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第7章  その他環境省令で定める事項 

 配慮書についての関係地方公共団体の長及び一般の意見の概要、並びに事業者の見解 7-1   

7-1-1  配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解 

 配慮書の公告及び縦覧等 （1）

「環境影響評価法」第 3条の 7第 1項及び「発電所の設置又は変更の工事の事業に係

る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手

法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理

的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指

針等を定める省令」第 13 条の規定に基づき、事業者は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、配慮書を公告の日から起算

して約 1ヵ月間縦覧に供した。 

 

1） 公告の日 

平成 30年 2月 26日（月） 

 

2） 公告の方法 

①  日刊新聞紙による公告 

平成 30年 2月 26日（月）付で、下記の日刊紙に「お知らせ」公告を掲載した。 

・東奥日報（朝刊） 

 

②  インターネットへの掲載による公告 

平成 30年 2月 26日（月）から、下記のホームページに案内を掲載した。 

・青森風力開発株式会社ホームページ 

URL http://aomoriwinddevelopment.com/ 

http://www.jwd.co.jp/mutsuyokohama/ 

 

③  広報誌への掲載による公告 

下記の広報誌に「お知らせ」公告を掲載した。 

・広報よこはま 平成 30年 3月号 

・広報むつ 平成 30年 3月号 
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3） 縦覧場所及び期間 

関係自治体庁舎及び事業者の計 3箇所、並びにインターネットを利用し、下記期間で

縦覧を行った。 

・縦覧期間：平成 30年 2月 27日（火）から平成 30年 3月 28日（水）まで 

 

①  関係自治体庁舎及び事業者での縦覧 

・横浜町役場 1階 ホール（青森県上北郡横浜町字寺下 35番地） 

・むつ市役所 企画調整課（青森県むつ市中央一丁目 8番 1号） 

・青森風力開発株式会社（青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎 1050番地 1） 

 

②  インターネットの利用による縦覧 

・青森風力開発株式会社ホームページ 

URL http://aomoriwinddevelopment.com/ 

・むつ横浜風力開発株式会社ホームページ 

URL http://www.jwd.co.jp/mutsuyokohama/ 

なお、縦覧期間中は終日アクセスが可能な状態とした。 

 

4） 縦覧者数（縦覧者名簿記載者数） 

・横浜町役場   5名 

・むつ市役所   0名 

・青森風力開発株式会社  0名 

総数  5名 

 

 一般の意見の概要及び事業者の見解 （2）

「環境影響評価法」第 3条の 7第 1項及び「発電所の設置又は変更の工事の事業に係

る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手

法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理

的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指

針等を定める省令」第 13 条の規定に基づき、事業者は環境の保全の見地からの意見の

提出を受け付けた。 

 

1） 意見書の提出期間 

平成 30年 2月 27日（火）から平成 30年 3月 28日（水）まで 

（郵送の受付は提出期限日当日消印有効とした。） 

 

2） 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に備え付けの意見箱に投函 

・事業者宛に書面の郵送  

http://aomoriwinddevelopment.com/
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3） 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 4通 26件であった。 

 

4） 一般の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書に対する一般の意見及びそれに対する事業者の見解は、表 7-1-1(1)～(7)に示

すとおりである。 

 

表 7-1-1(1) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

1 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）、その影響評価

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。 

 

1.配慮書の段階でコウモリ類についてのヒアリング

を行ったことは評価できる。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリング

を行う予定です。 

2 2.しかし、ヒアリングを行った大学名誉教授（鳥類、

動物全般）は、コウモリについての最新の知見や知

識が不足している。Anabatはゼロクロッシング方式

の録音機であるため、雑音とコウモリ音声の区別が

つかなくなり、すなわちコウモリ類の活動量が過小

評価される。調査には詳細な解析が可能なフルスペ

クトラム方式の録音機を使用すること。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリング

を行う予定です。 

また、フルスペクトラム方式の

録音機を使用した高高度自動録

音調査を実施する予定です。 

3 3.さらに大学名誉教授は「コウモリ類は紫外線を認識

できることから、紫外線を発する塗装が有効である

とする意見がある」と述べているが意味不明であ

る。コウモリ類は聴覚（エコーロケーション）によ

って飛翔している。また、ブレードはコウモリ類が

採餌する昆虫類の飛翔スピードをはるかに超えた

速度で回転している。すなわち回転するブレードは

コウモリ類のエコーロケーション能力を超えた速

度であるため認識できない。この専門家の意見を忖

度するべきではない。今後はコウモリ類の生態学的

知見を持った専門家に指導を仰ぐべきである。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリング

を行う予定です。 
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表 7-1-1(2) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

4 4.今後の方法書において事業者は、コウモリ類専

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。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリングを

