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第1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧  

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下、「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方法

書及びその要約書を公告の日から起算して１か月間縦覧に供した。 

(1) 公告の日

平成 29 年８月 10 日（木）

(2) 公告の方法

① 日刊新聞紙による公告（別紙１参照）

下記日刊紙に「公告」を掲載した。

・平成 29 年８月 10 日（木）付 福島民報新聞社、福島民友新聞社

※平成 29 年８月 24 日（木）、25 日（金）、26 日（土）に開催する説明会についての公告

を含む

② 地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。

・広報ひらた 2017 年（平成 29 年）8月 10 日発行分（No.706）（別紙２参照）

③ 関係自治会への回覧によるお知らせ

平成 29 年８月 10 日（木）から、福島県いわき市三和町及び古殿町の下記の自治会にて｢お

知らせ｣を回覧した。（別紙 3-1、別紙 3-2 参照） 

・いわき市三和町：上市萱地区 下市萱地区 中寺地区 上三坂地区 中三坂地区 渡戸地区

・古殿町：上山上地区 大久田地区

④ インターネットによるお知らせ

平成 29 年８月 10 日（木）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。

・福島県のウェブサイト（別紙 4-1 参照）

http://www.pref.fukushima.lg.jp/

・いわき市のウェブサイト

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/index.html

・古殿町のウェブサイト

http://www.town.furudono.fukushima.jp/

・JR 東日本エネルギー開発株式会社 ウェブサイト（別紙 4-2 参照）

http://www.jr-energy.jregroup.ne.jp/
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(3) 縦覧場所

関係自治体庁舎の計７箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用より縦覧を

行った。

① 関係自治体庁舎での縦覧

・福島県庁 西庁舎８階 生活環境部環境共生課

福島県福島市杉妻町 2-16

・いわき市役所 本庁舎１階市民ロビー

福島県いわき市平字梅本 21

・いわき市役所 三和支所

福島県いわき市三和町下市萱字竹ノ内 114-1

・いわき市役所 遠野支所

福島県いわき市遠野町根岸字白幡 40-1

・古殿町役場 産業振興課

福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原 31 番地

・小野町役場 町民生活課

福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻 92 番地

・平田村役場 住民課

福島県石川郡平田村大字永田字切田 116 番地

② インターネットによるお知らせ

・JR 東日本エネルギー開発株式会社 ホームページ

http://www.jr-energy.jregroup.ne.jp/

(4) 縦覧期間

・縦覧期間：平成 29 年８月 10 日（木）から平成 29 年９月 11 日（月）

（土・日・祝日を除く。） 

・縦覧時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

(5) 縦覧者数

縦覧者数（意見書提出者数）は 15 件、うち意見提出は 14 件であった。
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２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7条の２の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

(1) 公告の日及び公告の方法

説明会の開催公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。

（別紙１、別紙２、別紙３参照）

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数

説明会の開催日時、開催場所、及び来場者数は以下のとおりである。

① 平成 29 年８月 24 日（木）18：30～19：30

・開催場所：平田村中央公民館（福島県平田村大字永田字切田 158-5）

・来場者数：０名

② 平成 29 年８月 25 日（金）19：00～20：00

・開催場所：古殿町公民館（福島県石川郡古殿町松川字横川 235）

・来場者数：４名

③ 平成 29 年８月 26 日（土）19：00～20：00

・開催場所：地域交流センター三和ふれあい館（福島県いわき市三和町下市萱字竹ノ内 114-1） 

・来場者数：８名

３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第８条の規定に基づき、環境保全の見地から意見を有する者の意見の提出を

受け付けた。 

(1) 意見書の提出期間

平成 29 年８月 10 日（木）から平成 29 年９月 25 日（月）まで

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。）

(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。

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函（別紙５参照）

②JR 東日本エネルギー開発株式会社への書面郵送、電子メールの送信

(3) 意見書の提出状況

意見提出は 14 通、意見総数は 58 件であった。
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第2章 環境影響評価方法書に対する環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の

見解 

「環境影響評価法」第８条及び第９条に基づく、方法書について提出された環境保全の見地からの

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。 

環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(1) 

＜事業全般＞   福島県いわき市Ａ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

1 

私は、20 数年前より、いわき市三和町下市萱滝ノ上の山林

を、保健休養の為の目的として土地貸借契約を結んだ借主の皆

様が、自然保護、環境保全を前提に、施設を設け自然を満喫し、

眺めも良いと喜んで山荘の生活を楽しんでおりますが、先日地

区の回覧にて貴社が計画された（風力発電事業環境影響評価方

法書）を拝見し驚きました、原発事故以来、電力問題が生じ再

生可能エネルギーが、叫ばれていますが、只、私の土地契約者

にはまだ話はしてませんが、反対者ばかりだと思います 

自然の中に巨大な風車が日々回転し、電磁波が発生するそん

な地域では、のんびりと自然を眺め、休日を過ごせる状態では

ないでしょう、土地契約者からは解約と建物の保証など問題に

なるでしょう、そんな事態が生じた場合の貴社の対応につい

て、紙面文書にて平成 29 年 9 月 10 日迄に当方まで必着するよ

う御返答を、願います。 

今後の風力発電設備の配置・機種検討に当たって

は、住宅との離隔を可能な限り確保するとともに、

詳細な調査、予測及び評価を実施し、重大な環境影

響が懸念される場合には、環境保全措置の実施によ

り、影響を回避又は低減するよう努めます。 

事業の実施に当たっては、引き続き地域の皆さ

まへ適宜、説明会等を実施して情報共有を図り、ご

理解を頂けるよう努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(2) 

＜事業全般＞ 千葉県松戸市Ｂ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

2 

私は、千葉県松戸市に居住し、20 数年前よりいわき市三和

町下市萱滝ノ上に山荘を建て余生を送っている者です。 

先日地主様から「目の前の馬揚山の尾根とその北側の山の尾

根に風力発電所を設置する」との話を聞きました。突然の話で

驚愕するとともに今後の人生生活に恐れを感じました。 

建設計画の馬揚山と言えば私の山荘の目の前の尾根にあた

り、また北側の山の尾根は山荘から 200 メートルも離れていま

せん。こんな直近に巨大な風車が設置されたら眺望景観は失わ

れ又 200 メートルしか距離がなければ当然そこから派生する

風力発電による回転騒音・低周波、超低周波による人体の健康

被害、発電設置による眺望、景観等の環境破壊、落雷、風圧等

による羽根の落下事故等などの問題点が生じ承諾する事は出

来ません。 

また風力発電による被害についても、既に風力電力事業を設

置している、愛媛県伊方町の直近 500 メートル以内の住民によ

れば、風力発電開始と同時に羽根の回転音と同時に低周波によ

る耳鳴り、目の圧迫感、胸の高鳴り、不整脈等の症状が発生し

日夜悩み病院に通院している。と訴えていることも調べまし

た。 

私は、四季折々年間の９割はこの山荘にて暮らしておりま

す、こんな素晴らしい眺望景観の下で静かに余生を送りたいと

決めております。 

このような素晴らしい環境のもと毎日の風力音、超低周波に

晒され悩み続けるような生活は耐えられません。 

貴社の計画する風力発電事業について再考を頂くよう切に

お願いします。 

今後の風力発電設備の配置・機種検討に当たって

は、住宅との離隔を可能な限り確保するとともに、

詳細な調査、予測及び評価を実施し、重大な環境影

響が懸念される場合には、環境保全措置の実施によ

り、影響を回避又は低減するよう努めます。 

なお、環境省の「風力発電施設から発生する騒音

等への対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電

施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、超低周波音については、風力発電施

設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚閾値

を大きく下回り、風力発電施設から発生する超低周

波音及び低周波音と健康影響については、明らかな

関連を示す知見は確認されなかったとされていま

す。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(3) 

