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１．窒素酸化物と自動車交通量について 

 

 

 方法書では、対象事業における交通量及び建設機械が現況と比較し、発生台数が少ないため、

影響は極めて小さいものとしております。 

さらに、青森県内で自動車交通量の多い青森県庁付近における二酸化窒素及び自動車交通量

の結果を下記に示します。 

24 時間交通量約 57,000 台に対して二酸化窒素濃度 0.036ppm となり、環境基準との整合が図

られております。対象事業実施区域周辺の交通量は 7,000 台程度であり、さらに対象事業で使

用する車両は日 大 200 台程度あることを考慮すると、工事中も十分、環境基準を下回るもの

と考えられ、その影響は極めて小さいものと判断しております。 

  

表 1-1 自動車排出ガス測定局 

 

 

 

 

 

（二酸化窒素の環境基準） 

 

 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/taiki_jouji_H22.pdf 

 

表 1-2 自動車交通量（青森県庁付近） 

交通量観測
地点地名

（台） （台） （台） （台） （台） （台）

青森県青森市古川一丁目 37,480 6,632 44,112 49,566 7,935 57,501

昼間12時間自動車類交通量 24時間自動車類交通量

上下合計

小
型
車

大
型
車

合
計

目
丁
字

区
町
村

市
郡

上下合計

小
型
車

大
型
車

合
計

 

http://www.mlit.go.jp/road/census/h22-1/index.html 



 

 

 

２．景観について 

 

 

 

対象物までの視距離 dを求めた結果、下表に従い見込角 1.5 度未満となるために必要となる距

離は、5050m となりました。このため、風車設置予定位置から「5km」を基本的な調査地域として

設定しております。 

 

見込角と送電鉄塔の見え方 

 

出典：「景観対策ガイドライン(案)」(昭和 56 年 UHV 送電特別委員会環境部会) 

 



 

 

 

 

３．石油代替効果及びCO2削減効果の試算方法について 

 

 

 石油代替効果及び CO2削減効果の試算方法については以下のとおりです。 

  

風況については、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）

の局所風況マップで対象事業実施区域における年平均風速である 6.3m/s を使用している。 

年平均風速を用いてレイレ分布に準じて年間の風速階級別の出現率を求め、年間の時間数

8,760 時間を乗じることによって、風速階級別の年間出現時間を算出した。 

求められた出現時間にメーカーより入手した 3,000kW 級風車のパワーカーブを用いて風速階級

別の発電量（80,978MWh）を求めました。 

発電量に以下の原単位を乗じて、石油代替効果及び CO2削減効果を求めました。 

原油換算係数    0.254kL/MWh ×80,978MWh ＝ 約 20,000 kL 

二酸化炭素排出係数 0.36t-CO2/MWh×80,978MWh ＝ 約 29,000 t-CO2 

 

なお、風況観測結果が得られた時点で、改めて当該結果に基づき、試算を行います。 



 

 

 

４．先行事業における顧問会ご意見に対する方法書における対応などについて 

 

 

先行事業において環境審査顧問会で出された主な意見に対して、「上北小川原風力発電事業に

係る環境影響評価方法書」（以下「方法書」という。）における対応などについて以下に整理し

た。 

 

【意見】 

第１ 基本的事項 

１．環境影響評価準備書の作成に当たっては、環境影響評価法、電気事業法及び「発電所の設

置又は変更の工事の事業に係る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、環境の保全のための措置に関する指針

等を定める省令」（以下「主務省令」という。）の規定に基づき、環境影響評価の項目、調

査・予測・評価の手法及びこれらの結果等、必要な事項を遺漏なく記載すること。特に、対

象事業の目的及び内容、環境保全措置並びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載す

ること。 

（方法書における対応など） 

  主務省令の規定に基づき、環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法については、漏洩

なく、記載いたしました。また、対象事業の目的及び内容についても具体的に記載しました。 

  なお、環境保全措置並びに事後調査については、現地調査、予測、評価の結果をとりまとめ

た準備書で具体的に記載いたします。 

 

【意見】 

２．環境影響評価の項目の選定に当たっては、本事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整

理した上で、主務省令別表第５の参考項目を勘案し適切に選定するとともに、その選定理由

を明確にすること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において本事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、主務省令別表 5

の参考項目を勘案し、選定いたしました。また、その選定及び非選定とした理由を明記いたし

ました。 

 



 

【意見】 

３．環境影響評価の調査・予測に当たっては、主務省令別表第１０の参考手法を勘案しつつ、

事業特性及び地域特性を踏まえ、調査・予測の妥当性を明らかにして適切に実施すること。

また、評価に当たっては、調査及び予測の結果並びに環境保全措置等を踏まえ、評価の根拠

及び検討経緯を明らかにし、対象事業の実施による環境影響が事業者により実行可能な範囲

内でできる限り回避され、又は低減されているものであるか及び環境の保全についての配慮

が適正になされているものであるかを検討すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書では、主務省令別表第１０の参考手法などを勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏

