を地球温暖化防止に寄与するもの
とすべく、事業の二酸化炭素削減効果に
ついては弊社内で検討をした上で、計画
を進めております。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

夏山のフットパス、バックカントリースキーの景観がそ
がれる。 

人と自然との触れ合いの活動の場につ
きましては、方法書以降の手続きにおい
て、現地調査に加えて各関係機関から情
報収集を行うなど詳細に確認を行い、ご
意見をいただきながら環境影響評価を
実施し、事業計画を検討いたします。 
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表 7.1-1(35) 一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

29 

事業計画 2.2.7 に、重要な自然環境のまとまりの場(現存植生図の
自然林)、尾根の状況及び既存林道を把握したうえで、
自然林の分布面積の小さい尾根を確認し、さらに土地の
改変面積低減のため、利用可能な既存林道が多く含まれ
る範囲を抽出とあります。この文章からは、自然林の分
布面積の小さい尾根は確認されるだけで風力を立てる
場所を決める際に、どのように考慮されるのか優先度が
わからないので基準を教えてください。 

自然度の高い植生の改変面積を可能な
限り少なくするために、今後の現地調査
により、現況の植生を把握し、既存林道
を使用することをふまえ事業計画を検
討いたします。 

環境影響 
評価 

 今後、風車を立てる場所を絞り込む中で、自然林の分
布度と既存林道、植生と動物の営巣地、風車の影が及ぶ
範囲、風向きの強さ、住宅などといった異なる種類の情
報を重ね合わせた地図を作成公表し、どのような優先順
位のもと、環境への影響を低減させる努力がなされたの
か、同時にどのような影響は仕方ないとされたのかを、
地域住民にとってわかりやすくする必要があると思い
ます。 

環境影響評価図書は、「発電所に係る環
境影響評価の手引」(令和 2 年 3 月、経
済産業省産業保安グループ電力安全課）
に基づき、わかりやすい図書作成に努め
てまいります。また、周辺住民の皆様に
事業計画及び環境影響評価結果につい
てご説明させていただきながら、ご理解
いただけるよう事業計画の検討を進め
てまいります。 

地下水  また風車を立てるには、どのくらい地面を掘るのでし
ょうか？地下水に与える影響に関する予測や調査がな
されていないのはなぜでしょうか。影響を与えないと考
える根拠があれば公表してください。 

方法書手続き以降における環境影響評
価項目の選定は、発電所アセス省令第
21 条第 1 項に定められた風力発電事業
に係る参考項目に基づき検討すること
としております。 
なお、風力発電機の設置の際に、通常、
帯水層に達するような基礎工事は実施
いたしませんが、方法書以降の手続きに
おいて、計画が具体化し、風車配置予定
地の地盤状況を調査した段階で、必要に
応じて基礎の深さと地下水への影響に
ついて検討いたします。 

超低周波音  低周波は騒音と違い、距離が離れても減少しないと書
かれた新聞記事を読みました。 
(http://www.chosyu-journal.jp/shakai/6965) 
H31 に経済産業省が作った手引きの基準を採用している
とのことですが、性質の異なる低周波を騒音の基準で評
価したのはなぜですか？ 

騒音も超低周波音も距離が離れるにつ
れて影響程度が小さくなるため、配慮書
では同様に距離で住居等の分布状況を
整理いたしました。 
周波数が低い方が、空気吸収や回折によ
る減衰は小さい傾向にありますが、周波
数によらず幾何減衰はあるため、”低周
波音は距離が離れても減少しない”とい
うことはありません。 

その他  配慮書の漢字にフリガナがふられておらず、こどもに
とってはさらに理解が難しいものでした。地域に暮らす
のは漢字が読める人だけではありません。改善を求めま
す。 

環境影響評価図書は、「発電所に係る環
境影響評価の手引」(令和 2 年 3 月、経
済産業省産業保安グループ電力安全課）
に基づき、わかりやすい図書作成に努め
てまいります。 
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7.1.2 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（令和 2 年 7 月 3 日）及び事業

者の見解は、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 7.1-2 に示すとおりで

ある。 

 

表 7.1-2(1) 配慮書に対する北海道知事の意見及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

1 

総括的事項 （1）今後の対象事業実施区域の設定、事業の規模、風

車の配置及び構造・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、複数の専門家等から助言

を得るなどしながら、各環境要素に係る環境影響につい

て適切な方法により調査を行い、科学的知見に基づいて

予測及び評価を実施し、その結果を事業計画に反映させ

ること。 

なお、その過程において、重大な環境影響を回避又は十

分低減できない場合若しくは回避又は低減できること

を裏付ける科学的根拠を示すことができない場合は、事

業規模の縮小など事業計画の見直しを行うことにより、

確実に環境影響を回避又は低減すること。 

対象事業実施区域の設定、事業の規模、

風車の配置及び構造・機種につきまして

は、各環境要素に係る環境影響について

適切な方法により調査を行い、科学的知

見に基づいて予測及び評価を実施し、そ

の結果をふまえて検討いたします。 

 

