
11.1-1 

(1461) 

第11章 準備書についての意見と事業者の見解 

11.1 準備書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

11.1.1 準備書の公告及び縦覧 

1. 準備書の公告及び縦覧

「環境影響評価法」第 16 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、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告

し、準備書及びその要約書を公告の日から起算して 1 か月間縦覧に供するとともに、イ

ンターネット利用により公表した。

(1)公告の日

平成 29 年 6 月 1 日（木） 

(2)公告等の方法

① 平成 29 年 6 月 1 日（木）付けの次の日刊新聞紙に公告した。

・福島民友新聞社

・福島民報社

※平成 29 年 6 月 15 日（木）～6 月 28 日（水）に開催した説明会についての公告を含

む。

② 地方公共団体の広報誌によるお知らせ

下記広報誌に、「お知らせ」として、縦覧、意見の募集及び住民説明会について掲載し

た。 

・田村市政だより 6 月号（平成 29 年 6 月 1 日（木）発行）

・広報かわうち 6 月号（平成 29 年 6 月 1 日（木）発行）

・広報おおくま 6 月号（平成 29 年 6 月 1 日（木）発行）

・広報なみえ 6 月号（平成 29 年 6 月 1 日（木）発行）

・広報かつらお 6 月号（平成 29 年 6 月 1 日（木）発行）

③ ダイレクトメールによるお知らせ

・葛尾村においては、対象事業実施区域周辺の避難されている方へ、縦覧及び説明会に

ついてダイレクトメールを送付した。

④ インターネットによるお知らせを実施した。

平成 29 年 6 月 1 日（木）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・福島県のウェブサイト

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/eia-topic-koukokujyuuran.html

・田村市 ホームページ

http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/4/abukumafuuryoku-jyunnbisyo.html
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・大熊町 ホームページ 

http://www.town.okuma.fukushima.jp/201705/30-4454 

・浪江町 ホームページ 

 http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/7/16206.html 

・福島復興風力株式会社 ホームページ 

 http://www.jwe.co.jp/fff/ 

 

(3)縦覧場所 

自治体庁舎 9 か所において縦覧を行った。また、インターネットを利用した公表を行った。 

①自治体庁舎での縦覧 

・福島県庁生活環境部環境共生課（西庁舎八階） 

福島県福島市杉妻町 2-16 

・田村市役所協働まちづくり課 

福島県田村市船引町船引字畑添 76 番地 2 

・田村市都路行政局市民課 

福島県田村市都路町古道字本町 33 番地 4 

・川内村役場総務課 

福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡 11-24 

・大熊町役場会津若松出張所企画調整課 

福島県会津若松市追手町 2 番 41 号 

・大熊町役場いわき出張所環境対策課 

福島県いわき市好間工業団地 1 番 43 号 

・浪江町役場産業振興課 

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7-2 

・葛尾村役場住民生活課 

福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合 16 

・葛尾村役場三春出張所 

福島県田村郡三春町大字貝山字井堀田 287-1 

 

②インターネットの利用による公表 

・事業者ホームページにおいて、準備書及び要約書を公表した。 

・福島県のホームページより事業者ホームページにリンクをされることにより、準備書

及び要約書が参照可能とした。 

 

(4)縦覧期間 

平成 29 年 6 月 1 日（木）から平成 29 年 6 月 30 日（金）までとした。 

自治体庁舎では、土曜日、日曜日及び祝日を除く各庁舎の開庁時間内とした。 

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、常時アクセス可能な状態とし
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た。 

 

(5)縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 4 名であった。 
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2. 準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会

を開催した。 

 

(1)公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

 

(2)開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

① 平成 29 年 6 月 15 日（木） 

   18:30～19:30  郡山市労働福祉会館 

（福島県郡山市虎丸町 7 番 7 号） 

           来場者数：1 名 

 

② 平成 29 年 6 月 21 日（水） 

・開催時間及び場所： 

   18:30～19:30  田村市都路行政局 

（福島県田村市都路町古道字本町 33 番地 4） 

           来場者数：10 名 

 

③ 平成 29 年 6 月 22 日（木） 

・開催時間及び場所： 

   18:30～20:00  川内村コミュニティセンター 

（福島県双葉郡川内村上川内字小山 15） 

           来場者数：29 名 

 

④ 平成 29 年 6 月 23 日（金） 

・開催時間及び場所： 

   18:30～20:00  葛尾村役場 

（福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合 16） 

           来場者数：6 名 

 

⑤ 平成 29 年 6 月 24 日（土） 

・開催時間及び場所： 

   10:00～10:50  葛尾村役場三春出張所 

（福島県田村郡三春町大字貝山字井堀田 287-1） 

           来場者数：15 名 
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⑥ 平成 29 年 6 月 24 日（土） 

・開催時間及び場所： 

   14:00～14:50  葛尾村役場三春出張所 

（福島県田村郡三春町大字貝山字井堀田 287-1） 

           来場者数：19 名 

 

⑦ 平成 29 年 6 月 25 日（日） 

・開催時間及び場所： 

   10:00～11:00  アピオスペース 

（福島県会津若松市インター西九十番地） 

           来場者数：2 名 

 

⑧ 平成 29 年 6 月 25 日（日） 

・開催時間及び場所： 

   16:00～17:30  いわき市社会福祉センター 

（福島県いわき市平字菱川町 1 番地の 3） 

           来場者数：1 名 

 

⑨ 平成 29 年 6 月 28 日（水） 

・開催時間及び場所： 

   14:00～15:30  浪江町役場 

（福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7-2） 

           来場者数：6 名 
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3. 準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 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。 

 

(1)意見書の提出期間 

平成 29 年 6 月 1 日（木）から平成 29 年 7 月 14 日（金）までの間 

 

(2)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。 

①縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

②事業者への郵送による書面の提出 

 

(3)意見書の提出状況 

意見書の提出は 7 通（7 名）であり、環境保全の見地からの意見は 52 件であった。 
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11.1.2 準備書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」第 8 条第 1 項の規定に基づいて、事業者に対して提出された環境の保全

の見地からの意見の提出者は 7 名（合計 52 件）であった。それに対する事業者の見解は第

11.1-1 表のとおりである。 
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１．動物・植物・生態系 

第 11.1-1 表(1) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

埼玉県さいたま市在住 A 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 コウモリ類について

欧米での風力発電アセスメントにおいて，最も

影響を受ける分類群として、コウモリ類と烏類

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本準備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。

1.コウモリ類の音声調査において、重要な行動

（採餌、ソーシャルコール、複数音声）の記録

についての時刻年月日を記載すること。

評価書において可能な範囲で対応します。な

お、音声調査では夜間立ち入り制限などの影響

もあり、コウモリ類の確認はなされていませ

ん。 

2 2.コウモリ類の高度別定点観測調査において、

欠測期間（月日時刻）が示されていない。すべ

てを記載すること。

欠測日については評価書において掲載方法を

工夫いたします。 

3 3.AN2 の 50m では 175 日の調査中 103 日欠測し

ている。そして全体的に欠測が多い。これらの

データは調査期間を代表できるものではない。

再調査を行う必要がある。

欠測はたしかにあるものの、どのようなコウ

モリ類が生息しているかの状況はつかめたので

はないかと考えます。そのため再調査は考えて

おりません。

4 4.コウモリ類の高度別定点観測調査において、

50m と 30m はほぼブレード回転域である。図表

はこれらを合わせた高所（影響高度）と低所の

2 区分とした方が、コウモリ類が衝突する高度

を高頻度で飛翔していることが明らかとなり、

理解しやすい。

準備書にてお示ししているとおり、本調査で

使用したマイクホルダ及びマイクの集音範囲は

概ね 30m 程度となります。設置高度のみでブレ

ード回転範囲のみを代表させることは誤解を招

く可能性もあることから、マイク設置高度を代

表として記載しております。 

5 5.コウモリ類の重要な哺乳類への影響予測にお

ける「予測」において、現地調査結果が反映さ

れていない。

コウモリ類の予測部分において、確認状況の

箇所に現地調査結果も反映しております。 

6 6.コウモリ類の重要な哺乳類への影響予測にお

ける「評価」において、海外での既存知見は十

分にあり、予測には不確実性は伴わないことは

明白である。専門家が指摘する風速とコウモリ

類の出現状況について予測を行い、海外ではす

でに実施されている、稼働の抑制（期間や時

刻）を保全措置とし、それらについての評価を

行うこと。

準備書に記載しておりますとおり、当該地域

でのコウモリ類の衝突の予測に関しては、不確

実性を伴うと考えております。そのため、バッ

トストライクに係る事後調査を実施し、重要な

コウモリ類に著しい影響が生じると判断した際

には、専門家の指導や助言を得て、状況に応じ

てさらなる効果的な環境保全措置を講じること

としております。

7 7.本事業は尾根沿いに 15 キロ以上の距離で 69

基の風力発電施設が建設される。しかし調査地

点数や予測評価等は 10基前後の他の影響評価書

のコピペである。事業実施規模についての認識

を改め、誠実な影響評価を実施すること。

当該事業に係る現地の状況を踏まえ地点設定

し、現地調査結果を踏まえ予測及び評価を行っ

ております。 

8 8.本事業は尾根沿いに 15 キロ以上の距離で 69

基の風力発電施設が建設される。コウモリ類に

対する障壁障害の影響も予測評価すべきであ

る。国内をコウモリ類が移動していることはす

でに事例がある。

コウモリ類が移動していることは知られてお

りますが、詳細な情報は不明な点が多いのが現

状だと考えます。このようなことも踏まえ、バ

ットストライクに係る事後調査を実施し、重要

なコウモリ類に著しい影響が生じると判断した

（表は次ページへ続く） 
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際には、専門家の指導や助言を得て、状況に応

