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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 配慮書についての三重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、三重県知事に

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。それに対する三重県知事の意見

（令和２年７月 29日）に対する事業者の見解は、表 7.1-1(1)～(3)のとおりである。 
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 表 7.1-1(1) 三重県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 三重県知事意見の内容 事業者の見解 

総括的事項 

１ 本事業は、供用中の「青山高原風力発電所」にお

いて、既設の風力発電設備を撤去し、新たに大型の

風力発電設備を設置するものである。風力発電事

業は、再生可能エネルギーの導入・普及に資するも

ので、地球温暖化対策の観点からは望ましいもの

である。一方で、室生赤目青山国定公園に指定され

た良好な自然環境を有する地域であり、風力発電

設備を大型化して事業を継続することは、これら

の自然環境への影響が懸念される。 

このことから、本事業の環境影響評価にあたっ

ては、既存の「青山高原風力発電所」及び「新青山

高原風力発電所」（以下、「既存風力発電所」）の設

置の際に行った環境影響評価等や稼働中に行った

調査結果等を活用し、既存事業による環境影響を

適切に把握するとともに、方法書以降の図書に記

載すること。 

その結果を踏まえ、既存事業による重大な影響

が明らかになった場合には、その影響を適切に回

避できるよう、規模の縮小を含め事業計画を検討

すること。 

本事業の計画段階環境配慮書では、設置する風力発電

機の規模を 2,000～3,000kW 級と記載しましたが、自然

環境への影響を軽減させるため、国内での使用実績が豊

富であり当事業地の風況に適合した機種の中でできる

だけ小さい規模の 2,300kW 級風車の採用をすることと

いたしました。 

本事業の環境影響評価においては、既存風力発電所の

設置の際に行った環境影響評価等や稼働中に行った調

査結果等を活用し、既存事業による環境影響を適切に把

握するとともに、方法書以降の図書に記載するととも

に、既存事業による重大な影響が懸念される場合には、

風力発電機の設置位置の見直しや設置基数の削減等、そ

の影響を適切に回避できるよう、事業計画を検討いたし

ます。 

２ 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。）の検討にあた

っては、既設の風力発電設備等の用地等を活用し、

樹木等の伐採や土地の改変を行う面積を最小限に

留めるとともに、リプレースに伴い不要となった

区域の植生を適切に回復することにより、当該地

域の自然環境への影響を回避又は極力低減するこ

と。 

本事業においては、既存風力発電所の建設時に造成し

た風車敷地や搬入路を最大限活用し、土地の改変を可能

な限り少なくする予定です。例えば、隣接する風車敷地

を資材置き場や大型輸送車両の転回場所等に利用する

ことにより、新たな敷地の造成を極少化し、搬入路の拡

幅巾・区間を縮小し、樹木等の伐採を避けて枝払いで対

応する等、工事計画を策定してまいります。 

また、風力発電所の運転開始後のメンテナンスや補修

等において利用しない風車敷地等については、関係機関

との協議や地権者の意向を踏まえたうえで、植生の回復

に努めてまいります。 

３ 既設の風力発電設備等の撤去に伴う環境影響に

ついても、設置に伴う影響と併せて予測・評価する

こと。 

既設の風力発電設備等の撤去に対する環境影響につ

いても、予測・評価いたします。特に風力発電機基礎の

撤去においては、掘削や埋戻しを伴うため降雨時の濁水

発生による自然環境への影響が懸念されますので、予

測・評価を実施するとともに、必要に応じて濁水防止対

策を検討してまいります。 

４ 本事業の事業実施想定区域周辺において、既に

多くの風力発電施設が稼働中及び計画中であり、

特に事業実施想定区域内では別事業者が風力発電

施設を更新中であることから、風力発電施設等の

位置・規模等の検討にあたっては、これらの事業者

と情報交換に努め、累積的な影響が可能な限り低

減できるように計画すること。 

風力発電施設等の位置・規模等の検討にあたっては、

事業実施想定区域内ならびに周辺の別事業者と情報交

換に努め、累積的な影響が可能な限り低減できるように

計画いたします。 
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表 7.1-1(2) 三重県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 三重県知事意見の内容 事業者の見解 

５ 事業実施にあたっては、「事業計画策定ガイドラ

イン（風力発電）」（2017 年 3 月資源エネルギー

庁）に基づき、地域住民や自治体等とコミュニケー

ションを図り、理解を得ながら事業を進めること。 

 これまで長年にわたる既存の風力発電所の運転・管理

を通して、地域住民の皆さまや関係自治体等との良好な

関係の構築・維持に努めてまいりました。 

本事業に際しても、「事業計画策定ガイドライン（風

力発電）」（2017 年 3 月資源エネルギー庁）に基づき、関

係地区の自治会との連携を密にし、地域住民の皆さまに

ご理解とご協力が得られるよう、コミュニケーションの

円滑化に取り組んでまいります。 

６ 対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備等

の配置等の検討にあたっては、計画段階配慮事項

に掲げた各事項に係る環境影響の重大性の程度を

整理し、事業計画に反映させるとともに、検討の経

緯を明らかにすること。 

計画段階環境配慮書における事業実施想定区域は、既

存の風力発電機から 300m の範囲、約 173ha としており

ましたが、採用する風力発電機の規模を 2,300kW 級に抑

えるとともに、既存風力発電所の風車敷地や搬入路を最

大限活用することとし、対象事業実施区域は、既存の風

力発電機等の撤去および新たな風力発電機の設置に必

要な最小限の範囲、約 57ha に縮減しました。 

計画段階配慮事項に掲げた各事項に係る環境影響の

重大性の程度を整理し、事業計画に反映させるととも

に、検討の経緯を明らかにしてまいります。 

７ 個別的事項で述べる各項目に対する影響を回避

又は十分に低減できない場合は、対象事業実施区

域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直

しを行うこと。 

個別的事項の各項目に対する影響を回避又は十分に

低減できない場合は、対象事業実施区域の見直し、風力

発電機の配置の変更、風力発電機基数の削減等の事業計

画の見直しを実施いたします。 

８ 環境保全措置の検討にあたっては、既存風力発

電所の設置の際に行った環境影響評価等や稼働中

に行った調査結果、同様の事業で公開されている

事後調査結果等を参考として、環境影響の回避・低

減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討す

ることがないようにすること。 

環境保全措置の検討にあたっては、既存風力発電所の

設置時の環境影響評価等や稼働中に実施した調査結果、

同様の事業で公開されている事後調査結果等を参考に、

環境影響の回避・低減を優先的に検討することとし、代

償措置を優先的に検討することはないようにいたしま

す。 
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表 7.1-1(3) 三重県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 三重県知事意見の内容 事業者の見解 

個別的事項 

１ 騒音等及び風車の影 

事業実施想定区域の周辺には、複数の住居が存

在していることから、風力発電設備が大型化する

ことにより騒音等及び風車の影による生活環境へ

の影響が懸念される。このため、風力発電設備等の

配置等の検討にあたっては、「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）及び最新の知見等に基づき、住居への影響

について適切に調査及び予測を行い、その結果を

踏まえ、風力発電設備等を住居から離隔すること

等により、騒音等及び風車の影による生活環境へ

の影響を回避又は極力低減すること。 

 

事業実施想定区域の周辺には、複数の住居が存在して

いますが、2kｍ以上の離隔を確保できるため騒音等の影

響は十分に低減されるものと認識しております。しかし

ながら、配慮書へのご意見を踏まえ、現状とリプレース

後の住居への影響について検討した結果、最も近い住居

では、下表のように既存の風力発電機 20 基よりもリプ

レース後の風力発電機 7 基の方が騒音レベルが小さく

なり、騒音等の生活環境への影響が十分に低減されてい

ることを確認しました。 

また、風車の影についても住居から 2km 以上の離隔を

確保できており、生活環境への影響はないものと認識し

ております。 

なお、「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考

事例」（平成 25 年 6 月、環境省総合環境政策局）におい

て、予測範囲は最大で風力発電機から 2,000ｍとされて

おります。 

以上のことから、施設の稼働に伴う騒音等と風車の影

については、評価項目として選定しないこととしまし

た。 

最も近い住居における騒音等の予測結果 

項目 既存 20 基 リプレース後 7基 

騒音 29.6 デシベル 28.6 デシベル 

超低周波音 64.2 デシベル 61.1 デシベル 
 

２ 水環境 

事業実施想定区域には水源かん養保安林及び三

重県水源地域の保全に関する条例に定める水源地

域及び特定水源地域に指定された地域が存在し、

下流域を含め周辺地域には水道水源が存在する。 

このため、風力発電設備等の配置等の検討にあ

たっては、改変を必要最小限に留める等により、土

砂の発生や濁水等による水環境への影響を回避又

は極力低減すること。 

 

事業実施想定区域には水源かん養保安林及び三重県

水源地域の保全に関する条例に定める水源地域及び特

定水源地域に指定された地域が存在し、周辺地域には水

道水源が存在することから、既存風力発電所の建設時に

造成した風車敷地や搬入路を最大限活用し、土地の改変

を可能な限り少なくできるよう、風力発電機の配置計画

を検討し、水環境への影響の低減に努めてまいります。 
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表 7.1-1(4) 三重県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 三重県知事意見の内容 事業者の見解 

３ 動物 

事業実施想定区域及びその周囲では、クマタカ

をはじめとする希少猛禽類及びコウモリ類の生息

情報があること、三重県指定希少野生動植物種で

あるサシバ等の渡りの経路となっている可能性が

あることから、本事業の実施により、風力発電設備

へのバードストライク及びバットストライク、移

動経路の阻害等による鳥類及びコウモリ類への影

響が懸念される。 

このため、風力発電設備の配置等の検討にあた

っては、既存風力発電所の設置の際に行った環境

影響評価等や稼働中に行った調査結果、専門家等

からの助言を踏まえて、鳥類及びコウモリ類に関

する適切な調査及び予測を行い、その結果に基づ

き、必要に応じ環境保全措置を講ずることにより、

鳥類及びコウモリ類への影響を回避又は極力低減

すること。 

 

風力発電設備へのバードストライク及びバットスト

ライク、移動経路の阻害等による鳥類及びコウモリ類へ

の影響が考えられることから、風力発電設備の配置等の

検討にあたっては、既存風力発電所の設置の際に行った

環境影響評価等や稼働中に行った調査結果、専門家等か

らの助言を踏まえて、鳥類及びコウモリ類に関する適切

な調査及び予測を行い、その結果に基づき、必要に応じ

環境保全措置を講ずることにより、鳥類及びコウモリ類

への影響を回避又は極力低減できるよう努めます。 

４ 景観、人と自然との触れ合いの活動の場 

事業実施想定区域には、室生赤目青山国定公園、

青山高原が含まれ、また、風力発電設備の可視領域

には多くの景観資源や居住地域が含まれることか

ら、本事業の実施により、眺望景観への影響が広範

囲にわたり懸念される。このため、風力発電設備等

の配置等の検討にあたっては、自然公園区域の改

変を極力避けるとともに、青山高原の利用者及び

高原道路を通行する車両からの眺望景観を含めた

景観への影響を回避又は極力低減すること。 

 

