
風力発電事業に係る令和３年度工事説明会概要 
 
〇実施日程 
 

日 時 場 所 参加者 
令和３年５月12日（水）18:00～ 留寿都村へき地保健福祉館 １２名 

令和３年７月30日（金）18:00～ 留寿都村公民館  ７名 
合 計  １９名 

 
〇説明会進行 

村で司会進行し、工事説明会を開催に至った経緯の説明。また、公民館では当初５月
26日に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い緊急事態宣言発
出があり、7月30日に延期となった旨説明。 

それから、昨年度工事実施分の報告及び本年度における工事説明（工事概要、工程、
作業時間、車両通行、道路工事及び電気工事の内容）について、留寿都ウインド合同会
社及び鹿島建設株式会社より説明。 
 説明後、参加者から下記のとおり意見が出され、村及び事業者から回答しています。 
 
〇村民意見概要 
（5/12 へき地保健福祉館） 

参加者からの質問 村及び事業者からの回答 ウインド社における追加
の検討内容・意見等 

・インベナジー・ジャパン合
同会社から留寿都ウインド合
同会社に事業者が変わった経
緯を教えてほしい。 

・経緯に複雑な部分があるの
で、（本社と確認したいの
で）持ち帰らせていただき、
後ほどお伝えします。 
（7/30の説明会で、右記の
とおり回答） 

・留寿都風力発電事業の
環境影響評価（環境アセ
ス メ ン ト ） の 配 慮 書 を
「インベナジー・ジャパ
ン合同会社」で開始し、
手続き完了となる確定通
知が出るまでは、インベ
ナジー・ジャパン合同会
社で進め、その後、留寿
都風力発電事業を行う特
定目的会社である「留寿
都ウインド合同会社」で
事業を進めるため事業承
継したものです。 

・事務所が市街地から最近変
更になっているが、現在どの
ようになっているのか。 

・いきさつは、市街地にある
民泊事業者に事務所を間借り
していたが、民泊事業者が営

民泊事業者の事業撤退に
伴い事務所設置場所を探
しておりましたが、留寿



業を終了したため、現在鹿島
建設の工事事務所を一時的に
借りている状況。今後適地に
正式な事務所を設置したら周
知します。 

都村と令和３年５月２６
日に土地賃貸借契約を取
り交わし、旧登小学校跡
地の一部であります村内
字登157の住所に、前の事
務所より事務所を移転し
ております。 

・カーブで危ないところがあ
るので、役場に対する要望に
なりますが、ミラーの設置を
考えてほしい。 
冬の除雪の件だが、事前に話
はさせていただいているが、
発電事業が開始されてから発
電事業者で除雪を行うとのこ
とで、準備工事の時は冬の工
事はストップしており除雪は
行わないと聞いているが、除
雪をいつから行うのか、この
場で確認したい。 

・準備工事期間の冬について
は、工事を行わないので当社
で除雪を行うことは考えてい
ない。 
運転開始後は除雪を行う。雪
が降れば除雪はやるが、真夏
みたいな路面（きれいな除
雪）ではなく、確認のために
ランクルが坂道を登っていけ
る程度の範囲と考えている。 
降雪10~15ｃｍくらいでは
除雪は考えていないので、除
雪に対する認識の違いはある
かもしれません。 

 

・山の上で工事することによ
って、川が濁ることは無い
か。農業を営んでおり気にな
る。 
・濁りにより作物に影響が出
ると困る。 

・上流で沈砂池を設けて、き
れいな水を流すように対策し
ている。 
水質については、毎月モニタ
リングしており、昨年の工事
中及び今年についても水質と
しては問題がない。 
・今後も調査を行い、常に気
を付けていく。濁水が流れな
いよう管理していきたい。 

 

・工事の交通量はどのくらい
増えるのか。結構スピードを
出して通る工事車両もいる。 
・畑やわき道からトラクター
が出てくることもあるので、
工事車両がスピード出される
と危険であるので、運転に気
を付けるようお願いしたい。 

・ダンプとして50~100台弱
を見込んでいる。山道という
道路状況もあり、昨年度も運
転手に対して、スピード制限
の指導しており、今年も引き
続き気を付けていきたい。 

 



・今年舗装してもらう道路に
ついて、道路幅は今のまま
か。 

・現状と同じ道路幅となりま
す。 

 

