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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 配慮書についての新潟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、新潟県知事

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。それに対する新潟県知事の意

見（平成 29年 7月 27日）に対する事業者の見解は表 7.1-1のとおりである。 

また、新潟県知事の意見にある別添の胎内市長の意見（平成 29年 6月 23日）に対する事業

者の見解は表 7.1-2、村上市長の意見（平成 29年 6月 23日）に対する事業者の見解は表 7.1-3

のとおりである。 
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表 7.1-1(1) 新潟県知事の意見に対する事業者の見解 

新潟県知事の意見 事業者の見解 

１総括的事項 

(１)対象事業実施区域は、本配慮書以降の手続きにお

いて環境影響の回避・低減を考慮して絞り込みを

行うこととしているが、事業実施想定区域内及び

その周辺には、数多くの住居等や、自然環境の保

全上重要な桃崎浜自然環境保全地域、乙鳥獣保護

区及び保安林が存在しており、風力発電機の配置

等によっては、生活環境や自然環境への影響が懸

念される。このため、対象事業実施区域の絞り込

みに当たっては、最新の知見の収集・利用や専門

家の意見を聴くなどし、生活環境や自然環境への

影響を適切に調査、予測及び評価するとともに、

方法書において、当該事業により設置される設備

の配置等を可能な限り明らかにし、これらの環境

配慮に係る検討経緯等を記載すること。 

 

(１)対象事業実施区域の絞り込みに当たっては、最新

の知見の収集・利用や専門家等の意見を聴くなど

し、生活環境や自然環境への影響を適切に調査、

予測及び評価いたします。 

また、本方法書において、風力発電機設置予定範

囲を設定するとともに、検討経緯を記載いたしま

した。 

(２)事業実施想定区域及びその周辺の地域住民、自治

体、関係者の理解が得られるよう、必要な環境影

響に関する情報提供と十分な説明に努めること。 

(２)対象事業実施区域及びその周囲の地域住民、自治

体、関係者の理解が得られるよう、必要な環境影

響に関する情報提供と十分な説明に努めます。 

２個別的事項 

(１)騒音及び超低周波音について 

ア事業実施想定区域内及びその周辺には、数多くの

住居等が存在することから、客観的かつ適正な調

査と精度の高い予測方法、また、それに対する最

新の知見に基づく評価の方法を採用し、その結果

を踏まえ、風力発電機を住居等から離隔するな

ど、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。 

 

 

ア本方法書において、客観的かつ適正な調査と精度

の高い予測方法、また、それに対する最新の知見

に基づく評価の方法を記載いたしました。今後の

環境影響評価手続きにおいては、その結果を踏ま

え、風力発電機と住居等からの離隔を確保するな

ど、騒音等による生活環境への影響を回避又は極

力低減いたします。 

イ事業実施想定区域内及びその周辺に既存の風力発

電施設が稼働していることから、既存の環境影響

評価書における騒音等の予測値と実測値との比較

を検討すること。また、当該事業における風力発

電機の設置場所の絞り込みの状況に応じて、既存

施設との複合的な影響についても適切な予測及び

評価を行い、その結果を踏まえて風力発電機の配

置等を検討すること。 

イ今後の環境影響評価手続きにおいて、風力発電機

の設置場所の絞り込みの状況に応じ、既存施設と

の複合的な影響について適切な予測を行い、その

結果を踏まえて風力発電機の配置等を検討いたし

ます。また、検討に当たっては、既存の風力発電

施設の環境影響評価書における騒音等の予測値と

実測値との比較を行い、参考にいたします。 

(２)風車の影について 

事業実施想定区域内及びその周辺には、数多くの

住居等が存在することから、客観的かつ適正な調査

と精度の高い予測方法、また、それに対する最新の

知見に基づく評価の方法を採用し、その結果を踏ま

え、風力発電機を住居等から離隔するなど、風車の

影による生活環境の影響を回避又は極力低減するこ

と。 

 

本方法書において、客観的かつ適正な調査と精度の

高い予測方法、また、それに対する最新の知見に基づ

く評価の方法を記載いたしました。今後の環境影響評

価手続きにおいては、その結果を踏まえ、風力発電機

を住居等から離隔するなど、風車の影による生活環境

の影響を回避又は極力低減いたします。 

(３)動植物について 

ア事業実施想定区域の一部及びその周辺地域は、乙

鳥獣保護区に指定されており、オオタカやハヤブ

サなどをはじめ貴重な鳥類が生息するとともに、

鳥類の移動経路となっている地域であることか

ら、今後の現地調査の結果や専門家からの意見、

周辺の風力発電機による鳥類への影響の調査等を

踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、事業

の実施に伴うバードストライクや鳥類の生息環境

への影響を回避又は低減すること。 

 

ア事業の実施に伴うバードストライクや鳥類の生息

環境への影響については、今後の現地調査の結果

や専門家等からの意見、周辺の風力発電機による

鳥類への影響の調査等を踏まえた適切な調査、予

測及び評価を行い、影響を回避又は極力低減いた

します。 
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表 7.1-1(2) 新潟県知事の意見に対する事業者の見解 

新潟県知事の意見 事業者の見解 

イ重要な種としてリストアップされている昆虫の中

には、海浜性の植物を寄主としている種類が見ら

れる。生息状況の現地調査に当たっては、寄主植

物にも考慮した適切な調査を実施し、必要とされ

る環境保全措置を検討すること。 

イ昆虫類の生息状況の現地調査に当たっては、寄主

植物にも考慮した適切な調査を実施し、必要とさ

れる環境保全措置を検討いたします。具体的に

は、既存資料調査において確認された海浜性の昆

虫類であるハマヤガの寄生植物であるケカモノハ

シ及びカワラヨモギにも留意しつつ現地調査を実

施いたします。 

(４)景観について 

風力発電機が海岸の景観を大きく改変することが

想定されるため、既設の風力発電機の景観との整合

性や、一定のラインに沿って等間隔に配置すること

も含め複数の風力発電機の配置案を提示し、フォト

モンタージュ法によって景観への影響を検討するこ

と。 

 

既設の風力発電機の景観との整合性や、一定のライ

ンに沿って等間隔に配置することも含め、複数の風力

発電機の配置案を検討し、フォトモンタージュ法によ

って景観への影響を検討いたします。 

(５)人と自然との触れ合いの活動の場について 

事業実施想定区域には、地域住民に親しまれてい

る荒井浜森林公園が存在するため、事業の実施に伴

う影響を回避又は低減するように検討すること。 

 

荒井浜森林公園について、事業実施に伴う影響を回

避又は極力低減するよう検討いたします。 

３その他 

事業実施想定区域は、自然海浜の後退・回復による

地形変化が大きい地域であるため、海浜の自然作用に

影響しない設備の配置等を検討すること。 

 

設備の配置等の検討に当たっては、海浜の自然作用

等も考慮するよう努めます。 

 

表 7.1-2 胎内市長の意見に対する事業者の見解 

胎内市長の意見 事業者の見解 

・当該計画段階環境配慮書による事業実施想定区域に

おいて、居住区域が 2km 範囲内にあることから、騒

音・低周波等の住環境に関係する配慮については、

昼間、朝夕、夜間での各時間帯での影響を調査し、

良好な住環境を保持すること。 

・騒音及び超低周波音に関する調査については、本方

法書の 6 章に記載のとおり、72 時間測定を実施いた

します。また、今後の環境影響評価手続きにおいて

は、調査、予測及び評価の結果を踏まえ、風力発電

機と住居等からの離隔を確保するなど、騒音及び超

低周波音による生活環境への影響を回避又は極力低

減いたします。 

・当該事業計画において建設される予定の大規模施設

に起因した風況状況の変化による海風からの塩害被

害についても調査すること。 

・既存風力発電所の周辺の方々からも塩害被害の苦情

はいただいていないこと、また、風車が遮蔽する海

風の影響が少ないため、風車設置後の塩害被害への

影響が少ないことが予想されることから塩害被害の

調査は実施いたしませんが、引き続き、地元の方々

等へ情報収集に努めます。 
 

表 7.1-3 村上市長の意見に対する事業者の見解 

村上市長の意見 事業者の見解 

１．全体について 

市民の生活環境の保全に十分に配慮し、計画を進

めること。 

 

事業計画の策定に当たっては、今後の環境影響評価

手続きにおける調査、予測及び評価の結果を踏まえ、

影響の低減に努めます。 

２．騒音及び超低周波音について 

方法書以降の手続きにおいて、騒音及び超低周波

音の影響については影響予測を十分に行い、環境保

全に努めること。 

騒音及び超低周波音の発生に留意し、苦情が発生

した際には真摯に対応すること。 

 

方法書以降の手続きにおいて、騒音及び超低周波音

の影響について適切に調査、予測及び評価を実施し、

環境保全に努めます。 

また、万一苦情が発生した際には、適切に対応を検

討いたします。 

３．縦覧等の実施について  

事業者の準備不足から、予定されていた縦覧が開

始直前で延期となり、市報発行に支障を来した経緯

があることを踏まえ、以降の手続きにおいて関係自

治体への縦覧が必要となる際、事業者は十分な時間

をもって関係機関と調整を行い、市民に適切な情報

を提供できるように万全を期されたい。 

 

前回の不始末については、お詫び申し上げます。 

縦覧の実施に際しては、準備に際し十分に時間を取

り、市民の皆様に適切な情報を提供できるように努め

ます。 
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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 6月 2日（金） 
 