2 

(2）本配慮書では、風況や地形の状況等をもとに検討対

象エリアを絞り込み、法令等の制約を受ける場所及び環

境保全上留意が必要な場所を確認し、事業実施想定区域

を設定したとしている。しかし、その検討過程の説明が

不十分で分かりにくいものとなっていることから、方法

書ではその検討過程について分かりやすく記載するこ

と。特に保安林が事業実施想定区域のほぼ全域を占めて

おり、当該保安林を回避しなかった理由などについても

記載すること。 

ご意見をふまえ、事業実施想定区域の検

討過程につきましては、配慮書の内容を

修正し、方法書「7章 7.2.1 配慮書にお

ける対象事業の内容と計画段階配慮事

項の検討結果」p.7-47(419)～7-54(426)

に記載いたしました。 

3 

（3）事業実施想定区域の周辺には他事業者の計画中の

風力発電事業があり、この風力発電所との累積的影響が

生じるおそれがあることから、必要な情報を入手した上

で、本事業との累積的影響について適切に調査、予測及

び評価を実施すること。 

本事業の周辺で計画中の風力発電事業

との累積的影響につきましては、環境影

響評価図書等の公開情報の収集及び他

事業者との情報交換等に努め、その影響

予測が必要であると判断した場合は適

切に調査、予測及び評価を実施いたしま

す。 

4 

（4）地域住民等から自然環境や景観への影響、低周波

音や風車の影による健康被害を懸念する声が認められ

ている状況を踏まえ、今後の手続きに当たっては、周辺

町内会のみならず広く住民や関係団体等への積極的な

情報提供や説明などにより、相互理解の促進に十分努め

ること。 

今後の手続きにおいて、住民説明会等の

実施により地域の方々への情報提供や

説明等を実施し、相互理解の促進に努め

てまいります。 

5 

（5）インターネットによる環境影響評価図書の公表に

当たっては、広く環境の保全の観点から意見を求められ

るよう、印刷可能な状態にすることや、環境影響評価図

書の内容の継続性を勘案し、法令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。 

今後の手続きにおいて、広く環境の保全

の観点から意見を求められるよう、方法

書の縦覧につきましては、印刷を可能な

状態といたしました。 

また、縦覧期間が終了した配慮書につき

ましては、環境省ホームページの「縦覧

期間終了後の環境影響評価図書の公開」

にて掲載し、方法書の縦覧及び意見書提

出期間まで閲覧いただけるようにいた

しました。 
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表 7.1-2(2) 配慮書に対する北海道知事の意見及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

