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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、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、配慮書を作成した旨及びその他事項を

公告し、配慮書を公告の日から起算して約 1ヶ月間縦覧に供した。 

 

  (a) 公告の日 

平成 29 年 6月 27 日（火） 

 

  (b) 公告の方法 

  ① 日刊新聞紙による公告 

平成 29 年 6月 27 日（火）付で、下記日刊紙に「お知らせ」広告を掲載した。 

・北海道新聞（朝刊：29 面） 

・日刊留萌新聞（夕刊：7 面） 

 
  ② インターネットによる公告 

平成 29 年 6月 27 日（火）から、下記のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

・増毛町役場ホームページ http://www.town.mashike.hokkaido.jp/ 

・北海道庁ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ 

・有限会社 稚内グリーンファクトリーホームページ 

http://www.w-greenfactory.co.jp/mashike/hairyo/top.html 

 
  (c) 縦覧場所 

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

行った。 

  ① 関係自治体庁舎での縦覧 

・増毛町役場企画財政課 

増毛町弁天町３丁目６１番地 

・留萌市役所政策調整課 

留萌市幸町１丁目１１番地 

・北海道留萌振興局保健環境部環境生活課 

留萌市住之江町２丁目１番地２ 
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  ② インターネットの利用による縦覧 

・下記ウェブサイトによる公表を行なった。

http://www.w-greenfactory.co.jp/mashike/hairyo/top.html 

  (d) 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 29年 6 月 27 日（火）から平成 29 年 7 月 27日（木）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：午前 9時から午後 5時まで（開庁時間に準ずる。） 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態と

した。また、増毛町及び北海道庁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（縦覧者名簿記載者数） 

縦覧者数（縦覧者名簿記載者数）は 13件であった。 

 

 (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 

平成 29 年 6月 27 日（火）から平成 29年 7 月 27 日（木）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

  (b) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に設置した意見箱への投函 

・有限会社 稚内グリーンファクトリーへの書面の郵送 

 

  (c) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 34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. 意見の概要 事業者の見解 

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

を食べるので、人間にとって益獣である。風力発電施

設では、バットストライクが多数生じている。国内で

は今後さらに風車が建設される予定であり、コウモリ

類について累積的な影響が強く懸念される。 

コウモリ類の出産は年 1～2頭程度と繁殖力が極め

て低いため、死亡率のわずかな増加が、地域個体群へ

重大な影響を与えるのは明らかである。益獣が減ると

住民に不利益が生じる。よって、これ以上風車でコウ

モリを殺さないでほしい。 

コウモリ類への影響を検討する上で必要な調査(本

方法書第 6章 P.6-47)、予測・評価を実施し、コウモ

リ類の専門家の助言を受けながら適切な環境保全措

置を検討いたします。 

2 

■コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

風力発電施設供用によるコウモリ類への影響を予

測するために、必要十分な調査を行うべきである。必

要な調査内容については、鳥類やネズミ類、大型哺乳

類などの他分野の「専門家」ではなく、バットストラ

イクについて十分な知識のある「コウモリ類の専門

家」にヒアリングを行うべきではないのか。 

コウモリ類の専門家の助言を受けながら、コウモリ

類の生息への影響回避に必要な調査、予測評価、保全

措置検討を行います。 

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、「コウモリ類の専門家」の指導

のもと、調査の重点化を行うべきではないのか。 

現地調査においては、コウモリ相を把握し、種に応

じた生息環境の保全に関して予測・評価、保全措置検

討を行うとともに、バットストライクへの対応とし

て、風況ポール 2箇所での高高度での音声調査を実施

します。その際には、コウモリ類の専門家の助言を仰

ぎながら調査を進めます。 

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テクター)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。 

コウモリ類の高空飛翔調査については、専門家等の

助言を踏まえて「6.2.2 調査、予測及び評価の手法」

に記載のとおり調査手法を選定いたしました。 

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るべきではない

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

化する要素が多数あるため、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)。 

現地調査にあたっては、コウモリ類の専門家の助言

を受けながら適切な機種を選定して実施します。ま

た、周波数解析による種の同定等についても、専門家

の助言を受けながら慎重に行います。 
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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. 意見の概要 事業者の見解 

6 

■コウモリの捕獲調査について 

・コウモリの捕獲許可申請は必ずコウモリ類の専門家

の指導のもとで行うべきである。 

•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、捕獲認査を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、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)。 

捕獲調査は、コウモリ類の専門家の指導のもと、適

切な時期に適切な手法を用いて実施します。また、調

査による捕獲個体への影響が最小限になるように留

意して行います。 

7 

■コウモリ類の保全措置について 

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)を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。 

本事業におけるコウモリ類の環境保全措置の検討

にあたっては、現地調査によりその出現状況及び飛翔

状況を把握し、その結果についてはコウモリ類の専門

家の助言を受けながら、事業計画の中で実行可能な環

境保全措置を検討いたします。 

8 

■「保全事例の少なさ」は「保全措置を実施しなくて

よい理由」にならない 

コウモリの保全措置として、カットイン風速の値を上

げることと低風速時のフェザリングが行われている。

事業者は、コウモリの活動期間中にカットイン風速を

少しだけあげ、さらに低風速でフェザリングを行え

ば、バットストライクの発生を抑えられることを認識

しているのか？ 

「国内におけるコウモリの保全事例数が少ないので

保全措置は実施せずに、風車でコウモリを大量に殺し

た後に検討する」といった主張をする事業者がいた

が、「国内の事例数が少なくても保全措置自体は実施

可能」であり、国内事例数の少なさは「適切な保全措

置実施をしなくてもよい理由」にはならないことを先

に指摘しておく。 

 

9 

■「国内手法が確立されていない」は「保全措置を実

施しなくてよい理由」にならない 

「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)」といった主張をする事

業者がいたが、「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

効果がすで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ることを先に指摘して

おく。 
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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. 意見の概要 事業者の見解 

10 

■コウモリ類の保全措置について 

風力発電におけるコウモリの保全措置は「カットイン

風速の値を上げることと低風速時のフェザリング」が

原則である。これまでのところ効果がある保全措置は

それ以外に発見されていない。 

コウモリの活動期間中にカットイン風速を少しだけ

あげ、さらに低風速でフェザリングを行うことがバッ

トストライクを低減できる唯一の保全措置であるこ

とを認識してほしい。 

本事業におけるコウモリ類の環境保全措置の検討

にあたっては、現地調査によりその出現状況及び飛翔

状況を把握し、その結果についてはコウモリ類の専門

家の助言を受けながら、事業計画の中で実行可能な環

境保全措置を検討いたします。 

11 

■コウモリ類の保全措置「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はない 

「ライトアップをしないことはバットストライクの

低減効果はない。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。昆虫類はライトだけで

なくナセルから発する熱にも誘引される。さらにコウ

モリが風車に接近するのは「昆虫だけが原因」ではな

い。 

ライトアップは昆虫を誘引するが、だからと言って

「ライトアップをしないことによりバットストライ

クが低減される訳ではない。 

 

12 

■事後調査について 

発電所アセス省令によれば、「事後調査」は「保全措

置」ではない。 

ご指摘のとおり、「事後調査」は「保全措置」が効

力を発揮しているかどうかの確認のための調査であ

り、「保全措置」という認識はございません。 

13 

■「次世代に命をつなげる保全措置」をして欲しい 

事後調査でコウモリが死んだら保全措置を検討する

という事業者がいる。なぜ何も罪のないコウモリをわ

ざわざ殺すのだろうか。 

バットストライクは不可逆的影響である。バットスト

ライクが生じた時点で、個体はすでに死んでいるの 

からその時点で保全措置を検討しでも「影響は低減で

きない。「事後調査でコウモリが死んだのを確認して 

から保全措置を実施する」のでは完全に手遅れだ。事

業者は、次世代に命をつなぐ、という意味を真剣に考 

えてほしい。 

コウモリの環境保全措置については、今後の現地調

査結果や予測評価を踏まえ、専門家の助言を仰ぎなが

ら事業計画の中で実行可能な環境保全措置を検討い

たします。 

14 

■意見書の提出方法について 

わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用がかか

る。アセスで意見を求めているのは本件だけではなく

多数あるので、郵送で意見書を求めるのは金銭的・時

間的な負担がかかり大変迷惑だ。他の事業者のように

Eメールまたは専用フォームで意見を受け付けてほし

い。 

Eメールについては、誤送信の発生の可能性やセキ

ュリティの観点から採用しておりません。 

 

 

15 

■意見書は要約しないこと 

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。 

ご意見については、本章において要約せず全文を公

開しております。 

16 

閲覧に来た町民の方から風力発電の電磁波(※低周

波音では無く)に関する質問が寄せられた。発電の際

の電磁波の影響や評価というものは何かあるのでし

ょうか。 

これまでに発表された調査・研究結果によると、電

力設備の電磁波による居住環境における有害な影響

は認められておりません。この為、本事業においては

予測及び評価の対象に含めておりません。 

17 

野生動物保護や景観保全との両立が出来る事を期

待します。 

動物及び景観への影響については、専門家等の助言

を踏まえた調査、予測及び評価を行い、その影響を回

避又は極力低減いたします。 

18 

地元の資源を有効活用と書いてありますが、どのよ

うに活用したらいいのか分かりません。個人的には町

の活性につながるものであれば賛成です。 

本事業を計画している増毛町が位置する道北日本

海側地域は好風況が見込まれており、風力資源を活用

することで、地域の活性化を図るとともに、地球温暖

化対策及びわが国のエネルギー自給率の向上に貢献

することを目指します。 
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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. 意見の概要 事業者の見解 