 

本事業においては、対象事業実施区域の大部分が、自

然公園内となることも重視し、既存風力発電所の建設時

に造成した風車敷地や搬入路を最大限活用し、土地の改

変を可能な限り少なくできるよう、風力発電機の配置計

画を検討してまいります。 

また、青山高原および東海自然歩道の現地踏査や利用者

への聞き取り調査等を実施し、人と自然との触れ合いの

活動の場としての利用への影響や眺望景観への影響に

ついて予測・評価し、必要に応じて影響の回避又は極力

低減を検討いたします。 
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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 

 公告の日 

令和 2年 6月 5日（金） 

 

 公告の方法 

令和 2年 6月 5日（金）付けの朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・中日新聞・伊勢新聞に「お

知らせ」を掲載した。 

また、上記の公告に加え、事業者ホームページに情報を掲載した。 

 

 縦覧場所 

地方公共団体庁舎 5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 

・津市役所環境部環境保全課 

・津市役所久居総合支所地域振興課 

・津市役所久居総合支所地域振興課榊原出張所 

・伊賀市役所本庁舎 

・伊賀市役所大山田支所 

b. インターネットの利用 

事業者のホームページに配慮書の内容を掲載した。 

 

 縦覧期間 

令和 2年 6月 5日（金）から 7月 6日（月）までとした。 

・地方公共団体庁舎 いずれも開庁時間内とした。 

・インターネット 縦覧期間中は常時アクセスを可能とした。 

 

 縦覧者数（閲覧用紙記名者数） 

総数 9名 

（内訳）津市役所環境部環境保全課 1名 

伊賀市役所本庁舎     6名 

伊賀市役所大山田支所   2名 

なお、期間中のインターネットにおける閲覧数は延べ 546回であった。 
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(2)配慮書についての意見の把握 

 意見書の提出期間 

令和 2年 6月 5日（金）から 7月 6日（月）までとした。 

（郵送の場合は当日消印有効とした。） 

 

 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（当日消印有効とした。） 

・当社への電子メールによる提出（当日到着分有効とした。） 

 

 意見書の提出状況 

意見書の提出は 6名から 6通、意見総数は 60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、前項で述べたような手法に基づき、地域への情報提供を行った。住民等から

の意見の概要及び事業者の見解は表 7.1-2(1)～(13)のとおりである。 
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表 7.1-2(1) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

1-1 

今回のリプレース事業は現存の２０基を大型の７基に置き換え

ると読みました。 

現存のもので置き換えないものは残して今後も稼働するのでし

ょうか。また もし撤去するなら跡地の設置前の状況への復帰

は約束されるのでしょうか。 

撤去される場合は青山高原の自然環境も風力設備ができる前と

は大きく変わってきており現状を鑑み しかしながら安易に獣

害の少ないあせびに頼ることのない植栽を望みます。 

本リプレース事業では既存の２０基の風

力発電機を最大７基に建替える計画です。建

替えない風力発電機についても発電停止後

に撤去する予定です。 

撤去後の復旧方法（風力発電機の基礎残置の

可否を含む）については、担当部局と協議す

るとともに、地権者様のご意向を考慮しつ

つ、適切な対応方法を検討してまいります。 

また、植栽については、方法書以降の手続

きにおいて実施する植物調査結果を踏まえ、

有識者への意見聴取を実施し、適切な植栽方

法を検討してまいります。 

1-2 

現在の３倍程度の能力を持つ大型の風車を設置するのですから 

ただ高さが大きくなるだけでなく重さも大きくなると思われま

す。その場合の台座部分の拡幅、増設による土壌への影響が気

になります。その点が触れられていないのが気になります。落

ち着いてきている高良城川の雨天時濁り発生や馬野渓谷の濁り

など上流部にあたるため影響が考えられると思います。また、

ほかの発電施設も開発が進んでおりそれによる影響も合わさっ

て、貴重なオオサンショウウオやカエルの生息地である河川へ

の影響はあると思われます。木津川や服部川上流部でもあり十

分な配慮が必要です。そのほか重要な種への影響は生息地にか

からないとしても少なからずあると思います。 

十分に有識者の意見を聞き、工事の際に表土が上流に流れ込む

ことのないようにするにはどのような手立てがあるかも調査し

ていただきたい。 

本リプレース事業で建替える風力発電機

の基礎は、既存より大きく、重量も増加しま

すが、今後のボーリングや地質調査結果をも

とに地盤耐力評価や基礎設計を実施すると

ともに、工事に際しては、土砂流出防止柵や

沈砂池等の設置を行い、濁水に対する環境保

全措置を講じます。 

また、方法書以降の手続きにおいて現地調

査を実施し、両生類や魚類の重要な種の生息

状況について把握します。その現地調査結果

を踏まえ、有識者への意見聴取を実施し、両

生類や魚類の重要な種への影響を回避・低減

できるよう検討してまいります。 

1-3 

また、景観に関して挙げられている主な眺望点以外にも調査し

ていただきたい箇所があります。青山高原に立つ風車群は津市

を代表する風景といえると思いますが、現在も布引山地に計画

される多くの発電施設により津市市街地から見える風車の姿は

かなり異様なものになるかと思います。また 今回大型のもの

への置換でその景観は従来のものとは異なる影響を市民の日々

見る風景に与えると考えます。よって フォトモンタージュは

津市中心部、片田、美里、榊原温泉 経が峰山頂からのものを加

えてください。景観への影響は垂直視野角のみで測られるもの

ではないと感じます。特にこのように集中して林立している場

合は水平方向も考慮していただきたい。また稜線の上に並ぶ人

工物は故郷の風景にそぐわないように感じます。今回の計画は

リプレースであるため 影響は小さくなる、または 大型化に

よる基数の削減による軽減もあるのかと思いますが十分に配慮

していただきたい。他の業者の開発する風力発電計画に多くの

市民が反対の声を上げました。布引の山なみを守るためにも事

前に市民に予定される姿をお示しされたい。また本文内に影響

がある場合は配置の再検討などとありますが その場合は新た

に切り拓くことになるためリプレースとしてではなく新設とし

てその場所と周囲の環境調査を行っていただきたい。 

ご意見を踏まえ、眺望点として追加するこ

とを検討するとともに、今後、現地で撮影し

た実際の写真を用い、客観的な景観影響の予

測評価に努めます。 

なお、方法書では、津市の眺望点として「榊

原地区」を加えております。 

また、計画段階環境配慮書中に記載した

「影響がある場合は配置の再検討」とは本事

業計画地内での風力発電機の配置検討のこ

とを指しており、周辺の新たな場所で大規模

に土地を改変する予定はありません。 
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表 7.1-2(2) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

1-4 

そして青山高原登山道、東海自然歩道には直接的な影響があり、

改変が見込まれるとありますが 現在も登山道は多くの作業用

林道と交差し、登山者やハイキングをするものの自然に触れ合

う楽しさを奪っています。何度も青山高原に登っていますが昨

今の登山部ブームにもかかわらず青山高原への登山者は減って

いると思われます。登山者の趣向の変化によるものもあります

が 登山は自然と触れ合い親しむのが目的の一つです。設置の

ための作業道の設置はどのくらいの期間でどの程度のエリアに

なるのかもお示しいただきたい。また登山道への影響が考えら

れる地点をできるだけ予測し、山岳団体や東海自然歩道協会な

ど愛用者に意見を調査し、またその後の原状復帰方法について

もこれまで通りでなく自然になじむ方法を調査されたい。 

本事業地及びその周辺の登山道や自然歩

道について、利用状況等の現況把握に努める

とともに、これらと工事用搬入路や工事敷地

が交差・接近するような箇所について、ご意

見も踏まえた上で工事中及び稼働後の本事

業による影響が極力回避・低減された計画と

なるよう検討し、それらの結果を可能な限り

準備書において記載いたします。 

なお、本事業で利用する工事用道路とし

て、既設の風力発電所の管理用道路の一部を

拡幅しますが、新たに道路を敷設する予定は

ありません。 

2-1 

１、景観について、調査では垂直見込み角などで「影響がない」

などと評価される。しかし、景観は「心の問題」でもある。つま

り景観への影響は数値では測れない。フォトモンタージュで示

したとしても、それは評価できない。どのように影響を評価す

るのか。 

風力発電所の景観評価については、ご指摘

のとおり数値のみで測れるものではござい

ません。風力発電機と景観資源との位置関係

や実際の見え方などを考慮して、総合的かつ

客観的に眺望景観への影響について評価し

てまいります。 

2-2 

２、環境省の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「風力発電施設から発生する騒音等への対応

について」によると、音の感じ方は風力発電に対する視覚的影

響・肯定否定の態度・経済的便益の有無等の心理的な影響を受

ける。つまり騒音の問題も「心の問題」を含んでいることが明ら

かになっている。これをどのように評価するのか。 

音の感じ方は人それぞれに差異がありま

すので、「風力発電施設から発生する騒音等

への対応について」や「風力発電施設から発

生する騒音に関する指針」等を参考にして、

リプレース後の風力発電機7基と既設の風力

発電機 20 基の騒音レベルの予測結果を比較

すると、リプレース後の方が小さくなりま

す。なお、既存の風力発電施設に対して騒音

等の苦情はありません。 

2-3 

３、単なる数値の調査ではなく、広く住民や登山者など関係者

にヒアリング調査も行うべきである。多数決では測れない問題

であるので、その評価方法についてもきちんと示すべきである。 

関係機関や利用者、住民の方々のご意見を

踏まえた計画となるよう検討してまいりま

す。 

2-4 

４、青山高原へはハイキングや登山客が多く訪れている。車や

バイクなどで直接訪れる観光客ではなく、こうした青山高原へ

の自然や景観を楽しみにして来る人たちは、風車が建設されて

以来、その増減はどうなっているのであろうか。その数もまた、

自然や景観、騒音などへの影響を表す「数字」だと言えるはずで

ある。こういった数値も示すべきである。 

青山高原の入込数を把握するとともにそ

の利用目的の把握にも努め、それらの結果を

踏まえた検討をしてまいります。 

2-5 

５、青山高原から布引山地にかけては多くの風車が立ってい

る。これらを事業ごとに環境への影響を評価するが、地域の環

境への負荷はそれらすべての総合である。既存施設と合わせた

総合体として環境への影響を評価すべきである。 

他の風力発電施設の影響も含めた予測評

価を検討します。 

2-6 

６、シーテックが行っている他の風力発電では、河川への土砂

の流入があったり、作業道などの路肩や側壁が削れたりしてい

る。また、それが長い間放置されている。植栽も復元されたとは

とても言えない状態で放置されている。環境影響評価でいくら

「いいこと」を書いても、実際の行動が伴っていなければ「絵に

かいた餅」である。リプレース事業であるだけに、こうした、こ

れまでの「実行力」「信頼性」も評価すべきである。 

既存の青山高原風力発電所は、建設後１７

年が経過し造成箇所も安定しており、日常の

巡視・点検等で異常有無を確認し、必要に応

じて改修を行っています。 

また、新青山高原風力発電所は、建設後３

～４年しか経過していないため、毎月定期的

に土木巡視を実施し、異常有無を確認し、必

要に応じて優先順位を付けて改修を実施し

ています。 

さらに、台風や大雨等の際には、必要に応

じ事前・事後の巡視を実施し、異常の早期発

見に努めております。 
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表 7.1-2(3) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

