
第4章 環境影響評価方法書についての意見と事業者の見解 

4.1 環境影響評価方法書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

4.1.1 方法書の公告及び縦覧等 

 (1) 公告の日 

平成 29年 11月 6日（月） 

 

 (2) 公告の方法 

インターネットによる公告   (a) 

平成 29年 11月 6日（月）から、下記のホームページに「(仮称)石狩望来風力発電事業環境影

響評価方法書の縦覧について」を掲載した。 

・望来古平風力発電株式会社 

(http://www.w-greenfactory.co.jp/mourai/houhosyo/top.html) 

 

 (3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 2 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。 

関係自治体の庁舎での縦覧   (a) 

関係自治体の庁舎 2箇所で縦覧を行った。 

・石狩市役所 本庁舎 3階 環境市民部環境保全課 

(北海道石狩市花川北 6条 1丁目 30番地 2) 

・石狩市役所 厚田支所 1階 市民福祉課 

(北海道石狩市厚田区厚田 45番地 5) 

 

インターネットの利用による縦覧   (b) 

・望来古平風力発電株式会社 

(http://www.w-greenfactory.co.jp/mourai/houhosyo/top.html) 
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 (4) 縦覧期間 

関係自治体の庁舎での縦覧   (a) 

・縦覧期間：平成 29 年 11 月 6日（月）から平成 29年 12月 6日（水）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。） 

 

インターネットの利用による縦覧   (b) 

・縦覧期間：平成 29 年 11 月 6日（月）から平成 30年 2月 28日（水）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。 

 

 (5) 縦覧者数（縦覧者名簿記載者数） 

関係自治体の庁舎における縦覧者数は、4名であった。 

・石狩市役所本庁舎 

 

4.1.2 方法書についての説明会の開催 

 (1) 公告の日及び方法 

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

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。 

・開催日時：平成 29 年 11 月 10 日(金) 午後 3時～午後 4時 30分 

・開催場所：正利冠会館(石狩市厚田区望来 238番地 23) 

・来場者数：4人 

 

4.1.3 方法書についての意見の把握 

 (1) 意見書の提出期間 

平成 29年 11月 6日（月）から平成 29年 12月 6日（水）まで 

(郵送の場合は、平成 29年 12月 20日（水）当日消印有効) 

 

 (2) 意見書の提出方法 

意見書の提出は、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・事業者への郵送 

 

 (3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 8通であった。 
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4.2 方法書についての意見の概要及び事業者の見解 

環境影響評価方法書について、前項で記載した手法に基づき、地域の情報提供をおこなった結

果、得られた住民等からの意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、表 4.2-1 のとおりであ

る。 
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表 4.2-1 方法書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解 

No. 意見書の内容 事業者の見解 

1 

石狩市環境審議会でお話を聴きましたが、人口減少をくい止めた

いという思いで始められたそうですが、石狩市においては人口減

少をさらに加速させる原因になると思います。雇用の増やすとい

うのも一時的でメンテナンスを石狩の住民が出来るとは思えませ

ん。 

・定量的な試算は出来ておりませんが、

本事業に関連して直接的、間接的な経

済波及効果が期待できると考えてお

り、人口減少に少しでも貢献したい考

えです。 

低周波音の問題ですが、環境省も苦情が出ていることは認めてい

ます。被害と言わず苦情と言っているのです。最近になって低周

波音被害を研究発表する科学者が出てきています。金儲けに走ら

ず、石狩市民が健康にくらせるよう事業を中止してください。 

住宅から 430m820m750m1000m 等とんでもない近距離です。私達は

厚田市民風力発電事業、現在計画、建設中の石狩湾新港の風力発

電事業に関して低周波音被害を心配してきましたが、今回のよう

に近距離は初めてで驚いています。どのようなお考えから建設が

決定したのか大変疑問に思っております。 

本州では低周波音被害により免疫力が低下して、がんなど併発し

て死亡されています。そこまでして金儲けをしないでください。 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限りそ