＜水質＞    福島県いわき市Ｃ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

3 

方法書拝見させていただきました。その中で留意点およ

び提案事項がありましたのでメールいたします。 

当計画地区は上水道等の給水設備が未完了な地区が多

く、当営業所地区においては自噴している井戸水あるいは

沢水を主とし生活用水として生活しているのが現状です。 

今後、風力発電設備の位置が決定されていくと思います

が、その際に地下水の使用状況を調査することが重要と思

います。 

当社においても県内の公共事業により様々な場面で地下

水に影響が見られ、事前調査および事後調査など請け負っ

ておりますが、後々の補償等になり得る場合、やはり事前

の調査データがないと補償する上でも又地権者様へ話する

上でも非常に難しいのが現状です。 

今後の事業を進めていく中で水源地調査および井戸水調

査を実施した中で仮設道路の切盛りを計画することも重要

かと思い提案させていただきました。 

今後必要に応じ、水源地調査および井戸水調査ならびに

地質調査等、当社の今までの経験を活かした調査技術提案

の資料も作成いたしますので、地元ならではのご協力でき

る場面があれば頑張りたいと思います。何かありましたら

ご連絡いただけますと光栄です。今後ともよろしくお願い

いたします。 

メールにて失礼いたします。

地下水や地表水の生活用水源については、今

後、現地踏査による現地確認により詳細な調査を

実施するとともに、地元関係者へのヒアリング等

により情報収集に努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(4) 

＜事業全般、事業計画、水質、騒音及び超低周波音、動物、その他＞ 福島県いわき市Ｄ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