②  公告の方法 

平成 29年 6月 2日（金）付の次の日刊新聞紙に「お知らせ」広告を掲載した。 

・読売新聞 

・新潟日報 

また、上記の公告に加え、胎内市及び村上市の広報誌及び事業者ウェブサイト

（http://e-epower.co.jp/doc/201706.pdf）に情報を掲載した。 
 

③  縦覧場所 

地方公共団体庁舎 8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 

・新発田地域振興局     ：新潟県新発田市豊町 3丁目 3番 2号 

・村上地域振興局      ：新潟県村上市田端町 6-25 

・胎内市役所（市民生活課） ：新潟県胎内市新和町 2番 10号 1階 

・村上市役所（環境課）   ：新潟県村上市三之町 1番 1号 2階 

・村上市役所 荒川支所   ：新潟県村上市山口 444番地 

・村上市役所 神林支所   ：新潟県村上市岩船駅前 56番地 

・村上市役所 朝日支所   ：新潟県村上市岩沢 5611番地 

・村上市役所 山北支所   ：新潟県村上市府屋 232番地 
 

b. インターネットの利用 

事業者ウェブサイトに配慮書の内容を掲載した。 
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④  縦覧期間 

平成 29年 6月 2日（金）から 7月 6日（木）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 縦覧期間中常時アクセス可能とした。 
 

⑤  縦覧者数（閲覧用紙記名者数） 

総数    31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 6月 2日（金）から 7月 6日（木）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 
 

③  意見書の提出状況 

意見書の提出は 27通、意見総数は 54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 

配慮書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解は、表 7.1-4のとおりである。 
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表 7.1-4(1) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

1 住民の安全で快適な健康維持のため暮らしの面では、

必ず何らかの支障を感ずる住民が出現すると考えます。 

このような生活圏に近い設置は止めてほしいです。 

電磁場や低周波音が沿岸沿いの生物の環境の変動を誘

発しやすくしないのか。 

今後の方法書以降の手続きにおいて、環境影響

評価を適切に行い、周辺環境へ配慮するなど、真

摯に対応いたします。 

 

2 このような林立する設置が、平場の狭い住宅地近くに

されることは、安全性の論証が不確実な、低周波や低周

波音、電磁場による周辺の生態系、人間は勿論のこと、

動植物への影響が住宅地において、多少なりとも増大す

ることは否定できません。それらの影響を確実に予見す

ることは不可能です。 

加えて、影響が、その個体の他の要因によるのか、風

力発電によるものなのかの証明は、今の科学技術では不

可能です。海外の原野のように広大な土地や遠浅で何キ

ロも沖の海洋での発電でも様々な環境への負荷があり、

欧州では沖合数キロ以上でないと設置許可しない国もあ

るという事です。陸地の風力発電機の林立は、これまで

も周辺環境への影響が多くあり、苦情も多く問題視され

てきました。それらは環境アセスメント導入の要因でも

あるはずです。 

このような生活圏に近い設置は止めてほしいです。 

今後の方法書以降の手続きにおいて、環境影響

評価を適切に行い、周辺環境へ配慮するなど、真

摯に対応いたします。 

 

3 自然エネルギーを利用して発電する計画には大賛成で

す。それは原子力による発電に対抗しうる有力な手段で

すから。 

但し、原子力が生活の安全を脅かすのと同様、日常生

活の安全を保障しないのであれば問題は別です。 

この計画は住民の生活圏の中で進められているような

のでそこには重大な疑義があり、賛成はできません。 

計画中の風力発電施設の安全性は十分確保でき

ていると考えていますが、ご指摘を踏まえてより

安全な施設となるよう努めます。 

また、事業を具体化する際には、関係する所管

部署にて審査を受け、安全性に問題がないよう十

分留意いたします。 

4 配慮書を見ると、住宅地、学校等生活圏に非常に近い

所の設置のように思われる。ぜひ中止していただきた

い。 

近隣の住宅等への影響を予測評価により把握

し、今後の風力発電機の配置の検討の際に住宅や

学校等からの距離に留意する等、周辺環境へ配慮

いたします。 

5 一般市民の住宅地に近い場所も含まれているようで、

身体的、心理的影響が大きいと考えられ、賛成できない

と思いました。 

劣化等で部品が壊れ、飛散することで危険性があると

推測できます。その後のメンテナンスにはあまりに資金

が必要だと思い、効果よりもコストの方が高くなってし

まうのでは･･･と思います。 

近隣の住宅等への影響を予測評価により把握

し、今後の風力発電機の配置の検討の際に住宅か

らの距離に留意する等、周辺環境へ配慮いたしま

す。 

また、事業を具体化する際には、関係する所管

部署にて審査を受け、安全性に問題がないよう十

分留意いたします。 

6 風力発電は「利権」と何かあった時には関係者が「責

任逃れに終始する」の図が見えます。「想定外」と言う

言葉が連発されるでしょう。訴訟をしても長い年月がか

かり、そのうちにうやむやに。被害者は泣き寝入り！ 

原発問題にしてもそうです。安全でクリーンなエネル

ギーで、最も安い発電コストと宣伝していたのは･･･。

使用済み核燃料の処理も出来ない現実が有ります。 

環境アセスメントなどは関係機関などが風況やデータ

などを改ざんしたり、有利な数値だけを集めているよう

に思います。それが、いつのもやり方です。 

多分「鮭」はこなくなるでしょう。白鳥も。生き物は

敏感です。人間だけが鈍感に「退化」しているのです。

地球や自然は人間だけのものではないはずです。 

もし、造るのなら、何かあった時の賠償責任を明確に

しておくべきですし、「地元の雇用」を言うのであれ

ば、明確な職種と雇用計画を示して実行するべきです。 

今後の方法書以降の手続きにおいて、環境影響

評価を適切に行い、周辺環境へ配慮するなど、真

摯に対応いたします。 

なお、環境アセスメントに利用するデータは、

計量法や気象業務法等で規定されている公の検定

を受けている機器を使用して測定し、さらに厳密

な精度管理やトレーサビリティの検証を行いま

す。 
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表 7.1-4(2) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

7 １）この度、市報でこの配慮書の縦覧を知りまし

た。 

計画段階でのアセスメントを公表してくれるの

は、地元の住民としては、事業者さんの気づいてい

ない判断材料を届けることが出来るかもしれません

ので、無駄・無理の事業にならないためには役に立

ってほしいです。 

貴重なご意見ありがとうございます。 

方法書以降の手続きにおいても、情報公開と意見

聴取に努めます。 

8 ２）縦覧の内容の前に、縦覧方法について、意見有

ります。 

この度の縦覧は、ホームペイジを閲覧か対象地域

の県振興局や役所に出かけて行かないと閲覧できま

せん。 

日曜･祝日以外は勤務中の人や、自由な移動手段の

無い人や、インターネット環境を利用できない状況

の住民にとっては、閲覧が困難です。加えて、市町

村広報紙に小さく掲載されているだけでは、日頃か

ら余程関心のある人以外は、縦覧の事さえ知らない

まま経過する可能性が大きく、住民の意見を聞く気

等、本当は無いのではとさえ思えてしまいます。 

この制度の運用の精度を高めるには、公表内容な

のですから、縦覧時にダウンロードができるように

してほしいです。時間の都合から、閲覧を分割して

することが必要な場合もありますし、そもそもイン

ターネット利用操作ができない人はまだまだ多く、

そうした人への配慮が必要です。画面を見てもらう

以外に紙で見てもらう事が簡易に出来る事が望まし

いのです。交通事情からも地方では縦覧場所迄行け

ない人も多いです。こうした住民に即した環境アセ

スメントの意見募集にしてください。 

さらに、閲覧件数のみを把握するのが目的のよう

にも感じました。とりあえず制度に従い努力してい

るという事の、言い訳程度の広告縦覧であれば、残

念です。 

閲覧したら投函という事では、「これだけの人に見

てもらいましたよ」という口実にされてしまうので

はないかと疑問を持ちました。この地域は様々な社

会的な事象に意思表示する傾向が弱いよと、県内の

知人からご指摘受けることがありますが、決してそ

うではないと思います。情報に触れる機会が得にく

いだけなのです。 

仮に事業が次の段階になる時は、方法書以降の

公表には、この点での誠意を示してほしいです。 

伊藤忠という大企業の傘下の事業者が係る事業で

すので、国際社会からのご批判にも胸張って対応で

きる事業展開をしてほしいです。 

それとも、失礼ながら、子会社名に変更したの

は、そのようなリスク回避でしょうか。 

エネルギー関連では、この処大企業の不正に落胆

させられることが続いていますので、猜疑心も生じ

がちで、悪しからず。 

図書のホームページからのダウンロードと印刷に

ついては、図書全体に弊社の著作権があると考えて

おります。そのため、弊社の方針としてセキュリテ

ィを設定しております。 

なお、事業者名についてはご指摘のリスク回避の

ためではなく、現地で実際に風車を管理運営する弊

社が事業主体であることを明示すべきとの考えから

変更いたしました。 
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表 7.1-4(3) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

