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会社概要①

与謝野町

会社名 前田建設工業株式会社

代表者 前田 操治

本社所在地 東京都千代田区富士見2丁目10－2

創業 1919年1月8日

設立 1946年11月6日

資本金 284億6334万円

従業員数 3,220名 / 6,929名 <連結>

売上高 3,660億 / 6,780億 <連結>

企業理念 「良い仕事をして顧客の信頼を得る」

１．会社概要
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※2021年3月末現在



会社概要②インフラ事業実績

再生可能エネルギー事業
空港

① 仙台国際空港 2016.7～

有料道路

② 愛知県有料道路 2016.10～

国際展示場

③ 愛知県国際展示場 2019.8～

体育館

④ 愛知県新体育館 2025（予定）

水道

⑤ 大阪市工業用水道 2022（予定）

・・・

コンセッション（公的インフラ運営）事業

②

①

④

⑤

⑧

⑦

⑪

⑩

⑥

➀

②③④

⑤

⑨

③

太陽光発電

① つくば 2 MW 稼働中

② 五葉山 18 MW 稼働中

③ 北茨城 6.5 MW 稼働中

④ 美祢 7 MW 稼働中

⑤ 甲斐東平 18 MW 稼働中

風力発電

⑥ 吹越台地 20 MW 稼働中

⑦ 八峰 20 MW 稼働中

⑧ 下関洋上 60 MW 開発中

⑨ 横浜町洋上 88 MW 開発中

地熱発電

⑩ 八雲熊石 2 MW 中止

バイオマス発電

⑪ 大洲 50 MW 開発中

・・・

１．会社概要
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事業名称及び目的

与謝野町

◆事業名称：（仮称）丹後半島第一風力発電事業
（仮称）丹後半島第二風力発電事業

◆第一種事業により設置される発電所の原動力の種類
風力（陸上）

◆第一種事業により設置される発電所の出力
・最大発電所出力 ：（第一）最大51,600kW

（第二）最大64,500KW
・風力発電機の単機出力 ：（第一） 3,200～4,300kW級

(第二） 3,200～4,300kW級
・風力発電機の基数 ：（第一）最大12基程度

（第二）最大15基程度
※風力発電所出力は現段階の想定規模であり、風力発電機の単機出力及び設置基数に応じて変動する可能性がある。
※最大出力が風力発電所出力を上回る場合は、これを下回るよう出力制限 等により対応することを検討する。

◆事業実施想定区域の位置：（第一）宮津市、伊根町、京丹後市
（第二）京丹後市

２．計画概要
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事業実施想定区域の位置

与謝野町

事業実施想定区域

風力発電機の設置予定範囲

凡例

（仮称）丹後半島第一風力発電事業

（仮称）丹後半島第二風力発電事業

２．計画概要
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事業実施想定区域の位置（航空写真）
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２．計画概要

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業

与謝野町
事業実施想定区域

風力発電機の設置予定範囲

凡例 第一面積 第二面積

約602ha

約83ha

約570ha

約104ha



事業実施想定区域の選定経緯
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２．計画概要

（2）風況条件による絞り込み
局所風況マップなどから、風況条件を確認

（5）環境保全上留意が必要な場所への配慮
環境保全上留意が必要な施設（学校、住宅等）の状況を確認

（4）法令等の制約を受ける場所の確認
法令等の制約を受ける場所（国定公園、保安林、砂防指定地
、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域）の状況を確認

（1）検討対象エリアの設定
本計画段階において対象となる検討範囲を設定

（3）社会インフラ整備状況の確認
既存道路等の状況を確認

事業性配慮

環境配慮

規制・環境
配慮

事業性配慮



事業実施想定区域の選定経緯 〔事業性配慮］
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２．計画概要

「局所風況マップ」（NEDO HP）より作成

風況条件による絞り込み

局所風況マップなどから、風況条件が良いと思われる場所を確認しました。

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



事業実施想定区域の選定経緯 〔事業性配慮］
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２．計画概要

社会インフラ整備状況の確認：既存道路等の状況を確認

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



事業実施想定区域の選定経緯 ［規制環境配慮〕 ２．計画概要

法令等の規制を受ける場所の確認

第一の風力発電機の設置予定範囲は、

・ 急傾斜地崩壊危険区域

・ 地すべり防止区域

にかからないよう設定しております。

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業
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第二の風力発電機の設置予定範囲は、

