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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

事 業 者 の 名 称 ： 株式会社青山高原ウインドファーム 

代 表 者 の 氏 名 ： 代表取締役社長 小西 曉 

主たる事務所の所在地 ： 三重県津市大倉 12 番 19 号 
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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

持続可能な社会に向けた地球環境問題への関心が世界的に高まる中、化石燃料に依存しない再生

可能エネルギーの普及拡大は至上命題となっており、「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5

次評価報告書」においても、再生可能エネルギーは気候変動を緩和する役割を担うとされ、より一

層の普及拡大が世界的に求められている。 

このような状況下「地球温暖化対策計画」が平成 28年 5月に閣議決定され、2030年度に 2013年

度比で 26％、2050年度までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すことが示されている。また、

平成 30 年 7 月に「第 5 次エネルギー基本計画」が閣議決定されたことを受け、経済産業省により

「2030 年に向けた基本的な方針と政策対応、及び 2050 年に向けたエネルギー転換・脱炭素化への

挑戦」が策定された。その中で、再生可能エネルギーについては主力電源化に向けた取り組みが求

められている。 

本事業の対象事業実施区域にあたる三重県では、「三重県新エネルギービジョン」（平成 24年 3月

策定、令和 2年 3月改定）において、2030年に 28.8万 kW（2015年は 7.3万 kW）の風力発電の導入

目標を掲げるとともに、2019年（令和元年）12月には、「ミッションゼロ 2050 みえ」の中で、脱

炭素社会の実現に向けて取り組むことを宣言している。 

また、風力発電事業の導入推進施策について、津市では、「津市環境基本計画（平成 30 年 3 月）」

及び「津市地球温暖化対策実行計画（平成 26 年 3 月）」、伊賀市では、「伊賀市環境基本計画（平成

19年 3月）」及び「伊賀市地球温暖化対策実行計画（平成 28年 3月）」で取り組んでいる。 

さらに、津市においては、平成 26年 3月の「津市地域新エネルギービジョン」の中間見直しの中

で、平成 29 年度における風力発電の導入量を、平成 24 年度の 4.7 万 kWから 6.5 万 kWとする目標

を掲げている。 

このような再生可能エネルギーを取り巻く状況の下、弊社は、三重県の青山高原エリアにおいて、

2003 年 3 月より「青山高原風力発電所」および 2016 年 3 月・2017 年 2 月より「新青山高原風力発

電所」、風力発電機基数合計 60基、総発電出力 95,000kWを運営しており、低炭素社会への実現に向

けて寄与してきた。（このうち、「青山高原風力発電所」における 2003 年度から 2019 年度まで（17

年間）の平均年間発電電力量は、約 31,924ＭＷｈ/年であり、これを「発電による CO２削減量」に換

算※すると約 13,600t-CO２/年となる。） 

本リプレース事業は、既存の「青山高原風力発電所」の風力発電機を撤去するとともに更新設置

の予定であり、良好な風況を活用した風力発電事業を継続することにより、これまでと同様、持続

可能かつ効率的で環境調和のとれたクリーンな電力を生み出すとともに、風力発電所の工事・メン

テナンス等において地元企業との協業や地元人材の雇用等の社会経済活動を推進して参りたい。 

また、既存の風力発電所は、青山高原および東海自然歩道からの景観の一部を形成するに至って

おり、本リプレース事業後も室生赤目青山国定公園の自然との共生を目指すとともに、地元地域を

はじめ中部地方の皆さまより幅広く認知され、当該地域の観光資源としての一役を担って参りたい。 

さらには、風力発電所周辺での清掃活動、地域イベントへの協力、風力発電所内の管理用道路の

林業施業への活用等を通じて、地域との良好な関係を維持するとともに、地域社会の発展に貢献で

きるよう努めるとともに、新青山高原風力発電所構内に設置したＰＲ施設「風のめぐみの館」を地

元地域をはじめ三重県内外の方々に幅広くご利用いただき、日本における再生可能エネルギーの普

及に貢献して参りたい。 

 
※ 中部電力ミライズ株式会社における調整後 CO２排出係数（2019 年度）：0.426t-CO２/MWｈによる換算 
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2.2 対象事業の内容 

2.2.1 特定対象事業の名称 

（仮称）青山高原風力発電所リプレース事業 

 

2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 

風力発電所の総発電出力  ：最大 15,000kW※ 

風力発電機の基数：2,300kW級を最大 7基 

輸送における道路制約および組立工事における敷地制約等を考慮して、単機出力 2,300kW 級の

風力発電機を使用する計画とした。また、風力発電機を最大 7 基設置することにより、風力発電

所の総発電出力は、最大 15,000kW（リプレース前の既存発電所と同様）とした。 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況は図 2.2-1のとおりである。 

なお、対象事業実施区域の検討経緯については、第 7章にその詳細を記載する。 

対象事業実施区域（三重県津市、伊賀市）：（図 2.2-1 参照） 

対象事業実施区域の面積：約 57ha 

 