19 

地元増毛町において、「風力発電所設置事業」の計

画があることを知り、風力を代表とする再生可能エネ

ルギーの普及により、地球温暖化が課題になっている

今こそ、自然再生エネルギーを推進していかなければ

ならないと思います。又、東日本大震災以来、原子力

発電による放射能問題に関して、誰しもが恐怖を感じ

ています。そのためにも安全性を考えると、自然再生

エネルギー事業は進めていくべきだと思います。環境

影響として野鳥類の衝突及び騒音特に低周波音の影

響などが考えられますが、こういった問題点は充分に

調査をし、地元企業の継続的な活性化により、人口減

が深刻な問題となっている今、非常に良いことだと思

います。 

鳥類や騒音等の影響については、調査、予測及び評

価を行い、その影響を回避又は極力低減するととも

に、必要に応じ、適切な環境保全措置を検討致します。 

20 

3,800 キロの風車は見たことがありません。増毛町

にそのような大きな風車がたつイメージがつきませ

んがくれぐれも環境に配慮し、慎重に進めていただけ

ればと思います。 

事業の実施に当たっては、適切な風力発電機の配置

検討を行ない、環境に配慮した事業実施に努めます。 

21 

風力発電所が新設されることは、雇用等で経済効果

があると思います。地元住民の意見を十分に取り入れ

て、事業をすすめていただくことを希望致します。 

事業の実施に当たっては、地元地域の活性化に留意

するとともに、今後の手続きにおいては当該地域の住

民の方への説明会を実施する等、地域の皆様への情報

提供に努めます。 

22 
風力発電は環境にいいものだと思いますが自然を

崩すことのない様に十分に配慮してほしい。 

自然環境への影響ついては、調査、予測及び評価を

行い、影響を回避又は極力低減するとともに、必要に

応じ、適切な環境保全措置を検討致します。 

23 

風力発電は環境に優しく、大気汚染の原因となる酸

化物を排出しないのでとてもいいと思います。です

が、自然を崩さぬ様十分配慮して検討して頂きたいで

す。 

24 

留萌市民としては賛成、反対でもありませんが、未

来の為には風力発電は必要ではないでしょうか。工事

にあたり十分に調査、配慮していただき未来のエネル

ギーとして進んでいただきたいです。 

25 

増毛町は雇用先も少なく、人口減少が激しくなって

いると思います。風力発電は環境にも良いと思います

し、何より働く場所が確保され、それに伴い人口も増

えてくれると思います。増毛町をなくさない為にも是

非風力発電事業を推進して頂きたいと思います。期待

しています。 

再生可能エネルギーを活用した本事業の実施によ

り、地元地域における経済の活性化に貢献することを

目指します。 

26 

風力発電所の実現が、地域資源の活用や地元企業と

の協同により、地元が活性化することを期待し、環境

にやさしい風車は賛成です。地元の雇用等で経済効果

があると思います。 

27 
自然の風を利用し、地方の財産に結びつくのであれ

ば良いと思います。 

28 
風力発電の建設は、景観に配慮しての整備であれば

賛成です。地域資源になると思います。 

事業の実施に当たっては、地元地域の活性化を図る

とともに、周辺環境への影響を最小限に留めるよう、

適切な保全措置の検討を行ないます。 

29 

本発電所が風車の街の新たなシンボルとして観光

資源になり、雇用創出、地元の産業の振興につながる

ことを期待しておりますので、留萌・増毛の地元住民、

酪農業に十分配慮し、慎重に事業が推進され実現され

ることを願っております。 

30 

風力発電所の実現が地域資源の活用や地元企業と

の協同により、増毛や留萌が活性化することを期待し

ています。周辺環境には最大限配慮し、事業を推進し

て下さい。 
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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. 意見の概要 事業者の見解 

31 

新聞報道によるとガソリン、軽油を燃料とする自動

車の生産中止を外国で決定しています。地球温暖化対

策は重要な課題です。自然を利用する風力発電は危険

性が少なく安心・安全なエネルギーとして活用すべき

と考える。積極的に推進して欲しいと思います。 

風力資源の活用により、地球温暖化対策、エネルギ

ー自給率の向上に寄与することを目指します。 

32 

現在、沢山のエネルギーを利用しています。エネル

ギーによる環境問題は多くエネルギーである風力太

陽光自然エネルギーが活用される様希望します。 

33 
クリーンエネルギー風力発電に注目し大賛成です。 

 

34 

自然の風を利用をすると CO2 の削減になりますし、

地元の財産によいので環境にも良いので風車は大賛

成です。 

 

35 

クリーンエネルギーを推進するにあたってこのよ

うな事業ば必要であると思いますので期待しており

ます。 

36 

クリーンで安全なエネルギーの風力発電を推進し

ていってほしいと願います。 

 

37 

地球温暖化二酸化炭素減が少しでも良い方向にな

れば良い考えと思います。 

 

38 

建設費、建設後のメンテナンス等にかかるコストを

抑える努力と、環境に負担をかけず効率の良いクリー

ンなエネルギーを発電として発展していく事を期待

します。 

39 

今後クリーン(自然)エネルギーが重要視されてく

ると思います。増毛町のシンボルとして活躍すること

を期待致します。 

再生可能エネルギーを活用した本事業の実施によ

り、地域の活性化を図るとともに、地球温暖化対策、

エネルギー自給率の向上に寄与することを目的とし

ます。 

40 

私は夏場観光の仕事に携わる者として地球環境に

優しい風力発電が増えるのは地域のシンボルとして

観光の一部になる事も期待しています。自然環境への

影響に十分配慮の上、事業を進めて下さい。 

41 

新しい観光資源ができる事は良いことだと思いま

す。再生エネルギーを導入しているのは印象も良いと

思います。 

42 
強風が吹き荒れる道北の地に風車が建設されるこ

とは歓迎すべきことだと思います。 

本事業では、国及び北海道の政策に即し、新エネル

ギー導入によるエネルギーの多様化と温室効果ガス

の削減等に貢献することを目指します。 
43 風の有効利用には風力発電が最適と思われます。 

44 

環境に優しい発電だと考えます。どんどん増やして

頂きたい。 

 

45 
環境にやさしい風車は大賛成です。 

 

46 
環境保全のため風力発電は必要だと思います。 

 

47 
再生可能エネルギーについて開発・研究をしていく

事は未来の可能性を得る点でも有効だと思います。 

48 

太陽光発電の推進と風力発電の推進で原子力発電

は不要とは思わないが危険度が高すぎるので少しで

も減らしてほしいのです。 
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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（平成 29 年 8 月 24 日）は、次

に示すとおりである。 
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 (2) 事業者の見解 

配慮書に対する北海道知事の意見及びそれに対する事業者の見解は、表 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意見と事業者の見解 

北海道知事の意見 事業者の見解 

1．総括的事項 

(1)本配慮書において事業者は、計画段階配慮事項の全般

にわたり、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高い

又は影響が小さいと評価しているが、計画熟度の低い現段

階における評価である。したがって、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は、確実に環境影響を回避又は低減で

きるよう、事業の規模を縮小するなど、事業計画の見直し

を行うこと。 

方法書段階の対象事業実施区域の絞込については、配慮

書段階で検討した計画段階配慮事項に係る環境影響の重

大性の程度を考慮し、以下の点より、配慮書段階における

事業実施想定区域からの絞込みを行いました。 

①住居地域（住居が密集している地域）や複数の学校、

病院、福祉施設等が分布する増毛の市街地に近い範

囲を対象事業実施区域から出来る限り除外  

②留萌市及び増毛町の水道水源の集水域として配慮が

必要な「水資源保全地域」及び隣接する水源涵養保

安林について出来る限り除外  

③生物多様性の保全・再生の観点から、調査・森林施

業・モニタリングが実施されているニシンの森再生

プロジェクト（新信砂川源流地区）の対象範囲及び

当該範囲に隣接する保安林（国有林）について、対

象事業実施区域から出来る限り除外  

④主要な眺望点である「暑寒別岳スキー場」に近接す

る範囲や「増毛の歴史的建物群」等の地域の方が日

常生活上慣れ親しんでいる場所が分布する増毛の市

街地周辺に近い範囲を対象事業実施区域から出来る

限り除外 

また、環境影響評価項目ごとの調査、予測及び評価の手

法については、方法書第 6 章に記載しましたが、手法の検

討にあたっては、2 の個別的事項を踏まえるとともに、必

要に応じて専門家等の意見・助言を頂きました。 

これらの手法に基づく調査及び予測結果をふまえた上

で、準備書段階では風力発電機の配置計画の修正を含め、

出来る限りの環境影響の回避又は極力低減に努めます。 

(2)本配慮書では、事業実施想定区域に設定した複数案

（Ａ・Ｂ案）のうち、事業性の観点からＡ案を軸に検討す

る予定としているが、事業性のみではなく、環境影響を回

避又は低減する観点から区域の絞り込みを行い、方法書で

はその過程について理由を含めて具体的に記載すること。 

対象事業実施区域の絞り込みにおいては、事業性のみで

はなく、環境影響を回避又は低減する観点から区域の絞込

を行い、その過程及びその理由について、方法書(第 7 章 

7-25～7-53)に記載いたしました。 

(3)インターネットによる図書の公表に当たっては、広く

環境の保全の観点からの意見を求められるよう、印刷可能

な状態にすることや、法に基づく縦覧期間終了後も継続し

て公表しておくことなどにより、利便性の向上に努めるこ

と。 

また、今後の手続きに当たっては、住民等への積極的な

情報提供や説明などにより、相互理解の促進に努めること。 

インターネットによる図書の電子縦覧におけるダウンロ

ード保存や印刷の制約については、図書の流用、乱用を防

ぐ目的から行っており、同様の観点から、法で定められた

公表は縦覧期間に限定させていただいております。 

また、今後の手続きにあたっては、住民等への積極的な

情報提供や説明などにより、相互理解の促進に努めます。 

2．個別的事項 

(1)騒音及び超低周波音、風車の影 

事業実施想定区域の周辺には多数の住居等が存在してお

り、これらに対する騒音及び超低周波音、風車の影による

環境影響が生じるおそれがあるため、最新の知見や日影図

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

を行い、風車を住居等から離隔することなどの措置を講じ、

影響を回避又は低減すること。 

対象事業実施区域の周辺の住居について、現地の確認状

況を踏まえ、騒音及び超低周波音、風車の影に関する現地

調査、予測・評価、環境保全措置の検討を、最新の知見を

踏まえ実施いたします。これらの結果は、風力発電設備の

配置計画修正を含め、事業計画に反映いたします。 

また、方法書段階の対象事業実施区域の絞込において、

住居地域（住居が密集している地域）や複数の学校、病院、

福祉施設等が分布する増毛の市街地に近い範囲を対象事

業実施区域から出来る限り除外しました。 
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表 7.1-2(2) 配慮書に対する北海道知事意見と事業者の見解 