・ 国定公園

・ 砂防指定地

にかからないよう設定しております。



事業実施想定区域の選定経緯 ２．計画概要

環境保全上留意が必要な場所の確認

騒音や超低周波音、風車の影に関する環境配慮を目的として、

学校、医療機関、福祉施設及び住宅等から500mの範囲は

対象事業実施区域から除外することとしました。

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業
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風力発電設備の概要

与謝野町
13

２．計画概要

風力発電機の概要（案）



工事計画の概要

与謝野町
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２．計画概要

主な工事内容
◼ 造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等

◼ 据付工事：風力発電機据付工事（輸送含む。）

◼ 電気・計装工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、建屋電気工事
・計装工事

風力発電所の建設に係る行程（案）
（年）

6月 7月

試運転機関

2028年

1月 2月 3月 4月 5月

電気・計装工事

7月 8月 9月7月 8月 9月 10月
項目

3月 4月 5月 6月

造成・基礎工事等

風力発電機輸送据付工事

11月 12月6月

2026年 2027年

10月 11月 12月1月 2月



輸送計画

与謝野町
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２．計画概要

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業

舞鶴港 舞鶴港

凡例

※上記は現時点での輸送路ルート案になりますので、
今後詳細調査 を実施し、検討を行う予定です。

事業実施想定区域

風力発電機の設置予定範囲

輸送路ルート



事業実施想定区域周囲における他事業について
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２．計画概要



関係法令等による規制状況のまとめ ３．計画段階関係地域及びその概況

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業
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計画段階配慮事項の選定
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

右図の通り第一及び第二事業ともに同一
の配慮事項を選定しました。

※工事の実施に伴う環境要素は工事計
画の熟度が高まった方法書段階において
選定します。



騒音・風車の影：調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



騒音及び超低周波音：評価の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電事業 環境要素 評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後第一 騒音及び
超低周波音

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に
必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約
0.5km、住宅等以外は約3.7kmである。また、
風力発電機の設置予定範囲から2.0kmの範
囲における配慮が特に必要な施設等は合計
124戸、このうち住宅等が124戸、住宅等以外
が0戸である。
上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手
続き及び詳細設計において、右に示す事項に留
意することにより、重大な影響を回避又は低減
できる可能性が高いと評価する。

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留
意して、風力発電機の配置及び機種を検討
する。
・「風力発電施設から発生する騒音等測定
マニュアル」（環境省、平成29年）等を参
考に現地調査を実施する。現地調査結果を
基に、超低周波音を含めた音環境を把握し、
風力発電機の選定状況に応じたパワーレベ
ルを設定したうえで予測計算を行う。そのうえ
で、騒音及び超低周波音の影響の程度を把
握し、必要に応じて風力発電機の配置及び
機種を検討する。予測計算に際しては、地
形による回折効果、空気吸収による減衰及
び地表面の影響による減衰を考慮する。

丹後第二 風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に
必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約
0.5km、住宅等以外は約2.1kmである。また、
風力発電機の設置予定範囲から2.0kmの範
囲における配慮が特に必要な施設等は合計
237戸、このうち住宅等が237戸、住宅等以外
が0戸である。
上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手
続き及び詳細設計において、右に示す事項に留
意することにより、重大な影響を回避又は低減
できる可能性が高いと評価する。



風車の影：評価の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電事業 環境要素 評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後第一 風車の影 風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に
必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約
0.5km、住宅等以外は約3.7kmである。また、
風力発電機の設置予定範囲から2.0kmの範
囲における配慮が特に必要な施設等は合計
124戸、このうち住宅等が124戸、住宅等以
外が0戸である。
上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手
続き及び詳細設計において、右に示す事項に
留意することにより、重大な影響を回避又は低
減できる可能性が高いと評価する。

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意
して、風力発電機の配置及び機種を検討する。
・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュ
レーションにより把握し、必要に応じて風力発電
機の再配置等の環境保全措置を実施する。

丹後第二 風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に
必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約
0.5km、住宅等以外は約2.1kmである。また、
風力発電機の設置予定範囲から2.0kmの範
囲における配慮が特に必要な施設等は合計
237戸、このうち住宅等が237戸、住宅等以
外が0戸である。
上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手
続き及び詳細設計において、右に示す事項に
留意することにより、重大な影響を回避又は低
減できる可能性が高いと評価する。