 
※ 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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図 2.2-1(1) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（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 2 年 9 月）  より作成 
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図 2.2-1(2) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（衛星写真） 

2011 年 5 月撮影 
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図 2.2-1(3) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（地形図） 

「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 2 年 9 月）  より作成 
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2.2.5 特定対象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. 発電所の設備の配置計画 

現段階における発電所の設備の配置計画は図 2.2-2のとおりである。 

ただし、配置計画は今後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等を踏ま

え決定するため、変更の可能性がある。 
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図 2.2-2(1) 発電所の設備の配置計画 
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図 2.2-2(2) 発電所の設備の配置計画（既存の設備とリプレース後の設備） 
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2. 発電機 

設置する風力発電機の概要は表 2.2-1、概略図は図 2.2-3、基礎構造は図 2.2-4のとおりである。

なお、基礎構造は、地質調査の結果を踏まえて決定する。 

風力発電機はメーカーの工場内にて塗料を塗布した状態で納入されるため、建設時に対象事業

実施区域内での塗装は実施しない。塗料については、超速硬化型で耐久性に非常に優れたものを

使用するため、降雨や剥離による有害物質の流出は防止される。また、塗料中の揮発性有機化合物

（VOC）については、塗装後一定期間養生することで、供用時の飛散はない。 

なお、塗装状態は、年１回以上実施する定期点検時および設備修理時（不定期）における目視点

検等により確認する。再塗装の必要性が生じた際は、使用する塗料を最小限にしながら、対象物以

外に付着しないよう養生して作業するものとする。 

 

表 2.2-1 風力発電機の概要（予定） 

項  目 諸  元 

定格出力 2,300kW 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 82m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 78m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
約 119m 

カットイン風速 約 2.5m/s 

定格風速 約 14m/s 

カットアウト風速 約 25～34m/s 

定格回転数 約 18rpm 

設置基数 最大７基 

耐用年数 20 年 
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図 2.2-3 風力発電機の概略図（2,300kW級） 
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図 2.2-4 風力発電機の基礎構造（直接基礎の例） 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

（単位：mm） 
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2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化する

こととなるもの 

1. 工事に関する事項 

(1)工事概要 

対象事業実施区域における主要な工事は、以下のとおりである。 

＜既設風力発電機の撤去＞ 

・風力発電機撤去：風力発電機解体工事、航空障害標識撤去工事、風力発電機基礎撤去工事、 

埋設ケーブル撤去工事 

＜リプレース風力発電機の建設＞ 

・土木工事   ：工事用道路工事、風力発電機敷地造成工事、風力発電機基礎工事 

・送変電工事  ：埋設ケーブル工事（変電所－風力発電機間他） 

・風力発電機工事：風力発電機組立工事（搬入を含む） 

・電気工事   ：風力発電機電気工事、試験調整 

 

(2)工事工程 

工事工程の概要は、表 2.2-2のとおりである。 

・既設風力発電機撤去期間：2023年 4月～2024年 12月（予定） 

・土木工事期間 ：2023年 5月～2024年 9月（予定） 

・送変電工事  ：2024年 3月～2024年 10月（予定） 

・風力発電機工事：2024年 4月～2024年 11月（予定） 

・電気工事   ：2024年 5月～2024年 11月（予定） 

・試験調整期間 ：2024年 12月～2025年 3月（予定） 

・営業運転開始 ：2025年 3月（予定） 

 

表 2.2-2 工事工程（予定） 

着工後の年数 
１年目 

（2023年 4月～2024年 3月） 

２年目 

（2024年 4月～2025年 3月） 
月数 

項目 
６か月 １２か月 １８か月 ２４か月 

既設風車 

撤去工事 

風車解体     

航空障害標識撤去     

風車基礎撤去     

埋設ケーブル撤去     

土木工事 

風車基礎工事     

工事用道路拡幅     

風車敷地造成工事     

送変電工事 埋設ケーブル工事     

風車工事 

風車組立工事     

電気工事     

試験調整     

注 1：上記の工事工程は現時点の想定であり、今後変更する可能性がある。 

      2：表では風力発電機を風車と表記している。 
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(3)主要な工事の方法及び規模 

①  既設風力発電機の撤去 

クレーン車を用いて既設の風力発電機・航空障害標識を解体し、ダンプトラック等により搬

出する。また、既設の風力発電機の基礎、風力発電機間および変電所と風力発電機との間を接

続している地下埋設ケーブルを撤去する。 

 

②  土木工事 

a. 土木工事 

既存の管理用道路を工事用道路として使用するための部分的な拡幅、既存の風力発電機敷地

を組立用工事敷として使用するための部分的な切盛土、これらに伴う樹木伐採、整地、風力発

電機基礎工事等を実施する。 

 

b. 緑化に伴う修景計画 

上記の部分的な改変部分について、在来種を用いた緑化（種子吹付け等）により、法面保護

および修景等を実施する。（土地管理者等と協議の上で決定する。） 

 