4 

１ 縦覧、説明会について 

(仮称)馬揚山風力発電事業の環境影響評価方法書の縦覧

がされました。しかし、私たちのような一般人が、この膨

大な資料を読み解くことは困難です。電子縦覧もされてい

るが期間を過ぎるとみることができません。 

多くの人が参加できるよう、縦覧、説明会の周知の改善

をはかること。 

以上のことを方法書で明らかにされるようお願いしま

す。 

方法書説明会のお知らせにつきましては、新聞

公告に加えて、自治会への回覧等を行いました。

また、説明会では、方法書を要約した「あらまし」

を配布しました。今後につきましても、図書を要

約した「あらまし」の配布やスライドを用いた分

かり易く丁寧な説明を図るとともに、多くの方が

参加できるよう説明会を周知し、地域の皆さまの

ご理解を頂けるよう努めます。 

5 

２ 地域メリットについて 

 地元雇用について、地域経済の発展について具体的に示

すこと。 

地元雇用については、現段階では検討中です

が、現在、地元協議を進めており、地域の発展に

つながるよう検討しているところです。 

6 

３ 工事について 

基礎工事・道路工事の規模、残土処理を記載すること。 

本方法書において、基礎工事、工事用道路、残

土処理の概要について記載しましたが、より詳細

な計画については、準備書において具体的に記載

いたします。 

7 

４ 水源保護について 

大規模な自然破壊を伴い異常気象、大雨が心配である。

土石流の不安が解消されません。水質・流量ついて、水源

が確保されるのか、水道等への不慮の事故の対応を明らか

にすること。 

土砂流出による影響に配慮し、土砂流出防備保

安林を回避した対象事業実施区域を設定しまし

た。 

また、風力発電設備の配置の検討において、河

川や沢筋等からの距離の確保に努め、工事による

土工量の抑制に努めるとともに、工事中の濁水対

策として、作業ヤードへの沈砂池の設置を計画

し、本事業の実施が地表水や地下水へ影響を生じ

ないよう配慮していきます。 

8 

５ 超低周波・低周波・騒音、風車の影による被害対応つい

て 

2km 以内に小中学校、保育所や介護施設とう 6施設、1,870

戸の住宅があります。超低周波・騒音等は 3 ㎞より遠くの

住民にも被害をもたらしている。3㎞以内には建設すべきで

ない。発電機から 500m、1km、2km 以内の戸数は記載されて

いますが、3km 以内の人家戸数を示すこと。 

住民に説明するにあたって、過去の被害事例、その対策

を具体的に示し、被害が発生した場合の対応を明示するこ

と。 

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、超低周波音については、風力発電

施設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚

閾値を大きく下回り、風力発電施設から発生する

超低周波音及び低周波音と健康影響については、

明らかな関連を示す知見は確認されなかったと

されています。また、全国の騒音の実測調査の結

果では、風力発電施設からの距離が 1.5km の地点

で騒音レベルが 30dB 程度まで低下する結果とな

っていますが、風力発電設備の配置・基数検討に

当たっては、住宅等との離隔を可能な限り確保す

るとともに、騒音等の影響に配慮した機種選定を

行い、必要に応じて騒音等の低減措置の導入を検

討いたします。 

9 

６ 野生動物について 

 養鶏・畜産への影響を示すこと。原発事故以来イノシシ

が増えている。イノシシが風力発電により凶暴化し人的被

害もあるとの報告もあるが対応を明らかにすること。 

風力発電施設は、養鶏場や放牧場の近くに設置

されている事例がありますが、野生鳥獣被害等に

ついては地域の情報収集に努めます。 

10 

７ 有効な発電はできるのか 

自然エネルギーとしての風力発電がどの位役立つか、役

立たないのか判断のしようがありません。年平均でなく、

建設予定山上の春夏秋冬と 8月の 13～16 時の風況と、発電

量予想、どのくらいの温室ガス削減になるのかを明らかに

して下さい。 

本事業は、「局所風況マップ」から、「風力発電

導入ガイドブック（平成 20 年 2月改訂第 9版）」

（NEDO: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 20 年）において示されて

いる風況の良い地点（高度 30m における年平均風

速が約 5m/s 以上）を中心に絞り込み、候補地を

抽出しましたが、現在、事業実施区域において詳

細な風況調査を実施しているところです。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 

9



環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(4)つづき 

＜景観、累積影響、事業計画＞   福島県いわき市Ｄ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

11 

８ 安全対策について 

 落雷や強風、積雪凍結等による風力発電機の破損・倒壊

事故、火災も発生しております。近年、気象変動による土

砂災害が増加する傾向にあることから、安全対策や万が一

事故が発生した場合の復旧方法を具体的に示すこと。 

風力発電設備の運用に当たっては、風力発電設

備の定期安全管理検査制度等に基づく保守管理

を徹底し、事故の未然防止を図ります。また、気

象災害による事故が発生した場合に周辺地域へ

影響を及ぼさないよう、風力発電機の配置及び規

模、付帯設備の位置等を検討いたします。 

12 

９ 景観 、自然との触れ合い場について 

 「住民の生活領域における各風力発電機の垂直見込角が

できるだけ、２度を超えることのないように、風力発電機

の配置を計画すること」とされていますがここで言ってい

る垂直見込角は鉄塔の基準です。鉄塔と風力発電機では見

え方が大きく違います。 

 茨城県「自然公園における風力発電施設の新築および増

築に関わる許可措置命令指導指針」における「視野角 1 度

未満」「視野占有率 0.02％未満」を準用すべきです。 

工事対象山域のうち、雨降山、塩見山は県内外の市民に

親しまれている登山コースがあります。主要な眺望点及び

景観資源並びに主要な景観資源に住民が生活している居住

地を加えること。 

景観破壊、自然破壊、登山道破壊となるこの山域への大

規模風力発電設置は、当会は反対です。 

風力発電機の見え方（垂直視野角）の評価基準

は、「鉄塔」の見え方に関する知見が風力発電の

評価基準のひとつとして広く使われております

が、準備書においてフォトモンタージュ法による

視覚的な表現手法等により主要な眺望景観の変

化の程度を予測及び評価を行います。また、今後

の現地調査に当たっては、登山道や日常的な視点

場からの眺望景観についても現地確認の上、十分

留意し、調査を実施いたします。 

13 

10 管理会社について 

 維持管理の職員数は何人を当てる予定でしょうか。故障、

事故等で使用できない場合や風力発電耐用年数 20 年経過

後、会社の倒産又は清算後管理人がいなくなり、放置され

てしまうリスクがあります。 

 事業終了後は原状復帰すると説明されましたが、原状復

帰の中味を明らかにすること。 

維持管理の詳細については現段階では検討中

です。また、事業終了時の風力発電機の撤去や更

新については、事前に検討を行い、発電設備を撤

去する場合には、適切に処理する計画です。 

14 

11.他風力発電との複合的な影響について

遠野風力発電と重なる部分があることから、複合的な影

響とその対策を具体的に示すこと。 

累積的な影響については、周辺の他事業におけ

る環境影響評価図書等の公開情報の収集や他事

業者との情報交換等に努め、本事業との累積的な

影響の有無について検証します。その結果、累積

的な影響が生じる可能性がある場合には、適切な

予測及び評価を行う方針としています。 

15 

12.総合的な意見

計画が具体的でなく、住民が可否を判断できる材料足り

ません。事業者は住民が判断できる正しい情報を示すこ

と 。 

 地元へのメリットは全くなく、我慢と犠牲が強いられ、

事業終了の 20 年後、残るのは廃物となった施設と自然破壊

のみとなることを危惧します。 

 福島県の集計でも登山など自然を体感できる地域を訪れ

る観光客は増加しており、この計画は「山の資源を生かし

観光交流人口を増やそう」と努力しているいわき市の施策

と矛盾するものです。水道の水源地域であり、この地域に

風力発電は建設すべきではありません。 

今後の準備書手続きにおいて、詳細な事業計画

を検討し、説明会等を実施して情報共有を図りま

す。 

また、地元貢献については、現段階では検討中

ですが、現在、地元協議を進めており、地域の発

展につながるよう検討しているところです。 

本事業は、福島県の再生可能エネルギー推進ビ

ジョンの方針・計画に基づいて進めている事業で

あり、県内の復興に寄与することが重要であると

認識しておりますので、地域の皆さまのご理解を

頂けるよう努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(5) 

＜事業全般、景観、水質、人と自然の触れ合いの活動＞ 東京都江東区Ｅ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