・養豚事業者前の簡易舗装に
ついて、地盤が弱いところが
あるが、どのように考えてい
るのか。 
・あの付近は、待避場があま
りない中工事車両や奥の畑か
ら多くの車両が通っていくこ
とになる。通行止めする必要
があるのでは。 
・今年は生コン車が130台ほ
ど通ることを聞いている。昨
年の説明会でも注意喚起の看
板設置や警備員を配置すると
言っており、今後の工事の際
も危険箇所での対応を希望す
る。 
・また、パイロット側や高福
林道に毎年山菜取りが来てい
るが、その対策はどのように
考えているのか。ゲートを壊
したり乗り越える人もいる。
中に入ってから、気づかずに
ゲートを閉めて、閉じ込めら
れたと言われても困るだろう
から対策をしてほしい。 

・現場を見て、地盤が弱いと
ころは、砕石入れて舗装を掛
けることを考えている。 
・舗装を掛けるときは通行止
めにせざるを得ないが、その
際は、関係事業者と事前に協
議して調整します。 
道路の簡易な修繕は通行止め
を実施せずに対応したい。全
面舗装かけるときだけ通行止
めをお願いする。 
舗装後、工事車両が通行する
状況になっても、関係事業者
と確認して、例えば秋の収穫
時であれば、事業者の車両の
通行を優先し工事車両は通行
しないようにします。 
他の事業者も必要あれば同様
の対応をするので、連絡取り
合って進めていきたい。 
夜間の工事も必要であれば行
っていきたい。 
・ご助言いただいたので、休
工日は無理だが、ゲート前で
対応するようして、勝手に入
ってくる人がいることを想定
して対応していきたい。 

 

・説明資料にある埋設光ケー
ブルは、村で実施している
（５Gの）ケーブルですか。 

・風車を制御するための光ケ
ーブルです。ＮＴＴで実施し
ている光ケーブルとは違いま
す。 

 

・村道でところどころ水が溜
まっている。地盤が悪いのだ
ろうか。家の前が舗装のつな
ぎ目で段になっており、通行
時の音がひどい。 

・工事関係車両については、
徐行していきたい。 
・指摘している箇所について
は、村で後日対応済み。 
 

 



・確認だが、生コン車はどの
ように通ることになるのか。 
・重量がかかる車両が通ると
なると、道路の傷みも激し
い。そこは補修していくの
か。 
・工事車両が行き来するの
に、糸川橋の手前で待機して
いることがある。⾧い間待機
しないよう、車両同士の連絡
体制を整えてほしい。 
・資料に記載のスケジュール
では11月の記載もしている
が、雪により実際11月に工
事はできないと思う。自分と
しては工事が早く終わってほ
しいのだが、現在の進捗状況
はどうなっているのか。 

・確保している台数20～25
台を６.7回転として延べ120
台ぐらいと考えている。 
 旭野の方はあまり通らず、
パイロットの方に行ってそこ
を戻ってくることを考えてい
ます。 
・あきらかに当社だけが原因
となれば対応するが、村道は
一般車両にも開放されている
ので村との協議は必要と考え
ている。 
・現状、少し遅れている。イ
ンベナジー社と協議して進め
ていくが、国等への申請・許
可がないとできない工事もあ
るので、完成時期がずれるこ
ともあるかもしれない。 
このように進めていきたいと
いう目標で動いているが、国
からの許可が出ないと進まな
いので、目標通り行ってない
と言われても、自分たちでど
うにもできない部分もあるこ
とをご承知いただきたい。 

・残業時間はどのようになっ
ているのか。（通常は8:00
-18:00） 

・朝だと7時から開始するこ
ともあるし、終了が19時に
なることもあります。 

あと、道路の通行止めをす
る際に、養豚事業者のさらに
奥で旧旭野小学校から喜茂別
側では夜間工事も考えていま
す。 

 

 
 
 
 
 
 



（7/30 公民館） 
参加者からの質問 村及び事業者からの回答 ウインド社における追加

の検討内容・意見等 
・（熱海市における大雨に
よる土石流を例に）大雨が
降ったときに登別川（おそ
らく登延頃川）が氾濫する
雨量の想定を行っているの
か。あと、風力発電の基礎
について、柱状図を公開し
てほしい。基礎としてはコ
ンクリート杭だと思うが、
発電事業が終わったとき抜
けないと思うがどう考えて
いるのか。 
・コンクリート杭は撤去で
きるのか 
・川が氾濫すると下流の北
側の畑に流れていかないか
心配 
・熱海市の例だと30年のデ
ータでは当てにならない。
50年は必要でないか。 
・ゲリラ豪雨などあれば、
対応できるのか。 
・柱状図は公開してもらえ
るのか。 
・基本的には情報公開すべ
きものではないのか。 
・公表することで不利益あ
るのか。 
・秘密にしないで、情報公
開できるものはしてほし
い。 

