
11-1 

(1061) 

第11章 準備書記載事項の修正の概要 
 

準備書についての経済産業大臣の勧告（平成 27 年 2 月 6 日 20140729 商第 7 号）、環

境大臣の意見及び長崎県知事の意見を踏まえ、準備書の記載内容の見直しを行い、その記

載事項を修正した。 

修正の概要は、第 11-1 表のとおりである。 

第 11-1 表(1) 準備書記載事項の修正の概要 
 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

全般 2.1-1～2.2-54 

8.1.1-1～150 

8.1.2-1～19 

8.1.3-1～27 

8.1.4-1～210 

8.1.5-1～50 

8.1.6-1～60 

8.1.7-1～58 

8.1.8-1～27 

8.1.9-1～2 

8.1.10-1～8 

事業計画の見直しを実施し、風力発

電機の位置、単機出力及び基数等が

変更になった。それに伴い、新たな

事業計画の内容に基づき各項目（大

気質、騒音、低周波音、振動、水質、

風車の影、電波障害、動物、植物、

生態系、景観、人と自然との触れ合

いの活動の場、廃棄物等、温室効果

ガス等）の予測評価を再度見直した

上で、その内容を記載した。 

事業内容の変更に

伴い、内容を見直

し、予測及び評価の

結果を修正した。 

第 1 章 事業者の名称、代表者の

氏名及び主たる事務所の所在地 

1-1 事業継承後の事業者を記載した。 内容を見直した。 

第 2 章 対象事業の目的及び内

容 

2.2 対象事業の内容 

2.2.6 特定対象事業により設置

される発電所の設備の配置計画

等の概要 

2.2-5 風力発電機の配置の検討経緯を記

載した。 

より適切な表現と

した。 

2.2.9 供用開始後の定常状態に

おける燃料使用量、給排水量そ

の他の操業規模に関する事項 

2.2-43 倒壊対策、落雷対策、漏電対策及び

事故が生じた場合の対応について

記載した。 

長崎県知事意見等

を踏まえ、より適切

な表現とした。 

 2.2-49～51 海底ケーブル敷設ルートを追記し

た。 

より適切な表現と

した。 

 2.2-52～53 風力発電機騒音の FFT 分析結果、純

音 成 分 の 周 波 数 (Hz) 、 Tonal 

audibility(dB)を記載した。 

より適切な表現と

した。 

第 3 章 対象事業実施区域及び

その周囲の概況 

3.1-1～3.2-69 誤記の修正及び評価書作成時点で

の最新データへの更新を行った。 
内容を見直した。 

 国の法令については最終改正日を

記載した。 
より適切な記載と

した。 

3.1 自然的状況 

3.1.1 大気環境の状況 

 

3.1-3,8 気象観測所及び大気測定局の位置

を「第 3.1-2 図 気象観測所の位

置」及び「第 3.1-5 図 大気測定局

の位置」に分けて記載した。 

より適切な記載と

した。 

2. 大気質の状況 3.1-7 「第 3.1-5 表 測定局の概要及び

測定項目」に種別と市の情報を追加

した。 

より適切な記載と

した。 

3.1.5 動植物の生息又は生育、植

生及び生態系の状況 

3.1-26～64 重要な種及び注目すべき生息地の

選定基準を最新のものとし、抽出結

果を更新した。事業計画の変更によ

り、調査結果を更新した。 

経産大臣勧告等を

踏まえて、より適切

な記載とした。 
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第 11-1 表(2) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