16 

<1>始めに

貴方法書では市民からの意見に対して、超低周波音問題

や自然保護景観保護についても、「十分留意する」「影響を

回避または低減するよう努めます」との記述があるだけで、

具体的回避方法の明示がまだ無いようです。風車の位置と

数量や発電規模など詳細計画がまだ不確定なのに、「4.4 総

合的な評価」で「重大な影響は回避又は低減できる可能性

が高いと評価した」と記載あるのは、なぜそういうことが

結論できるのでしょうか？ 

全体的には、計画の実施ありきで進んでいるとしか思え

ず、工事が強行されるだけではとの危惧がつのり、不安解

消には程遠い状態と思います。 

「4.4 総合的な評価」は、計画段階環境配慮書

に記載した内容を再掲したものであり、文献調査

による机上検討において、法令等の制約を受ける

場所や環境保全上留意が必要な場所を回避する

ことにより、今後の事業計画の検討及び環境保全

措置を講じることで、重大な影響が回避又は低減

可能であると予測したものです。 

今後、現地調査を実施し、その結果を踏まえ詳

細な予測及び評価を行います。重大な影響がある

と予測された場合には、風力発電機の機種及び配

置計画等の再検討、または環境保全措置を講じる

ことにより、環境影響の回避または低減に努めま

す。 

17 

<2>景観破壊の問題

景観保護について「フォトモンダ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」と

ありますが、「主要な眺望点」の調査地点が「鶴石山、往生

山、芝山、水石山、良々堂山など」とされています。これ

には「塩見山山頂、雨降山山頂、馬揚山山頂」及び「対象

区域内の登山道の主要地点からの景観」も対象に加えるべ

きです。理由は前回述べたとおりです。 

そして、シミュレーション結果画像は、本当に問題ない

レベルなのか、一般市民にも公開して頂きたいと考えます。 

「表 4.3-33 主要な眺望景観の変化の程度」によると、鶴

石山、往生山、芝山、良々堂山は視野角２度～5.4 度になっ

ていて、ほとんどが「茨城県指導指針＝視野角１度未満」

の要件を満たしません。風車の位置と大きさが確定した段

階での景観シミュレーションをぜひ実施し、結果を公開し

て頂きたいと考えます。 

今後の現地調査に当たっては、登山道からの眺

望景観についても現地確認の上、十分留意し、調

査を実施いたします。 

眺望景観への影響検討にあたっては、現地調査

により主要な眺望景観の写真撮影を実施し、準備

書においてフォトモンタージュ法による視覚的

な表現手法等により主要な眺望景観の変化の程

度を予測及び評価を行います。 

18 

<3>水について

表 7.1-2(8)第 23 項 水について

当山域の塩見山北東部の旧道沿いには、近隣市民が湧き

水を汲みに来る有名な水場「一杯清水」があるので、水質

調査の対象地点に含めるよう、要望いたします。 

対象事業実施区域の北側の工事に伴う表流水

への土砂流入等の影響を予測するため、「一杯清

水」付近の辻道川を代表的な調査地点として選定

しました。 

19 

<4>人と自然のふれあいの活動の場について

表 7.1-2(6)第 17 項にて、「現地調査により、利用状況に

ついても十分留意し、調査を実施いたします」とあります

が、当山域はさほどポピュラーではないので、登山者やハ

イカーが毎日訪れるわけではありません。近隣生活者や林

業就業者を除けば、登山者やハイカーは年数回訪れる程度

と思いますが、それでも市民にとっては重要な自然との共

生活動です。私自身この山域に何回かキノコ取りなどで入

山したことがあり、低山ながら豊かな自然に恵まれた美し

い山々です。なので一日だけ調査してたまたま誰もいない

から問題無い、などと短絡的に結論づけないよう、十分ご

留意の上、自然保護の観点からの適切な影響評価を要望し

ます。

登山道等の人と自然との触れ合いの活動の場

については、複数回の現地調査により、きのこ取

りや山菜取り、自然観察等の利用状況についても

十分留意し、調査を実施するとともに、地元関係

者へのヒアリング等により情報収集に努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(5)つづき 

＜景観、その他＞ 東京都江東区Ｅ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

20 

<5>環境省の保全措置について

2003 年環境省が開催した「国立国定公園内における風力発

電施設設置のあり方に関する検討会」では、以下の保全措

置が必要としています。

(1)自然景観の保護上、核心的な地域を回避する。

(2)眺望対象である山稜線など景観上目立つ場所への

立地を回避する。

(3)重要な展望地点から遠ざける。

(4)重要な眺望対象を含む視界からはずす。

(5)背景の地形スケールを損なわない規模とする。

(6)背景に溶け込みやすい色彩（例 薄いグレーなど）

とする。

この観点からすると、当山域は国定公園ではありません

が、高さ 148ｍの巨大風車を 10～18 機も設置するという計

画では、どうやっても(1)～(5)の各項を満足することは不

可能だろうと考えられます。従って、現時点では、大幅に

計画縮小または中止されない限り、計画に反対というしか

ありません。 

本事業は、国定公園内に風力発電施設を設置す

る計画はありませんが、眺望景観への影響検討に

あたっては、現地調査により主要な眺望景観の写

真撮影を実施し、フォトモンタージュ法による視

覚的な表現手法等により主要な眺望景観の変化

の程度を予測及び評価を行い、重要な眺望景観へ

の影響が懸念される場合には、風力発電施設の色

彩の検討や離隔の確保等の環境保全措置の実施

により、影響を回避又は低減するよう努めます。 

21 

<6>風況データについて

表7.1-2(8)第 25項にって、「NEDOの局所風況マップから、

高度30mにおける年平均風速が約5m/s以上の地点を中心に

絞り込み抽出しました。」とありますが、web で NEDO のデー

タを見ると下図のデータとなっていて、この山域は 5～6m/s

となっています。

安定した風力発電には、年平均風速 6m/s 以上必要との見

解もありますので、そうした条件でこのマップを見ると、

やはり北海道・東北の沿岸部が適地と考えられます。 

ゆえに、貴重な自然遺産でもある当山域に、さほど風況

も良くないのに、なぜ大規模自然破壊してまで風車設置を

進めるのか疑問です。 

従って、対象地域を選定するのは、風況が少なくとも年

平均6m/s以上かつ平野部か海岸部または洋上という条件設

定が妥当なのではないでしょうか。 

本事業は、「局所風況マップ」から、「風力発電

導入ガイドブック（平成 20 年 2月改訂第 9版）」

（NEDO: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 20 年）において示されて

いる風況の良い地点（高度 30m における年平均風

速が約 5m/s 以上）を中心に絞り込み、候補地を

抽出しましたが、現在、事業実施区域において詳

細な風況調査を実施しているところです。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(5)つづき 

＜景観、事業計画＞ 東京都江東区Ｅ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

22 

<7>低周波騒音問題

表 7.1-2(7)第 22 項 騒音・低周波について

貴方法書では、対象事業実施区域からの半径 2km 圏内に、

1,870 戸の住宅があるとしています。（事業想定区域内には

104 戸）そのため住民への低周波騒音問題が危惧されます。 

環境省はこの問題について、「人の健康に直接影響を及ぼ

す可能性は低い」としていますが、これには個人差がある

ようで、また風力発電機の容量と数にも大きく因るようで

す。 

北海道大学工学研究院松井教授は、石狩湾新港地区での

風力発電が稼働した後の低周波音予測値に基づき、圧迫感

新同感の発生率を予測しました。すると周辺事業所で主聾

者の約 3%、2～3km 離れた石狩市でも約 300 人が睡眠障害や

就労困難になるという予測結果となったそうです。（週刊金

曜日 2017.5.26 号 42 頁） 

3.3MW 機×2基でもこの被害なら、18 基も設置予定の当山

域ではどれほどの程度になるのか、住民被害がたいへん心

配です。貴方法書でも「知見等を参考に、適切に調査、予

測及び評価を行います」とされているので、実際の発電機

からの距離にて、周波数 10～160Hz の騒音レベルを測定し、

住民の生活範囲内及び登山道主要地点の騒音レベルが基準

値以下となるよう、適切な風車の配置設計を要望します。 

貴方法書「表 7.2-1(1)留意事項への対応方針 騒音及び

超低周波音」では「約 0.5km の離隔を確保した」と記載が

ありますが、問題となるのは距離ではなく、人の受ける騒

音レベルです。 

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、超低周波音については、風力発電

施設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚

閾値を大きく下回り、風力発電施設から発生する

超低周波音及び低周波音と健康影響については、

明らかな関連を示す知見は確認されなかったと

されています。また、全国の騒音の実測調査の結

果では、風力発電施設からの距離が 1.5km の地点

で騒音レベルが 30dB 程度まで低下する結果とな

っていますが、風力発電設備の配置・基数検討に

当たっては、住宅等との離隔を可能な限り確保す

るとともに、騒音等の影響に配慮した機種選定を

行い、必要に応じて騒音等の低減措置の導入を検

討いたします。 

23 

<7>参考質問：事故時の対応について

2017/8/21 に佐賀県唐津市で風力発電機の火災事故が発生

しました。毎日新聞ニュースによると、黒煙と炎が上がっ

て、部品落下の危険があり消火活動もできないので、その

まま放置されているそうです。過負担によるものと思われ

ますが、すると設置されている風力発電機はいつでも発火

する危険があり、そうなると長期間放置するしかなくなり

ます。こうなると部品飛散、倒壊の恐れがあり、半径数百

メートル前後は危険で住民も登山者も近寄れません。修理

に何か月もかかると、その間周辺は立ち入り禁止にするし

かないと思いますが、こういう場合、貴社での対応はどの

ようにされるのでしょうか？

風力発電設備の運用に当たっては、風力発電設

備の定期安全管理検査制度等に基づく保守管理

を徹底し、事故の未然防止を図ります。また、気

象災害による事故が発生した場合に周辺地域へ

影響を及ぼさないよう、風力発電機の配置及び規

模、付帯設備の位置等を検討いたします。 

24 

<8>結論

以上を考慮すると、「馬揚山～塩見山山域」に巨大風車群を

設置することは、自然破壊・景観破壊の観点、及び住民被

害の可能性から依然として問題があり、貴方法書によって

も対策が万全に尽くされたとはいいがたいので、この風力

発電設置計画は大幅に縮小するか、中止にすべきと考えま

す。

以上、大変勝手ながら、一市民としての意見を書かせて頂

きました。貴事業展開と自然環境保護の両立の一助になれ

ば幸いです。

本事業の実施に当たっては、今後、騒音、自然

環境、景観等について、最新の資料や知見等を踏

まえ適切に調査、予測、評価を行い、環境影響を

的確に把握するとともに、予測結果も考慮し風力

発電設備の配置等を検討するなど、事業の実施に

伴う環境影響を極力回避又は低減するよう努め

ます。 

本事業は、福島県の再生可能エネルギー推進ビ

ジョンの方針・計画に基づいて進めている事業で

あり、県内の復興に寄与することが重要であると

認識しておりますので、地域の皆さまのご理解を

頂けるよう努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(6) 