の影響を回避又は低減できるよう努め

て参ります。 

また石狩、当別の水資源保全地域に近く環境への影響は必至であ

ると思われます。 

・水源保全地域自体の改変は行わないこ

と及び工事による濁水は河川へ流入さ

せない対策を講じることから、水質へ

の影響はないものと考えております。 

貴社が自然や命を大切にされて、事業を中止されることを心から

お願いする次第です。 

・実行可能な範囲で環境への影響を回避

又は低減するよう努めて参ります。 

2 

石狩望来風力発電事業について、北海道の環境アセスは 5000kw

以上となっていますがこの事業は、4999kwとなっています。この

事業はアセスのがれをしているとしか考えられない。 

・本事業は法、条例に基づく環境影響評

価の対象ではございませんが、環境配

慮の観点から弊社の自主的な判断で、

事業により影響を受ける可能性のある

項目を選定して環境影響評価を実施

し、予測・評価を行った上で、可能な

限り環境への影響を回避又は低減でき

るよう努めて参ります。 

私の住んでいるこの地域は豊かな自然環境は大切にしたい所で

す。 

最低でも「北海道アセス審議会」にかけてとり組む事業です。最

初から取組直しを求めます。 

3 

日中夜間とも静かなこの地域にかくも大型の風車を建てるとはま

ったく言語道断なことである。いくら国が低周波音の調査を 20Hz

以下は不要であるとしてもこの周波数帯で超低周波健康被害が出

ることは明白である。住民が 24時間 365日このような強烈な低周

波振動に曝露されることは実に危険である。 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限り影

響を回避又は低減できるよう努めて参

ります。 

事業者にはその危険性を深く認識してこのような無謀極まる建設

計画は即刻停止断念するよう強く求めるものである。 
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No. 意見書の内容 事業者の見解 

4 

風車建設をやめて下さい。 

理由は、次の通りです。 

方法書には鳥について調査すると書かれていますが、10年間毎日

調査しても、足りないと思います。自然の中で暮らす鳥は、人間

の都合にあわせて、姿を見せてくれるものでは、ありません。 

望来から当別にむかう道路で、2014年に私と夫は、アオサギを食

べていたクマタカの写真をとっています。 

近所の方は、クマタカは、見たことがない－との事でした。鳥の

専門家の方から、「クマタカの幼鳥」との確認をしていただきまし

た。 

望来から、当別に向かう道には、たんぼが多く、稲が育ち始める

と、多くのアオサギがやってきます。 

クマタカが現れたのは、その時期ですが、その後、クマタカと出

会うことは、ありません。 

八の沢が近くにありますが、その上空に、クマタカの幼鳥が飛ん

でいたとの情報があります。幼鳥がいるという事は、この辺りが

繁殖地だということです。 

望来の道々付近には、オオジシギ・カワラヒワなど、多くの鳥が

やって来ます。空はつながっています。 

鳥にとって貴重な場所を、こわさないで下さい。 

石狩の貴重な場所に、風車をたてるのは、やめて下さい。 

・鳥類に関しては、専門家の意見も踏ま

え、必要と考えられる調査を実施した

上で、予測・評価を行い、予測・評価

の結果を踏まえ、可能な限り鳥類への

影響を回避又は低減できるよう努めて

参ります。 

風車建設をやめて下さい。 

自然の景観の中に、グルグルまわる風車は、めざわりです。せっ

かくの自然が大なしです。 

・景観に関しては、景観資源、眺望景観

について現地調査、予測・評価を実施

し、予測・評価結果を踏まえ、必要に

応じてに対策を検討して参ります。 

望来の郵便局あたりまで、5KM くらいだと思いますが、その範囲

まで、多くの家、別荘、があります。低周波が、大変気になりま

す。 

石狩にとって、良い事は、何ひとつありません。 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限り影

響を回避又は低減できるよう努めて参

ります。 

5 

住民説明会の周知不備をはじめ、アセス書が特定のブラウザしか

見られないのは、環境省の指導にそっていないのはもちろん、ダ

ウンロード保存も、プリントアウトも出来ないという事は、実に

不当であり、発電規模を 5000kw未満に設定して道条例にさえ引っ

かからないようにしているという事は、まったく卑劣な仕業とい

うほかにない。 

 

