
第5章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

5.1 環境影響評価の項目の選定 

5.1.1 環境影響評価の項目 

本事業に係る環境影響評価の項目については、「小規模風力発電事業のための環境アセスメント

ガイドブック」(平成 27 年 3 月、一般社団法人 日本風力発電協会)(以下「JWPA 環境アセスメン

トガイド」という。)の事業規模及び地域特性と環境影響の関係(表 5.1-1)を参考に検討し、表 

5.1-2に示すとおり選定した。 

なお、本事業における風力発電所の出力は 5,000kW 未満であり、「環境影響評価法」(平成 9 年

法律第 81 号)(第 1 種事業 10,000kW 以上、第 2 種事業 7,500kW 以上 10,000kW 未満)及び「北海道

環境影響評価条例」（平成 10年条例第 42号）（第 1種事業 10,000kW以上、第 2種事業 5,000kW以

上 10,000kW未満）における風力発電所の規模要件を下回っているため、当該法及び当該条例の対

象外である。 

表 5.1-1 事業規模及び地域特性と環境影響の関係 

項目 事業規模と環境影響の関係 

騒音 
設置基数が多いほど、また単機の出力規模が大きいほど、より遠くまで騒音が伝搬する。また、
近隣の家屋との距離が近ければ、1～2基の小規模事業であっても影響がおよぶ可能性がある。 

超低周波音 
設置基数が多いほど、また単機の出力規模が大きいほど、より遠くまで低周波音が伝搬する。
また、近隣の家屋との距離が近ければ、1～2 基の小規模事業であっても影響がおよぶ可能性が
ある。 

動物 

(特に鳥類) 

事業規模が小さいほど、一般的には改変面積は小さくなるため、一般的な動物の生息環境に及
ぼす影響は軽微になると考えらえるが、1～2 基の小規模事業であっても重要な種の生息地に影
響がおよぶ可能性がある。また、鳥類の飛翔経路にあたる場合は、衝突頻度も高くなると推測
される。 

景観 
設置基数が少なく、また単機の出力規模が小さいほど、景観上のインパクトは小さくなる。た
だし、近隣の家屋との距離が近く、また広く見渡せる眺望点等がある場合は、1～2 基の小事業
規模であっても影響がおよぶ可能性がある。 

電波障害 
設置基数が多いほど、テレビジョン電波の送受信経路を遮蔽したり、反射波としての強さが増
す可能性がある。ただし、受信される電波の強弱が大きく影響するため、弱い場合以外の影響
はほとんど無いと考えられる。 

地形及び地質 
事業規模が小さいほど、一般的には改変面積は小さくなるため、1～2 基の小規模事業では影響
は軽微になると考えられる。 

シャドーフリッカー 
設置基数が少なく、また単機の出力規模が小さいほど、一般的には影響範囲は小さくなると考
えられるが、近隣の家屋等との距離、太陽の高度・方位および風力発電機の高さ等により影響
がおよぶ可能性がある。 

植物 
事業規模が小さいほど、一般的には改変面積は小さくなるため、植物の生育環境に及ぼす影響
は軽微になる。 

人と自然との 

触れ合いの活動の場 

事業規模が小さいほど、一般的には改変面積は小さくなるため、小規模事業では影響は軽微に
なると考えられる。 

※「小規模風力発電事業のための環境アセスメントガイドブック(JWPA環境アセスメントガイド)」 

(平成 27年 3月、一般社団法人 日本風力発電協会)より作成 

 

 

表 5.1-2 環境影響評価の項目の選定 

項目 選定 

騒音 ○ 

超低周波音 ○ 

動物(特に鳥類) ○ 

景観 ○ 

電波障害 ○ 

地形及び地質 × 

シャドーフリッカー ○ 

植物 ○ 

人と自然との触れ合いの活動の場 × 
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5.1.2 選定の理由 

「JWPA 環境アセスメントガイド」に示されている環境影響評価項目に対して、選定する理由を

表 5.1-3に示す。 

なお、「超低周波音」、「電波障害」、「シャドーフリッカー」、「植物」について、方法書において

は選定していなかったが、石狩市環境審議会、並びに方法書に対する住民等の意見を踏まえ環境

配慮の観点から評価項目として追加した。 

 