1. 動物の生息の状況 
(1) 動物の概況 

3.1-26～27 文献その他の資料を追加した。 より適切な記載と

した。 

 3.1-30～34 文献その他の資料調査において、渡

り鳥及び猛禽類の情報を追加した。 

経産大臣勧告等を

踏まえて、より適切

な記載とした。 

 3.1-46 (2)注目すべき生息地を追加した。 経産大臣勧告等を

踏まえて、より適切

な記載とした。 
2. 植物の生育の状況 3.1-47 文献その他の資料を追加した。 より適切な記載と

した。 

 3.1-54～58 現存植生図を更新し拡大図及び凡

例を追加した。 

より適切な記載と

した。 

3. 生態系の状況 3.1-62 現 存 植 生 図 の 更 新 に 伴 い 、

「第 3.1-35 表 環境類型区分の概

要」の植生区分の更新を行った。 

より適切な記載と

した。 

3.1.6 景観及び人と自然との触
れ合いの活動の場の状況 
1. 景観の状況 
(1) 主要な眺望点の分布及び概
要 

3.1-65～66 「第 3.1-39 表 主要な眺望点」の地

点を更新し、西海国立公園内の眺望

点に関してはその旨を追記した。 

より適切な記載と

した。 

3.1-67 「第 3.1-21 図 主要な眺望点位置」

は、主要な眺望点の位置を示すこと

とした。 

より適切な記載と

した。 

(2) 景観資源 3.1-70 「第 3.1-22 図 主な景観資源位

置図」は、景観資源及び自然公園の

位置を示すこととした。 

より適切な記載と

した。 

3.1.6 一般環境中の放射性物質の

状況 

3.1-73～74 放射線物質の状況について追記し

た。 

より適切な記載と

した。 

3.2 社会的状況 

3.2.2 土地利用の状況 

1. 土地利用の状況 

3.2-10 「第 3.2-4 図 地目別土地利用の現

況（平成 29 年）」は、円グラフで示

すこととした。 

より適切な記載と

した。 

3.2.5 学校、病院その他の環境の

保全についての配慮が特に必要

な施設の配置の状況及び住宅の

配置の概況 

3.2-21 最寄りの集落について、大川原町を

追記した。 

より適切な記載と

した。 

3.2.7 廃棄物の状況 

1. 一般廃棄物の状況 

3.2-24 「第 3.2-18 表 一般廃棄物処理の

状況（平成 29 年度実績）」にごみ総

排出量等の情報及び長崎県の情報

を追加した。 

より適切な記載と

した。 

2. 産業廃棄物の状況 3.2-26 「第 3.2-11 図 中間処理施設及び

最終処分場の立地状況」は、産業廃

棄物処理施設の位置を示すことと

した。 

より適切な記載と

した。 

3.2.8 環境の保全を目的とする法

令等により指定された地域その

他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の環境の保全に

関する施策の内容 

1. 公害関係法令等 

(1) 規制基準等 

⑥ 土壌汚染 

3.2-53～54 「第 3.2-46 表 区域の指定に係る

基準」を追記した。 

より適切な記載と

した。 

(3) その他の環境保全計画等 

① 長崎県 

3.2-55 「第 3.2-47 表 4 つの基本目標」を

追記した。 

より適切な記載と

した。 

② 平戸市 3.2-55～56 平戸市の環境保全 計画 等及び

「第 3.2-48 表 施策体系」を追記し

た。 

より適切な記載と

した。 
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第 11-1 表(3) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