＜電磁波、景観、騒音、放射線、土壌＞ 福島県いわき市Ｆ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

25 

①風力発電は、海上に設置するならともかく、陸上では電

磁波による身体への悪影響ははかり知れず、景観もそこね

る。

電磁波については、国際非電離放射線防護委員

会において人体に影響がある電磁波は 200 マイ

クロテスラと言われており、風車や送電線の電磁

波は約 20 マイクロテスラであるため、影響はな

いと考えています。

景観については、景観への影響を低減するた

め、風力発電機設置区域は住宅等を含まない範囲

として設定いたしました。風力発電機の機種、色

彩及び配置計画等の検討に当たっては、準備書以

降の予測結果を踏まえ、低減が図られるよう検討

します。 

26 

②近くでは、音による被害、耳や脳への悪影響も許しがた

く、絶対反対です。

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、超低周波音については、風力発電

施設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚

閾値を大きく下回り、風力発電施設から発生する

超低周波音及び低周波音と健康影響については、

明らかな関連を示す知見は確認されなかったと

されています。また、全国の騒音の実測調査の結

果では、風力発電施設からの距離が 1.5km の地点

で騒音レベルが 30dB 程度まで低下する結果とな

っていますが、風力発電設備の配置・基数検討に

当たっては、住宅等との離隔を可能な限り確保す

るとともに、騒音等の影響に配慮した機種選定を

行い、必要に応じて騒音等の低減措置の導入を検

討いたします。 

27 

③放射能汚染で、当地での生活が乱れ、いいかげん嫌にな

っている。

今後の風力発電設備の配置・機種検討に当たっ

ては、住宅との離隔を可能な限り確保するととも

に、詳細な調査、予測及び評価を実施し、重大な

環境影響が懸念される場合には、環境保全措置の

実施により、影響を回避又は低減するよう努めま

す。 

事業の実施に当たっては、引き続き地域の皆さ

まへ適宜、説明会等を実施して情報共有を図り、

ご理解を頂けるよう努めます。 

28 

④汚染残土の処理にも未定の今日、当該地にこれ以上の悪

影響の発生する風力発電は不要です。

今後の風力発電設備の配置・機種検討に当たっ

ては、住宅との離隔を可能な限り確保するととも

に、詳細な調査、予測及び評価を実施し、重大な

環境影響が懸念される場合には、環境保全措置の

実施により、影響を回避又は低減するよう努めま

す。 

事業の実施に当たっては、引き続き地域の皆さ

まへ適宜、説明会等を実施して情報共有を図り、

ご理解を頂けるよう努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(7) 

＜事業全般＞   千葉県鎌ケ谷市Ｇ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

29 

私は、都会生活の中でストレスを感じ不調となり、騒音が

なく静で眺望がよく自然の中ての休養目的でよかっての森

を利用しております もし少しでも状態が悪化し休養と安

らぎを求めることが出来なる事であるこの事業に対し反対

申し上げます。 

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、全国の騒音の実測調査の結果では、

風力発電施設からの距離が 1.5km の地点で騒音

レベルが 30dB 程度まで低下する結果となってい

ますが、風力発電設備の配置・基数検討に当たっ

ては、住宅等との離隔を可能な限り確保するとと

もに、騒音等の影響に配慮した機種選定を行い、

必要に応じて騒音等の低減措置の導入を検討い

たします。

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(8) 

＜動物＞    埼玉県さいたま市Ｈ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

30 

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

る現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、本方法書に対

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.P282 におけるコウモリ類のサーチライト調査は、「経済産

業省託 平成 27 年度発電所環境審査調査報告書」（平成

28 年３月 株式会社建設環境研究所）において実証試験

が行われた結果、コウモリ類の飛翔確認が出来なかった

と報告されている。このような不確実性の高い調査を実

施すべきではない。

2.P282 においてヒアリング対象者は、「サーチライト法を行

えば・・・衝突確率の予測データを取得できる」と述べ

ているが、これまでの風力発電所建設に係る準備書等に

おいて、サーチライト法によるコウモリ類の衝突確率を

記述した事例はない。従って本手法は実効性がない。

3.P282 においてヒアリング対象者は、「風況ポールによる高

度別のバットディテクター調査について、風況ポールワ

イヤー等の回避行動の有無について留意が必要である」

と述べているが、常識的に音声の記録でワイヤー回避行

動の有無を把握（区別）することはできない。また、衝

突死が予想される飛翔高度は風況ポールよりも概ね上空

である。従って、風況ポール突端よりも低い位置から張

り出しているワイヤーを留意する必要はない。

4.[1][2][3]の理由から、机上論者ではなく、長年コウモリ

類の生態を実際に調査研究している専門家にヒアリング

を行い、指導を仰ぐべきである。 

5.P282 の事業者の対応の検討の結果として、表 6.2-12（1/1

－3/4）及び図 6.2-5(1)におけるコウモリ類の手法で、サ

ーチライトを用いた調査を選択しなかったことは評価さ

れる。

6.[5]の理由から、表 6.2-13 における「サーチライトによ

るコウモリ類確認」は削除する必要がある。他の図書の

複写を用いるべきではない。不誠実であり、このような

不整合は事業者の管理体制が原因ではないのか。これは

本方法書全体の精度にも関連し、誠実に環境保全を行っ

ているとは言えなくなる。 

7.今後、本方法書を含むいかなる図書においても「サーチ

ライトによるコウモリ類確認」を実施する場合、JR 東日

本エネルギー開発株式会社は「コウモリ類の衝突確率」

についての具体的かつ科学的根拠に基づく基本的な計算

式等を手法に記載すること。

コウモリ類の現地調査は、専門家等の助言を踏

まえ、方法書に記載したサーチライトによる確認

も含めて複数の手法により調査を実施する予定

です。 

また、現地調査の結果やバットストライクの予

測についても、引き続き、コウモリ類の生態に精

通した専門家等の助言を得ながら適切に実施す

る予定です。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(9) 

＜景観＞   福島県いわき市Ｉ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

31 

私は 20 数年前より三和町下市萱滝ノ上を借りています 

家を建て楽しんでいます 定年になり住んで居ます 静

かですばらしい所です ところが風力発電計画を聞き驚い

ています 風車が出来れば我が住んでいる所は前後より風

力音ほどとても住んではおられません これはぜひとも考

えなおしていただきたいと思っています 自然を楽しんで

いたのに巨大な風車が回っているのを見たくもないです 

どうぞ考えなおしていたらき度くお願いします 

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、全国の騒音の実測調査の結果では、

風力発電施設からの距離が 1.5km の地点で騒音

レベルが 30dB 程度まで低下する結果となってい

ますが、風力発電設備の配置・基数検討に当たっ

ては、住宅等との離隔を可能な限り確保するとと

もに、騒音等の影響に配慮した機種選定を行い、

必要に応じて騒音等の低減措置の導入を検討い

たします。

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(10) 

＜動物＞    神奈川県川崎市Ｊ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

32 

■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、非常に役立つ益獣である。しかし、風

力発電施設では、バットストライクが多数生じている。コ

ウモリ類の出産は年１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。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。これ以上風車で益獣のコウモリを殺さないでほ