表 5.1-3 環境影響評価の項目の選定理由及び非選定理由 

項目 選定 選定及び非選定理由 

騒音 ○ 

施設の稼働に伴い騒音が発生し、その影響は対象事業実施区

域周辺に及ぶことが想定される。対象事業実施区域の近傍に住

宅等が存在し、施設の稼働による影響を受ける可能性があると

考えられることから評価項目として選定した。 

超低周波音 ◎ 

施設の稼働に伴い超低周波音が発生し、その影響は対象事業

実施区域周辺に及ぶことが想定される。対象事業実施区域の近

傍に住宅等が存在し、施設の稼働による影響を受ける可能性が

あると考えられることから評価項目として選定した。 

動物(特に鳥類) ○ 

地形の改変及び施設の存在により、生息地の一部が変化し、

鳥類が影響を受ける可能性があると考えられること及び施設

の稼働により、バードストライクが発生し、鳥類が影響を受け

る可能性があると考えられることから評価項目として選定し

た。 

景観 ○ 

地形の改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景観資

源の改変並びに主要な眺望点からの眺望景観が影響を受ける

可能性があると考えられることから評価項目として選定した。 

電波障害 ◎ 

地上デジタル波は電波障害が発生しにくいため、影響はほと

んどないものと考えられるが、住民にとって身近な電波である

ことから、施設の稼働に伴う影響の程度を確認するため、評価

項目として選定した。 

地形及び地質 × 
設置基数が少なく、改変面積が小さいため影響範囲は小さい

と考えられることから評価項目として選定しない。 

シャドーフリッカー ◎ 

施設の稼働に伴いシャドーフリッカー(風車の影)が発生し、

対象事業実施区域周辺に影響を及ぼす可能性があることから

選定した。 

植物 ◎ 

地形の改変及び施設の存在により、生育地の一部が変化し、

植物が影響を受ける可能性があることから評価項目として選

定した。 

人と自然との 

触れ合いの活動の場 
× 

対象事業実施区域及びその周囲に人と自然との触れ合いの

活動の場が存在しないことから評価項目として選定しない。 
※選定した項目のうち、「○」は方法書段階で選定した評価項目、「◎」は準備書段階で選定した評価項目を示す。 
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5.2 調査、予測及び評価の手法の選定結果 

5.2.1 騒音 

表 5.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法(騒音) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 

(1)騒音の状況 

(2)地表面の状況 

(3)気象の状況(風況) 

現況の騒音の状況を把握した。 

２ 調査の基本的な手法 

(1)騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「騒音・振動の状況」(北海道 HP)による環境騒音の情報収集並びに当

該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27年、環境省）及び

「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平成 29年、環

境省）(等価騒音レベル)を参考に、測定、調査結果の整理及び解析を

行った。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

草地・舗装面等の地表面の状況について調査し、調査結果の整理及び

解析を行った。 

(3)気象の状況(風況) 

【現地調査】 

騒音測定位置の風向・風速の測定を行った。 

事業特性や地域特性をふまえて「騒音に

係る環境基準の評価マニュアル」（平成

27年、環境省）及び「風力発電施設から

発生する騒音等測定マニュアル」（平成

29年、環境省）に記載されている手法を

参考にした。 

３ 調査地域 

(1)騒音の状況 

音の伝搬特性を考慮し、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地

域とした。 

(2)地表面の状況 

音の伝搬特性を考慮し、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地

域とした。 

(3)気象の状況(風況) 

風力発電機を設置する地域とした。 

騒音に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

 

４ 調査地点 

(1)騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 【現地調査】 

対象事業実施区域に近く、住居が存在する 1地点とした。 

(図 5.2-1 騒音・超低周波音調査地点) 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

騒音の発生源から住宅等に至る経路とした。 

(3)気象の状況(風況) 

【現地調査】 

騒音測定位置とした。 

対象事業実施区域周辺の近傍の住居を

対象とした。 
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表 5.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法(騒音) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

５ 調査期間等  

(1)騒音の状況 

【現地調査】 

年間の代表的な風況を踏まえた時期とした。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

「(1)騒音の状況」の現地調査と同じ時期とした。 

(3)気象の状況(風況) 

【現地調査】 

「(1)騒音の状況」の現地調査と同じ時期とした。 

現況の騒音の状況を的確に把握できる

期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 

音の伝搬理論に基づく距離減衰式により予測地点における施設の稼働

に伴う騒音レベルの予測を行った。 

騒音に係る影響を的確に予測できる手

法とした。 

 

７ 予測地域 
「3 調査地域｣と同じ地域とした。 

騒音に係る影響が考えられる地域とし

た。 

８ 予測地点 
「4(1)騒音の状況」の現地調査と同じ 1地点とした。 

騒音に係る影響を的確に予測できる地

点とした。 

９ 予測対象時期等 

発電所の運転が定常状態となり、騒音に係る影響が最大となる時期と
した。 

騒音に係る環境影響を的確に予測でき

る時期とした。 

10 評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事
業の実施に係る騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低
減されており、必要に応じてその他の方法により環境の保全について
の配慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」(平成 29 年
5 月 26 日、環水大大第 1705261 号)による指針値と、調査及び予測の
結果との間に整合性が図られているかどうかを評価した。 