行う予定です。 

また、フルスペクトラム方式の

録音機を使用した高高度自動録音

調査を実施し、可能な限り定量的

な予測に努めます。 

5 ■コウモリ類について 

コウモリ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。国内では今後さらに風車が建設される予

定であり、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。 

現地調査によりコウモリ類の生

息状況を確認した上で、必要に応

じて風力発電機の配置を検討する

等の保全措置を講ずることによ

り、極力影響を回避・低減する予

定です。 

6 ■コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

風力発電施設供用によるコウモリ類への影響を

予測するために、必要十分な調査を行うべきであ

る。必要な調査内容については、鳥類やネズミ類、

大型哺乳類などの他分野の「専門家」ではなく、

バットストライクについて十分な知識のある「コ

ウモリ類の専門家」にヒアリングを行うべきでは

ないのか。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリングを

行う予定です。 

7 ■鳥類の専門家に、コウモリ類のヒアリングを行

うのは不適切である。 

P243 事業者は「鳥類、動物全般」の専門家にコ

ウモリ類についてヒアリングを行っているが、他

分野の専門家のいうことが必ずしも正しいとは限

らない。これはハロー効果という錯覚である。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリングを

行う予定です。 

8 ■P243「鳥類専門家」の発言について 

P243「鳥類、動物全般の専門家」は「昆虫類、

コウモリ類に加えて、夜間に渡る鳥類の影響も考

慮した場合、紫外線を発しない紫色の塗料と赤色

灯のインターバル点灯を複合させるのが有効と思

われる」などと発言しているが、「紫外線を発しな

い紫色の塗料と赤色灯のインターバル点灯を複合

させる」ことによりバットストライクが回避低減

された事例はない。コウモリが風車に誘引される

原因は解明されていないが、稼働制限によりバッ

トストライクが低減できることは確認されてい

る。この専門家の発言は「根拠が薄い」。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリングを

行う予定です。 
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表 7-1-1(3) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

9 ■コウモリ類の調査について 

方法書以降で現地調査により、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。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリングを

行う予定です。 

また、フルスペクトラム方式の

録音機を使用した高高度自動録音

調査を実施する予定です。 

10 ■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、

つまり風車ブレードの回転範囲のコウモリの音声

は地上からほとんど探知できない。よって風況観

測搭（バルーンは風で移動するので不適切）にバ

ットディテクター（自動録音バットディテクター）

の延長マイクを設置し、高高度におけるコウモリ

の音声を自動録音するべきではないのか。これら

は、すでに欧米や国内でも行われている調査手法

である。 

今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリングを

行う予定です。 

また、フルスペクトラム方式の

録音機を使用した高高度自動録音

調査を実施する予定です。 

11 ■バットディテクターの機種について 

・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。 

・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）。 

・今後、周波数解析が可能なフル

スペクトラム方式の録音機を使

用した高高度自動録音調査を実

施する予定です。 

・コウモリの周波数解析は、ソナ

グラムの型に基づいたグループ

分けを行う予定です。 

・高高度自動録音調査において、

捕獲調査日のデータは使用しな

いこととします。 
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表 7-1-1(4) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

12 ■コウモリの捕獲調査について 

・コウモリの捕獲許可申請は必ずコウモリ類の専

門家の指導のもとで行うべきである。 

・6月下旬-7月中旬はコウモリ類の出産哺育期にあ

たるため、捕獲調査を避けるべきではないのか。 

・ハープトラップは高空を飛翔するコウモリを捕

獲できないので、カスミ網も併用するべきでは

ないか。 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性

別、年齢、体重、前腕長等を記録し、放獣する

べきではないか。 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大き

いので、ハープトラップは、かならず夜間複数

回見回るべきだ（夕方設置して、見回りせずに

朝方回収などということを絶対に行わないこ

と）。 

・今後、コウモリ類の生態学的知

見を持った専門家にヒアリング

を行い、指導を受けます。 

・捕獲調査は 6 月下旬-7月中旬を

避ける予定です。 

・捕獲調査はハープトラップとカ

スミ網を併用する予定です。 

・捕獲したコウモリには麻酔を行

わず、必要事項の記録後、放銃

する予定です。 

・捕獲調査では夜間複数回見回り

を行う予定です。 

13 ■コウモリ類の保全措置について 

樹林内に建てた風力発電機や、樹林（林緑）か

ら200ｍ以内に建てた風力発電機は、バットストラ

イクのリスクが高いことが、これまでの研究でわ

かっている。低空（林内）を飛翔するコウモリで

さえ、樹林（林緑）から200ｍ以内ではバットスト

ライクのリスクが高くなる。よって風力発電機は、

樹林から200ｍ以上離して設置すること。 

現地調査の結果を踏まえ、必要

に応じて可能な限り樹林から距離

を離隔する等の保全対策を検討し

ます。 

14 ■コウモリ類の保全措置は「実施可能」である 

事業者は「環境影響を可能な限り回避・低減す

べく環境保全措置を実施する」つもりがあるのだ

ろうか？最新の科学的知見によれば、『カットイン

風速を限られた期間と時間帯に高く設定し、低速

時のフェザリングをすること（低減措置）』のみが

コウモリの保全措置として有効な方法であること

がわかっている。この方法は、事業者が「実施可

能」かつ「最新の知見に基づいた」、コウモリ類の

環境保全措置である。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 
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表 7-1-1(5) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