2. 自然環境法令等 

(1) 自然保護関係 

③ 世界の文化遺産及び自然遺

産の保護に関する条約第 11 条 2

の世界遺産一覧表に記載された

自然遺産の区域 

3.2-57 「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」について追記した。 

より適切な記載と

した。 

3.2-59 「第 3.2-14 図 世界遺産の構成資

産及び自然公園の状況」に世界遺産

の構成資産及び自然公園の位置を

記載した。 

より適切な記載と

した。 

⑤ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律に基づ

く鳥獣保護区等 

3.2-60～61 「第 3.2-50 表 鳥獣保護区の指定

状況」及び「第 3.2-15 図 鳥獣保護

区の位置」を追記した。 

より適切な記載と

した。 

(2) 文化財保護関係 3.2-64～65 「第 3.2-52 表 対象事業実施区域

及びその周辺における埋蔵文化財」

及び「第 3.2-17 図 周知の埋蔵文化

財包蔵地位置」に 3 地点追加した。 

より適切な記載と

した。 

(3) 国土防災・景観保全関係 

① 森林法に基づく保安林の指

定 

3.2-66～67 「第 3.2-18 図 保安林の指定状況」

を追記した。 

より適切な記載と

した。 

⑤ 景観計画区域 3.2-66 対象事業実施区域には、一般景観計

画区域が存在することを記載した。 

より適切な記載と

した。 

第 4 章 方法書についての意見

と事業者の見解 

4.1 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 

4.1.2 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 

4.1-4 準備書以降の対応を追記した。 内容を見直した。 

第 6 章 環境影響評価の項目並

びに調査、予測及び評価の手法 

6.1 環境影響評価の項目の選定 

6.1.1 環境影響評価の項目 

6.1-6,10 放射線の量は「発電所アセス省令」

第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表

13」に示す放射性物質に係る参考項

目であることを記載した。併せて非

選定理由を記載した。 

より適切な記載と

した。 

6.2 調査、予測及び評価の手法

の選定 

6.2.1 調査、予測及び評価の手

法 

6.2-3～22 

 

 

 

道路交通騒音、振動、交通量調査を

追加し、工事用資材等の搬出入に係

る窒素酸化物、浮遊物質量、粉じん

等、騒音、振動の予測地点を追加し

たことを記載した。 

内容を見直した。 

6.2-5,9,12,18 準備書の予測地点よりも影響が高

いと考えられる地点について、予測

地点として追加した。 

内容を見直した。 

6.2-13,23,27,3

6～39,62～63 

調査及び予測地点の設定根拠を記

載した。 

より適切な記載と

した。 

 6.2-16,19 最新のモデルを用いた予測、評価と

した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 6.2-17～20 環境騒音及び低周波音について秋

季に追加調査を実施したことを記

載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 6.2-18 風況調査に関する記述を記載した。 より適切な記載と

した。 

 6.2-26～27 水質の予測はより適切な予測手法

とした。 

より適切な記載と

した。 
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第 11-1 表(4) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

6.2 調査、予測及び評価の手法

の選定 

6.2.1 調査、予測及び評価の手

法 

6.2-29 風車の影の調査地域、予測地域及び

予測地点をより適切な表現とした。 

より適切な記載と

した。 

6.2-35～39, 

41,43,48,61～

65,67,69～70 

調査地点及び予測地点をより適切

な表現とした。 

経産大臣勧告等を

踏まえてより適切

な記載とした。 

 6.1-55 追加調査を記載した。 追加調査を実施し

た。 

第 8 章 環境影響評価の結果 

8.1 調査の結果の概要並びに予

測及び評価の結果 

8.1.1 大気環境 

1. 大気質（窒素酸化物及び浮遊

粒子状物質） 

(1)調査結果の概要 

(2)予測及び評価の結果 

8.1.1-27～29 道路断面構造及び交通量調査を追

加し、工事用資材等の搬出入に係る

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の

予測地点を追加したことを記載し

た。 

内容を見直した。 

(2)予測及び評価の結果 8.1.1-33 車種別排出係数を更新し、排出係数

の縦断勾配による補正係数を追加

した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.1-45 予測に使用した大気安定度を追記

した。 

より適切な記載と

した。 

8.1.1-47～49 予測地点を追加した。 内容を見直した。 

2. 大気質（粉じん等） 

(2)予測及び評価の結果 

8.1.1-54～59 予測地点を追加したことを記載し

た。 

内容を見直した。 

8.1.1-64 予測地点を追加した。 内容を見直した。 

3. 騒 音 

(1)調査結果の概要 

8.1.1-66～71 道路交通騒音、沿道の状況、道路構

造及び交通量調査を 1 地点追加し

たことを記載した。 

内容を見直した。 

 8.1.1-72～76 秋季に追加調査を実施したことを

記載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.1.1-76 調査時の気象状況を追記した。 より適切な記載と