2-7 

７、事業主体は別会社になるが、シーテックが参加しているの

ではあれば同一と考えてよいと思うが、いかがか。 

 

当社は、シーテック・津市・伊賀市が出資

する会社であり、シーテックと意思決定の考

え方や事業実施方法等が全く同じものでは

ありません。 

2-8 

８、青山高原に風車が立って以来、獣害が増えたという地域が

ある。この手の調査では、毎度、「知見がない」「要因はさまざ

まある」などという回答が示されるが、指摘されて何年もたつ

ので調査をしているはずである。風車による音や振動などによ

り生物の移動が発生し得るのか、数値をもって示すべきである。 

獣害については、環境影響評価項目として

は取り扱いませんが、地元の皆さまのご意見

をお伺いしながら、事業者としてできること

を検討したいと考えております。 

3-1 

まず、この 20 年の事業の結果を整理し、その判断をするべきで

ある。国定公園内で徳部に許可を得て、事業を実施したわけで

あるから、その特別に重大に責任を自覚すべきである。 

国定公園内での事業に対する許可条件に

準じて運営にあたっており、事業者としての

責務を全うしているものと考えております。 

3-2 

1.必要性を示すためには、地球温暖化防止に本当に役立てたか

のデータをまず示すべきである：実際に化石燃料を削減し得た

具体的データつまり、過去 20年間に青山高原で風力発電所が発

電した時間帯に、四日市火力発電所あるいは川越火力発電所が

削減できた化石燃料の量の数値データを具体的に示すべきであ

る。その際に単に蒸気を逃がして対応しただけで、燃料の削減

まではできていないということなら、地球温暖化防止に貢献し

たとは言えない。また、近くの水力発電所の出力を落としたと

いうのでは、本末転倒である。風力発電所の発電量を単純に火

力発電所の平均的化石燃料消費量に置き換えた按分しか示せな

いままでは、地球温暖化に貢献してきて、今後も貢献するとは

言えない。 

個々の火力発電所の運転等に関わるデー

タは入手できないため、これらを提示するこ

とはできません。 

しかしながら、太陽光や風力発電等の再生

可能エネルギーを利用することにより、火力

発電で使用する化石燃料は、確実に低減でき

ております。 

また、国のエネルギー基本計画において

は、2030 年に温室効果ガス 26％削減に向け

て、再生可能エネルギーの電源構成比率を 22

～24％に増大し、石油・石炭・天然ガス等の

化石燃料を 56％に低減することを目標とし

ております。需給バランスを確保しながら風

力発電をはじめとする再生可能エネルギー

導入を推進することにより、化石燃料の削減

ならびに地球温暖化防止に貢献できるもの

と考えております。 

3-3 

2.土砂崩れの修復をまず行い、防止対策を検討するべきである：

土砂崩れが至る所にみられ、十分に修復されていないが、特に

第 1 種特別地域を侵している法面は何度修復しても崩れ、現在

も木の根がむき出しになり、いつ落ちてもおかしくない状況に

あり、遊歩道崩落の恐れも生じている。 

第１種特別地域を侵している箇所はあり

ません。過去に土砂崩れが発生した箇所は、

補修済みであり、法面状況は、日常の巡視・

点検等において確認しております。現時点で

特別な補修や対策は必要ないと判断してお

ります。 

3-4 

PR館跡の大規模な崩落後は、未だ土嚢による仮復旧状態であり、

根本的な復旧や流出して土砂の撤去は行われていなし。まず、

これらを国定公園にふさわしい自然景観、生物多様性を確保で

きるように復旧するべきである。 

ご意見としていただいた事象は、他事業者

が管理する事業地内で発生しているものと

推察します。 

当社の管理箇所でありませんので、回答を

差し控えさせていただきます。 

3-5 

3.希少動植物の保護状況を確認し、再検討するべきである：新

青山建設の際にリプレース予定地にもかなり移植されたが、70

～90%が枯死したまま放置されている。従来の移植方法を見直す

べきである。 

ご指摘のとおり新青山風力発電所の建設

時に、本事業地内に獣害防止柵を設置しツツ

ジを移植しておりますが、その多くが枯死し

ております。 

しかしながら、移植地内では新たに発芽・

生育したと考えられる幼木が数多く確認で

きます。これらは、移植個体から生じた種子

から発芽したものまたは柵外から新たに侵

入した種子から発芽したものと考えられま

す。 

このため、当該移植地の状況について、引

き続き経過観察を実施してまいります。 
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表 7.1-2(4) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

3-6 

4.自然景観の状況の再検証と再検討が必要：実際問題として古

い指針を元に「景観への影響は軽微」などと言っているが、例え

ば、広い山の中に満開の桜が１本あるだけで、景色は大きく変

わり、景観は大きな影響を受ける。数本ならなおさらである。風

車は通常の桜の木の 30 倍はある。実際には人間は視野全体を写

真のようにぼんやりと見ていることはまずなく、何かに注目し

てしまうのが普通である。山の景観では稜線に、海の景観では

水平線や島に注視してしまうのが普通である。特に動くものが

あるとそこに注視してしまい、景観に大きな影響を及ぼす。国

立国定公園のガイドライン、景観法や景観条例には、最低限の

ガイドラインとして、「建造物は山の尾根線、スカイラインを越

えない」「森林の樹冠を越えない」としている。風車はこれを遥

かに越える建造物であるから、国定公園の景観をこれ以上破壊

するべきではない。 

景観法や景観条例では、ご指摘のように規

制されている具体的指標はないものと考え

ておりますが、「国立・国定公園内における風

力発電施設の審査に関する技術的ガイドラ

イン」（環境省）においては、風力発電機が主

眺望方向に介在し、且つスカイラインを切断

する場合は眺望への支障が大きいと判断す

るとされていますので、眺望方向や実際の見

え方を踏まえて予測評価をし、国定公園の管

理者と協議をしながら配置や環境保全措置

を検討してまいります。 

3-7 

5.啓発施設の維持管理、活用状況の再検証と再検討が必要：久

居榊原風力発電所の啓発施設は、土砂崩れで壊れ、その場所は

未だ仮復旧状態で、小さな休憩所が建てられたのみに過ぎない。 

ご意見としていただいた事象は、他事業者

が管理・運営する施設に関するものです。 

当社の管理施設でありませんので、回答を

差し控えさせていただきます。 

3-8 
また、新青山の PR 館も普段は立入禁止の場所にあり、周辺の土

砂崩れが多く、十分に活用されていると言い難い。 

弊社が管理・運営する PR 施設「風のめぐ

みの館」は、平成 29 年の開館以来、津市・伊

賀市をはじめ三重県内外の幅広い皆さまが

ご来館され、青山高原の自然や風力発電等に

関する知見を習得いただいております。 

なお、当該施設の見学には、事前予約が必

要ですが、毎年 1,000 名程度の方にご利用い

ただいております。 

3-9 

6.バードストライクの調査が必要：「バードストライクは認め

られていない」としているが、かつて新潟大学の中津弘先生が

2007,2008 年に詳しい調査を実施し、日本鳥学会、県、本社に報

告もされている。私もクマタカのバードストライクを確認して

いる。非常に多くのバードストライクを確認しており、同時期

に本社も調査を行っているはずなのに、「認められたことがな

い」などと隠ぺいしてはならない。改めて、毎日の事故死体の収

集、目視観察、レーダー調査などの国際基準に添う厳密な調査

を実施するべきである。 

本事業においてバードストライクの発生

状況を確認するための死骸調査を実施しま

すが、隠蔽などは行わず、得られた結果を取

り纏めて、準備書において記載いたします。 

3-10 

7.バッドストライクの調査が必要：バッドストライクは、私も

確認しており、必要な調査が行われていないだけである。改め

て、毎日の事故死体の収集、目視観察、レーダー調査などの国際

基準に添う厳密な調査をまず実施するべきである。 

本事業においてバットストライクの発生

状況を確認するための死骸調査を実施いた

します。 

3-11 

8.鳥類の激減の調査と解決方法の検討が必要：私が日本鳥学会

に発表した論文（2013）と、学会発表（2003～2018）で明らかな

ように、鳥類の激減を引き起こしている。これ以上国定公園の

生物多様性に影響を与えるべきではない。リプレースすると言

うのなら、これ以上の激減を回避する対策を示しうる調査を実

施するべきである。 

 特に、クマタカ、ノスリ、ヨタカについては、新青山工事開

始、以来、私の調査（日本鳥学会で発表）では、全く確認できな

くなっており、再度の詳細な調査と自然復元方法を検討するべ

きである。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、鳥類の重要な種の生息状況について

把握します。その現地調査結果を踏まえ、有

識者への意見聴取を実施し、鳥類への影響を

回避・低減できるよう検討してまいります。 

なお、ご指摘いただいたクマタカ、ノスリ、

ヨタカについては、新青山高原風力発電所の

事後調査で確認されております。 

3-12 

9.国定公園の生物多様性の再調査が必要である：渓流を岩で埋

め尽くしたまま、U 字溝のほとんどに小動物脱出用スロープを

設置せずに放置されたままなどが見られる。まず、これらを国

定公園の生物多様性と自然景観を維持するべく復旧し、以後こ

うしたことがないように対策を立案すべきである。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、哺乳類や爬虫類など小動物の重要な

種の生息状況について把握します。その現地

調査結果を踏まえ、有識者への意見聴取を実

施し、必要に応じて適切な環境保全措置を検

討してまいります。 
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表 7.1-2(5) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

3-13 

10.騒音、低周波音、シャドーフリッカー、乱気流の調査、予測、

防止対策の検討をするべきである：シーテックでは、「農地周辺

では騒音、シャドーフリッカーなどのため風車は建設できない」

としているが、リプレース予定地は東海自然歩道に隣接し、林

業施業地にも隣接し、一帯は保健保安林でもあるので、騒音、低

周波音、シャドーフリッカー、乱気流の調査、予測をし、防止対

策を立てるべきである。 

既設の風力発電所に対しては、東海自然歩

道等の利用者や林業施業者から、騒音、低周

波音、シャドーフリッカー、乱気流について

の苦情はいただいておりません。 

騒音、低周波音、シャドーフリッカーにつ

いては、屋外作業者に対する基準がないため

環境影響評価手続きでは扱わないこととし

ますが、対象者の迷惑とならないよう配慮し

てまいります。     

また、乱流についても、環境影響評価手続

きでは扱いませんが、別途電気事業法に基づ

く工事計画審査を受審する際に、当サイトの

風条件に対して採用する風力発電機の適合

性を評価し、必要な措置を検討してまいりま

す。 

東海自然歩道については、方法書以降の手

続きにおきましても、人と自然との触れ合い

の活動の場として選定し、活動範囲、利用環

境、利用状況等の現況調査を実施するととも

に、それらの結果を踏まえ、利用を阻害しな

いよう検討してまいります。 

 