じてさらなる効果的な環境保全措置を講じるこ

ととしております。 

9 9.本来、事後調査は保全対策の検証である。

p995 の「調査結果によって著しい影響が生じる

と判断した際には、専門家の指導や助言を得

て」は、「大量にコウモリを殺してから誰かに

丸投げする」と解釈される。また、「当方には

コウモリ類についての知識を有する者がいな

い」と自ら技術レベルの低さを暴露している。

事業者は環境影響評価に不慣れなコンサルタン

トではなく、コウモリ類等に詳しい技術者を有

するコンサルタントを選び直し、再度調査を行

う必要がある。 

準備書にも記載しておりますとおり、重要な

コウモリ類への予測については不確実性を伴う

ことから、バットストライクの事後調査を実施

することとしております。これらの調査結果に

より著しい影響が生じると判断した際には、稼

働後において、順応的な対応を行っていき、コ

ウモリ類への影響の低減をはかってまいる所存

です。 

 

第 11.1-1 表 (2) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

埼玉県所沢市在住 B 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

10 1. 本準備書の内容は一切コウモリ類を保全して

いない 

風力発電所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しなけれ

ばならない。風力発電用の風力タービンの建設

が、野生生物に与える影響のうち最も深刻な影

響は、風車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

の影響を最も受けるのは飛翔動物、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。特に欧米

での先行研究では、鳥類が衝突するバードスト

ライクより、コウモリ類が衝突するバットスト

ライクの方が発生率が高いとするものがある。 

にも拘らず、本準備書の内容は、高度別定点

観測調査など一見適切な調査が行われているか

のように偽装されているが、本調査で得られた

コウモリ類の生態情報が予測評価および保全措

置に一切反映されておらず、意味のない調査ば

かりを水増しした極めて悪質な準備書になって

いる。従って、本準備書の予測評価と保全措置

は、風力発電所の建設がコウモリ類に重大な悪

影響を及ぼす可能性についてまったく科学的根

拠のある評価をしていない。このことを踏まえ

て本準備書に対して以下の通り意見を述べる。

なお、貴社の作為が入る恐れがあることから本

意見は要約しないこと。 

 

 

意見は要約せず記載いたしました。 

11 2. 福島復興風力株式会社は本当に存在するの

か？ 

貴社は本当に存在するのか？住所は現在、方

法書手続き中の「葛尾風力株式会社」と同一で

ある。担当者の名字も同一である。おかしくな

いか？貴社は風力発電所の建設と売却だけを目

的とした法人ではないのか？動植物や生態系へ

の影響について継続して責任を持てる法人であ

 

阿武隈風力発電事業と葛尾風力発電事業の事

業会社については、別の企業ですが、それぞれ

の事業に参画している企業の中に、事業計画や

環境調査等をとりまとめる担当の企業として同

じ会社がございます。阿武隈風力発電事業に出

資している企業の中には、日本を代表する建設

会社や商社もあり、責任を持って事業を継続し

（表は前ページの続き） 
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ることの根拠を示せ。また担当者はフルネーム