した。 

(2)予測及び評価の結果 8.1.1-78～79 予測計算モデルを最新のものに更

新した。 

内容を見直した。 

 8.1.1-107～

110 

参考として「風力発電施設から発生

する騒音に関する指針」との比較を

記載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

4. 低周波音（超低周波音（周波

数 20Hz 以下の音波）を含む。） 

(1) 調査結果の概要 

8.1.1-111～

121 

秋季に追加調査を実施したことを

記載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

(2)予測及び評価の結果 8.1.1-130～

137 

5Hz 以下の知見がないため、図面を

修正した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.1.1-138～

139 

「物的苦情に関する参照値」及び

「心身に係る苦情に関する参照値」

との比較表を記載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 
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第 11-1 表(5) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

5. 振動 

(1) 調査結果の概要 

8.1.1-141～

144 

道路交通振動、道路構造及び交通量

を 1 地点追加したことを記載した。 

内容を見直した。 

8.1.2 水環境 

1. 水質（水の濁り） 

(1) 調査結果の概要 

8.1.2-2 調査時の状況として採水時の写真

を追加した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.1.2-4～5 pH の調査結果を追記した。 より適切な記載と

した。 

(2) 予測及び評価の結果 8.1.2-9～16 水質の予測はより適切な予測手法

とした。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.2-18 「第 8.1.2-1-5 図 土壌浸透対策工

の例（平面図）」を追加した。 

内容を見直した。 

8.1.2-19 10 年確率雨量をもとにした予測結

果を追記した。 

内容を見直した。 

8.1.3 その他の環境 

1. 風車の影 

(1)調査結果の概要 

8.1.3-4 風力発電機からの距離が近く風車

の影のかかる時間が長くなると考

えられる住宅について調査を行っ

たことを記載した。 

内容を見直した。 

(2)予測及び評価の結果 8.1.3-7～12 実気象条件を考慮した予測を追加

した。 

内容を見直した。 

 8.1.3-9 ドイツのガイドラインを参考とす

る根拠を追記した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.1.3-10～19 予測結果について、一覧表にまと

め、参照値を超える可能性のある地

点を図示した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.1.3-20 風車の影による影響が生じた場合

の対策を具体的に記載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

8.1.4 動物 

1.重要な種及び注目すべき生息

地（海域に生息するものを除

く。） 

(1)調査結果の概要 

8.1.4-1～2,10 

～12,37～38, 

42～43,47～ 

48,57,62～63, 

69 

文献その他資料を追加し、最新の情

報に更新した。 

経産大臣勧告等を

踏まえ、より適切な

記載とした。 

 8.1.4-2,7～9, 

38,41,43,46, 

48,53～57,61, 

63,66,～68, 

69,72～74,76, 

79～87,95～

114 

種名及び配列は原則として「河川水

辺の国勢調査のための生物リスト 

平成 30 年度生物リスト」（河川環

境データベース 国土交通省、平成

30 年）に準拠し記載した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.4-3,6,13～

14,17,49,52 

環境類型区分を統一した記載とし

た。調査地点に示した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.4-7～9,22

～24 

調査結果の詳細を追加した。 より適切な記載と

した。 

 8.1.4-19～21, 

25～32 

ラインセンサス調査及びポイント

センサス調査の結果を元に平均個

体密度を算出した結果を記載した。 

より適切な記載と

した。 
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第 11-1 表(6) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

(1)調査結果の概要 8.1.4-33 「第 8.1.4-12 表 空間飛翔調査時の

結果概要」の記載を見直した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.4-75～148 重要な種及び注目すべき生息地の

選定基準を最新のものとし、抽出結

果を更新した。事業計画の変更によ

り、調査結果を更新した。 

経産大臣勧告等を

踏まえ、より適切な

記載とした。 

 