4-1 

■1.意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で削除または要約しないこと。

削除または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。 

また同様の理由から、以下に続く意見は「ひとからげ」に回答せ

ず、｢それぞれに回答すること｣。さらに本意見書の内容につい

て｢順番を並び替えること｣も認めない。 

いただいた意見は要約せず、全文を公開して

まいります。 

4-2 

■2.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。また害虫をたくさん食べる

ので、人間にとって益獣である。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。NEDO の報告書（*）によれば、

実態把握サイト（風力発電施設 10 サイト）におけるコウモリ類

の推定死亡数は年間 502.8 個体とされ、これは鳥類の年間推定

死亡数（257.6 羽）のおよそ 2 倍になる。 

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。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。

益獣が減れば住民に不利益が生じる。これ以上風車で益獣のコ

ウモリを殺さないでほしい。 

*平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書 風力発電等導入支援

事業 環境アセスメント調査早期実施実証事業環境アセスメン

ト迅速化研究開発事業（既設風力発電施設等における環境影響

実態把握Ⅰ報告書）P213.NEDO,2018. 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、コウモリ類の生息状況について把握

します。その現地調査結果を踏まえ、有識者

への意見聴取を実施し、必要に応じて適切な

環境保全措置を検討してまいります。 

 

4-3 

■3.コウモリ類の保有するウィルス 

コウモリ類はウィルスの自然宿主としても知られる。仮にウ

ィルスを保有したコウモリ類の死骸を、スカベンジャー（タヌ

キやキツネ、カラスなど）が捕食した場合、ウィルスがスカベン

ジャーから家畜・ペットを経由してヒトへ感染するおそれがあ

る。ウィルスが拡散すれば国民に不利益が発生する。コウモリ

類を風力発電施設で殺さないでほしい。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、コウモリ類の生息状況について把握

します。その現地調査結果を踏まえ、有識者

への意見聴取を実施し、必要に応じて適切な

環境保全措置を検討してまいります。 
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表 7.1-2(6) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

4-4 

■4.事業者が配慮書段階からコウモリ類への影響を予測し、｢コ

ウモリ類の専門家｣にヒアリングを実施したことは評価される。 

方法書以降についても引き続きコウモリ

類の専門家へのヒアリングを実施いたしま

す。 

4-5 

■5.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風速未

満であってもブレードは回転するのか？ 

本事業で採用検討中の風力発電機は、カッ

トイン風速未満であっても、ブレードは非常

に緩やかに遊転します。 

4-6 

■6.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風速を

任意に変更できるのか？ 

本事業で採用検討中の風力発電機は、カッ

トイン風速を任意に変更できる機能を有し

ております。 

4-7 

■7.本事業で採用する予定の風力発電機は、弱風時にフェザリ

ング（風力発電機のブレードを風に対して並行にし回転を止め

ること）を実行できるか？ 

本事業で採用検討中の風力発電機は、メー

カー標準では、弱風時にブレードをフェザリ

ング状態にしない仕様となっています。 

4-8 

■8.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。 

 

コウモリ相調査のほか、自動録音機能付き

のバットディテクターを用いた高高度調査

についても実施を予定しております。高高度

におけるコウモリ類の飛翔状況を把握する

ことにより、バットストライクの影響予測を

行い、保全措置についても検討いたします。 

4-9 

■9.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、つまり風車プ

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。よって既設ナセルまたは風況観測塔（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。 

ご指摘いただいた風況観測塔を活用した

自動録音機能付きのバットディテクターを

用いた調査については、実施を予定しており

ます。 

4-10 

■10.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）。 

使用機器についてはフルスペクトラム方

式のバットディテクター（SM4bat：Wildlife 

Acousticis 社製等）を予定しております。 

周 波数のグループ分けも検討し、コウモリ

類の利用頻度や活動時間の把握に努めます。 

可能な限り同日に行わないよう留意して調

査を実施いたしますが、自動録音調査と捕獲

調査の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。 
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表 7.1-2(7) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

4-11 

■11.コウモリの捕獲調査について 

・コウモリ類について配慮のかけた不適切な捕獲を行う業者が

いる。よってコウモリの捕獲及び許可申請の際には必ず「コウ

モリ類の専門家」の指導をうける（うけさせる）べきだ。 

・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、すみ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）。 

・捕獲した個体を持ち帰り飼育しないこと。 

・捕獲した個体を素手で扱わないこと。 

・冬眠中の個体を絶対に覚醒させないこと。 

・冬眠中の個体を絶対に捕獲しないこと。 

 

コウモリ類の捕獲許可申請につきまして

は、関係機関へ適切に実施いたします。コウ

モリ類の専門家へヒアリングを行った上で、

調査時期等を検討いたします。 

 

かすみ網を用いた調査の実施を検討しま

す。 

ご意見のとおり、外部計測等は可能な範囲

で行ったのち、放獣します。 

ハープトラップについては見回りを行うよ

うにいたします。 

 

捕獲した個体は持ち帰り飼育いたしませ

ん。 

捕獲した個体は素手で扱いません。 

冬眠中の個体については覚醒させないよ

う留意いたします。 

冬眠中の個体は捕獲いたしません。 

4-12 

■12.「回避」と「低減」の言葉の定義について１ 

「影響の回避」と「影響の低減」についての定義を述べよ。 

「回避」及び「低減」の言葉の定義につい

ては、「環境アセスメント技術ガイド 生物

の多様性・自然との触れ合い」（一般社団法

人 日本環境アセスメント協会、平成 29 年）

に記載されているとおり、以下のように考え

ております。 

 

回避：行為（環境影響要因となる事業におけ

る行為）の全体又は一部を実行しないことに

よって影響を回避する（発生させない）こと。

重大な影響が予測される環境要素から影響

要因を遠ざけることによって影響を発生さ

せないことも回避といえる。 

低減：何らかの手段で影響要因又は影響の発

現を最小限に抑えること、又は、発現した影

響を何らかの手段で修復する措置。 

4-13 

■13.「回避」と「低減」の言葉の定義について２ 

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」ことを掲げるかもしれないが、「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。これについて、事業者の見解とその理由を述べよ。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を実

施し、コウモリ類の生息状況について把握し

ます。その現地調査結果を踏まえ、有識者へ

の意見聴取を実施し、コウモリ類への影響を

回避又は低減できるよう、適切な環境保全措

置を検討してまいります。 

4-14 

■14.回避措置（ライトアップの不使用）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。これは事実だ。ライトアップは昆虫類を誘引するが、だか

らといって｢ライトアップをしないこと｣により｢コウモリ類の

誘引を完全に『回避』｣できるわけではない。完全に『回避』で

きないのでバットストライクという事象、つまり｢影響｣が発生

している。アセスメントでは影響が『回避』できなければ『低

減』するのが決まりである。よって、コウモリ類について影響の

『低減』措置を追加する必要がある。 

 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を実

施し、コウモリ類の生息状況について把握し

ます。その現地調査結果を踏まえ、有識者へ

の意見聴取を実施し、コウモリ類への影響を

回避又は低減できるよう、適切な環境保全措

置を検討してまいります。 
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表 7.1-2(8) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

4-15 

■15.コウモリ類の保全措置（回避）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。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、コウモリ類の生息状況について把握

します。その現地調査結果を踏まえ、有識者

への意見聴取を実施し、コウモリ類への影響

を回避又は低減できるよう、適切な環境保全

措置を検討してまいります。 

4-16 

■16.コウモリ類の保全措置（低減措置）は｢カットイン風速の

値を上げること及びフェザリング」が現実的 

 ｢コウモリの活動期間中にカットイン風速（発電を開始する風

速）の値を上げること及び低風速時にフェザリング（風力発電

機のブレードを風に対して並行にし回転を止めること）を行う

こと｣がバットストライクを低減できる、｢科学的に立証された

保全措置※｣である。よって、必ず実施して頂きたい。 

※Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in Speed to  

Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities Final 

Report,Edward B. Arnett and Michael Schirmacher.2010 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、その現地調査結果をもとに、最新の

国内外の知見や専門家へのヒアリングを踏

まえ、適切な環境保全措置を検討してまいり

ます。 

4-17 

■17.「バットストライクに係る予測手法」について経済産業大

臣に技術的な助言を求めること 

「既に得られている最新の科学的知見」によれば、バットスト

ライクに係る調査・予測手法は欧米では確立されている技術で

ある。しかしながら日本国内では、ブレード回転範囲における

コウモリ類の調査が各地で行われながらも、「当該項目につい

て合理的なアドバイスを行えるコウモリ類の専門家」の絶対数

は少なく、適切な調査・予測及び評価を行えない事業者が散見

される。事業者がヒアリングするコウモリ類の専門家について、

仮に｢地域のコウモリ相について精通｣していたとしても、｢バッ

トストライクの予測｣に関しては、必ずしも適切なアドバイスが

できるとは限らない。また、残念ながら国内においてバットス

トライクの予測に関して具体的指針は策定されていない。 

よって、仮に事業者が｢国内ではバットストライクの予測につい

て標準化された手法は公表されていない｣、｢国内ではコウモリ

類の定量的予測は困難｣と主張する場合は、環境影響評価法第十

一条第 2 項に従い、経済産業大臣に対し、「バットストライク

に係る予測手法」について「技術的な助言を記載した書面」の交

付を求めること。 

方法書に記載した調査・予測及び評価の手

法は、発電所アセス省令※に示される選定の

指針等に基づき検討し、コウモリ類の専門家

の意見を踏まえ決定しています。これらにつ

いては、今後、ご意見等を踏まえつつ、経済

産業大臣によって審査され、手法等について

必要な勧告がなされます。 

上記の方法書の審査結果を踏まえて、環境

影響評価の項目等の選定を行うこととなり

ますが、その際、必要であると認める場合に

は、環境影響評価法第十一条第 2 項に従い、

技術的な助言を求めます。 

※発電所アセス省令：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（平成

十年通商産業省令第五十四号） 

4-18 

■18.｢予測の不確実性｣を根拠に保全措置を実施しないのは、発

電所アセス省令に反する行為で｢不適切｣ 

 国内の風力発電施設において、バットストライクが多数生じ、

コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の風発事業者の

中に｢予測に不確実性が伴うこと｣を根拠に、適切な保全措置を

実施（検討さえ）しない事業者が散見される。 

 ｢予測に不確実性を伴う｣としても、それは｢保全措置を検討し

なくてよい｣根拠にはならない。なぜならアセス省令によれば

｢影響がない｣及び｢影響は極めて小さい｣と判断される以外は環

境保全措置を検討すること、になっているからだ。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を

実施し、その現地調査結果を踏まえ、有識者

への意見聴取を実施し、コウモリ類への影響

を回避又は低減できるよう、適切な環境保全

措置を検討してまいります。 
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表 7.1-2(9) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