6 

個別的事項 （1）騒音、超低周波音及び風車の影 

事業実施想定区域の周辺には住居が存在しており、これ

らに対する騒音及び超低周波音、風車の影による重大な

環境影響が生じるおそれがある。このため、 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、予

測及び評価を実施し、風車を住居から離隔することなど

の措置を講じ、影響を回避又は十分に低減すること。 

騒音、超低周波音及び風車の影について

は、 新の知見等に基づき、住居への影

響を適切に調査、予測及び評価を実施

し、その結果、影響が予測された場合は、

影響の回避又は低減策を検討いたしま

す。 

なお、本年 8 月 31 日に発電所アセス省

令が改正され、超低周波音は参考項目か

ら削除されましたが、超低周波音に対す

る住民の方々のご不安やご懸念がある

ことから、環境影響評価の項目として選

定いたしました。  

7 

（2）動物 

ア 事業実施想定区域は、鳥類への影響を考慮すべき区

域を示した「風力発電立地検討のためのセンシティビテ

ィマップ」において、クマタカなどの分布情報により注

意喚起レベル A3 及び C のメッシュに含まれ、特に重点

的な調査が必要とされている。また、事業実施想定区域

及びその周辺はノスリの渡りの経路となっている可能

性があるほか、オジロワシなどの越冬期の生息情報やコ

ウモリ類の生息環境の分布が認められている。このた

め、関係機関や専門家等からの助言を得ながら、鳥類の

移動経路、生息状況等に関する詳細な調査を行うこと。

その上で、バードストライクやバットストライク、生息

環境の変化などの影響について適切な方法により予測

及び評価を実施し、その結果を風車配置等の検討に反映

することなどにより、影響を回避または十分に低減する

こと。 

鳥類については、専門家等からの助言及

び 新の知見をふまえ適切に調査、予測

及び評価を実施し、その結果、影響が予

測された場合は、影響の回避又は低減策

を検討いたします。 

8 

イ 動物相については、専門家等からの助言を得ながら

的確に把握するとともに、重要な動物種について、適切

な方法により予測及び評価を実施し、生息地の改変を避

けることなどにより、影響を回避又は十分に低減するこ

と。 

動物相については、専門家等からの助言

及び 新の知見をふまえ、適切に調査、

予測及び評価を実施し、その結果、影響

が予測された場合は、影響の回避又は低

減策を検討いたします。 

9 

（3）植物及び生態系 

ア 事業実施想定区域には、エゾイタヤ-シナノキ群落

などの自然度の高い植生や保安林といった重要な自然

環境のまとまりの場が広範囲に存在していることから、

風車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ことなどにより、影響を

回避又は十分に低減すること。特に保安林については、

事業実施想定区域のほぼ全域を占めており、重大な影響

が懸念されることから、当該保安林の関係機関と事前に

十分協議したうえで事業計画を検討すること。 

重要な自然環境のまとまりの場につき

ましては、専門家等からの助言をふま

え、現地調査を実施し現状の植生を把握

いたします。なお、自然度の高い植生等

については、適切に予測及び評価を実施

し、その結果をふまえ必要に応じて、影

響を回避又は低減いたします。 

なお、保安林につきましては、当該保安

林の関係機関と十分に協議を行い、事業

計画を検討いたします。 

10 

イ 植物相については、専門家等からの助言を得ながら

的確に把握するとともに、重要な植物種について、適切

な方法により予測及び評価を実施し、生育地の改変を避

けることなどにより、影響を回避又は十分に低減するこ

と。 

植物相については、専門家等からの助言

をふまえ、現地調査を実施の上、把握い

たします。なお、重要な植物種は、適切

に調査、予測及び評価を実施し、その結

果、影響が予測された場合は、影響の回

避又は低減策を検討いたします。 

11 

ウ 生態系については、専門家等からの助言を得なが

ら、上位性注目種や典型性注目種等について、事業実施

想定区域周辺の生態系を特徴づける適切な種を選定し

た上で調査、予測及び評価を実施し、注目種の好適な生

息地又は生育地の改変を避けることなどにより、影響を

回避又は十分低減すること。 

生態系については、専門家等からの助言

をふまえ、事業実施想定区域周辺の生態

系を特徴づける適切な種を選定した上

で調査、予測及び評価を実施し、その結

果、影響が予測された場合は、影響の回

避又は低減策を検討いたします。 
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表 7.1-2(3) 配慮書に対する北海道知事の意見及び事業者の見解 