北海道知事の意見 事業者の見解 

(2)水質 

本配慮書では工事中の水の濁りについては計画段階配慮

事項として選定していないが、事業実施想定区域内には、

留萌市及び増毛町の水道水源の集水域や、さけ・ます増殖

事業に利用されている河川の集水域が存在し、土地改変に

伴う濁水や土砂の流入などによる影響が懸念されることか

ら、集水域に濁水が流入する可能性のある地域については、

同区域から除外することなどにより、影響を回避又は低減

すること。 

工事中の水の濁りについては、方法書以降の手続きにお

いて、調査、予測及び評価を実施します。 

また、集水面積を考慮して風力発電機や作業ヤード毎に

沈砂池等を設置するなどの対策により、対象事業実施区域

外に流出することのないよう努め、環境への影響について

回避又は低減を図ります。 

また、留萌市及び増毛町の水道水源の集水域として配慮

が必要な「水資源保全地域」については、風力発電機の設

置検討区域からは除外しました。 

(3)動物 

事業実施想定区域及びその周辺では、渡り鳥やオジロワ

シ等の希少鳥類の生息情報もあることから、専門家等から

の助言を得ながら、渡り鳥や希少鳥類等の移動経路、生息

状況等に関する詳細な調査を行った上で、バードストライ

クや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、その結果を風車の配置検討に反映

することなどにより、影響を回避又は低減すること。 

また、専門家等からの助言を得ながら、動物相を的確に

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、影響を回避又は低減すること。 

渡り鳥や希少鳥類については、専門家等の助言を踏まえ

調査手法を選定いたしました。 

また、今後準備書段階においても、現地調査により得ら

れた重要な動物種の出現状況を元に、専門家の意見を踏ま

えながら適切な保全措置を検討致します。 

なお、方法書段階の対象事業実施区域の絞込において、

生物多様性の保全・再生の観点から調査・森林施業・モニ

タリングが実施されているニシンの森再生プロジェクト

（新信砂川源流地区）の対象範囲及び当該範囲に隣接する

保安林（国有林）について、対象事業実施区域から出来る

限り除外しました。 

(4)植物及び生態系 

事業実施想定区域は、自然度の高いブナクラス域自然植

生や保安林などの重要な自然環境のまとまりの場が存在し

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、影響を回避又は低減すること。 

また、専門家等からの助言を得ながら、植物相を的確に

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、影響を回避又は低減すること。 

さらに、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

低減すること。 

事業による改変については、専門家等からの助言を得な

がら、植生調査等により現況の環境を適切に把握した上で、

重要な自然環境のまとまりの場については、回避または最

小限の改変に留める事業計画とします。 

なお、方法書段階の対象事業実施区域の絞込において、

生物多様性の保全・再生の観点から調査・森林施業・モニ

タリングが実施されているニシンの森再生プロジェクト

（新信砂川源流地区）の対象範囲及び当該範囲に隣接する

保安林（国有林）について、対象事業実施区域から出来る

限り除外しました。 

(5)景観 

事業実施想定区域は、暑寒別岳など優れた景観資源を有

する暑寒別天売焼尻国定公園に隣接しており、風車の設置

により、これらの景観資源を眺望する景観や、公園内から

の眺望景観に重大な影響を及ぼすおそれがある。また、主

要な眺望点である「暑寒別岳スキー場」や「渓流の森」な

どは、事業実施想定区域に近接しており、風車の垂直見込

角が大きくなると予測され、眺望景観に重大な影響を及ぼ

すおそれがある。したがって、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

を回避又は低減すること。 

さらに、本配慮書では主要な眺望点として、不特定かつ

多数の者が利用している場所についてのみ選定している

が、増毛町の街並みは「増毛の歴史的建物群」として北海

道遺産にも選定されていることなどを踏まえ、地域住民が

日常生活上慣れ親しんでいる場所についても眺望点として

選定した上で、適切な方法により調査、予測及び評価を実

施し、影響を回避又は低減すること。 

配慮書段階ではご指摘の通り、渓流の森及び暑寒別岳ス

キー場については、いずれも事業実施想定区域の近傍に位

置するため、「見上げるような仰角にあり圧迫感を受ける

ようになる程度」と評価されました。 

方法書段階では、主要な眺望点である「暑寒別岳スキー

場」に近接する範囲や「増毛の歴史的建物群」等の地域の

方が日常生活上慣れ親しんでいる場所が分布する増毛の

市街地周辺に近い範囲を対象事業実施区域から出来る限

り除外しました。 

さらに、今後の風力発電機の配置計画検討においては、

各眺望点からの見え方を考慮し、影響を最小限に抑えるよ

うに努めます。 
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7.2 発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程

における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

7.2.1 事業実施想定区域及び対象事業実施区域の設定の経緯 

 (1) 対象事業実施区域の検討手法 

本事業における対象事業実施区域の選定フローを図 7.2-1 に示す。 

対象事業実施区域の検討にあたっては、配慮書段階において設定した事業実施想定区域を元に

環境影響の回避低減、事業特性等を考慮し、区域の絞込を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-1 対象事業実施区域の選定フロー 

  

配慮書 

(1)検討対象エリアの設定 

・計画段階において対象となる検討範囲を設定 

(2)事業性配慮 

・風況条件、地形条件及び既設道路整備状況による抽出 

・風況マップ等から、風況条件が良いと思われる場所を選定するとともに、

地形条件及び既設道路整備状況を考慮し、事業候補地を設定 

 

(3)法令上の規制配慮 

・法令等の制約(自然公園区域、自然環境保全地域等)を確認して想定区域

を絞り込み 

(4)環境性配慮 

・生活環境に配慮するため、学校、病院・診療所、住宅等の施設等の場所

を確認し、想定区域を絞込み 

事業実施想定区域 

風力発電機配置計画範囲複数案の設定 

A案：中央部の稜線周辺を中心に東西方向に配置 

B案：中央部の稜線周辺と西側の好風況地に配置 

方法書 

対象事業実施区域及び風力発電機設置検討区域の検討 

(1)環境面の検討 

・経済産業大臣意見、北海道知事意見をふまえ、環境影響の回避・低減の

観点から対象事業実施区域を絞込み 

(2)事業面の検討 

・事業用地として不適部分を除外、輸送ルートの絞込 

・風力発電機の設置の可能性のある範囲を一部追加 

対象事業実施区域 
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 (2) 計画段階環境配慮書における事業実施想定区域の設定 

計画段階環境配慮書における事業実施想定区域は、検討対象エリア内から風況条件、社会イン

フラ整備状況、法令等の制約等をふまえて検討した。検討の内容を以下に示す。 

  (a) 事業実施想定区域の設定 

  ① 検討対象エリアの設定 

以下の条件及び背景を踏まえ、増毛町を検討対象エリアとした(図 7.2-2)。 

・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。 

・増毛町では、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

が見込まれる地点(概ね年平均風速 6.0m/s 以上)が広く存在する。 

 

  ② 風況条件、地形条件及び既設道路整備状況による抽出 

【風況条件】 

・検討対象エリアにおいて、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(概ね年平均風速が 6.0m/s 以上) (図 7.2-2)で、地形状況から風力発

電機の配置に適した丘陵地として概ね標高 100m 以上の範囲を想定した（図 7.2-3）。 

【地形条件】 

・急勾配の地形の場合、改変面積が大きくなること、また、風車の設置のしやすさを考慮し、

平坦地形（最大傾斜角 20°以下）の範囲がまとまって分布する地域を抽出した（図 7.2-3）。 

【社会インフラ整備状況】 

・出来る限り新たな改変を避けるため、既設道路が整備されている地域を抽出した（図 7.2-3）。 

・アクセス道路として、一般国道 231 号から道道 94号線や道道 21 号線及び町道が接続してお

り、更にこれら道の道路からは利用可能な林道や作業道が存在する等、社会インフラが整備

されている。 

 

以上より、好風況地を前提とした上で、傾斜角 20°以下の範囲がある程度まとまって存在し、

既設道路が整備されている区域として、図 7.2-3 に示す区域を事業候補地として抽出した。 

 

