
あつたふるさとの森　森づくりの方針（原案）に
寄せられた意見と検討結果について

　　【パブリックコメント実施期間】　　平成２６年３月６日（木）から平成２６年４月５日（土）まで
　　【担　当】　　　　　建設水道部建設指導課魚つきの森プロジェクト担当
　　【意見提出者数】　　　８人
　　【意見件数】　　　　２２件
　　【意見の対応】　　　　反　映： 意見に基づき今後の施策展開に反映するもの０件
　　　　　　　　　　　　一部反映： 意見の一部を今後の施策展開に反映するもの５件
　　　　　　　　　　　　　不採用： 意見を施策展開に反映しないもの１５件
　　　　　　　　　　　　　参　考： 今後の施策展開の参考とするもの１件
　　　　　　　　　　　　　その他： ご質問・ご意見として伺うもの１件
　　【意見の検討経過】　４月　７日～　５月１６日：当課及び関係部局において意見の検討及び検討結果（案）の作成
　　　　　 　　　　　　　　　　　 　  ５月２０日：関係部局に合議のうえ、市長決裁にて最終決定



テーマ 意見・提案等
意見の
対応

意見・提案等に対する市の考え方 関係課

・当該方針の検討と策定の経緯について十分検討されたものと感じる。
・事業主体は石狩市と推測されるが、当該計画の事業主体を明確にする必要がある。
・事業主体と市民との間であつたふるさとの森作りの協定を結び、積極的に市民の当該計
画への参加を促す必要がある。
・市民ワークショップの記述において、ワークショップ構想図からは市民の意見や考えを読
み取ることができず、地域住民・団体・森林ボランティアと市の協働事業との実感が伝わっ
ていない。 一部反映

・今回の森づくりの方針では、市をはじめ、様々な主体の参画を得て、
様々な手法により森づくりを進めることを想定していますが、あくまでも
全体の取りまとめ、コーディネートは、市が行うこととなります。
・森づくりにおいて、「市民参加」は重要な要素と考えますことから、今後
の具体的な取組みの中で、手法を検討します。
・本方針の取りまとめに際しましては、H21当時のワークショップに参加
された方々を含む、厚田区内の団体や森林ボランティア等に参加いただ
いた「取組方針検討会」において、ワークショップ構想図で提案された内
容や思いを基本とし、実現性の高いものを報告書として再提案いただ
き、今回の方針を取りまとめています。文中では、協働の具体的な記述
はありませんが、今後実施する個々の事業の実施の際には、協働の形
態等を適宜お示しできると考えておりますが、より協働のイメージが伝わ
るよう、「協働の取組みにより」の表現を追加します。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

・森づくりの方針の検討と策定経緯についての説明で、厚田村時代の「年」が入っておら
ず、経緯がわからない。
・市民ワークショップでの話し合いがどのように生かされどう引き継がれているかは書かれ
ていないため、思いが伝わってこない。 一部反映

・厚田村時代の経緯が分かるよう、該当年を追加記載します。
・本方針の取りまとめに際しましては、H21当時のワークショップに参加
された方々を含む、厚田区内の団体や森林ボランティア等に参加いただ
いた「取組方針検討会」において、ワークショップ構想図で提案された内
容や思いを基本とし、実現性の高いものを報告書として再提案いただ
き、今回の方針を取りまとめています。

〃

・基本的な森づくりとは何かが明確になっていない。
・森づくりには必要のない事業があるのでは。例えば、果樹栽培、市民ガーデンなど。
・現在、風車の説明会が継続中なのに、計画の中にあるのは不自然であり、おかしい。
・この案では、パブリックコメントを市民に求めた内容になっていない。もう一度出し直してほ
しい。