 

 

 

・事業計画の周知については、必要な対

応を行っていると考えております。電

子縦覧におけるダウンロード保存や印

刷については、データの改ざん、図書

の流用、乱用等を防ぐ目的からそれら

を制限しております。ご意見を踏まえ、

電子縦覧の保存、印刷については準備

書以降での対応を検討致します。 

・本事業は法、条例に基づく環境影響評

価の対象ではございませんが、環境配

慮の観点から弊社の自主的な判断で、

事業により影響を受ける可能性のある

項目を選定して環境影響評価を実施

し、予測・評価を行った上で、可能な

限り環境への影響を回避又は低減でき

るよう努めて参ります。 
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No. 意見書の内容 事業者の見解 

 

低周波音の測定点も極めて少なく、住民の被害も予測されるにも

かかわらず、環境省の、20ヘルツ以下は考慮しなくても良いとい

う数値をたてにとって、関わらないとすることも実に問題である。 

このようなことを考えてみると、事業者としてまったくふさわし

くないことは明白である。このように住民のことを考慮しないよ

うな卑劣な事業者は、本計画を破棄し即刻建設計画を撤回するこ

とを求めるものである。 

意見書用紙はこの様にプリントアウト出来るのであるから、アセ

ス書も同様に見られるようにすればよろしいのでは。猛省を求め

るものである。 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限り影

響を回避又は低減できるよう努めて参

ります。 

・電子縦覧におけるダウンロード保存や

印刷については、データの改ざん、図

書の流用、乱用等を防ぐ目的からそれ

らを制限しております。 

6 

対象事業の目的では、エネルギー自給率の向上の為、風力発電は

じめ再生可能エネルギーは従来の化石燃料に代わるエネルギー供

給源として積極的な導入が期待されている、とありますが、大型

風力発電による自然界へのリスク、健康被害も報告されています。 

今回の事業計画では住居地域まで 1 キロ程と非常に近く、騒音及

び超低周波音や低周波音の影響、景観(グルグル回る風車が常に視

界に入ってくる不快感や、夜間の航空灯の点滅なども含む)の変化

によるストレスなどが心配されます。 

既設風車においては、頭痛・目眩・耳鳴り・睡眠不足高血圧等々

の健康被害により転居を余儀なくされた方の報告もあります。 

 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限り影

響を回避又は低減できるよう努めて参

ります。 

・景観に関しては、景観資源、眺望景観

について現地調査、予測・評価を実施

し、予測・評価結果を踏まえ、必要に

応じてに対策を検討して参ります。 

また鳥類では国の天然記念物のオジロワシが、バードストライク

により多数被害を受けています。国民の財産である天然記念物を

このような形で傷つけ無きものとしても、事業者には何の指導も

罰則も無いというのが現状で、到底納得のいくものではありませ

ん。 

事業者は 24時間 365日監視してはいないので、多種多数の鳥類、

コウモリ類が被害に遭っているのでしょう。(打ち落とされ落ちた

ものは殆どカラスをはじめワシタカ類や地上の動物に持ち去られ

たり、捕食されるので正確な数の把握は不可能です) 