しい。

■コウモリ類について

事業者は重要種以外のコウモリについて影響予測や保全を

しないようだが、「重要種以外のコウモリは死んでも構わな

い」と思っているのか？日本の法律ではコウモリを殺すこ

とは禁じられているはずだが、本事業者は「重要種以外の

コウモリ」について、保全措置をとらずに殺すつもりか？

コウモリ類については、専門家等から助言を受

けて、現地調査及び環境影響に関する予測評価を

実施し、必要に応じて保全措置を検討いたしま

す。また、コウモリ類の生態については未解明の

部分が多いため、風力発電機稼働後に事後調査を

行い、バットストライクの発生状況を確認し、専

門家等の助言を踏まえ、必要に応じて追加的な環

境保全措置を検討する予定です。 

自然環境保全の観点から、重要種以外でも影響

が大きい場合は、専門家等と相談の上、環境保全

措置を検討したいと考えます。 

33 

■専門家へのヒアリング日時が記載されていない

■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。

■コウモリ類の調査について

コウモリ相調査だけではバットストライクの影響予測や保

全措置も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。

■サーチライトによるコウモリ類確認について

P282 の大学名誉教授（鳥類・生態系）がコウモリについて

「サーチライトを上空に照らして空間飛翔高度を確認する

ことにより、衝突確立の予測データを取得できる」と述べ

ているが、コウモリの活動期間のわずか数％程度のデータ

で衝突確立の予測データが取得できるのか疑問である。よ

って、「衝突確立の予測データを取得した」根拠となる論文

を示すこと。P282 の大学名誉教授（鳥類・生態系）はコウ

モリ類の専門家ではない。専門外の専門家が言うことが必

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。コウモリについては、「コウモリ類の専門家」の

意見を聞くべきだ。

コウモリ類の現地調査は、専門家等の助言を踏

まえ、方法書に記載したサーチライトによる確認

も含めて複数の手法により調査を実施する予定

です。 

また、現地調査の結果やバットストライクの予

測についても、引き続き、コウモリ類の生態に精

通した専門家等の助言を得ながら実施する予定

です。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 

18



環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(10)つづき 

＜動物＞    神奈川県川崎市Ｊ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

34 

■バットストライクの定量的な予測手法は存在する。

事業者の実施する自動録音草地は定量調査である。よって

予測も定量的に行い、年間の衝突予測数、及び保全措置に

より何個体低減するつもりか具体的な数値を示すこと。

■コウモリの音声解析について

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。

仮に種の同定を誤れば、当然ながら誤った予測評価につな

がるだろう。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

するべきである。

音声による種の同定に課題があることは認識

しており、確実に同定できないものについては、

周波数解析はソナグラムの型に分けて調査結果

を整理し、可能な限り利用頻度や活動時間などの

把握に努めます。 

また、現地調査の結果やバットストライクの予

測についても、引き続き、コウモリ類の生態に精

通した専門家等の助言を得ながら実施する予定

です。 

35 

■コウモリの音声録音について

捕獲によって撹乱が起こるので、自動録音調査と捕獲調査

は、同日に行うべきではない（捕獲調査日の録音データは

使用しないこと）。

自動録音調査と捕獲調査の実施日については、

可能な限り重ならないように努めますが、調査日

が重なる場合には、データの扱いについて留意い

たします。 

36 

■コウモリの捕獲調査について

・コウモリの捕獲許可申請及び捕獲調査は必ずコウモリ類

の専門家の指導のもとで行うべきではないのか。

・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。

・ハープトラップでは樹冠上を飛翔するタイプのコウモリ

（ヤマコウモリやヒナコウモリなど）を捕獲できない。カ

スミ網なら捕獲できるので、「コウモリ相調査」をするつ

もりならば「コウモリ類の専門家の指導のもと」でカス

ミ網も併用するべきであろう。

・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、速やかに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）。

捕獲調査については、捕獲許可を得るほか、事

前に専門家等に詳細な調査計画に対して助言を

受け、指導を受けた上で実施致します。なお、捕

獲調査を行う際には、方法書に記載したとおり、

カスミ網とハープトラップを併用するほか、対象

個体の健康に影響がないように調査を進めます。 

37 

■コウモリ類の保全措置について

樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から 200m 以内に建て

た風車は、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（林縁）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 以上離すこと。もし回避できないならば、稼働制限を