9 ３）配慮書の内容についての意見１（低周波音と騒音に

よる生活の支障） 

この計画は、配慮書の 12 頁の第 2.2-6 図のように、

近隣住民の日常生活が営まれる住宅地は勿論、海老江・

金屋等の介護施設や、児童生徒の長時間滞在する学校等

の施設に近い場所に、複数の発電機が集中して建設され

る計画であり、住民の、安全で快適な健康維持のための

暮らしの面では、必ず何らかの支障を感じる住民が、出

現すると考えます。 

大都会に比べて人口の密度低く、良くも悪くも影響の

出現量としては少なくなる所だとしても、そこには確実

に暮らす人々がおり、生活の場があります。 

殊に、静養や昼寝、学習への集中等、静寂な時間が必

要な、公・民営介護施設や医療機関、保育園や学校など

の長時間滞在型の施設が、対象区域から 2 キロメートル

以内にもあります。居宅も集落として存在します。しか

も人口構成からも高齢者が多く暮らし、活動面からも居

宅内に過ごす時間が長い方も多いのです。 

このような施設に生活する病・障がい者や妊婦・胎

児・乳幼児等にとっては、このように近い距離で林立し

た、発電機相互の風切り音や、低周波音による振動等

が、どのよう影響するかは現在の科学では不確実です。 

具体的に指摘するならば、昼間介護施設や保育所で、

静養や昼寝等の寝ているという態勢状況では、健康で成

長した成人が起きて諸活動をしている場合とは異なり、

振動や音などは敏感に身体が感知します。不快や、自律

神経系の異常を生じる懸念は、否定できません。そうい

う懸念からも、影響の出現が、病気や幼弱に起因するな

どという判断にされてしまう理不尽さは許されません。 

国内外での野生生物への影響の研究などからも、敏感

な生物は、回避行動をとるなどの変化がみられます。 

しかし、子どもや高齢者や傷病者等にとり、日常的な

生活の場である施設は、既にここに存在しています。そ

こに複数機の発電機が建設されたなら、健やかに快適な

暮らしをする権利を阻害される可能性が高まります。何

らかの影響は否定できないのです。 

そのために、環境影響評価の制度に風力発電事業も対

象事業とされたのですから。 

そして何より先住する人々が、回避するために、移転

を必要とするような支障を受ければ、それはそれは憲法

に照らしての、訴訟案件になるはずです。既にそういう

時の補償を確保してくれないと反対だわねという人も知

人に複数います。住宅地の住民においても、同じです。 

このような住宅地等日常生活地域での建設は止めてく

ださい。 

そして、このような環境影響の判断を早めに知ったの

ですから、事業者もその環境への企業姿勢が問われます

ので、ゼロオプションは設定しないという事ではなく

て、選択が他にもあるという検討案も研究提示してほし

いです。 

今回も、ゼロオプションの検討も提示した上での意見

公募をしてほしかったです。 

事業性との照合からも計画そのものの全面的な見直し

をしてください。 

そのための「計画段階での配慮書」ですから。 

近隣の住宅等への騒音及び超低周波音による影

響について予測評価により把握し、今後の風力発

電機の配置の検討の際に住宅からの距離に留意す

る等、周辺環境へ配慮いたします。 

また、本事業は現在発電会社が使用している化

石燃料の輸入量削減に貢献する事業でもあります

し、本事業の建設・操業で地元企業の活用や雇用

で地域の活性化に寄与する事業でもあります。従

ってゼロオプションは検討しておりません。 
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表 7.1-4(4) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

10 ４）配慮書の内容についての意見２（環境影響への

補償制度等対応策を明示していない） 

夜間強風時に風車の稼働がたかまるとして、風の

音でかき消されるから騒音は気にならないという見

解を、風力発電に関しての村上市の講演会等で聞い

たことがあります。そうでしょうか？ 

聴覚的に錯覚されても、身体的には音波の振動を

受けるのですから、少なくとも十数 km 内の建造物に

は、低周波音対策をする覚悟でその具体策を提示し

て下さい。 

建設後に異常を感じる人が出て来ても、転居する

しか方策が無いような事後対応になるのでは、お粗

末すぎます。低周波音による振動障害等の発生は個

人差が大きく不確実性が高く、支障があっても、そ

の因果関係の証明が困難とされる事が多いと承知し

ています。 

快適・健康な暮らしの保障からも、予見不可能な

規模での技術導入は、「予防原則（ precautionary 

principle）」（国連で採択された世界自然憲章で表明

された考え方）に従う判断をし、1992 年リオ宣言

第 15規則を再確認してほしいです。 

予防原則の考え方からすれば、低周波や電磁波等

の科学的見解が一つに集約されていない論証不可能

な段階の支障が、懸念されるリスクを持つ事になる

風力発電機の設置と送電設備増設は、このような観

点からこの対象地域の周辺を生活圏として利用する

住民としては、反対です。 

仮にこのまま建設の方向に進むとしたら、建設後

に、出された苦情については、行政に対応を委ねる

のではなく、企業の社会的責任として、支障への対

応をして頂く部署や、対策の公表を、方法書の段階

で予め明示してください。賠償を担保してもらわな

いと、設置には賛成できません。 

この辺りは大都会に比べて、普段静寂な時間が多

い地域です。海沿いでも通年ではそのような時間が

絶対的に長いです。村上市や胎内市は山間部以外の

平地では、港の汽笛や鉄道の音などが、気象状況に

よっては、国道 7号線近く迄聞こえるのです。 

こうした地元ならではの事実を調査していないの

ですから、訴訟事案が多くなり、事業としてのリス

クはさらに大きくなると思います。 

今後の方法書以降の手続きにおいて、ご指摘の内

容を踏まえ、環境影響評価を適切に行い、周辺環境

へ配慮するなど、真摯に対応いたします。 

なお、超低周波音から受ける影響については国内

外における最新の事例や、可能な限り最新の知見を

参考にしながら、調査、予測及び評価を行い、影響

の低減に努めます。 
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表 7.1-4(5) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

11 ５）配慮書の内容についての意見３≪海岸を望む時

の景観が大きく変貌し、奇怪な景観が発生するので

不快であり不安を招く。景観を巡る訴訟の対象にも

なり得る≫ 

既存の胎内海岸沿いの風力発電機との連続と、岩

船沖に建設構想がある洋上風力発電機群とを合わせ

て想像すると、このように近い間隔で大型の塔が立

ち並ぶという景観は、決して心地良い空間ではあり

ません。 

現在でも、345号線を往来する際、私は勿論、村上

市在住の複数の知人も、既設の風力発電機が、通行

中の見え方により、圧迫感が強まって不安と不快を

経験しています。この度予定しているサイズの発電

機が、9 基設置されるとなると、基毎の間は約 650m

以下でしょう。羽の直径が 86m なので実際には 500m

位に並ぶ感じです。 

このような設置の間隔は、羽の回転による騒音は

勿論、景観の変化（先鋭な羽への恐怖感や、巨大な

塔が並ぶことへの圧迫感、夜間点滅する警告灯等も

含む）による心理的不快を、今以上に増大すること

が出現する可能性は、否定できません。 

癒しのある景観、を日常暮らしの中で失いたくあ

りません。 

また、国交省の表彰を受けるような地域活性化の

観光活動で有名な村上市の塩谷地区や、清松で有名

な茶会なども開催されるお幕場、清流荒川への鮎や

鮭鱒の往来がある地域ですし、「地本」の水芭蕉等記

念物もあります。 

これらの観光地は、徒歩での景観を楽しむ観光を

主流にしています。歩行者からの景観としてみる

と、風車の先が見える程度の所から、そびえたつ感

じで見える処までと、様々に見えるでしょう。 

こうした景観への心理的影響は、主観的なもので

あり、かえって新奇性のある人工物がある景観が観

光資源となるという見解もあるようです。 

しかし、住民にとっては長い歴史のある大切な景

観です。仮に、発電施設の視察に来る人が一時期増

えても、全国的に風力発電事業が展開されていれ

ば、他の先進地と言われるところで視察も可能であ

り、特にこの地に訪れる人は多くもなく、持続もし

ないと思います。 

それよりも、失われてきた自然を求めて反復訪れ

る観光者の増加の方が、現実的な効果を期待できま

す。 

また、最近の対象地域の周辺では、この自然物が

多い景観の豊かさが、観光資源として注目されてい

るのですから、その経済的影響がマイナスに傾くこ

とが可能性として否定できません。 

広島県の靹の浦の景観を巡る裁判例もあります。

その点からも、景観保全を巡る訴訟リスクは、これ

までの胎内市の設置場所よりも高くなると思いま

す。その観点からも設置には賛成できません。 

景観や騒音等の生活環境への影響については、現

地調査を実施し、その結果を踏まえた上で事業によ

る影響を予測及び評価し、風車配置を適正に設定す

ること等により、環境保全措置を検討することで影

響の低減に努めます。 
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表 7.1-4(6) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