No. 項目 意見の概要 事業者の見解 

12 

個別的事項 （4）景観 

ア 事業実施想定区域には、景観資源である於古発山が

含まれており、事業による改変により直接的な影響を受

ける可能性がある。また、主要な眺望点については関係

自治体ホームページや観光パンフレット等に掲載の情

報に基づき選定しているが、関係機関等へのヒアリング

などにより他に追加すべき眺望点がないか改めて検討

すること。特に同区域には、天狗山から塩谷丸山を巡り

遠藤山や於古発山を散策できる「小樽周辺自然遊歩道」

が含まれており、「大曲展望所」など改めて主要な眺望

点がないか確認すること。その上で、適切な方法により

調査、予測及び評価を実施し、その結果を風車の配置検

討に反映することなどにより、影響を回避又は十分に低

減すること。 

景観については、関係機関等へのヒアリ

ング等により、他に追加すべき眺望点が

ないかを確認検討いたします。その上

で、適切な方法により調査、予測及び評

価を実施し、その結果、影響が予測され

た場合は影響の回避又は低減策を検討

いたします。 

13 

イ 事業実施想定区域周辺には、地域の貴重な観光資源

である「塩谷丸山」や重要な眺望地点である「天狗山」

等があり、風車の設置に伴う自然景観や眺望景観に重大

な影響を及ぼすおそれがある。このため、こうした景観

への影響について適切な方法により調査、予測及び評価

を実施し、その結果を風車の配置検討に反映することな

どにより、影響を回避又は十分に低減すること。 

景観への影響につきましては、フォトモ

ンタージュ法等による視覚的な表現手

法により影響を予測及び評価を実施し、

その結果、影響が予測された場合は影響

の回避又は低減策を検討いたします。 

14 

（5）人と自然の触れ合いの活動の場 

事業実施想定区域には、「小樽周辺自然遊歩道」が含ま

れるため、本事業の実施に伴う騒音、風車の影及び景観

変化等により、人と自然との触れ合いの活動の場に対す

る重大な影響が懸念される。このため、これらの影響に

ついて適切な方法により調査、予測及び評価を実施し、

その結果を風車の配置検討に反映することなどにより、

影響を回避または十分に低減すること。 

人と自然の触れ合いの活動の場につい

ては、施設管理者等へのヒアリング及び

現地踏査を実施し、利用実態及び利用環

境の状況を把握した上で予測及び評価

を実施し、その結果、影響が予測された

場合は、影響の回避又は低減策を検討い

たします。 
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7.2 発電設備等の構造若しくは配置、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 

 

7.2.1 配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 

 (1) 事業実施想定区域の設定方法 

事業実施想定区域の選定フローは、図 7.2-1 に示すとおりである。 

事業実施想定区域は、検討対象エリア内から風況、地形及び既設の風力発電所の稼働状況、法

令等の制約、環境保全上留意が必要な場所をふまえて検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-1 事業実施想定区域の選定フロー 

  

(b)風況、地形及び既設の風力発電所の稼働状況の確認 

（図 7.2-2参照） 

局所風況マップから、風況が良い（年平均風速 6.5m/s 以上）場

所及び地形の状況を確認し、検討対象エリアを絞り込み 

(c)法令等の制約を受ける場所の確認（図 7.2-3 参照） 

法令等の制約（農用地区域、砂防指定地等）を確認し、除外検

討対象エリアを絞り込み 

(d)環境保全上留意が必要な場所の確認 

（図 7.2-4～図 7.2-5 参照） 

・生活環境への配慮を検討するため、住居等の場所を確認し、

検討対象エリアを絞り込み 

・さらに自然環境への配慮を検討するため、重要な自然環境の

まとまりの場、既存林道の状況を確認し、事業実施想定区域

を設定 

(a)検討対象エリアの設定 

小樽市及び余市町を検討対象としてエリアを設定 

事業性配慮 

法令等の規制

環境性配慮 

(e)事業実施想定区域の設定 

上記(a)～(d)をふまえ、事業実施想定区域を設定 

社会環境への配慮 
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 (2) 事業実施想定区域の選定根拠 

  (a) 検討対象エリアの設定 

以下の条件及び背景をふまえ、小樽市と余市町の山地を検討対象エリアとした。 

・局所風況マップ(NEDO：(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構)から好風況のエリアは北

海道・東北に集中している。 

・本事業を計画している北海道では「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」に基づく

「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」を策定し、早期より新エネルギーを主

要なエネルギー源の一つとすることを目指している。 

・小樽市及び余市町は、再生可能エネルギー発電事業の接続可能な 66kV 以下送電線の空きが

ある。 

 

  (b) 風況、地形及び既設の風力発電所の稼働状況の確認 

検討対象エリア及びその周囲における風況について、局所風況マップ(NEDO：(独)新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構)から好風況の範囲(年平均風速が約 6.5m/s 以上)を確認し、風力発電

機の建設可能な尾根部を勘案した結果、当該地域周辺の標高 150m 以上のエリアを抽出した（図 

7.2-2 参照）。 

検討対象エリア及びその周囲において、既設の風力発電機は存在しないが、表 7.2-1、図 7.2-2

に示すとおり、石狩湾では、現在環境影響評価手続き中の洋上風力発電事業が存在する。 

 

表 7.2-1 検討対象エリア及びその周囲の手続き中の風力発電事業 

No 手続き段階 年月 事業名称 事業者 

1 配慮書 R1.8 (仮称)北海道石狩湾沖洋上風力発電事業 コスモエコパワー株式会社 

2 配慮書 R2.8 (仮称)石狩湾沖洋上風力発電所建設計画 株式会社 JERA 

出典：「環境アセスメントデータベース EADAS」 

(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 9 月 5 日閲覧) 

「北海道の環境影響評価情報」(北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/relevant_projects.

htm 令和 2 年 8 月 26 日閲覧) 

 

 

  (c) 法令等の制約を受ける場所の確認 

(b)において抽出した検討対象エリアにおいて農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用

地区域、砂防三法（砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律）

及び土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）の指

定区域を確認し、(b)において抽出したエリアから各指定区域を除外し、検討対象エリアを絞り

込んだ。（図 7.2-3 参照）。 

 

  

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 
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  (d) 環境保全上留意が必要な場所の確認 