③  送変電工事 

風力発電機間および変電所と風力発電機との間を接続するための、地下埋設ケーブル工事を

実施する。 

なお、変電設備および中部電力パワーグリッド株式会社の送電線と連系するための架空送電

線・開閉設備は、既存の設備を流用する予定である。（図 2.2-5参照、今後の詳細検討により、

設備補修や一部設備の更新等を実施する。） 

 

④  風力発電機工事 

トレーラー、自走台車、起立台車等を用いて、風力発電機資器材を風力発電機敷地に搬入し、

クレーン車を用いて風力発電機の組立工事を実施する。 

 



2.2-13 

(15) 

 

図 2.2-5 電力会社との連系用送変電設備 
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2. 交通に関する事項 

(1)工事用道路 

大型部品（風力発電機等）の搬入ルートは図 2.2-6のとおりである。大型部品（風力発電機等）

を松阪港（三重県）で水切りし、一般国道 23号、一般国道 165号、一般県道 755号、一般県道 512

号を経由して対象事業実施区域に至るルートを使用する計画である。なお、風力発電機の一部部

材については、一般国道 165 号の一部区間について農免道路とグリーンロードに迂回する計画で

ある。 

また、風車発電機の一部部材は、一般国道 165号の青山トンネル手前付近の積替え場において、

起立台車等に積替え、青山トンネルを通過させる予定である。工事用資材等の積替え場について

は、住宅からの距離を十分確保する。 

大型部品（風力発電機等）の輸送は、1基あたり延べ 10台程度の車両で行う。うち 1日あたり

の最大輸送台数は 10台程度を予定している。また、特殊車両による大型部品の陸上輸送は輸送許

可内の時間に近隣に配慮して実施する。 

なお、上記の搬入ルートは現時点での想定であり、今後、関係機関等との協議により決定する。 

 

(2)コンクリートミキサー車・ポンプ車の走行ルート 

風力発電機基礎工事におけるコンクリート打設のためのミキサー車やポンプ車（以下、「コンク

リートミキサー車等」という。）の走行ルートは、図 2.2-7のとおりである。 

津市方面からは、一般国道 165 号を西進した後、また、伊賀市方面からは、一般国道 165 号を

東進した後、一般県道 512号を経由して、対象事業実施区域に至るルートを使用する計画である。 

なお、コンクリートの調達工場および走行ルートは現時点での想定であり、今後、詳細検討に

より決定する。 
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図 2.2-6 大型部品（風力発電機等）の搬入ルート 
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図 2.2-7 工事関係車両の主要な走行ルート 
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3. その他の事項 

(1)工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域内もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定であ

る。 

 

(2)騒音及び振動の主要な発生源となる建設機械の種類及び仕様 

現時点では詳細検討を実施していないため、騒音及び振動の主要な発生源となる建設機械の種

類及び仕様の決定に至っていないが、現時点で使用が想定される主な建設機械の種類及び仕様は

表 2.2-3のとおりである。 

なお、建設機械の選定にあたっては、可能な限り排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を用い

る計画である。 

 

表 2.2-3 建設工事での使用を想定する主な建設機械の種類及び仕様 

主な建設機械 仕様 

バックホウ 0.2～1.4 m3 

ブルドーザー 8～40t 級 

キャリアダンプ 10t 

ダンプトラック 10t 

ユニック車 4t 

振動ローラ 3～10t 

コンクリートポンプ車 100 m3/h 

コンクリートミキサー車 10t 

ラフタークレーン 16～25ｔ 

吹付け車 － 

モーターグレーダー 3.1ｍ 

ロードローラー 10ｔ 

タイヤローラー 10ｔ 

アスファルトフィニッシャー 幅 2.0～4.5m 

油圧クレーン 1,200ｔ 

油圧クレーン 200ｔ 

ラフタークレーン 70t 

ラフタークレーン 16～25ｔ 

 

(3)工事中用水の取水方法及び規模 

工事中の用水は、給水車により現地に必要容量を搬入し、散水、車両洗浄等の用水として使用

する予定である。これらの用水の調達先は未定である。 

 

 



2.2-18 

(20) 

(4)工事中の排水に関する事項 

①  雨水排水 

降雨時の排水は、各風力発電機敷地等に設置する沈砂池（図 2.2-8 参照）に集積し、土砂等を

沈降させながら地下に自然浸透させる等、適切に処理を行うとともに、沈砂池の容量を超える場

合には上澄みを排水し、ふとん篭やフィルター材等を介して流速を抑えた上で拡散して自然放流

させることを計画している。 

 

平面図 

 

 

側面図 

 

 

図 2.2-8 濁水処理設備（沈砂池）の例 

 

（単位：mm） 

 

（単位：mm） 
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②  生活排水 

対象事業実施区域内もしくはその近隣に設置予定の仮設工事事務所からの生活用水は、手洗水

やトイレの排水等が想定される。手洗水は微量であるため、浸透枡等を設け自然浸透させる等、適

切に処理する。また、トイレは汲み取り式にて対応することを計画している。 

 