を答えよ。 

ます。また、意見書郵送先や公告等の問い合わ

せ先の担当者については、通常、名字のみの記

載としています。 

12 3. 無関係な場所での捕獲調査地点が多すぎる 

第 10.1. 4-1 図(1) 哺乳類の調査地点(P711) に

よれば、コウモリ捕獲地点（ハープトラップの

設置地点）が対象事業実施区域どころか、調査

範囲の外側に設定されている場所すらある。な

ぜそんなに遠方で捕獲調査を済ませてしまうの

か？  これでは対象事業実施区域内のコウモリ

類相を正確に把握できていない可能性が高い。

コウモリ類の捕獲地点設定の考え方が間違って

いる。調査範囲外で実施した捕獲地点に関して

は捕獲データを無効とし、それと同数のコウモ

リ捕獲地点を再設定して捕獲調査をやり直すこ

と。 

対象事業実施区域内にも調査点のうち多くを

配置するようにしております。なお、対象事業

実施区域及びその周辺におけるコウモリ相を把

握できるよう調査地点を選定しております。そ

のため捕獲調査のやり直しは考えておりませ

ん。 

13 4. 無関係な場所での夜間踏査ルートが多すぎる 

第 10.1.4-1 図(2) 哺乳類の踏査地点（踏査ル

ート） (P712) によれば、明らかに踏査ルート

が偏在しており、対象事業実施区域の中を網羅

したとは言えない。帰宅困難区域の制約がある

とは言えども、これは明らかに努力不足であ

る。また、調査範囲から数 km 以上も離れたよ

うな場所での夜間踏査ルートが多すぎる。夜間

踏査ルートの設定を見直し、不足分を追加調査

すること。 

夜間踏査ルートについては、実施可能な場所

にて安全上可能な範囲で調査を行っておりま

す。基本的には道がある箇所や登山道がある範

囲で記録に努めました。北側のエリアについて

は高線量域でもあり、ご指摘のとおり帰還困難

区域のため夜間の立ち入りは基本的に出来ない

状況となっております。現時点でも実施可能な

範囲で夜間踏査を行ってきたため、追加調査の

実施は行いません。 

14 5. ハープトラップの設置位置がどの区分に含ま

れるのか示せ 

第 10.1.4-2 表(2) 哺乳類調査地点の環境及び

設定根拠（捕獲調査） (P714) には、「対象事業

実施区域」「調査範囲」「それ以外」のどの区分

に含まれるのかを示せ。設置位置に「それ以

外」が含まれるのはそもそもおかしい。また、

設定根拠には植生だけでなく、地形の観点から

もなぜその地点を選定したのか（尾根だ、谷

だ、沢沿いだと言った地図判読レベルの選定理

由ではなく、なぜそこでコウモリが捕獲できる

と判断したのかがわかるようにすること）を記

述すること。また、それぞれの地点は何コウモ

リを狙って設定したのか具体的な種名もあげて

も記述すること。 

評価書において可能な範囲で情報を追記する

よういたします。 

15 6. コウモリ類の捕獲時期は倫理的に大きな過ち

を犯している① 

コウモリ類の捕獲調査を 6月 27日～30日（春

季調査）に実施したとあるが(P716)、福島県産

のコウモリ類の大部分の出産時期は 6 月下旬か

ら 7 月上旬である。これは絶滅のおそれのある

コウモリ類や保全上重要なコウモリ類が捕獲さ

れる可能性があったにも拘らず、その出産活動

に重大な悪影響を及ぼすことがわかっていなが

ら捕獲調査を強行したということだ。動物福祉

への観点から極めて悪質な倫理違反である。コ

ウモリ類の基本的な生態すら理解できていない

ようなコンサルタント＆調査会社が作成した本

準備書の内容がコウモリ類への影響を適切に予

測評価出来ているはずがない。コウモリ類につ

いては、コウモリ類に詳しい技術者を有するコ

ンサルタントを選び直し、再度現地調査と予測

有識者の助言も踏まえ調査時期を設定してお

ります。これについては方法書についての住民

意見の見解でもお示ししておりますとおり、繁

殖の状況を確認できるため、適切な時期を選定

いたしました。 
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評価をやりなおすこと。 

16 7. コウモリ類の高度別定点観測調査の時期の不

備 

福島県におけるコウモリ類の活動時期は 3 月

下旬から始まっている。にも拘らず、なぜ本準

備書における高度別定点観測調査の時期は 6 月

28 日以降からなのか？ (P716) これでは冬眠明

けの時期の移動と出産地への渡り移動をまった

く把握できていないと言うことだ。コウモリ類

の季節移動が多い時期にバットストライクが多

発することが海外の先行研究でも明らかになっ

ており、東北地方でも越冬地から出産地への移

動が既に複数も知られている以上、この調査時

期の設定は必要な調査期間を満たしていない。

3 月下旬から 6 月下旬までの高度別定点観測調

査を追加実施すること。 

コウモリ類の高度別観測調査については、夏

季の活動が活発になる時期を含めた期間、調査

を行いました。追加調査は検討しておりませ

ん。一方で、重要なコウモリ類について、国内

での知見が十分ではないことも踏まえ、影響予

測には不確実性が伴っていると考えておりま

す。そのため、バットストライクに係る事後調

査を実施し、重要なコウモリ類に著しい影響が

生じると判断した際には、専門家の指導や助言

を得て、状況に応じてさらなる効果的な環境保

全措置を講じることとしております。 

17 8. 無意味な時間帯にコウモリ類の生息状況調査

を実施している 

コウモリ類の生息状況調査は「本地域は帰宅

困難区域に含まれるため夜間の立ち入りは禁止

されており基本的には  18:00～18:40 に実施し

た」 (P717) とあるが、春季調査を実施したと

される 6 月 27 日～30 日では日没前であり、薄

暮を飛ぶとされるコウモリ類さえ活動前の時間

帯である。なぜこのような理解しがたい時間帯

でコウモリ類の生息状況調査が可能なのか説明

すること。この時間帯は昼間である。 

もしハープトラップの点検時に補足的に調査

をして補ったと詭弁を言うのであるならば、6

月 27 日～30 日の各日、夜間踏査をしたとされ

るルート(P712) のどの部分を何時に踏査したの

か、踏査時の移動速度、移動方法と合わせて整

理して示せ。なお、車両に乗って通常の速度で

移動しながら補足的に調査したのでは探知でき

ないエコーロケーションを持つコウモリがいる

以上、そのことを踏まえて回答すること。6 月

（春季）の生息状況調査は「科学的根拠の得ら

れる調査」を実施したと言える根拠がないはず

だ？ 

帰還困難区域であり夜間の立ち入りは禁止さ

れております。そのため実施可能な範囲で調査

を行いました。そのため、任意観察調査はあく

までも補足的な実施とし、捕獲調査や高度別定

点調査も実施して、それらを踏まえ影響予測を

行っております。 

18 9. コウモリ類の捕獲時期は倫理的に大きな過ち

を犯している② 

コウモリ類の捕獲調査を 6月 27日～30日（春

季調査）に実施したとあるが(P716)、福島県産

のコウモリ類の大部分の出産時期は 6 月下旬か

ら 7 月上旬である。これは絶滅のおそれのある

コウモリ類や保全上重要なコウモリ類が捕獲さ

れる可能性があったにも拘らず、その出産活動

に重大な悪影響を及ぼすことがわかっていなが

ら捕獲調査を強行したということだ。P717 によ

れば、ハープトラップは 4 時間おきに見回った

とある。つまり生まれたばかりの仔獣をねぐら

に残した成獣メス（この時期の成獣メスは一刻

も早く授乳に戻らねばならない）を 4 時間も拘

束したと言うことだ。動物福祉への観点から恐

るべき悪質な倫理違反である。コウモリ類の基

本的な生態すら理解できておらず、適切な調査

手法すら知らないコンサルタント＆調査会社が

作成した本準備書の内容がコウモリ類への影響

有識者の助言も踏まえ調査時期を設定いたし

ました。これについては方法書についての住民

意見の見解でもお示ししておりますとおり、繁

殖の状況を確認できるため、適切な時期を選定

いたしました。 
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を適切に予測評価出来ているはずがない。コウ

モリ類については、コウモリ類に詳しい技術者

を有するコンサルタントを選び直し、再度現地

調査と予測評価をやりなおすこと。 

19 10. 調査結果にコウモリ類の生息状況調査の結

果がない（無意味な調査だったのか？） 

バットディテクター(SSF BAT2)を用いた調査

の結果を示すこと。探知周波数、入感回数、入

感位置（図面）、およびその探知周波数から生

息が予測される本州産コウモリ種すべてについ

て整理すること。また、その予測されるコウモ

リ種に重要な哺乳類が含まれる場合で、かつ

P894 以降の「重要な哺乳類への影響予測」に含

まれていない種があるなら、そのコウモリにつ

いても「影響予測」を追加すること。もし、こ

れが示せないのであるならば、生息状況調査は

何のために実施したのか？言うまでもないが、

「影響予測」は生息する可能性のあるコウモリ

類全種に対して実施せねば、適切な評価ではな

い。 

評価書において可能な範囲で記載いたしま

す。なお、帰還困難区域であり任意踏査の調査

時間に制限があったため、入感調査に重きをお

いた調査ではなく、捕獲調査や高度別定点調査

を実施するなど工夫を行いました。 

20 11. 高度別定点観測調査結果のグループ分けの

記述非統一 

P723 によれば探知したコウモリ類の波形か

ら、①20-25kHz 種群、②50kHz 種群、③65kHz

種群に区別したと記述している。しかし、P727

～P739 までの膨大なページ数に示された結果に

は③の 65kHz という記述は消え、その周波数は

60kHz に変化してしまっている。この理由を説

明せよ。貴社は、あるいは貴社が委託したコン

サルタント（一般社団法人日本気象協会）は本

準備書をちゃんと精査してから縦覧しているの

か？極めて幼稚なミスであるが、本準備書の作

成の段階でこのような単純なミスが見つけられ

ないと言うのは、貴社社 

内の照査機能の不備であり、下請け調査会社か

ら上がってきた報告を、コンサルタントはろく

ろく精査せず、また事業者である貴社ももろく

ろく精査していないと言うことに他ならないだ

ろう。これで適切な環境影響評価の準備書手続

きを行っているとは言えないはずだ。 

ご指摘の点については評価書にて修正いたし

ます。 

21 12. なぜ 65kHz 種群の予測種についての記述が

ないのか？ 

「コウモリ類調査（高度別定点観測調査）」

の解析手法の記述に不備がある (P723)。65kHz

種群（あるいは 60kHz 種群）として探知された

コウモリ種は、何コウモリと予想されるのか示

すこと。本準備書の記述内容は、アセス書とし

ての初歩的・基本的体裁を成していない箇所が

随所に見られる。 

60kHz の種群としては捕獲調査結果よりキク

ガシラコウモリだと考えられます。本種は重要

種に該当しないため影響予測は実施しておりま

せん。 

22 13. なぜ 50kHz のコウモリはモモジロコウモリ

だけなのか？ 

「コウモリ類調査（高度別定点観測調査）」

の解析手法の記述に不備がある(P723)。 

50kHz の周波数から予測されるコウモリはなぜ

モモジロコウモリだけなのか？第 10.1.4-73 (6) 

重要な哺乳類への影響予測（ヒナコウモリ科の

一種 (50kHz)) の記述との整合性が取れていな

い。調査結果の記述者と影響予測の部分の記述

p.723 では、捕獲調査で確認されているモモジ

ロコウモリ等が 50kHz の種群のデータ内に含ま

れている可能性があるという趣旨で記載してお

ります。 
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者が別人物であることはこれからも判るが、影

響予測の部分の記述者は調査結果など読んでい

ないようだ。まったくひどい内容の準備書が縦

覧されたものである。本準備書の記述内容は、

アセス書としての初歩的・基本的体裁を成して

いない箇所が随所に見られる。 

23 14. 高度別定点観測調査の AN2 における 103 日

の欠測は、AN2 が調査地点として無効だったこ

とを示している 

AN2 (50m) では 103 日間もの長期にわたって

欠測が発生している(P727)。そればかりか AN2

は欠測が多発している。このことは AN2 が科学

的根拠のあるデータを得るための調査地点とし

てはまったく機能しなかったということだ。ま

ず、AN2 のデータ及び集計結果を本準備書から

削除すること。その上で AN2 における再調査を

実施すること。言うまでもないが、南北に

15km 以上という長大な調査範囲を持つ以上、

高度別定点観測調査の調査結果を、ANl で得ら

れたデータだけで代表させようというのは極め

非科学的で恣意的なアセス手続きを強行するこ

とになることはよく認識すること。 

AN2 の設置高度 50m のデータについては、常

時ノイズが入っており、それが欠測につながっ

ている可能性が考えられます。一方で欠測はあ

るものの、一定期間観測を実施できていること

から、再調査の実施はいたしません。なお、評

価書においては、AN2 の地点の結果も記載いた

します。 

24 15. 高度別定点観測調査の欠測はいつ発生して

いたのか明らかにすること 

高度別定点観測調査では欠測が発生していた

期間があると記述しているが(P727) 、それがい

つ発生していたのか P728～737 のデータ表を見

ても一切不明である。この集計結果は、あたか

も調査が有効に継続していたかのように整理さ

れている。まず欠測時間（月、日、時刻）をす

べて表として新たに記載すること。その上で

P728-735 の集計結果にも欠測期間を誰が見ても

判るように反映させること。また、第 10.1. 4-3

図(1) 及び(2) (P736-737)、さらに第 10.1. 4-4 図

(1) 及び(2) (P738-739) についても欠測期間が判

るように修正して出し直すこと。データがゼロ

だったのか、それとも記録が取れていなかった

のか、それらを区別できないように示すのは真

摯なアセス手続きをとり行おうという姿勢に著

しく欠けている。 

欠測日については評価書において掲載方法を

工夫いたします。 

25 16. なぜ現地調査の結果と無関係な予測及び評

価しか行われていないのか？ 

これは本準備書の内容で最大の不備である。

ここが最悪なアセス書となっている所以であ

る。コウモリ類の現地調査では、①生息状況調

査、②捕獲調査、③高度別定点観測調査を実施

しているはずであるが、取り分け③高度別定点

観測調査ではコウモリ類がどの時期に、どの高

さを、どんな風速の時に、どんな気温の時に、

どんな降水量の時に多く飛ぶのか定量的に調査

をしたはずだ。しかし、その定量調査から得ら

れた結果は、「予測及び評価の結果」(P890-995) 