12 ６）配慮書の内容についての意見４（生態系への影響は

最小限にできる対策の確実性は不明です。事業内容の別

の選択肢を提示してください。） 

生物多様性の観点からも、今以上にこの対象事区域の

風力発電機の設置は賛成できません。 

海外の、原野のように広大な土地や、遠浅で何十キロ

も沖の海洋での発電でも、様々な環境への負荷があり、

デンマーク在住の当地域出身の知人によると、欧州では

沖合数十キロ以上でないと設置許可しない国もあるとい

う事です。 

陸地の風力発電機の林立は、これまでも周辺環境への

影響が多くあり、苦情も多く問題化されてきました。そ

れらは環境アセスメント導入の要因でもあるはずです。 

その上で、2-2-13（15頁）の複数案設定で「ゼロオプ

ションを設定しない」という事は認められません。ゼロ

オプションに関する検討もするべきと考えます。 

また、近隣の設備との関連も想定してみると、御社の

中規模分散型という企業の考え方には決して沿った事業

ではないと思います。その点からも、この規模の計画そ

のものを見直してほしいです。 

電力の系統連携についての検討も含めると、この対象

地域での設置は困難課題が多くあると考えます。風況

も、NEDOの試算よりも、すでに2年にわたり調査した岩船

沖では、1割も弱い平均風速で、ぎりぎりの値でした。 

6m毎秒以上でも、荒川対岸の塩谷の人の話では風向き

の変動が大きい地域の様ですから、安定した風力を得ら

れるかどうかわからないです。 

そうした荒川河口という条件も、風の状況の不安定さ

に影響が大きいと思います。 

設備稼働率は、既存の、胎内から新潟方面にかけて設

置の発電機よりも、低くなり変動しやすいのではないか

と思います。 

今後、河口周辺の集落では、岩船沖の発電機との相互

干渉による音波の共鳴等があるのではないかと心配で

す。 

動植物への影響につきましては、現地調査を

実施し、また、専門家等の助言や住民からの意

見等を踏まえた上で、事業による影響を予測及

び評価し、影響の低減に努めます。 

また、風況については現地調査を実施しデー

タを蓄積しているところであり、今後、環境影

響評価手続きを進めながら、風況データの解析

を行い、事業性についても検討を行ってまいり

ます。 

なお、本事業は現在発電会社が使用している

化石燃料の輸入量削減に貢献する事業でもあ

り、本事業の建設・操業で地元企業の活用や雇

用で地域の活性化に寄与する事業でもありま

す。従ってゼロオプションは検討しておりませ

ん。 

13 ７）配慮書の内容についての意見５ 

工事期間中と発電後に、さらに岩船沖の洋上風力発電

機群の建設が加わると、工事中の環境影響が増長される

懸念がある。それについての対策の明示が具体的に必

要。 

電磁場や低周波音が、海岸沿いの生物の環境の変動を

誘発する対策が不明で釣り客も減少する可能性もあるそ

のマイナス経済効果二艇の検討対策も明示が必要。 

平素から、風の少し強めにある日は海岸の釣り客は少

ないでしょうが、その強風を利用したとしても、鮭や

鱒、鮎等の荒川への回帰など、稚魚成魚の往来が、河口

周辺の低周波音や送電網による電磁場の変化で、回避行

動などで、減少しないか心配です。釣り客が減少するの

ではないかと思います。 

今後の手続きにおいては、他事業者の計画で

ある岩船沖の洋上風力発電機群について、可能

な限り情報の収集に努め、累積的な影響につい

て検討いたします。 

また、釣り場など人と自然との触れ合いの活

動の場については、地方自治体の既存資料や関

係部署の担当者等へのヒアリングにより利用実

態を把握し、影響低減に努めます。 

14 ８）配慮書の内容についての意見６ 

住宅地や、学校・保育園、介護施設などが２キロメー

トルくらいの近い範囲にあるので、建設中の交通状況や

騒音、外気への粉塵等による汚染や、振動等、快適な学

習や暮らしを維持できないと思う。 

経費節減の工事期間短縮でそうした公害が生じたりし

ないような対策を、考慮した計画が必要だと思う。 

工事の実施による周辺環境への影響について

は、適切に調査、予測及び評価を実施し、環境

保全措置を検討することで影響の低減に努めま

す。 
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表 7.1-4(7) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

15 ９）配慮書の内容についての意見７ 

風車の故障で、羽が落下する事故の事例などがす

でに多発していた。安全面で疑問や補償等の明示が

していないと責任の所在が不明だ。それを明示して

対応することを明記してほしい。事業者が倒産した

ときの設備の処理について明示してほしい。 

事業を具体化する際には、関係する所管部署にて

審査を受け、安全性に問題がないよう十分留意いた

します。 

また、本事業は弊社が事業主体となって実施しま

すので、ご懸念には及ばないと存じます。 

16 10）その他意見 

公告縦覧にあたり社名変更した理由が知らされて

いないので知りたい。なぜこの時期に変更する必要

があったのですか。公表してほしい。 

事業者名は、現地で実際に風車を管理運営する弊

社が事業主体であることを明示すべきと考え、変更

いたしました。 

17 国道 113 号線にこれ以上、風力発電機を建てると

思うとぞっとする。 

現在でも数 10 基あると思うが、車で通るたびに倒

れて来たらと思うし、大きく威容に見え恐く感じら

れる。 

景観への影響については、適切に調査、予測及び

評価を実施し、環境保全措置を検討することで影響

の低減に努めます。 

18 発電し、電気を売る予定になっているが、太陽光

発電も多く有り、電力会社で買取できるのか、安く

て赤字になるかもしれないと思う。国でも原発はや

めないと言っているので、この先 20年～30年は、電

力不足にはならないと思われます。 

今後、環境影響評価手続きを進めながら、事業性

についても検討を進めてまいります。 

19 災害にも強いものなのでしょうか、このごろ想定

外の出来事が多く有り、人間の力では何ともできな

い事が多い。地震、津波対策は！！どうなっている

のか？ 

事業を具体化する際には、関係する所管部署にて

審査を受け、安全性に問題がないよう十分留意いた

します。 

20 バードストライクの懸念。 

巨大なブレードがふり下ろされる風力発電機は、

野鳥にとって脅威である。特に渡りの時期には海岸

線に沿って移動する野鳥も多い。 

また、松林付近に生息する猛禽類にとっても大き

な脅威となりうる。 

生息状態を正確に把握する調査（アリバイ作りの

簡易的なものは NG）が必須である。 

自然との共存を軽視し経済（利益）優先に走ると

大きなしっぺ返しを受け、結果的に地域住民にとっ

ても大きな損失を被る。 

貴重なご指摘ありがとうございます。 

バードストライクについては、専門家等へのヒア

リングを踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行

い、環境保全措置を検討することにより影響の低減

に努めます。 

21 このような大型の風車が、どうしてこれ程住宅地

に近くましてや、老人介護施設や、学校、保育園等

点在する地区に設置されるのでしょうか。 

これらの設備は、騒音、振動など、起こさないの

でしょうか。人が無意識に感じているこれらの音や

振動は、何かしらの変化となって、体調を崩す方も

出てくるでしょう。 

テレビ等で見る外国では、人里から何十キロも離

れた洋上や、山の稜線にそって、頂上に連なってい

る光景を見た事があります。 

こんなに近くに作って、本当に大丈夫なのです

か。 

この風車を作って、其の地区の住民は、どんな恩

恵にあずかるのかしら。 

環境は、一度壊せばもとに戻すのに、大変な時間

とお金がかかります。 

住民に、なんか訳の解らない体調の変化が出ない

よう、今立ち止まって、よくよく考える事も大切だ

と思います。 

住民ファーストです。 

近隣の住宅等への影響を予測評価により把握し、

今後の風力発電機の配置の検討の際に住宅からの距

離に留意する等、周辺環境へ配慮いたします。 
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表 7.1-4(8) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

22 私は塩谷に住む2人の小学生の子供を持つ母です。 

私は40代ですが、30年位前は、塩谷海岸でよく遊

びました。その頃は砂浜が広く、海辺まで行くのに

かなり距離がありましたが、今では海がかなり民家

のほうに近づいており、昔はあった砂の道もなくな

り、土地の侵食がすすみ、その変化にとてもおどろ

いています。この現実を目の当たりにし、私が感じ

ることは、自然に手を加えると、何らかのマイナス

面の代償がある、ということです。 

風車を立てることで、自然の景観が変わります。

私は、未来の子供たちに、少しでも多くの手つかず

の自然を残してあげたいです。手つかずの自然は、

人の心をいやします。自然は子供たちにとって、良

い教育になると考えます。風車の立ち並ぶ景色に沈

む夕日ではなく、水平線がはっきり見える海に沈む

夕日を未来に残してほしいです。 

そして、心配なのが、風車を立てることで、生じ

る振動や低周波の人々への影響です。海外や国内の

報道で、風車稼働によって住民が、不快感や不眠、

体調不良を訴えるケースがあると聞いています。日

本では、風力発電事業は、まだ始まったばかりで、

振動や低周波が人々にどんな影響を与えるか、はっ

きり分かっていません。 

私は、実際に風車稼働している近くに行きました

が、やはり、振動や、不快感を感じました。 

風力発電を進める方々は、いろんなデータを集め

たり、話合いなどされていることと思いますが、実

際に、風車稼働している近くに行ってみて、どう感

じるかということも大事にしてほしい。人間が感じ

る感性も重視してほしい。 

私は、胎内風力発電計画の見直しを求めます。 

今後の方法書以降の手続きにおいて、適切に調

査、予測及び評価を実施し、環境保全措置を検討す

ることで、影響の低減に努めます。 

23 胎内市にすでに建っている風力発電のすぐ近くに

お住まいの方から意見を聞く機会がありました。耳

鳴り、頭痛が続き、とても暮らせないと。その方は

身内の別の家で、今は暮らしているようです。 

また、新発田（か新潟）在中で、胎内に家を買っ

た方がいるが、風力発電の近くであり、体調が思わ

しくないので、新しく建てた家には住まず、元の家

に住んでいると聞きました。 

ダムにしても然りですが、そのために動植物にも

影響を及ぼしています。人は犠牲を伴わないで生き

られないのでしょうか。 

近隣の住宅等への騒音及び超低周波音の影響につ

いては、今後の方法書以降の手続きにおいて、適切

に調査、予測及び評価を行い、風力発電機の配置の

検討の際に住宅からの距離に留意する等の環境保全

措置を検討し、周辺環境への配慮に努めます。 

 