(5)土地利用に関する事項 

本事業に際しては、既存の管理用道路や風力発電機敷地等を有効活用することにより、工事用

道路や組立用工事敷として新たに改変する土地の面積をできる限り少なくできるよう計画を進め

る予定である。土地の改変については、関係機関と協議の上、必要な手続きを実施する。 

 

(6)樹木伐採の場所及び規模 

本事業に際しては、既存の管理用道路や風力発電機敷地等を有効活用することにより、新たな

土地の改変に伴う樹木の伐採をできる限り少なくできるよう計画を進める予定である。 

また、風力発電機の輸送時や組立時に支障となる樹木についても、枝切り等で対応し、樹木伐

採をできる限り少なくできるよう計画を進める予定である。 

 

(7)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

対象事業実施区域における工事に伴い、廃プラスチック、金属くず、コンクリート殻、廃油・廃

グリス、木くず（伐採木含む。）、紙くず等の廃棄物が発生するが、それぞれの発生量は現時点で未

定である。 

工事の実施にあたっては、風力発電機等の大型機器類は可能な限り工場組立とし、現地での工

事量を減らすこと等により廃棄物の発生量を低減し、産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、可能な限り有効利用に努め、廃棄物

の処分量を低減する。 

有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第

137号）に基づき適正に処分する。 

 

(8)残土に関する事項 

本事業に際して、風力発電機の基礎工事、工事用道路の拡幅、組立用工事敷の整備等により、土

砂（発生量は未定）の発生が予測されるが、既存の風力発電機基礎撤去後の埋戻し土として利用す

る等により、原則として対象事業実施区域内で処理し、場外へ搬出しない計画である。 

 

(9)主要な建物等 

対象事業実施区域外（三重県内）に運転管理事務所を設置し、平日の昼間は管理員が常駐し、運

転状況の監視および巡視等を実施する予定である。 

 

(10)材料採取の場所及び量 

工事に使用する骨材は、市販品等を利用することから、土砂及び骨材採取等は行わない予定で

ある。 
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2.2.7 当該地域で稼働または検討中の他の風力発電事業 

当該地域で操業中の主な風力発電事業は、表 2.2-4 及び図 2.2-9 のとおりである。また、環境

影響評価手続き中の風力発電事業は、表 2.2-5及び図 2.2-9のとおりである。 

 

表 2.2-4 既設風力発電事業 

稼働年月 
事業者名 

［風力発電所名］ 
設置場所 

定格出力 

(kW) 
基数 

総出力 

(kW) 

2003 年 3 月 
株式会社青山高原ウインドファーム 

［青山高原風力発電所］ 

津市 

伊賀市 
750  20 15,000 

2016 年 3 月(第Ⅰ期) 

2017 年 2 月(第Ⅱ期) 

株式会社青山高原ウインドファーム 

［新青山高原風力発電所］ 

津市 

伊賀市 
2,000  40 80,000 

2006 年 2 月 
株式会社シーテック 

［ウインドパーク美里］ 
津市 2,000  8 16,000 

2010 年 2 月(第Ⅰ期) 

2010 年 12 月(第Ⅱ期) 

株式会社シーテック 

［ウインドパーク笠取］ 

津市 

伊賀市 
2,000  19 38,000 

リプレース 

工事中 

株式会社シーテック 

［ウインドパーク久居榊原］ 
津市 1,500  2 3,000 

 

 

 

表 2.2-5 環境影響評価手続き中の風力発電事業 

事業名 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業 

事業者名 株式会社シーテック 

発電所出力 64,000kW（2,300kW×28 基） 

備 考 環境影響評価準備書手続き中 

 

事業名 （仮称）平木阿波ウィンドファーム事業 

事業者名 株式会社グリーンパワーインベストメント 

発電所出力 最大 24,000kW（3,000kW×最大 8 基） 

備 考 環境影響評価方法書手続き終了 

 

事業名 （仮称）ウィンドファーム津芸濃事業 

事業者名 株式会社グリーンパワーインベストメント 

発電所出力 最大 48,000kW（3,000kW 級×最大 16 基） 

備 考 環境影響評価方法書手続き終了 

 

なお、リプレース前とリプレース後の風車の概要は表 2.2-6のとおりである。 
 

表 2.2-6 リプレース前とリプレース後の風力発電機の概要 

項  目 リプレース前 リプレース後（予定） 

定格出力 750kW 2,300kW 級 

ブレード枚数 3 枚 3 枚 

ローター直径（ブレードの回転直径） 50.5m 約 82m 

ハブ高さ（ブレードの中心の高さ） 50.0m 約 78m 

最大高さ（ブレード回転域の最大高さ） 75.3m 約 119m 

「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 9 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 9 月）より作成 
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図 2.2-9 対象事業実施区域周囲の風力発電事業 

「環境アセスメント環境基礎情報データベースシ

ステム」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 9 月） 

より作成 
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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況（以下「地域特性」という。）