には一切反映されていない。おかしくないか？

まずその理由を述べよ。 

理解しがたい準備書の内容だが、では高度別定

点観測調査とは何のために実施したのか？高度

別定点観測調査さえ実施してあれば、あとは

「不確実性があるので事後調査を行う」と書き

高度別定点観測調査で確認された種群の予測

については、現地調査結果の状況を記載した上

で、ブレード等への接近・接触に係る影響予測

を行っております。予測結果に記載していると

おり、現地調査結果で高々度を飛翔することが

確認されているため、ブレード等への接近・接

触が生じる可能性が考えられると予測しており

ます。一方で、国内においてコウモリ類の衝突

実態については不明な点が多いのが実情です。

これらから、予測には不確実性を伴うとして、

バットストライクに係る事後調査を実施するこ

ととしました。事後調査の結果、重要なコウモ

リ類に著しい影響が生じると判断した際には、

専門家の指導や助言を得て、状況に応じてさら

なる効果的な環境保全措置を講じることとして

おります。 
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さえすれば本準備書手続きは強行できると思っ

てのことか？ 

福島県知事意見を審査している福島県環境影響

評価審査会のメンバーにも、経済産業省環境審

査顧問会風力部会のメンバーにも、この本準備

書の最大の不備点をご理解いただき、正しく指

摘してもらえるよう切に期待する。この準備書

はやっていることがおかしい。 

26 17. 「予測及び評価の結果」(P890) にはコウモ

リ類を適正に環境保全措置できる内容が書かれ

ていない 

風力発電所の建設による野生動物への最大の

悪影響は、回転するブレードが飛翔動物を直接

的に殺戮していく影響である。これを回避ある

いは低減するために環境影響評価が行われてい

るはずだ。しかし、P890 に挙げられた環境保全

措置のメニューには、コウモリ類への配慮と思

われるものは「ライトアップを行わない」ただ

それ 1 つだけである。しかし、ライトアップを

していない風力発電所でもバットストライクが

発生している事例は国内でも既にいくつも明ら

かになっており、この環境保全措置（ライトア

ップをしないこと）だけではバットストライク

は決して防げない。このことは受託コンサルタ

ントである一般財団法人日本気象協会に対し、

コウモリ類の専門家としてこれまで 1 年間 6 ヶ

月に渡り数々のアセス書で指摘し続けてきてい

るが、「ライトアップをしない」ことを取り上

げられるとコウモリ類への保全措置メニューが

無くなってしまうことから、一般財団法人日本

気象協会はそのことを（理解はできていても）

決して認めようとしない。つまりこれはもう環

境影響評価ですらないということだ。作文を書

くことによる金儲けの構造から脱却し、我が国

の風力発電所建設に科学的根拠のある環境影響

評価手続きの導入を実現させるためには、「①

福島県知事意見による指摘」と「②経済産業省

環境審査顧問会風力部会による指摘」に大いに

期待するしかない。いま実は最も変わりたいと

思っているのは一般財団法人日本気象協会の内

部の人間かも知れない。クライアントから厳し

く低価格で風力発電アセス手続きを通すことだ

けを要求され辛酸を舐めているのは一般財団法

人日本気象協会の内部の人間かもしれない。自

ら変わろうとしない企業体質の問題はひとまず

おき、風カアセス手続きにおいて、海外で導入

されているような保全措置を我が国においても

定着させるためには、審査会からの指摘が最も

効果的である。どうかこの準備害手続きの内容

はおかしいことを指摘してほしい。 

「ライトアップを実施しない」措置は、昆虫

類の誘引を低減することが可能であると考えら

れることから、ひいてはコウモリ類の誘引の程

度を低減できるのではないかと考えておりま

す。なお、当該措置はコウモリ類に特化したも

のではなく、渡り鳥等鳥類への影響の低減にも

つながる環境保全措置となります。 

27 18. コウモリ類への環境保全措置は「稼働制

限」しかない 

本来、本準備書手続きで行われた「高度別定

点観測調査」とは、どの季節、どの高度、どの

天候の時にバットストライクが発生しやすいか

を把握するためにあったはずだ。そしてその調

査結果から、バットストライクの危険性が高い

季節や時間帯、あるいは天候条件の時にはブレ

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 
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ードの回転を止めるという環境保全措置がター

ゲットとしてあったはずだ。ブレードの回転を

止めるということは、①カットインスピードの

高速側へのシフト、②低速時にブレードをフェ

ザリングさせるということだ。この種の環境保

全措置は、ヨーロッパでも北米大陸でもコウモ

リ類への環境保全措置として当たり前に行われ

ている。 

本準備書においても、「高度別定点観測調

査」までは実施しているのだから、環境保全措

置には「稼働制限」を確実に導入すること。 

28 19. 事後調査は保全対策ではない 

コウモリ類に対し有効な環境保全措置を何ら掲

げていないのに、事後調査でその問題が解決で

きるはずがない。「建設後、バットストライク

が確認された時点で保全措置を新たに検討す

る」といのは、「交通死亡事故を起こした時点

で安全運転を検討する」と言っているのと同義

である。事後調査を事業を強行するための方便

にしてはならない。 

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 

 

第 11.1-1 表 (3) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

神奈川県川崎市 C 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

29 1. コウモリへの影響予測について 

P896「ヒナコウモリ科の一種（20～25kHz）へ

のブレード等への接近・接触」の影響予測につ

いて、「可能性の考えられる種は樹林内や林緑

のほか、林冠よりも高空を飛翔することから、

ブレード等への接近・接触が生じる可能性が考

えられる。ただし本種の衝突に係る既往知見は

十分でないことから、予測には不確実性が伴

う」と記載している。 

事業者は「半年間」の長期間に渡りコウモリの

定量調査（高度別定点観測調査）を行い、その

結果も P727～P745 と、なんと 19 ページにわた

って解析した。その膨大な調査結果をふまえた

予測が、たったの 3 行。従前のものとまったく

変わらない定性的結果とは、あきれた話だ。時

間と予算の無駄遣いとは、まさにこのことであ

る。事業者が委託した日本気象協会は、「無駄

な調査で金を事業者からだましとり、まともな

予測をしない」、つまり「風力発電アセスを食

い物にする悪徳企業」ではないはずだ。本当

は、定量的な予測をすると「金のかかる保全措

置」つまり稼動制限をしなくてはいけないか

ら、わざと定量的予測を避け、定性的な予測に

したのではないのか？ 

事業者は、「定量的予測を恣意的」に避け、「わ

ざわざ」「定性的な予測」をした。つまり半年

もの間「調査のための調査で不必要」な調査を

していた、ということだ。これは欺瞞行為であ

る。『現地調査時の確認状況や生態特性も踏ま

えたうえで影響予測をすることが事業者として

の最大限の努力』ではないのか？ 

高度別定点観測調査で確認された種群の予測

については、現地調査結果の状況を記載した上

で、ブレード等への接近・接触に係る影響予測

を行っております。予測結果に記載していると

おり、現地調査結果で高々度を飛翔することが

確認されているため、ブレード等への接近・接

触が生じる可能性が考えられると予測しており

ます。一方で、国内においてコウモリ類の衝突

実態については不明な点が多いのが実情です。

これらから、予測には不確実性を伴うとして、

バットストライクに係る事後調査を実施するこ

ととしました。事後調査の結果、重要なコウモ

リ類に著しい影響が生じると判断した際には、

専門家の指導や助言を得て、状況に応じてさら

なる効果的な環境保全措置を講じることとして

おります。 
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30 2. P895～P897 コウモリへの影響予測について