不採用

・全体コンセプトの中で、「あつたふるさとの森」について「どのような森を
目指すか」についての考え方を記載しています。
・本方針の取りまとめに際しましては、H21当時のワークショップに参加
された方々を含む、厚田区内の団体や森林ボランティア等に参加いただ
いた「取組方針検討会」において、ワークショップ構想図で提案された内
容や思いを基本とし、実現性の高いものを報告書として再提案いただ
き、今回の方針を取りまとめ、森林を主体とする公園において想定され
る機能等も盛り込んでいます。
・風車２基の設置の考え方は、「取組方針検討会」においても事業者か
ら説明され、それを踏まえて、方針を取りまとめています。

〃

・資料が足りない。

不採用

・本方針の取りまとめに際しましては、H21当時のワークショップに参加
された方々を含む、厚田区内の団体や森林ボランティア等に参加いただ
いた「取組方針検討会」において、ワークショップ構想図で提案された内
容や思いを基本とし、実現性の高いものを報告書として再提案いただ
き、今回の方針、いわゆる「今後の森づくりの個々の具体整備に向けて
の概ねの方向性を示す羅針盤的なもの」として取りまとめています。

〃

・市民ワークショップの議事録を提出してほしい。構想図１枚では、わからない。（取組方針
検討会の議事録要約版はあるが、ワークショップの時のがない。） 不採用

・市民ワークショップの議事録は、市のHPのほか、建設指導課の窓口に
おいて、ご覧になれます。 〃

【民間資金
などの導
入、様々な
財源を活
用】

・Ｐ1～5の方針等の説明記述において、上記（左記）の言葉が使われている。可能ならばそ
れは良いことなのでどんどん進めて、スピード感をもって、取り組んでほしいと思うところで
ある。多くの市民は賛意を示すと思う。しかし、この言葉の中身については、具体的な記述
がされておらず、ホームページでの参考資料の議事録を読まなければわからない。財源の
一部は厚田風力発電事業による売電収入の一部を還元してもらい、この事業の資金に当
てるということを意味している。アイボードで配布されている資料のみ読んだ市民には、財
源のソースがわからない提示の仕方になっているので、この資料の提示の仕方は大問題
であると思う。

参　考

・長期にわたる森づくりを安定的に進めるためには、財源の確保は必須
であり、あらゆる可能性を現在想定中ですが、民間資金などの導入な
ど、様々な財源の一つとして、厚田風力発電事業による売電収入の一
部を森づくりに活用できるかどうかの検討も想定事項の一つとしていま
す。 〃

【森づくりの
方針につい
て】



テーマ 意見・提案等
意見の
対応

意見・提案等に対する市の考え方 関係課

・全体コンセプトとゾーンの設定に書かれていることは、基本的には問題は感じられない。
地元住民に加え、石狩市民全体が参加し、海を育てる「魚つきの森づくり」を進めることは、
厚田周辺の漁場を豊かにすることになるので、大いに協力していきたいと思う。
・特に学びの場として、子ども達が参加・体験できるよう配慮していくことにも大賛成である。
小学校５年生は１泊２日の宿泊学習を体験する。行き先の確保に先生達は大変苦労してい
るという話を聞いている。当別の道民の森や小樽のおこばち山荘など、多くの道央圏の小
学校が殺到し予約を取るのが大変とのこと。旧石狩市域の小学校の宿泊学習に厚田地区
を活用できると良いと思う。体験活動の一環として、植樹、草刈りなどの幼木の世話等の森
づくり活動を行うことができる。また、厚田漁港の見学、有機農業の体験等のプログラムも
可能であると思う。時期によっては、ドングリ等の種を集め、自分達の学校で苗作りも可能
と思う。市内の全小中学校が様々な形で、取り組み多いに盛り上げていくことができると思
う。
・主に多くの市民が係る①センターゾーンと②魚つきの森２ゾーンが国道に近く、アプローチ
しやすいので良いと思う。

一部反映

・ご提案の趣旨の取組みは、今後の具体の取組みの中で検討していき
ます。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