・海ワシを含む鳥類に関しては、専門家

の意見も踏まえ、必要と考えられる調

査を実施した上で、予測・評価を行い、

予測・評価の結果を踏まえ、可能な限

り鳥類への影響を回避又は低減できる

よう努めて参ります。 

今年 11 月には小平町の大型風車の羽根(ブレード)が暴風により

折れ落下しました。 

このたび計画をされている(仮称)石狩望来風力発電は高さ 130 メ

ートル、羽根一枚の長さが新幹線車両二台分約 50メートルもあり

ます。暴風、地震、雷などの天災によるブレードの落下やタワー

倒壊、ナセルの火災などが起こった場合でも、なす術が無いのは

今までの例をとっても明らかです。 

石狩市民憲章の 2 章では、心も体も健康で いきいき働く 元気

なまち、4 章では、きまりを守り 安全で安心できる 住みよい

まちとうたっています。これは石狩市民のみならず全ての民が望

んでいることと思います。 

・風力発電機及び構造物の設計に関して

は、過去の事故事例も踏まえて国が基

準を作成、更新していることから、安

全に対する規制基準は年々高まってい

ると考えております。本事業の実施に

あたっても当該基準に従い設計を行

い、国の審査を経て建設することとな

ります。稼働開始後も国の基準に従っ

た適切な保守点検を行い、事故のない

よう努めて参ります。 

事業計画の 2,500kw×2 基を使用しながら 5,000kw 未満というの

は、環境影響評価法や北海道環境影響条例逃れのようにも受け取

れます。 

・本事業は法、条例に基づく環境影響評

価の対象ではございませんが、環境配

慮の観点から弊社の自主的な判断で、

事業により影響を受ける可能性のある

項目を選定して環境影響評価を実施

し、予測・評価を行った上で、可能な

限り環境への影響を回避又は低減でき

るよう努めて参ります。 

また御社が真摯に意見を求めているのであれば、インターネット

上での情報の公開において印刷ができないのは、非常に不親切で

あり誠意を感じられません。 

以上のような事から、この度の(仮称)石狩望来風力発電事業の中

止を強く求めます。 

また、意見に対する御社の考えをお知らせ下さることを望みます。 

・電子縦覧におけるダウンロード保存や

印刷については、データの改ざん、図

書の流用、乱用等を防ぐ目的からそれ

らを制限しております。ご意見を踏ま

え、電子縦覧の保存、印刷については

準備書以降での対応を検討致します。 
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No. 意見書の内容 事業者の見解 