15 ■日本の風力事業者は恥ずべき存在か 

欧州では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」が行われている。「コウモリの活動期間中」に

カットイン風速を少しだけあげ、さらに「低風速

時」にフェザリングを行えば、巨額なコストをか

けずバットストライクの発生を抑えられることは

世界的な常識である。「適切なコウモリの保全措置

を実施しない」日本の風発事業者は、世界的に見

れば恥ずべき存在である。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

16 ■事業者は、今後「国内におけるコウモリの保全

事例数が少ないので、（カットイン風速の値を上げ

ることフェザリングの）保全措置は実施しない（事

後調査の後まで先延ばしにする）」といった回答を

するかもしれないが、環境保全措置は安全側にと

ること。 

事業者は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、

「コウモリを殺す前」から保全措置を実施するこ

と。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

17 ■コウモリ類の保全措置を先延ばしにしないこと 

「国内におけるコウモリの保全事例が少ないの

で保全措置は実施しない（大量に殺した後に検討

する）」といった回答をする事業者がいたが、仮に

国内事例が少なかろうが、「適切な保全措置の実

施」は可能だ。 

ご意見の通り、保全措置の国内

事例は少ないですが、必要に応じ

て可能な限り適切な手法で保全措

置を検討します。 

18 ■コウモリ類の保全措置を先延ばしにしないこと

2 

そもそも「コウモリに影響があることを知りな

がら適切な保全措置をとらない」のは、未必の故

意、つまり「故意にコウモリを殺すこと」に等し

いことを先に指摘しておく。仮に「適切な保全措

置を実施しないでコウモリを殺してよい」と主張

するならば、自身の企業倫理及び法的根拠を必ず

述べること。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

19 ■コウモリ類の保全措置を先延ばししないこと3 

上記について事業者は「実際に何個体死ぬか仕

組みがよくわからないから（適切な保全措置をせ

ずに）事後調査して、本当に死んだらその時点で

保全措置を検討する」などと論点をすり替えるか

もしれないが、それは「事後調査」という名目の

「実証実験」だ。身勝手な「実験」でコウモリを

殺すな。「コウモリを殺す前」から安全側で保全措

置を実施すること。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 
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表 7-1-1(6) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

20 ■事後調査など信用できない 

コウモリは小さいので、死体はすぐに消失する。

月2回程度の事後調査で「コウモリは見つからなか

った」などと主張しても、科学的な根拠は乏しい。

最新の科学的知見に従い、コウモリの保全措置を

安全側で実施し、「その上で」科学的かつ透明性の

高い「事後調査」を実施すること。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

その上で事後調査について検討

します。 

21 ■コウモリ類の保全措置（低減）について 

風力発電におけるコウモリの保全措置（低減措

置）は「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」が原則である。これまでの

ところ低減効果がある保全措置はそれ以外に発見

されていない。 

コウモリの活動期間中にカットイン風速を少し

だけあげ、さらに低風速でフェザリングを行うこ

とがバットストライクを低減できる唯一の保全措

置であることを認識してほしい。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

22 ■「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

「低減」の言葉の定義を本当に理解しているだろ

うか。 

事業者らは今後、コウモリ類への影響に対して

「ライトアップをしない」ことを掲げるはずだが、

「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「ある程度のバットストラ

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。 

言葉の定義については適切に行

います。 

23 ■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。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

24 ■月2回程度の事後調査など信用できない 

コウモリは小さいので、死体はすぐ消失する。

月2回程度の事後調査で「コウモリは見つからなか

った」などと主張しても、科学的な根拠は乏しい。

最新の科学的知見に従い、コウモリの保全措置を

安全側で実施し、「その上で」科学的かつ透明性の

高い事後調査を実施すること。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 

その上で事後調査について検討

します。 
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表 7-1-1(7) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 