・魚つき林・防風林・広葉樹林・低木林や桜並木・果樹・市民記念樹林及びピオトープ・市民
ガーデン・遊びの広場・駐車場の設置が計画され森林の多面的な機能を体験できる施設と
見受けられる。
・市民を森林が生活環境の一部と理解させるには、里山モデル（山菜取りやきのこ狩りを楽
しめる林地の設置）の導入を行い、欧米では常識となっている森林のワイズユース、つまり
森林を賢く使うための森林環境教育として行う必要がある。
・具体的には、森林インストラクターの養成を行い、森林を中心として１次産業の漁業・農業
とが自然循環によってつながることを教えることは、自然を大切にする環境教育につなが
り、森林の育成が生活に大切なことだと市民に伝えることができる。
・このパートでは、風力発電の計画が盛り込まれてなく、「あつたふるさとの森」の中では風
力発電の計画は中止されたと理解してよいのか、不明なために正確な計画の記述が求め
られる。

一部反映

・ご提案の趣旨の取組みは、今後の具体的な取組みの中で検討してい
きます。
・風車に関する具体的な記述は、本方針の中にはありませんが、森づく
り方針図において位置を表示しています。

〃

【ゾーン図と
あつたふる
さとの森構
想図につい
て】

・P６（森作りの方針図）とP11（構想図）は向きが違うからか、二図の間ではゾーン区分が異
なっており、正確なゾーンの提案がなされていない。

不採用

・構想図は市民ワークショップで検討されたものであり、これをもとに、
H21当時のワークショップに参加された方々を含む、厚田区内の団体や
森林ボランティア等に参加いただいた「取組方針検討会」において、ゾー
ンを再編して今回の森づくり方針図を作成しています。

〃

【全体コンセ
プト及び
ゾーンの設
定につい
て】



テーマ 意見・提案等
意見の
対応

意見・提案等に対する市の考え方 関係課

【全体に対
して】

・何のために森を作るのか？が、よくわからない。どういう森を作るのか？
・いろいろなゾーンの構想が示されているが、あちこちで行われている事の寄せ集めの様
に思われ、個性がないと思う。果樹、ビオトープなど、又、コースター・ジャム作りなどの体験
は、この場所にあわないと思う。（こちらは森でなくてもできる。）。子供さんが学習の一部と
して、植樹（植えるだけでなく、その後の管理も継続して体験できる場所）や、森で虫や鳥な
どと触れあう場所となればいいと思う。
・石狩市には森林ボランティアの方々が多くいます。その方々の力をかりると良いと思いま
す。
・木を植える事と、多くの鳥、コウモリが殺されている風車建設とは相反する事。
・本当に必要な施設（トイレ、休けい所）だけを作れば良いと思います。風車からのお金をあ
てにして事業をするなど、もっての他です。石狩市はきちんと厚田の森に責任をもち、予算
をもつべきです。

一部反映

・全体コンセプトの中で、「あつたふるさとの森」について「どのような森を
目指すか」についての考え方を記載しています。
・本方針の取りまとめに際しましては、H21当時のワークショップに参加
された方々を含む、厚田区内の団体や森林ボランティア等に参加いただ
いた「取組方針検討会」において、ワークショップ構想図で提案された内
容や思いを基本とし、実現性の高いものを報告書として再提案いただ
き、今回の方針を取りまとめ、森林を主体とする公園において想定され
る機能等も盛り込んでいます。
・市内の森林ボランティアの方々につきましては、既にこの森づくりに主
体的に参加していただいており、今後も協力いただきながら取り進めま
す。
・長期にわたる森づくりを安定的に進めるためには、財源の確保は必須
であり、あらゆる可能性を現在想定中ですが、民間資金などの導入な
ど、様々な財源の一つとして、厚田風力発電事業による売電収入の一
部を森づくりに活用できるかどうかの検討も想定事項の一つとしていま
す。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