回避又は低減に係る評価と「風力発電施

設から発生する騒音に関する指針につ

いて」(平成 29 年 5 月 26 日、環水大大

第 1705261 号)による指針値との整合性

に係る評価手法とした。 
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約 420m 

図 5.2-1 騒音・超低周波音

調査地点 

約 780m 
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5.2.2 超低周波音 

表 5.2-2(1) 調査、予測及び評価の手法(超低周波音) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 

(1)超低周波音の状況 

(2)地表面の状況 

(3)気象の状況(風況) 

現況の超低周波音の状況を把握した。 

２ 調査の基本的な手法 

(1)超低周波音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「騒音・振動の状況」(北海道 HP)による環境騒音の情報収集並びに当

該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(平成 12年 10月、環境庁

大気保全局)に準拠して、低周波音レベルは G特性音圧レベル及び 1/3 

オクターブバンド別の音圧レベルの測定を行い、調査結果の整理及び

解析を行った。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

草地・舗装面等の地表面の状況について調査し、調査結果の整理及び

解析を行った。 

(3)気象の状況(風況) 

【現地調査】 

超低周波音測定位置の風向・風速の測定を行った。 

事業特性や地域特性を考慮し、一般的な

手法とした。 

３ 調査地域 

(1)超低周波音の状況 

音の伝搬特性を考慮し、超低周波音に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

(2)地表面の状況 

音の伝搬特性を考慮し、超低周波音に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

(3)気象の状況(風況) 

風力発電機を設置する地域とした。 

超低周波音に係る環境影響を受けるお

それがある地域とした。 

 

４ 調査地点 

(1)超低周波音の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 【現地調査】 

対象事業実施区域に近く、住居が存在する 1地点とした。 

(図 5.2-1 騒音・超低周波音調査地点) 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

超低周波音の発生源から住宅等に至る経路とした。 

(3)気象の状況(風況) 

【現地調査】 

風力発電機設置区域内とした。 

対象事業実施区域周辺の近傍の住居を

対象とした。 
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表 5.2-2 (2) 調査、予測及び評価の手法(超低周波音) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

５ 調査期間等  

(1) 超低周波音の状況 

【現地調査】 

年間の代表的な風況を踏まえた時期とした。 

 (2)地表面の状況 

【現地調査】 

「(1)超低周波音の状況」の現地調査と同じ時期とした。 

(3)気象の状況(風況) 

【現地調査】 

「(1)超低周波音の状況」の現地調査と同じ時期とした。 

現況の超低周波音の状況を的確に把握

できる期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 

音源の形状及びパワーレベル等を設定し、音の伝搬理論式により G特

性音圧レベル及び 1/3オクターブバンド音圧レベルを予測した。なお、

回折減衰、空気吸収による減衰は考慮しないものとした。 

超低周波音に係る影響を的確に予測で

きる手法とした。 

７ 予測地域 
「3 調査地域｣と同じ地域とする。 

超低周波音に係る影響が考えられる地

域とした。 

８ 予測地点 
「4(1)超低周波音の状況」の現地調査と同じ 1地点とした。 

超低周波音に係る影響を的確に予測で

きる地点とした。 

９ 予測対象時期等 

発電所の運転が定常状態となり、超低周波音に係る影響が最大となる
時期とした。 

超低周波音に係る環境影響を的確に予

測できる時期とした。 

10 評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事
業の実施に係る超低周波音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避
又は低減されており、必要に応じてその他の方法により環境の保全に
ついての配慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

超低周波音の心理的・生理的影響の評価レベル（ISO-7196）等と、調
査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価し
た。 

