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第7章 その他環境省令で定める事項 

7.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並び

に、事業者の見解 

7.1.1 配慮書についての青森県知事の意見及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、青森

県知事に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めた。それに対する青森

県知事の意見（平成 30 年 2 月 26 日）に対する事業者の見解は、第 7.1-1 表のとおりであ

る。 
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第 7.1-1 表 青森県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 青森県知事意見の内容 事業者の見解 

1 国内において洋上風力発電事業に係る事例は少
なく、風力発電設備の基礎構造の違いによる環境
への影響や風力発電設備の大型化によるコウモリ
類及び鳥類への影響など事業の実施に伴う環境影
響については不明な点が多いため、諸外国の事例
や最新の知見を情報収集し、これらを踏まえた事
業計画を作成すること。 

風力発電設備の基礎構造の違いによる環境へ
の影響や風力発電設備の大型化によるコウモリ
類及び鳥類への影響など、事業の実施に伴う環
境影響に関する諸外国の事例や最新の知見を収
集します。また、方法書以降に現地調査を実施
します。 

方法書段階では上記の対応が未了であること
から、具体の事業計画については準備書以降で
作成いたします。 

2 事業実施想定区域周辺には住居等が多数存在し
ており、施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音並
びに風車の影が生活環境に重大な影響を及ぼすお
それがあることから、これらの影響を回避又は低
減するため、風力発電設備を住居等から離隔する
など、風力発電設備の配置等に十分配慮するこ
と。 

ご意見を踏まえ、施設の稼働に伴う騒音及び
超低周波音並びに風車の影の影響を回避又は低
減するため、環境保全措置を検討いたします。  

 

3 事業実施想定区域周辺では、オジロワシの繁殖
及び生息やオオハクチョウ、コクガンの飛来が確
認されている。これらの鳥類に対する重大な影響
を回避又は低減するため、地元の複数の専門家か
ら生態特性を聴取した上で風力発電設備の配置等
を検討すること。 

事業実施想定区域周辺でのオジロワシの繁殖
及び生息情報、オオハクチョウ、コクガンの飛
来状況を整理し、その結果に応じて、風力発電
設備の配置等について、地元の専門家を含めた
複数の専門家から生態特性を聴取した上で検討
いたします。 

4 野辺地町及び横浜町の沿岸には藻場が分布して

おり、その大部分が事業実施想定区域に含まれて

いる。当該藻場は、陸奥湾に飛来するコクガンや

ハクチョウ類の採餌場所や海域に生息する動物の

重要な場所になっていると考えられ、当該藻場に

風力発電設備を設置することにより、これらの生

息環境に影響を及ぼすおそれがあることから、風

力発電設備の配置の検討に当たっては、藻場の保

全に十分配慮すること。 

野辺地町及び横浜町の沿岸に分布している藻
場は、陸奥湾に飛来するコクガンやハクチョウ
類の採餌場所や海域に生息する動物の重要な場
所になっている可能性が考えられることから、
風力発電設備の配置等は、藻場の保全に十分配
慮した上で検討いたします。 

5 施設の稼働に伴う振動及び風車の影が、海域に
生息する動物に影響を及ぼす可能性があることか
ら、当該動物に対する影響の有無を検討した上
で、必要に応じてこれらの環境影響評価項目を環
境影響評価方法書において選定すること。 

施設の稼働に伴う振動及び風車の影につい
て、影響の有無を検討した上で、必要に応じて
環境影響評価方法書において選定いたします。 

6 事業の実施により以下の環境影響が懸念される
ことから、「洋上風力発電所等に係る環境影響評価
の基本的な考え方に関する検討会報告書（平成29

年3月）」の評価項目の選定に係る考え方を参考と
し、適切な環境影響評価項目を環境影響評価方法
書において選定すること。 

（1）建設機械の稼働及び施設の稼働に伴い発生
する水中音により、海域に生息する動物への影響
が懸念される。 

（2）造成等の施工により、海域に生息・生育す
る動植物への影響が懸念される。 

（3）造成等の施工並びに地形改変及び施設の存
在に伴う底質環境の変化により、底生動物への影
響が懸念される。 

（4）地形改変及び施設の存在に伴う流向・流速
の変化により、人と自然との触れ合いの活動の場
である砂浜海岸海水浴場や十符ヶ浦海水浴場等へ
の影響が懸念される。 

環境影響評価項目の選定にあたっては、「洋
上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な
考え方に関する検討会報告書（平成29年3月）」
の評価項目の選定に係る考え方を参考としま
す。 

（1）建設機械の稼働及び施設の稼働に伴い発
生する水中音により、海域に生息する動物への
影響が懸念されることから、環境影響評価項目
として環境影響評価方法書において選定いたし
ます。 

（2）造成等の施工により、海域に生息・生育
する動植物への影響が懸念されることから、環
境影響評価項目として環境影響評価方法書にお
いて選定いたします。 

（3）造成等の施工並びに地形改変及び施設の
存在に伴う底質環境の変化により、底生動物へ
の影響が懸念されることから、環境影響評価項
目として環境影響評価方法書において選定いた
します。 

（4）地形改変及び施設の存在に伴う流向・
流速変化による人と自然との触れ合いの活動の
場への影響実態について、現在、当社の把握し

（表は次ページへ続く） 
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ている範囲では、風力発電機の設置に伴い流
向・流速に長期的に影響を及ぼしたという知見
はございません。 

公開される文献その他の資料（「着床式洋上風
力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料
（第一版）」（国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構、平成27年））によると、
同資料中の「NEDO平成20年度洋上風力発電実
証研究F/S調査（銚子沖）」に関する記載の中で
流向・流速に関する評価結果が紹介されていま
す。これによると、構造物の設置に伴う流れの
変化が流れの進行方向側面で構造物直径と同規
模の範囲、構造物背後では乱れ領域が構造物直
径の約2.5倍の範囲に生じるとの調査結果が示さ
れており、この調査結果を基に、流向・流速の
変化は施設の周辺に限られ海底地形への影響は
ないと評価されています。更に、同資料中の国
外の事例においても、影響は風力発電機の近傍
に限られる等の知見が示されています。 