検討対象エリア及びその周囲における環境保全上留意が必要な場所の分布状況を図 7.2-4～

図 7.2-5 に示す。 

(c)において絞り込んだ検討対象エリア及びその周囲において環境への配慮が必要な地域を確

認し、事業実施想定区域を設定した。 

生活環境への配慮としては、住居等及び特に配慮すべき施設等から 500m の範囲を検討対象エ

リアから除外した（図 7.2-4）。 

上記の検討エリアには、重要な自然環境のまとまりの場として、現存植生図の自然草原・自然

林及び保安林が含まれているため、自然環境への配慮としては、風力発電機の建設に利用可能と

考えられる尾根の状況及び既存林道を把握した上で、自然草原・自然林の分布面積を低減できる

エリアを抽出した。（表 7.2-2・図 7.2-5）。 

抽出したエリアに含まれている自然林については、今後の現地調査により自然林の現状を把握

しながら、土地の改変面積の低減及び樹木伐採の最小限化を考慮した風力発電機の配置及び輸送

の検討をすすめていく。 

 

表 7.2-2 検討対象エリアにおける自然草原・自然林の分布面積 

現存植生図による 

植生自然度の区分 

生活環境への配慮 

検討エリア（図 7.2-4）

自然環境への配慮 

検討エリア（図 7.2-5） 

自然草原 90.8ha 該当なし 

自然林 1,899.7ha 513ha 

自然草原・自然林合計 

(エリア内の分布面積の割合)

1,990.5ha 

(58.1%) 

513ha 

(35.6%) 

 

なお、当該範囲周辺は広く保安林の指定があるが、その土地の利活用について、北海道森林管

理局と現在協議中である。今後の協議をふまえた事業計画とすることで調整の見込みがあること

から、現時点では保安林を含め検討対象エリアとしている。 

 

  (e) 事業実施想定区域の設定 

「(a) 検討対象エリアの設定」から「(d) 環境保全上留意が必要な場所の確認」までの検討

経緯をふまえ、図 7.2-6 のとおり、事業実施想定区域として設定した。 

また、今後は、地元自治体や地権者、関係機関と継続して協議を行いつつ、事業計画の具体化

を進めていく予定である。 

 

 

  

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 



7-50 

(422) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 7.2-2 (b）風況・地形による

絞り込み 

出典：「局所風況マップ」(独立法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

http://app8.infoc.nedo.go.jp/nedo/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧)より作成 

「環境アセスメントデータベース EADAS」 

(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 1 月 31 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 
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図 7.2-3 (c)法令等の制約を

受ける場所による絞り込み 

出典：「国土数値情報都市地域(平成 30 年)」(国土交通省ホームページ 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「国土調査 20 万分の 1 土地保全基本調査」 

（国土交通省国土政策局国土情報課ホームページ 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_20-1.html 令和 2 年 2 月 14 日閲覧) 

「国土数値情報 土砂災害警戒区域(平成 30 年度)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土調査 20 万分の 1 土地保全基本調査」（国土交通省国土政策局国土情報課 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_20-1.html 令和 2 年 2 月 14 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 
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図 7.2-4 (d)環境保全上留意

が必要な場所による絞り込み 

(生活環境) 

出典：「国土数値情報都市地域(平成 23 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「小樽市立小中学校学校施設一覧表」(小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/gakko_kyoiku/sisetu/gakkouitiran.html 令和 2 年 2 月 6日閲覧) 

「市内私立幼稚園一覧」(小樽市ホームページ https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/kosodate/youchen/youchi.html 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「平成 30 年度 北海道学校一覧について」(北海道教育委員会 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2018gakkou-i.htm 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「小樽市内の病院一覧」(令和 2 年 1 月 1 日現在、小樽市ホームページ https://www.city.otaru.lg.jp/hokenjo/iryou/iryou_byouin.html) 

「道内医療機関の名簿について 病院」(令和元年 10 月 1 日現在、北海道ホームページ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/iryoukikanmeibo.htm) 

「社会福祉法人・施設等の一覧表 特別老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム」 

(令和 2 年 2 月 5 日更新、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm) 

「保育所・幼稚園等のご案内」(平成 31 年 4 月 1 日現在、小樽市福祉部子育て支援室こども育成課) 

「保育所・保育サービス等・保育サービス等」(平成 26 年 4 月 1 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/homepage/hoikusho.htm） 

「13.障害福祉サービス(移住系サービス)」（令和元年 6 月現在、小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/shogai_fukusi/syogaisya-handbook/handbook13_4.html) 

「13.障害福祉サービス（児童の通所サービス）」(令和元年 6 月現在、小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/shogai_fukusi/syogaisya-handbook/handbook13_5.html) 

「障害児通所支援事業所・入所施設一覧」(令和 2 年 1 月 31 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm 