回避又は低減に係る評価と評価レベル

（ISO-7196）による基準との整合性に係

る評価手法とした。 
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5.2.3 鳥類 

表 5.2-3(1) 調査、予測及び評価の手法(鳥類) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 

 (1)鳥類相の状況 

 (2)重要な種及び注目すべき生息地の分布・生息の状況及び生息環境

の状況 

現況の鳥類の生息及び生息環境の現状を把

握した。 

事業特性を鑑みると、鳥類に関しては環境

影響が及びやすいと考えられることから、

猛禽類や渡り鳥、その他鳥類と区分しそれ

ぞれについての現状を把握することとし

た。 

２ 調査の基本的な手法 

 (1)鳥類相の状況 

 【文献その他の資料調査】 

既存文献による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行っ

た。 

 【現地調査】 

以下の方法により、現地調査を行った。 

   a鳥類（一般鳥類）：ルートセンサス法による調査、ポイントセン

サス法による調査 

   b希少猛禽類：定点観察法による調査 

   c渡り鳥：定点観察法による調査 

 (2)重要な種及び注目すべき生息地の分布・生息の状況及び生息環境

の状況 

 【文献その他の資料調査】 

既存文献による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行っ

た。 

 【現地調査】 

現地調査において確認された種から、重要な種・注目すべき生息地

の状況及び生息地の分布を整理した。また、対象事業実施区域及び

その近傍における重要な種の繁殖状況等を把握するため、生息環境

の特性に応じ、適切な手法で調査した。 

事業特性や地域特性を考慮し、一般的な手

法とした。 

３ 調査地域 

地域の自然特性、文献の状況を考慮して対象事業実施区域及びその

周囲とした。 

動物に対する環境影響を受けるおそれがあ

る地域とした。 

４ 調査地点 

 【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 【現地調査】 

  a鳥類（図 5.2-2 鳥類(一般鳥類)調査地点） 
ルートセンサス法：2ルート 
ポイントセンサス法：2地点 

＊植生状況を踏まえて、ルート・地点を設定  
  b希少猛禽類（図 5.2-3 希少猛禽類調査地点） 

定点観察法：2点程度 
＊希少猛禽類の繁殖生息状況を網羅できるよう地点を設定 

  c渡り鳥（図 5.2-4 渡り鳥調査地点） 
定点観察法：2点程度 

＊対象事業実施区域を広域的に網羅できるよう地点を設定 

希少猛禽類及び渡り鳥以外については、「道

路環境影響評価の技術手法 2007改訂版③」

では対象事業実施区域から 250m 程度、「面

整備事業環境影響評価マニュアルⅡ」では

同区域から 200m程度を調査地域の目安とさ

れており、これらを包含する範囲として設

定した。 

 

希少猛禽類については、「猛禽類保護の進め

方（改訂版）」では、クマタカの営巣期の高

利用域が半径 1.5km 程度を目安とされてお

り、これらを包含する範囲とした。 

５ 調査期間等 

 【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

 【現地調査】 

  a鳥類（一般鳥類） 
ルートセンサス法：4季（春季、初夏、秋季、冬季） 

ポイントセンサス法：4季（春季、初夏、秋季、冬季） 

  b希少猛禽類 

定点観察法：4回（4～7月）、各月 1回、連続する 3日間 

  c渡り鳥 
定点観察法：2季（春季、秋季）各季連続する 3日間×2回 

各分類の専門家の意見を踏まえて設定し

た。 
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表 5.2-3(2) 調査、予測及び評価の手法(鳥類) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

６ 予測の基本的な手法 

 (1)地形改変及び施設の存在 

重要な種及び注目すべき生息地について、事業による分布、個体数

及び生息環境等の変化を文献その他資料による類似事例等の引用

により推定し、影響を予測した。 

 (2)施設の稼働 

風力発電機への接近、接触について「鳥類等に関する風力発電所立

地適正化のための手引き(平成 23年 1月、平成 27年 9月修正版 環

境省)」等に基づき、衝突確率や年間衝突数等を推定し、影響を予

測した。 

影響の程度や種類に応じて環境影響の量的

又は質的な変化の程度を推定するため、こ

のような手法とした。 

 

７ 予測地域 

「3 調査地域｣と同じ地域とした。 

動物に係る環境影響を受けるおそれがある

地域とした。 

８ 予測対象時期等 

 (1)地形改変及び施設の存在 

風力発電所の運転が定常状態となり、鳥類の生息状況が安定する時

期とした。 

 (2)施設の稼働 

風力発電所の運転が定常状態となり、鳥類の生息状況が安定する時

期とした。 

動物に係る環境影響を的確に予測できる時
期とした。 

９ 評価の手法 

(1)環境影響の回避・低減に係る評価 

重要な種及び注目すべき生息地について、環境影響が実行可能な範

囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境保全についての配

慮が適正になされているかを評価した。 

調査及び予測の結果に対し、回避又は低減

に係る評価を行った。 

また、評価の結果を踏まえ、風力発電所へ
の衝突事故等の重要な鳥類への影響や重要
な動物種の生息地の改変を回避又は極力低
減し、可能な限り当該生息地から距離を確
保する等、環境影響について回避又は低減
を図った。 
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図 5.2-2 鳥類(一般鳥類)調査

地点 
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図 5.2-3 希少猛禽類調査地点 
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図 5.2-4 渡り鳥調査地点 
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表 5.2-4 鳥類ラインセンサスの設定根拠 

調査地点 ルートの環境概要 選定の根拠 

AR1 
畑地、人工草地、トドマツ植林等

からなる環境。 

対象事業実施区域の代表的な環境に生息する鳥類相を把握するた

めに設定。 

AR2 
落葉広葉樹林、人工草地、畑地等

からなる環境。 

対象事業実施区域周辺に広く分布する落葉広葉樹林等に生息する

樹林性の鳥類相を把握するために設定。 

 