「響灘東地区処分場整備事業環境影響評価書」
（北九州市、平成27年）では、約38haに及ぶ埋
立地の計画における流況の変化の影響が予測さ
れています。これによると、埋立地の存在に伴
い最強流時に-4.0～-6.0cm/s程度の流速低下域が
形成されますが、その範囲は埋立地のごく近傍
に限られ周辺海域での流向及び流速の大きな変
化は生じないと予測されています。 

本事業における風力発電機に係る改変は1基あ
たり1haにも満たないこと、風力発電機は1基毎
に間隔をあけて配置することより、本事業によ
る流向・流速への影響は小さいものと考えてい
ます。 

また、「洋上風力発電所等に係る環境影響評価
の基本的な考え方に関する検討会報告書（洋上
風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考
え方に関する検討会、平成29年）」においては、
「風力発電事業は、個々の設備が分散的に配置
されるため、流向・流速の変化は局所的と想定
される。」という見解、「長期的な影響の程度は
不明確である。」という見解が示されています。 

長期的な環境影響については不明確な項目で
あるものの、上記を踏まえ、現時点では、流
向・流速に関して許容される変化量を判断する
ための科学的知見及び環境影響評価のための明
確な基準等がなく、既存の洋上風力発電施設に
おける長期的な海底地形の変動のモニタリング
結果も公開されていないことから、長期的な環
境影響の程度について十分に解明されていない
状況であると考え、方法書においては、流向・
流速を環境影響評価項目として選定しないこと
と致しました。 

今後、引き続き最新の知見を得るよう努め、
事業計画の熟度が高まった段階で環境影響評価
項目としての選定有無を改めて検討致します。 

7 事業実施想定区域周辺には、本事業者及び他事
業者による既存及び計画中の風力発電事業が多数
存在していることから、これらの事業との累積的
な環境影響が想定される環境影響評価項目を環境
影響評価方法書において選定すること。 

他事業者による風力発電設備等に関する情報

の収集や他事業者との情報交換等に努め、累積

的な影響についての対応を検討いたします。  

また、重大な影響が懸念される場合には、環

境保全措置を検討いたします。 

  

（表は前ページの続き） 
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7.1.2 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 4 第 1 項の規定に基づく、配

慮書についての公表に関する事項並びに配慮書に対する一般（住民等）の意見の概要及

びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

1. 配慮書の公表 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、一

般（住民等）に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため配慮書を作成した旨及

びその他事項を公告し、配慮書を縦覧に供した。 

(1)配慮書の公告・縦覧 

①  公告の日 

平成 29 年 11 月 27 日（月） 

②  公告の方法 

平成 29 年 11 月 27 日（月）付けの次の日刊新聞紙に「お知らせ」を掲載した。 

・東奥日報（日刊） 

③  縦覧場所 

地方公共団体庁舎 2 か所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 

a. 地方公共団体庁舎 

・横浜町役場 1 階（青森県上北郡横浜町字寺下 35 番地） 

・野辺地町役場 1 階（青森県上北郡野辺地町字野辺地 123 番地 1） 

b. インターネットの利用 

事業者ホームページに配慮書の内容を掲載し、地方公共団体のホームページにもリ

ンクを掲載した。  
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④  縦覧期間 

平成 29 年 11 月 28 日（火）から平成 29 年 12 月 27 日（水）までとした。 

・地方公共団体庁舎 土・日・祝日を除く開庁時とした。 

・インターネット 縦覧期間中は常時アクセスを可能とした。 

⑤  縦覧者数 

総数   3 名 

（内訳）横浜町役場 ：1 名 

    意見書の郵送 ：2 名 

 

(2)配慮書についての意見の把握 

①  意見書の提出期間 

平成 29 年 11 月 28 日（火）から平成 29 年 12 月 27 日（水）までとした。 

（郵送の場合は当日消印有効とした。） 

②  意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・当社への郵送による書面の提出（当日消印有効とした。） 

③  意見書の提出状況 

意見書の提出は 2 通、意見総数は 17 件であった。 

 

2. 配慮書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書について、前項で述べたような手法に基づき、地域への情報提供を行った。住

民等の意見の概要及び事業者の見解は第 7.1-2 表のとおりである。 

  



7.1-9 

（337） 

第 7.1-2 表(1) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解（意見書 1） 

一般の意見 事業者の見解 

1．コウモリ類は洋上にもいる 

近年の研究により、コウモリ類のいくつかの種は

長距離の渡りをし、洋上も飛翔していることが明ら

かとなっている。コウモリ類は夜間にたくさんの昆

虫を捕食するので、生態系の中で重要な役割を持つ

動物である。また害虫を食べるので、人間にとって

益獣である。風力発電施設では、バットストライク

が多数生じている。国内においては、今後 5700 基

ほどの風車が建設される予定であり、既存風車とあ

わせると 8000 基近くの風車が建設されるため、コ

ウモリ類について累積的な影響が強く懸念される。 

コウモリ類の出産は年 1～2 頭程度と繁殖力が極

めて低いため、死亡率のわずかな増加が、地域個体

群へ重大な影響を与えるのは明らかである。益獣が

減ると住民に不利益が生じる。よって、これ以上風

車でコウモリを殺さないでほしい。 

 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を実施し、

現地のコウモリ類の生息状況の把握に努めます。そ

の結果に基づいて、予測及び評価を実施するととも

に、引き続き新たな知見の収集を行い、より適切な

保全措置の策定の検討を進めてまいります。 

2．コウモリ類の調査について 

方法書以降の現地調査により、コウモリ相（どん

な種類のコウモリが生息するか）を調べると思う

が、相調査だけではバットストライクの影響予測や

保全措置に必要な情報が得られない。コウモリ類の

影響の程度を予測するために、「コウモリ類の専門

家」の指導のもと、調査の重点化を行うべきではな

いのか。 

 