事業者は半年の間にわたりコウモリの定量調

査（高度別定点観測調査）を行ったが、P895～

P897 の予測結果は従来のアセスと全く変わらな

い定性的予測となっている。定量調査をしてい

るのだから、コウモリ類について、1 基あたり

の年間の死亡個体数（予測値）を具体的に記載

し、かつ、保全措置により何固体低減するのか

を明記すること。 

高度別定点観測調査で確認された種群の予測

については、現地調査結果の状況を記載した上

で、ブレード等への接近・接触に係る影響予測

を行っております。予測結果に記載していると

おり、現地調査結果で高々度を飛翔することが

確認されているため、ブレード等への接近・接

触が生じる可能性が考えられると予測しており

ます。一方で、国内においてコウモリ類の衝突

実態については不明な点が多いのが実情です。

これらから、予測には不確実性を伴うとして、

バットストライクに係る事後調査を実施するこ

ととしました。事後調査の結果、重要なコウモ

リ類に著しい影響が生じると判断した際には、

専門家の指導や助言を得て、状況に応じてさら

なる効果的な環境保全措置を講じることとして

おります。

31 3. P896 ヒナコウモリ科の一種（20～25 kHz）の

予測結果（ブレード、タワー等への接近接触）

について

「（中略）ブレード等への接近・接触が生じる

可能性がある。ただし本種の衝突に係る既往知

見は十分でないことから、予測には不確実性が

伴う。」とあるが、なぜ「コウモリの衝突に関

する既往知見が十分でないことにより、予測に

は不確実性が伴う」のか？根拠が説明されてい

ない。では「コウモリの衝突に関する既往知

見」が何例あれば「予測が確実」といえるの

か？そもそも「既往知見の量」に関係なく、予

測には大なり小なり不確実性を伴う。これは論

点のすり替えである。

高度別定点観測調査で確認された種群の予測

については、現地調査結果の状況を記載した上

で、ブレード等への接近・接触に係る影響予測

を行っております。予測結果に記載していると

おり、現地調査結果で高々度を飛翔することが

確認されているため、ブレード等への接近・接

触が生じる可能性が考えられると予測しており

ます。一方で、国内においてコウモリ類の衝突

実態については不明な点が多いのが実情です。

これらから、予測には不確実性を伴うとして、

バットストライクに係る事後調査を実施するこ

ととしました。事後調査の結果、重要なコウモ

リ類に著しい影響が生じると判断した際には、

専門家の指導や助言を得て、状況に応じてさら

なる効果的な環境保全措置を講じることとして

おります。

32 4. P896 ヒナコウモリ科の一種（20～25 kHz）の

予測結果（ブレード、タワー等への接近接触）

について

「（中略）ブレード等への接近・接触が生じる

可能性がある。ただし本種の衝突に係る既往知

見は十分でないことから、予測には不確実性が

伴う。」とあるが、仮に「既往知見が十分でな

いことから、予測には不確実性が伴う」ことが

事実としても、だからといって、それが「定量

的予測をしなくてもよい理由」や「保全措置を

先延ばしにしてよい理由」にはならない。「現

地調査時の確認状況や生態特性も踏まえたうえ

で影響予測や保全措置をすることが事業者とし

て最大限の努力」ではないのか？

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 

33 5. P994 保全措置「ライトアップを行わない」は

バットストライクの低減効果がない

「鳥類や昆虫類が夜間に衝突・誘引される可能

性を低減するため、ライトアップは行わない」

とあるが、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。研究によれば昆

虫類が誘引されるのはライトアップだけでなく

ナセルの熱も要因であることがわかっている。

ライトアップは昆虫類を誘引するが、だからと

いって、「夜間のライトアップを行わない」こ

とにより「バットストライクが低減される」わ

けではない。清明な事業者ならばお気づきのは

「ライトアップを実施しない」措置は、昆虫

類の誘引を低減することが可能であると考えら

れることから、ひいてはコウモリ類の誘引の程

度を低減できるのではないかと考えておりま

す。なお、当該措置はコウモリ類に特化したも

のではなく、渡り鳥等鳥類への影響の低減にも

つながる環境保全措置となります。 
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ずだが「ライトアップしないことにより、ある

程度バットストライクが低減されると思う」と

いう主張は「ただの錯覚」である。 

34 6.「ライトアップをしないことによりバットス

トライクを低減できる」とは書いていない 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のた

めの手引」には「ライトアップをしないことに

よりバットストライクを低減できる」とは書い

ていない。同手引きの P3-110～111 には「カッ

トイン風速をあげることで、衝突リスクを低下

させることができる」と書いてある。欧米の研

究で「カットインをあげること」と「低風速時

のフェザリング」がバットストライクを低減す

る効果があることがすでに判明している。 

「ライトアップを実施しない」措置は、昆虫

類の誘引を低減することが可能であると考えら

れることから、ひいてはコウモリ類の誘引の程

度を低減できるのではないかと考えておりま

す。なお、当該措置はコウモリ類に特化したも

のではなく、渡り鳥等鳥類への影響の低減にも

つながる環境保全措置となります。 

35 7. コウモリ類を殺すな 

事業者は風車 1 基あたり年間何固体のコウモリ

を殺すつもりか？そもそもコウモリを殺すこと

は法律で禁止されている。コウモリが風車で死

ぬことを予想しながら「適切な保全措置」をと

らないのは、「未必の故意」である。 

バットストライクを低減する効果が確認されて

いるのは「カットイン風速を上げること」、「低

速風時のフェザリング」である。「ライトアッ

プをしないこと」はバットストライクの低減効

果が確認されていないので「適切な保全措置」

とはいえない。風発事業者ならば法律を尊守し

なくてもよいのか？ 

「ライトアップを実施しない」措置は、昆虫

類の誘引を低減することが可能であると考えら

れることから、ひいてはコウモリ類の誘引の程

度を低減できるのではないかと考えておりま

す。なお、当該措置はコウモリ類に特化したも

のではなく、渡り鳥等鳥類への影響の低減にも

つながる環境保全措置となります。 

36 8. 国内事例の数は保全措置をしなくてよい根拠

にならない 

前述の意見について事業者は「国内事例が少な

いのでカットイン速度を上げることやフェザリ

ング（ブレードの回転制御）は実施しない（で

きない）」などの主張をするかもしれないが、

「国内事例が少ない」ことは「保全措置をしな

くてもよい」理由にはならず、これは論点のす

り替えである。では仮に国内事例が何例以上な

ら保全措置を実施できるというのか。国内事例

が少なくとも保全措置の実施は技術的に可能で

ある。 

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 

37 9. 国内手法の確立は保全措置をしなくてよい根

拠にならない 

前述の意見について事業者は「国内では手法が

確立されていないのでカットイン速度を上げる

ことやフェザリング（ブレードの回転制御）を

実施しない（できない）」などといった主張を

するかもしれないが、「カットイン風速をあげ

ることと低風時のフェザリング」は、バットス

トライクを低減する効果が科学的に確認されて

いる手法であり、事業者は「技術的に実行可

能」である。「国内では手法が確立されていな

いので保全措置を実施しない」という主張は

「国内の手法の確立」というあいまいな定義を

もちだし、それが「保全措置をしなくてもよ

い」という理由にみせかけた論点のすり替えで

ある。そもそも先行事例はあるので「国内の手

法の確立」を待たなくても保全措置の実施は可

能であろう。 

事業者はコウモリ類への環境保全措置「カット

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 
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イン速度を上げることとフェザリング（ブレー

ド回転制御）の環境保全措置」について「事後

調査の後」まで先延ばしにせず、「準備書段

階」で検討し、確実に実施すること。 

38 10. 「できる限りのコウモリ類の保全措置」と

は「経済的コストの全くかからない方法」とい

うことか？ 

事業者は「環境影響をできる限り回避・低減す

べく環境保全措置を実施する」つもりが本当に

あるのか？既存資料によればカットイン風速を

高く設定し、低速時のフェザリングをすること

がバットストライクを低減する効果があること

が明らかとなっている（というよりも、今のと

ころバットストライクの低減効果がある保全措

置はそれ以外に発見されていない。ヨーロッパ

のマニュアルで本手法が「保全措置の原則」と

されているのはそのためである）。 

本当のところ事業者は「収益が減るからカット

インを上げるなどの保全措置を実施しない」つ

もりではないのか？カットインをあげるなどコ

ウモリ保全措置に経済的コストが生じるのは避

けられないが、研究によればそれは無視できる

程度であることが示されている（年間総出力の

１%以下）。これらの保全措置はすぐに実行可

能であるので「事後調査のあとまで先延ばし」

にしないこと。 

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 

39 11. コウモリ類の保全措置（フェザリング等）

を『事後調査のあとまで先延ばしにする根拠』

はない 

事業者の調査結果から対象事業実施区域に重要

なコウモリ類が生息することが判明した。定性

的予測ならば「コウモリ類への影響がある」の

は確実である。仮に「不確実性が伴う」として

も、「影響がある」ならば、なぜ「フェザリン

グ（ブレードの回転制御）等の環境保全措置」

の検討を「重要なコウモリ類への著しい影響が

生じると判断した際」まで先延ばしにしてよい

根拠になるのか？「不確実性を伴うにせよ影響

が予測される」ならば、事業者は省令（平成十

年六月十二日通商産業省令第五十四号）第二十

八条に伴い、実行可能な範囲で影響を回避・低

減するべきではないのか？ 

--------------------------------- 

第二十八条 特定対象事業に係る環境影響評価

を行うに当たり、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

される場合以外の場合にあっては、事業者によ

り実行可能な範囲内で選定項目に係る環境要素

に及ぶおそれがある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の施策によって

示されている基準又は目標の達成に努めること

を目的として環境の保全のための措置（以下

「環境保全措置」という。）を検討するものと

する。 

--------------------------------- 

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。 
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40 12. 本事業は風力発電事業だが、本準備書にお