・沈砂池や土砂流出を防ぐ柵
設置など下流側に流れるのを
止める設備を設置する。 
・災害が予見できるところに
設置する防災調整池を設ける
ほどではないが、調整池を作
り雨水をためて下流に流す構
造。コンクリート杭は１５基
中７基の予定。 
・壊しながら撤去となる予定 
・調整池の設定としては、沢
の容積と立木・裸地での係
数、30年間の降雨データ等
を基に設計している。 
・30年は民地開発上の規定
の年数。 
・（ゲリラ豪雨が）あっても
対応できるよう設営している
が、100％問題ないというこ
とはできない。 
・地形上、工事予定地の先に
竹山があって、その向こうに
畑があるので、大雨に伴う被
害を受けることは位置関係上
低いのではと考えている。 
今は国基準に基づいて工事を
行っている。 
・法律に従って対応します。 
・柱状図など、当社の財産権
に係ることなので、検討して
回答します。 
・安定係数など、当社だけで
なく関係する複数事業者にも
影響ある。社内法務担当と確
認します。公開しないと言っ
ていません。検討します。 

 



・工事に関連する点、2点
ほど確認したい。 
事務所の住所を移した件
で 、 5 月 の 住 民 説 明 会 の
際、住民に何らかの形でお
知らせをするということで
ホームページに掲載してい
るとのことだが、村でお知
らせする際、ウェブページ
を見れる人より見れない人
の方が多いので、全員にお
知らせするような対応が必
要と思う。 
・もう1点は認証の関係で1
年の事業が遅れるというこ
とは、売電事業が20年から
19年に減少する。というこ
とは、地域振興ということ
で事業者から年間5000万円
寄附されて基金に積んでい
く説明を受け、住民も期待
していた。事業の年数が短
縮されると5000万円減額な
るが、事業者と村との間で
どのような取り扱いとなっ
ているのか。 
・1点目の事務所移転の住
民周知については本社の意
向聞かなくても、必要なこ
とと思われるので、ぜひ行
ってほしい 
2点目については、留寿都
村にとって5000万円という
金額はとてつもなく大きい
額なので、ぜひお願いした
い。村としても強く要望し
てほしいし、20年で10億円
と説明していた部分が反故
されてしまうので、強くお
願いしたい。 

・事務所移転については現在
もウェブページには掲載され
ているが、さらに住民周知す
るかについては、社内で検討
して回答します。 
・事業が1年遅れることにつ
いて、村との取り決めでは、
発電開始から固定価格買取制
度が行われている期間、年間
5000万円寄附することにな
っているが、固定価格買取制
度は北海道電力で設置する蓄
電池に基づくもので、蓄電池
の期間が20年間と決まって
いるので、事業が遅れる＝買
取年数の短縮となるもの。 
だが、蓄電池の性能としては
20年以上耐用しうるものな
ので、経済産業省通して、2
0年間は確保してほしい旨依
頼しているが、北海道電力と
して、現時点では認めること
はできない。事業の終盤とな
る17.18年目ぐらいにもう1
年延ばすか話し合いたいと回
答されている。 
当社としても、売電期間が短
くなることは売電収入減とな
り大打撃となるため、何とか
1年延⾧してほしい旨、何度
も北電と協議していく予定。 
・私たちも、20年間の事業
期間となるよう要望を継続し
ていきたい。 
事務所移転の住民周知は何ら
かの形でおこなっていきた
い。 

 



・事業の1年減少は大きい
話。村と交わした協定書の
中にこのような時の取り決
めは無かったのか。無いの
あれば、今後、期間が短縮
したときなどに備えて覚書
を交わす必要があるので
は。 

・議会には協定を締結したと
きに提示はさせていただいた
ところです。今回の話を受け
て改めて確認したが、協定書
にそこまで詳しいことは記載
していない。今後、村として
留寿都ウインド及び北電と協
議して、工事の遅れで寄附金
が減額となる状況を防ぐべ
く、関係機関にも要請し、留
寿都ウインドにも頑張ってい
ただくよう取り進めていきた
い。 

 

・工事の見学会は行っても
らえるのか。 
あと、発電量について公開
してほしい。 

・状況を見て、安全が確保さ
れるようであれば、見学の対
応は可能と思われる。機会を
設けることを相談させてほし
い。 
・村としても見学会について
は、実施できそうであればお
知らせしたい。 
発電量の公開については留寿
都ウインドと検討していきた
い。 

 

 