コウモリ類の専門家へのヒアリングは不可欠であ

ると考え実施いたしました。配慮書時のヒアリング

結果から、洋上での捕獲調査は困難であるため、自

動録音機能付きの機器を用いた高高度調査を実施致

します。 

3．バットディテクターの探知距離について 

バットディテクターの探知距離は短く、高空、つ

まり風車のブレードの回転範囲のコウモリの音声は

海岸や船上からほとんど探知できない。 

 

自動録音機能付きの機器を用いた高高度調査を実

施致します。 

高空における音声の把握につきましては、風況観

測塔にバットディテクターの設置等、可能な限り海

域の高空の状況把握に努めます。 

4．洋上風力におけるコウモリ類の調査手法は、陸

上風力同様、風力発電機設置位置における長期間の

自動録音調査が基本である。洋上においても、すで

に国内外で、既存風車のナセルやブイ、プラットフ

ォームなどを利用した自動録音バッドディテクター

による長期間の定量調査が行われている。 

自動録音機能付きの機器を用いた高高度調査を実

施致します。 

高空における音声の把握につきましては、風況観

測塔にバットディテクターの設置等、可能な限り海

域の高空の状況把握に努めます。 

5．他の風発事業者による「船舶による夜間のライ

ントランセクト」や「船上からのサーチライトによ

る調査」によると、バットストライクの予測に使え

るデータはまったく得られていない。 

自動録音機能付きの機器を用いた高高度調査を実

施致します。 

高空における音声の把握につきましては、風況観

測塔にバットディテクターの設置等、可能な限り海

域の高空の状況把握に努めます。  

6．バットディテクターの種類について 

・ヘテロダイン方式のバットディテクターは、一

度に探知できる周波数帯が狭いので、コウモリの種

の識別にはほぼ使用できない。バットディテクター

は、周波数解析が可能な方式の機種を使用するべき

ではないのか。 

・コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種

の同定は、国内ではできる種とできない種があ

る。図鑑などの文献にあるソナグラムはあくまで参

考例であり、実際は地理的変異や個体差、ドップラ

ー効果など声の変化する要因が多数あるため、専門

家でも音声による種の同定は慎重に行う。よって、

無理に種名を確定しないで、グループ（ソナグラム

の型）に分けて利用頻度や活動時間を調査するべき

ではないのか。 

 

・使用機器についてはフルスペクトラム方式のバ

ットディテクター（SM4bat：Wildlife Acoustics 社製

等）を使用いたします。 

 

 

 

・ソナグラムの型によるグループ分けも検討し、

コウモリ類の利用頻度や活動時間の把握に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

（表は次ページへ続く） 
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・捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調査

と捕獲調査は、同日に行うべきでない（捕獲調査日

の録音データは使用しないこと）。 

・洋上での捕獲調査は困難であるため、自動録音

機能付きの機器を用いた高高度調査について実施致

します。 

7．「保全事例の少なさ」は「保全措置を実施しなく

てよい理由」にならない 

コウモリの保全措置として、「カットイン風速の

値を上げること」と「低風速時のフェザリング（ブ

レードの回転制御）」が行われている。事業者は、

「コウモリの活動量の多い期間と時間」にカットイ

ン風速を「少しだけ」あげ、さらに「低風速にフェ

ザリング」を行えば、バットストライクの発生を抑

えられることを認識しているだろうか？ 

「国内におけるコウモリの保全事例数が少ないの

で保全措置は実施せずに、風車でコウモリを大量に

殺した後に検討する」といった主張をする事業者が

いたが、「国内の事例数が少なくても保全措置自体

は実施可能」であり、国内事例数の少なさは「適切

な保全措置をしなくてもよい理由」にはならないこ

とを先に指摘しておく。 

 

 

方法書以降の手続きにおいて、現地調査を実施

し、現地のコウモリ類の生息状況の把握に努めま

す。その結果に基づいて、予測及び評価を実施する

とともに、引き続き新たな知見の収集を行い、より

適切な保全措置の検討を進めてまいります。 

また、海外における文献資料についても、現在、

内容を精査しているところです。コウモリ類の調査

手法、保全措置として有効であると思われるものに

ついては、検討してまいります。 

8．「国内手法が確立されていない」は「保全措置を

実施しなくてよい理由」にならない 

「国内では手法が確立されていないのでカットイ

ン速度を上げることやフェザリング（ブレードの回

転制御）を実施しない（できない）」といった主張

をする事業者がいたが、「カットイン風速をあげる

ことと低風時のフェザリング」は、バットストライ

クを低減する効果がすでに確認されている手法であ

り、事業者は「技術的に実行可能」である。 

「国内では手法が確立されていないので保全措置

を実施しない」という主張は、「国内の手法の確

立」というあいまいな定義をもちだし、それが「保

全措置をしなくてもよい」という理由にみせかけた

論点のすり替えである。そもそも先行事例はあるの

で「国内の手法の確立」を待たなくても保全措置の

実施は可能であることを先に指摘しておく。 

 

 

本事業の配慮書においては、「国内手法が確立さ

れていないので保全措置を実施しない」ということ

には触れておりません。 

コウモリ類の調査、予測及び評価については専門

家等の意見も踏まえながら、事業者が実行可能な範

囲において配慮しながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

 

9．コウモリ類の保全措置（低減）にかかるコスト

は安い 

事業者の考える「できる限りの保全措置」とは

「コストのまったくかからない方法」だろうか。確

かに「稼働制限」にコストがかかるのは止むを得な

いが、それは年間発電量から見れば微々たる量であ

る。 

適切な調査をすれば、バットストライクの発生を

抑えながら、効率的に発電をすることが可能にな

る。結果的に、保全措置（稼働制限）に係る費用を

最小限に抑えることができるはずだ。 

 

 

ご指摘いただいた点も含め、今後も新たな知見を

収集し、適切な調査を実施いたします。 

 

10．「回避」と「低減」の言葉の定義について 

事業者とその委託先のコンサルタントにあらかじ

め指摘しておく。事業者らは「影響の回避」と「影

響の低減」の言葉の定義を本当に理解しているだろ

うか。 

事業者らは準備書において、コウモリ類への影響

に対し「ライトアップをしない」という保全措置を

掲げると思うが、「ライトアップをしない」ことは

影響の『回避』措置であり、『低減』措置ではない。

「ライトアップしないこと」により「バットストラ

イクが『低減』された事例」は、これまでのところ

一切報告がない。 

 