「国土基盤地図情報 建築物(普通建物・堅ろう建物)」 

(国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 令和 2年 2 月 3 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 
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図 7.2-5 (d)環境保全上留意

が必要な場所による絞り込み 

(自然環境) 

出典：「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「環境緑地保護地区等指定一覧表 平成 29 年 7 月 28 日」(北海道環境局生物多様性保全課ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/kouen/hozen.htm) 

「記念保護樹木指定一覧表 平成 29 年 7 月 28 日」(北海道環境局生物多様性保全課ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/kouen/hozen.htm) 

「保存樹木等の指定一覧表」(平成 29 年 11 月 1 日作成、小樽市) 

「小樽市環境基本計画」(平成 27 年 4 月発行、小樽市生活環境部環境課) 

「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」 

(環境省 生物多様性センターホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/) 

※植生図の作成時期は、第 2 回…S54 年度、第 3 回…S58～61 年度、第 4 回…H1～5 年度、第 5 回…H6～10 年度 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年度 

「海鳥コロニーデータベース」(環境省ホームページ https://www.sizenken.biodic.go.jp/seabirds/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省ホームページ  

http://www.env.go.jp/nature/important_wetland/wetland/w055.html 令和 2年 2 月 3 日閲覧) 

「令和元年度 鳥獣保護区等位置図」(令和元年 10 月、北海道) 

「森林計画関係資料ダウンロードページ」(平成 30 年末現在、 

北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/OPD.htm) 

「石狩空知森林計画図 第 5 次国有林野施業実施計画図 石狩森林管理署 

(小樽・余市・赤井川)」(北海道森林管理局) 

注)1.背景図は、国土地理院の基盤地図情報(10m 標高メッシュ)を用いて地形の状況を示す。 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 
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図 7.2-6 事業実施想定区域 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じで

あるが、ゴシック体の箇所については、配慮書より見直しを行い修正したものであ

る。また、項目番号及び図表番号は、適宜修正した。 
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7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討経緯 

 (1) 配慮書における検討結果 

配慮書段階における事業実施想定区域は、改変の可能性のある範囲を含有した広域な範囲のた

め、騒音及び超低周波音、風車の影、動植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場

の項目について影響が生じる可能性があると評価した。しかし、今後の事業計画の検討の中で、

対象事業実施区域の絞り込みや環境影響評価における現地調査をふまえて環境保全措置を検討す

ることにより、将来的に重大な影響を回避又は低減できるものと評価した。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環

境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものとした。 

 

 (2) 配慮書提出後の事業計画の検討経緯 

  (a) 方法書以降の手続き等において留意する事項への対応方針 

配慮書において記載した、方法書以降の手続き等において留意する事項(以下「留意事項」と

いう。)への対応方針を表 7.2-3 に示す。 
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表 7.2-3(1) 留意事項への対応方針 