地形及び地質：調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



地形及び地質：評価の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電事業 環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項

丹後第一 地形及び
地質

典型地形の海食崖「丹後半島海岸線」は事業
実施想定区域に位置しているが、今後の環境
影響評価手続き及び詳細設計において、右に
示す事項に留意することにより、重大な影響を
回避又は低減できる可能性が高いと評価する。

海食崖 「丹後半島海岸線」での改変面積を最
小に抑えるために、工事計画を検討する。

丹後第二



植物（現存植生図） ：第一事業の調査、予測の結果
４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果
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（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第一風力発電事業



植物（現存植生図） ：第一事業の調査、予測の結果

25

４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業



植物（現存植生図） ：第二事業の調査、予測の結果
４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果
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（仮称）丹後半島第二風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



植物（重要な種） ：評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

植物 ①重要な種
河川等の水面及び水域環境を主な生育環境とする重
要な種については、事業実施想定区域に主な生息環境
が存在するが、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲
の概況 3.1自然的状況 3.1.2水環境の状況 図3.1-9 
主要な河川及び海域の状況」で示した河川等の水面及
び水域環境は、直接改変を行わない計画であることから、
直接改変による重大な影響はないと評価する。ただし、直
接改変を行わない計画であっても、今後検討する工事実
施箇所や生育場所によっては、濁水の流入等、間接的、
一時的な影響が生じる可能性が考えられる。
樹林、草地、湿地及び露岩地等を主な生育環境とする
重要な種については、その一部が改変される可能性がある
ことから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があ
る。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細
設計において、右に示す事項に留意することにより、重大
な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地
調査の他、必要に応じて専門家へのヒアリング
等により把握する。また、重要な種及び重要な
群落への影響の程度を適切に予測し、必要に
応じて「地形を考慮した造成計画により改変
面積の低減を図る」等の環境保全措置を検
討する。
・土地の改変による濁水等の流入が生じないよ
うな計画や工法について検討し、生育環境へ
の影響の低減を図る。

丹後
第二



植物（重要な群落） ：評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

植物 ②重要な群落
位置情報が公表されていない京都府内の保護上重要な植物群落の
与謝野郡伊根町の「ブナ群落」、「ミズナラ群落」、京丹後市の「ケヤキ
群落」及び植物群落レッドデータブックに掲載されている、「ブナ群落」、
「ミズナラ群落」については、事業実施想定区域に存在する可能性があ
り、一部が改変されることにより、生育環境の変化に伴う
影響が生じる可能性がある。
また、その他の群落について、環境省植生図における植生自然度10
及び植生自然度9に該当する自然植生は事業実施想定区域に存在
することから、施設の配置など事業の計画によっては、一部が改変される
ことにより、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、
右に示す事項に留意することにより、 重大な影響を回避又は低減でき
る可能性が高いと評価する。

・植生自然度10及び植生自然
度9に該当する自然植生の分布
範囲を現地調査等により把握し、
自然植生への影響の程度を適
切に予測し、必要に応じて「地
形を考慮した造成計画により改
変面積の低減を図る」等の環境
保全措置を実施する。

丹後
第二

②重要な群落
位置情報が公表されていない京都府内の保護上重要な植物群落の
京丹後市の「ケヤキ群落」については、事業実施想定区域に存在する
可能性があり、一部が改変されることにより、生育環境の変化に伴う影
響が生じる可能性がある。
また、その他の群落について、環境省植生図における植生自然度 10 
及び植生自然度 9 に該当する自然植生は事業実施想定区域に存
在することから、施設の配置など事業の計画によっては、一部が改変され
ることにより、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、
右に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる
可能性が高いと評価する。

・「ケヤキ群落」及び植生自然度
10及び植生自然度9に該当す
る自然植生の分布範囲を現地
調査等により把握し、自然植生
への影響の程度を適切に予測し、
必要に応じて「地形を考慮した
造成計画により改変面積の低
減を図る」等の環境保全措置を
実施する。



動物：第一事業の調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

分
類 文献その他の資料名 主な確認種 重要

種数
哺
乳
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第2回（1978～1980）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）
「京丹後市史本文編『図説京丹後市の自然環境』」（京丹後
市、平成27年）等