 8.1.4-120 「第 8.1.4-63 表 高度区分別渡り状

況（春季）」のハチクマ 高度 H の

百分率を修正した。 

長崎県審査会等の

意見を踏まえ、適切

な記載とした。 

(2)予測及び評価の結果 8.1.4-149,219 環境保全措置の内容を見直した 長崎県知事意見を

踏まえ、内容を見直

した。 

 8.1.4-151～

154,192～216 

種名及び配列は原則として「河川水

辺の国勢調査のための生物リスト 

平成 30 年度生物リスト」（河川環

境データベース 国土交通省、平成

30 年）に準拠し記載した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.4-161,165 注釈を追加した。 審査会等の意見を

踏まえ、適切な記載

とした。 

 8.1.4-169～

191 

「鳥類等に関する風力発電施設立

地適正化のための手引き」（環境省

自然環境局野生生物課、平成 23 年、

平成 27 年修正版）が公表されたた

め、追加した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.4-151～

168,192～

216,220 

 

重要な種及び注目すべき生息地の

選定基準を最新のものとし、抽出結

果を更新した。事業計画の変更によ

り、予測及び評価の結果を更新し

た。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.4-217,218 「(ｹ)注目すべき生息地」を追加し、

専門家へのヒアリング内容を追加

した。 

経産大臣勧告等を

踏まえて、より適切

な記載とした。 

（c）評価の結果 

ｲ. 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 

(ｲ)長崎県による基準又は目標 

8.1.4-221 「長崎県環境基本計画」及び「長崎

県生物多様性保全戦力 2014-2020」

が改定されたことにより、評価結果

の見直しを行った。 

内容を見直した。 

8.1.5 植物 

1.重要な種及び重要な群落（海域

に生育するものを除く。） 

8.1.5-1,2,5 文献その他資料を追加し、最新の情

報に更新した。 

経産大臣勧告等を

踏まえ、より適切な

記載とした。 

(1)調査結果の概要 8.1.5-2,39,40 追加調査を実施し、専門家へのヒア

リング内容を追加した。 

経産大臣勧告等を

踏まえ、より適切な

記載とした。 

 8.1.5-6～9 文献その他による植生図を更新し

拡大図及び凡例を追加した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.5-15～16 現存植生図について 1：25,000 を追

加した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.5-17～38 重要な種及び重要な群落の選定基

準を最新のものとし、抽出結果を更

新した。事業計画の変更により、調

査結果を更新した。 

経産大臣勧告等を

踏まえ、より適切な

記載とした。 
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第 11-1 表(7) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