番号 一般の意見 事業者の見解 

25 ■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。 

事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

意見書の内容は要約しないこと

とします。 

26 ■環境大臣が「コウモリの保全に言及しない」理

由を聞くと 

これまで「環境大臣」は、風力発電アセス手続

きにおいて、鳥類同様飛翔し、鳥類より風車で死

ぬ可能性が高いコウモリの保全について言及して

いない。「知事」「経済産業省」「住民」がそれ（コ

ウモリ類の適切な調査保全）を指摘しても、大臣

はそれをすべて無視してきた。環境大臣は「鳥類

は保全する」が「コウモリは風発で殺してよい」

と考えているようだ。よって、事業者が「コウモ

リの保全をするつもりがあるならば」、環境大臣が

「コウモリを見殺しにする」根拠を聞くとよいだ

ろう。 

頂いたご意見を踏まえて、必要

に応じて可能な限り適切な手法に

よる保全措置を検討します。 
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7-1-2  配慮書に対する関係地方公共団体の長の意見及び事業者の見解 

 配慮書に対する青森県知事の意見及び事業者の見解 （1）

1） 青森県知事の意見 

「環境影響評価法」第 3条の 7第 1項の規定に基づく青森県知事の意見（平成 30年

5月 24日）は、次に示すとおりである。 
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2） 青森県知事の意見に対する事業者の見解 

配慮書に対する青森県知事の意見及びそれに対する事業者の見解は、表 7-1-2(1)及

び(2)に示すとおりである。 

 

表 7-1-2(1) 配慮書に対する青森県知事の意見と事業者の見解 

番号 青森県知事の意見 事業者の見解 

1 1 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。 

風力発電設備の配置に当たっては、

住居等から離隔するなど十分配慮し

ながら検討します。 

2 2 事業実施想定区域内には東西を横断する河川

が多数存在しており、造成等の施工時における濁

水の流入により、これらの河川の水質に影響を及

ぼすおそれがあることから、造成等の施工による

一時的な影響に係る環境影響評価項目として、水

質（水の濁り）を環境影響評価方法書において選

定すること。 

造成等の施工による一時的な影響

に係る環境影響評価項目として、水質

（水の濁り）を環境影響評価方法書に

おいて選定します。 

3 3 事業実施想定区域周辺には横浜配水場及び明

神平配水場があり、地域住民の水道に供給されて

いる。これらの配水場の取水場所の位置によって

は、事業実施に伴う地下水への影響が懸念される

ことから、事業計画の具体的な検討に当たって

は、当該取水場所の位置を把握し、地下水に影響

が生じないようにすること。 

事業計画の具体的な検討に当たっ

ては、水道水源の取水場所の位置を把

握し、地下水に影響が生じないように

します。 

4 4 事業実施想定区域及びその周辺は、オジロワ

シ、オオタカ等の希少猛禽類の生息地や営巣地と

なっている可能性がある。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。 

風力発電設備の配置に当たっては、

地元の複数の専門家から希少猛禽類

の生態特性を聴取した上で検討しま

す。 
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表 7-1-2(2) 配慮書に対する青森県知事の意見と事業者の見解 

番号 青森県知事の意見 事業者の見解 

5 5 湿地棲鳥類について、事業実施想定区域内に主

な生息環境が存在するものの、河川等の水辺環境

の改変は行わない計画であることから、影響はな

いとしているが、事業実施想定区域及びその周辺

は、湿地棲鳥類であるガン・カモ類等の渡り鳥の

移動経路、クイナ類・オオセッカ等の生息地や渡

りの中継地として利用されている可能性があるこ

とから、環境影響評価方法書において、調査、予

測及び評価の対象とすること。 

湿地棲鳥類を含めた一般鳥類につ

いて、環境影響評価方法書において、

調査、予測及び評価の対象とします。 

6 6 事業実施想定区域には保安林、ヒノキアスナロ

群落等の自然林及び鳥獣保護区が含まれている。

事業実施に伴うこれらの森林の伐採や土地の改変

により、治山・治水及び動植物の生息・生育環境

に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事

業計画の具体的な検討に当たっては、可能な限り

これらの森林を避けるとともに、大規模な土地の

改変を回避すること。 

対象事業実施区域の設定に当たっ

て、保安林を除外します。 

ヒノキアスナロ群落等の自然林及

び鳥獣保護区については、現地調査

結果を踏まえ、可能な限り大規模な

土地の改変を回避するよう努めま

す。 

7 7 池沼や水田等の湿地に生育する植物について、

事業実施想定区域内に主な生育環境が存在するも

のの、湿地等の水辺環境の改変は行わない計画で

あることから、影響はないとしているが、直接改

変がなくても、事業実施に伴う地下水脈の変化や

濁水の流入により、これらの植物の生育環境に影

響を及ぼすおそれがあることから、環境影響評価

方法書において、調査、予測及び評価の対象とす

ること。 

池沼や水田等の湿地に生育する植

物について、環境影響評価方法書に

おいて、調査、予測及び評価の対象

とします。 

8 8 事業実施想定区域周辺には、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。 

他事業者による既存及び計画中の

風力発電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し

ます。 

 

 

3） 関係市町村長の意見に対する事業者の見解 

配慮書に対する関係市町村長の意見はなかった。 
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 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7-2   