ジネズミ、カワネズミ、コモグラ、コウベモグラ、ニホンザル、ノウサギ、
二ホンリス、シマリス、ホンドモモンガ、ヤマネ、ヤチネズミ、アカネズミ、
カヤネズミ、ハツカネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、テン、イタチ、
ニホンアナグマ、ハクビシン、ノネコ、イノシシ、ニホンジカ等（31
種）

8種

鳥
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第2回（1978～1980）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「環境アセスメントデータベース センシティビティマップ」（環境省
HP）「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

キジ、ヒドリガモ、オオミズナギドリ、コウノトリ、カワウ、アオサギ、アマ
ツバメ、タシギ、トビ、アオバズク、カワセミ、コゲラ、モズ、カケス、ヤ
マガラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、オオヨシキリ、セッカ、ミソサザイ、カ
ワガラス、コマドリ、キセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ等（186種）

89種

爬
虫
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

ニホンイシガメ、クサガメ、ニホンスッポン、ニホンカナヘビ、タカチホヘ
ビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、シロマダラ、ヒバカリ、ヤマカガ
シ、ニホンマムシ等（15種）

11種

両
生
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）
「伊根町誌 上巻」（伊根町、昭和59年）等

アベサンショウウオ、ヒダサンショウウオ、オオサンショウウオ、アカハライ
モリ、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ニホンアカガエ
ル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、モリアオガエル、カジカガエル等
（17種）

13種

昆
虫
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第2回（1978～1980）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）
「伊根町誌 上巻」（伊根町、昭和59年）等

クロタニガワカゲロウ、ホソミオツネントンボ、ムカシトンボ、オオカマキ
リ、コブハサミムシ、オオヤマカワゲラ、スズムシ、ショウリョウバッタ、ト
ゲナナフシ、アメンボ、ヨツボシクサカゲロウ、アカシジミ、ベッコウバエ、
ヒメゲンゴロウ、コガネムシ、アカアシノミゾウムシ等（1,424種）

88種

淡
水
魚
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

スナヤツメ類、ニホンウナギ、オイカワ、カワムツ、アブラハヤ、タカハヤ、
ウグイ、ムギツク、タモロコ、カマツカ、ドジョウ、カラドジョウ、ニシシマ
ドジョウ、タンゴスジシマドジョウ、ギギ、ナマズ、アカザ、アユ、サケ、
サクラマス（ヤマメ）、カジカ、ミミズハゼ、カワヨシノボリ等（43
種）

16種

底
生
動
物

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

ナミウズムシ、イシマキガイ、カワニナ、モノアラガイ、サカマキガイ、エ
ラミミズ、ナミイシビル、ミジンコ属、サワガニ、トウヨウモンカゲロウ、ハ
グロトンボ、ヘビトンボ、ウルマーシマトビケラ、ヒラタドロムシ等
（116種）

12種

（仮称）丹後半島第一風力発電事業



動物：第二事業の調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

分
類 文献その他の資料名 主な確認種 重要

種数
哺
乳
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第2回（1978～1980）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）
「京丹後市史本文編『図説京丹後市の自然環境』」（京丹後
市、平成27年）等

ジネズミ、カワネズミ、コモグラ、コウベモグラ、ニホンザル、ノウサギ、
二ホンリス、シマリス、ホンドモモンガ、ヤマネ、ヤチネズミ、アカネズミ、
カヤネズミ、ハツカネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、テン、イタチ、
ニホンアナグマ、ハクビシン、ノネコ、イノシシ、ニホンジカ等（31
種）

8種

鳥
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第2回（1978～1980）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「環境アセスメントデータベース センシティビティマップ」（環境省
HP）「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

キジ、ヒドリガモ、オオミズナギドリ、コウノトリ、カワウ、アオサギ、アマ
ツバメ、タシギ、トビ、アオバズク、カワセミ、コゲラ、モズ、カケス、ヤ
マガラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、オオヨシキリ、セッカ、ミソサザイ、カ
ワガラス、コマドリ、キセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ等（184種）

89種

爬
虫
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

ニホンイシガメ、クサガメ、ニホンスッポン、ニホンカナヘビ、タカチホヘ
ビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、シロマダラ、ヒバカリ、ヤマカガ
シ、ニホンマムシ等（15種）

11種

両
生
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）
「京丹後市史本文編『図説京丹後市の自然環境』」（京丹後
市、平成27年）等

アベサンショウウオ、ヒダサンショウウオ、オオサンショウウオ、アカハライ
モリ、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ニホンアカガエ
ル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、モリアオガエル、カジカガエル等
（17種）