について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、「第 6 章 対象事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法」を検討するにあたり必要と考えられる範囲を対象に、入手可能

な最新の文献その他の資料により把握した。 

対象事業実施区域及びその周囲における主な地域特性は表 3-1、関係法令等による地域指定状況

は表 3-2 のとおりである。 

表 3-1 対象事業実施区域及びその周囲における主な地域特性（概要） 

項目 主な地域特性 

大気環境 

・対象事業実施区域の最寄りの特別地域気象観測所として上野特別地域気象観測所がある。令

和元年の年平均気温は 15.3℃、年間降水量は 1,504.5mm、年平均風速は 2.4m/s である。 

・最寄りの一般局である林業研究所における平成 30 年度の測定結果では、浮遊粒子状物質及

び微小粒子状物質は、環境基準に適合している。一方、光化学オキシダントは環境基準の

0.06ppm を超えた時間があり、環境基準を達成していないが、光化学スモッグ注意報の発令

基準である 0.12ppm は下回っている。 

・対象事業実施区域及びその周囲では、環境騒音、自動車騒音、環境振動及び道路交通振動の

調査は実施されていない。 

水環境 
・対象事業実施区域の北東側に雲出川水系一級河川の桂畑川、西側に淀川水系一級河川の木津

川が流れている。 

その他の環境 

・土壌は乾性褐色森林土壌、褐色森林土壌等が分布している。 

・地形は山頂緩斜面、中間斜面である。地質は黒雲母片麻岩・ホルンフェルスである。 

・対象事業実施区域及びその周囲には、「日本の地形レッドデータブック第 1、2 集」（日本の

地形レッドデータブック作成委員会、平成 12・14 年）、「日本の典型地形」（(財)日本地図セ

ンター、平成 11 年）等に掲載されている保存すべき地形として、「布引山地・青山高原」、

「馬野渓谷」等が存在している。 

動物 

植物 

生態系 

・動物の重要な種は、哺乳類 16 種、鳥類 109 種、爬虫類 5 種、両生類 17 種、昆虫類 206 種、

クモ類 16 種、陸産貝類 15 種、魚類 19 種及び底生動物 13 種の合計 416 種が確認されてい

る。そのうち、「三重県青山高原地域における風力発電事業環境影響評価調査報告書」（株式

会社青山高原ウインドファーム、平成 12 年）及び「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）（以下、

「平成 12 年及び平成 23 年評価書」とする）の現地調査により確認された種は、哺乳類 4

種、鳥類 37 種、爬虫類 2 種、両生類 10 種、昆虫類 19 種、クモ類 1 種、陸産貝類 2 種、魚

類 1 種である。 

・対象事業実施区域の植生は、岩角地・風衝地低木群落（「平成 23 年評価書」の調査結果によ

れば、アセビ－ヤマツツジ群落に該当）、ブナ－ミズナラ群落、アカシデ－イヌシデ群落（V）、

リョウブ－ミズナラ群落、ササ群落(V)、伐採跡地群落(VII)、スギ・ヒノキ植林、クロマツ

植林、ゴルフ場・芝地、市街地等が分布しているが、既設の風力発電所設置以降に植生も変

化している。 

・植物の重要な種は、維管束植物 405 種、蘚苔類 12 種、菌類 18 種が確認されている。そのう

ち、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査により確認された種は、維管束植物 33

種、蘚苔類 4 種及び菌類 1 種である。 

・対象事業実施区域内には、巨樹・巨木林、天然記念物は存在しない。 

景観 

人と自然との 

触れ合いの活動

の場 

・対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点として、「青山高原（三角点）」、「笠取山」

等が存在する。 

・人と自然との触れ合いの活動の場として、「青山高原」、「東海自然歩道」等が存在する。 

放射性物質 
・対象事業実施区域の北西側約 13.4km の位置にある放射線モニタリング地点（三重県伊賀庁

舎）における 2019 年の空間線量率の年平均値は、0.066μSv/h である。 
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表 3-2 関係法令等による地域指定状況 