24 ①桃崎浜自然環境保全地域が事業予定地域であり、

保全についての配慮が不十分であること。 

桃崎浜自然環境保全地域については、今後、現地

調査や関係機関との協議等を実施し、環境保全措置

を検討することにより配慮に努めます。 

25 ②村上市塩谷沖の洋上風力発電計画の予定地が近接

しており、自然条件を十分に配慮しないと砂山小学

校等は双方からの影響が及ぶ可能性が大であるこ

と。以上の理由から現計画は不適切な計画と思われ

ます。 

今後の手続きにおいては、他事業者の計画である

岩船沖の洋上風力発電事業について、可能な限り情

報の収集に努め、累積的な影響について検討いたし

ます。 

26 岩船沖での計画でも、多くの問題が指摘されてい

るのに･･･。 

他事業者の計画である岩船沖の洋上風力発電事業

について、可能な限り情報の収集に努めます。 
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表 7.1-4(9) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

27 桃崎浜、荒井浜の集落に近い所に風力発電が建設され

るわけです。又、乙中学校、金屋保育所にも近いです。

天候の度合いによっては、騒音が届くのではないでしょ

うか。 

低周波音は、丘や家なども超えて伝わるといわれてい

ます。音波が不快感を生むというもので近くの住民に大

きな危険を生むというもので、近隣の住民に大きな危険

を発生するのではないでしょうか。もし、そのようなこ

とで人体に被害を与えた場合、市役所とエネクス電力は

責任を持って治療し、賠償してくれるのか明確な文章で

約束してください。 

低周波音は眠れなくなるとか、不定愁訴の病源になる

といわれているからです。 

建設される発電機は100mを超える高さの巨大なもので

す。それが9基も浜に立つと風景が一変します。数千年来

この風景の中で人間が育ってきたのにその風景が失われ

てよいでしょうか。故郷でなくなります。景観はどうな

ってもよいというのでしょうか。手あかのつかない夕日

は見られなくなります。海岸にはあんな巨大なタワーを

建てるものはないと思います。集落が近くにあるのに、

暴風で風車がこわれ飛んだりしたらどうするのですか。

よく風車のこわれているのも目にします。人家近くには

風力発電は建てないでください。 

風力発電はバードストライクだけでなく、沿岸の魚や

鳥（餌をとる）の行動～広く言うと生態系を乱すことが

懸念されます。白鳥が大量に死んだり、騒音や電磁波等

の影響で魚とくに鮭が沿岸から遠くに避けるようになる

ことが予想されます。こんな状況が発生したら、直ちに

発電を止めてしまうことも考えておりますか。鮭が激減

するようになったら、どう対応するつもりですか。答え

てください。夜点滅するライトで眠れなくなる人もいる

ということです。これにはどう対応しますか。数字など

を使って明確に答えてください。 

風力発電は景観を損ないます。ベルギー、オランダで

は12海里沖に、ドイツは40km沖にしか風力発電の建設を

認めていません。風景が変化すれば故郷を失います。こ

れをどう考えているのでしょう。 

騒音は発電機と風車の風切音が中心になりますが胎内

の発電機はどの位の騒音を発するので安全なのか、数字

を使って安全宣言を行ってください。騒音はその日の湿

度、風の強さ、空の雲の配置によっても変化します。こ

れを考えた騒音対策を明示してください。 

低周波音はどのくらいの強さか数字で明らかにしてく

ださい。低周波音の不快さを実際に風車を動かして市民

に提示してください。 

騒音及び超低周波音、バードストライクを始

めとする動植物、また景観への影響について、

今後の方法書以降の手続きにおいて、適切に調

査、予測及び評価を実施し、環境保全措置を検

討し、影響の低減に努めます。 

計画中の風力発電施設の安全性は十分確保で

きていると考えていますが、ご指摘を踏まえて

より安全な施設となるよう努めます。 

また、事業を具体化する際には、関係する所

管部署にて審査を受け、安全性に問題がないよ

う十分留意いたします。 

 

28 低周波音の事が気になります。 

住民、学校との兼ね合い、如何なものなのでしょう

か。 

風力発電その物については賛成ではありますが、集中

して9基建つ事で、上記の件、大丈夫でしょうか？ 

近隣の住宅等への騒音及び超低周波音の影響

については、今後の方法書以降の手続きにおい

て、適切に調査、予測及び評価を行い、風力発

電機の配置の検討の際に住宅からの距離に留意

する等の環境保全措置を検討し、周辺環境への

配慮に努めます。 

 
29 新たに設置予定の9基の近くでは、乙中学校、きのと小

学校含め公共福祉施設や住宅地が多く建ち並んでいるこ

とに不安を感じます。 

既に建っている風力発電機だけでもかなり林立した様

相を感じておりましたので、このように市民の生活圏内

で更なる低周波、振動の影響が大丈夫なのかという部分

は、何重にもわたって検証をしていただきたいと思いま

す。   
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表 7.1-4(10) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

30 住民の日常生活が営まれる住宅地はもちろん、介

護施設や学校施設に近い場所に、複数本が集中して

設置される事は、住民の安全で快適な暮らし、特に

健康面等で必ず何らかの支障が現れると考えます。 

景観としても、決して心地良い空間ではありませ

ん。 

現に、345号線は、私は勿論、友人や知人も、圧迫

感や不快感を感じております。 

このような生活圏に近い設置は止めてほしいで

す。 

近隣の住宅等への影響について、今後の方法書以

降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評価を

行い、風力発電機の配置の検討の際に住宅からの距

離に留意する等の環境保全措置を検討し、周辺環境

への配慮に努めます。 

31 風力発電による懸念事項の正確な検証がなされず

推進していくことに疑問をもっています。 

心配なこと 

① 騒音 少人数でも影響を受ける人がいる。 

② 低周波 少人数でも影響を受ける人がいる。 

③ 景観 景観は人を育てる。 

まず、電力は足りています。クリーンは大切。 

太陽光、水力発電を代案として提案します。 

住民は本音を言いにくく感じている人もいます。

（村上市の場合）多数決ではなく、何が大切なのか

と言う原点に返って話し合い、熟慮の上、風車を建

てない方向を望みます。 

本事業は現在発電会社が使用している化石燃料の

輸入量削減に貢献する事業でもあり、本事業の建

設・操業で地元企業の活用や雇用で地域の活性化に

寄与する事業でもあります。今後の方法書以降の手

続きにおいて、周辺環境への配慮に努め、引き続き

住民の皆様のご理解を得ていきたいと存じます。 

32 2キロメートルくらいの近い範囲に住宅地や学校・

保育園・介護施設があります。又、釣り客の大切な

漁場があるので、しっかりとした調査と説明を納得

を得られるまでやってもらいたいと思います。 

住民にとって、住み慣れた場所が大きく変わる事

は、とても大きく大変な事だと考えますので、十分

な配慮をお願いします。 

今後の方法書以降の手続きにおいて、適切に調

査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討し、

周辺環境への配慮に努めます。 

33 2km内の所に民家、施設が多くある。必ず人体に影

響ある低周波音が出る。 

騒音は問題である。設置されてからでは遅すぎま

す。 

塩谷の私達も中止にしてもらう為どうしたらよい

か考え中です。 

ともかく設置させないこと。 

住民が一人でも多く反対すること。 

その声がとどく様にすることが大切だと思いま

す。 

近隣の住宅等への騒音及び超低周波音の影響につ

いては、今後の方法書以降の手続きにおいて、適切

に調査、予測及び評価を行い、風力発電機の配置の

検討の際に住宅からの距離に留意する等の環境保全

措置を検討し、周辺環境への配慮に努めます。 

 

34 市民にとって大切な事は住民投票を行うこと。 事業の性質上、事業の是非を住民投票に委ねるこ

とはできませんが、引き続き住民の皆様のご理解を

得ていきたいと存じます。 

35 環境に与えると考えられる（人間に）電磁場、低

周波音等、又海洋生物に与える影響をしっかり検証

する事が必要（鮭等）。 

人間の目に見える範囲に建設するのは、どうか！ 

何もない村上が好きだったのに、税収が入ること

を前提に考えているのかの様で！ 

今後の方法書以降の手続きにおいて、環境影響評

価を適切に行い、周辺環境へ配慮するなど、真摯に

対応いたします。 

 

36 一歩事故が起きれは住むことも出来なくなる核エ

ネルギーを使わないで、地球の自然の力を利用する

ことに反対ではないのですが、設置位置が問題で

す。ヨーロッパでは、海岸から20km以上（ドイツで

は40km以上）離れていないと許可されないのに、日

本では2km先とはあまりにも近すぎます。その理由が

海が深いから、浅い所でないと設置コストがかかる

からとは･･･。 

人を殺して経済を優先するとは、言語道断です。 

ご指摘は本事業とは別の洋上風力発電についての

ことと推察します。 

しかしながら、本事業においても自然エネルギー

を利用しながら、周辺環境の影響をより低減するよ

う適切に配慮するなど、真摯に対応いたします。決

して経済性の追求ゆえに人の健康への影響を軽視す

ることはありません。 
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表 7.1-4(11) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