表 5.2-5 鳥類ポイントセンサスの設定根拠 

調査地点 選定の根拠 

AP1 畑地、人工草地等の対象事業実施区域の代表的な鳥類相を把握するために設定。 

AP2 シラカンバ－ミズナラ群落等の落葉広葉樹林に生息する鳥類相を把握するために設定。 

 

表 5.2-6 希少猛禽類調査地点の設定根拠 

調査地点 選定の根拠 

BP1 対象事業実施区域及びその周辺を広く見渡せる箇所に設定。 

BP2 対象事業実施区域周辺の斜面等での猛禽類の行動を確認できる箇所に設定。 

 

表 5.2-7 渡り鳥調査地点の設定根拠 

調査地点 選定の根拠 

WP1 対象事業実施区域及びその周辺の広く見渡せる箇所に設定。 

WP2 対象事業実施区域の周辺を広く見渡せる箇所に設定。 
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5.2.4 景観 

表 5.2-8(1) 調査、予測及び評価の手法(景観) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 
(1)主要な眺望点 
(2)景観資源の状況 
(3)主要な眺望景観の状況 

現況の眺望景観の状況を把握した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1)主要な眺望点 
【文献その他の資料調査】 

資料調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行っ
た。 

(2)景観資源の状況 
【文献その他の資料調査】 

資料調査による情報の収集並びに当該情報の整理を行った。 
(3)主要な眺望景観の状況 
【現地調査】 

写真撮影により、視覚的に把握した。 

調査すべき情報を的確に把握できる手法と

した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とし、周囲 8kmの範囲内（最大垂直
見込角 1度以上）（「景観対策ガイドライン（案）」より）とした。 

調査地域は「景観対策ガイドライン(案)」

(1981年、UHV 送電特別委員会環境部会立地

分科)において「景観的にほとんど気になら

ない」とされる垂直見込角 1度を上回る可

能性のある範囲を選定した。 

４ 調査地点 
(1)主要な眺望点 
【文献その他の資料調査】 

調査地域内に位置する主要な眺望点 9地点とした。 
(図 5.2-5 主要な眺望点調査地点) 

(2)景観資源の状況 
【文献その他の資料調査】 

調査地域内に位置する景観資源 8箇所とした。 
(図 5.2-6 景観資源の状況 調査地点)  

(3)主要な眺望景観の状況 
【現地調査】 

「(1)主要な眺望点」の眺望点のうち、風力発電機が視認できる可
能性のある垂直見込角 1 度以上の主要な眺望点(表 5.2-9 風力発
電機が視認できる可能性のある主要な眺望点の検討)9地点とした。
(図 5.2-7 主要な眺望景観の状況 調査地点) 

調査地域内において、風力発電機が視認で

きる可能性があり、景観に変化が生じると

想定される地点とした。 

５ 調査期間等 
(1)主要な眺望点 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料を用いた。 
(2)景観資源の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料を用いた。 
(3)主要な眺望景観の状況 
【現地調査】 

主要な眺望景観及び身近な景観に係る情報を適切かつ効果的に把
握できる期間、時期及び時間帯とした。 

現況を的確に把握できる期間とした。 
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表 5.2-8(2)調査、予測及び評価の手法(景観) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

６ 予測の基本的な手法 
(1)主要な眺望点 

主要な眺望点の分布位置と対象事業実施区域を重ね合わせること
により、影響を予測した。 

(2)景観資源の状況 
景観資源の分布位置と対象事業実施区域を重ね合わせることによ
り、地形の改変及び施設の存在に伴う影響を予測した。 

(3)主要な眺望景観の状況 
主要な眺望景観の状況についてフォトモンタージュ法を用い、視覚
的な表現方法により、地形の改変及び施設の存在に伴う影響を予測
した。また、各眺望点からの垂直見込角についても算出した。 

一般的に広く用いられている手法とした。 

７ 予測地域 
「3 調査地域｣と同じ地域とした。 

景観に係る環境影響を受けるおそれがある

地域とした。 

８ 予測地点 
「4 調査地点｣と同じ地点とした。 

景観に係る環境影響を的確に予測できる地

点とした。 

９ 予測対象時期等 
風力発電機の運転が定常状態となる時期とした。 

景観に係る影響が最大となると考えられる

時期を設定した。 

10 評価の手法 
(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な眺望点、景観資源及び主要な眺望景観への環境影響が、実行
可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境保全につ
いての配慮が適正になされているかを検討した。また、各眺望点か
らの垂直見込角について、「景観対策ガイドライン(案) (1981年、
UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会)」に基づき、景観的には
ほとんど気にならない程度となっているかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 
「景観法」及び「北海道景観条例」に基づく「北海道景観計画」(平
成 20年 6月 20日(平成 29年 4月 1日一部変更)、北海道)との整合
性について検討した。 