4-19 

■19.｢予測の不確実性｣を根拠に保全措置を実施しないのは｢不

適切｣2 

 国内の風力発電機施設において、バットストライクが多数生

じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の風発事業

者の中に｢影響の程度（死亡する数）が確実に予測できない｣こ

とを根拠に、適切な保全措置を実施（検討さえ）せず、事後調査

に保全措置を先送りする事業者が散見される。 

定性的予測であれば、国内外の風力発電施設においてバット

ストライクが多数発生しており、『コウモリ類への影響はない』

『コウモリ類への影響は極めて小さい』とは言い切れない。ア

セス省令による｢環境保全措置を検討する｣段階にすでに入って

いる。 

よって、本事業者らの課題は、｢死亡するコウモリの数｣を｢いか

に不確実性を伴わずに正確に予測するか｣ではなく、｢いかにコ

ウモリ類への影響を回避・低減するか｣である。そのための調査

を｢準備書までに｣実施して頂きたい。 

自動録音機能付きの機器バットディテク

ターを用いた高高度調査を実施し、高高度に

おけるコウモリ類の飛翔状況を把握するこ

とにより、バットストライクの影響予測を行

い、保全措置についても検討いたします。 

4-20 

■20.環境保全措置は｢コウモリを殺す前から実施してほしい｣ 

 本事業者である｢株式会社青山高原ウインドファーム｣及び委

託先の｢日本気象協会｣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？上記の

コウモリの保全措置（｢カットイン風速の値を上げること及び低

風速時のフェザリング｣）については、｢事業者が実施可能｣かつ

｢最新の知見に基づいた｣コウモリ類への環境保全措置である。

よって｢コウモリを殺す前｣、すなわち｢試験運転開始日から｣実

施して頂きたい。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を実

施し、その現地調査結果を踏まえ、専門家へ

の意見聴取を実施し、コウモリ類への影響を

回避又は低減できるよう、適切な環境保全措

置を検討してまいります。 

4-21 

■21.「環境保全措置」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「環境保全措置」とは何

か、理解しているか。「環境保全措置」の定義及び実施基準を述

べよ。 

発電所アセス省令※によれば、第二十八条

に「特定対象事業に係る環境影響評価を行う

に当たり、環境影響がないと判断される場合

及び環境影響の程度が極めて小さいと判断

される場合以外の場合にあっては、事業者に

より実行可能な範囲内で選定項目に係る環

境要素に及ぶおそれがある環境影響をでき

る限り回避し、又は低減すること、必要に応

じ損なわれる環境の有する価値を代償する

こと及び当該環境影響に係る環境要素に関

して国又は地方公共団体による環境の保全

の観点からの施策によって示されている基

準又は目標の達成に努めることを目的とし

て環境の保全のための措置」と記載されてお

ります。 

 

※発電所アセス省令：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（平

成十年通商産業省令第五十四号） 
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表 7.1-2(10) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

4-22 

■22.「事後調査」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「事後調査」とは何か、理

解しているか。「事後調査」の定義及び実施基準を述べよ。 

「環境アセスメント技術ガイド 生物の

多様性・自然との触れ合い」（一般社団法人 

日本環境アセスメント協会、平成 29 年）に

は、事後調査について以下のとおり記載され

ております。 
 

環境影響評価は事業の実施前に行われるた

め、事後調査は、その結果の不確実性を補う

等の観点から位置づけられており、予測の不

実性が大きい場合や効果にかかる知見が不

十分な環境保全措置を講ずる場合等におい

て、環境への影響の重大性に応じ、事後調査

の必要性を検討することとされている。ま

た、事後調査の結果を踏まえ、必要に応じて

環境保全措置の追加や見直しを検討する必

要がある。 

4-23 

■23.｢事後調査｣の定義について 2 

念のため確認しておく。発電所アセス省令によれば、「事後調

査」は「環境保全措置」ではないが、事業者らは理解している

か。 

「事後調査」は「環境保全措置」ではない

と認識しております。最新の国内の知見の情

報収集や専門家への意見聴取を実施し、適切

な環境保全措置を検討し、真摯に対応してま

いります。 

4-24 

■24.環境保全措置の実施時期について 

環境保全措置について事業者は、｢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）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、すでに保全措置を行う先進的事業

者もいる。環境保全措置は安全側にとるべきである。 

保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コウモリを

殺す前」から実施することが重要であると思うが、これについ

て、事業者の見解とその理由を述べよ。 

最新の国内外の知見の情報収集や専門家

への意見聴取を実施し、適切な環境保全措置

を検討し、真摯に対応してまいります。 

4-25 

■25.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施す

ること 

上記について「国内におけるコウモリの保全事例が少ないの

で（カットイン風速の値を上げる）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」は十分

可能である。 

最新の国内外の知見の情報収集や専門家へ

の意見聴取を実施し、適切な環境保全措置を

検討し、真摯に対応してまいります。 

4-26 

■26.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施す

ること 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。仮に事業者が「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ように。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を実

施し、その現地調査結果を踏まえ、専門家へ

の意見聴取を実施し、コウモリ類への影響を

回避又は低減できるよう、適切な環境保全措

置を検討してまいります。 

4-27 

■27.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施す

ること 3 

今後、事業者は「バットストライクの予測には不確実性が伴

うので、事後調査を行い、保全措置を検討する」などの主張をす

るかもしれない。 

この「バットストライクの予測には不確実性が伴うので、事後

調査を行い、保全措置を検討する」という主張には、「予測に不

確実性が伴う場合は、適切な保全措置を先のばしにしてもよい」

という前提が隠れている。しかし発電所アセス省令に「予測に

不確実性が伴う場合は、適切な保全措置を先延ばしにしてもよ

い」という記載はないことを先に指摘しておく。これについて、

事業者の見解とその理由を「丁寧に」延べよ。 
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表 7.1-2(11) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

4-28 

■28.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施す

ること 4 

今後、事業者は「国内においてコウモリ類の衝突実態は不明

な点も多く、保全措置についても検討され始めた段階だ。よっ

て事後調査を行い、保全措置を検討する」などの主張をするか

もしれない。 

国内では 2010 年からバットストライクが確認されており（環境

省自然環境局野生生物課、2010、風力発電施設バードストライ

ク防止策実証業務報告書）、「鳥類等に関する風力発電施設立地

適正化のための手引き（環境省、2011）」にもコウモリ類の保全

措置が記載されている。「コウモリの保全措置が検討され始め

た」のは最近の出来事ではない。また、仮に「国内で保全措置が

検討され始めた」からといって、それが「国内の風発事業者が適

切な保全措置を先のばしにしてよい」という根拠にはならない

ことを先に指摘しておく。これについて事業者の見解とその理

由を「丁寧に」延べよ。 

最新の国内外の知見の情報収集や専門家へ

の意見聴取を実施し、適切な環境保全措置を

検討し、真摯に対応してまいります。 

5-1 

騒音、低周波音について、ヨーロッパや他県で住民の方が睡眠

障害に悩まされているときいています。山里にはご老人が多く

住まわれていると思います。健常者以上の配慮をしていただけ

ますようお願いします。 

 

本事業における風力発電施設から民家ま

では、既存の風力発電施設と同様に 2km 以上

の距離があります。既存の風力発電施設に対

して騒音、低周波音の苦情はありません。 

なお、リプレース後の風力発電機 7 基と既

設の風力発電機 20 基の騒音・低周波音レベ

ルの予測結果を比較すると、リプレース後の

風力発電機 7 基の方が騒音・低周波音の影響

が小さくなります。  

5-2 

配慮書から自分も確認したことのない鳥、動物、植物の多様性

が残っているのかと驚きました。 

 

風力発電施設を設置するとともに、動物、

植物などの多様性を保全してきた結果と考

えております。これからも保全活動を継続し

てまいります。 

5-3 

海外では、環境負荷の大きさや健康被害の大きさ、廃棄、撤去費

用、廃棄の困難さのため、大規模風力発電自体やめている。や、

古い負の遺産ときいています。現在風力発電書の発電について

は、余剰であるともきいています。20 年しかもたない風力発電

と考えると、持続可能とも、温暖化防止とも考えにくいのでは

と、きいています。次世代のためになるかどうか、ぜひ専門家の

方に熟考していただきたいと思っています。 

持続可能な社会の実現に向けた再生可能

エネルギーの有効利用は、非常に重要度を増

しております。 

世界的にも、日本国内においても、風力発

電の累積導入量は、年々増加しており、ご意

見としていただいた様な状況にはありませ

ん。 

種々の課題もありますが、課題解決に向け

着実に取り組み、主力電源化できるよう、当

社としても尽力してまいる所存です。 
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表 7.1-2(12) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

6-1 

●サシバの渡りについて 

青山高原は秋季、伊良湖岬からのサシバが渡っていく経路にあ

たっている。むろん、春の渡りのルートでもある。しかし、三重

県内内陸の経路については我々の以前の調査（会報しろちどり

72 号、当会ホームページ上で閲覧可）でも明確に固定した経路

がなく、その時々の風向、上昇気流の発生状況により変化する

ものと考えられる。時によっては南の藤坂峠で多くの個体が発

見されることもある。 

配慮書に記載された、環境省の渡り経路は三重県内陸での詳細

な情報に基づくものではなく、ただ、サシバの集結する既知の

地点を直線で結んだだけのものである。 

しかし、伊良湖岬を通過したサシバの多く、および、愛知県内陸

を通過したサシバの一部が青山高原とその北につながる山域の

どこかを通過する場合が多いと想定される。 

今ではその経路の青山高原に、青山高原三角点付近から長野峠

北側まで、風車が乱立している。 

また、風車建設の計画がさらに北側、亀山市との市境まで伸び

ており、サシバ等渡り鳥の渡りを妨害する長大な障壁となって

いる。 

方法書以降の手続きにおいて渡り鳥の現

地調査を実施し、その現地調査結果を踏ま

え、専門家への意見聴取を実施し、サシバ等

の渡り鳥の移動経路の遮断・阻害の影響につ

いて、適切に予測・評価を行います。 

なお、既存の風力発電事業の事後調査にお

いても渡り鳥調査を実施していることから、

これらの結果も参照する予定です。 

6-2 

●サシバについて 

サシバは、昨今全国的に急激に個体数を減らしている。また、平

成 30 年 3 月には三重県指定希少野生動植物種に指定されてい

る。 

サシバの生存と渡りに影響が考えられる改変は、これ以上すべ

きではない。むしろ、既設の風車の廃止が望まれる。 

サシバヘの風車建設の影響には、直接的な風車への衝突と風車

回避によるエネルギー消費の 2 つが考えられる。 

衝突について、これまでの各地の準備書などでは衝突の推定回

数をもとめ、値が低いので「影響は少ない」と一律に描かれてい

る。しかし、用いられる衝突モデルと回避率は野外観察で実証

されたものではない。証明されていない式と定数により解を導

くという自然科学では到底考えられない誤謬を犯しているとし

か言えない。 

風車を回避するために余分なエネルギーを使うことの影響につ

いては解析されていない。とりわけサシバの大半は宮古島以南

へ渡るため、沖縄本島から宮古島までの約 300km の無着陸飛行

を強いられる。風車が渡りの成否にどのような影響を持ち、サ

シバの生存繁殖への間接的な影響について解析すべきである。 

鳥類の衝突の可能性に関しては、「鳥類等

に関する風力発電施設立地適正化のための

手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修

正版）等に基づき、主に猛禽類や渡り鳥を対

象とし、必要に応じて複数モデルを用いて定

量的に予測することとしております。 

また、風車を回避するために余分なエネル

ギーを使うことの影響については、「風力発

電等導入支援事業／環境アセスメント調査

早期実施実証事業／環境アセスメント迅速

化研究開発事業既設風力発電施設等におけ

る環境影響実態把握Ⅰ報告書」（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 30 年 2 月）において、渡り鳥が風