  ③ 法令等の制約を受ける区域への配慮 

事業候補地及びその周囲における法令等の規制をうける場所の分布状況は図 7.2-4 及び以下

に示すとおりである。 

【自然公園法及び北海道立自然公園条例】 

・抽出した事業候補地内には、暑寒別天売焼尻国定公園の一部が含まれることから、この区域

を事業実施想定区域から除外する。 

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】 

・抽出した事業候補地内には、鳥獣保護区は存在しない。 

【自然環境保全法、北海道自然環境等保全条例】 

・抽出した事業候補地内には、自然環境保全地域、自然景観保護地区等は存在しない。 
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その他の法令等の制約を受ける区域としては、事業候補地内には、砂防指定地（砂防法）、土

砂災害警戒区域（土石流危険渓流：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）が存在する。また、第 3回自然環境保全基礎調査において、景観資源に選定されている

暑寒別（火山群）及び暑寒別川が分布することから、これらの範囲を除外する。 

 

  ④ 環境保全上留意が必要な施設等への配慮 

事業候補地及びその周囲における住居、並びに学校、病院、福祉施設等の環境保全上留意が必

要な施設の分布状況は図 7.2-5 に示すとおりである。 

「改訂・発電所に係る環境影響評価の手引(平成 29 年 5 月)」には、建設機械の稼働及び施設

の稼働による騒音に係る影響評価の実施の目安として、対象事業実施区域近傍（1km 範囲内）に

民家等が位置する点が挙げられている。従って、住居等への重大な影響を回避する目安として、

本事業では住居並びに各施設から 1km範囲を出来る限り事業実施想定区域から除外する。 

また、事業候補地周辺には、人と自然との触れ合い活動の場である「暑寒別岳スキー場」が位

置することから、この範囲を除外する。 

 

  ⑤ 事業実施想定区域の設定 

上述の①～④の検討結果を踏まえて設定した事業実施想定区域は図 7.2-6 に示すとおりであ

る。 

また、大型資材等の搬入路として使用する可能性がある道路として、事業実施想定区域の北側

及び南西側の既設道路周辺を「事業実施想定区域（搬入路）」として図示した。この範囲は道路

拡幅の可能性はあるものの、風力発電機の設置対象外となる。 

 
出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29 年、国土地理院)  

「基盤地図情報 基本項目」(平成 29年、国土地理院 http://www.gsi.go.jp/kiban/) 

「基盤地図情報 数値標高モデル」(平成 28年、国土地理院 http://www.gsi.go.jp/kiban/) 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 医療機関」（平成 26年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 福祉施設」（平成 27年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 森林地域」(平成 27年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「国土数値情報 標高・傾斜度 5次メッシュ」(平成 23 年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「北海道の自然公園」(北海道、平成 29 年 10月 25 日 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/parks/parks.htm) 

「平成 29年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」(平成 29年、北海道) 

「第 5回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(平成 12年、環境庁) 

「ラムサール条約と条約湿地 日本の条約湿地」 

(環境省 http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/2-3.html 平成 29 年 10月 27日閲覧) 

「砂防指定地」(留萌振興局 留萌建設管理部 維持管理課 平成 29 年 5 月 24日聞き取り) 

「平成 28年度 北海道学校一覧について」(平成 29 年 2 月 3日現在、北海道教育委員会 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2016gakkou-i.htm) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 平成 29年 10 月 27 日閲覧) 

「全保険医療機関・保険薬局一覧表」(平成 29 年 10 月 10日、北海道厚生局 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan//zentai_ichiran.html) 

「介護サービス情報公共システム」(厚生労働省 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 平成 29年 10 月 27 日閲覧) 

「道内許可保育所一覧表」(平成 29 年 4 月 1日現在、北海道保険福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課、 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/shisetsu.html) 

「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」 

(平成 29 年 10月 26日閲覧、環境省 生物多様性センター http://www.vegetation.biodic.go.jp/)  

「第 3回自然環境保全基礎調査 北海道自然環境情報図 留萌・宗谷」（平成元年、環境庁) 
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図 7.2-2 検討対象エリアとそ

の周辺の風況状況(地上高 70m) 

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/ 平成 29年 10月 26日閲覧)より作成 

好風況が見込まれる地点(概ね年平均風速6.0m/s以上)

が広く存在する増毛町を検討対象エリアに設定 

＜既設の風車＞ 

留萌風力第 1発電所（800kw：1997 年稼働） 
留萌風力第 2発電所（1600kw：1999 年稼働） 

礼受風力発電所（2960kw：2001 年稼働） 
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図 7.2-3 事業候補地と周辺の 

地形条件及び社会インフラの 

整備状況 

【事業候補地の抽出】 

・好風況の範囲で、地形状況から風

力発電機の配置に適した丘陵地と

して概ね標高100m以上の範囲を想

定 

・急勾配の地形の場合、改変面積が

大きくなること、また、風車の設

置のしやすさを考慮し、最大傾斜

角 20°以下の地域を抽出 

・出来る限り新たな改変を避けるた

め、既設道路が整備されている地

域を抽出 

出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29年、国土地理院) 

「国土数値情報 標高・傾斜度 5次メッシュ」(平成 23 年度、国土交通省) 

「基盤地図情報 基本項目・数値標高モデル」(平成 29年・平成 28 年、 

国土交通省) 
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図 7.2-4 事業候補地及びその周

辺の法令等の制約を受ける場所 

 

【事業実施想定区域の絞込み①】 

・事業候補地には、暑寒別天売焼尻国定公園、

砂防指定地、土砂災害警戒区域(土石流危険渓

流)、都市計画区域、景観資源（火山群：暑寒

別、暑寒別川）が一部含まれるため、事業実

施想定区域からは、この範囲を除外 

 

出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29年、国土地理院) 
「国土数値情報 土砂災害警戒区域・都市地域」 
(平成 28年度・平成 23年度、国土交通省) 
「北海道の自然公園」(平成 27 年 10 月 25日、北海道) 
「平成 29年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」(平成 29 年、北海道) 
「ラムサール条約と条約湿地 日本の条約湿地」(平成 29 年 10 月 27日閲覧、 
環境省) 
「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」(平成 12年、環境庁) 
「砂防指定地」(平成 29 年 5月 24 日、留萌振興局留萌建設管理部維持管理課聞
き取り) 
「第 3 回自然環境保全基礎調査 北海道自然環境情報図 留萌・宗谷」（平成元
年、環境庁) 
「「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」リスト」（平成 29 年 10 月 26
日閲覧、留萌振興局） 
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図 7.2-5 事業実施想定区域及

びその周辺の環境保全上留意が 

必要な施設 

 

【事業実施想定区域の絞込み②】 

・住居並びに各施設から 1km 範囲を事業実施想定区域

から除外 

・事業候補地には、人と自然との触れ合いの活動の場

である「暑寒別岳スキー場」が含まれるため、事業実

施想定区域からは、この範囲を除外 

出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29年、国土地理院) 

「国土数値情報 公共施設・医療機関・医療機関」 

(平成 18年度・平成 26年度・平成 27年度、国土交通省) 

「平成 28年度 北海道学校一覧について」(平成 29 年 2月 3日現在、北海道教育

委員会) 

「道内図書館一覧」(平成 29 年 10月 27日閲覧、北海道立図書館) 

「全保険医療機関・保険薬局一覧表」(平成 29 年 10 月 10日、北海道厚生局) 

「介護サービス情報公共システム」(平成 29 年 10 月 27日閲覧、厚生労働省) 

「道内許可保育所一覧表」(平成 29 年 4 月 1 日現在、北海道保険福祉部子ども未

来推進局子ども子育て支援課) 

「基盤地図情報 基本項目」(平成 29年、国土地理院 

「増毛観光情報局 観光スポット」（平成 29 年 10 月 26日閲覧、増毛町観光協会） 

「増毛町内観光関連施設」（平成 29年 10 月 26 日閲覧、増毛町役場） 
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図 7.2-6 事業実施想定区域の 

絞り込み結果 

【事業実施想定区域の設定】 

・好風況地のある検討対象エリア（増毛町）の中から、既

設道路が整備され、比較的平坦な箇所を抽出 

・法令等の制約を受ける地域（国定公園、砂防指定地等）

や景観資源、人と自然との触れ合い活動の場を除外し、住

居並びに各施設から 1km 程度の離隔を確保 

・大型資材等の搬入路として使用する可能性がある既設道

路周辺を「事業実施想定区域（搬入路）」として設定 

出典：図 7.2-2、図 7.2-3、図 7.2-4、図 7.2-5 に示す。 
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  (b) 風力発電機の配置計画(配慮書段階) 

  ① 配置計画の検討経緯 

配慮書段階における風力発電機の配置計画案は、前項において設定した事業実施想定区域内で

検討した。なお、具体的な発電所設備の配置計画は、今後の調査結果や地権者との協議等をふま

えて決定するため、現段階では詳細は未定であるが、図 7.2-7 に示す検討経緯に基づき、風力発

電機の配置計画範囲の複数案を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-7 風力発電機の配置計画範囲の検討フロー 

 

  ② 風力発電機の配置計画の複数案の設定 

事業実施想定区域の範囲において、表 7.2-1 に示す風力発電機の配置計画範囲の複数案(2案)

を設定した(以下、「配置計画範囲」とする)。 

風力発電機の配置計画範囲 A案を図 7.2-8、B案を図 7.2-9 に示す。 

 

表 7.2-1 風力発電機の配置計画 (配慮書段階:複数案) 

配置計画 

範囲 
配置計画範囲の位置と選定の考え方 

A 案 

・風況が良い平坦部が広く分布する中央部の稜線周辺を中心に、東西方向

に配置する案。 

・保安林の改変をできるだけ避け、既設道路の整備されている風況の良い

範囲を選定。 

B 案 

・風況が良い平坦部が広く分布する中央部の稜線周辺と西側の好風況地に

配置する案。 

・風況の悪い新信砂川の谷部を避け、既設道路の整備されている風況の良

い範囲を選定。 

 