(2)予測及び評価の結果 8.1.5-41,50 環境保全措置の内容を見直した 長崎県知事意見を

踏まえ、内容を見直

した。 

 8.1.5-44～49 重要な種及び重要な群落の選定基

準を最新のものとし、抽出結果を更

新した。事業計画の変更により、予

測及び評価の結果を更新した。 

より適切な記載と

した。 

 8.1.5-49 「〇事業実施により消失する対象

種」を追加した。 

審査会等の意見を

踏まえ、適切な記載

とした。 

（c）評価の結果 

ｲ . 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 

(ｲ)長崎県による基準又は目標 

8.1.5-51 「長崎県環境基本計画」及び「長崎

県生物多様性保全戦力 2014-2020」

が改定されたことにより、評価結果

の見直しを行った。 

内容を見直した。 

8.1.6 生態系 

1.地域を特徴づける生態系 

(1)調査結果の概要 

8.1.6-1 文献その他の資料を追加し、最新の

情報に更新した。 

経産大臣勧告等を

踏まえ、より適切な

記載とした。 

 8.1.6-10,12 選定状況の記載を修正した。 関係機関からの意

見を踏まえ、適切な

記載とした。 

 8.1.6-14 影響予測の考え方について、説明を

追加した。 

関係機関からの意

見を踏まえ、適切な

記載とした。 

 8.1.6-15 「第 8.1.6-6 図 現地調査から予測

評価までの流れ」を修正した。 

関係機関からの意

見を踏まえ、適切な

記載とした。 

 8.1.6-18 餌種・餌量調査のルートについての

説明を追記した。 

内容を見直した。 

 8.1.6-19,36~ 

37 

環境類型区分を調査地点に示した。 より適切な記載と

した。 

 8.1.6-21 営巣地に関する状況を追記した。 関係機関からの意

見を踏まえ、適切な

記載とした。 

 8.1.6-22 「第 8.1.6-13 表 ハヤブサの各月の

確認回数」を修正した。 

内容を見直した。 

 8.1.6-25～27 「(ｲ)餌種・餌量調査」の内容をよ

り適切な記載とした。 

内容を見直した。 

 8.1.6-28 ハヤブサの好適利用環境として解

析結果を示した。 

内容を見直した。 

 8.1.6-30 ハヤブサの餌量ポテンシャル指数

の算出方法を追記した。 

内容を見直した。 

 8.1.6-32 タヌキの餌量ポテンシャル指数の

算出方法を追加した。 

内容を見直した。 

 8.1.6-33 「第 8.1.6-13 図 現地調査から予測

評価までの流れ」を修正した。 

内容を見直した。 

 8.1.6-38 「第 8.1.6-17 表 テンの生息状況調

査日程」の調査項目を修正した。 

関係機関からの意

見を踏まえ、適切な

記載とした。 

 8.1.6-45～48 「ⅱ．餌の密度把握」の内容をより

適切な記載とした。 

内容を見直した。 

 8.1.6-49 事業実施に伴う影響を予測するこ

とを追記した。 

内容を見直した。 
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第 11-1 表(8) 準備書記載事項の修正の概要 

項 目 
評価書 

記載頁 
修正内容 修正の理由 

(2)予測及び評価の結果 8.1.6-53,61 環境保全措置の内容を見直した 長崎県知事意見を

踏まえ、内容を見直

した。 

 8.1.6-54～61 予測評価までの流れの変更及び事

業計画の変更により、予測及び評価

の結果を更新した。 

審査会等の意見を

踏まえ、適切な記載

とした。 

（c）評価の結果 

ｲ . 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 

(ｲ)長崎県による基準又は目標 

8.1.5-62 「長崎県環境基本計画」及び「長崎

県生物多様性保全戦力 2014-2020」

が改定されたことにより、評価結果

の見直しを行った。 

内容を見直した。 

8.1.7 景観 

1. 主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 

(1)調査結果の概要 

8.1.7-6,10 調査地点を 10 地点追加したことを

記載した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

(2)予測及び評価の結果 8.1.7-45～54 主要な眺望景観への影響につい

て表にまとめた。 

内容を見直した。 

 8.1.7-55 世界遺産への影響について、評価を

追加した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.1.7-56～58 評価の結果について表にまとめた。 内容を見直した。 

8.1.8 人と自然との触れ合いの

活動の場 

1. 主要な人と自然との触れ合

いの活動の場 

(1)調査結果の概要 

8.1.8-4～6,11

～19 

新たにヒアリング等の調査を行い、

概要を更新した。 

内容を見直した。 

8.1.10 温室効果ガス等 

1. 二酸化炭素 

(1) 予測及び評価の結果 

8.1.10-1～6 参考としたマニュアルを最新のも

のに更新した。 

内容を見直した。 

 8.1.10-2 船舶による二酸化炭素の排出量を

追加した。 

より適切な記載と

した。 

8.2 環境の保全のための措置 

8.2.2 環境保全措置の検討の過

程及び結果 

8.2-2～25 環境保全措置を見直した。 内容を見直した。 

8.3 事後調査 

8.3.2 検討結果の整理 

8.3-3,7 有識者へのヒアリング結果も踏ま

え、植物の事後調査は実施しないこ

ととした。 

内容を見直した。 

 8.3-5 騒音の事後調査の調査時間を変更

した。 

内容を見直した。 

 風車の影の事後調査を追加した。 経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 

 8.3-6,7 バードストライク調査時に、併せて

バットストライク調査を実施する

こととした。また、渡り鳥調査を追

加した。 

経産大臣勧告及び

長崎県知事意見等

を踏まえてより適

切な記載とした。 
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