必ず実施すること。

コウモリ類については、専門家等から助言を受

けて、現地調査及び環境影響に関する予測評価を

実施し、必要に応じて保全措置を検討いたしま

す。 

また、コウモリ類の生態については未解明の部

分が多いため、風力発電機稼働後に事後調査を行

い、バットストライクの発生状況を確認し、専門

家等の助言を踏まえ、必要に応じて追加的な環境

保全措置を検討する予定です。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(10)つづき 

＜動物＞    神奈川県川崎市Ｊ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

38 

■バットストライクの低減措置について

バットストライクの低減措置は「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」が基本である。事業

者は、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のか？

「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

置は実施しない」といった回答をするかもしれないが、「国

内の事例数」が少なくても「保全措置は実施可能」である。 

バットストライクの定量的な予測手法は確立さ

れておらず、衝突の発生頻度は周辺の環境特性

（地形・植生等）や気象条件、生息密度などによ

って異なることが推測されます。 

そのため、風力発電施設の稼働後に事後調査を

行い、バットストライクの発生状況を確認し、風

車毎の立地特性や発生要因を精査するとともに、

専門家等の助言を踏まえ、必要に応じて追加的な

環境保全措置を検討する予定です。 

39 

■コウモリ類の保全措置について

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。

これについて事業者は「ライト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」などと主張すると思う

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。

バットストライクの定量的な予測手法は確立

されておらず、衝突の発生頻度は周辺の環境特性

（地形・植生等）や気象条件、生息密度などによ

って異なることが推測されます。 

そのため、風力発電施設の稼働後に事後調査を

行い、バットストライクの発生状況を確認し、風

車毎の立地特性や発生要因を精査するとともに、

専門家等の助言を踏まえ、必要に応じて追加的な

環境保全措置を検討する予定です。 

40 

■コウモリ類の保全措置、供用後のモニタリングの実施方

法について

コウモリは通常、強風では飛ばないため、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フェザリ

ングが行われている。これが基本である。

清明な事業者ならば、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え

ば、バットストライクの発生を抑えられる原理を理解して

いるはずだ。

現地調査によりコウモリ類への影響が予測された場合、事

業者は適切な保全措置をする必要があるが、そのためには

適切なカットイン風速を求める事前調査が必要だ。なぜな

ら適切なカットイン風速値はケースバイケースで一律では

ないからだ。この調査は専門性が高く、鳥類や大型哺乳類

など他の分野の専門家ではアドバイスできないだろう。「専

門外の素人」に貴重な時間をかけるよりも、コウモリの保

全措置について十分な知識のある「コウモリ類の専門家」

い、調査手法や時期など適切であるか、きちんとヒアリン

グを行うべきではないのか。

バットストライクの定量的な予測手法は確立

されておらず、衝突の発生頻度は周辺の環境特性

（地形・植生等）や気象条件、生息密度などによ

って異なることが推測されます。 

そのため、風力発電施設の稼働後に事後調査を

行い、バットストライクの発生状況を確認し、風

車毎の立地特性や発生要因を精査するとともに、

専門家等の助言を踏まえ、必要に応じて追加的な

環境保全措置を検討する予定です。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(10)つづき 

＜動物＞    神奈川県川崎市Ｊ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

41 

■P314 バットディテクターによる調査について

バットディテクターの探知距離は短く、高空、つまりブレ

ードの回転範囲の音声はほとんど探知できない。よって準

備書には使用するバットディテクターの探知距離を記載す

ること。

なお「仕様書に書いていない（ので分からない）」などと回

答する事業者がいたが、バットディテクターの探知距離は

影響予測する上で重要である。わからなければ自分でテス

トして調べること。

■P314 バットディテクターによる調査地点について

コウモリの自動録音調査地点は１地点のみだが、仮に「利

用頻度を比較する」つもりならば、すべての風力発電機設

置位置（10～18 箇所）において日没から日の出まで自動録

音調査するべきではないのか。当然すべての地点に風況ポ

ールは立てられないので、地表に自動録音バットディテク

ターを設置することになる。よって、風況ポールの地点に

おいて航空と地表との活動量それぞれ取得し、補正するこ

と。

方法書に記載しているとおり、現地調査では高

度別飛翔状況を記録するため、風況ポールの 3高

度に外部マイクを設置したバットディテクター

による調査の実施を予定しております。使用機種

等については、専門家等の助言を戴きつつ検討い

たします。 

また、バットディテクターによる調査地点につ

いては、可能な限り対象事業実施区域及びその周

囲全体を把握できるよう任意踏査の際に留意い

たします。 

42 

■コウモリ類の保全措置について

事業者は目先の利益を優先し、自分たちの子孫につなぐべ

き生物多様性をとりあげてはいけない。「事後調査でコウモ

リの死体を確認したら保全措置を検討する」などという悪

質な事業者がいたが、コウモリの繁殖力は極めて低いので、

一時的な殺戮が地域個体群へ与える影響は大きい。

コウモリの活動期間中に「カットイン風速を少しあげ、さ

らに低風速でフェザリングを行えば」、バットストライクの

発生を低減できることはこれまでの研究でわかっている。

「影響があることを予測」しながら「適切な保全措置」を

とらないのは、「発電所アセス省令」に違反する行為であり、

子孫を裏切る行為である。

■コウモリ類の保全措置について

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」つもりが本当にあるのか？既存資料に

よれば、樹林から 200m の範囲に風車を立てないこと、「カ

ットイン風速を高く設定し、低速時のフェザリングをする

こと」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。

■事業者が「実行可能な」環境保全措置とは、コストの全

くかからない方法ということか？

■事業者はコウモリ類について、環境保全措置、つまり「カ

ットイン風速を高く設定し、低速時のフェザリングをする」

ことを「事後調査の後」まで先延ばしせず、即実施するべ

きではないのか？

我々コウモリの専門家は、すべての期間中風車を止めろ、

と主張している訳ではない。コウモリの活動量が多い期間、

わずかな稼働制限をするだけでバットストライクは大幅に

低減できる。このことは既に報告されている事実だ。

「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、そもそも「影響があることを知り

ながら適切な保全措置を取らない」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。

風力発電事業が環境影響評価法の対象となっ

てからまだ数年しか経っておらず、供用後の事後

調査によって、最近になってバットストライクの

情報が蓄積されつつある段階です。このため、国

内における既往知見が少なく、バットストライク

の定量的な予測手法は確立されていないのが現

状です。 

また、衝突の発生頻度は周辺の環境特性（地

形・植生等）や気象条件、生息密度などによって

異なることが推測されます。 

そのため、風車稼働後に事後調査を行い、バッ

トストライクの発生状況を確認し、風車毎の立地

特性や発生要因を精査するとともに、専門家等の

助言を踏まえ、必要に応じて追加的な環境保全措

置を検討する予定です。

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(10)つづき 

＜動物＞    神奈川県川崎市Ｊ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

43 

■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。

意見は原文のとおり記載いたしました。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(11) 