■事業規模をふまえた風力発電機の配置計画の複数案設定 

・風況、地形及び事業規模をふまえ、配置計画案 2案を設定した。 

■風力発電機の配置を検討する範囲(事業実施想定区域)の設定 

・年平均風速が概ね 6.0ｍ/s 以上で風力発電機の立地環境として適している増毛町の湯の沢・

舎熊・信砂地域(概ね標高 100m 以上)のうち、「法令等の制約」及び「環境性配慮」より留意

が必要な施設及び場所(居住宅の周辺等)を除外した範囲を事業実施想定区域として設定した。 
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図 7.2-8 風力発電機の 

計画範囲(配慮書段階:A 案) 
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図 7.2-9 風力発電機の 

計画範囲(配慮書段階:B 案) 
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 (3) 対象事業実施区域の設定 

対象事業実施区域の検討にあたっては、配慮書段階において設定した事業実施想定区域を元に

環境影響を回避低減する観点、事業特性等を考慮し、区域の絞込と一部追加を行った。 

対象事業実施区域の検討結果を図 7.2-10(1)～(5)に示す。 

なお、対象事業実施区域内(図 7.2-10(3))に一部保安林(国有林・道有林)が含まれている。対

象事業実施区域内の保安林については、現在、留萌南部森林管理署（国有林）、北海道庁水産林

務部森林環境局道有林課及び留萌振興局森林室（道有林）と必要な調整を継続中である。また、

輸送ルートとして使用予定の既存林道の拡幅・補修等の選定については、現在検討中である。 

 

  (a) 環境面の検討 

環境影響の回避・低減の観点から、表 7.2-2 に示す事項を考慮し、対象事業実施区域の絞込を

行った。 

表 7.2-2 対象事業実施区域の設定にあたって考慮した事項 

環境要素 検討結果 

騒音及び 

超低周波音 

風車の影 

住居地域（住居が密集している地域）や複数の学校、病院、福祉施設等が分

布する増毛の市街地に近い範囲を対象事業実施区域から出来る限り除外した

（図 7.2-10(1)）。 

水環境 留萌市及び増毛町の水道水源の集水域として配慮が必要な「水資源保全地域」

を対象事業実施区域から除外するとともに、隣接する水源涵養保安林について

も出来る限り除外した（図 7.2-10(2)）。 

動物・植物 

生態系 

生物多様性の保全・再生の観点から、調査・森林施業・モニタリングが実施

されているニシンの森再生プロジェクト（新信砂川源流地区）の対象範囲及び

当該範囲に隣接する保安林（国有林）について、対象事業実施区域から出来る

限り除外した（図 7.2-10(3)）。 

景観 主要な眺望点である「暑寒別岳スキー場」に近接する範囲を対象事業実施区

域から出来る限り除外した（図 7.2-10(4)）。 

また、「陣屋展望台」等の主要な眺望点や「増毛の歴史的建物群」等の地域の

方が日常生活上慣れ親しんでいる場所が分布する増毛の市街地周辺に近い範囲

を対象事業実施区域から出来る限り除外した。 

 

 

  (b) 事業面の検討 

前述の環境面の検討により絞り込まれた範囲のうち、風力発電にかかる設備の配置検討上、利

用することがない部分を除外し、輸送ルートとして一部拡幅の可能性のある範囲も絞込を行った

（図 7.2-10(5)）。 

また、事業実施想定区域の東側の一部区域は、風力発電機の配置および搬入路の設置の可能性

があることから追加した（図 7.2-10(5)）。 
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図 7.2-10(1) 対象事業実施

区域の検討結果 

（市街地への配慮） 

増毛の市街地に 

近いエリアを除外 
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図 7.2-10(2) 対象事業実施

区域の検討結果 

（水環境への配慮） 

 

水資源保全地域 

を除外 

水資源保全地域と 

それに隣接する 

水源涵養保安林を除外 
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図 7.2-10(3) 対象事業実施

区域の検討結果 

（自然環境への配慮） 

 

ニシンの森と 

それに隣接する 

保安林を除外 
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図 7.2-10(4) 対象事業実施

区域の検討結果 

（景観への配慮） 

 

暑寒別岳スキー場 

に近いエリアを除外 
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図 7.2-10(5) 対象事業実施

区域の検討結果 

（事業面への配慮） 

 

輸送ルートとして一部拡幅の 

可能性のある範囲の絞込 

風力発電にかかる設備の配置検討上、 

利用することがない部分を除外 

風力発電機の配置および 

搬入路の設置の可能性 

がある範囲を追加 
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図 7.2-11 対象事業実施区域 

箸別地区 

信砂地区 

風力発電機 24基程度設置を想定 

風力発電機 26基程度設置を想定 
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図 7.2-12(1) 対象事業実施 

区域(拡大)箸別地区 
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図 7.2-12(2) 対象事業実施 

区域(拡大)信砂地区 
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7.2.2 方法書段階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 

 (1) 配慮書における検討結果 

配慮書において設定した風力発電機の配置検討範囲(複数案)について、計画段階配慮事項を検

討した結果、人と自然との触れ合いの活動の場の状況については、影響は小さいものと評価した。

それ以外の項目については、重大な影響が生じる可能性があると予測されたため、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、環境への重大な影響を回避又は低減できるように留意するものとする。 

 

 (2) 配慮書及び方法書における比較 

  (a) 配慮書及び方法書における事業計画の比較 

配慮書及び方法書における事業計画の比較は、表 7.2-3 のとおりである。 

 

表 7.2-3 配慮書及び方法書における事業計画の比較 

項目 配慮書 方法書 

発電所の出力 最大 171,000kw 最大 190,000kw* 

単機定格出力 3,800kw 3,800～4,300kw* 

基数 最大 45基程度 最大 50基*  

面積 

約 6,610ha 

約 2,617ha 

(内、搬入路として使用予定の既存

林道等 278ha) 

配置 事業実施想定区域内にて検討中 風車配置設置検討区域にて検討中 

ブレード枚数 3枚 3 枚 

ローター直径 約 117m 117～120m 

ハブ高さ 85m 85～115m 

最高高さ 143.5m 143.5～175m 

変電設備 検討中 検討中 

送電線・ 

系統連系地点 
検討中 検討中 

*基数は単機出力が 3,800kwの場合の最大数である。方法書段階では、配慮書段階と比較し

て設置基数が最大 5 基増加し、総出力が最大190,000kwに増加した。これは、配慮書から

方法書段階での対象事業実施区域の絞込み及び風車の配置位置検討の過程で、事業性を考

慮し必要風車基数を確保した上で、風車の配置可能な尾根部等の地形要件等をふまえて最

大限配置を検討した結果によるものである。 
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  (b) 配慮書及び方法書における環境要素の比較 

検討を行った対象事業実施区域について、配慮書にて予測及び評価を行った風力発電機の配置

検討範囲 A案及び B案と比較を行った。 

 

表 7.2-4(1) 配慮書及び方法書における環境影響の程度の比較 

環境要素 配慮書段階 方法書段階 

騒音及び 

超低周波音 

【環境影響】 

【A案】最近接の学校、病院、福祉施設等については、

検討範囲から 2.6km の離隔がある。検討範

囲から1kmの範囲に住居地域(住居が密集し

ている地域)は含まれないが、1.0km～1.5km

の範囲に 347 戸の住居等が、1.5～2.0km の

範囲に 374 戸の住居等が含まれる。このた

め、これらの住居等では事業実施により騒

音及び超低周波音による影響が生じる可能

性があると予測した。 

【B 案】検討範囲から 1km の範囲に住居地域(住居が

密集している地域)、学校、病院、福祉施設

等は含まれないが、1.0km～1.5km の範囲に

645 戸の住居等が、1.5～2.0km の範囲に401

戸の住居等及び老人福祉施設「グループホ

ーム別苅」が含まれる。このため、これら

の住居、施設では事業実施により騒音及び

超低周波音による影響が生じる可能性があ

ると予測した。 

【留意事項】 
配慮が特に必要な施設及び住居からの距離に留意し
て風力発電機の配置等を検討する。 
方法書以降の手続きにおいて、超低周波音を含めた

音環境の現況を把握し、風力発電機の選定状況に応

じたパワーレベル(発電機から発生する音の大きさ)

を設定した上で適切に騒音及び超低周波音の影響の

程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 

【環境影響】 

最近接の学校、病院、福祉施設等については、風力

発電機設置検討区域から 2.9kmの離隔がある。 

風力発電機設置検討区域から1.0～1.5kmの範囲に住

居等が 106 戸、1.5～2.0km の範囲に63戸含まれる。

また、風力発電機設置検討区域より最短距離の住居

等は約 1.0km であった。よって、これらの住居等で

は事業実施により騒音及び超低周波音による影響が

生じる可能性があると予測する。 

【留意事項についての対応方針】 

最新の知見を踏まえ、現地調査、予測・評価を行い、

施設の稼働により生活環境への影響を回避または十

分低減できないと懸念される場合には、風力発電機

の配置計画の見直し等の対応を実施する。 

調査調査においては、住居等との距離及び地形等を

考慮した地点を設定する。 

風車の影 【環境影響】 

【A 案】検討範囲から 1km の範囲に住居地域(住居が

密集している地域)、病院、福祉施設等は含

まれないが、1.0km～1.5km の範囲に 347 戸

の住居等が、1.5～2.0km の範囲に 374 戸の

住居等が含まれる。このため、これらの住

居等では事業実施により風車の影による影

響が生じる可能性があると予測した。 

【B 案】検討範囲から 1km の範囲に住居地域(住居が

密集している地域)、病院、福祉施設等は含

まれないが、1.0km～1.5km の範囲に 645 戸

の住居等が、1.5～2.0km の範囲に 401 戸の

住居等及び老人福祉施設「グループホーム

別苅」が含まれる。このため、これらの住

居、施設では事業実施により風車の影によ

る影響が生じる可能性があると予測した。 

【留意事項】 

配慮が特に必要な施設及び住居からの位置関係に留

意して風力発電機の配置等を検討する。 

方法書以降の手続きにおいて、適切に風車の影の影

響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討

する。 

【環境影響】 

最近接の学校、病院、福祉施設等については、風力

発電機設置検討区域から 2.9kmの離隔がある。 

風力発電機設置検討区域から1.0～1.5kmの範囲に住

居等が 106 戸、1.5～2.0km の範囲に63戸含まれる。

また、風力発電機設置検討区域より最短距離の住居

等は約 1.0km であった。よって、これらの住居等で

は事業実施により風車の影による影響が生じる可能

性があると予測する。 

【留意事項についての対応方針】 

最新の知見を踏まえ、現地調査、予測・評価を行い、

施設の稼働により生活環境への影響を回避または十

分低減できないと懸念される場合には、風力発電機

の配置計画の見直し等の対応を実施する。 
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表 7.2-4(2) 配慮書及び方法書における環境影響の程度の比較 