【パブリック
コメントの再
募集の必要
性につい
て】

・１の事業主体が明確でない。２の風力発電についての記載がない。３の二図のゾーン区
分が異なっている。以上の３点から正確な市の原案とは認めがたく、充分な意見を述べるこ
とができない。正確な森作りの構想を作成し直して、正確な情報に基づいたパブリックコメ
ントを市民に求める必要を感じる。

不採用

・３点のご意見のうち、１点目は、今回の森づくりの方針では、市をはじ
め、様々な主体の参画を得て、様々な手法により森づくりを進めることを
想定していますが、あくまでも全体の取りまとめ、コーディネートは、市が
行うこととなること、２点目は、風車に関する具体的な記述は、本方針の
中にはありませんが、森づくり方針図において位置を表示していること、
３点目は、構想図は市民ワークショップで検討されたものであり、これを
もとに、H21当時のワークショップに参加された方々を含む、厚田区内の
団体や森林ボランティア等に参加いただいた「取組方針検討会」におい
て、ゾーンを再編して今回の森づくり方針図を作成していることが市の考
えであり、あらためてパブリックコメントを実施することにつきましては、
現時点においては想定しておりませんことをご理解願います。

〃

【風車建設
について】

・防風林をつくるとしているが　安定した風が必要な風力発電を作るというのに相反したやり
方であると思われる。
・そもそも風力発電は安定した風を必要とする。
・低層域に防風林を作り風を弱めれば上空との風に強弱が生じ　ブレードが上に位置した
時には強い応力を受け、下に位置した場合は防風林によって弱められた風を受けて、弱い
応力を受けることになる。
・このような事を、常に繰り返していれば、ブレードやナセルの付け根に余計な力を受け続
け、やがては折損することは火を見るより明らかである。
・このようないいかげんな計画で、巨大風車を建て環境を破壊することは、きわめてよくない
やり方である。
・本来、森作りとは、樹の成長に合わせて気長にやるモノである。
・百年をかけてじっくり環境整備をする必要があることは、当たり前の話で、風力発電で売
電した利益で、拙速に森づくりをしようとは、本末転倒である。
・現に千年の森を作ろうという事業を石狩でやっているので、そのあたりは、よく分っている
のではないか。
・このような所で、森を作り、巨大風車で集まった鳥を、叩き落とす結果になる。
・バランスの良い計画に直すべきである。

不採用

・あつたふるさとの森で計画されている風力発電事業については、事業
者が実施した環境影響評価により、生活環境、自然環境への影響は少
ないとの結果が出され、住民説明会等を通じて地域の方々にも説明が
なされております。
・また、風車はふるさとの森づくり計画を踏まえ、風況や地形を考慮し、
設計されており、ご指摘のような応力の変化により疲労強度の限度を超
え、折損することはないものと認識しております。
・この計画の議論において、環境への影響を懸念する様々なご意見も寄
せられておりますが、現段階の知見では科学的メカニズムが未解明で
あり、事前のシュミュレーションで全てを推し測ることは困難な環境側面
もあります。
・このことから風車運行後においても、事後の調査及び検証を行うことと
しており、また、市と事業者が協定を締結し、万が一、風車の建設、運転
に伴い、事故及び生活環境、自然環境に著しい影響が生じた場合は、
市は事業者に対し、速やかに実態を調査し、風車の運転制限や停止、
改善措置を求めることといたします。
・以上の対策を講じるとともに、事業者が森づくりに積極的に協力するこ
とにより、共存できるものと考えております。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