13種

昆
虫
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第2回（1978～1980）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）
「京丹後市史本文編『図説京丹後市の自然環境』」（京丹後
市、平成27年）等

クロタニガワカゲロウ、ホソミオツネントンボ、ムカシトンボ、オオカマキ
リ、コブハサミムシ、オオヤマカワゲラ、スズムシ、ショウリョウバッタ、ト
ゲナナフシ、アメンボ、ヨツボシクサカゲロウ、アカシジミ、ベッコウバエ、
ヒメゲンゴロウ、コガネムシ、アカアシノミゾウムシ等（1,419種）

78種

淡
水
魚
類

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

スナヤツメ類、ニホンウナギ、オイカワ、カワムツ、アブラハヤ、タカハヤ、
ウグイ、ムギツク、タモロコ、ニシシマドジョウ、ギギ、ナマズ、アカザ、
アユ、サケ、サクラマス（ヤマメ）、カジカ、カワヨシノボリ等（43
種）

16種

底
生
動
物

「自然環境調査Web-GIS 動物 第4回（1988～1993）」
（環境省自然環境局生物多様性センターHP）
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP）等

ナミウズムシ、イシマキガイ、カワニナ、モノアラガイ、サカマキガイ、エ
ラミミズ、ナミイシビル、ミジンコ属、サワガニ、トウヨウモンカゲロウ、ハ
グロトンボ、ヘビトンボ、ウルマーシマトビケラ、ヒラタドロムシ等
（116種）

12種

（仮称）丹後半島第二風力発電事業



動物（重要な種）：評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

動物 ①重要な種
河川等の水面及び水域環境を主な生息環境とする重
要な種については、事業実施想定区域に主な生息環境
が存在するが、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲
の概況 3.1自然的状況 3.1.2水環境の状況 図3.1-9 
主要な河川及び海域の状況」で示した河川等の水面及
び水域環境は、直接改変を行わない計画であることから、
直接改変による重大な影響はないと評価する。ただし、直
接改変を行わない計画であっても、今後検討する工事実
施箇所や生息場所によっては、濁水の流入等、間接的、
一時的な影響が生じる可能性が考えられる。
樹林、草地、湿地を主な生息環境とする重要な種にお
いては、その一部が直接改変される可能性があることから、
生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。
さらに、コウモリ類については、文献その他の資料調査にお
いて確認されていないものの、数十kmの移動をする可能
性が考えられる。そのため、事業実施想定区域上空を利
用する可能性があるコウモリ類や鳥類については、施設の
稼働に伴うバットストライク及びバードストライクが生じる可
能性がある。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細
設計において、右に示す事項に留意することにより、重大
な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する

・動物の生息状況を現地調査等により把握す
る。また、重要な種及び注目すべき生息地へ
の影響の程度を適切に予測し、必要に応じて
「地形を考慮した造成計画により改変面積の
低減を図る」等の環境保全措置を実施する。
・クマタカ、オオタカ、サシバ等の希少猛禽類につ
いては、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」
（環境省、平成24年）及び「サシバの保護
の進め方」（環境省、平成25年）等に準拠
して生息状況を調査し、影響予測を行う。
・ガン・カモ・ハクチョウ類等の渡り鳥の移動ルート
にも留意し、移動状況を把握できるよう調査を
実施し、予測を行う。
・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコ
ウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した
調査を実施し、予測を行う。
・渡り鳥・猛禽類等の鳥類及びコウモリ類が事
業実施想定区域上空を利用すること等を加
味した影響を予測するには、風力発電機の設
置位置等の情報が必要となるため、事業計画
の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、
適切に調査及び予測・評価を実施する。