車迂回に伴う距離的・時間的ロスについて検

証されています。サシバの春の渡り、秋の渡

りのいずれにおいても、「サシバ個体に与え

る影響は、エネルギー損失の観点からは比較

的軽微だったと考えられる。」と記載されて

います。 

これらの文献も参考に適切に予測及び評

価を行ってまいります。 
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表 7.1-2(13) 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

6-3 

●クマタカについて 

三重県下多くの場所でクマタカの繁殖地に風車が建設され、飛

行、繁殖を妨害されている。また衝突の可能性も高い。クマタカ

の風車への衝突については上記サシバの場合と同じように、科

学的な根拠のある推論がされていない。 

さらにクマタカの繁殖率への影響については事後調査などで

も、明確にされておらず、風車が繁殖の妨害になっている可能

性は高く、その実態は明らかにされていない。これ以上風車を

クマタカの繁殖地に建てるべきではないし、既存の風車の除去

が望まれる。 

希少猛禽類の現地調査を実施し、その現地

調査結果を踏まえ、専門家への意見聴取を実

施し、クマタカの衝突リスク、繁殖への影響

について、適切に予測・評価を行います。 

なお、「風力発電等導入支援事業／環境ア

セスメント調査早期実施実証事業／環境ア

セスメント迅速化研究開発事業既設風力発

電施設等における環境影響実態把握Ⅰ報告

書」（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 30 年 2 月）におい

て、クマタカの繁殖成功率について検証が行

われており、風車の存在・稼働は、クマタカ

営巣地までの距離に応じて、繁殖成功率に影

響を及ぼすとされています。また、「風車に

最も近い 0～1,000m についてみると、風車

稼働前の繁殖成功率が高いのに比べ、稼働後

の成功率は低くなる傾向が伺えた。2,000m 

以降は稼働前と同じかやや増加する傾向で

推移した。」 とされています。 

これらの文献も参考に、適切に予測及び評価

を行ってまいります。 

6-4 

結論として、これ以上青山高原とそれにつながる山域に風車を

建設すべきではない。既存の風車を何らかの理由により使用し

ないならば速やかに撤去すべきである。 

方法書以降の手続きにおいて現地調査お

よび環境影響評価を実施するとともに、必要

に応じて適切な環境保全措置を講ずること

により、青山高原の自然との共存を図りつ

つ、本事業をはじめとした風力発電事業を継

続したいと考えております。 
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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。 

 
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  ：最大 15,000kW※（計画段階における想定規模） 

風力発電機の基数 ：2,000～3,000kW 級を最大 7 基設置 

 

(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 

三重県津市及び伊賀市（図 7.2-1(1)～(3)参照） 

 

b. 事業実施想定区域の面積 

約 173ha 

 

 

  

 
※ 今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力が風力発電所出力を上回る場合は、これを上回ら

ないよう出力調整することにより対応する。 
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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。 

 

図 7.2-1(1) 事業の実施が想定される区域（広域）  

「国土数値情報行政界データ」（国土

数値情報ダウンロードサービス HP、

閲覧：令和元年 12 月）   より作成 
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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。 

 

図 7.2-1(2) 事業の実施が想定される区域（衛星写真）  
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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。 

 

図 7.2-1(3) 事業の実施が想定される区域  

「国土数値情報行政界データ」（国土

数値情報ダウンロードサービス HP、

閲覧：令和元年 12 月）   より作成 
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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。 

②  事業実施想定区域の検討手法 

a. 基本的な考え方 

本事業の事業実施想定区域は、以下の検討を踏まえて設定したものである。 

 

〇既存の風力発電所の稼働状況の確認 

既存の風力発電所の稼働状況から、発電に適した状況であるかを確認した。 

 

〇社会インフラ整備状況等の確認 

既存の道路等が整備されている地域においては、道路の拡幅や林道の新設を低減するこ

とが可能である。改変面積の削減といった環境面、事業的なコスト面で重要であることか

ら、アクセス道が存在する範囲を確認した。 

 

〇法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等の確認 

社会インフラ整備状況等を考慮して設定した事業実施想定区域において、法令等の制約

を受ける場所（自然公園地域（国立、国定、県立自然公園）、農業地域、保安林等）の状

況、環境保全上留意が必要な施設等の状況を確認した。 

上記の確認による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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-2 事業実施想定区域の検討フロー 

(1)既存の風力発電所の稼働状況の確認 

既存の風力発電所の稼働状況から、発電に適した状況であるかを

確認 
事業性配慮 

規制配慮 

(2)社会インフラ整備状況の確認（図 7.2-3 参照） 

既存の道路等の状況を確認 

(3)法令等の制約を受ける場所の確認（図 7.2-4 参照） 

法令等の制約を受ける場所（自然公園、鳥獣保護区、保安林）の

状況を確認 

環境配慮 

事業性配慮 

(4)環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の確認（図 7.2-5 参照） 

生活環境及び自然環境に配慮するため、学校、医療機関、福祉施

設、住宅等の場所を確認 

(5)事業実施想定区域等の設定（図 7.2-6 参照） 

上記(1)～(4)を踏まえ、事業実施想定区域、風力発電機の設置予

定範囲を設定した。 
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③  事業実施想定区域の設定根拠 

事業実施想定区域の設定にあたっては、既存の風力発電所の稼働状況、社会インフラ整

備状況、法令等の制約を受ける場所及び環境保全上留意が必要な施設等を確認し、事業実

施想定区域の検討を行った。検討結果は次のとおりである。 

 

a. 既存の風力発電所の稼働状況の確認 

事業候補地及びその周囲においては、以下に示す風力発電所が稼働しており、その稼働

実績から風力発電に適した風況であることを確認した。（風力発電所の位置は図 7.2-9 参照） 

 

＜稼働中の風力発電所＞ 

・青山高原風力発電所      15,000kW（750kW×20 基）   運転開始：2003 年 3 月 

・新青山高原風力発電所（第Ⅰ期）36,000kW（2,000kW×18 基） 運転開始：2016 年 3 月 

・新青山高原風力発電所（第Ⅱ期）44,000kW（2,000kW×22 基） 運転開始：2017 年 2 月 

・ウインドパーク美里      16,000kW（2,000kW×8 基）  運転開始：2006 年 2 月 

・ウインドパーク笠取（第Ⅰ期） 20,000kW（2,000kW×10 基） 運転開始：2010 年 2 月 

・ウインドパーク笠取（第Ⅱ期） 18,000kW（2,000kW×9 基）  運転開始：2010 年 12 月 

 

b. 社会インフラ整備状況の確認 

事業候補地及びその周囲におけるアクセス道路等の社会インフラ整備状況は、図 7.2-3

のとおりである。アクセス道路として、「一般県道 512 号青山高原公園線」が利用可能であ

り、周囲には「一般国道 165 号」が存在する。 

また、候補地内には既存の風力発電所の管理用道路が存在する。 

これらの既存道路を利用することにより、道路の新設や拡幅面積等を必要最小限とする

ことが可能であり、工事用資材及び風力発電機の搬入路として適した環境であると考えら

れる。 
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図 7.2-3 社会インフラ整備状況  
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c. 法令等の制約を受ける場所の確認 

事業候補地及びその周囲における法令等の制約を受ける場所の分布状況は図 7.2-4(1)及

び(2)のとおりである。 

事業候補地内には「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）に基づく自然公園（表 7.2-1）、

「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林が存在していることから、既存の風

力発電所の設置範囲を出来るだけ上回らない計画とする。 

また、事業候補地の南には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平

成 14 年法律第 88 号）に基づく鳥獣保護区（表 7.2-2）が存在している。 

今後、事業計画の熟度を高めていく過程で、改変面積を可能な限り最小限に抑えるよう

検討を行い、関係機関と事業の実施についての協議を実施する予定である。 

 

表 7.2-1 事業候補地及びその周囲における自然公園 

名 称 

（指定年月日） 

地種区分別面積（ha） 

関係市町 
総面積 

特別 

保護地区 

特別地域 

普通地域 第 1 種 

特別地域 

第 2 種 

特別地域 

第 3 種 

特別地域 

室生赤目青山国定公園 

（昭和 45年 12月 28日） 
26,308 

31 550 2,268 10,180 284 
津市、松阪市、

伊賀市、名張市 

36 557 1,246 10,551 354 奈良県 

「平成 30 年版 環境白書」（三重県、平成 30 年） 

「室生赤目青山国定公園」（奈良県 HP、閲覧：令和 2 年 1 月）より作成 

表 7.2-2 事業候補地及びその周囲における鳥獣保護区 

名 称 指定者 指定区分 
面 積 （ha） 

期 限 
 うち、特別保護地区 

津市白山町四季の里 三重県 身近な鳥獣生息地 325 － 令和 9 年 10 月 31 日 

注：「－」は指定がないことを示す。 

「令和元年度三重県鳥獣保護区等位置図」（三重県、令和元年） 

「第 12 次鳥獣保護管理事業計画書（令和元年 10 月 11 日変更）」（三重県、令和元年） 

                       より作成 

 

d. 環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の確認 

事業候補地及びその周囲における環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の状況は、図

7.2-5 のとおりである。 

既存の風力発電機から住宅等までの最短距離は約 2.4km である。 

 

e. 事業実施想定区域等の設定 

事業実施想定区域の設定に当たっては、「(1)既存の風力発電所の稼働状況の確認」から

「(4)環境保全上留意が必要な場所の確認」までの検討経緯を踏まえ、図 7.2-6 のとおり「事

業実施想定区域」及び「風力発電機の設置予定範囲」を設定した。 

一方、工事用資材及び風力発電機の搬入時に拡幅が必要となる可能性のある既存道路及

び土捨場の確保等により改変が及ぶ可能性のある範囲が存在することを考慮し、風力発電

機の設置対象外とする範囲についても、事業実施想定区域に含めることとした。 
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図 7.2-4(1) 法令等の制約を受ける場所の分布状況（国定公園及び鳥獣保護区） 