いて、風速とコウモリの出現量の相関をふまえ

て予測をしなかった合理的理由は何か

当該地域において、バットストライクがどの

程度発生するかは、現在の知見では予測できな

いと考えます。そのため、順応的管理の考え方

を取り入れ、事後調査の結果及び専門家の意見

を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保

全措置を講じることにより、コウモリ類への影

響の低減をはかってまいりたいと考えておりま

す。なお、これらの追加的な環境保全措置を検

討する際には、ご指摘いただいた風速との解析

結果等も参照しながら行いたいと考えておりま

す。 

41 13. 「事後調査」は「保全措置」ではない。 ご理解のとおり、事後調査は環境保全措置で

はありません。先の回答のとおり、順応的管理

の考え方を取り入れ、事後調査の結果及び専門

家の意見を踏まえながら、必要に応じて追加的

な環境保全措置を講じることにより、コウモリ

類への影響の低減をはかってまいりたいと考え

ております。 

42 14. コウモリ類の事後調査について

コウモリの事後調査は、「コウモリの活動量」、

「気象条件」、「死亡数」を調べること。コウモ

リの活動量と気象条件は、死亡の原因を分析す

る上で必須である。「コウモリの活動量」を調

べるため、ナセルに自動録音バットディテクタ

ーを設置し、日没１時間前から日の出１時間後

まで毎日自動録音を行い、同時に風速と天候も

記録すること。

コウモリ類の事後調査については、準備書に

て記載したとおり、バットストライクに係る調

査を行うこととしております。ご指摘いただい

た点については、バットストライクに係る事後

調査結果を踏まえて実施も検討させていただけ

ればと考えております。 

43 15. コウモリの活動量調査は事前と事後で比較

しないと意味がない

高空におけるコウモリ類の活動量は、事前と事

後比較のため、同様のスペックで調査を実施す

る必要がある。

44 16. コウモリ類の事後調査について

コウモリ類の死体は小さいため、カラスや中型

哺乳類などにより持ち去られて短時間で消失し

てしまう。コウモリについては最低でも月 4 回

以上の死体探索を行うべきだ。月 1～２回の頻

度では、コウモリの事後調査として不適切であ

る。

バットストライクに係る事後調査の頻度につ

いては、いただいたご意見や専門家等の意見も

踏まえた上で、決定したいと考えております。

なお、定期点検の実施時にもあわせて確認する

ことで、頻度をあげるよう工夫したいと考えて

おります。また、定期点検実施者には調査方法

等について事前にレクチャーを行い、適切にコ

ウモリ類の死骸を確認できるよう取り組みを進

めたいと考えております。
45 17.コウモリ類の事後調査について

前述の意見について事業者は「生物調査員によ

る事後調査は月２回とし、あと２回は定期点検

のついでにおこなう」と回答するかもしれない

が、定期点検をする者と生物調査員とではコウ

モリ類の死体発見率が全く異なることが予想さ

れる。よって、「コウモリの死体消失率」、「定

期点検者と生物調査員それぞれのコウモリ類の

死体発見率」を示すこと。

46 18.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。

事業者見解は、意見書を全文公開すること。

意見は要約せず、全文を公開しました。 
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第 11.1-1 表 (4) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

福島市 D 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

47 本計画に対し、配慮書、方法書等縦覧におい

て、国有保安林の保全の重要性について、意見

を述べて参りました。この度、準備書での詳細

画が示されたことに対し、改めて、慎重な対応

と見直しを求めます。具体的には、自然公園に

含まれ、自然環境、景観保護上、さらには防災

上も重要な区域である、手倉山周辺部の N0.40

～N0.49 の 10 基については中止を求めます。ま

た、調査結果より、クマタカ等の希少猛禽類の

生息、営巣が確認されたことより、今後の調査

設計段階においては十分に配慮し、新たな営巣

地が発見された場合等は設計変更も視野に柔軟

な対応を行うこと。加えて、多くの希少猛禽類

が確認されていることから、綿密な事後調査が

必要であり、2 回／月（全箇所）程度では、バ

ードストライク等の実態把握は困難であり、自

動旋回機能を有する監視カメラの設置等、調査

員による目視調査を補完することを要望いたし

ます。これは、被害対象個体が他の動物によっ

て、捕食され、または、移動されることを考慮

するものであります。 

 県立自然公園については、福島県と協議を行

い、風力発電機の設置等について検討いたしま

す。 

準備書では、クマタカの生息状況や営巣位置

を加味して手倉山周辺の風力発電機を削除した

計画としました。バードストライクに係る事後

調査の頻度については、最新の知見も踏まえ、

改めて評価書にて検討したいと思います。 

48 次に放射性物質について、調査結果より、北

部の A、B 地区においては、高濃度の汚染が確

認されており、伐採、土地造成、基礎躯体築造

時の掘削等における飛散対策とモニタリングは

不可欠でありますが、「散水」「速やかな覆土」

によって影響を回避するとの対策は不十分であ

ります。特に本事業は大規模な計画であり、各

種工程（特に土地造成）の集中を避けるととも

に、各工程間の中断時期は飛散防止対策として

養生等を行うなど、個々の風車設置箇所毎に綿

密な放射線管理の徹底を求めます。また、これ

らの対策の客観的検証も必要であり、希望する

県民への公開やモニター制度の導入を要望しま

す。 

 放射性物質濃度が高い表土や樹木の対策につ

いては、準備書に記載しているとおり可能な限

りの対策を実施しますが、今後も専門家等への

ヒアリングや福島県、環境省及び経済産業省の

ご意見を踏まえて更なる対策を検討するととも

に、関連法規に準じた対策を実施します。ま

た、事後調査の結果等については公開します

が、工事中の立ち入りによる一般の方への公開

等は安全面を考慮して、原則実施することは考

えていません。



11.1-21 

(1481) 

２．景観等 

第 11.1-1 表 (5) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

川内村在住 E 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

49 1. 景親について

準備書には、現状の眺望景観の写真に将来の

風力発電施設の完成予想図を合成するフォトモ

ンタージュ法により、眺望の変化の程度を視覚

的に予測し、評価するとあります。

川内村では高塚山の高塚ボッケが主要な眺望点

として現地調査し、現況写真が掲載（準備書第

10.1.7-3 図(7) 高塚山（高塚ボッケ））されてい

ます。

しかし、準備書の調査写真、予測写真による

と現地を十分観察されたうえで眺望景観の写真

撮影を行っているとは思われませんし、予測、

評価も同様と思われますので、景観・環境保全

の見地から再度の調査、予測、評価及び公表を

求めます。 

高塚山は、県立自然公園に指定されており、ド

ウダンツツジが群生し初夏にはドウダンツツジ

祭りが行われ、秋には山一面が紅葉に包まれ、

その豊かな自然環境・眺望景観は村内外から訪

れるたくさんの人たちを魅了し、キャンプや星

空観察などの野外活動が四季を通じて行える施

設・設備、道路が整備され、また頂上には「ペ

ラペラ石」をはじめ多くの巨石があり、ここか

らの眺めは 360 度大パノラマが体験でき、都会

や観光地では味わえない本物の自然が残されて

います。原発事故からの復興を進めるうえでも

川内村にとっては重要な復興拠点でもありま

す。

再度調査、撮影を行い環境省の「環境影響評

価方法に基づく景観の環境影響評価について」

による発電所を例に主務省令等を整理した資料

に基づいたフォトモンタージュ法により予測、

評価されたい。 

準備書に掲載された高塚山（高塚ボッケ）の

眺望写真と比較のため、昨年秋撮影した高塚ボ

ッケからの眺望写真を参考資料として添付しま

す。 

高塚山（高塚ボッケ）につきまして、本事業

の準備書で予測評価に使用している写真は手前

に樹木が位置しておりますが、この位置はベン

チが設置されており、山頂で多くの利用客が足

を止める位置となっていることから、多くの人

がこのアングルで眺望を楽しむものと考えてお

ります。

しかしながら、貴殿にご提供いただいた高塚

山のお写真と比較すると、紙媒体に印刷したた

めに解像度が粗く見える状態となっておりま

す。 

今後、評価書の手続きにおいて予測評価を行う

際には、いただいたご意見を踏まえ、解像度を

できるだけ高い状態で掲載するよう留意いたし

ます。 

50 2. 治山・治水水対策について

近年、地球温暖化等により気象変動が大きく

なっていますが、これに伴い集中豪雨やゲリラ

豪雨、台風の大型化などで各地に甚大な被害を

もたらしています。風力発電機設置のため山頂

付近を切り開くことによって地滑り、士砂崩れ

等の被害が今後懸念されますが、準備書または

評価書に環境保全の見地から本件についての予

測・評価を追記されることを要望します。 

なお、方法書への意見書としても標記の件に

方法書時にいただいたご意見に対する回答と

同じになりますが、治山、治水につきまして

は、環境影響評価の中で項目として選定してい

ませんが、福島県林地開発許可制度により、災

害の防止、水害の防止、水の確保及び環境の保

全を満たしているか否かの審査を受け、着工す

ることとなります。 
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ついて提出しております。 

３．その他 

第 11.1-1 表 (6) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

田村市在住 F 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

51 原発に代わる再生エネルギーとして期待しま

す。発電による周辺地域への影響が無いことを

願います（振動、電磁波など）。 

ご期待に沿えるような事業になるようにいた

します。 

風力発電機による振動や電磁波の影響はござ

いません。また、周辺への影響につきまして

は、可能な限り低減するように努めます。 

第 11.1-1 表 (7) 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

川内村在住 G 氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

52 自然環境の調査はしっかりやられている様で

すが、人の調査はされていないのですね。 

1km 前後しか離れていない住居もあるようで

す。 

現在の騒音や低周波音の状況については、最

寄りの住居等での調査を実施し、風力発電機の

工事や稼働による周囲への影響について、予測

及び評価を実施しています。 
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11.2 準備書についての県知事意見及び事業者の見解 