区 
分 

法令等 地域地区等の名称 

指定等の有無 

津市 伊賀市 

対象事業
実施区域

及び 
その周囲 

対象事業
実施区域 

土
地 

国土利用計画法 

都市地域 ○ ○ ○ × 

農業地域 ○ ○ ○ × 

森林地域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 都市計画用途地域 ○ ○ × × 

公
害
防
止 

環境基本法 
水質類型指定 ○ ○ ○ × 

騒音類型指定 ○ ○ × × 

騒音規制法 規制地域 ○ ○ × × 

振動規制法 規制地域 ○ ○ × × 

悪臭防止法 規制地域 ○ ○ ○ ○ 

土壌汚染対策法 指定区域 ○ × × × 

工業用水法、建築物用地下水の採
取の規制に関する法律 

地下水採取の規制地域 × × × × 

自
然
保
護 

自然公園法 
国立公園 × × × × 

国定公園 ○ ○ ○ ○ 

三重県立自然公園条例 県立自然公園 ○ × × × 

自然環境保全法 自然環境保全地域 × × × × 

三重県自然環境保全条例 県自然環境保全地域 × × × × 

世界の文化遺産及び自然遺産の保
護に関する条約 

文化遺産、自然遺産 × × × × 

都市緑地法 緑地保全地域 × × × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律 

鳥獣保護区 ○ ○ ○ × 

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律 

生息地等保護区 × × × × 

特に水鳥の生息地として国際的に
重要な湿地に関する条約 

ラムサール条約湿地 × × × × 

文
化
財 

文化財保護法 
三重県文化財保護条例 
津市文化財保護条例 
伊賀市文化財保護条例 

国指定史跡・名勝・天然記念物 ○ ○ ○※ ○※ 

県指定史跡・名勝・天然記念物 ○ ○ ○ ○※ 

市指定史跡・名勝・天然記念
物、記念物 

○ ○ × × 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ ○ × 

景
観 

景観法 景観計画区域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 風致地区 ○ × × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ × 

急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 ○ ○ ○ × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 × ○ × × 

土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策等の推進に関する法
律 

土砂災害警戒区域及び土砂災害
特別警戒区域 

○ ○ ○ × 

山地災害危険地区調査要領 山地災害危険地区 ○ ○ ○ ○ 

注：1．「○」は指定等あり、「×」は指定等なしを示す。 

2．「○※」は、所在地が地域を定めず指定した天然記念物の種のみの指定があることを示す。  

 

 



4-1 

（26） 

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。 

第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 

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 4-1(1)～(4)のとおりである。 

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する。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。 

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

るものとする。 

 

表 4-1(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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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 4-1(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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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 4-1(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 4-1(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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第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 

配慮書に対する経済産業大臣の意見及びそれに対する事業者の見解は表 5-1(1)～(3)のとおり

である。 

 

表 5-1(1) 配慮書に対する経済産業大臣の意見と事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

１．総論 

（1）対象事業実施区域の設定 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び

取付道路等の付帯設備（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。）の検討に当たっては、既設の風力発

電設備等の設置の際に実施した環境影響評価の結果

及び稼働中に実施した調査結果（以下「自主調査結

果等」という。）を活用し、既設の風力発電設備等

の設置・稼働による環境影響について適切に把握す

るとともに、それらの結果を踏まえて、本事業の計

画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整

理し、事業計画等に反映させること。 

また、風力発電設備等の配置等の検討に当たって

は、既設の風力発電設備等の撤去跡地、既存の道路

及び送電線等を利用すること等により、これらを新

設する場合に比べ、環境影響の程度を低減すること

が可能な場合には、その利用等を最大限考慮するこ

と。 

さらに、既設の風力発電設備等の撤去工事につい

ては、必要に応じ、適切な調査、予測及び評価並び

に環境保全措置の検討を実施すること。 

 

 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び

取付道路等の付帯設備の構造・配置又は位置・規模

の検討に当たっては、既設の風力発電設備等の設置

の際に実施した環境影響評価の結果及び稼働中に実

施した調査結果を活用し、既設の風力発電設備等の

設置・稼働による環境影響について適切に把握する

とともに、それらの結果を踏まえて、本事業の計画

段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理

し、事業計画等に反映させるよう努めます。 

風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、既

設の風力発電設備等の撤去跡地、既存の道路及び送

電線等を利用すること等により、環境影響の程度の

低減を最大限考慮してまいります。 

既設の風力発電設備等の撤去工事については、必

要に応じ、適切な調査、予測及び評価並びに環境保

全措置の検討を実施してまいります。 

（2）工事計画の検討 

工事計画の検討に当たっては、既設の風力発電設

備等の撤去工事の実施に伴う大気環境、水環境及び

廃棄物等の影響に関する適切な調査、予測及び評価

並びに環境保全措置の検討を実施すること。また、

これらを実施しない場合には、方法書において、そ

の合理的な理由を検討経緯も含めて適切に記載する

こと。 

 

工事計画の検討に当たっては、既設の風力発電設

備等の撤去工事の実施に伴う大気環境、水環境及び

廃棄物等の影響に関する適切な調査、予測及び評価

並びに環境保全措置の検討を実施してまいります。

また、これらを実施しない項目については、方法書

第 6 章 6.1-6 及び 6.1-7 ページに選定しない理由を

記載いたしました。 

（3）累積的な影響 

本事業の事業実施想定区域（以下「想定区域」と

いう。）の周辺においては、他の事業者による風力

発電所が稼働中であることから、本事業とこれら風

力発電設備等による累積的な影響が懸念される。 

このため、既設の風力発電設備における自主調査

結果等で得られた情報を整理するとともに、環境影

響評価図書等の公開情報の収集や他の事業者との情

報交換等に努め、累積的な影響について適切な調

査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力

発電設備等の配置等を検討すること。 

 