環境要素 配慮書段階 方法書段階 

動物 【環境影響】 

動物の重要な種は、既存資料で哺乳類 11種、鳥類 69

種、爬虫類 2種、両生類 1種、昆虫類 70種、魚類 21

種、底生動物 9 種が選定された。このうち、森林、

林縁、草地、堆礫地、水辺・水域、淡水域を主な生

息環境とする重要な種については、各風力発電機の

配置検討範囲にその生息環境が含まれることから、

直接改変による生息環境の変化及び風力発電機の稼

働に伴う影響が生じる可能性があると予測した。 

【留意事項】 

動物の生息状況の現況を現地調査等により把握し、

また、適切に重要な種及び注目すべき生息地への影

響の程度を予測し、必要に応じて「風力発電機の配

置計画の適宜見直し」、「土地改変及び樹木伐採の最

小限化」、「濁水対策」等の環境保全措置を検討する。 

特に猛禽類は繁殖・生息状況を「猛禽類保護の進め

方（改訂版）」（環境省、平成24 年）に準拠した調査

を実施し、予測を行う。また、渡り鳥にも留意し移

動ルートを把握できるよう調査を実施し、予測を行

う。 

【環境影響】 

動物の重要な種は、既存資料で哺乳類11種、鳥類 69

種、爬虫類 2種、両生類 1種、昆虫類70種、魚類 21

種、底生動物 9 種が選定された。このうち、森林、

林縁、草地、堆礫地、水辺・水域、淡水域を主な生

息環境とする重要な種については、対象事業実施区

域内にその生息環境が含まれることから、直接改変

による生息環境の変化及び風力発電機の稼働に伴う

影響が生じる可能性があると予測する。 

【留意事項についての対応方針】 

現地調査の結果を踏まえ、影響の回避、低減を最優

先とした環境保全措置を検討する。 

海ワシ類を含む希少猛禽類、渡り鳥については、利

用状況的確把握できる時期に現地調査を実施した上

で、影響について予測・評価を行う。 

植物 【環境影響】 

植物の重要な種は、既存資料で 112 種が選定され、

風力発電機の配置検討範囲内に生息環境が含まれる

ことから、直接改変による生息環境の変化に伴う影

響が生じる可能性があると予測した。 

【留意事項】 

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、また、適切に重要な種及び重要な群落

への影響の程度を予測し、これらの生育環境の改変

は極力避けるとともに、必要に応じて移植、緑化等

の環境保全措置を検討する。 

【環境影響】 

植物の重要な種は、既存資料で 112 種が選定され、

対象事業実施区域内に生息環境が含まれることか

ら、直接改変による生息環境の変化に伴う影響が生

じる可能性があると予測する。 

【留意事項についての対応方針】 

現地調査の結果を踏まえ、環境保全措置として影響

の回避、低減を優先し、移植、緑化等の措置に関し

ては、風力発電機の配置計画において最小限に留め

るように検討する。 

生態系 【環境影響】 

【A案】風力発電機の配置検討範囲内には、自然林の

うち、亜寒帯・亜高山帯自然植生に該当する

群落が 56ha、ブナクラス域自然植生に該当す

る群落が 2,356ha、自然草原に該当する群落

は 9ha、保安林が 585ha 含まれるため、直接

改変による影響が生じる可能性があると予

測した。 

【B案】風力発電機の配置検討範囲内には、自然林の

うち、亜寒帯・亜高山帯自然植生に該当する

群落が 241ha、ブナクラス域自然植生に該当

する群落が 2,139ha、保安林が 991ha 含まれ

るため、直接改変による重大な影響が生じる

可能性があると予測した。 

【留意事項】 

樹林及び草地に風力発電機を設置する計画であるこ

とから、特定植物群落や自然度の高い植生などの重

要な自然環境のまとまりの場を多く残存させるよう

検討する。 

生態系の現況を現地調査等により把握し、また適切

に重要な種及び注目すべき生息・生育の場への影響

の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討

する。 

【環境影響】 

対象事業実施区域内には、自然林のうち、亜寒帯・

亜高山帯自然植生に該当する群落が 30.77ha、ブナク

ラス域自然植生に該当する群落が 1443.38ha、保安林

が 853ha 含まており、直接改変による重大な影響が

生じる可能性があると予測する。 

【留意事項についての対応方針】 

現地調査(特に植生図)により現況植生等を把握した

上で、重要な自然環境のまとまりの場(自然林等)の

保全として、事業計画の中で回避、低減(最小限の改

変)の措置を検討する。重要な自然環境のまとまりの

場の回避、低減ができない場合については、改変面

積の最小化を第一に検討する。 

輸送ルートに使用予定の既存林道についても、周辺

植生の確認を行い、拡幅等が必要な箇所については、

無立木地等を最大限利用し、樹木伐採等は最小限に

留めるよう努める。 
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表 7.2-4(3) 配慮書及び方法書における環境影響の程度の比較 

環境要素 配慮書段階 方法書段階 

景観 【環境影響】 

【A案】主要な眺望景観については、風力発電機の配

置検討範囲より垂直見込角 3°以上の範囲に

は、「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」の 2

箇所が含まれており、事業の実施により影響

を受ける可能性があると予測した。 

【B案】主要な眺望景観については、風力発電機の配

置検討範囲より垂直見込角 3°以上の範囲に

は、「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」、「リ

バーサイドパークオートキャンプ場」の 3箇

所が含まれており、事業の実施により影響を

受ける可能性があると予測した。 

【留意事項】 

主要な眺望点からの位置関係に留意して風車配置、

機種等を検討する。 

景観資源の状況や眺望の方向、眺望点の利用状況等

を踏まえ事業計画を検討する。 

方法書以降の手続きにおいて、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)などにより主要な眺望景観へ

の影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置

を検討する。 

【環境影響】 

主要な眺望景観については、風力発電機配置検討区

域より垂直見込角 3°以上の範囲には、「暑寒別岳ス

キー場」の 1 箇所が含まれた。よって、事業の実施

により影響を受ける可能性があると予測する。 

【留意事項】 

風力発電設備の配置等の検討にあたっては、専門家

の意見を聞いた上で、フォトモンタージュを作成し、

垂直見込角、主要な眺望方向や水平視野も考慮した

客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、

眺望景観への影響を回避又は極力低減する。 

 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場

の状況 

【環境影響】 

風力発電機の配置検討範囲に人と自然との触れ合い

の活動の場の状況は含まれないため、重大な影響は

ないと予測した。 

【留意事項】 

風車配置及び機種等を検討する際には、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場の状況からの距離に留

意する。ただし、止むを得ず、近傍に風力発電機を

設置する場合には、人と自然との触れ合いの活動の

場の状況の利用状況等詳細な調査を実施し、必要に

応じて環境保全措置を検討する。 

【環境影響】 

人と自然との触れ合いの活動の場については、配慮

書段階同様、対象事業実施区域内に含まれないため、

直接改変による影響はないと予測する。ただし、対

象事業実施区域周辺にある箇所については、利用性

や快適性に影響を及ぼす可能性があると予測する。

また、輸送ルート周辺の箇所に関しても、工事用資

材等の搬出入車両による影響をうける可能性がある

と予測する。 

【留意事項】 

対象事業実施区域周辺箇所の風力発電施設の施設の

存在による影響及び輸送ルート周辺箇所の工事用車

両による影響については、現地調査を実施する。さ

らに管理者及び所有者並びに関係自治体、利用者、

地元住民の意見を踏まえ、事業計画の具体化、並び

に調査、予測、評価及び環境保全措置を検討する。 
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図 7.2-13(1) 配慮書 

A 案における環境要素 

(騒音及び超低周波音・風車の影) 

 

約 1.00km 約 1.00km 

約 1.00km 

事業実施想定区域に 

最も近い住居 

※住居以外の建造物も含む 
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図 7.2-13(2) 配慮書 

B 案における環境要素 

(騒音及び超低周波音・風車の影) 

事業実施想定区域に 

最も近い住居 

※住居以外の建造物も含む 

約 1.00km 約 1.00km 

1.60km 

グループ 

ホーム 

別苅 
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図 7.2-13(3) 方法書における 

環境要素 

(騒音及び超低周波音・風車の影) 

 