環境要素 
重大な環境影響を回避又は低減するため 

方法書以降の手続きにおいて留意する事項 
方法書における対応方針 

騒音及び 

超低周波音 

・環境保全について特に配慮が必要な施設及び住居

等からの距離に留意して、風力発電機の機種及び

配置を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境の現況を適切に把握

し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベル

を設定した上で予測計算を行うとともに、騒音及

び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に応じ

て環境保全措置を検討する。 

方法書では、配慮書での検討結果をふまえつ

つ、風力発電機配置検討範囲と住居等との離隔

距離を 1.0km 以上として検討することとした。 

また、対象事業実施区域の周囲において、騒

音及び超低周波音の現況を把握するため、調査

地点として 2 地点を選定した。さらに、選定し

た発電機に応じてパワーレベルを設定した上で

予測計算を行う手法とした。 

風車の影 

・環境保全について特に配慮が必要な施設及び住居

等からの距離に留意して、風力発電機の機種及び

配置を検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーシ

ョンによりその影響の程度を把握し、必要に応じ

て環境保全措置を検討する。 

施設の稼働に伴い風車の影の発生のおそれが

あり、周囲に存在する住居等へ影響を及ぼす可

能性があるため、風力発電機を設置する位置か

らの風車の影の影響について予測・評価を行い、

その結果に応じて環境保全措置を検討すること

とした。 

予測については、風車の影の影響範囲及び時

間を計算し、等時間日影図を作成する手法とし

た。 

動物 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要

な種及び注目すべき生息地への影響の程度を適

切に予測する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、「猛禽類

保護の進め方（改訂版）」（平成 24 年、環境省）

に準拠して生息状況調査を行い、また、猛禽類や

ガンカモ類等の渡り状況も調査した上で適切に

影響予測を行う。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふまえ

て、風力発電機の配置計画、既設林道等の活用な

ど土地改変及び樹木伐採の 小限化、濁水対策等

の環境保全措置を必要に応じて検討する。 

動物の重要な種及び注目すべき生息地を適切

に把握するため、哺乳類、爬虫類、両生類、昆

虫類、魚類、底生動物の現地調査を実施するこ

ととした。 

特に、クマタカ等の猛禽類やガンカモ類等の

渡り状況については、適切な時期及び調査地点

で現地調査を実施し、影響予測を実施すること

とした。 

また、動物への影響について予測及び評価を

実施し、その結果に応じて環境保全措置を検討

することとした。 

植物 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等

により把握し、影響の程度を適切に予測する。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふまえ

て、風力発電機の配置計画、既設林道等の活用な

ど土地改変及び樹木伐採の 小限化、濁水対策等

の環境保全措置を必要に応じて検討する。 

方法書においては、環境影響評価項目として

選定し、植物の重要な種及び重要な植物群落へ

の影響の程度を適切に予測できるよう調査計画

を設定した。 

また、植物への影響について予測及び評価を

実施し、その結果に応じて環境保全措置を検討

することとした。 
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表 7.2-3(2) 留意事項への対応方針 

環境要素 
方法書以降の手続き等において 

留意する事項 
方法書における対応方針 

生態系 

・生態系の現況を現地調査等により把握し、また、

重要な種及び注目すべき生息地・生育地への影

響の程度を適切に予測する。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふま

えて、風力発電機の配置計画、既設林道等の活

用など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必要に応じて検討す

る。 

生態系への影響を予測及び評価するため、上位

性種に猛禽類(クマタカ)を、典型性種に森林性鳥

類を選定した。 

また、生態系への影響について予測及び評価を

実施し、その結果に応じて環境保全措置を検討す

ることとした。 

景観 

・主要な眺望点及び景観資源への影響の程度を適

切に予測し、必要に応じて風力発電機の配置を

検討する。 

・眺望景観の状況や眺望の方向、眺望点の利用状

況等をふまえて事業計画を策定する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予

想図を合成する方法（フォトモンタージュ法）

により主要な眺望景観への影響の程度を予測

し、環境融和塗色等の環境保全措置を必要に応

じて検討する。 

対象事業実施区域の周囲において、主要な眺望

点及び身近な眺望点の調査地点として 16 地点を

選定した。 

また、調査地点から撮影した写真に、発電所完

成予想図を合成する手法(フォトモンタージュ

法)によって、主要な眺望景観への影響について

予測及び評価を実施し、その結果に応じて環境保

全措置を検討することとした。 

人と自然との 

触れ合いの活 

動の場 

・施設の管理者ヒアリングや現地調査を実施し、

実際の人と自然との触れ合いの活動の場の利用

環境及び利用状況を適切に把握する。 

・上記の現地調査の結果をふまえ、人と自然との

触れ合いの活動の場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて風力発電機の配置を検討す

る。 

対象事業実施区域及び周囲において、人と自然

との触れ合いの活動の場の利用環境及び利用状

況を適切に把握するために調査地点として3地点

を選定した。 

また、人と自然との触れ合いの活動の場への影

響について予測及び評価を実施し、その結果に応

じて環境保全措置を検討することとした。 
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  (b) 対象事業実施区域の設定 