「室生赤目青山国定公園図」（三重県 HP、閲覧：
令和元年 12 月）、「令和元年度三重県鳥獣保護区
等位置図」（三重県、令和元年） 

       より作成 
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図 7.2-4(2) 法令等の制約を受ける場所の分布状況（保安林） 

「国土数値情報行政界データ」（国土数値情報ダ
ウンロードサービス HP、閲覧：令和元年 12 月） 

より作成 
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図 7.2-5 環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の状況 

「ゼンリン住宅地図 津市 2、津市 4、伊賀市 2、

伊賀市 3」（株式会社ゼンリン、2019 年等） 

より作成 

※検討対象エリアの範囲に存在する環境保全上留意が

必要な施設及び住宅等の分布状況を図示した。なお、

医療機関は検討対象エリアの範囲に存在しない。 
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図 7.2-6 事業実施想定区域（最終案）  
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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 7.2-3 のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 7.2-7 のとおりである。 

 

表 7.2-3 風力発電機の概要 

項 目 諸 元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
2,000～3,000kW 級 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
約 80～110m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 65～85m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
約 105～140m 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-7 風力発電機の概略図 
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②  変電設備 

既存の風力発電所の変電設備を更新して使用する予定であるが、今後の詳細設計を踏ま

えて計画する。 

 

③  送電線 

既存の風力発電所の送電線を使用する予定であるが、今後の詳細設計を踏まえて計画す

る。 

 

④  系統連系地点 

既存の風力発電所の開閉設備等を更新して使用する予定であるが、今後の詳細設計を踏

まえて計画する。 

 

※既存の風力発電所の送変電設備等の位置は、図 7.2-3 に示すとおりである。 

 

 

(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  風力発電機の配置計画 

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、2.2.4 項で設定し

た風力発電機の設置予定範囲で検討する。 

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

では総発電出力は最大 15,000kW を想定しており、この場合の基数は表 7.2-4 のとおりであ

る。 

 

表 7.2-4 風力発電機の出力及び基数 

項 目 諸 元 

単機出力 2,000～3,000kW 級 

基 数 最大 7 基 

総発電出力 最大 15,000kW 
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(5)第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

①  工事計画の概要 

a. 工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・既存の風力発電機撤去、造成・基礎工事等 

：機材搬入路・アクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等 

  ※機材搬入路及びアクセス道路、ヤードについては、既存の設備を使用することを基本

とし、造成の必要が生じた場合のみ部分的に土地の改変を行う。 

・据付工事：風力発電機据付工事（搬入含む。） 

・電気工事：送電線工事、変電所工事、所内配電線工事、電気工事 

  ※架空送電線及び系統連系用変電設備は、既存の設備を流用することを基本とし、部分

的に取換えや補修を行う。 

 

b. 工事期間の概要 

工事期間は、２か年を想定している。詳細な工程計画は、今後の各種調査・設計を経て

決定する。 

 

c. 工事工程の概要 

主要な工事工程の概要は表 7.2-5 のとおりである。 

 

表 7.2-5 主要な工事工程の概要 

項 目 期間及び工程 

1．既存の風力発電機撤去、造成・基礎工事等 

着工後 1 ～ 21 か月（予定） 
 既存の風力発電機撤去 

機材搬入路及びアクセス道路整備 

ヤード造成、基礎工事等 

2．据付工事 
着工後 13～ 21 か月（予定） 

 風力発電機据付工事（搬入含む。） 

3．電気工事 

着工後 3 ～ 21 か月（予定）  送電線工事、変電所工事 

所内配電線工事、電気工事 

 

d. 搬入計画 

大型部品（風力発電機等）の搬入経路については、陸揚げ港を津松阪港とし、国道 165

号から一般県道 512 号青山高原公園線とし、一部他の道路も使用する予定である。 

工事用車両の主要な走行ルートも一般国道 165 号から一般県道 512 号青山高原公園線と

する予定である。 

搬入計画として検討しているルートは、図 7.2-8 のとおりである。 
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図 7.2-8 搬入計画として検討中のルート 
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(6)その他の事項 

①  複数案の設定について 

本事業の事業実施想定区域は、既存の風力発電所の稼働状況及び地形、土地利用状況、

施工可能性等の制約条件に加え、環境保全上留意が必要な施設等の状況を考慮し、事業実

施想定区域を絞り込む過程を経ている。また、この区域は現時点で風力発電機を配置する

可能性のある範囲を包含するよう設定されている。 

事業実施想定区域の検討手法及び設定根拠は、「2.2.4 第一種事業の実施が想定される区

域及びその面積」における「2.事業実施想定区域の検討手法」及び「3.事業実施想定区域

の設定根拠」のとおりである。 

現時点では、関係機関等との協議が進んでいないことから具体的な配置は未定であり、

「配置、構造に関する複数案」は設定していない。 

今後の環境影響評価手続においては、前述の協議や現地調査結果等を踏まえつつ、位置・

規模等の熟度を高めるとともに配置・構造等の検討を行い、環境影響の回避及び低減も考

慮して事業実施想定区域を絞り込んでいくことで、重大な環境影響の回避及び低減が可能

である。 

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」（環境省計画段階配慮

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」の一種とみなす

ことができるとされている。 

なお、現時点では、風力発電事業の継続実施を前提としており、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ことから、対象としていない。 

 

②  事業実施想定区域の周囲における手続き中の事業 

事業実施想定区域の周囲における環境影響評価手続き中の事業は表 7.2-6 及び図 7.2-9

のとおりである。 

事業実施想定区域の周囲には、環境影響評価手続き中の事業が 3 件存在する。 

なお、図 7.2-9 のウインドパーク久居榊原風力発電所は、既存の風力発電機を撤去して、

現在リプレース工事中である。 

 

表 7.2-6 事業実施想定区域の周囲における環境影響評価手続き中の事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備 考 

（仮称）ウインドパーク 

布引北風力発電事業 
株式会社シーテック 

最大 120,000kW 

（2,000～4,000kW 級×最大 40 基） 
方法書手続き終了 

（仮称）平木阿波ウインド

ファーム事業 

株式会社グリーンパワー

インベストメント 

最大 24,000kW 

（最大 3,000kW 級×最大 8 基） 
方法書手続き終了 

（仮称）ウインドファーム

津芸濃事業 

株式会社グリーンパワー

インベストメント 

最大 48,000kW 

（3,000kW 級×16 基程度） 
方法書手続き終了 

 

 

 

 

「環境影響評価情報支援ネットワーク」(環境省 HP、閲覧：令和 2 年 2 月） 

「環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 2 月）より作成 
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図 7.2-9 事業実施想定区域の周囲における風力発電所及び手続き中の事業等 

「環境アセスメントデータベース EADAS（イー
ダス）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 2 月） 

より作成 
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2. 計画段階配慮事項の検討結果 

配慮書において検討した重大な影響が考えられる項目についての評価の結果は、表

7.2-7(1)～(4)のとおりである。 

 

表 7.2-7(1) 重大な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 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な

施設等までの最短距離は、住宅等が約 2.3km である。 

風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲には、

住宅等及び住宅等以外の配慮が特に必要な施設はな

い。 

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

響はないと評価する。 

・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等を検討する。  

風車の影 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な

施設等までの最短距離は、住宅等が約 2.3km 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

響はないと評価する。 

・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等を検討する。  
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表 7.2-7(2) 重大な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 

①動物の重要な種 

河川、湿性草地などを主な生息環境とする重要な種に

ついては、事業実施想定区域に主な生息環境が存在しな

いことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性

は低く、重大な影響はないと評価する。ただし、両生類

では水域から陸域に、昆虫類等では産卵場所と幼虫、成

虫の生活様式が変化する種も存在するため、これら一部

の種の生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があ

る。 

樹林、草地及び耕作地等を主な生息環境とする重要な

種については、その一部が直接改変される可能性がある

ことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性が

ある。また、施設の稼働に伴うコウモリ類や鳥類への影

響、バットストライク及びバードストライクについては、

既設の風力発電所の稼働後においてバットストライク及

びバードストライクが確認されていないことから影響は

小さいと予測するが、建て替え後の風力発電機の高さが

高くなることから不確実性を伴う。 

両生類の重要な種のうち水域から陸域に、昆虫類等の

重要な種のうち産卵場所と幼虫、成虫の生活様式が変化

する種、樹林、草地及び耕作地等を主な生息環境とする

重要な種については生息環境の変化に伴う影響が生じる

可能性があるが、既設の風力発電所が区域内で稼働して

いることから影響は小さく、事業実施想定区域を可能な

限り絞り込むことにより、重大な環境影響が実行可能な

範囲内でできる限り回避され、又は低減が可能であると

評価する。また、バットストライク及びバードストライ

クについては重大な環境影響を受ける可能性があるが、

事業実施想定区域を可能な限り絞り込むことにより、重

大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減が可能であると評価する。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計

においては、右に示す事項に留意し、環境影響の回避又

は低減を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、また、

重要な種への影響の程度を適切に予測し、専門家へ

の意見聴取を実施した上で、必要に応じて改変面積

の最小化及び低騒音型機械の使用等の環境保全措置

を検討する。 

・クマタカ等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）に準拠して生息

状況の調査を実施する。 

・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する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査による生息

種の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施

する。 

・バットストライク及びバードストライクについては、

現地調査等によりコウモリ類や鳥類の飛翔状況を把

握し、専門家への意見聴取を実施した上で、必要に

応じて風力発電機の配置変更等の環境保全措置を検

討する。 

 

②動物の注目すべき生息地 

注目すべき生息地の情報として、事業実施想定区域及

びその周囲における注目すべき生息地には、鳥獣保護区

1 か所（「津市白山町四季の里」）及び生物多様性保全の

鍵になる重要な地域（KBA）の「吉野熊野」が存在し、コ

ウモリ洞としては、津市美里町平木の隧道跡でキクガシ

ラコウモリの通年生息、コキクガシラコウモリの越冬集

団、モモジロコウモリの出産哺育集団及びユビナガコウ

モリの妊娠獣の集団が確認されている。 

鳥獣保護区については事業実施想定区域から約 2km の

離隔があること、コウモリ洞については事業実施想定区

域から 5km 以上の離隔があることから、改変による生息

環境の変化に伴う影響が生じる可能性は低く、重大な影

響はないと評価する。一方、生物多様性保全の鍵になる

重要な地域（KBA）の「吉野熊野」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が、

既設の風力発電所が区域内で稼働していることから影響

は小さく、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むこと

により、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限

り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計

においては、右に示す事項に留意し、環境影響の回避又

は低減を図る。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低

減する。 

・動物の生息状況を現地調査により把握し、重要な種

の影響の程度を適切に予測した上で、必要に応じて

風力発電機の配置等の詳細設計や環境保全措置を検

討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生息環境への影響の低減

を図る。 
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表 7.2-7(3) 重大な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  