約 1.01km 

約 1.16km 

約 1.07km 

対象事業実施区域に 

最も近い住居 

※住居以外の建造物も含む 

3.0km 

2.5km 

2.0km 
 

1.5km 

1.0km 

0.5km 
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図 7.2-14(1) 配慮書 A案におけ

る環境要素(動物・植物・生態系) 
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図 7.2-14(2) 配慮書 B 案におけ

る環境要素 (動物・植物・生態系) 
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図 7.2-14(3) 方法書における 

環境要素(動物・植物・生態系) 
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表 7.2-5(1) 主要な眺望景観の変化の程度及び配慮書段階との予測結果の比較 

主要な 

眺望点 

配慮書段階（風車配置 A案・B 案） 方法書段階（風力発電機設置検討区域） 

最短距離 主な視方向 
予測結果 

最短距離 主な視方向 
予測結果 

垂直見込角 主な視対象 垂直見込角 主な視対象 

暑寒別岳 

6.4 km 全周 配置検討範囲は北北西か

ら北東に視認される。垂直

見込角が A 案、B 案ともに

1.3°となるため確認がで

きるが、風力発電機の見え

の大きさは「ほとんど気に

ならない」程度であり、影

響は小さいと予測した。 

7.7 km 全周 対象事業実施区域は北北

西から北東に視認される。

垂直見込角が1.3°となる

ため確認ができるが、風力

発電機の見えの大きさは

「ほとんど気にならない」

程度であり、影響は小さい

と予測する。 

1.3° 

暑寒別(火山

群)、カムイエ

ト岬、日方岬

海岸、日本海 

1.3° 

暑寒別(火山

群)、カムイ

エト岬、日方

岬海岸、日本

海 

渓流の森 

0.4 km 南 配置検討範囲は北から北

東に視認される。垂直見込

角が A 案、B 案ともに

20.1°と大きく、風力発電

機の見えの大きさは「見上

げるような仰角にあり、圧

迫感を受けるようになる」

程度であるため、配置によ

っては影響が大きいと予

測した。 

4.0 km 南 対象事業実施区域は北か

ら北東に視認される。垂直

見込角が 2.5°となるた

め、風力発電機の見えの大

きさは、「場合によっては

気になり出す、環境融和塗

色がされている場合には

ほとんど気にならない」程

度であることから、影響は

小さいと予測する。 

20.1° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳 

2.5° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳 

暑寒別岳 

スキー場 

0.2 km 全周 
配置検討範囲は眺望点を

包括するように位置する。

垂直見込角が A 案、B 案と

もに 36.4°と大きく、風力

発電機の見えの大きさは

「見上げるような仰角に

あり、圧迫感を受けるよう

になる」程度であるため、

配置によっては影響が大

きいと予測した。 

0.9 km 全周 
対象事業実施区域は眺望

点を包括するように位置

する。垂直見込角が11.4°

と大きく、風力発電機の見

えの大きさは「目いっぱい

に大きくなり、圧迫感を受

けるようになる」程度であ

るため、配置によっては影

響が大きいと予測する。 

36.4° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

日方岬海岸、

カムイエト岬 

11.4° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

日方岬海岸、

カムイエト

岬 

リバーサイ

ドパークオ

ートキャン

プ場 

A 案：3.0km 

B 案：2.1km 
全周 配置検討範囲は南南西か

ら南西に視認される。A 案

では垂直見込角が 2.7°と

なるため、風力発電機の見

えの大きさは、「場合によ

っては気になり出す、環境

融和塗色がされている場

合にはほとんど気になら

ない」程度であることか

ら、影響は小さいと予測し

た。 

B 案では垂直見込角が

3.9°となるため、風力発

電機の見えの大きさは「圧

迫感は受けないが気にな

る」程度となり、配置によ

っては影響が大きいと予

測した。 

3.8 km 全周 対象事業実施区域は南南

西から南西に視認される。

垂直見込角が2.6°となる

ため、風力発電機の見えの

大きさは、「場合によって

は気になり出す、環境融和

塗色がされている場合に

はほとんど気にならない」

程度であることから、影響

は小さいと予測する。 A 案：2.7° 

B 案：3.9° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

暑寒別川 

2.6° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

暑寒別川 

増毛 

リンクス 

A 案：4.1km 

B 案：5.0km 
南西、西 配置検討範囲は南東から

南西に視認される。垂直見

込角が A 案 2.0°、B 案

1.6°となるため、風力発

電機の見えの大きさは、

「場合によっては気にな

り出す、環境融和塗色がさ

れている場合にはほとん

ど気にならない」程度であ

ることから、影響は小さい

と予測した。 

4.1 km 南西、西 対象事業実施区域は南東

から南西に視認される。垂

直見込角が2.5°となるた

め、風力発電機の見えの大

きさは、「場合によっては

気になり出す、環境融和塗

色がされている場合には

ほとんど気にならない」程

度であることから、影響は

小さいと予測する。 

A 案：2.0° 

B 案：1.6° 

暑寒別(火山

群)、 

群別岳、天狗

岳、暑寒別岳、

雄冬山・浜益

御殿・浜益岳、

日方岬海岸、

カムイエト岬 

2.5° 

暑寒別(火山

群)、 

群別岳、天狗

岳、暑寒別

岳、雄冬山・

浜益御殿・浜

益岳、日方岬

海岸、カムイ

エト岬 

＊最短距離及び垂直見込角：配慮書段階は風力発電機の高さを 143.5mと想定し、風車配置範囲 A案・B案の外周から算

出した値、方法書段階は風力発電機の高さを 175m と想定し、風力発電機設置検討区域の外周から算出した値をそれ

ぞれ示す。  
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表 7.2-5(2) 主要な眺望景観の変化の程度及び配慮書段階との予測結果の比較 

主要な 

眺望点 

配慮書段階（風車配置 A案・B 案） 方法書段階（風力発電機設置検討区域） 

最短距離 主な視方向 
予測結果 

最短距離 主な視方向 
予測結果 

垂直見込角 主な視対象 垂直見込角 主な視対象 

陣屋展望台 

A 案：3.8km 

B 案：2.8km 
西 

配置検討範囲は南南西か

ら南西に視認される。垂直

見込角が A 案 2.2°、B 案

2.9°となるため、風力発

電機の見えの大きさは、

「場合によっては気にな

り出す、環境融和塗色がさ

れている場合にはほとん

ど気にならない」程度であ

ることから、影響は小さい

と予測した。 

4.6 km 西 
対象事業実施区域は南南

西から南西に視認される。

垂直見込角が2.2°となる

ため、風力発電機の見えの

大きさは、「場合によって

は気になり出す、環境融和

塗色がされている場合に

はほとんど気にならない」

程度であることから、影響

は小さいと予測する。 

A 案：2.2° 

B 案：2.9° 

日本海、日方

岬海岸、カム

イエト岬 

2.2° 

日本海、日方

岬海岸、カム

イエト岬 

黄金岬 

海浜公園 

A 案：11.6km 

B 案：12.9km 
西 

配置検討範囲は南南東か

ら南西に視認される。垂直

見込角が A 案 0.7°、B 案

0.6°と小さいことから風

力発電機の見えの大きさ

は「輪郭がわかる」程度で

あり、影響は小さいと予測

した。 

11.6 km 西 
対象事業実施区域は南南

東から南西に視認される。

垂直見込角が0.9°と小さ

いことから風力発電機の

見えの大きさは「輪郭がわ

かる」程度であり、影響は

小さいと予測する。 

A 案：0.7° 

B 案：0.6° 
日本海 0.9° 日本海 

千望台 

A 案：8.9km 

B 案：11.1km 
西、北西 

配置検討範囲は南から南

西に視認される。垂直見込

角が A 案 0.9°、B 案 0.7°

と小さいことから風力発

電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、

影響は小さいと予測した。 

9.4 km 西、北西 
対象事業実施区域は南か

ら南西に視認される。垂直

見込角が1.1°となるため

確認ができるが、風力発電

機の見えの大きさは「ほと

んど気にならない」程度で

あり、影響は小さいと予測

する。 

A 案：0.9° 

B 案：0.7° 

留萌市街地、

日本海 
1.1° 

留萌市街地、

日本海 

神居岩 

総合公園 

A 案：12.0km 

B 案：14.6km 
西 

配置検討範囲は南から南

西に視認される。垂直見込

角が A 案 0.7°、B 案 0.6°

と小さいことから風力発

電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、

影響は小さいと予測した。 

12.3 km 西 
対象事業実施区域は南か

ら南西に視認される。垂直

見込角が0.8°と小さいこ

とから風力発電機の見え

の大きさは「輪郭がわか

る」程度であり、影響は小

さいと予測する。 

A 案：0.7° 

B 案：0.6° 
日本海 0.8° 日本海 

ゴールデン

ビーチるも

い 

A 案：9.8km 

B 案：11.2km 
南、西、北 

配置検討範囲は南南東か

ら南西に視認される。垂直

見込角が A 案 0.8°、B 案

0.7°と小さいことから風

力発電機の見えの大きさ

は「輪郭がわかる」程度で

あり、影響は小さいと予測

した。 

9.8 km 南、西、北 
対象事業実施区域は南南

東から南西に視認される。

垂直見込角が1.0°となる

ため確認ができるが、風力

発電機の見えの大きさは

「ほとんど気にならない」

程度であり、影響は小さい

と予測する。 

A 案：0.8° 

B 案：0.7° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

黄金岬、日本

海 

1.0° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

黄金岬、日本

海 

マサリベツ 

望洋の森 

A 案：12.1km 

B 案：14.0km 
西 

配置検討範囲は南から南

西に視認される。垂直見込

角が A 案 0.7°、B 案 0.6°

と小さいことから風力発

電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、

影響は小さいと予測した。 

12.4 km 西 
対象事業実施区域は南か

ら南西に視認される。垂直

見込角が0.8°と小さいこ

とから風力発電機の見え

の大きさは「輪郭がわか

る」程度であり、影響は小

さいと予測する。 

A 案：0.7° 

B 案：0.6° 

黄金岬、日本

海 
0.8° 

黄金岬、日本

海 

＊最短距離及び垂直見込角：配慮書段階は風力発電機の高さを 143.5mと想定し、風車配置範囲 A案・B案の外周から算

出した値、方法書段階は風力発電機の高さを 175m と想定し、風力発電機設置検討区域の外周から算出した値をそれ

ぞれ示す。 
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表 7.2-5(3) 主要な眺望景観の変化の程度及び配慮書段階との予測結果の比較 