既設の風力発電設備における自主調査結果等で得

られた情報を整理するとともに、環境影響評価図書

等の公開情報の収集や他の事業者との情報交換等に

努め、累積的な影響について適切な調査、予測及び

評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の

配置等を検討してまいります。 

（4）事業計画の見直し 

上記のほか、２により、本事業の実施による重大

な影響等を回避又は十分に低減できない場合は、風

力発電設備等の配置等の再検討、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。 

 

本事業の実施による重大な影響等を回避又は十分

に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の

再検討、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います。 
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表 5-1(2) 配慮書に対する経済産業大臣の意見と事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

（5）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、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。 

また、風力発電設備等の建て替えにおいては、現

況からの環境影響の増加分のみに着眼することな

く、現況の課題も踏まえた上で、本事業の実施によ

る環境影響の回避・低減のための環境保全措置を検

討すること。 

 

環境保全措置の検討に当たっては、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いたします。 

また、風力発電設備等の建て替えにおいては、現

況からの環境影響の増加分のみに着眼することな

く、現況の課題も踏まえた上で、本事業の実施によ

る環境影響の回避・低減のための環境保全措置を検

討してまいります。 

２．各論 

（1）鳥類に対する影響 

想定区域及びその周辺は、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第

75 号）に基づき国内希少野生動植物種に指定されて

いるクマタカの生息が確認されているほか、ノスリ

やサシバ、ハチクマの渡り経路になっている可能性

がある。また、本事業は既設の風力発電設備等の更

新を行うものであり、本事業で設置を予定している

風力発電設備については、既設の風力発電設備に比

べ、ハブの高さやブレードの長さが増加する計画で

あることから、本事業の実施により、風力発電設備

への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響が

懸念される。 

このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっ

ては、専門家等からの助言を踏まえ、既設の風力発

電設備の稼働によるバードストライクや渡りへの影

響等の確認を含む適切な調査、予測及び評価を行

い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずること

により、鳥類への影響を回避又は極力低減するこ

と。 

 

 

風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門

家等からの助言を踏まえ、既設の風力発電設備の稼

働によるバードストライクや渡りへの影響等の確認

を含む適切な調査、予測及び評価を行い、その結果

を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類

への影響を回避又は極力低減してまいります。 

（2）人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響 

想定区域には、青山高原及び東海自然歩道が存在

することから、本事業の実施に伴う直接改変のほ

か、工事中及び稼働時の騒音、風車の影、景観変化

等により主要な人と自然との触れ合いの活動の場に

対する影響が懸念される。 

このため、風力発電設備等の配置等の検討に当た

っては、既設の風力発電設備の稼働中による人と自

然との触れ合いの活動の場への影響等の確認を含む

適切な調査及び予測を行い、事業実施による影響を

評価するとともに、その結果を踏まえ、影響を回避

又は極力低減すること。また、事業計画の具体化並

びに調査、予測及び評価に当たっては、当該人と自

然との触れ合いの活動の場の管理者及び地方公共団

体その他の関係機関並びに地域住民等の意見を踏ま

えること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、既

設の風力発電設備の稼働中による人と自然との触れ

合いの活動の場への影響等の確認を含む適切な調査

及び予測を行い、事業実施による影響を評価すると

ともに、その結果を踏まえ、影響を回避又は極力低

減してまいります。 

事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当

たっては、当該人と自然との触れ合いの活動の場の

管理者及び地方公共団体その他の関係機関並びに地

域住民等の意見を踏まえてまいります。 
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表 5-1(3) 配慮書に対する経済産業大臣の意見と事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