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  計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度 

 事業実施想定区域の設定の経緯 （1）

計画段階環境配慮書における事業実施想定区域の設定は、図 7-2-1に示すフローに従

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「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、2011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。 

図 7-2-1 事業実施想定区域の設定フロー 

  

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。 

2.風況が良いこと（図 7-2-2参照） 

事業実施想定区域設定エリア周辺は、NEDOの局所風況マップによると年平均風速で

7m/s以上（地上高 70m）の風速が得られる地域となっている。 

5.変電設備及び系統連系地点になるべく近いこと（図 7-2-2参照） 

本事業では、変電設備等の建設を図 7-2-2に示す位置に予定している。 

4.自然環境法令等の規制区域に配慮すること（図 7-2-4参照） 

事業実施想定区域設定エリア周辺は、保安林、農用地区域及び鳥獣保護区が事業実

施想定区域内に含まれるが、国立公園、国定公園、県立自然公園等、自然環境法令等

の規制区域とはなっていない。 

1.環境・エネルギー産業創造特区に指定されていること 

青森県は、むつ小川原地域等 13 市町村※を「環境・エネルギー産業創造特区」に指

定しており、これらの地域では風力発電等自然エネルギーの導入促進が期待されてい

る。 
※むつ小川原地域及び八戸市（計 13市町村） 

八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、 

おいらせ町、六ヶ所村、東通村 

3.住居等の保全対象施設が含まれていないこと（図 7-2-3参照） 

事業実施想定区域設定エリア周辺は、「中野沢」、「有畑」、「鶏沢」、「旭町」、「向平」

等の幾つかの地区があり、市街地等の住居が集まる範囲を除外した。 

なお、本事業の方針としては、方法書以降の手続きにおいて、住居等の保全対象施

設から風力発電機までの離隔を 500m以上確保※する予定である。 

事業実施想定区域の設定 
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図 7-2-2 NEDO局所風況マップ（地上高 70m）  

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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図 7-2-3 主な地区の分布状況  

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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図 7-2-4 自然環境法令等の規制状況  

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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 計画段階配慮事項の検討結果 （2）

計画段階環境配慮書では、風力発電施設を設置することによって、事業実施想定区域

及びその周囲で影響を受けると想定される環境要素を選定し、その影響を回避又は低減

するために配慮すべき事項を取りまとめた。計画段階環境配慮書における配慮事項を表

7-2-1(1)及び(2)に示す。 

 

表 7-2-1(1) 環境影響が懸念される内容と計画段階配慮事項の概要 

環境 

要素 
環境影響が懸念される内容 計画段階の配慮事項 

騒音及 

び超低 

周波音 

事業実施想定区域から2km未満の範

囲に住居が1,642戸分布する。 

風力発電機の配置や基数等を検討する。 

風車 

の影 

事業実施想定区域から2km未満の範

囲に住居が1,642戸分布する。 

風力発電機の配置や基数等を検討する。 

動物 

主に森林、草地、農耕地に生息する

重要な種については、直接改変による

生息環境の変化に伴う重大な影響の可

能性がある。 

方法書以降の手続き等において現況を把握

し、適切な影響の程度の予測を行った上で、

風力発電機の配置や基数等を検討する。 

植物 

主に低山から山地に生育する重要な

種、日当たりの良い草地等に生育する

重要な種、及び岩石地、岩場等に生育

する重要な種については、直接改変に

よる生育環境の変化に伴う影響が生じ

る可能性がある。 

植生自然度が 8 以上の群落について

は、事業実施想定区域内に一部含まれ

る。 

方法書以降の手続き等において現況を把握

し、適切な影響の程度の予測を行った上で、

風力発電機の配置や基数等を検討する。 

生態系 

事業実施想定区域には、重要な自然

環境のまとまりの場として自然林、河

辺・湿原・沼沢地植生、保安林及び鳥

獣保護区が含まれる。また、事業実施

想定区域がガン、カモ、ハクチョウ類

等の飛翔コースとなっている可能性が

ある。 

方法書以降の手続き等において現況を把握

し、適切な影響の程度の予測を行った上で、

風力発電機の配置や基数等を検討する。 
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表 7-2-1(2) 環境影響が懸念される内容と計画段階配慮事項の概要 