7 

1騒音について 

本事業で候補として採用された風車の規格を見ると、ブレード直

径が 100m で 3000kW 級の風車にも匹敵する大きさになっている。

ブレードが長ければそれだけ、大量の空気を撹乱することになり、

生ずる超低周波音・低周波音のエネルギーも増加する。 

日本科学者会議北海道支部の大規模風力発電問題研究会員の調査

によれば、石狩放水路そばの 1500kW、1650kW風車からの超低周波

音・低周波音は 2km まで到達することが報告されている。静岡県

東伊豆町 CEF 伊豆熱川ウインドファームの例では、山の尾根に建

設された 1500kW・10基からの低周波音等により、谷間の住宅に健

康被害が発生、その範囲は 1kmに及んだ。 

従って、今回 2500kW・2基、計約 5000kWの超低周波音・低周波音

は 2km より遠くへ届くと予想されるので、騒音の調査地点は風車

より少なくとも 4km の地点も設定するべきである。現在、最寄り

住宅 430m地点 1ヶ所となっているが、全く足りない。熱川ウイン

ドファームと同様、山の尾根に建設し、住宅は谷間に分布してい

るので健康被害が発生しやすい地形となっている。 

さらに、八の沢風力発電事業計画(3000kW・8 基)がすぐ南側で進

行中であることから、この累積影響も考慮しなければならない。 

4.2km地点の望来小・聚富小中学校、5.6km地点の特別養護老人ホ

ーム石狩希久の園等も含めて、最寄り住宅までの間に複数箇所、

設定するべきである。 

望来小学校は既設の厚田市民風車から約 4km 強の距離にあること

から、こちらとの累積影響も考慮する必要がある。 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限り影

響を回避又は低減できるよう努めて参

ります。 

・他社事業計画との累積的影響について

は、その計画が確定し、かつ予測評価

に必要な情報が提供された場合はこれ

らの予測を行うことを検討致します。 

2配慮を要する住宅の記載 

風車より 430m、750m、820m、1000m 地点に住宅があると記載され

ている。低周波音等による影響はもっと遠くへ及ぶ可能性が十分

あるので、少なくとも 4kmの範囲までに、何軒住宅があるのか(例

えば 500m 以内、500～1000m、1000～1500m、1500～2000m という

ように範囲を区切って)、もう少し、詳細な記載をするべきである。 

・騒音、超低周波音に関しては、可能な

限り広範囲に渡ってその寄与値の程度

を示すとともに、最も影響が大きいと

考えられる最寄り民家の位置で予測評

価を行うことと致します。 

3インターネットによる縦覧 

Windows10 Internet Explorer11 では見られるが、他のブラウザ

に対応していない。環境省「環境影響評価図書のインターネット

による公表に関する基本的な考え方」(2012年)には、限定的なや

り方は推奨されていないので、改善を求める。 

・準備書以降の手続きで対応ブラウザの

拡大についても検討致します。 

8 

意見書の公表に当たっては、要約ではなく意見そのままを公開せ

よ。 

・頂いたご意見については、要約せずに

準備書に掲載致します。 

北電との連系が 4,999kWで、5000kWに満たないため、北海道のア

セス条例を逃れた、脱アセス条例案件がこの(仮称)石狩望来風力

発電事業である。法律を逃れるために数字を落とすと『脱法』と

言うが、北海道民にとっては、それと同じで脱法アセスの意味を

持つ。アセスを逃れた自主アセスは、その出発点から矛盾に満ち

満ちている。(仮称)石狩望来風力発電事業は、中止せよ。 

・本事業は法、条例に基づく環境影響評

価の対象ではございませんが、環境配

慮の観点から弊社の自主的な判断で、

事業により影響を受ける可能性のある

項目を選定して環境影響評価を実施

し、予測・評価を行った上で、可能な

限り環境への影響を回避又は低減でき

るよう努めて参ります。 

風力発電事業が増えれば増えるほど、国民の電気料金に上乗せさ

れた再エネ発電賦課金(1kWh につき 2 円 64 銭)が増え、国民生活

の経済的環境が圧迫を受ける。 

電力中央研究所の朝野賢司主任研究員によると(読売新聞 2014 年

7月 1日)、再生可能エネルギーの利用者負担は電気料金の上乗せ

20年間で、38兆円になるとの試算が出た。福島原発事故の処理費

用の 21.5兆円(北海道新聞 2017年 2月 19日関口裕士)をはるかに

上回る額となっている。 

風力発電事業は、利用者の電気料金負担を増大するものであるの

で、ここで立ち止まって考える必要がある。風力発電事業は国民

の電気料金負担増となり、これ以上増やしてはならない。この(仮

称)石狩望来風力発電事業は国民の電気料金負担増となるので、中

止すべきである。 

・固定価格買取制度は、広く国民の皆様

の負担によって成り立っております

が、再生可能エネルギーの普及拡大の

ために必要なものとして国が強く推進

している制度であると考えておりま

す。従って、制度の主旨を鑑み、より

効率的な再生可能エネルギーの拡大に

寄与できるよう努力して参ります。 
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冬に縦覧すべきではない。 

11月から吹雪が襲うというような冬の石狩市で、環境影響評価の

縦覧をすべきではない。吹雪にはなるし、滑っては転ぶし、年配

者はできるだけ冬の外出を避けている。わざとこの時期に縦覧を

したのか？荒天により外出が阻まれ、実質の縦覧期間が短くなる

ので、冬の縦覧は止めよ。 

・縦覧時期については、事業のスケジュ

ールとの兼ね合いから決めさせていた

だいております。 

「広報いしかり」で縦覧を周知せよ。 

インターネットを日常的に利用していない人は、私の年代(60 歳

代)でおよそ半数いて、さらにその上の年代になると、大多数がイ

ンターネットを利用していない。石狩市のホームページ上だけで

縦覧が公表されても、気が付かないままに縦覧が終了してしまう。

市のホームページ以外に、住民が周知する方法を採らねばならな

い。ほぼ全戸配布の「広報いしかり」に掲載せよ。新聞公告欄、

折り込みチラシ等でも知らせよ。 

住民説明会の開催は、「広報いしかり」、「新聞の広告欄」、「折り込

みチラシ」などで多方面から周知せよ。私は、住民説明会に参加

したかったが、開催を知る前に終わっていた。住民に広く開催を

知らせたうえでの住民説明会でなければ、開催の意味がない。参

加を希望するより多くの住民に理解を求めるためにも、広く開催

を知らせなければならない。抜き打ち的な 11 月 10 日(金)の住民

説明会(正利冠会館)は、石狩市民に対するひどい仕打ちである。

許されない行為である。 

・準備書以降については、石狩市とも協

議の上、「広報いしかり」での周知を検

討致します。 

・住民説明会の開催については、近隣の

正利冠地区の方々へのご説明を優先さ

せていただきました。 

環境影響評価項目の選定が「騒音」、「動物(特に鳥類)」、「景観」

だけなのはおかしい。(P.129) 