回避又は低減に係る評価と「北海道景観計

画」による基準との整合性に係る評価手法

とした。 
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図 5.2-5 主要な眺望点

調査地点 
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図 5.2-6 景観資源の状況 

調査地点 
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表 5.2-9 風力発電機が視認できる可能性のある主要な眺望点の検討 

主要な眺望点 

最短距離 主な視方向 

予測結果 垂直見込角 

(対象事業実施区域から

の距離より算出) 

主な視対象 

戸田記念墓地公園 
2.0km 西 対象事業実施区域は南東に視認される。垂直見込角

3.9°となるため、比較的細部まで確認できるように

なり、視覚的影響が生じると予測する。 3.9° 日本海 

シーサイドみなくる 

パークゴルフ場 

4.4km 西 対象事業実施区域は南東に視認される。垂直見込角

1.8°となるため、シルエットになっている場合はよ

く見え、場合によっては視覚的影響が生じると予測す

る。 
1.8° 日本海 

望来浜中央海水浴場 

4.5km 西 対象事業実施区域は南東に視認される。垂直見込角

1.7°となるため、シルエットになっている場合はよ

く見え、場合によっては視覚的影響が生じると予測す

る。 
1.7° 日本海 

望来の坂 

4.2km 北～北西 
対象事業実施区域は南東東に視認される。垂直見込角

が 1.8°となるため、シルエットになっている場合は

よく見え、場合によっては視覚的影響が生じると予測

する。 
1.8° 

日本海、既設の風

力発電施設、暑寒

別の山々 

望来駐車場 

4.2km 北～北西 対象事業実施区域は南東東に視認される。垂直見込角

が 1.8°となるため、シルエットになっている場合は

よく見え、場合によっては視覚的影響が生じると予測

する。 
1.8° 

日本海、既設の風

力発電施設、暑寒

別の山々 

高岡中央 

6.5km 北東 対象事業実施区域は北北東に視認される。垂直見込角

が 1.2°となるため確認ができるが、景観的にはほと

んど気にならないと予測する。 1.2° 
阿蘇岩山、周辺の

畑 

当別ダム 

7.5km 北～東 
対象事業実施区域は南西西に視認される。垂直見込角

が 1.0°となるため確認ができるが、景観的にはほと

んど気にならないと予測する。 
1.0° 

当別ダム、当別ふ

くろう湖 

石狩平原スキー場 

4.6km 全周 垂直見込角が 1.7°となるため、シルエットになって

いる場合はよく見え、場合によっては視覚的影響が生

じると予測する。 
1.7° 

当別町街地、阿蘇

岩山 

近傍民家 

0.3km 全周 対象事業実施区域は南～東に視認される。垂直見込角

が 25.7°となるため、見上げるような仰角にあり、圧

迫感も強くなると予測する。 
25.7° － 
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図 5.2-7 主要な眺望景観の

状況 調査地点 
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5.2.5 電波障害 

表 5.2-10 調査、予測及び評価の手法(電波障害) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 
(1)重要無線の状況 
(2)テレビジョン電波(デジタル)の受信状況 
(3)その他の電波送受信施設の状況 

 

２ 調査の基本的な手法 
(1)重要無線の状況 
【文献その他の資料調査】 

当該地域の総合通信局等からの情報の収集並びに当該情報を整理
した。 

(2)テレビジョン電波(デジタル)の受信状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料によるテレビジョン電波を受信している家

屋あるいは事業所の位置、受信可能な放送局とその受信状況等の情

報収集並びに当該情報の整理を行った。 
【現地調査】 

電波受信状況測定車を用い、チャンネルごとにテレビジョン画像を

受信し、電界強度測定によるテレビ電波受信調査(UHFデジタル)を

実施した。 
(3)その他の電波送受信施設の状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による国土交通省、NTT、防衛庁、防災無線

等、個別に調整を進めるべき電波送受信施設の設置状況の情報収集

並びに当該情報の整理を行った。 

「小規模風力発電事業のための環境アセス

メントガイドブック(JWPA環境アセスメン

トガイド)」(平成 27年 3月、一般社団法人

日本風力発電協会)に記載されている手法

を参考にした。 

３ 調査地域 
電波の伝搬の特性を踏まえ、電波障害を受けるおそれがある地域と
した。 

電波障害に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

４ 調査地点 
【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 
【現地調査】 

電波の伝搬の特性を踏まえ、「3 調査地域」における電波障害の程
度を予測し、評価するために適切かつ効果的な地点とした。 
(図 5.2-8 電波障害調査地点) 

電波障害に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

５ 調査期間等 
【現地調査】 

電波の伝搬の特性を踏まえ、「3 調査地域」における電波障害の程
度を予測し、評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間
帯とした。 