ご指摘いただいた点も含め、今後も新たな知見を

収集し、コウモリ類に対して負荷の少ない調査方法

や最善の保全措置について工夫に努めてまいりま

す。 

 

11．回避措置（ライトアップの不使用）について  

（表は前ページの続き） 

（表は次ページへ続く） 
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事業者とその委託先のコンサルタントにあらかじ

め指摘しておく。ライトアップをしていなくてもバ

ットストライクは発生している。これは事実であ

る。これについて事業者は「ライトアップアップを

しないことにより影響はある程度低減できると思

う」などと主張するかもしれないが、「ある程度は

低減できると思う」という主張は事業者の主観に過

ぎない。 

 

ご指摘いただいた点も含め、今後も新たな知見を

収集し、コウモリ類に対して負荷の少ない調査方法

や最善の保全措置について工夫に努めてまいりま

す。 

 

12．回避措置（ライトアップの不使用）について 

事業者とその委託先のコンサルタントは、「ライ

トアップをしていなくてもバットストライクが発生

していること」を認識しているだろうか。昆虫類は

ライトだけでなくナセルから発する熱にも誘引され

ることが示唆されている。つまりライトアップは昆

虫類を誘引するが、だからといって「ライトアップ

をしないこと」によりコウモリ類の誘引を完全に

『回避』」できるわけではない。完全に『回避』で

きないのでバットストライクという「影響」が発生

している。アセスメントでは影響が『回避』できな

ければ『低減』するのが決まりである。よって、コ

ウモリ類について影響の『低減』措置を追加する必

要があることを先に指摘しておく。 

 

 

ご指摘いただいた点も含め、今後も新たな知見を

収集し、コウモリ類に対して負荷の少ない調査方法

や最善の保全措置について工夫に努めてまいりま

す。 

 

13．事後調査について 

発電所アセス省令によれば、「事後調査」は「保

全措置」ではない。 

 

ご指摘のとおり、事後調査そのものが環境保全措

置に相当するとは理解しておりません。 

事後調査は実環境における影響を把握するための

ものであり、その結果を踏まえ、環境保全措置の追

加等を検討する必要があると認識しております。 

14．意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこ

と。要約することで貴社の作為が入る恐れがある。 

 

ご意見を踏まえ、頂戴した意見は要約せず原文を

掲載いたします。 

 

  

（表は前ページの続き） 
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第 7.1-2 表(2) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解（意見書 2） 

一般の意見 事業者の見解 

15．コウモリ類について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影

響を受ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念

されており（バット＆バードストライク）、その影

饗評価等において重点化されている。 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライ

クが多数起きており、不確実性を伴うものではな

く、確実に起きる事象と予測して影響評価を行うべ

きである。 

このことを踏まえて環境保全の見地から、本配慮

書に対して以下の通り意見を述べる。 

なお、本意見は要約しないこと。 

 

配慮書の段階でコウモリ類の専門家にヒアリング

を行ったことは評価される。 

 

意見は要約せず記載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コウモリ類の専門家へのヒアリングは不可欠であ

ると考え、実施いたしました。 

16．p.248 の評価にコウモリ類の評価結果を記載す

ること。 
コウモリ類の評価結果については今後の現地調査

結果を踏まえて準備書において予測評価の結果を記

載いたします。 

17．今後の方法書においては、専門家等の意見を取

り入れ、十分な経験と知識を持った者による適切な

調査を実施し、定量的な予測·評価を行う必要があ

る。 

方法書においては、専門家等の意見を取り入れ、

十分な経験と知識を持った者による適切な調査を実

施し、定量的な予測·評価を実施いたします。 
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7.2 発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関す

る事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその

内容 

7.2.1 配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 

1. 配慮書における第一種事業の内容 

(1)第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力  ：最大 800,000kW※（計画段階における想定の総出力） 

風力発電機の基数：単機出力 8,000kW 級を最大 125 基設置又は単機出力 4,000kW 級を

最大 200 基 

 

(2)第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

①  事業実施想定区域の概要 

a. 事業実施想定区域の位置 

青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域及び沖合 

（第 7.2-1 図 参照） 

 

b. 事業実施想定区域の面積 

約 20,767.0ha 

※このうち、風力発電機設置予定範囲は約 13,483.8ha。（第 7.2-1 図 参照） 

 

 

                                                        
※ 風力発電所出力及び単機出力は、現時点における風力発電機の開発状況を踏まえて設定したものであるた

め、今後の風力発電機の開発状況次第で変更の可能性がある。未確定ではあるものの、現時点で 12,000kW

級の風力発電機の開発構想もあり、この場合の設置基数は 100 基程度、総出力は最大で 1,200,000kW 程度

となる可能性がある。 



このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

7.2-2 

（342） 

 

第 7.2-1図(1) 事業の実施が想定される区域  
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第 7.2-1図(2) 事業の実施が想定される区域（衛星写真）
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②  事業実施想定区域の設定の背景及び今後の方針 

青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域及び沖合を事業実施想定区域に設定した。

設定に当たっては、好風況が見込まれること、地元の漁業協同組合等との協議を開始し

ている背景を考慮した。また、住宅等から 500m の範囲※を事業実施想定区域から除外し

た。 

設定した事業実施想定区域の区域内又は周囲には法令等の制約を受ける場所が存在す

ることから、配慮書以降の手続きにおいて関係機関と事業の実施に関する協議を実施す

る。また、環境保全上留意が必要な範囲については、現地調査結果を踏まえて環境保全

の観点からの配置の検討を行う。 

なお、事業実施想定区域内における区画漁業権の範囲については、養殖（ほたて等）

が行われていることから、関係者への配慮のため風力発電機の設置予定範囲から除外し

た。 

 

a.  風況 

事業実施想定区域の周囲の風況は第 7.2-2 図のとおりである。 

「洋上風況マップ（全国版）」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO））から、高度 80m（平均海面からの高さ）において好風況が見込まれる。 