自主アセスだそうだが、自然豊かな石狩市の環境影響を評価する

のであれば「超低周波音」、「地形及び地質」、「シャドウフリッカ

ー」、「人と自然のふれあいの活動の場」を入れよ。 

・超低周波音、シャドーフリッカーにつ

いては、石狩市環境審議会、皆様のご

意見を踏まえ、また保全対象の立地状

況を鑑み、調査を実施した上で予測・

評価を行うことと致します。 

・超低周波音について 

人間が生活する上で、音や振動というのはたいへん気になるもの

である。人の健康を考えるうえで、風力発電機から発生する超低

周波音による頭痛・めまい・睡眠障害などを抜きには考えられな

い。 

消費者庁は、消費者安全調査委員会において「消費者安全法第 23

条第 1 項に基づく事故等原因調査報告書―家庭用ヒートポンプ給

湯機から生じる運転音・振動により不眠等の健康症状が発生した

との申出事案―」(平成 26 年 12 月 19 日)の中で、「ヒートポンプ

給湯機の運転音が申出者の健康症状に関与していると考えられ

る。なお、運転音に含まれる低周波音については、申出者の健康

症状の発生に関与している可能性があると考えられる。」としてい

る。1/3オクターブバンド周波数分析だけでなく、1Hz幅の分析も

可能な狭帯域高速フーリエ変換分析(FFT 分析)をして、目で見て

1Hz 以上をグラフにして、卓越周波数がトゲトゲ状に表されてい

て、素人にもわかりやすいものになっている。FFT 解析をして、

素人にも分りやすく図示せよ。風力発電機については、検討中の

機種のメーカー名・機種名の公表と共に諸元を細かく示せ。 

・石狩市環境審議会、及び皆様のご意見

を踏まえ、超低周波音に関しても予

測・評価を行った上で、可能な限り影

響を回避又は低減できるよう努めて参

ります。 

・FFT 解析に関しては、万が一、稼働開

始後に影響が生じた場合には、専門家

とも相談の上、必要と判断されたとき

に実施することと致します。 

・地形及び地質について 

阿曽岩山を源流とするシラツカリ川近縁に建設予定がされている

が、シラツカリ川の汚濁の恐れはないか、農業用水に影響はない

か、土砂崩れ地形が近隣にあったのではないか、石狩当別の活褶

曲の地形のレッドデータの状況などは、専門家の情報がさらに必

要である。 

・工事による濁水は河川へ流入させない

対策を講じることから、農業用水を含

む河川水質への影響はないものと考え

ております。 

・土砂崩れの危険箇所については、関連

法令に則り、風車設置位置検討の際に

極力回避致します。 

・石狩当別の活褶曲等の重要な地形につ

いては、現在人工利用されている土地

を利用することで、影響を回避・低減

を図ることができると考えておりま

す。 
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・シャドウフリッカーについて 

近傍に農家等が確認されるので、風車の影が営農に影響はないか、

評価する必要がある。 

・シャドーフリッカーについては、近隣

の民家等の状況を把握した上で、予

測・評価を行います。 

・人と自然のふれあいの活動の場について 

事業実施区域に近い五の沢・八の沢には、北海道自然環境保全指

針が身近な自然地域として、八の沢自然林を指定している。自然

観察会が開かれたり、八の沢の石油採掘跡地は、今年石狩遺産に

指定されたが、以前から石狩市民の歴史学習の場となっている。

いまでも石油の臭いが鼻をつき、ポコポコとガスが沸いていると

ころである。褶曲地形である望来層の凸部にたまった石油・天然

ガスなどが少量だが、自噴している。風力発電機はまったくもっ

て、景観が台無しであり、人と自然のふれあいの活動の場を損な

うものだ。 

北海道新聞(2017年 12月 19日石狩当別版)によれば、石狩市内、

八幡町高岡、五の沢地区を拠点とする、滞在型観光を進める「古