環境政策課



テーマ 意見・提案等
意見の
対応

意見・提案等に対する市の考え方 関係課

【風車建設
について】

・気になったのは、市道に隣接する風車２台の存在。
・近年問題になっている、バードストライク、シャドウフリッカー（羽根の影）、羽根が落ちる事
故、回ることによって起こる地中での振動による動物への影響。③ゾーン、④ゾーンでは風
車の所からすぐ、市道、作業道があり、万が一羽根が落ちた時の危険を考えると心配。又、
森をつくるということは鳥も集まり、現在もオジロワシなどがいるときいている。シャドウフリッ
カーは、精神にストレスを与えるときく。森づくりに入り、気分が悪くなる方ができるのは困ま
る。
・風を切る音もすごい。こんな中で子ども達（大人も）が植林するのは気の毒。私は入りたく
ない。
・せっかく、皆でつくり上げようとする人工ではありますが未来の自然。
・景観、人、動物、鳥、植物にストレスを与える風車は、いらないと思うのだが。（風車の高さ
は現在厚田にあるものの約２倍と伺っている。）

不採用

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

環境政策課

【風車建設
について】

魚付の森について
・平成25年度まで、毎年のように厚田小谷地区ではニシンの群来が見られた。計画されて
いる風車は海岸線から１．２ｋｍ～１．４ｋｍ離れているが、望来の風車にくらべて、出力で4
倍強となり、海に与える影響が心配される。私は、海のことは知る由もなかったから、漁組
の方の発言にハッとさせられた。人間よりも自然界の生き物の方が敏感だろうから、産卵に
来るニシンやハタハタが寄らなくなるのではないか、という心配は当然のことである。群来も
来ないのではないかと心配する。あつたふるさとの森のもりづくりに魚付林、石狩市市有林
間伐促進プロジェクト～ニシンが群来る豊かな海を未来に繋ぐ森づくり～、というのがあると
思うが風車を建てて群来が来なくなる森を作っては、何にもならないのではないか？
・風車計画は中止すべきである。

不採用 〃

【風車建設
について】

第3回あつたふるさとの森取組方針検討会議事録から（平成25年8月29日）
・風力発電事業について、石狩湾漁業協同組合のかたから「望来風車の近辺では以前ニ
シンが獲れたが今はあまり獲れない。海の調査をしてほしい。ニシンやハタハタの産卵場
所でもあり、被害がおよばないようにしてほしい。苫前にかなり風車があるが、以前あそこも
ニシンが獲れた地域だが最近は獲れない。」。グリーンファンドは調査などに「検討していき
たい。」と答えている。平成25年12月25日に「ニシンについて調べたか？」と問うと、グリーン
ファンドは「厚田の漁業者に聞いたが、そんなことはないと言った。苫前についても聞いた
が、そんなことはないと言っていた。」と答えた。ちなみに、平成23年度のニシンの漁獲量を
比べると、石狩市厚田区531トン、苫前町13トン（北海道水産現勢）。風車が林立する苫前
町では厚田に比べ、ニシンはほとんど寄らないと言っていいと思う。望来風車付近限定の
漁獲量は、漁業関係者の経験だけが重要な根拠であるが、グリーンファンドの回答はこの
漁組の方の発言内容を否定し、そのことで人格をも否定するという傲岸な態度である。わた
しは石狩市民として、ＮＰＯ法人グリーンファンドを許せない。風車建設前に漁業について
調べるべきことは、あると思う。

不採用 〃

【風車建設
について】

・大型風力発電が2基建設されることに反対。
・バードストライク：森づくりなのに風力発電はおかしな話。鳥が衝突することはたびたび報
告されている。
・低周波：「魚つきの森」はとてもいい言葉。しかしニシンが寄り付かないという漁師さんもい
た。住民に低周波被害が起こるかもしれないのに、森づくりに寄付をしてもらうために風力
発電を建設するとは・・・。低周波被害を軽くみていないか？
・グリーンファンドのこれまでの流れといい、ネット上に出ている元本及び利回りが保証され
るものではないという言葉。
・東京で資金を集めて、北海道で設置して自然を破壊して、東京に電気を電気を送る。故郷
の森づくりにそぐわない。