まえ、調査・予測検討いたしました。 

  なお、評価については、現地調査、予測、評価の結果をとりまとめた準備書で検討します。 

 

【意見】 

第２ 具体的事項 

１．対象事業実施区域と改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲等）を明確に区

分し、土地の掘削や盛土、アクセス道路の設置、樹木の伐採等の土地の改変がどこで行われ、

どのように修復するのか分かる図面を添付すること。 

（方法書における対応など） 

  現時点では、具体的な計画が決定していないため、搬入予定ルートや標準平面図を記載させ

て頂きました。 

  準備書では改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲等）を明記いたします。 

 

【意見】 

２．風力発電所の配置が不明なため、工事の仕上がりなど、全体像が分かる図面を添付するこ

と。 

（方法書における対応など） 

  現時点で想定している、風車設置予定位置を方法書に記載しました。工事の仕上がり図面に

ついては、準備書で明記いたします。 

 

【意見】 

３．評価については、必要な調査データを取得・整理し、できるだけ定量的な評価を行うこと。 

（方法書における対応など） 

  準備書では、できるだけ定量的な評価を行います。 

 



 

【意見】 

４．工事車両の運行ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮についての記述が

不十分なため、工事に伴う騒音振動予測を記載すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書では、工事に伴う粉じん等、騒音について環境影響評価項目として選定いたしました。 

  なお、大気質のうち、窒素酸化物については、十分、環境基準を下回るものと考えられ、ま

た、振動についても、地域特性（周辺住居からの距離、周辺の道路交通量）及び弊社における

類似事例を考慮すると、影響は極めて小さいものと考え、非選定としました。 

 

【意見】 

５．低周波音については、「低周波音の測定に関するマニュアル」（環境庁大気保全局策定）

に基づき評価を行うとともに、Ｇ特性だけでなく、周波数特性も示すこと。 

（方法書における対応など） 

  方法書では、超低周波音に対して周波数特性を測定する旨、記載しました。 

 

【意見】 

６．水の濁り（濁水対策）に係る記述がないため、河川、湖沼等の類型指定の状況、沈砂地等

の処理能力や処理方法を具体的に示すこと。 

（方法書における対応など） 

  方法書では周辺の河川、湖沼等の既存資料に基づく水質調査結果に類型指定の状況を併記し

ました。現地調査結果を踏まえ、水の濁りに係る対策については、類似事例を参考に準備書で

記載いたします。 

 

【意見】 

７．生態系については、何を指標（注目種）とし、どのような調査・評価を行うのか具体的に

記載すること。 

（方法書における対応など） 

  現地調査を実施する前に注目種を選定することが困難であるため、方法書における生態系は、

環境類型区分における動植物の出現状況を整理し、環境類型区分別に生息・生育種を把握し、

その結果によって評価を行います。 

 

【意見】 

８．居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合いの場、緑化及び修景に係る記述がな

いため、これらを追加すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において居住地等も景観の調査地点に選定しました。また、人と自然との触れ合いの

活動の場についても、環境影響評価項目に選定しております。 

 



 

 

【意見】 

９．シャドーフリッカー（風車の影）、廃棄物、残土及び塗装からの有害物質に係る記述がな

いため、これらを追加すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において風車の影及び廃物等についても、環境影響評価項目に選定しております。 

 

【意見】 

１０．ｗｉｎｄ ｔｕｒｂｉｎｅ ｎｏｉｓｅに卓越した純音成分（約１００ヘルツから２００

ヘルツまでの範囲）及びｓｗｉｓｈ音の程度について記載すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において 100～200Hz の範囲についても、調査対象としております。 

ｓｗｉｓｈ音の程度については、準備書における評価の結果を考慮し、必要があれば、事後

調査の対象として検討したいと考えております。 

 

【意見】 

１１．資材搬入、管理道路の計画について図示し、資材搬入道路の拡幅工事等について影響評

価を行うこと。 

（方法書における対応など） 

  方法書において搬入予定ルートを図示しました。対象事業実施区域内における道路拡幅工事

等についても留意し、環境影響評価を行います。 

 

【意見】 

１２．工事車両の運行は大気環境に影響を及ぼすため、工事車両の運行経路を考慮し、必要に

応じ 寄りの大気環境の現況を示し評価すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において搬入予定ルートを図示しました。大気環境については、粉じん等について環

境影響評価項目として選定しました。 

 

【意見】 

１３．施設の稼働時に管理棟等を設ける場合は、生活排水の処理に係る記述を追加すること。 

（方法書における対応など） 

  管理棟等を設けるか未定ですが、設置する場合は、周辺住居と同様の排水処理方法にて適正

に排水処理を行う予定です。 

 



 

【意見】 

１４．対象事業実施区域の現況確認については、現存植生図だけでは現状との照合が難しいた

め、現状が確認できる至近の航空写真、図面等を添付すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書に航空写真を記載しました。 

