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第1章 環境影響評価方法書の告示及び縦覧 

1. 環境影響評価方法書の告示及び縦覧 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81号）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

びその他事項を告示し、方法書及びその要約書を告示の日から起算して 35 日間縦覧に供する

とともに、インターネット利用により公表した。 

 

(1) 告示の日 

令和 2 年 11 月 20 日（金） 

 

(2) 告示の方法 

①日刊新聞紙（別紙 1-1 参照） 

下記日刊紙に「告示」を掲載した。 

・令和 2 年 11 月 20日（金）付 東奥日報 

・令和 2 年 11 月 20日（金）付 デーリー東北 

 

②インターネットによるお知らせ 

下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

 

・日本風力開発株式会社 ウェブサイト（別紙 2-1 参照） 

  https://www.jwd.co.jp/info/rokkashor/ 

 

 また、以下のウェブサイトに情報が掲載された。 

 ・青森県のウェブサイト（別紙 2-2 参照） 

  https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/assess_rokkasho_replace.html 

 

③チラシ 

令和 2 年 11 月 20 日（金）付の下記の日刊紙へチラシを折り込み、六ヶ所村および

横浜町全域を対象に配布した（別紙 3-1 参照）。 

・東奥日報 

・デーリー東北 
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 2 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用に

よる縦覧を行った。 

①関係自治体の庁舎での閲覧 

・六ヶ所村役場 政策推進課（8:15～17:00） 

 （住所：青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附４７５） 

・横浜町役場 １階ホール（8:45～17:15） 

 （住所：青森県上北郡横浜町寺下３５） 

 

②インターネットの利用による閲覧 

・日本風力開発株式会社 ウェブサイト 

  https://www.jwd.co.jp/info/rokkashor/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 2 年 11 月 20 日（金）から令和 2 年 12 月 25 日（金）まで 

（土・日・祝日及び閉庁日は除く） 

 

    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) 閲覧者数 

今回の方法書縦覧における閲覧者数は合計 542 名であった。 

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 540 回であったため、

540 名として換算した。 

     （内訳）六ヶ所村役場政策推進課（縦覧者名簿記載者数） ：2 名 

         横浜町役場                  ：0 名 

               インターネットでの閲覧            ：540 名 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会 

 「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

を実施予定であったが、地元との協議の結果、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

のため、安全面を考慮し方法書住民説明会の開催は見合わせ、代わりに縦覧場所にて説明用資

料を配布した（別紙 4-1 参照）。 

 

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の意見を有する者の意見提

出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和 2 年 11 月 20 日（金）から令和 3 年 1 月 15 日(金)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 

環境の保全の見地からの意見書の提出は、以下の方法により受け付けた。 

①縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

②事業者への書面の郵送 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出はなかった。 
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第2章 環境影響評価方法書に対する環境の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、方法書について環境保全の見地から出され

た意見はなかった。 
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［別紙 1-1］ 

○日刊新聞紙における告示                          

・東奥日報（令和 2 年 11 月 20 日（金）） 

 

 

・デーリー東北（令和 2 年 11 月 20 日（金）） 
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［別紙 2-1(1)］ 

○インターネットによる「お知らせ」 

（日本風力開発株式会社 環境影響評価ウェブサイト） 
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［別紙 2-1(2)］
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  ［別紙 2-2］ 

（青森県庁のウェブサイト）                    
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［別紙 3-1］ 

○日刊新聞紙への折り込みチラシ（縦覧及び住民説明会について） 
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［別紙 4-1(1)］ 

○説明用配布資料（縦覧及び住民説明会について） 
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［別紙 4-1(2)］ 
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［別紙 4-1(3)］ 
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［別紙 4-1(4)］ 
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［別紙 4-1(5)］ 
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［別紙 4-1(6)］ 

 



-16- 

［別紙 4-1(7)］ 
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［別紙 4-1(8)］ 
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［別紙 4-1(9)］ 
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［別紙 4-1(10)］ 

 



-20- 

［別紙 5-1］ 

○ご意見記入用紙 

 