 

b.  地元との調整状況 

漁業権の設定範囲は第 7.2-3 図のとおりである。事業実施想定区域内には共同漁業権

及び区画漁業権の設定範囲が存在する。 

現時点で、関係する全ての自治体及び漁業協同組合（横浜町及び野辺地町）との協議

を開始しており、環境影響評価の手続きの開始及び事業計画に関する説明を実施した段

階である。なお、前述のとおり、事業実施想定区域内における区画漁業権の範囲につい

ては、養殖（ほたて等）が行われていることから、関係者への配慮のため風力発電機の

設置予定範囲から除外した。 

 

c.  法令等の制約を受ける場所及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、法令等の制約を受ける場所は第 7.2-4 図のとおり

である。 

・事業実施想定区域内には、「水産資源保護法」（昭和 26 年法律第 313 号）に基づ

く保護水面が分布することから、今後、事業の実施について管理者との協議を実施

する。 

                                                        
※「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（環境省総合環境政策

局、平成 23 年）によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において苦情等が多く発生してい

る調査結果が報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が懸念される。また、近年ではメーカー

が生産する風力発電機の大型化が進んでいる。これらを踏まえ、本事業では最低でも 500m の離隔を確保する

こととした。 
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・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）

に基づく鳥獣保護区は事業実施想定区域の周囲に存在するが、区域内に分布しない。

鳥獣保護区の指定状況は、第 7.2-1 表のとおりである。 

・事業実施想定区域の周囲には、「海岸法」（昭和 31 年法律第 101 号）に基づく海

岸保全区域が分布することから、今後、事業の実施について海岸管理者との協議を

実施する。 

 

第 7.2-1 表 鳥獣保護区の指定状況 

指定 名 称 区 分 面 積 (ha) 期 限 

国 小 湊 集団渡来地 4,518 平成 33 年 10 月 31 日 

青森県 

有 畑 森林鳥獣生息地 665 平成 42 年 10 月 31 日 

ヒバリ平 森林鳥獣生息地 451 平成 41 年 10 月 31 日 

夜越山 森林鳥獣生息地 1,505 平成 42 年 10 月 31 日 

大和山 森林鳥獣生息地 2,110 平成 43 年 10 月 31 日 

〔「青森県鳥獣保護区等位置図（平成 29 年度）」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月）より作成〕 

 

d.  環境保全上留意が必要な場所の確認及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、環境保全上留意が必要な場所は第 7.2-5 図のとお

りである。 

・事業実施想定区域の周囲には学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布すること

から、これらの施設の周囲 500m の範囲※については、事業実施想定区域から除外し

た。なお、「500m の範囲」は現時点で設定する最低限の離隔であり、風力発電機の

設置位置及び住居からの更なる離隔については、今後、配慮書以降の手続きにおい

て検討する。 

・事業実施想定区域の一部には、藻場が分布することから、今後、当該範囲における

現地調査を実施し、環境影響の回避又は低減の検討を行う。 

 

上記(1)～(4)の設定背景等を踏まえて設定した事業実施想定区域を第 7.2-6 図に示す。 

 

 

                                                        
※「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（環境省総合環境政策

局、平成 23 年）によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において苦情等が多く発生してい

る調査結果が報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が懸念される。また、近年ではメーカー

が生産する風力発電機の大型化が進んでいる。これらを踏まえ、本事業では最低でも 500m の離隔を確保する

こととした。 
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第 7.2-2図 事業実施想定区域の周囲の風況  

「洋上風況マップ」（NEDO HP、 

閲覧：平成 29 年 11 月）より作成 

注：平均海面から 80m の高度における風速を示す。 
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第 7.2-3図 漁業権の設定範囲  

「海洋台帳」（海上保安庁 HP、閲覧：平

成 29 年 11 月）より作成 
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第 7.2-4図(1) 法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区及び保護水面）  

「海洋台帳」（海上保安庁 HP、閲覧：平成 29

年 11 月） 

「青森県鳥獣保護区等位置図（平成 29 年度）」 

（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

より作成 
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第 7.2-4図(2) 法令等の制約を受ける場所（海岸保全区域）  

「陸奥湾沿岸海岸保全基本計画」（青森県、平

成 29 年）」            より作

成 
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第 7.2-5図(1) 環境保全上留意が必要な場所（学校、医療機関、福祉施設及び住宅等）  

「私立幼稚園一覧」「私立学校の一覧」、「小・中学校一覧」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「あおもり医療情報ネットワーク」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育所（園）」（横浜町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育園一覧」（野辺地町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「青森県健康福祉関係施設名簿（平成 28 年 4 月 1 日現在）」（青森県健康福祉部、平成 28 年） 

「青森県内の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡横浜町」（株式会社ゼンリン、平成 25 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡野辺地町」（株式会社ゼンリン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県東津軽郡平内町」（株式会社ゼンリン、平成 27 年） 

     より作成  
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第 7.2-5図(2) 環境保全上留意が必要な場所（藻場）  

「第 5 回 自然環境保全基礎調査 海域生物環

境調査」（環境庁、平成 9～13 年） より作成 
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第 7.2-6図 事業実施想定区域  
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③  複数案の設定等について 

a. 複数案の設定について 

風力発電機を配置する可能性のある範囲を包括するよう、事業実施想定区域を広めに

設定しており、以降の手続きの中で環境影響の回避・低減も考慮し、必要に応じて区域

の絞込みを検討する。 

上記のとおり、配慮書以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、こ

のような検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階技術手

法に関する検討会、平成 25 年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」

であり、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすこと

ができるとされている。 

また、現時点では発電所の原動力の出力を最大 800,000kW（8,000kW 級を最大 100 基

又は 4,000kW 級を最大 200 基）としており、形状に関しては普及率が高く発電効率が最

も良いとされる 3 枚翼のプロペラ型風車を想定している。一方、本計画段階において詳

細な風況や工事・輸送計画等については調査中であり、具体的な風力発電機の配置や構

造については、現地調査等も踏まえて検討するため、「配置・構造に関する複数案」の設

定は現実的でないと考えられる。 

 

b. ゼロオプションの設定について 

事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、

ゼロオプションに関する検討は現実的でないと考えるため、本配慮書ではゼロオプショ

ンを設定しない。 
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(3) 第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