不採用 〃

・あつたふるさとの森で計画されている風力発電事業については、事業
者が実施した環境影響評価により、生活環境、自然環境への影響は少
ないとの結果が出され、住民説明会等を通じて地域の方々にも説明が
なされております。
・この計画の議論において、環境への影響を懸念する様々なご意見も寄
せられておりますが、現段階の知見では科学的メカニズムが未解明で
あり、事前のシュミュレーションで全てを推し測ることは困難な環境側面
もあります。
・このことから風車運行後においても、事後の調査及び検証を行うことと
しており、また、市と事業者が協定を締結し、万が一、風車の建設、運転
に伴い、事故及び生活環境、自然環境に著しい影響が生じた場合は、
市は事業者に対し、速やかに実態を調査し、風車の運転制限や停止、
改善措置を求めることといたします。
・以上の対策を講じるとともに、事業者が森づくりに積極的に協力するこ
とにより、共存できるものと考えております。



テーマ 意見・提案等
意見の
対応

意見・提案等に対する市の考え方 関係課

【風車建設
について】

・風車との共存は可能か？
・この計画の一番の問題は、2500kW級の大型風車２基が近接して建てられるということで
ある。参考資料の議事録の中に、事業者が「千葉県の風車はキャンプ場の芝生に建ってお
り、子ども達がサッカーを日常的にやっている。茨城県でも問題ない。」との説明がある。こ
の２つの例での風車は1500kWの風車である。今回計画されているものは2500k級２基であ
り、規模が全く違うので大いに問題である。学校林として計画されている場所は風車から
800～1000m程度離れたところである。１２月に事業者から得た、風車の音響パワー値はか
なり大きな値であるので、問題がないと断言はできないと思う。超低周波音による健康影響
の出方は感受性の差が大きい。子ども達が大勢やってきて森作りの体験をするような場に
するのなら、風車建設は止めるべきと思う。
・バードストライクの原因にもなり、自然豊かな森作りとも相反するものである。
・再考をお願いする。

不採用

・あつたふるさとの森で計画されている風力発電事業については、事業
者が実施した騒音・超低周波音や野鳥等に関する環境影響評価によ
り、生活環境、自然環境への影響は少ないとの結果が出され、住民説
明会等を通じて地域の方々にも説明がなされております。
・この計画の議論において、騒音・超低周波の環境への影響を懸念する
様々なご意見も寄せられておりますが、現段階の知見では科学的メカニ
ズムが未解明であり、事前のシュミュレーションで全てを推し測ることは
困難な環境側面もあります。
・このことから風車運行後においても、事後の調査及び検証を行うことと
しており、また、市と事業者が協定を締結し、万が一、風車の建設、運転
に伴い、事故及び生活環境、自然環境に著しい影響が生じた場合は、
市は事業者に対し、速やかに実態を調査し、風車の運転制限や停止、
改善措置を求めることといたします。
・以上の対策を講じるとともに、事業者が森づくりに積極的に協力するこ
とにより、共存できるものと考えております。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

環境政策課

【風車建設
について】

・「あつたふるさとの森」の中に、風車を建てることが決まったのはいつか？
・この事業は石狩市の事業であって、厚田区だけの事業ではないことは確認されている。
平成20年・21年度の市民ワークショップでは、風力発電のことは全く出てこない。風力発電
事業者による住民説明会が3回も開かれたが、基本的な数字である超低周波予測値に誤
りがあり、また説明会で示されたスキーム図も訂正があり、また２５００ｋＷ級2基という機種
の数値も変更があり、決まっているはずの機種も環境審議会（平成26年2月25日）に出され
ず公表されない。
・この「あつたふるさとの森」の中につくられる風力発電事業は、全市的な合意を得るには
未だ至っていない。石狩市議会が厚生常任委員会に付託した風力発電事業の案件は審議
継続中である。昨今の風車事故や低周波音による人間に対する被害が問題になってきて
いる。
・㈱厚田市民風力発電は「市民風車ファンド2014石狩厚田」の募集を2014年3月28日からす
でに始めているが、今のパブリックコメントを募集している時点では、風力発電事業は計画
段階であり、まだ事業決定していないと思う。それとも、決定したのか？いつ決定したの
か？
「株式会社あいかぜ風車基金」のファンド募集は勇み足であると思う。