丹後
第二



動物（注目すべき生息地）：第一事業の評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

動物 ②注目すべき生息地
注目すべき生息地については、文献その他の資料におい
て猛禽類の生息地が確認された。樹林環境は、一部が直
接改変される可能性があることから、生息環境の変化に
伴う影響が生じる可能性がある。また、事業実施想定区
域の周囲において分布が確認された生息地のうち、京丹
後市指定天然記念物の「宇川流域天然鮎生息地」及び
KBAの「丹後半島」の一部が事業実施想定区域に分布
している。このうち、京丹後市指定天然記念物の「宇川流
域天然鮎生息地」については、直接改変を行わない計画
であることから、直接改変による重大な影響はないと評価
する。ただし、直接改変を行わない計画であっても、今後
検討する工事実施箇所によっては、濁水の流入等、間接
的、一時的な影響が生じる可能性が考えられる。また、
KBAの「丹後半島」については、事業実施想定区域は選
定区域に内包されており、その一部が消失すると考えられ
る。
その他の注目すべき生息地は直接改変しないものの、改
変箇所と当該生息地が近接する場合には、影響が生じる
可能性が考えられる。また、その場合には、当該地に生息
する動物の重要な種へも影響が及ぶ可能性が考えられる。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細
設計において、右に示す事項に留意することにより、重大
な影響の回避又は低減できる可能性が高いと評価する。

・京丹後市指定天然記念物の「宇川流域天
然鮎生息地」及びKBAの「丹後半島」の分布
範囲及び生息する動物の状況を現地調査に
より把握する。また、事業実施による影響の程
度を適切に予測し、必要に応じて「地形を考
慮した造成計画により改変面積の低減を図
る」等の環境保全措置を実施する。



動物（注目すべき生息地）：第二事業の評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第二

動物 ②注目すべき生息地
注目すべき生息地については、文献その他の資料におい
て猛禽類の生息地が確認された。樹林環境は、一部が直
接改変される可能性があることから、生息環境の変化に
伴う影響が生じる可能性がある。また、事業実施想定区
域の周囲において分布が確認された生息地のうち、鳥獣
保護区の「弥栄町スイス村鳥獣保護区」及びKBAの「丹
後半島」の一部が事業実施想定区域に分布しており、そ
の一部が消失する可能性がある。
その他の注目すべき生息地は直接改変しないものの、改
変箇所と当該生息地が近接する場合には、影響が生じる
可能性が考えられる。また、その場合には、当該地に生息
する動物の重要な種へも影響が及ぶ可能性が考えられる。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細
設計において、右に示す事項に留意することにより、重大
な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。

・鳥獣保護区の「弥栄町スイス村鳥獣保護区」
及びKBAの「丹後半島」の分布範囲及び生
息する動物の状況を現地調査により把握する。
また、事業実施による影響の程度を適切に予
測し、必要に応じて「地形を考慮した造成計
画により改変面積の低減を図る」等の環境保
全措置を実施する。



生態系：調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



生態系：調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



生態系：調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



生態系：評価結果

37

４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

生態
系

特定植物群落、天然記念物（生息地、 植物）、生物多様性の観
点から重要度の高い湿地、生物多様性保全上重要な里地里山 につ
いては、事業実施想定区域外であるため、直接改変を行わないことから、
重大な影響がないものと評価する。
一方、事業実施想定区域に含まれる自然植生、自然公園、鳥獣保
護区、保安林、巨樹・巨木林、生物多様性の保全の鍵になる重要な
地域（KBA の一部は、事業実施想定区域に含まれ 、施設の配置な
どの事業計画の内容によっては、一部が直接改変されることにより、生
育・生息環境の面積が減少することによる影響が生じる可能性がある。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、
右に示す事項に留意することにより、 重大な影響を回避又は低減でき
る可能性が高いと評価する。

・自然植生の分布範囲を現地調
査等により把握し、重要な自然
環境のまとまりの場への影響の程
度を適切に予測し、必要に応じ
て「地形を考慮した造成計画に
より改変面積の低減を図る」等
の環境保全措置を実施する。
・生態系の現況を現地調査等に
より把握し、また、重要な種及び
注目すべき生息・生育の場への
影響の程度を適切に予測し、必
要に応じて「地形を考慮した造
成計画により改変面積の低減を
図る」等の環境保全措置を実施
する。
・事業実施想定区域には主に樹
林が分布していることから、現地
の状況を踏まえて自然林及び特
定植物群落といった自然環境の
まとまりの場を多く残存させるよう
検討する。

丹後
第二

自然公園、特定植物群落、鳥獣保護区、天然記念物（植物）、
巨樹・巨木林、生物多様性の観点から重要度の高い湿地、生物多様
性保全上重要な里地里山については、事業実施想定区域外であるた
め、直接改変を行わないことから、重大な影響がないものと評価する。
一方、事業実施想定区域に含まれる自然植生、保安林、天然記念
物（生息地）、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）
の一部は、事業実施想定区域に 含まれ 、施設の配置などの事業計
画の内容によっては、一部が直接改変されることにより、生育・生息環境
の面積が減少することによる影響が生じる可能性がある。なお、天然記
念物（生息地）については、 直接改変を行わない計画 である。
上記を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、
右に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる
可能性が高いと評価する。