①  発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は第 7.2-2 表のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は第 7.2-7 図のとおりである。 

風力発電機の基礎構造については、現時点では着床式（モノパイル式）で検討を進め

ているが、今後の検討によって水深の深い地点に風力発電機を設置する事となった場合

には、浮体式に変更となる可能性がある。 

 

 

第 7.2-2 表 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 
（定格運転時の出力） 

8,000kW 級又は 4,000kW 級 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
130～167m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
平均海面より約 85～100m 

最大高さ 
（ブレードの最高到達点） 

平均海面より約 150～183.5m 

基礎構造（想定） 着床式（モノパイル式）又は浮体式 
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第 7.2-7 図(1) 風力発電機の概略図（着床式（モノパイル式）） 
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「NEDO 再生可能エネルギー技術白書（第 2 版）」（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、

平成 26 年） より作成 

第 7.2-7 図(2) 風力発電機の概略図（浮体式） 
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②  変電施設 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

③  送電線 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

④  系統連系地点 

現在検討中である。 

 

 

(4) 第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

①  発電機の配置計画 

本事業の風力発電機の配置は現在検討中であるが、第 7.2-1 図に記載した事業実施想

定区域内に設置する計画である。 

風力発電機の基数については連系線の容量により決定されることとなるが、本計画段

階では総発電出力は最大 800,000kW※を想定しており、この場合の基数は第 7.2-3 表のと

おりである。 

 

第 7.2-3 表 風力発電機の出力及び基数 

項  目 

風力発電機の出力及び基数 

単機出力 8,000kW 級の場合 単機出力 4,000kW 級の場合 

基数 最大 100 基 最大 200 基 

総発電出力 最大 800,000kW※ 

 

 

 

                                                        
※ 風力発電所出力及び単機出力は、現時点における風力発電機の開発状況を踏まえて設定したものであるた

め、今後の風力発電機の開発状況次第で変更の可能性がある。未確定ではあるものの、現時点で 12,000kW

級の風力発電機の開発構想もあり、この場合の設置基数は 90 基程度、総出力は最大で 1,080,000kW 程度と

なる可能性がある。 
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(5) 第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

①  工事計画の概要 

a.  工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・基礎工事 

・風力発電機設置工事（風車輸送含む） 

・電気工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、建屋・電気工事、試験調整 

 

b.  工事期間の概要 

工事期間は以下を予定する。なお、営業運転開始は平成 36 年度を予定している。 

建設工事期間 ：着工より 1～36 か月目（平成 33 年度～平成 35 年度を予定） 

営業運転開始 ：着工より 37 か月目（平成 36 年度を予定） 

※上記の期間のうち、海上の荒天が想定される冬季の建設工事は休工である。 

 

c.  工事工程の概要 

主要な工事工程の概要は第 7.2-4 表のとおりである。 

 

第 7.2-4表 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．基礎工事 着工より 1～24 か月目（予定） 

2．風力発電機設置工事 着工より 12～36 か月目（予定） 

3．電気工事 着工より 1～36 か月目（予定） 

 

d.  輸送計画 

本計画段階では、風力発電機を海上輸送する計画であるが、ルートは未定である。ただ

し、今後の検討により、陸域に一時的に仮置きする可能性があるが、具体的なルートは未

定である。 
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(6) その他の事項 

①  事業実施想定区域周囲における他事業 

事業実施想定区域周囲における他事業は、第 7.2-5 表及び第 7.2-8 図のとおりである。環

境影響評価手続き中（平成 29 年 11 月 1 日時点）の事業が 12 件、稼働中の事業が 11 件存

在する。 

 

第 7.2-5表(1) 事業実施想定区域周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

1 横浜町菜の花風力発電所 ハヤブサエナジー（株） 
1,990kW 

（1,990kW×1 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

2 
（仮称）冷水峠風力発電

事業 

（株）ユーラスエナジーホー

ルディングス 

31,500kW 

（2,100kW×15 基） 
・環境影響評価手続き中 

3 下北風力発電事業 
（株）グリーンパワーインベ

ストメント 

最大 140,800kW 

（3,200kW×44 基） 
・環境影響評価手続き中 

4 大豆田風力発電所 
（株）ユーラスエナジーホー

ルディングス 

10,500kW 

（1,750kW×6 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 15 年 10

月 

5 二又風力発電所 日本風力開発（株） 
51,000kW 

（1,500kW×34 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 20 年 5 月 

6 吹越台地風力発電所 
前田建設（株） 

日本風力開発（株） 

20,000kW 

（2,000kW×10 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 27 年 3 月 

7 
横浜町はまなす風力発電

所 
ハヤブサエナジー（株） 

1,990kW 

（1,990kW×1 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

8 六ヶ所村風力発電所 日本風力開発（株） 
30,000kW 

（1,500kW×20 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

9 六ヶ所村風力第二発電所 日本風力開発（株） 
2,850kW 

（1,425kW×2 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 2 月 

10 横浜町風力発電事業 日本風力開発（株） 
42,000kW 

（2,000kW×21 基） 
・環境影響評価手続き中 

11 
（仮称）横浜町雲雀平風

力発電事業 
くろしお風力発電（株） 

32,200kW 

（2,300kW×14 基） 
・環境影響評価手続き中 

12 
むつ小川原ウインドファ

ーム 
エコ・パワー（株） 

31,500kW 

（1,500kW×21 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 15 年 1 月 

13 
野辺地ウィンドファーム

発電所 

（株）ユーラスエナジー野辺

地 

50,000kW 

（2,000kW×25 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 20 年 2 月 

14 
（仮称）むつ小川原風力

発電事業 
日立造船（株） 

57,000kW 

（3,000kW×19 基） 
・環境影響評価手続き中 

15 
野辺地陸奥湾風力発電事

業 
日本風力開発（株） 

36,000kW 

（2,000kW×18 基） 
・環境影響評価手続き中 

16 
六ケ所村千歳風力発電事

業 
日本風力開発（株） 

44,000kW 

（2,000kW×22 基） 
・環境影響評価手続き中 

17 睦栄風力発電所 青森風力開発（株） 
10,000kW 

（2,00kW×5 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 26 年 11

月 

18 野辺地風力発電所 エコ・パワー（株） 
800kW 

（400kW×2 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 10 年 1 月 

19 雲雀平風力発電事業 青森風力開発（株） 

最大 36,000kW 

（2,000-3,600kW×10

基） 

・環境影響評価手続き中 
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第 7.2-5表(2) 事業実施想定区域周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