37 倫理的道徳的に考慮しても最悪の条件を残す事必

至である。（故郷に生きるものとして心配！悲し

い。） 

①現在青少年が 40 才 50 才頃に低周波に依る病が出

て来ます。 

②阿賀野市の問題とは異なる。未知と既知。 

（胎内市は言うまでもなく未知だった。村上の場合

も沢山の資料で既知の大人。） 

③高度成長に乗っての豊かな大人が病む人達を予想

しながら実践実行する事は実に道徳の道からはずれ

る事である。 

（可愛い子、孫を思うと必至である。） 

④日本一の荒川の優条件が悪化される。 

（自然美が損なわれる） 

⑤総合的に考え分析しても設置計画は人道的でな

い。 

備考：日本の資料は不足、外国の資料必見。 

本事業は現在発電会社が使用している化石燃料の

輸入量削減に貢献する事業でもあり、本事業の建

設・操業で地元企業の活用や雇用で地域の活性化に

寄与する事業でもありますので、今後の方法書以降

の手続きにおいて、周辺環境への配慮に努めること

で、引き続き住民の皆様のご理解を得ていきたいと

存じます。 

38 ■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。 

 

コウモリ類についてはご指摘のとおり衝突のリス

クが考えられることから、可能な限り高高度を飛翔

するコウモリに係る現地調査を実施し、その結果を

踏まえ事業計画を検討し、環境影響の低減につとめ

ます。 

39 ■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。 

 

調査内容等については、方法書以降の手続きにお

いてコウモリ類の専門家にヒアリングを行います。 

40 ■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、調査の重点化を行う

べきではないのか。 

 

コウモリ類調査については、コウモリ相把握のた

めの調査に加え、高高度を飛翔するコウモリ類を対

象とした調査も実施し、重点化を図ってまいりま

す。 

41 ■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。よって風況観測塔

（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。 

 

高高度におけるコウモリの音声調査（音声モニタ

リング調査）についても実施いたします。 
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表 7.1-4(12) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

42 ■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）。 

 

・バットディテクターは周波数解析が可能な機種を

使用いたします。 

 

 

 

・得られた結果は、無理に種名を確定せず、グルー

プにわけて利用頻度や活動時間を調査するようい

たします。 

 

 

 

 

 

 

・現地での状況も踏まえ、頂いたご意見を参考に

し、取り扱いを検討いたします。 

43 ■コウモリの捕獲調査について 

・コウモリ類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）。 

 

・コウモリ類の捕獲許可申請は、提出先となる環境

省と協議のうえ、適切に実施いたします。 

・捕獲調査時期については専門家からのヒアリング

も踏まえ適切に検討いたします。 

・カスミ網の使用についても検討いたします。 

 

 

・捕獲したコウモリは麻酔せず、種名、性別等を記

録し、すみやかに放獣いたします。 

 

・ハープトラップは夜間複数回見回るようにいたし

ます。 

 

44 ■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（林縁）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以上離して設置すること。 

 

バットストライクに係るリスクについては現地調

査結果や専門家等からの助言を踏まえ、適切に予測

いたします。その結果を踏まえ、必要に応じて適切

な環境保全措置を検討いたします。 

45 ■「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が行われて

いる。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

保全措置実施をしなくてもよい理由」にならないこ

とを先に指摘しておく。 

 

 

最新の国内の成果や専門家からのヒアリング、ま

た現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検

討いたします。 
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表 7.1-4(13) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

46 ■「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。 

 

 

最新の国内の成果や専門家からのヒアリング、

また現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置

を検討いたします。 

47 ■「重大な環境影響が考えられる項目についての評

価」について 

P230「重大な環境影響が考えられる項目についての

評価」について、「注目すべき生息地（オオタカ及びコ

アジサシの繁殖地、コウモリのコロニー）については

事業実施想定区域外であり直接改変の可能性はないこ

とから影響は小さいものと予測する」とあるが、専門

家がわざわざ指摘してくれた情報を「事業実施区域外

であり直接改変がない」というだけで「影響は小さ

い」とするのは早すぎる判断だ。コウモリは長距離を

移動することが知られる。仮に直接的改変がなくて

も、バットストライクが生じる可能性があるのではな

いのか？そもそも村上市の沿岸ではユビナガコウモリ

など洞穴性コウモリのコロニーが点在しているが、十

分な調査がされているわけではない。事業地の近くに

コロニーがある可能性もあるだろう。事業者は、海蝕

洞や隧道、暗渠の存在をよく調べてから「影響は小さ

い」などの判断をするべきだ。 

 

 

配慮書段階では、事業計画の早期段階であるた

め、今後十分な環境配慮のもとに事業計画を検討

することで影響の低減が可能であると考えたた

め、「影響は小さい」と評価いたしました。な

お、方法書以降の手続きにおいては、現地調査を

適切に行い、注目すべき生息地に関する影響の予

測及び評価を実施し、影響の低減に努めます。 

48 ■コウモリ類の保全措置について 

風力発電におけるコウモリの保全措置は「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。 

 

今後、方法書以降の手続きにおいては調査とそ

の結果の分析を進めて、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。 

49 ■コウモリ類の保全措置「ライトアップをしないこ

と」はバットストライクの低減効果はない 

「ライトアップをしない」ことはバットストライク

の低減効果はない。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。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。さらにコ

ウモリが風車に接近するのは「昆虫だけが原因」では

ない。 

ライトアップは昆虫を誘引するが、だからと言って

「ライトアップをしないこと」によりバットストライ

クが低減される訳ではない。 

 

 

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ます。 

なお、本事業の配慮書において、コウモリ類へ

の対策として、｢ライトアップをしないこと｣に言

及しておりません。 

50 ■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。 

 

 

事前段階における環境保全措置の検討、事後段

階における追加的な環境保全措置の検討について

は切り分けるよう留意いたします。 
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表 7.1-4(14) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

51 ■「次世代に命をつなげる保全措置」をして欲しい 

事後調査でコウモリが死んだら保全措置を検討す

るという事業者がいる。なぜ何の罪もないコウモリ

をわざわざ殺すのだろうか。 

バットストライクは不可逆的影響である。バット

ストライクが生じた時点で、個体はすでに死んでい

るのだから、その時点で保全措置を検討しても「影

響は低減」できない。「事後調査でコウモリが死んだ

のを確認してから保全措置を実施する」のでは完全

に手遅れだ。事業者は、次世代に命をつなぐ、とい

う意味を真剣に考えて欲しい。 

 

本事業の配慮書において、「事後調査でコウモリが

死んだら保全措置を検討する」といった記載や言及

をしておりません。 

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。 

52 ■意見書の提出方法について 

わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用がか

かる。アセスで意見を求めているのは本件だけでな

く多数あるので、郵送で意見書を求めるのは金銭

的・時間的な負担がかかり大変迷惑だ。他の事業者

のようにEメールまたは専用フォームで意見を受け付

けてほしい。 

 

今回は郵送と意見箱への投函での受付に絞らせて

いただきましたが、準備書以降はご意見を参考に他

の対応も検討いたします。 

53 ■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。 

 

意見は要約せず、全文公開します。 

54 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本配慮書に対して以下のとお

り意見を述べる。なお、本意見は要約しないこと。 

①県内在住のコウモリ類の専門家 2 名にヒアリング

を行っていることは、大変評価される。 

 

 

 

②今後の方法書においては、コウモリ類の生態につ

いて具体的な知見（生態等についての論文報告を

多数行っている者）を持っている別の専門家にヒ

アリングを行い、バットストライクの影響予測を

行うための調査手法についての助言を得る必要が

ある。 

 

頂きましたご意見については、今後の方法書以降

の手続きにおいて真摯に対応して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①評価頂きありがとうございます。近年、バットス

トライクを懸念するご意見を頂いておりますが、

国内の環境影響評価においては知見が乏しいこと

から、県内の 2 名のコウモリの専門家にヒアリン

グを行いました。 

②配慮書においてヒアリングを実施した専門家には

引き続きヒアリングを行いたいと考えておりま

す。バットストライクの影響予測については国内

では事例が無く、非常に難しい問題と思われます

が、最新の知見を収集し、前向きに検討いたしま

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   ：約 18,000kW 

風力発電機の単機出力：2,000kW 

風力発電機の基数  ：最大 9基 

※風力発電所出力は現段階の想定規模であり、風力発電機の単機出力及び設置基数に応じて

変動する可能性がある。 

 

(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 

新潟県胎内市荒井浜及び桃崎浜（図 7.2-1参照） 

 

b. 事業の実施が想定される面積 

160ha 
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図 7.2-1(1) 事業の実施が想定される区域(広域)  
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図 7.2-1(2) 事業の実施が想定される区域（事業実施想定区域及びその周囲）  
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図 7.2-1(3) 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検討手法 

a. 基本的な考え方 

事業実施想定区域の検討フローは図 7.2-2のとおりである。 

事業実施想定区域の設定に当たっては、本計画段階における検討対象エリアを設定し、

同エリア内において、各種条件により想定区域の絞り込みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-2 事業実施想定区域の検討フロー 

  

（2）風況条件による絞り込み（図 7.2-4参照） 

局所風況マップから、風況条件の良い範囲を抽出し、風況条件

から抽出した候補地を設定した。 

事業性配慮 

（1）検討対象エリアの設定（図 7.2-3参照） 

本計画段階において対象となる検討範囲を設定した。 

環境配慮 

（3）社会インフラ整備状況の確認（図 7.2-5参照） 

既存道路等の状況を確認し、事業実施想定区域を設定した。 

（4）環境保全上留意が必要な場所の確認（図 7.2-6参照） 

環境保全上留意が必要な施設（学校、住宅等）の状況の確認を

行った。 

規制配慮 

事業性配慮 

（5）法令等の制約を受ける場所の確認（図 7.2-7参照） 

法令等の制約を受ける場所（保安林、鳥獣保護区等）の状況の

確認を行った。 



 