環境 

要素 
環境影響が懸念される内容 計画段階の配慮事項 

景観 

事業実施想定区域には、「近川・横

浜海岸段丘」が景観資源として選定さ

れており、景観に影響が生じる可能性

がある。 

主要な眺望点と風力発電機との位置

関係では、最大垂直見込み角が 3度を

超える眺望点が「菜の花畑」、「吹越

烏帽子」、「横浜町中野沢地区」など

15 箇所あり、景観に影響が生じる可能

性がある。 

方法書以降の手続き等において可視状況を

把握した上で影響の度合いを評価し、風力発

電機の配置、基数、色彩等を検討する。 

人と自

然との

触れ合

いの活

動の場 

「三保川沿いの遊歩道」及び「吹越

烏帽子登山道」が事業実施想定区域内

に一部含まれる。 

方法書以降の手続き等において、主要な人

と自然との触れ合いの活動の場の利用状況を

踏まえながら、風力発電機の配置や基数等を

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 

 検討の経緯 （1）

計画段階環境配慮書における配慮事項及び配慮書への大臣意見、知事意見等を踏まえ、

環境面から配慮すべき区域を極力除外するための更なる絞り込みを行い、対象事業実施

区域を設定した。対象事業実施区域を設定するにあたり検討の対象とした事項と検討結

果、及び影響の重大性の程度の変化比較を表 7-2-2(1)～(7)に示す。 

 

表 7-2-2(1) 検討経緯（騒音及び超低周波音） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念

される内容 

事業実施想定区域から 2km 未満の範囲に住居が 1,642 戸分布す

る。 

計画段階の配慮

事項 

風力発電機の配置や基数等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 6一部抜粋】 

風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設か

ら発生する騒音等測定マニュアル」（平成 29 年 5 月環境省）及び

その他の最新の知見等に基づき、住居等への影響について適切に

調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等

を住居等から離隔すること等により、騒音等による生活環境への

影響を回避又は極力低減すること。 

【青森県知事意見番号 1】 

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。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、むつ市の範囲を全て除

外した。また、鶏沢地区に近い区域の境界を最大約 580mセットバ

ックした他、松栄地区に近い区域の境界についても最大約 540mセ

ットバックした。 

その結果、風力発電機から最寄住居等までの距離は、約 760mと

なった。（図 7-2-5参照） 

影響の重大性の程度の

変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域から 2 ㎞未満に 1,642 戸の

住居等が存在し、最寄住居等までの距離は約 150mであった。 

方法書段階では、対象事業実施区域から 2 ㎞未満の住居等の戸

数は 1,234戸に減少し、最寄住居等までの距離は約 660mに延長さ

れた。なお、風力発電機から最寄住居等までの距離は約 760mであ

る。 
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図 7-2-5 検討結果（騒音及び超低周波音、風車の影）  
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表 7-2-2(2) 検討経緯（風車の影） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念

される内容 

事業実施想定区域から 2km 未満の範囲に住居が 1,642 戸分布す

る。 

計画段階の配慮

事項 

風力発電機の配置や基数等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 7一部抜粋】 

風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居等への影響に

ついて適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風

力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による

生活影響への影響を回避又は極力低減すること。 

【青森県知事意見番号 1】 

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。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、むつ市の範囲を全て除

外した。また、鶏沢地区に近い区域の境界を最大約 580mセットバ

ックした他、松栄地区に近い区域の境界についても最大約 540mセ

ットバックした。 

その結果、風力発電機から最寄住居等までの距離は、約 760mと

なった。（図 7-2-5参照） 

影響の重大性の程度の

変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域から 2 ㎞未満に 1,642 戸の

住居等が存在し、最寄住居等までの距離は約 150mであった。 

方法書段階では、対象事業実施区域から 2 ㎞未満の住居等の戸

数は 1,234戸に減少し、最寄住居等までの距離は約 660mに延長さ

れた。なお、風力発電機から最寄住居等までの距離は約 760mであ

る。 
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表 7-2-2(3) 検討経緯（動物） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念
される内容 

主に森林、草地、農耕地に生息する重要な種については、直接
改変による生息環境の変化に伴う重大な影響の可能性がある。 

計画段階の配慮
事項 

方法書以降の手続き等において現況を把握し、適切な影響の程
度の予測を行った上で、風力発電機の配置や基数等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 2一部抜粋】 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の
附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位
置・規模（以下「配置等」という。）の検討に当たっては、現地確
認を含め必要な情報の収集・把握を適切に行い、風力発電設備等
について実現可能な事業計画を検討すること。また、保安林につ
いては同区域から可能な限り除外を検討するとともに、その他改
変を想定しない区域についても、同区域から除外すること。 

【青森県知事意見番号 6】 

事業実施想定区域には保安林、ヒノキアスナロ群落等の自然林
及び鳥獣保護区が含まれている。事業実施に伴うこれらの森林の
伐採や土地の改変により、治山・治水及び動植物の生息・生育環
境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体
的な検討に当たっては、可能な限りこれらの森林を避けるととも
に、大規模な土地の改変を回避すること。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、むつ市及び保安林の範

囲を全て除外した。また、鳥獣保護区については一部の範囲を除

外した。（図 7-2-6参照） 

影響の重大性の程度の
変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域の面積は 4,979haであった。