不採用

・厚田区風力発電事業の経緯については、平成20年度に北海道電力の
風力発電プロジェクト募集（自治体枠）に応募し、当初、一般社団法人厚
田市民風力発電（事業目的会社：ＳＰＣ）、石狩市、北海道電力の３者契
約により売電を予定し、平成21年に当該事業の基本契約を締結しまし
た。平成24年７月に固定価格買取制度の施行に伴い、売電に関する
ルールや社会的状況が大きく変化し、３者で協議を行った結果、市を介
さずに株式会社厚田市民風力発電と北海道電力の２者契約により売電
を実施することとなりました。
・今後は、市が事業者に対し、協定を締結し、一定の条件下において、
市有地の使用許可を行う予定ですが、この時点がお尋ねの風力発電建
設における市としての正式な決定行為にあたるものと存じます。

〃

【風車建設
について】

再生可能エネルギーの固定価格買取制度とあいかぜ市民風車基金
・新聞報道によれば、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく2014年度の電気
料金の上乗せ額が、標準的な家庭で月額225円となり、2013年度の全国平均（120円）の2
倍近くになるという。再生可能エネルギーは進めれば進めるほど、国民に負担を強いるも
のである。その国民の負担を受け取った厚田市民風力発電が、売電収入の一部として石
狩市に寄付してあつたふるさとの森づくりのために「あいかぜ風車基金」を設けるという。な
んてことはない、私たち国民の懐から出ているお金である。風車は20年で撤去し事業から
撤退するというのは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が終わると終了する計画
であり、環境にやさしいから行う事業ではなく、金がもらえるから事業をするという心さびし
い計画であるこの風力発電事業は中止すべきだと思う。ＥＦＩ（ドイツ政府の研究・革新専門
家委員会）の報告によれば、「再生可能エネルギー法の継続を正当であるとする理由は見
つけることはできない。再生可能エネルギー法は、電気代を高騰させるのみで、気候変動
の防止も技術革新も促進しない。」としている。外国の先進事例として、ほとんど無批判に
取り入れられたエネルギー政策は、当該先進国で批判されはじめた。

不採用

・再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、我が国のエネルギー資
源の殆どが海外に依存している現状を踏まえ、地球温暖化への環境負
荷軽減の観点からも太陽光や風力といった国内にある資源をエネル
ギーとして利用することを目的に平成24年7月からスタートしました。
　この制度は、コストの課題があった再生可能エネルギーを促進するた
めに国が定める期間、固定価格で電力会社に買取りを義務付け、その
コストは広く電気を使用する国民で支える仕組みとなっているものと理
解しております。 〃



テーマ 意見・提案等
意見の
対応
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【風車建設
について】

ＣＯ2削減効果
・風力発電所を建設するよりも、節電した方がＣＯ２削減になる。北海道はこの冬、2010年
度の最大電力に比べ６．７％の節電率を達成した。再生可能エネルギーは総発電量の１．
６％でしかなく、このうちのどのくらいが鈴木亨氏の言う火発の焚き減らしになるかというと、
その数字は非常におぼつかないものである。節電した方がＣＯ２の削減になる。ＣＯ２の削
減にならない風力発電はつくるべきではない。 不採用

・ほとんどのエネルギー資源を海外に依存する我が国においては、エネ
ルギーの確保や発電時にほとんどCO2を排出しないクリーンな再生可
能エネルギーの可能性が注目されており、国においても固定価格買取
制度を施行し、積極的な導入を進めているところです。
　こうした社会的な背景や本市の豊富な風力エネルギーの賦存量から
市域においても、複数の風力発電事業が計画されております。
　個々の事案については、市民生活や自然環境への影響に十分配慮す
る必要がありますが地域における環境の保全と住民理解のもと、CO2排
出削減も含めた大局的な視点を持ちながら省エネルギー施策と併せ
て、再生可能エネルギーの導入・普及を総合的に進めていく必要がある
と考えます。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当