  ① 対象事業実施区域・風力発電機配置検討範囲の設定の考え方 

配慮書では、環境への配慮及び事業性をふまえて、『事業実施想定区域』を設定した。本方法

書では、配慮書で検討した環境への配慮事項及び現時点の事業計画をふまえ、『対象事業実施区

域』及び『風力発電機配置検討範囲』を設定した。本事業における対象事業実施区域の検討フロ

ーを図 7.2-7 に示す。 

なお、具体的な風力発電機の配置位置は、今後の調査結果、地権者との協議等をふまえ決定す

る。従って、現段階では風力発電機の詳細な配置は未定であるため、風力発電機配置検討範囲を

示すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-7 配慮書・方法書における事業区域の検討フロー  

(2)事業性検討 

・局所風況マップ及び地形図等から、風況が良いと考えられる場所を絞り込み 

(1)検討対象エリアの選定 

・本計画段階において検討対象となる範囲を選定 

配 

慮 

書 

『事業実施想定区域』を決定 

方

法

書 

(6)事業計画の検討 

・発電機配置検討範囲より既存道路を拡幅、工事用資材等の搬出入等に利用する取付道路や

附帯設備の整備及び作業ヤード等の造成・基礎として整備する可能性のある場所について

検討 

(5)環境への再配慮 

・生活環境への配慮として、事業実施想定区域周辺の住居等からの離隔距離を考慮した風力

発電機配置検討範囲を設定 

『対象事業実施区域』及び『風力発電機配置検討範囲』を設定 

(3)法令上の規制 

・法令等の制約(農用地区域、砂防指定地等)を確認して検討対象エリアを絞り込み 

(4)環境性配慮 

・生活環境及び自然環境に配慮するため、学校・病院・診療所・住居等の施設(生活環境)、重

要な自然環境のまとまりの場を勘案して検討対象エリアを絞り込み 

・土地の改変面積を低減するため、利用可能な既存林道が多く含まれる範囲を抽出し選定 

(7)対象事業実施区域の最小化 

・再検討した事業計画をふまえ、環境改変の可能性のある範囲を絞り込み、 小化 
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  ② 対象事業実施区域・風力発電機配置検討範囲の設定に関する検討の経緯 

対象事業実施区域の設定にあたっては、環境面の配慮より周辺の住居等との離隔距離の確保す

ることで風力発電機配置検討範囲を設定し、それに伴い事業実施想定区域から一部を除外した。 

その一方で、事業による環境影響を適切に把握する観点から、配慮書の事業実施想定区域には

含まれていなかった場所であっても、拡幅の可能性がある既存林道、取付道路や附帯設備を整備

する可能性がある場所、作業ヤード等の造成・基礎として整備する可能性がある場所について、

方法書で新たに対象事業実施区域に含めることとした。 

さらに、風力発電機配置検討範囲及び取付道路や附帯設備等の事業計画をふまえ、本事業にお

いて利用する可能性が低い箇所について除外して、対象事業実施区域を設定した。今後、これら

の場所について改変の可能性を検討していくが、現時点では未定のため、想定される全ての場所

を対象事業実施区域に含めている。 

配慮書(事業実施想定区域)から方法書(対象事業実施区域)の検討の経緯を表 7.2-4 及び図 

7.2-8 に示す。 

 

表 7.2-4 配慮書(事業実施想定区域)から方法書(対象事業実施区域)の検討の経緯 

No. 検討の経緯 

①  
環境への配慮の観点から、周辺の住居等との離隔距離を考慮した風力発電機の配置を検討し、

事業実施想定区域内の尾根部の一部を除外し、風力発電機配置検討範囲を設定した。 

②  

事業による環境影響を適切に把握する観点から、既存道路の拡幅、取付道路の整備及び作業

ヤード等の造成・基礎として整備の可能性がある場所を検討し、事業実施想定区域を拡張し

た。 

③  
①風力発電機配置検討範囲及び②取付道路や附帯設備等の事業計画をふまえ、本事業におい

て利用する可能性が低い箇所について除外して、対象事業実施区域を設定した。 
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③住居等から離隔距離

を考慮し事業実施想

定区域から除外 

住居等 

住居等 

①住居等から離隔距離を考慮し、風力発電機配置検討範囲

から除外した尾根部 

③使用しない既存林道部

の除外 

図 7.2-8 対象事業実施区域の

設定に関する検討の経緯 

②既存道路拡幅・取付道路整備の可能性があるため拡張

住居等 

②作業ヤード等の造成・基礎の整備の

可能性があるため拡張 

③地形の状況をふまえ

除外 

①住居等から離隔距離を考慮し、風力発電

機配置検討範囲から除外した尾根部 

住居等 
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  ③ 配慮書及び方法書における事業計画概要の比較 

配慮書及び方法書における事業計画概要の比較を表 7.2-5 に示す。 

 

表 7.2-5 配慮書及び方法書における事業計画概要の比較 

項目 配慮書 方法書 

発電所の出力 大 116,100kW 大 116,100kW 

単機定格出力 4,300kW 4,300kW～5,500kW 

基数 大 27 基 大 27 基 

面積 
事業実施想定区域：

1,443.9ha 

対象事業実施区域 

1067.3ha 

(うち、輸送ルート・工事用道路の検討範囲：23.5ha) 

風力発電機の配置範囲 検討中 風力発電機配置検討範囲として提示 

ブレード枚数 3 枚 3 枚 

ローター直径 約 120m～約 130m 約 117m～約 158m 

ハブ高さ 約 85m 約 84m～約 121m 

高高さ 約 150m 約 143～約 200m 

変電設備 検討中 検討中 

送電線・ 

系統連系点 
検討中 

・系統連系点については、北海道電力と現在協議中 

・送電線の配置は、関係機関、地権者等との協議をふまえて検討
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（白紙のページ） 
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