準備書に対する福島県知事意見と事業者の見解は第 11.2-2 表のとおりである。 

第 11.2-2 表 準備書に対する福島県知事意見と事業者の見解 

福島県知事の意見 事業者の見解 

1．総括的事項

（1）本事業計画は、阿武隈高地の東側、田村

市、川内村、大熊町、浪江町及び葛尾村の行

政界付近の山陵上を大規模に風力電源開発す

るものであり、自然環境及び生活環境に相当

の範囲で、影響が及ぶことが予想されること

から、他の先行事業や同規模事業も参考にし

て、環境保全に関する最善の対策や技術を導

入する等、環境への影響をできる限り回避及

び低減するよう努めると共に、新たな事実が

判明した場合などにおいては、必要に応じて

適切な措置を講じること。

他の先行事業や同規模事業も参考にして、環

境保全に関する最善の対策や技術を導入する

等、環境への影響をできる限り回避及び低減す

るよう努めると共に、新たな事実が判明した場

合などにおいては、必要に応じて適切な措置を

講じます。 

（2）本計画施設は、長期間にわたって使用され

ることが想定されていることから、供用中

は、適切な運転管理及び設備更新等を行うこ

とにより、発電効率を維持し、経時劣化によ

る環境への影響の増加がないようにするこ

と。

供用中は、適切な運転管理及び設備更新等を

行うことにより、発電効率を維持し、経時劣化

による環境への影響の増加がないようにしま

す。 

（3）事業の実施に当たっては、事業の内容や想

定される環境への影響等について、住民等に

丁寧に説明・周知し、必要に応じて専門家の

助言を受ける等して、十分な理解を得るとと

もに、環境影響評価準備書（以下「準備書」

という。）に記載している環境保全措置を確実

に実施し、その経過や結果を事業者のホーム

ページにおいて公表する等、積極的な情報公

開に努めること。

また、評価書の作成に当たっては、閲覧者

に対しできる限り理解しやすいものとなるよ

う配慮すること。 

事業の実施に当たっては、事業の内容や想定

される環境への影響等について、住民等に丁寧

に説明・周知し、必要に応じて専門家の助言を

受ける等して、十分な理解を得るように努めま

す。環境保全措置の実施・確認や事後調査の結

果等については、報告書にとりまとめて弊社の

ホームページで公開します。

また、評価書の作成に当たっては、閲覧者に

対しできる限り理解しやすいものとなるよう配

慮しました。 

（4）今後、事業内容を変更する必要が生じ、当

該変更により環境への負荷が増大するおそれ

がある場合には、事前に環境への影響を予測

及び評価した上で、必要な環境保全措置を講

じること。

また、工事中又は供用中に、現段階では予

測し得ない環境への影響が生じた場合は、必

要な環境保全措置を追加すること。 

今後、事業内容を変更する必要が生じ、当該

変更により環境への負荷が増大するおそれがあ

る場合には、事前に環境への影響を予測及び評

価した上で、必要な環境保全措置を講じます。 

また、工事中又は供用中に、現段階では予測

し得ない環境への影響が生じた場合は、必要な

環境保全措置を追加します。 

（5）対象事業実施区域の周辺で計画されている

他の風力発電事業との複合的な影響が懸念さ

れるため、騒音、低周波音、景観、動植物等

について、当該事業者と可能な限り情報を共

有し、効果的な環境保全措置を講じるよう努

めること。

また、送電線の詳細については売電先との

系統連携協議を踏まえて決定する計画とされ

ているが、対象事業実施区域が阿武隈高原中

部県立自然公園と重複している部分があるた

め、自然公園の設置目的を踏まえた上で、環

境影響を最大限回避する計画とすること。 

対象事業実施区域の周辺で計画されている他

の風力発電事業との複合的な影響が懸念される

ため、騒音、低周波音、景観、動植物等につい

て、可能な限り当該事業者と可能な限り情報を

共有し、効果的な環境保全措置を講じるよう努

めます。 

また、自然公園内の風力発電機は削除いたし

ました。 

（表は次ページへ続く） 
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2．大気質について 

対象事業実施区域周辺には住宅等が点在し

ているため、建設機械や車両より発生する排

ガス等による影響が懸念されることから、造

成工事、工事用資材の輸送等に伴い発生する

窒素酸化物、粉じん等については、周辺地域

住民の生活等に影響が及ぶことがないよう、

より一層の低減を図ること。 

造成工事、工事用資材の輸送等に伴い発生す

る窒素酸化物、粉じん等については、周辺地域

住民の生活等に影響が及ぶことがないよう、よ

り一層の低減を図ります。 

3．騒音、振動及び低周波音について 

（1）対象事業実施区域周辺には、住宅が点在し

ており、騒音、振動及び低周波音（以下「騒

音等」という。）による影響が懸念されるた

め、事業実施に伴い発生する騒音等について

は、造成工事等の施工、工事用資材の輸送に

よる場合、さらに施設稼働時の騒音等が周辺

地域住民の生活に影響が及ぶことがないよ

う、確実に対策を実施すること。 

なお、風車の騒音等に係る事後調査につい

ては、周辺地域住民の生活形態を考慮し、影

響が大きくなる時期を踏まえて実施し、また

風車が発する騒音及び低周波音には指向性が

あるので、特定の風向における測定結果とな

らないようにすること。 

事業実施に伴い発生する騒音等については、

造成工事等の施工、工事用資材の輸送による場

合、さらに施設稼働時の騒音等が周辺地域住民

の生活に影響が及ぶことがないよう、確実に対

策を実施します。稼働後は、適切に事後調査等

を実施し、住宅から近い風力発電機について

は、対象行政・居住者に理解を得ながら、必要

に応じて、発生側や受音側の対策、稼働制限等

の追加的な環境保全措置を実施します。  

なお、風車の騒音等に係る事後調査について

は、周辺地域住民の生活形態を考慮し、影響が

大きくなる時期を踏まえるとともに、特定の風

向における測定結果とならないように努めま

す。 

（2）騒音に係る環境基準の類型指定がされてい

ない予測地点については、「A 類型」との比較

により予測が行われているが、風車稼働後に

おける騒音レベルの予測値が、事業者が設定

した基準を超過している地点があるため、環

境省が平成２９年５月２６日に公表した「風

力発電施設から発生する騒音に関する指針」

及び「風力発電施設から発生する騒音等測定

マニュアル」の内容も参考にして、これらの

地点と周辺住宅等との離隔距離をさらに大き

く確保する等の環境保全措置を講じること。 

可能な限り風力発電機を削除し、住宅との離

隔に配慮しました。住民の方々の居住状況を確

認して適切に事後調査等を実施し、住宅から近

い風力発電機については、対象行政・居住者に

理解を得ながら、必要に応じて、発生側や受音

側の対策、稼働制限等の追加的な環境保全措置

を実施します。 

4．水環境について 

（1）対象事業実施区域及びその周辺は、阿武隈

高地東部の重要な水源地となっており、生活用

水や農業用水等として表流水、地下水及び湧水

の利用、希少性の高いトウホクサンショウウオ

の生息、イワナの養殖場等があるが、土地の改

変や森林の伐開による水質及び水量への影響の

予測は不確実性があることから、これらへの影

響を最大限回避するとともに、事後調査を実施

すること。 

土地の改変や森林の伐開は可能な限り最小限

とし、水質（濁水）に係る環境監視を実施しま

す。当初予測を超えて濁水が顕著に発生してい

る場合には、新たな環境保全措置を講じます。 

（2）仮設沈砂池やしがら柵を設置することとし

ているが、近年の雨量の状況を踏まえ、安全性

を優先的に確保するよう検討すること。 

仮設沈砂池やしがら柵の設計については、安

全性を優先的に確保するよう検討します。 

5．風車の影について 

事業者が参考とした基準を超過する地点が

あることから、事前に当該地点の住民に対し

十分な説明を行うこととし、住民等からの意

見については、最大限尊重すること。 

なお、施設の稼働に伴う風車の影の予測に

ついては、地形の影響等の不確実性があるこ

とから、影響の程度を的確に把握するため事

後調査を実施し、必要に応じて環境保全措置

を講ずること。 

市町村の担当の方や住民の方々には、引き続

き丁寧に説明し、意見があった場合は、その意

見を最大限尊重します。 

なお、施設の稼働に伴う風車の影の予測につ

いては、風車の影が及ぶ季節別の時間帯や範囲

等把握できるよう定量的に予測及び評価を実施

しており、地形や植生による影響で予測の結果

よりも影響が軽減するものと考えられます。し

かしながら、風車の影の影響は「人が感じる不

快感」であるため、実際の風車の影の影響の程
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度を把握するため、事後調査を実施し、必要に