現況を的確に把握できる期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
事例の引用または理論計算による予測を行った。 

電波障害に係る環境影響を的確に予測でき

る手法とした。 

７ 予測地域 
「3 調査地域｣と同じ地域とした。 

電波障害に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

８ 予測地点 
「4 調査地点｣と同じ地点とした。 

電波障害に係る環境影響を的確に予測でき

る地点とした。 

９ 予測対象時期等 
風力発電機の運転が定常状態となる時期とした。 

電波障害に係る環境影響を的確に予測でき

る時期とした。 

10 評価の手法 
(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

対象事業の実施に係る電波障害に関する影響が、実行可能な範囲内
で回避又は低減されており、必要に応じてその他の方法により環境
の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価した。 

回避又は低減に係る評価による手法とし

た。 
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図 5.2-8 電波障害調査地点 

電波到来方向(札幌局・デジタル) 

(対象事業実施区域付近の民家周辺路上) 

 

※図中の数字は調査地点番号を示す。 

 
5-21 

(169) 



5.2.6 シャドーフリッカー 

表 5.2-11 調査、予測及び評価の手法(シャドーフリッカー) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 

(1)土地利用の状況 

(2)地形の状況 

影に影響を及ぼす状況を把握した。 

２ 調査の基本的な手法 

【文献その他の資料調査】 

文献その他の資料により情報を収集し、整理を行った。 

【現地調査】 

現地を踏査し、土地利用や地形、住居の配置や施設等の確認を行っ

た。 

調査すべき情報を的確に把握できる手法と

した。 

３ 調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

風車の影に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

４ 調査地点 

対象事業実施区域近傍にある周辺集落・公共施設・居住宅等とした。 

(図 5.2-9 シャドーフリッカー調査地点) 

風車の影に係る環境影響を受けるおそれが

ある地点とした。 

５ 調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

現地踏査は年 1回の調査とし、土地利用の状況及び地形の状況が適

切に把握できる時期に実施した。 

現況を的確に把握できる期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 

風車の影による年間の等時間日影図（年間における影響時間、1日

における最大影響時間）を作成し、居住宅等への影響を予測した。 

風車の影に係る影響を的確に予測できる手

法とした。 

７ 予測地域  

「3 調査地域｣と同じ地域とした。 

風車の影に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域とした。 

８ 予測地点 

「4 調査地点｣と同じ地点とした。 

風車の影に係る環境影響を的確に予測でき

る地点とした。 

９ 予測対象時期等 

季節によって影の伸びる方角やその範囲が異なることから、特定の

日時に関わらず、年間を通して最大の影響が予測される時期を含む

期間とした。具体的には、調査地点ごとに最も影響を受ける可能性

のある日時と時刻を予測した。 

年間を通して風車の影に係る影響が最大と

なる日時を考慮するものとした。 

10 評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

本事業の実施が環境に与える影響について回避され、若しくは低減

されているか、又はその程度について評価した。 

回避又は低減に係る評価と参考基準※によ

る基準との整合性に係る評価手法とした。 

 

※参考基準：ドイツ“Hinweise zur 

Ermittlung und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windnergianlagen” 

(WEA-Shattenwurf-Hinweise) 
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図 5.2-9 シャドーフリッカー

調査地点 
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5.2.7 植物 

表 5.2-12(1) 調査、予測及び評価の手法(植物) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

１ 調査すべき情報 

 (1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

 (2)重要な種及び重要な群落の分布・生育の状況及び生育環境の状況 

現況の植物相及び植生の状況、並びに重要

な種及び重要な群落の分布・生育の状況及

び生育環境の状況の現状を把握した。 

２ 調査の基本的な手法 

 (1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

 【文献その他の資料調査】 

既存文献による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行っ

た。 

 【現地調査】 

以下の方法により、現地調査を行った。 

   a 植物相：目視観察により出現種を確認した。現地での同定が困

難な種については、標本を作製した。 

   b 植 生：現地調査前に最新の空中写真を基に、空中写真の色、

きめ、密度など区別できるまとまりを実体視により

判読し予察図を作成、現地においては植生や土地利

用の状況等の相観によって凡例区分した。 

 

 (2) 重要な種及び重要な群落の分布・生育の状況及び生育環境 

の状況 

 【文献その他の資料調査】 

既存文献による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行っ

た。 

 【現地調査】 

重要な種及び重要な群落として保全すべき理由・分布状況及び生育

環境を整理した。 

「改訂・発電所に係る環境影響評価の手引

き」及び「河川水辺の国勢調査基本調査マ

ニュアル」等に記載されている一般的な手

法とした。 

 