植 物 

①植物及び菌類の重要な種 

河川、湿性草地などを主な生育環境とする重要な種につ

いては、事業実施想定域に該当する生育環境が存在しない

ことから、直接改変に伴い生育環境の変化が生じる可能性

は低く、重大な影響はないと評価する。 

樹林、草地及び耕作地等、主な生育環境とする重要な種

においては、その一部が直接改変される可能性があること

から、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある

が、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むことにより、

重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減が可能であると評価する。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計に

おいては、右に示す事項に留意し、環境影響の回避又は低

減を図る。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低

減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査により

植生の状況を把握する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査によ

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た上で、必要に応じて風力発

電機の配置及び環境保全措置を検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生育環境への影響の低減

を図る。 

 

②重要な群落 

重要な植物群落では植生自然度 9 に該当する自然植生

が事業実施想定区域に存在し、その一部が直接改変される

可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じ

る可能性があるが、事業実施想定区域を可能な限り絞り込

むことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

なお、環境省の植生図によれば、事業実施想定区域にお

いては、植生自然度 9 の岩角地・風衝地低木群落が存在す

るが、既設の風力発電所設置以降に植生も変化しており、

「青山高原ウインドファーム風力発電増設事業に係る環

境影響評価書」（株式会社青山高原ウインドファーム、平

成 23 年）によれば、アセビ－ヤマツツジ群落に該当し、

一般県道 512 号（青山高原公園線）周辺に分布している。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計に

おいては、右に示す事項に留意し、環境影響の回避又は低

減を図る。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低

減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査により

植生の状況を把握する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査によ

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た上で、必要に応じて風力発

電機の配置及び環境保全措置を検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生育環境への影響の低減

を図る。 

 

③巨樹・巨木林・天然記念物 

巨樹・巨木林・天然記念物については、事業実施想定区

域には分布していないことから、改変による影響はなく、

重大な影響はないと評価する 

 

生態系 植生自然度 10 に相当する自然植生、鳥獣保護区、天然記

念物については、事業実施想定区域外であることから、直

接改変による影響はなく、重大な影響はないと評価する。 

一方、室生赤目青山国定公園、植生自然度 9 に相当する

自然植生、保安林、特定植物群落、生物多様性保全の鍵に

なる重要な地域（KBA）については事業実施想定区域に含

まれ、その一部が直接改変される可能性があり、影響が生

じる可能性があるが、事業実施想定区域を可能な限り絞り

込むことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内でで

きる限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計に

おいては、右に示す事項に留意し、環境影響の回避又は低

減を図る。  

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低

減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査により

植生の状況を把握する。 

・現地調査により注目すべき生息地や重要な群落など

の重要な自然環境のまとまりの場への影響の程度を

適切に予測し、必要に応じて風力発電機の配置等の

詳細設計や環境保全措置を検討する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの場

を多く残存するよう、必要最低限の改変にとどめる

よう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生息・生育環境への影響

の低減を図る。 
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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 7.2-7(4) 重大な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主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点については、いずれも事業実施想定区域に

含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響

はないと評価する。 

景観資源のうち、「青山高原」以外については、いずれ

も事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じない

ことから重大な影響はないと評価する。 

「青山高原」については事業実施想定区域に含まれてい

るため、影響を受ける可能性があるが、今後の環境影響評

価手続き及び詳細設定において、右に示す事項に留意する

ことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

・改変面積を最小限にとどめる。 

・土地の改変により生じた切盛法面は必要に応じて散

布吹付工などによる早期緑化を行い、修景を図る。 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観に影響を及ぼす可能性はあるが、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、重大な環境影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避され、又は低減が可能であると評価す

る。 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、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の環境保全措置

を検討する。  

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

「青山高原」、「東海自然歩道」以外の地点についてはい

ずれも事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じ

ないことから重大な影響はないと評価する。 

「青山高原」、「東海自然歩道」については、一部に直接

的な改変が生じる可能性があり、重大な環境影響を受ける

可能性があるが、事業実施想定区域を可能な限り絞り込む

ことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計に

おいては、右に示す事項に留意し、環境影響の回避又は低

減を図る。 

・改変面積は最小限にとどめる。 

・土地の改変により生じた切盛法面は必要に応じて散

布吹付工などによる早期緑化を行い、修景を図る。 

・「青山高原」、「東海自然歩道」をはじめとする対象

事業実施区域及びその周囲の主要な人と自然との

触れ合いの活動の場について、その活動範囲や利用

環境、利用状況等の現況調査を実施し、今後の事業

計画を検討する際はそれらの結果を踏まえるとと

もに、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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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 

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、風車の影については、重大

な影響がないと評価した。また、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した。 

今後、方法書以降の手続き等において、「風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化

に関するガイドライン」（令和 2 年 4 月 環境省）を考慮して、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 7.2-8(1)～(2)のとおりである。 
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表 7.2-8(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等を検討する。 

・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等を検討し、2.0km 以上の離隔を確

保している。 

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等を検討する。 

・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等を検討し、2.0km 以上の離隔を確

保している。 

動物 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、また、

重要な種への影響の程度を適切に予測し、専門家へ

の意見聴取を実施した上で、必要に応じて改変面積

の最小化及び低騒音型機械の使用等の環境保全措置

を検討する。 

・クマタカ等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）に準拠して生息

状況の調査を実施する。 

・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する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査による生息

種の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施

する。 

・バットストライク及びバードストライクについては、

現地調査等によりコウモリ類や鳥類の飛翔状況を把

握し、専門家への意見聴取を実施した上で、必要に

応じて風力発電機の配置変更等の環境保全措置を検

討する。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低

減する。 

・動物の生息状況を現地調査により把握し、重要な種

の影響の程度を適切に予測した上で、必要に応じて

風力発電機の配置等の詳細設計や環境保全措置を検

討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生息環境への影響の低減

を図る。 

・方法書以降においては、対象事業実施区域及びその周囲

に生息する動物相をより詳細に把握するとともに、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

測できるよう現地調査地点を設定した。 

・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等については、現

地調査による生息状況、並びに計画熟度の高まりに応

じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえなが

ら、可能な限り改変面積を最小限となるよう検討する。 

植物 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低

減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査により

植生の状況を把握する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査によ

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た上で、必要に応じて風力発

電機の配置及び環境保全措置を検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生育環境への影響の低減

を図る。 

・方法書以降においては、対象事業実施区域及びその周

囲に生育する植物相をより詳細に把握するとともに、

重要な種及び注目すべき生育地への影響の程度を適切

に予測できるよう現地調査地点を設定した。 

・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等については、

現地調査による生育状況、並びに計画熟度の高まりに

応じ、関係機関との協議や専門家等の意見を踏まえな

がら、可能な限り改変面積を最小限となるよう検討す

る。 
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表 7.2-8(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 

生態系 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を

低減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査によ

り植生の状況を把握する。 

・現地調査により注目すべき生息地や重要な群落な

どの重要な自然環境のまとまりの場への影響の程

度を適切に予測し、必要に応じて風力発電機の配

置等の詳細設計や環境保全措置を検討する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの

場を多く残存するよう、必要最低限の改変にとど

めるよう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような

計画や工法について検討し、生息・生育環境への

影響の低減を図る。 

・方法書以降においては、対象事業実施区域及びその周

囲の生態系の機能が維持できるよう、上位性種、典型

性種を適切に選定し、生態系への影響の程度を適切に

予測できるよう現地調査地点を設定した。 

・可能な限り定量的な解析を行った結果を踏まえ、計画

熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の

意見を踏まえながら、可能な限り改変面積を最小限と

なるよう検討する。 

景観 

・改変面積を最小限にとどめる。 

・土地の改変により生じた切盛法面は必要に応じて

散布吹付工などによる早期緑化を行い、修景を図

る。 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、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の環境

保全措置を検討する 

・対象事業実施区域の周囲において、主要な眺望点及び

住宅等集合地域等を景観の現地調査地点として 8 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。また、可能な限り改変面

積が最小限となるよう検討する。 

 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

・改変面積は最小限にとどめる。 

・土地の改変により生じた切盛法面は必要に応じて

散布吹付工などによる早期緑化を行い、修景を図

る。 

・「青山高原」、「東海自然歩道」をはじめとする対象

事業実施区域及びその周囲の主要な人と自然との

触れ合いの活動の場について、その活動範囲や利

用環境、利用状況等の現況調査を実施し、今後の

事業計画を検討する際はそれらの結果を踏まえる

とともに、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における主要な人と自

然との触れ合いの活動の場の調査、予測及び評価地点

として、青山高原、東海自然歩道の 2 地点を設定した。 

・準備書段階においては、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場への影響について現況調査、予測及び評価

を実施する。また、可能な限り改変面積が最小限とな

るよう検討する。 
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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 

対象事業実施区域（方法書段階）は、以下の経緯により事業実施想定区域（配慮書段階）の

一部を変更している。 

 

【配慮書以降における区域の変更の経緯】 

配慮書においては、事業計画の熟度が低く、風力発電機の設置に主眼を置いて事業実施想定

区域を設定していた。しかし、配慮書提出以降に実施した現地踏査を踏まえて、既存の風力発

電機の敷地や搬入路等を最大限活用し、新たな土地の改変を少なくするよう再検討した結果、

以下のとおり変更することとした。 

・ 風力発電機の配置は、配慮書段階における風力発電機の設置予定範囲内で設定し、住宅等か

ら 2.0km 以上の離隔を確保できる計画とした。 

・ 対象事業実施区域は、既設の風力発電機及び付随する施設の撤去並びに新たな風力発電機の

設置に必要な範囲を設定することで、配慮書段階から事業実施区域の面積を大幅に縮小した。

また、これに伴い、保安林及び国定公園にかかる範囲も同様に縮小した。 

 

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）との比較図 
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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 7.2-9 のとおりである。 

 

 表 7.2-9 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 

発電所の出力 最大 15,000kW 

2,000～3,000kW 級を最大 7 基設置 

最大 15,000kW 

2,300kW 級を最大 7 基設置 

区域の概要 ・事業実施想定区域 

三重県津市及び伊賀市 

・事業実施想定区域の面積 

約 173ha 

・対象事業実施区域 

三重県津市及び伊賀市 

・対象事業実施区域の面積 

約 57ha 

風力発電機の基数 2,000～3,000kW 級を最大 7 基設置 2,300kW 級を最大 7 基設置 

風力発電機の配置 風力発電機設置予定範囲 風力発電機の配置を具体化した。 

（図 2.2-2(1)他参照） 

風力発電機の基礎構造 検討中 検討中 

変電施設 既存の風力発電所の変電設備を更新し

て使用予定 

既存の風力発電所の変電設備を更新し

て使用予定 

送電線 既存の風力発電所の送電線を使用予定 既存の風力発電所の送電線を使用予定 

系統連系地点 既存の風力発電所の開閉設備等を更新

して使用予定 

既存の風力発電所の開閉設備等を更新

して使用予定 

 

(4)環境保全の配慮について 

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

まえることとした。 
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