20 豊原風力発電事業 青森風力開発（株） 
最大 18,000kW 

（2,000-3,600kW×5 基） 
・環境影響評価手続き中 

21 豊畑放牧場風力発電事業 青森風力開発（株） 
最大 18,000kW 

（2,000-3,600kW×5 基） 
・環境影響評価手続き中 

22 
（仮称）青森県野辺地地

点風力発電事業 
エコ・パワー（株） 

最大 30,000kW 

（2,000-3,450kW×10

基） 

・環境影響評価手続き中 

23 
（仮称）青森県横浜町地

点風力発電事業 
エコ・パワー（株） 

最大 50,000kW 

（2,000-3,450kW×25

基） 

・環境影響評価手続き中 

注：表中の番号は、第 7.2-8 図の番号に対応する。 

「環境アセスメント環境基礎情報データベース」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「風力発電所一覧」（経済産業省 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

日立パワーソリューションズ HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

エコ・パワー株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

日本風力開発株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

より作成 
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第 7.2-8図 事業実施想定区域周囲における他事業  

環境アセスメント環境基礎情報データベース」（環境省

HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「風力発電所一覧」（経済産業省 HP、閲覧：平成 29 年 11

月） 

日立パワーソリューションズ HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

エコ・パワー株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

日本風力開発株式会社 HP（閲覧：平成 29 年 11 月） 

より作成 

注：1．環境影響評価手続き中の事業を示
す位置は、公開された情報を基
に、おおよその範囲を示したもの
である。 

2．既設の事業については、風力発電
機の位置を示した。 
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2. 計画段階配慮事項の検討結果 

配慮書において検討した重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、

第 7.2-6 表のとおりである。 

 

第 7.2-6表(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価結果 

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 

騒音及び 

超低周波音 

風力発電機設置予定範囲から、配慮が特に必要な

施設等までの最短距離は、約 0.5km である。また、

風力発電機設置予定範囲から 2.0km の範囲における

配慮が特に必要な施設等は合計 5,441 戸で、このうち

住宅等が 5,419 戸、住宅等以外が 22 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。 

・ 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とともに、騒音及

び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に

応じて環境保全措置を検討する。予測計算に

際しては、地形による回折効果、空気吸収の

減衰及び地表面の影響による減衰を考慮す

る。 

風車の影 

風力発電機設置予定範囲から、配慮が特に必要な

施設等までの最短距離は、約 0.5km である。また、

風力発電機設置予定範囲から 2.0km の範囲における

配慮が特に必要な施設等は合計 5,441 戸で、このうち

住宅等が 5,419 戸、住宅等以外が 22 戸である。 

上記の状況を踏まえて、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、必要に応じて環境保

全措置を検討する。 

動物 

樹林、草地を主な生息環境とする重要な種につい

ては、主な生息環境は事業実施想定区域外であり、

改変を行わないことから、重大な影響はないと評価

する。 

一方、海洋及び水辺を主な生息環境とする重要な

種については、地形改変及び施設の存在並びに施設

の稼働による生息環境の変化に伴う影響が生じる可

能性があるが、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し、

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、必要に応じて環境

保全措置を検討する。 

・ 特に猛禽類については、「猛禽類保護の進め方

（改訂版）」（環境省、平成 24 年）に準拠して

生息状況を調査し、影響予測を行う。また、

ガン・カモ・ハクチョウ類や小鳥類等の渡り

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。 

植物 

（海域） 

海域に生育する種及び藻場については、改変によ

る生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある

と予測するが、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。 

・ 海生植物の生育状況及び藻場の現況を現地調

査等により把握し、また、海生植物への影響

の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保

全措置を検討する。 

  



このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 
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第 7.2-6表(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価結果 

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 

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予測する。 
 

 

②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び見えの大きさ 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性に

ついて、すべての眺望点から風力発電機が視認さ

れる可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ

について、「垂直視角と送電鉄塔の見え方（参

考）」によると、最も近い「砂浜海岸海水浴場」か

らの風力発電機の見えの大きさは、配置によって

は「見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くな

る。」程度となる可能性がある。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計におい

ては、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環境融和塗色で検討す

る。 
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7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検

討の経緯 

1. 配慮書における検討結果 

配慮書における計画段階配慮事項として、騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植

物（海域）及び景観については、今後の環境影響評価における現地調査等を踏まえて環

境保全措置を検討することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評

価した。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置

等及び環境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留

意するものとした。 

 

2. 配慮書提出後の事業計画の検討の経緯 

(1)方法書以降の手続き等において留意する事項への対応方針 

配慮書において記載した、方法書以降の手続き等において留意する事項（以下「留意

事項」という。）への対応方針は、第 7.2-7 表のとおりである。 
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第 7.2-7 表 留意事項への対応方針 