景観：調査、予測の結果
４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業
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景観：調査、予測の結果

39

４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



景観：第一事業の評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

景観 ①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無
主要な眺望点及び景観資源は、いずれも事業実
施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じないこ
とから、重大な影響はないと評価する。

②主要な眺望景観の変化の程度
主要な眺望景観の変化に影響する可能性はある
が、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計にお
いて、右に示す事項に留意することにより重大な影響
を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望
点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置を検
討する。
・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予
想図を合成する方法（フォトモンタージュ法）によっ
て、主要な眺望景観への影響について予測し、必
要に応じて風力発電機の配置の再検討等の環境
保全措置を検討する。
・風力発電機の塗装色を自然になじみやすい色
（環境融和塗色）にすることを検討する。



景観：第二事業の評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第二

景観 ①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無
主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域に
含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な
影響はないと評価する。
景観資源のうち、「世屋高原」については、事業実施
想定区域と重複するため、一部に直接的な改変が
生じる可能性があるが、今後の環境影響評価手続
き及び詳細設定において、右に示す事項に留意する
ことにより重大な影響を回避又は低減できる可能性
が高いと評価する。

②主要な眺望景観の変化の程度
主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性に
ついて、可視領域計算からは、「⑤傘松公園」及び
「⑥天橋立」以外の主要な眺望点から風力発電機
が視認される可能性があり、重大な影響が生じる可
能性がある。今後の環境影響評価における現地調
査結果等を踏まえた環境保全措置を実施することに
より、実行可能な範囲内で環境影響の回避又は低
減が可能であると評価する。
特に、景観資源である天橋立を眺望対象とする
「⑦天橋立ビューランド」について、可視領域計算から
は、風力発電機が視認される可能性があるが、今後
の環境影響評価における現地調査結果等を踏まえ、
景観への影響を回避した事業計画とする。

・樹木の伐採を限定し、改変面積を最小化すること
を検討する。

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望
点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置及び
高さを検討する。
・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予
想図を合成する方法（フォトモンタージュ法）によっ
て、主要な眺望景観への影響について予測し、必
要に応じて風力発電機の配置の再検討等の環境
保全措置を検討する。
・風力発電機の塗装色を自然になじみやすい色
（環境融和塗色）にすることを検討する。



人と自然の触れ合いの活動の場：調査、予測の結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

（仮称）丹後半島第一風力発電事業 （仮称）丹後半島第二風力発電事業



人と自然の触れ合いの活動の場：評価結果
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４．計画段階配慮事項に関する調査、
予測及び評価の結果

発電
事業

環境
要素

評価結果
方法書以降の手続き等に
おいて留意する事項

丹後
第一

人と
自然
の触
れ合
いの
活動
の場

「近畿自然歩道」以外の地点については、いずれも
事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生
じないことから重大な影響はないと評価する。
「近畿自然歩道」については、一部に直接的な改
変が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価
手続き及び詳細設計において右に示す事項に留意
することにより、重大な影響を回避又は低減できる可
能性が高いと評価する。

・「近畿自然歩道」をはじめ、事業実施想定区域及
びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動
の場について、利用環境及び利用状況等の現況
調査を実施し、今後の事業計画を検討する際はそ
れらの結果を踏まえるとともに、適切な環境保全措
置を検討する。

丹後
第二

「力石石碑」以外の地点については、いずれも事業
実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じな
いことから重大な影響はないと評価する。
「力石石碑」については、事業実施想定区域と重
複するが、事業実施想定区域を可能な限り絞り込
み、かつ「力石石碑」は改変しない計画としたことから
重大な影響はないと評価する。
なお、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計
において右に示す事項に留意することにより、さらに影
響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。

・「力石石碑」をはじめ、事業実施想定区域及びその
周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場に
ついて、利用環境及び利用状況等の現況調査を
実施し、今後の事業計画を検討する際はそれらの
結果を踏まえるとともに、適切な環境保全措置を検
討する。



連 絡 先

経営革新本部 再生可能エネルギー部

齊藤 駿介

当資料に関するお問合せ等は、下記までお願いいたします。

東京都千代田区富士見2-10-2

tel：03-5276-5485
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