環境政策課

【風車建設
について】

第1回目の厚田区風力発電事業説明会（平成24年11月19日）の質問について
・質問を紙に書いて提出した。その返事は北海道グリーンファンドのホームページ上で公表
されたが、今はもう削除されている。説明会資料、事業スキーム、風況概要図などすべて削
除している。ホームページ上で広く詳しく示すのが、市民風車を名乗るＮＰＯとして当然では
ないのか？
・第1回説明会の質問に、2009年2月に石狩市が系統連系負担料約21万円について支出し
ていることを尋ねたが（平成20年度石狩市会計決算書に記載）、私の質問の年・月が変え
られて、質問したことにされた。平成21年にグリーンファンドが北電に支払ったことになって
いた。なぜ改ざんしたのか？
・第1回目説明会だけではない。3回目の、2500ｋＷ級2基で4000ｋＷという説明会資料につ
いては、石狩市環境審議会（平成25年9月2日）で委員に渡された資料の2500ｋＷ級という
数字が2000に手書きで訂正されていた（しかし、ホームページ上で公開されている資料は、
説明会資料のまま）。出力についての説明は、簡単な、2000ｋＷ2基で4000ｋＷという程度
のものだった。議事録にあるような詳しい説明ではなかった。住民説明会と環境審議会の
中身が違っているのは、よくない。また、出力4000ｋＷというのは、新しく制定された道条例
の環境アセス逃れとしか思えない、数字の変貌である。
・超低周波音の予測値についても、前２回とはぐっと小さくなった数値であり、同じ会社が担
当しているので、誤ったのかどうか、非常にいぶかしい所である。
・このような事業者とは、協働事業をすべきではないと思う。

不採用

・厚田区風力発電事業により生じる北海道電力の系統連系にともなう工
事負担金（21万円）については平成20年度に石狩市が北電に支出し、
同額が事業者から市に納付されています。
・当該事業の風車の定格出力は、北海道電力との系統連系協議の結
果、最終的に2000ｋＷの風車が２基、4000ｋＷの出力となっています。
・超低周波については、事業者から地域住民への説明の過程で予測値
に誤りがありましたが、再度、予測の見直しを行い、修正された予測結
果につきましては、市としても有識者の見解を踏まえ、このことが事業の
是非まで遡るものとは認識しておりません。
・この計画の議論において、騒音・超低周波の環境への影響を懸念する
様々なご意見も寄せられておりますが、現段階の知見では科学的メカニ
ズムが未解明であり、事前のシュミュレーションで全てを推し測ることは
困難な環境側面もあります。
・このことから風車運行後においても、事後の調査及び検証を行うことと
しており、また、市と事業者が協定を締結し、万が一、風車の建設、運転
に伴い、事故及び生活環境、自然環境に著しい影響が生じた場合は、
市は事業者に対し、速やかに実態を調査し、風車の運転制限や停止、
改善措置を求めることといたします。
・以上の対策を講じるとともに、事業者が森づくりに積極的に協力するこ
とにより、協働できるものと考えております。
・なお、当該事業にあたり、基本的に市民への情報提供はできる限り開
示されるべきであり、今後も必要に応じて事業者に対し求めてまいりま
す。

〃

【事実関係
の確認】

・検討と策定の経緯の中で、一方で環境への影響が懸念される土地利用の検討の～とは
具体的にどういう事か。

その他

・当該地における、民間事業者による産業廃棄物処理のための土地利
用計画があるとのことで、当時の厚田村が得た情報です。

建設指導課
魚つきの森
プロジェクト
担当