（3）景観に対する影響 

本事業は風力発電設備の建て替え事業であり、建

て替え後の風力発電設備は、大型化するが、風力発

電設備の設置基数は 20 基から最大７基に減少する

計画である。 

想定区域には、自然公園法（昭和 32 年法律第 161

号）に基づき指定された室生火山群の地形景観、布

引山系の丘陵景観及び高見山地の森林景観を特徴と

する室生赤目青山国定公園が存在しており、当該区

域の周辺には、同国定公園において布引山系一帯の

なだらかな高原や伊勢湾、知多半島等の良好な眺望

点となっている「青山高原」や「笠取山」等の主要

な眺望点が存在していることから、本事業における

風力発電設備等の配置等によっては、これら眺望点

等からの眺望景観への重大な影響が懸念される。 

このため、風力発電設備等の配置等の検討に当た

っては、既設の風力発電設備の稼働中による景観へ

の影響等の確認を含む適切な調査により主要な眺望

点及び利用施設からの眺望の特性、利用状況等を把

握した上で、フォトモンタージュを作成し、垂直見

込角、主要な眺望方向や水平視野も考慮した客観的

な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、重要な

眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。ま

た、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に

当たっては、重要な眺望景観について、同国定公園

の管理者及び地方公共団体その他の関係機関並びに

地域住民等の意見を踏まえること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、既

設の風力発電設備の稼働中による景観への影響等の

確認を含む適切な調査により主要な眺望点及び利用

施設からの眺望の特性、利用状況等を把握した上

で、フォトモンタージュを作成し、垂直見込角、主

要な眺望方向や水平視野も考慮した客観的な予測及

び評価を行い、その結果を踏まえ、重要な眺望景観

への影響を回避又は極力低減してまいります。 

事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当

たっては、重要な眺望景観について、同国定公園の

管理者及び地方公共団体その他の関係機関並びに地

域住民等の意見を踏まえてまいります。 

（4）植物及び生態系に対する影響 

想定区域及びその周辺には、自然環境保全法（昭

和 47 年法律第 85 号）に基づく自然環境保全基礎調

査の第２回調査（特定植物群落調査）で特定植物群

落に選定されている「青山高原ツツジ群落」、同調

査の第６回・第７回調査（植生調査）において植生

自然度が高いとされた植生、森林法（昭和 26年法律

第 249 号）に基づき指定された保安林が存在してお

り、本事業の実施により、植物及び生態系への影響

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当た

っては、現地調査により自然度の高い植生等が存在

する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への

影響について予測及び評価を行うこと。また、その

結果を踏まえ、既存道路及び無立木地等を活用する

こと等により、これらの重要な自然環境の改変を回

避又は極力低減すること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現

地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を

明らかにした上で、植物及び生態系への影響につい

て予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、既存道

路及び無立木地等を活用すること等により、これら

の重要な自然環境の改変を回避又は極力低減してま

いります。 

以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降

の図書に適切に記載すること。 

以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降

の図書に適切に記載いたします。 

 

 


	【青山高原】要約書_第0章_表紙と目次_201116+
	第1章　事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 1-1(1)
	第2章　対象事業の目的及び内容 2.1-1(2)
	第3章　対象事業実施区域及びその周囲の概況 3-1(24)
	第4章　計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 4-1(26)
	第5章　配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 5-1(30)
	第6章　対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 6.1-1(33)
	第7章　その他環境省令で定める事項 7.1-1(97)
	第8章　環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び 　　　　主たる事務所の所在地 8-1(122)

	【青山高原】要約書_第1章_事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
	第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

	【青山高原】要約書_第2章　対象事業の目的及び内容201116
	第2章 対象事業の目的及び内容
	2.1 対象事業の目的
	2.2 対象事業の内容
	2.2.1 特定対象事業の名称
	2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類
	2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力
	2.2.4 対象事業実施区域
	2.2.5 特定対象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. 発電所の設備の配置計画
	2. 発電機

	2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
	1. 工事に関する事項
	(1) 工事概要
	(2) 工事工程
	(3) 主要な工事の方法及び規模
	①  既設風力発電機の撤去
	②  土木工事
	a. 土木工事
	b. 緑化に伴う修景計画

	③  送変電工事
	④  風力発電機工事


	2. 交通に関する事項
	(1) 工事用道路
	(2) コンクリートミキサー車・ポンプ車の走行ルート

	3. その他の事項
	(1) 工事用仮設備の概要
	(2) 騒音及び振動の主要な発生源となる建設機械の種類及び仕様
	(3) 工事中用水の取水方法及び規模
	(4) 工事中の排水に関する事項
	①  雨水排水
	②  生活排水

	(5) 土地利用に関する事項
	(6) 樹木伐採の場所及び規模
	(7) 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量
	(8) 残土に関する事項
	(9) 主要な建物等
	(10) 材料採取の場所及び量


	2.2.7 当該地域で稼働または検討中の他の風力発電事業



	【青山高原】要約書_第3章_201116
	第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況

	【青山高原】要約書_第4章_201116
	第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果

	【青山高原】要約書_第5章_201116
	第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解


	cover1: 
	wcover1: 
	cover2: 
	wcover2: 
	cover3: 
	wcover3: 
	cover4: 
	wcover4: 
	cover5: 
	wcover5: 
	cover6: 
	wcover6: 
	cover7: 
	wcover7: 
	cover8: 
	wcover8: 
	cover9: 
	wcover9: 
	cover10: 
	wcover10: 
	cover11: 
	wcover11: 
	cover12: 
	wcover12: 
	cover13: 
	wcover13: 
	cover14: 
	wcover14: 
	cover15: 
	wcover15: 
	cover16: 
	wcover16: 
	cover17: 
	wcover17: 
	cover18: 
	wcover18: 
	cover19: 
	wcover19: 
	cover20: 
	wcover20: 
	cover21: 
	wcover21: 
	cover22: 
	wcover22: 
	cover23: 
	wcover23: 
	cover24: 
	wcover24: 
	cover25: 
	wcover25: 
	cover26: 
	wcover26: 
	cover27: 
	wcover27: 
	cover28: 
	wcover28: 
	cover29: 
	wcover29: 
	cover30: 
	wcover30: 
	cover31: 
	wcover31: 
	cover32: 
	wcover32: 
	cover33: 
	wcover33: 
	cover34: 
	wcover34: 
	cover35: 
	wcover35: 
	cover36: 
	wcover36: 
	cover37: 
	wcover37: 
	cover38: 
	wcover38: 