主要な 

眺望点 

配慮書段階（風車配置 A案・B 案） 方法書段階（風力発電機設置検討区域） 

最短距離 主な視方向 
予測結果 

最短距離 主な視方向 
予測結果 

垂直見込角 主な視対象 垂直見込角 主な視対象 

るるもっぺ 

憩いの森 

A 案：7.8km 

B 案：10.1km 
西、北西 

配置検討範囲は南から南

西に視認される。A 案では

垂直見込角が 1.0°となる

ため確認ができるが、風力

発電機の見えの大きさは

「ほとんど気にならない」

程度であり、影響は小さい

と予測した。 

B 案では 0.8°と小さいこ

とから風力発電機の見え

の大きさは「輪郭がわか

る」程度であり、影響は小

さいと予測した。 

8.3 km 西、北西 
対象事業実施区域は南か

ら南西に視認される。垂直

見込角が1.2°となるため

確認ができるが、風力発電

機の見えの大きさは「ほと

んど気にならない」程度で

あり、影響は小さいと予測

する。 A 案：1.0° 

B 案：0.8° 

留萌市街地、

黄金岬、日本

海 

1.2° 

留萌市街地、

黄金岬、日本

海 

礼受牧場 

A 案：7.8km 

B 案：9.1km 
西、南南西   

配置検討範囲は南南東か

ら南西に視認される。A 案

では垂直見込角が 1.0°と

なるため確認ができるが、

風力発電機の見えの大き

さは「ほとんど気にならな

い」程度であり、影響は小

さいと予測した。 

B 案では 0.9°と小さいこ

とから風力発電機の見え

の大きさは「輪郭がわか

る」程度であり、影響は小

さいと予測した。 

7.9 km 西、南南西   
対象事業実施区域は南南

東から南西に視認される。

垂直見込角が1.3°となる

ため確認ができるが、風力

発電機の見えの大きさは

「ほとんど気にならない」

程度であり、影響は小さい

と予測する。 A 案：1.0° 

B 案：0.9° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

日本海 

1.3° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒

別岳、雄冬

山・浜益御

殿・浜益岳、

日本海 

雨竜沼湿原 

展望台 

9.2 km 全周 
配置検討範囲は北西から

北北東に視認される。垂直

見込角が 0.9°と小さいこ

とから風力発電機の見え

の大きさは「輪郭がわか

る」程度であり、影響は小

さいと予測した。 

9.0 km 全周 
対象事業実施区域は北西

から北北東に視認される。

垂直見込角が1.1°となる

ため確認ができるが、風力

発電機の見えの大きさは

「ほとんど気にならない」

程度であり、影響は小さい

と予測する。 

0.9° 雨竜沼湿原 1.1° 雨竜沼湿原 

尾白利加 

ダム 

A 案：19.7km 

B 案：19.1km 
西北西 

配置検討範囲は北西から

北北西に視認される。垂直

見込角が 0.4°と小さいこ

とから風力発電機の見え

の大きさは「輪郭がわか

る」程度であり、影響は小

さいと予測した。 

18.4 km 西北西 
対象事業実施区域は北西

から北北西に視認される。

垂直見込角が0.5°と小さ

いことから風力発電機の

見えの大きさは「輪郭がわ

かる」程度であり、影響は

小さいと予測する。 

0.4° 恵岱岳 0.5° 恵岱岳 

南暑寒岳 ―（配慮書では主要な眺望点として非選定） 

9.5 km 全周 対象事業実施区域は北か

ら北西に視認される。垂直

見込角が1.1°となるため

確認ができるが、風力発電

機の見えの大きさは「ほと

んど気にならない」程度で

あり、影響は小さいと予測

する。 

1.1° 

暑寒別(火山

群)、カムイ

エト岬、日本

海 

＊最短距離及び垂直見込角：配慮書段階は風力発電機の高さを 143.5mと想定し、風車配置範囲 A案・B案の外周から算

出した値、方法書段階は風力発電機の高さを 175m と想定し、風力発電機設置検討区域の外周から算出した値をそれ

ぞれ示す。 
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図 7.2-15(1) 配慮書 

A 案における環境要素 

(景観 主要な眺望点) 

は表 7.2-5 の主な視方向を示す。 

※可視領域は、本図に示す風車配置範囲の外周に便

宜的に、風力発電機（高さ 143.5m）を仮配置し、国

土地理院の基盤地図情報（10m 標高メッシュ）を用

いて作成した。また、地形のみを考慮したものであ

り、樹木やその他の遮蔽物は考慮していない。 
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図 7.2-15(2) 配慮書 

B 案における環境要素 

(景観 主要な眺望点) 

は表 7.2-5 の主な視方向を示す。 

※可視領域は、本図に示す風車配置範囲の外周に便

宜的に、風力発電機（高さ 143.5m）を仮配置し、国

土地理院の基盤地図情報（10m 標高メッシュ）を用

いて作成した。また、地形のみを考慮したものであ

り、樹木やその他の遮蔽物は考慮していない。 
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図 7.2-15(3) 方法書における

環境要素(景観 主要な眺望点) 

は表 7.2-5 の主な視方向を示す。 

※可視領域は、本図に示す風力発電機設置検討区域

の外周に便宜的に、風力発電機（高さ 175m）を仮配

置し、国土地理院の基盤地図情報（10m標高メッシュ）

を用いて作成した。また、地形のみを考慮したもの

であり、樹木やその他の遮蔽物は考慮していない。 
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図 7.2-16(1) 配慮書 A案にお

ける環境要素(人と自然との触

れ合いの活動の場の状況) 
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図 7.2-16(2) 配慮書 B案にお

ける環境要素(人と自然との触

れ合いの活動の場の状況) 
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図 7.2-16(3) 方法書における

環境要素 (人と自然との触れ合

いの活動の場の状況) 
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  (c) 対象事業実施区域の検討結果 

「 (b) 配慮書及び方法書における環境要素の比較」の結果を表 7.2-6 に総括する。配慮書 A,B

案より「対象事業実施区域」のほうが総合的な見地から全環境要素の課題を極力低減できる範囲

であると評価できると考えられる。 

 

表 7.2-6 配慮書「風車配置 A案・B案」及び方法書「風力発電機設置検討区域」の比較検討結果 

項目 

配慮書 方法書 

風車配置 A案 風車配置 B案 対象事業実施区域 

風力発電機設置検討区域 

面積 4,130ha 3,509ha 2,617ha 

騒音 

超低周波音 

風車の影 

・影響が生じる可能性があ

り、住居地域までの離隔

は最短箇所で 1.0km、同様

に施設は 2.6km。 

・影響が生じる可能性があ

り、住居地域までの離隔

は最短箇所で 1.0km、同様

に施設は 1.6km。 

・住居地域までの離隔は最

短箇所で 1.0km と同様で

あるが、施設は 2.9km を

確保でき、配慮書 A,B 案

と比べると、影響をより

低減できる。 

動物 

植物 

生態系 

・重要な自然環境のまとま

りが含まれる。 

・重要な自然環境のまとま

りが含まれる。 

・保安林は A 案より広い範

囲が含まれるが、その他

は少なく、配慮書 A,B 案

と比べると、影響をより

低減できる。 

亜寒帯・亜高山帯自然植生： 

56ha 

亜寒帯・亜高山帯自然植生： 

241ha 

亜寒帯・亜高山帯自然植生： 

31ha 

ブナクラス域自然植生： 

2,356ha 

ブナクラス域自然植生： 

2,139ha 

ブナクラス域自然植生： 

1,443ha 

自然草原：9ha 自然草原：0ha 自然草原：0ha 

保安林：585ha 保安林：991ha 保安林：853ha 

景観 ・垂直視野角 3°以上の眺

望景観として 2 箇所で視

覚的影響が生じる可能性

がある。 

・垂直視野角 3°以上の眺

望景観として 3 箇所で視

覚的影響が生じる可能性

がある。 

・垂直視野角 3°以上の眺

望景観として 1 箇所で視

覚的影響が生じる可能性

があるが、配慮書 A,B 案

と比べると、影響をより

低減できる。 

渓流の森：20.1° 渓流の森：20.1° 渓流の森：2.5° 

暑寒別岳スキー場：36.4° 暑寒別岳スキー場：36.4° 暑寒別岳スキー場：11.4° 

リバーサイドパークオート

キャンプ場：2.7° 

リバーサイドパークオート

キャンプ場：3.9° 

リバーサイドパークオート

キャンプ場：2.6° 

人と自然との

触れ合いの 

活動の場 

・人と自然との触れ合いの

活動の場は含まれない。 

・人と自然との触れ合いの

活動の場は含まれない。 

・対象事業実施区域周辺に

ある箇所で、利用性や快

適性に影響を及ぼす可能

性がある。 

・輸送ルート周辺の箇所に

関して、工事用資材等の

搬出入車両による影響を

うける可能性がある。 
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