＜低周波音、事業計画、水質＞ 福島県いわき市Ｋ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

44 

1.低周波による健康被害（通称風車病）について

大型風車が発生させる低周波による健康被害については

各地で報告されています。これは事実であり、将来大きな

問題になる恐れがあります。 

騒音・超低周波音調査地点(環境騒音・超低周波音)は３

か所になっていますが、住民の居住区でも計測すべきです。

中寺地区、遅川地区、堀ノ内地区の３か所を増やし、合計

６か所にすべきです。 

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、超低周波音については、風力発電

施設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚

閾値を大きく下回り、風力発電施設から発生する

超低周波音及び低周波音と健康影響については、

明らかな関連を示す知見は確認されなかったと

されています。 

超低周波音の調査地点については、影響が最大

と想定される、風力発電機設置区域から直近の住

居等が存在する３地点を選定し、風力発電機の稼

働に伴う騒音の調査地点については、合計８地点

を選定し、残留騒音を測定する計画です。 

45 

2.工事用道路の問題

次に工事用道路ですが、堀ノ内からの県道 135 号線は遠

野風力発電事業でも利用する計画です。工事開始予定時期

は同じです。地域住民の居住区は避けるべきであり、影響

の少ないと思われる県道 20 号線を使うべきです。 

工事用道路については、主要な工事用車両の走

行ルートとしては、現時点では、県道 135 号線の

ほか、県道 20 号線も含めて利用する計画であり、

道路沿道の住居等の立地状況を踏まえ、できる限

り特定の道路に工事用車両が集中しないよう分

散させる等の施工計画を検討致します。 

46 

3.大がかりな工事による土砂災害の恐れと飲料水・農業用

水に与える影響

次に大がかりな森林伐採による土砂災害の恐れ、住民の

生活用水の汚染問題です。 

土砂災害の恐れは無いのか。工事による沢水・井戸水への

影響は無いのか。対策は十分なのか。アクシデントがあっ

た場合に補償で済まされる問題なのか。 

三和町には上水道が無く、沢水・井戸水が住民の生活用

水です。風力発電機１基にミキサー車100～200台ですから、

生コン車の往来による悪影響、生コンによる汚染が懸念さ

れます。将来、補償となった場合には事前の調査結果が重

要であり、十分な調査が必要です。沢水・井戸水の詳細な

調査をすべきです。 

土砂流出による影響に配慮し、土砂流出防備保

安林を回避した対象事業実施区域を設定しまし

た。 

また、風力発電設備の配置の検討において、河

川や沢筋等からの距離の確保に努め、工事による

土工量の抑制に努めるとともに、工事中のアルカ

リ排水については pH 調整を行い、本事業の実施

が地表水や地下水へ影響を生じないよう配慮し

ていきます。

地下水や地表水の生活用水源については、今

後、現地踏査による現地確認により詳細な調査を

実施するとともに、地元関係者へのヒアリング等

により情報収集に努めます。 

47 

4.放射線の問題

次に放射線の問題です。

環境影響評価の項目の放射線の量については選定されて

いませんが、選定すべきです。一部に空間線量が高い区域

があります。常に調査し公表すべきです。残土処理につい

ても計測し場外持ち出しは禁止すべきです。 

放射線量については、環境影響評価項目には選

定していませんが、今後の事業の実施に当たって

は、必要に応じて対象事業実施区域内の空間線量

率を測定いたします。 

掘削土は、現時点では原則として場外への搬出

は行わない計画とする予定ですが、対象事業実施

区域内での残土処理が難しいと判断した場合に

は、空間線量を測定し、安全性を確認した上で、

適切に処理することを基本に検討致します。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(11)つづき 

＜放射線、事業計画、その他＞   福島県いわき市Ｋ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

48 

5.風力発電機のトラブル、風力発電事業終了後の撤去につ

いて

次に風力発電機のトラブル、耐用年数が過ぎた場合、事

業が終了した場合の問題です。 

様々なトラブルの報告があります。将来放置され、負の

遺産にならないようにして頂きたい。 

風力発電機の火災・爆発・破損・倒壊などについての対策

は十分か。 

耐用年数が過ぎた場合、事業が終了した場合、発電機・

基礎コンの撤去はするのか。山の回復をどのように考えて

いるのか。 

発電機・基礎コンの撤去にどのくらいの費用を考えてい

るのか。 

最後まで責任をもってきちんと対策を考えておくべきで

す。 

風力発電設備の運用に当たっては、風力発電設

備の定期安全管理検査制度等に基づく保守管理

を徹底し、事故の未然防止を図ります。また、気

象災害による事故が発生した場合に周辺地域へ

影響を及ぼさないよう、風力発電機の配置及び規

模、付帯設備の位置等を検討いたします。 

また、事業終了時の風力発電機の撤去や更新に

ついては、事前に検討を行い、発電設備を撤去す

る場合には、適切に処理する計画です。 

49 

6.電力の地産地消について

次に電力の地産地消を考えているのか。

電力を安く利用できるのであれば地元への大きなメリッ

トになります。

発電した電力は、東北電力株式会社の送電線に

連係する計画です。 

50 

7.負の遺産の恐れ

私は山での風力発電事業には反対です。あまりにも自然

環境破壊が大きく様々な問題があります。 

将来、洋上での風力発電事業が主流となり(洋上の方が発

電効率がいい)、放置され負の遺産になる恐れがあります。 

地元説明会の回覧域は広くし Web 上でも知らせ、風力発

電の問題点についても説明し広く意見を集め、万全の対策

を講じ、慎重に検討されることを切に願います。 

今後の風力発電設備の配置・機種検討に当たっ

ては、詳細な調査、予測及び評価を実施し、重大

な環境影響が懸念される場合には、環境保全措置

の実施により、影響を回避又は低減するよう努め

ます。 

事業の実施に当たっては、引き続き地域の皆さ

まへ適宜、説明会等を実施して情報共有を図り、

ご理解を頂けるよう努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(12) 

＜動物、累積影響、放射線＞   福島県福島市Ｌ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

51 

本計画予定地や周辺地域には、クマタカ等、大型猛禽類

の生息が確認されております。クマタカ等、大型猛禽類は

本来、自然林（モミ等）の大径木に営巣することが多く、

かつては、多くの営巣地が存在したと思われますが、自然

林の伐採によって、生息場所は減少傾向であります。他方、

近年は高齢級の人口林でも営巣が確認されており、本計画

地においても、営巣の可能性が高く、詳細な現地調査を行

うとともに、営巣が確認された場合は周辺地域を含め、予

定地から除外すべきです。 

猛禽類については、今後、詳細な現地調査を実

施し、営巣地の有無の確認に努め、影響予測及び

評価を行います。重大な影響が予測された場合に

は、専門家等の助言を踏まえ、環境保全措置を検

討したいと考えます。 

52 

また、本計画予定地山系では、２社の計画が進行中であ

ります。これらの計画を含めた倍、大規模かつ広範囲な森

林の消失を招き、大量の風車が山上を多い、景観の悪化と

ともに、近年頻発する豪雨が発生した場合、土砂災害を誘

発する危険性が危惧されます。九州北部災害の惨状は記憶

に新しいところであります。加えて、計画予定地の北西部

並びに北東部は国有林（一部保安林）であります。国有保

安林は災害の防止を最優先に指定されており、厳格に保全

されるべきであり、営利目的である風力発電事業に供する

ことは許容できるものではありません。３社での協議によ

り、これらの規制区域以外での事業展開、または計画の変

更、中止等、抜本的な見直しを行うべきであります。 

方法書に記載したとおり、国有保安林や土砂流

出による影響に配慮し、国有保安林及び土砂流出

防備保安林を回避した対象事業実施区域を設定

しました。 

53 

さらに、計画予定地は、東京電力福島第一原子力発電所

事後に伴う、放射線汚染によって、放射線量率が比較的高

く、0.2～0.5µsV/h（航空モニタリング H28.11）となってお

り、土壌の汚染レベルに換算した場合 300～700Bq/kg 相当

と思われます。また、北東部には保育所、小学校、中学校

等が近接（最近距離：0.1km）しており、樹木伐採や土地造

成時における、放射性物質の飛散による影響が懸念されま

す。土壌の汚染レベルを的確に把握するとともに、飛散防

止対策を講ずるべきであります。 

放射線量については、環境影響評価項目には選

定していませんが、今後の事業の実施に当たって

は、必要に応じて対象事業実施区域内の空間線量

率を測定いたします。 

掘削土は、現時点では原則として場外への搬出

は行わない計画とする予定ですが、対象事業実施

区域内での残土処理が難しいと判断した場合に

は、空間線量を測定し、安全性を確認した上で、

適切に処理することを基本に検討致します。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(13) 

＜事業計画、超低周波音、景観、その他＞ 福島県いわき市Ｍ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

54 

まず前提としている風力発電の出力であるが、36,000kW

は定格風速の稼働時の電力であるのであり、実績は県によ

ると 20％ということである。これを明らかにしていないこ

とは誤解を招くし、予備知識のない住民は鵜呑みにしてし

まう。 

現時点では、事業実施区域において詳細な風況

調査を実施中のため、方法書では定格出力を記載

いたしました。 

55 

①二酸化炭素の削減への貢献について

現時点での（H29 あるいは H28）風力発電の実績と貢献に

ついて、将来の貢献について、数字をもって示されるべき

である。 

現時点では、事業実施区域において詳細な風況

調査を実施中のため、今後、風況調査に基づくシ

ミュレーションを実施し、二酸化炭素の削減効果

について検証致します。

56 

②超低周音レベルについて

季節の風力発電事業により“風車病”と言われる健康へ

の被害について直視されたい。事業実施想定区域 2km 以内

に 1,870 戸あるが、将来発生するだろう睡眠障害などの住

民の声にどう対応されるのか。補償されるのか。明らかに

してほしい。 

環境省の「風力発電施設から発生する騒音等へ

の対応について」（平成 28 年 11 月 風力発電施

設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によると、全国の騒音の実測調査の結果では、

風力発電施設からの距離が 1.5km の地点で騒音

レベルが 30dB 程度まで低下する結果となってい

ますが、風力発電設備の配置・基数検討に当たっ

ては、住宅等との離隔を可能な限り確保するとと

もに、騒音等の影響に配慮した機種選定を行い、

必要に応じて騒音等の低減措置の導入を検討い

たします。

57 

③景環について

名所名山が付近にあるが、具体的に写真などで住民等に

示されるべきである。その結果で、基数など判断されたい。 

自然と共に生きている住民（いわき市全て）にとってか

けがえのない宝物である。名山でなくとも身近な自然は生

きる糧ともなっている。 

1,724ha の広大な面積を容することは何を意味するか 

住民の側に立って考えられてしかるべきである。 

景観や自然との触れ合いの活動の場について

は、今後、身近な自然についても留意しつつ、現

地踏査による現地確認により詳細な調査を実施

するとともに、準備書の作成に当たっては、写真

等を用いて分かり易く記載いたします。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 

環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(14) 

＜事業計画、超低周波音、景観、その他＞ 福島県古殿町Ｎ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

58 

作る時には迷惑にならないようにする。 工事の実施に当たっては、工事用車両の走行や

建設機械の稼働に伴う大気汚染や騒音・振動の対

策、工事中の濁水対策等を実施し、地域の皆さま

のご迷惑とならないよう努めます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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[別紙２] 

 

〇地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

広報ひらた 2017 年（平成 29 年）８月 10 日発行分（No.706） 

28



[別紙 3-1] 
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（JR 東日本エネルギー開発株式会社 ウェブサイト） 

32



[別紙５] 

〇ご意見記入用紙 

33