その内、保安林は 420ha、鳥獣保護区は 360ha含まれていた。 

方法書段階では、対象事業実施区域の面積は 3,891haとなった。

その内、保安林は 0ha、鳥獣保護区は 270haに減少した。 
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図 7-2-6 検討結果（動物、植物、生態系）  
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表 7-2-2(4) 検討経緯（植物） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念
される内容 

主に低山から山地に生育する重要な種、日当たりの良い草地等
に生育する重要な種、及び岩石地、岩場等に生育する重要な種に
ついては、直接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。 

植生自然度が8以上の群落については、事業実施想定区域内に一
部含まれる。 

計画段階の配慮
事項 

方法書以降の手続き等において現況を把握し、適切な影響の程
度の予測を行った上で、風力発電機の配置や基数等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 2一部抜粋】 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の
附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位
置・規模（以下「配置等」という。）の検討に当たっては、現地確
認を含め必要な情報の収集・把握を適切に行い、風力発電設備等
について実現可能な事業計画を検討すること。また、保安林につ
いては同区域から可能な限り除外を検討するとともに、その他改
変を想定しない区域についても、同区域から除外すること。 

【経済産業大臣意見番号 9一部抜粋】 

事業実施想定区域には、自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85
号）に基づく自然環境保全基礎調査の第 6 回・第 7 回調査（植生
調査）において植生自然度が高いとされた植生及び森林法（昭和
26 年法律第 249 号）に基づき指定された保安林が存在している。
特に事業実施想定区域南東側には、まとまりを持ったブナクラス
域自然植生が存在することから、本事業の実施により、植物及び
生態系への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置
等の検討に当たっては、現地調査により自然度の高い植生等が存
在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響につい
て予測及び評価を行うこと。 

【青森県知事意見番号 6】 

事業実施想定区域には保安林、ヒノキアスナロ群落等の自然林
及び鳥獣保護区が含まれている。事業実施に伴うこれらの森林の
伐採や土地の改変により、治山・治水及び動植物の生息・生育環
境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体
的な検討に当たっては、可能な限りこれらの森林を避けるととも
に、大規模な土地の改変を回避すること。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、むつ市及び保安林の範

囲を全て除外した。また、鳥獣保護区については一部の範囲を除

外した。（図 7-2-6参照） 

影響の重大性の程度の
変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域の面積は 4,979haであった。

その内、保安林は 420ha、鳥獣保護区は 360ha含まれていた。 

方法書段階では、対象事業実施区域の面積は 3,891haとなった。

その内、保安林は 0ha、鳥獣保護区は 270haに減少した。 
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表 7-2-2(5) 検討経緯（生態系） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念
される内容 

事業実施想定区域には、重要な自然環境のまとまりの場として
自然林、河辺・湿原・沼沢地植生、保安林及び鳥獣保護区が含ま
れる。また、事業実施想定区域がガン、カモ、ハクチョウ類等の
飛翔コースとなっている可能性がある。 

計画段階の配慮
事項 

方法書以降の手続き等において現況を把握し、適切な影響の程
度の予測を行った上で、風力発電機の配置や基数等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 2一部抜粋】 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の
附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位
置・規模（以下「配置等」という。）の検討に当たっては、現地確
認を含め必要な情報の収集・把握を適切に行い、風力発電設備等
について実現可能な事業計画を検討すること。また、保安林につ
いては同区域から可能な限り除外を検討するとともに、その他改
変を想定しない区域についても、同区域から除外すること。 

【経済産業大臣意見番号 9一部抜粋】 

事業実施想定区域には、自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85
号）に基づく自然環境保全基礎調査の第 6 回・第 7 回調査（植生
調査）において植生自然度が高いとされた植生及び森林法（昭和
26 年法律第 249 号）に基づき指定された保安林が存在している。
特に事業実施想定区域南東側には、まとまりを持ったブナクラス
域自然植生が存在することから、本事業の実施により、植物及び
生態系への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置
等の検討に当たっては、現地調査により自然度の高い植生等が存
在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響につい
て予測及び評価を行うこと。 

【青森県知事意見番号 6】 

事業実施想定区域には保安林、ヒノキアスナロ群落等の自然林
及び鳥獣保護区が含まれている。事業実施に伴うこれらの森林の
伐採や土地の改変により、治山・治水及び動植物の生息・生育環
境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体
的な検討に当たっては、可能な限りこれらの森林を避けるととも
に、大規模な土地の改変を回避すること。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、むつ市及び保安林の範

囲を全て除外した。また、鳥獣保護区については一部の範囲を除

外した。（図 7-2-6参照） 

影響の重大性の程度の
変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域の面積は 4,979haであった。

その内、保安林は 420ha、鳥獣保護区は 360ha含まれていた。 

方法書段階では、対象事業実施区域の面積は 3,891haとなった。

その内、保安林は 0ha、鳥獣保護区は 270haに減少した。 
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表 7-2-2(6) 検討経緯（景観） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念