7.2-6 

（337） 

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。 

③  事業実施想定区域の設定根拠 

a. 検討対象エリアの設定 

検討対象エリアは以下の条件・背景を踏まえ、新潟県胎内市及び村上市とする（図 7.2-3

参照）。 

・「局所風況マップ」（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）

から好風況が見込まれる地点が存在する。 
 

b. 風況条件による絞り込み 

検討対象エリアにおいて、「局所風況マップ」（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）から好風況地点（高度 70m における年平均風速が約 6m/s 以上）の

絞り込みを行った。 

これを踏まえ、図 7.2-4 のとおり「風況条件から抽出した候補地」（以下「候補地」とい

う。）を設定した。 
 

c. 社会インフラ整備状況の確認 

「b．風況条件による絞り込み」において設定した候補地及びその周囲における、道路等

の社会インフラ整備状況は図 7.2-5のとおりである。 

道路の新設による拡幅面積を低減するため、既存道路の利用を検討した結果、アクセス

道路として一般国道 113号及び一般国道 345号等が利用可能であることから、候補地の絞り

込みを行い、事業実施想定区域を設定した。 
 

d. 環境保全上留意が必要な場所の確認 

事業実施想定区域及びその周囲における、環境保全上留意が必要な場所の分布状況は図

7.2-6のとおりであり、学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布する。 

なお、住宅等については事業実施想定区域内に存在することから、今後の風力発電機の

配置計画の検討に当たっては、住宅等から適切に離隔をとることとする。 
 

e. 法令等の制約を受ける場所の確認 

事業実施想定区域及びその周囲における、法令等の制約を受ける場所（保安林、鳥獣保

護区等）の分布状況は図 7.2-7のとおりである。 

事業実施想定区域内には保安林、鳥獣保護区及び自然環境保全地域が存在していること

から、今後、事業計画の熟度を高めていく過程で、関係機関と事業の実施についての協議

を行う予定である。 
 

f. 事業実施想定区域等の設定 

「a．検討対象エリアの設定」から「e．法令等の制約を受ける場所の確認」までの検討

経緯を踏まえ、図 7.2-3のとおり「事業実施想定区域」を設定した。 

なお、事業実施想定区域の設定に当たっては、風力発電機等の搬入時に使用する可能性

のある既存道路を含むよう、風力発電機の設置を検討している範囲より広めに設定してい

る。また、残土についてはすべて専門業者に引き取ってもらう予定であり、土捨て場は計

画していない。 
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図 7.2-3 検討対象エリア 
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図 7.2-4 風況条件から抽出した候補地（局所風況マップより）  

「局所風況マップ」（NEDO HP、閲覧：平成 29年 5月） 

より作成 
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図 7.2-5 社会インフラ整備状況  
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図 7.2-6 環境保全上留意が必要な場所の分布状況（学校、住宅等）  

「ゼンリン住宅地図 新潟県胎内市、村上市」（株式会社ゼン

リン、平成 27～28年） 

「国土数値情報（学校データ、医療機関データ、福祉施設デー

タ、土地利用細分メッシュデータ）」（国土交通省国土政策局

国土情報課 HP） 

「新潟県内の学校一覧」（新潟県立教育センターHP） 

「保育所名簿・村上市」（新潟県保育連盟 HP） 

「新潟県社会福祉施設等名簿」（新潟県 HP） 

「胎内市図書館」（胎内市図書館 HP） 

「村上市立中央図書館」（村上市立中央図書館 HP） 

（各 HP、閲覧：平成 29年 5月）より作成 
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図 7.2-7(1) 法令等の制約を受ける場所の分布状況（保安林及び鳥獣保護区）  

「新潟県鳥獣保護区等位置図（平成 28年度）」 

（新潟県 HP、閲覧：平成 29年 5月） 

「森林位置図」（下越森林管理署村上支署ヒアリ

ング、実施：平成 29年 3月） 

「新潟県農林水産部 治山課資料」（新潟県ヒア

リング、実施：平成 29年 3月）   より作成 
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図 7.2-7(2) 法令等の制約を受ける場所の分布状況（自然環境保全地域及び自然公園地域）  

「国土数値情報（自然保全地域データ）（自然公園

地域データ）」（国土交通省国土政策局国土情報

課 HP、閲覧：平成 29年 5月）    より作成 
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④  複数案の設定について 

本配慮書の事業実施想定区域は、環境配慮の検討に基づき新潟県胎内市及び村上市の比

較的広域な範囲から事業実施想定区域を絞り込むプロセスを経ている。 

事業実施想定区域は現時点で想定する風力発電機の設置範囲及び改変が想定される範囲

を包含するよう設定されており、以降の手続きにおいても環境影響の回避・低減を考慮して

事業実施区域の絞り込みを行う。 

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。 

現段階では、発電所の原動力の出力は約 18,000kW（2,000kW を最大 9 基）、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。た

だし、詳細な風況や工事計画については検討中であり、現地調査等を踏まえて具体的な風力

発電機の配置や構造を検討するため、現段階における「配置・構造に関する複数案」の設定

は現実的でないと考える。 

また、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られるため、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表 7.2-1、風力発電機の風速別騒音パワ

ーレベルは表 7.2-2のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 7.2-8、基礎構造図は図 7.2-9のとおりである。 

 

表 7.2-1 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
2,000kW 

ブレード枚数 3枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
約 86m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 80m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
約 123m 

 

表 7.2-2 風力発電機の風速別騒音パワーレベル 

（単位：デシベル） 

風 速 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s 

騒音パワーレベル（A特性） 101.9 104.5 105.2 105.1 104.7 

注：風速は地上高度 10mでの観測値である。 

 

図 7.2-8 風力発電機概略図（2,000kW級） 

  

地面 

約
8
0
m
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（単位：mm） 

 

 

図 7.2-9 基礎構造図（参考）  

平面図 

側面図 
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②  変電施設 

現在検討中である。 

 

③  送電線 

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 

本事業により設置される風力発電機の配置計画は現在検討中であるが、7.2.1 1 (2)項で

設定した事業実施想定区域にて検討する。 

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

では総発電出力は約 18,000kWを想定しており、この場合の基数は表 7.2-3のとおりである。 

 

表 7.2-3 風力発電機の出力及び基数 

項  目 諸  元 

単機出力 2,000kW 

基数 最大 9基 

総発電出力 約 18,000kW 
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2. 計画段階配慮事項の検討結果 

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、表 7.2-4のとおりである。 

また、騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系、景観及び人と自然との触れ合

いの活動の場については、今後の環境影響評価における現地調査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する。 

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

する。 

 

表 7.2-4(1) 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 

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 

事業実施想定区域及びその周囲における配慮が

特に必要な施設等の位置関係について、事業実施

想定区域内に 59戸、2.0kmの範囲内に 1,205戸の

住宅等が存在している。また、住宅等以外の配慮

が特に必要な施設等については、2.0km の範囲内

に 3 戸存在しており、最短距離は約 1.1km 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。特

に住宅等については事業実施想定区域内に存在

することから、今後の風力発電機の配置計画の

検討に当たっては、住宅等から適切に離隔をと

ることとする。 

・ 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 

事業実施想定区域及びその周囲における配慮が

特に必要な施設等の位置関係について、事業実施

想定区域内に 59戸、2.0kmの範囲内に 1,205戸の

住宅等が存在している。また、住宅等以外の配慮

が特に必要な施設等については、2.0km の範囲内

に 3 戸存在しており、最短距離は約 1.1km 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。 

・ 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。 
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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。 

表 7.2-4(2) 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 

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 

動物 

水辺環境のうち、河川、池沼などの水域を主な

生息環境とする重要な種については、事業実施想

定区域内であっても改変しないことから、重大な

影響はないと評価する。 

一方、樹林や草地、海岸を主な生息環境とする

重要な種、特に「胎内風力開発計画に係る環境影

響評価書」（日本風力開発株式会社、平成 20 年

度）において現地調査により確認された種につい

ては、改変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。しかしながら、右記に示す事

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。 

また、注目すべき生息地（オオタカ及びコアジ

サシの繁殖地、コウモリのコロニー）について

は、事業実施想定区域外であり、本事業による直

接改変の可能性はないことから、影響は小さいも

のと予測する。但し、コアジサシのコロニーにつ

いては年によって場所が変わるため、今後実施す

る現地調査結果を踏まえ、方法書以降の手続きに

おいて予測・評価を実施する。 

なお、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリが事

業実施想定区域上空を利用すること等を加味した

影響を予測するには、風力発電機の設置位置等の

情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる

方法書以降の手続きにおいて、適切に調査及び予

測・評価を実施する。 

・ 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、クマタカ、オオタカ、サシバなどの猛禽

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）及び「サシバの保

護の進め方」（環境省、平成 25 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などの渡り鳥

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。 

・ 「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」

（日本風力開発株式会社、平成 20 年度）にお

ける現地調査結果を踏まえて、本事業の調査及

び予測・評価を行う。 

植物 

水辺環境のうち、水田、河川、池沼などを主な

生育環境とする重要な種については、事業実施想

定区域内であっても改変しないことから、重大な

影響はないと評価する。 

樹林、海岸及び草地を主な生育環境とする重要

な種、特に「胎内風力開発計画に係る環境影響評

価書」（日本風力開発株式会社、平成 20 年度）に

おいて現地調査により確認された種については、

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、右記に示す事項に留意

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。 

・ 植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査

等により把握し、また、重要な種及び重要な群

落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。 

・ 「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」

（日本風力開発株式会社、平成 20 年度）にお

ける現地調査結果を踏まえて、本事業の調査及

び予測・評価を行う。 

生態系 

自然植生（砂丘植生）、県指定の桃崎浜自然環

境保全地域、特定植物群落（桃崎浜の砂丘植

生）、保安林及び鳥獣保護区が事業実施想定区域

に該当することから、施設の配置など事業の計画

内容によっては、一部が改変されることにより、

生息・生育環境が変化する可能性があると予測す

る。しかしながら、右記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。 

・ 事業実施想定区域には主に砂丘植生や樹林地が

含まれていることから、自然林や保安林といっ

た自然環境のまとまりの場を多く残存させるよ

う検討する。 

・ 生態系の現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・生育の場へ

の影響を適切に予測し、必要に応じて環境保全

措置を検討する。 
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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。 