環境要素 方法書以降の手続き等において留意する事項 方法書以降における対応方針 

騒音及び 

超低周波音 

・ 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。 

・ 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

で予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音

の影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措

置を検討する。予測計算に際しては、地形による

回折効果、空気吸収の減衰及び地表面の影響によ

る減衰を考慮する。 

・配慮書において、風力発電機設置予定範囲から最

寄りの配慮が特に必要な施設等（住宅等）までの

距離が約 0.5km であり、方法書においては約

1.0km の離隔を確保した。 

・対象事業実施区域の周囲において、騒音及び超低

周波音の現地調査地点として 4 地点を設定した。 

・調査結果及び風力発電機の稼働に伴う影響の予測

及び評価結果を、方法書以降の手続きである「環

境影響評価準備書」に掲載する。 

風車の影 

・ 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、必要に応じて環境保全措置を

検討する。 

・配慮書において、風力発電機設置予定範囲から最

寄りの配慮が特に必要な施設等（住宅等）までの

距離が約 0.5km であり、方法書においては約

1.0km の離隔を確保した。 

・風力発電機の稼働に伴う影響の予測及び評価結果

を、方法書以降の手続きである「環境影響評価準

備書」に掲載する。 

動物 

・ 動物の生息状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地への影響の程

度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を

検討する。 

・ 特に猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改

訂版）」（環境省、平成 24 年）に準拠して生息状況

を調査し、影響予測を行う。また、ガン・カモ・

ハクチョウ類や小鳥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。 

・方法書以降において、対象事業実施区域及びその

周囲に生息する動物相をより詳細に把握し、また

重要な種及び注目すべき生息地への影響の程度を

適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。 

植物 

・ 海生植物の生育状況及び藻場の現況を現地調査等

により把握し、また、海生植物への影響の程度を

適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討

する。 

・方法書以降において、対象事業実施区域及びその

周囲に生育する植物相をより詳細に把握し、また

重要な種及び注目すべき生育地への影響の程度を

適切に予測できるよう現地調査地点を設定した。 

景観 

・ 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環境融和塗色で検討する。 

・可能な範囲で対象事業実施区域を削減した。 

・環境影響評価の項目として選定し対象事業実施区

域の周囲において、主要な眺望点及び住宅等集合

地域等を景観の現地調査地点として 14 地点を設

定した。 

・準備書段階においては、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及び評価を実施する。 

・風力発電機の塗装色については、今後の設計にお

いて検討する。 
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(2)対象事業実施区域（方法書段階）の設定及び設備の配置等に関する検討の経緯 

事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較図は、

第 7.2-9 図のとおりである。対象事業実施区域（方法書段階）は、以下の経緯により事

業実施想定区域（配慮書段階）の一部を変更している。 

 

【配慮書以降における区域の変更の経緯】 

配慮書においては、風力発電機の設置を検討する範囲として、横浜町及び野辺地町の

沿岸域および沖合において水深約 40m までの範囲を事業実施想定区域として設定した。

（一般的に着床式基礎での設置が可能である水深は、約 50m である。） 

その後、事業の検討を進め、以下に示す検討を基に、方法書においては配慮書時点の

事業実施想定区域の沿岸域の一部を除外し、より沖合の区域を対象事業実施区域として

設定することとした。 

 海岸付近に住宅等が集中する地域が存在するため、対象事業実施区域と配慮が特に

必要な施設及び住宅等との離隔を可能な限り大きく確保し、対象事業実施区域を絞

り込んだ。なお、配慮が特に必要な施設及び住宅等から対象事業実施区域までの最

短距離は約 1.0km である（第 7.2-10 図）。 

 文献その他の資料によると、沖合については海岸線付近に比べて相対的に環境影響

を受ける要素（住宅、学校及び藻場等）が少ないことを踏まえ、風力発電機の設置

候補となる範囲（対象事業実施区域）を沖合まで拡張することとした（第 7.2-

10 図）。 

 漁業の実態を踏まえて、一部の漁業権の範囲を対象事業実施区域から削減すること

とした（第 7.2-11 図）。 

この検討の結果、配慮書以降に区域が沖合に拡張することとなったが、上記のとおり、

沖合については海岸線付近に比べて相対的に環境影響を受ける要素（住宅、学校及び藻

場等）が少ないことから、重大な環境影響を増加させないものと考える。今後、拡張部

分を含めて現地の状況を把握するために調査を行い、環境影響の予測及び評価を行う。 
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第 7.2-9 図(1) 事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較  
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第 7.2-9 図(2) 事業実施想定区域（配慮書段階）  
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第 7.2-9 図(3) 対象事業実施区域（方法書段階）  
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第 7.2-10 図 住宅等及び藻場と対象事業実施区域との位置関係  

「私立幼稚園一覧」「私立学校の一覧」、「小・中学校一覧」（青森県 HP、閲覧：平成 30 年 6 月） 

「あおもり医療情報ネットワーク」（青森県 HP、閲覧：平成 30 年 6 月） 

「保育所（園）」（横浜町 HP、閲覧：平成 30 年 6 月） 

「保育園一覧」（野辺地町 HP、閲覧：平成 30 年 6 月） 

「青森県内の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：平成 30 年 6 月） 

「青森県健康福祉関係施設名簿（平成 29 年 4 月 1 日現在）」（青森県健康福祉部、平成 29 年） 

「ゼンリン住宅地図」 
「第 5 回 自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査」（環境庁、平成 9～13 年） 

      より作成 
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第 7.2-11 図 漁業権の区域と対象事業実施区域との位置関係  

「海洋台帳」（海上保安庁 HP、閲覧：平成 30

年 6 月）            より作成 
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(3)配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較 

配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較は、第 7.2-8 表のとおりである。 

 

第 7.2-8表 配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較 

項 目 配慮書 方法書 

発電機の出力 最大 800,000kW  最大 800,000kW 

区域の概要 

・事業実施想定区域 

青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域

及び沖合 

 

・事業実施想定区域の面積 

約 20,767ha 

※このうち、風力発電機設置予定範囲は約

13,483.8ha。 

・対象事業実施区域 

青森県上北郡横浜町及び野辺地町の沿岸域

及び沖合 

 

・対象事業実施区域の面積 

約 25,674.3ha 

風力発電機の 

基数 
8,000kW 級×100 基又は 4,000kW 級×200 基 単機出力 4,200kW～9,500kW を最大 191 基 

風力発電機の 

配置 
検討中 検討中 

風力発電機の 

基礎構造 
着床式又は浮体式 着床式（モノパイル式又はジャケット式） 

変電所 検討中 第 2.2-3 図の位置で検討中 

送電線 検討中 

海中：海底にケーブルを埋設 

陸上：鉄塔を設置し架線または既存道路沿い

に地下埋設で検討中 
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