 

【意見】 

１５．動植物相の調査について、調査ルートの設定に際しては、樹木の伐採等の改変区域を包

含するよう考慮すること。特に、注目種が改変区域に分布しているのか、又は非改変区域に

分布しているのか分かるよう調査すること。 

（方法書における対応など） 

  調査ルートの設定にあたっては、拡幅の可能性がある搬入予定ルート及び風車設置予定位置

を基本的なルートとして考えておりますが、対象事業実施区域においてその他、樹木の伐採等

の改変区域についても調査ルートに設定します。 

 

【意見】 

１６．風車が目立たないように、風景の中に溶け込むよう検討すること。 

（方法書における対応など） 

  風車が目立たないように、色彩を検討します。 

 

【意見】 

１７．近傍の風力発電所との複合的な環境影響が考えられる場合は、可能な範囲で予測・評価

するよう努めること。 

（方法書における対応など） 

  既設風車との複合的な環境影響については、今後の先行事例での対応等を考慮し、可能な範

囲で、検討するよう努めます。 

 

【意見】 

１８．牧草地を中心に風車を多数設置する場合は、猛きん類等の餌場になっている可能性があ

るため、餌場としての機能が維持されるかについて検討すること。また、樹林を伐開・整地

して風車を設置する場合は、小動物等の狩場として利用されるようになる可能性があること

に留意すること。 

（方法書における対応など） 

  一部、樹林を伐開・整地して風車を設置するため、猛禽類の探餌、採餌行動に留意して調査

を実施します。 

 



 

【意見】 

１９．樹林帯を伐開して風車を設置する場合は、林縁部の植生構造の変化や風の通り道ができ

ることにより、植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性があるため、工事に際しては段

階的な伐開、萌芽更新の手法を採用する等の工夫が必要になるとともに、動物相の変化も考

えられることから、影響評価に際してはこれらについて考慮すること。 

（方法書における対応など） 

  現地調査の結果を考慮し、これらについても検討いたします。 

 

【意見】 

２０．風車設置のための土木工事において、埋め戻し、現状回復を図る旨記載している場合が

多いが、現状の定義を明確にするとともに、回復措置の具体的な内容を示すこと。特に、緑

化の内容については詳細に計画を示すとともに、切土法面、盛土の周辺及び風車設置基部の

整地部分の状態を明記すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において風車基礎図を記載しました。計画が概ね確定した段階（準備書）で切土法面、

盛土の周辺について記載致します。 

 

【意見】 

２１．道路及び送電線埋設工事について、計画の詳細がほとんど示されていないため、工事の

内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性について検討すること。特に、林道等

の拡幅工事や鉄板敷等により一時的に大型車両の運行を行う場合は、工事部分の重要種が消

滅することがあること、また、側溝等を設ける場合は、小動物の落下や分断等の影響がある

ことに留意すること。 

（方法書における対応など） 

  対象事業では既設道路を利用して、搬入します。一部、林道等で拡幅工事を行いますが、重

要な種の生育・生育状況に留意し、計画検討を行います。 

 

【意見】 

２２．哺乳類の調査手法として、自動撮影調査を実施するものとしないものが混在しているが、

夜行性の中・大型哺乳類の生息確認に自動撮影を用いることは一般化しているため、調査手

法として追加を検討すること。また、ブレードへの鳥類等の衝突個体が多くなると、肉食性

哺乳類が集まりやすくなることが考えられることから、事後調査についても検討すること。 

（方法書における対応など） 

  現地調査を行った上で、中・大型哺乳類の移動ルートが確認された場合。自動撮影調査も検

討します。現地調査の結果を考慮し、必要があれば、事後調査も実施します。 

 



 

【意見】 

２３．鳥類の予測評価については、ブレード、タワー等への接近・接触に関して、衝突確率等

の算出を行うこと。また、予測評価に際しては、必要に応じて有識者等から助言を得ながら

実施すること。 

（方法書における対応など） 

  現地調査の結果にもよりますが、主に猛禽類を対象に衝突確率等の算出についても実施する

予定です。予測評価に際しては、必要に応じて有識者等から助言を得ながら実施します。 

 

【意見】 

２４．風力発電の設備利用率を含め、当該発電所を設置することによる温室効果ガスの削減効

果を定量的に示すよう努めること。 

（方法書における対応など） 

  方法書においては、前述のとおり、試算しておりますが、1 年間の風況調査結果が完了した

時点で、当該調査結果に基づき、温室効果ガスの削減効果を定量的に示します。 

 

【意見】 

２５．風車の設置箇所が海に近いことから、海域への濁水の影響について検討すること。 

（方法書における対応など） 

  方法書において、周辺河川を対象に環境影響評価の対象としております。 



 

（非公開） 

 

 

５．送電ルート等について 

 

 

※競合他社への情報提供行うことによって、企業経営上の正当な利益を害するおそれが考えられ

るため、非公開とした。 

 