表 7.2-4(3) 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 

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主要な眺望点の直接改変の有無 

主要な眺望点のうち、「はまなすの丘（展望

台）」以外の 7地点は、いずれも事業実施想定区

域外であるため、対象事業による直接的な影響

はないと評価する。「はまなすの丘（展望台）」

については、事業実施想定区域内に位置する

が、眺望のための施設等については改変せず、

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。 
 

・ 改変面積を最小化することを検討する。 

 

②景観資源の直接改変の有無 

景観資源については、いずれも事業実施想定

区域に存在せず、直接的な改変が生じないこと

から、重大な影響はないと評価する。 

 

③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 

「はまなすの丘（展望台）」、「高坪山」、「道

の駅胎内」、「白鳥山」、「村松浜海水浴場」、「塩

谷稲荷山展望台」及び「岩船港」から風力発電

機が視認される可能性がある。 

風力発電機の見えの大きさについて、主要な

眺望点から事業実施想定区域の最寄地点までの

距離は「はまなすの丘（展望台）」が最も近

い。「垂直視角と送電鉄塔の見え方（参考）」

（第 4.3-15 表）によると、「はまなすの丘（展

望台）」からの風力発電機の見えの大きさは、

「見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くな

る。」程度以上となる可能性があるが、右に示

す事項に留意することにより、さらに影響を回

避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・ 主要な眺望点と景観資源の位置関係並びに主

要な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（尾根部を避ける等）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。 

 

人と自然と 

の触れ合い 

の活動の場 

予測の結果、「はまなすの丘 展望台」及び

「胎内市海岸」については一部に直接的な改変

が生じる可能性がある。しかし、今後の事業計

画の検討に際し、右に示す事項に留意して今後

の環境影響評価手続き等を実施することから、

重大な影響は回避又は低減されるものと評価す

る。 

なお、その他の地点については、事業実施想

定区域に含まれず直接的な改変が生じないこと

から、重大な影響はないと評価する。 

・ 「はまなすの丘  展望台」及び「胎内市海

岸」の利用環境及び利用状況について詳細な

調査を実施し、今後の事業計画を検討する際

はその結果を踏まえ、影響を極力回避又は低

減する。 
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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、生

態系、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場については、今後の事業計画の検討の中で、

対象事業実施区域の絞り込みや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、表 7.2-5のとおりである。 

 

表 7.2-5(1) 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。特

に住宅等については事業実施想定区域内に存在

することから、今後の風力発電機の配置計画の

検討に当たっては、住宅等から適切に離隔をと

ることとする。 

・ 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。 

・配慮が特に必要な施設等（住宅等）から 500m

の範囲について風力発電機の設置対象外とし

た。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、騒音

及び超低周波音の現地調査地点として 6 地点を

設定した。 

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。 

・配慮が特に必要な施設等（住宅等）から 500m

の範囲について風力発電機の設置対象外とし

た。 
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表 7.2-5(2) 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 方法書における対応方針 

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、クマタカ、オオタカ、サシバなどの猛禽

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）及び「サシバの保護

の進め方」（環境省、平成 25 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などの渡り鳥

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。 

・ 「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」

（日本風力開発株式会社、平成 20年度）におけ

る現地調査結果を踏まえて、本事業の調査及び

予測・評価を行う。 

・対象事業実施区域およびその周囲を調査範囲と

した。 

・希少猛禽類の調査、予測及び評価を行った結

果、重大な影響があると判断された場合には、

専門家等の意見を踏まえた上で、環境保全措置

を検討する。 

・専門家等への意見聴取を踏まえ、コウモリ類死

骸調査及びコウモリ類音声モニタリング調査を

実施することとした。 

・専門家等への意見聴取を踏まえ、ガン・ハクチ

ョウ類の渡り鳥の移動ルートに留意した渡り鳥

調査地点を設定することとした。 

 

植物 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査

等により把握し、また、重要な種及び重要な群

落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。 

・ 「胎内風力開発計画に係る環境影響評価書」

（日本風力開発株式会社、平成 20年度）におけ

る現地調査結果を踏まえて、本事業の調査及び

予測・評価を行う。 

・対象事業実施区域及びその周囲を調査範囲とし

た。 

・植物の調査、予測及び評価を行った結果、重大

な影響があると判断された場合には、専門家等

の意見を踏まえた上で、環境保全措置を検討す

る。 

・専門家等への意見聴取を踏まえ、海浜植生の分

布状況を詳細に把握するために植生調査地点を

多く設定することとした。 

生態系 

・事業実施想定区域には主に砂丘植生や樹林地が

含まれていることから、自然林や保安林といっ

た自然環境のまとまりの場を多く残存させるよ

う検討する。 

・ 生態系の現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・生育の場へ

の影響を適切に予測し、必要に応じて環境保全

措置を検討する。 

・対象事業実施区域及びその周囲を調査範囲とし

た。 

・調査、予測及び評価を行った結果、重大な影響

があると判断された場合には、専門家等の意見

を踏まえた上で、環境保全措置を検討する。 

景観 

・改変面積を最小化することを検討する。 

・主要な眺望点と景観資源の位置関係並びに主要

な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（尾根部を避ける等）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。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、景観

の現地調査地点として 12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。 

人と自然との

触れ合いの 

活動の場 

・「はまなすの丘 展望台」及び「胎内市海岸」の

利用環境及び利用状況について詳細な調査を実

施し、今後の事業計画を検討する際はその結果

を踏まえ、影響を極力回避又は低減する。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、主要

な人と自然との触れ合いの活動の場の現地調査

地点として 5地点を設定した。 
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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 

配慮書においては、事業計画の熟度が低く、まずは風力発電機が設置される可能性のある範

囲及び改変が必要となる可能性のある範囲に主眼を置いて、事業実施想定区域（配慮書段階）

を設定した。 

しかし、配慮書提出以降の現地踏査を踏まえ、風力発電機に付随する施設（発電施設用地、

資材運搬・取付・管理用道路、一時的な改変）の検討を進め、事業実施想定区域を一部変更し、

対象事業実施区域（方法書段階）を設定した。 

 

【配慮書以降における区域の変更の経緯】 

・本事業においては、（株）新潟国際貿易ターミナルから一般国道 113 号を経由し、対象事

業実施区域まで風力発電機を輸送する計画であるが、対象事業実施区域に至る既設道路

のうち、一般県道荒井浜黒川線においては、道路拡幅等の改変が予想され、改変の可能

性がある箇所を対象事業実施区域に含めた。 

・騒音及び超低周波音による影響を低減するため、配慮が特に必要な施設等（住宅等）か

ら 500m の範囲について対象事業実施区域（風力発電機の設置対象外）とし、風力発電機

設置予定範囲を設定した。その他、風力発電機の設置に伴い改変の可能性がある箇所を

対象事業実施区域に含めた。 

 

上記の経緯を踏まえた事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）

との比較図は図 7.2-10のとおりである。 
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図 7.2-10 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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(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、表 7.2-6のとおりである。 

 

表 7.2-6 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 

風力発電所出力   ：約 18,000kW 

風力発電機の単機出力：2,000kW級 

風力発電機の基数  ：最大 9基 

風力発電所出力   ：18,000kW 

風力発電機の単機出力：2,000～3,500kW級 

風力発電機の基数  ：最大 9基 

区域の概要 

・事業実施想定区域 

新潟県胎内市荒井浜及び桃崎浜 

 

・事業実施想定区域の面積 

約 160ha 

・対象事業実施区域 

新潟県胎内市荒井浜及び桃崎浜 

 

・対象事業実施区域の面積 

約 229ha 

・対象事業実施区域(風力発電機の設置対象外)

の面積 

約 143ha 

風力発電機の 

配置 
検討中 

風力発電機の設置を検討している範囲を具体化

した（図 7.2-10）。 

風力発電機の 

基礎構造 
図 7.2-9のとおりである 変更なし 

変電施設 検討中 検討中 

系統連系地点 検討中 検討中 

送電線 検討中 地下埋設及び架空（予定） 

 

(4)環境保全の配慮について 

配慮書においては事業実施想定区域内に配慮が特に必要な施設等（住宅等）が存在していた

が、方法書において、500m※以上の離隔となるよう風力発電機設置予定範囲を設定した。 

なお、環境保全措置の具体的な検討は、今後の設計、現地調査並びに予測及び評価を踏まえ

ることとする。 

 

                                                        
※「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。この状況を踏まえ、本事業では 500mを超

える離隔を確保することとした。 
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