応じて追加の環境保全措置を講じます。 

6．動植物、生態系について 

（1）対象事業実施区域及びその周辺は、現在自

然豊かな山林であり、希少な動植物の生息が

確認されていることから、必要に応じて専門

家の助言を受けながら環境保全措置を追加

し、本事業計画の実施に伴う野生生物の生活

への影響をより一層低減すること。 

なお、本事業計画では、相当大規模な土地

の形質の変更や森林の伐開が予定されている

ことから、実際の影響は予測不能な部分もあ

り、谷筋への濁水の流入や 

   旧来の山稜が持っている水源涵養機能が大

きく低下する可能性を否定できないため、オ

シドリ、トウホクサンショウウオ、サクラマ

ス等の河川等の水域や渓流近傍、湿地等に生

息する動植物、水生生物の生息について、事

後調査を実施すること。 

必要に応じて専門家の助言を受けながら、環

境保全措置を追加し、本事業計画の実施に伴う

野生生物の生活への影響をより低減できるよう

検討してまいります。 

評価書に記載したとおり、谷筋への濁水流入

や水源涵養機能が極力低下しないよう、環境保

全措置を適切に講じてまいる考えですが、水質

（濁水）に係る事後調査を実施し、当初予測を

超えて濁水が顕著に発生している場合には、新

たな環境保全措置を講じるとともに、専門家等

の助言を踏まえながら、水生生物等の生息状況

に係る調査の実施も検討いたします 。 

（2）大型風車については、鳥類やコウモリ類等

の衝突（バードストライクやバットストライ

ク）の可能性が高いことから、必要に応じて

専門家の助言を受けながら視認性を高める塗

装や風車の周辺に鳥類やコウモリ類等が採餌

のため近寄って来ないように木質チップや砂

利を敷き撒く等の対策を実施することによ

り、影響を最大限低減すること。 

なお、風車に航空障害灯を附置する予定と

なっているが、鳥類等が誘引されることのな

いよう必要な環境保全措置を追加すること。 

また、鳥類やコウモリ類の衝突について事

後調査を行い、衝突数が多い場合には、それ

らの低減に必要な環境保全措置を追加するこ

と。 

さらに、準備書におけるコウモリ類及び夜

間に飛行する鳥類の飛翔頻度の記載につい

て、 (仮称)福島阿武隈風力発電構想から事業

を引き継いだ他事業者等が調査した地域と比

べて多いのか少ないのか、比較分析した結果

を評価書で示すこと。 

必要に応じて専門家の助言を受けながら、視

認性を高める塗装や風車の周辺に木質チップや

砂利を敷き撒く等の対策の実施を検討いたしま

す。 

航空障害灯については関係機関との協議を踏

まえ、適切に設置いたします。 

評価書に記載しておりますとおり、鳥類やコ

ウモリ類について死骸調査を実施いたします。

重要な鳥類の衝突数が多い場合等には、専門家

の助言を踏まえ、それらの低減に必要な環境保

全措置を検討いたします。 

準備書におけるコウモリ類及び夜間に飛行す

る鳥類の飛翔頻度の記載について、（仮称）福

島阿武隈風力発電構想から事業を引き継いだ他

事業者等が調査した結果を記載した公表された

図書（準備書等）により、本地域と比較してそ

の通過数等が多いのか少ないのか、比較検討し

た結果を可能な範囲で評価書において記載しま

した。 

（3）広範囲の森林の伐開が予定されているが、

対象事業実施区域に国有保安林及び民有保安

林が含まれるため、保安林を極力避け、森林

が持つ水源の涵養機能、土砂流出防止機能等

に影響が及ぶことのないよう、森林の転用面

積は必要最小限とすること。 

保安林の改変については最小限となるように

検討し、また、森林が持つ涵養機能等への影響

を最小化させるよう、改変面積等は最小限に抑

えた計画を検討いたします。 

（4）鳥類やコウモリ類の衝突や移動経路の阻害

等の重大な環境影響が懸念される情報につい

て、事後調査の結果を含め、周辺で風力発電

事業を計画している他事業者と積極的に情報

共有を図り、環境影響の低減に努めること。 

鳥類やコウモリ類の衝突等の情報について、

事後調査の結果を含め、周辺で風力発電事業を

計画している他事業者と情報共有を図り、環境

影響の低減に努めて参ります。 

7．景観及び人と自然との触れ合いの活動の場に

ついて 

（1）対象事業実施区域の山稜は、関係地域の

他、その周辺地域においても日頃住民等が身

近に見ている景色の中心となっていることか

対象事業実施区域の山稜については、住民の

皆様が身近に見る景色の中心となっていること

を踏まえ、風力発電機が極力目立たないよう、

引き続き環境保全措置を検討してまいります。 
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ら、大型風車の設置による変容は、より一層

目立たないようにすること。 

（2）風車に航空障害灯を附置するに当たって

は、昼夜間それぞれの時間帯における景観へ

の影響についても、環境影響評価を行うこ

と。 

航空障害灯の影響に関する予測や評価の手法

は現時点で確立されていないため、引き続き最

新の知見の収集に努めてまいります。航空障害

灯の影響については、配光特性を検討すること

で光害を可能な限り避けるよう配慮いたしま

す。 

（3）対象事業実施区域の手倉山、その周囲にあ

る行司ヶ滝及び高瀬川渓谷は、重要な景観資

源であり、身近な人と自然との触れ合いの活

動の場としても親しまれているが、いずれも

風車設置場所との距離が近いため、周辺の地

形や眺望等への影響を回避及び低減するこ

と。 

手倉山、行司ヶ滝及び高瀬川渓谷等の周囲か

ら、可能な限り風力発電機を削除しました。 

8．廃棄物について 

（1）工事に伴って発生する産業廃棄物は適正に

処理を行い、放射性物質が 8,000Bq/kg を超え

る廃棄物については、指定廃棄物として国に

申請することができるため、その際は放射性

物質汚染対処特措法の規定に基づいた管理を

行うこと。 

工事に伴って発生する産業廃棄物について

は、法に基づいて適切に処理できるように検討

します。放射性物質が 8,000Bq/kg を超える廃

棄物については、指定廃棄物として国に申請

し、適切に管理します。 

（2）発電設備の耐用年数や更新時期について検

討し、老朽機器等を適切に廃棄処分する計画

を策定の上、環境影響評価書（以下、評価書

という。）に具体的に記載すること。 

発電設備の耐用年数や更新時期について、あ

らかじめ十分に検討し、老朽機器等の廃棄処分

については、廃棄時の法律等に基づいて、適切

に廃棄します。 

9．放射線の量について 

（1）工事用車両の走行等、本事業の実施に伴い

新たな放射性物質の飛散が懸念されることか

ら、飛散状況のモニタリングや飛散防止対策

について、より一層の検討を加えること。 

工事中の粉じんや枝葉の舞い上がりについて

は、転圧や散水等の対策を実施することを考え

ており、周囲への汚染が生じないように工事を

実施する計画ですが、居住されている住居への

影響が考えられる場合は、必要に応じて、飛散

状況のモニタリングや飛散防止対策について検

討します。 

（2）本事業の実施に伴い発生することが予想さ

れる放射性物質に汚染された残土や廃棄物に

ついては、あらかじめ関係機関等と調整した

上、再利用する場合も含め安全な保管、処理

及び処分すること。 

本事業の実施に伴い発生することが予想され

る放射性物質に汚染された残土や廃棄物につい

ては、あらかじめ関係機関等と調整した上、再

利用する場合も含め安全な保管、処理及び処分

します。 

10．文化財について 

対象事業実施区域周辺には、多数の埋蔵文

化財の包蔵地があり、周辺には未知の埋蔵文

化財が存在する可能性もあることから、新た

に埋蔵文化財を発見した場合は、関係機関に

連絡する等適切に対応すること。 

埋蔵文化財の存在には十分注意をして工事を

実施します。万が一埋蔵文化財が存在していた

場合は、担当部局とご相談の上、対応を検討し

ます。 

 

11．電波障害について 

電波障害に関する関係機関との協議結果に

ついて、評価書に記載すること。なお、施設

の稼働に伴い電波障害が発生した場合は適切

に対応すること。 

おおたかどや山標準電波送信所付近の風力発

電機は削除しました。 

12．その他 

（1）資材の運搬等のために使用することが想定

される対象事業実施区域及びその周辺の道路

について、中間貯蔵施設への除染廃棄物輸送

における大型車の交通量が多いため、交通安

全対策に十全を期すこと。 

対象事業実施区域及びその周辺の道路につい

て、交通安全対策に十全を期します。 

（2）計画施設の稼働中の維持・安全管理、計画

事業期間満了後の事業更新、廃止、環境回復措

計画施設の稼働中の維持・安全管理、計画事

業期間満了後の事業更新、廃止、環境回復措置
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置等について検討した結果を評価書に具体的に

記載し、実施すること。 

等について検討した結果を可能な限り評価書に

具体的に記載しました。 

（3）対象事業実施区域及びその周辺における農

作物の栽培、森林施業等に影響することがない

よう十全を期すこと。 

対象事業実施区域及びその周辺における農作

物の栽培、森林施業等に影響することがないよ

う十全を期します。 

（4）本事業計画の推進に当たっては、必要に応

じて関係機関と協議すること。 

本事業計画の推進に当たっては、必要に応じ

て関係機関と協議します。 
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