される内容 

事業実施想定区域には、「近川・横浜海岸段丘」が景観資源とし

て選定されており、景観に影響が生じる可能性がある。 

主要な眺望点と風力発電機との位置関係では、最大垂直見込み

角が 3 度を超える眺望点が「菜の花畑」、「吹越烏帽子」、「横浜町

中野沢地区」など 15箇所あり、景観に影響が生じる可能性がある。 

計画段階の配慮

事項 

方法書以降の手続き等において可視状況を把握した上で影響の

度合いを評価し、風力発電機の配置、基数、色彩等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 10一部抜粋】 

事業実施想定区域の周辺には、青森県が条例に基づき眺望点に

指定し、青森県内外から多数の観光客が訪れる「菜の花畑」、主要

な眺望点である「吹越烏帽子岳」等が存在しており、本事業の実

施により、これら眺望点からの景観に対する影響が懸念される。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、菜の花フェスティバル

のイベント会場になっている「菜の花畑」に近い区域の境界を最

大約 580mセットバックした。（図 7-2-7参照） 

影響の重大性の程度の

変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域から「菜の花畑」までの距

離は約 740mであった。 

方法書段階では、対象事業実施区域から「菜の花畑」までの距

離は約 900mに延長された。なお、風力発電機から「菜の花畑」ま

での距離は約 1,320mである。 
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図 7-2-7 検討結果（景観）  
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表 7-2-2(7) 検討経緯（人と自然との触れ合いの活動の場） 

段階 項目 内容 

配
慮
書 

環境影響が懸念

される内容 

「三保川沿いの遊歩道」及び「吹越烏帽子登山道」が事業実施

想定区域内に一部含まれる。 

計画段階の配慮

事項 

方法書以降の手続き等において、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場の利用状況を踏まえながら、風力発電機の配置や基数

等を検討する。 

意見等 

【経済産業大臣意見番号 11一部抜粋】 

事業実施想定区域及びその周辺には、前述の「菜の花畑」のほ

か、「三保川沿いの遊歩道」及び「吹越烏帽子登山道」等が存在し

ており、遊歩道等の直接改変による影響のほか、工事中及び供用

時の騒音、供用時の風車の影並びに景観変化等によるこれら人と

自然との触れ合いの活動の場への影響が懸念される。 

方
法
書 

検討結果 

対象事業実施区域の設定にあたっては、「三保川沿いの遊歩道」

の範囲を全て除外した。（図 7-2-8参照） 

影響の重大性の程度の

変化比較 

配慮書段階では、事業実施想定区域内に「三保川沿いの遊歩道」

が一部含まれていた。 

方法書段階では、対象事業実施区域から「三保川沿いの遊歩道」

を全て除外した。 
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図 7-2-8 検討結果（人と自然との触れ合いの活動の場）  
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 配慮書及び方法書における事業計画概要の比較 （2）

配慮書及び方法書における事業計画概要の比較は、表 7-2-3及び図 7-2-9に示すとお

りである。 

 

表 7-2-3 事業計画概要の比較 

項目 配慮書段階 方法書段階 

発電所の出力 
出力：最大 225,000kW 

構成：3,600～5,000kW級×45基 

出力：最大 130,200kW 

構成：3,600～4,200kW級×31基 

面積 
約 4,979ha 

事業実施想定区域として 

約 3,891ha 

対象事業実施区域として 

配置 検討中 
図 7-2-9参照 

31基 

構造 3枚翼プロペラ型風車 変更なし 

変電設備、 

系統連系地点 

図 7-2-9参照 

横浜町字上イタヤノ木地区 

図 7-2-9参照 

横浜町字上イタヤノ木地区 

送電線 検討中 図 7-2-9参照 

 

 

 環境保全の配慮について （3）

対象事業実施区域の設定にあたって、以下に示す環境保全の配慮を検討した。 

 

①むつ市の範囲を全て除外した。 

②鶏沢地区に近い区域の境界を最大約 580mセットバックした。 

③松栄地区に近い区域の境界を最大約 540mセットバックした。 

④保安林の範囲を全て除外した。 

⑤鳥獣保護区の一部の範囲を除外した。 

⑥菜の花フェスティバルのイベント会場になっている「菜の花畑」に近い区域の境界を

最大約 580mセットバックした（内容は上記②と同じ）。 

⑦「三保川沿いの遊歩道」の範囲を全て除外した。 

 

なお、風力発電機の配置等は、今後の調査、予測及び評価結果により変更の可能性が

あり、環境保全措置の具体的な内容は、予測及び評価結果を踏まえた上で検討する計画

である。 

 

  



7-33(416) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2-9 配慮書及び方法書の事業区域 
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