３ 調査地域 

地域の自然特性・文献の状況を考慮して対象事業実施区域及びその

周囲とした。 

植物に対する環境影響を受けるおそれがあ

る地域とした。 

４ 調査地点 

 【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 【現地調査】 

 a植物相：対象事業実施区域及びその周囲 100mの範囲内を基本とした。 

 b植 生：対象事業実施区域及びその周囲 250mの範囲内を基本とした。 

(図 5.2-10 植物調査範囲) 

植物相については、調査地域内の地形や植

生に応じて、生育環境を網羅するよう設定

した。 

植生については典型的な植生タイプを網羅

するよう設定した。 

５ 調査期間等 

 【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

 (1)植物相及び植生の状況 

   a植物相 

生育状況及び生育環境が把握できる１年間とし、冬季を除く 2

回（春季～初夏、秋季）とした。 

   b植 生 

     秋季の１回とした。 

(2)重要な種及び重要な群落の分布・生育の状況及び生育環境の状況 

「(1)植物相及び植生の状況」と同じ期間とした。 

「河川水辺の国勢調査基本調査マニュア

ル」に記載されている一般的な時期とした。 

６ 予測の基本的な手法 

重要な種及び重要な群落について、事業による分布・個体数及び生

育環境等の変化を文献その他資料による類似事例等の引用により

推定し、影響を予測した。 

影響の程度や種類に応じて環境影響の量的

又は質的な変化の程度を推定するため、こ

のような手法とした。 

７ 予測地域 

「3 調査地域｣と同じ地域とした。 

植物に係る環境影響を受けるおそれがある

地域とした。 

８ 予測対象時期等 

工事期間中における植物の生育環境への影響が最大となる時期、並

びに発電所の運転開始後の植物の生育環境が安定する時期とした。 

重要な種及び重要な群落に係る環境影響を

的確に予測できる時期とした。 
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表 5.2-12(2) 調査、予測及び評価の手法(植物) 

調査、予測及び評価の手法 備考 

９ 評価の手法 

(1)環境影響の回避・低減に係る評価 

重要な種及び重要な群落について、環境影響が実行可能な範囲内で

回避又は低減されているかを検討し、環境保全についての配慮が適

正になされているかを検討した。 

調査及び予測の結果に対し、回避又は低減

に係る評価を行った。 
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図 5.2-10 植物調査範囲 
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5.3 専門家等へのヒアリング 

既存資料調査結果、調査方法の妥当性の確認のため、鳥類の専門家へのヒアリングを実施した。

ヒアリングによる意見の内容を表 5.3-1に示す。 

 

 

表 5.3-1 専門家等への意見聴取の内容 

専門家等の 

所属 

(専門分野) 

意見の内容 

団体職員 
(鳥類) 

・対象事業実施区域は、狭い限定された範囲で、調査が出来るルートは限定されている。 

・他地域との比較または事後調査との比較を行う上では、鳥類調査の回数や時間は十分とはいえ

ない。ただし類似の事業案件における多くの環境影響評価調査と同程度の調査量だと思う。 

・データの質が異なるため、任意確認調査と定量調査（ラインセンサス、ポイントセンサス）の

結果は分けて整理すること。定量調査については、事後調査の結果と比較できるようにすべき

である。 

・ルートセンサスの場合は、ルートを 50mまたは 100mごとに分割したり、少なくとも 4分割にし

たりする等、空間的に詳細な情報を取得すると今後、解析等に活かせると思う。確認地点をポ

イントで記録しても良い。 

・調査方法については、事後調査を実施する場合に比較可能なデータを取得することが出来るよ

う、できるだけ詳細に記載する。 

・調査回数や調査時間など、調査努力量を明確に記す必要がある。第三者が同じ調査を実行でき

るような、具体的な調査方法と結果の説明をこころがけてほしい。 

・隣接して計画している風力発電事業との累積的な評価を行ってほしい。そのため、当該事業者

へ情報提供を依頼して欲しい。石狩市を通して情報提供を求める方法もあるのではないか。 

・アセス情報は、閲覧期間を限定せず常に公開し、またダウンロードもできるようにすべき。 

・他事業と比較して風力発電事業者は情報をクローズする傾向があり、保護団体への不信感につ

ながっている。 

・調査結果については、石狩市のゾーニング検討や北海道大学などの中立的な立場の研究者への

情報提供を考えてほしい。 

・業界団体の慣例にとらわれず、事業者間で情報共有するしくみを作る必要がある。 

・事後調査を計画し、実施を明記すべき。また事後調査は、バードストライクによる死体の確認

だけでなく鳥類相のモニタリングも必要であり、事前調査の時点から、風車建設後のモニタリ

ングや比較を前提とした調査設計にする必要がある。 

・また、事前調査の結果を情報提供して欲しい。中立の研究者が事後の環境調査を実施し、デー

タを比較できるようにお願いしたい。 
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