民家活用地域活性化研究会」が、専門家や地元住民によって来年

1 月に発足するとあった。滞在型観光がつくられる予定ならば、

なおさら、八の沢に隣接する地域に風力発電はいらない。滞在者、

住民に健康被害をもたらすような風力発電施設は、いらない。 

・事業者としても対象事業実施区域に隣

接する八の沢自然林への配慮は必要で

あると考えており、植物の一環として

調査・予測・評価を行った上で、可能

な限り環境への影響を回避又は低減で

きるよう努めて参ります。 

石狩市の自然的状況について 

38ページに、収集した既存資料一覧があるが、これでは自然状況

はつかめない。 

たとえば、環境省で希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の 10km

のメッシュ図を公表しているが、厚田地区がクマタカの生息地に

該当している。私の友人がクマタカの幼鳥の写真をマサリカップ

で撮ったのを見せてもらった。八の沢、正利冠一帯は希少猛禽類

の繁殖が確認される重要な地点である。 

他に、私が実際に沢筋の森の中で見た鳥にエゾライチョウがいる。

日本では北海道にしか生息していないので北海道では希少種とな

っているものである。オオワシも何故出てこないのだろうと思う。 

また、「改訂版 北海道爬虫類ハンディ図鑑」(徳田龍弘、平成 27

年)日本固有種のシロマダラヘビが取り上げられている。厚田で捕

獲されたもので、石狩の一部では有名な話である。 

既存文献収集が十分でない状態で、「対象事業実施区域及びその周

囲の概況」の自然的状況はとらえられない。 

検討に値する十分な資料がそろわない中での評価は、環境影響が

少ないのではなく、ふさわしい判断材料が不足して、判断ができ

ないのである。判断できない状況では環境影響評価はできない。

事業を止めるべきである。 

・方法書段階では、公表されている既存

資料を収集し、概況の整理を行ってお

ります。 

・準備書段階では、既存資料に加えて現

地調査結果も合わせ、予測・評価を行

います。 

「生活クラブの厚田の風車の近くでは、それまで、毎年のように

見られたニシンの群来がその地域だけを避けるように、来なくな

った。」と漁業者が言っていた。ニシンの漁獲は全体では増えてい

るが、風車に近いそこだけはニシンが産卵に来ないと言う。 

風車が建設されると、郡来は来ないことが証明されつつある。他

の野生生物、人間にも影響があることの証明の一つである。風車

は建ててはならない。 

・風力発電機の稼働とニシンの産卵場所

の因果関係に関する知見は承知してお

りません。本事業の建設予定地は海岸

から 4km 以上の距離がございますが、

万が一、本事業に起因してニシンの産

卵に悪影響があることが確認された場

合は、専門家の意見も踏まえて必要な

対策を検討致します。 

アジア航測(株)という、文書のプロパティについて 

私は、(仮称)石狩望来風力発電事業の環境影響評価方法書のアセ

ス書を担当したのは、アジア航測(株)だと思っていた。なぜなら、

インターネットの文書のプロパティを開くとアジア航測(株)と縦

覧開始日に近い更新の日付が出ていたからだ。 

環境影響評価を委託された事業者の名称は、株式会社建設環境研

究所(東京)ということであった。 

事業者は著作権を盾に、アセス書のプリントアウト・保存をさせ

ないが、ファイルの所有権に他社の名称があるのは、なぜか？ 

文書に対する無責任さを示す大問題ではないのか。 

(仮称)石狩望来風力発電事業は、自然的状況を踏まえず、また、

社会的状況を意に返さないことから事業自体を撤回すべきであ

る。 

・方法書の著作権については、望来古平

風力発電株式会社に帰属します。  
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