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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 配慮書についての島根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、島根県知事

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。それに対する島根県知事の意

見（令和元年 10 月 11 日）は、次のとおりである。また、島根県知事の意見に対する事業者の

見解は表 7.1-1 に示すとおりである。 
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表 7.1-1(1) 島根県知事の意見に対する事業者の見解 

島根県知事の意見 事業者の見解 

（総括的事項） 

１ 事業の実施にあたっては、必要に応じて専門家等の

助言を得ながら、調査地域の適切な設定と科学的根拠

に基づく最新かつ正確な情報を用いた調査を行い、得

られた結果の適切な予測及び評価並びに環境保全措置

の実施により、環境への負荷を最大限に回避・低減す

ること。環境影響を回避又は十分な低減が出来ない場

合には、事業実施想定区域の再検討を行うなど、当該

地域での事業の廃止も含めて事業計画の抜本的な見直

しを行うこと。 

 なお、環境保全措置については、環境への影響の回

避・低減を優先し、代償措置を前提とすることがない

ようにすること。 

また、事業計画の策定にあたっては、地域住民等の

懸念事項を十分に把握し、健康や生活への影響も含

め、適切な計画となるよう最大限努めること。 

 

事業の実施にあたっては、必要に応じて専門家等の助

言を得ながら、調査地域の適切な設定と科学的根拠に基

づく最新かつ正確な情報を用いた調査を行い、得られた

結果の適切な予測及び評価の実施並びに環境保全措置の

検討を行ってまいります。環境影響を回避又は十分に低

減出来ない場合には、事業実施想定区域の再検討を行う

など事業計画の見直しを行います。 

なお、環境保全措置の検討にあたっては、環境への影

響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を前提に検

討することがないようにいたします。 

また、事業計画の策定にあたっては、地域住民等の懸

念事項を十分に把握し、環境に悪影響を与えないよう適

切な計画となるよう努めてまいります。 

２ 本事業の事業実施想定区域は何度も水質日本一にな

っている一級河川高津川の支流である匹見川の源流部

であり、周辺には特別天然記念物のオオサンショウウ

オや絶滅危惧種であるクマタカが生息するなど、自然

環境上重要な地域等が存在しており、工事の実施によ

る重大な環境影響が生じるおそれがある。一方で、本

配慮書においては、事業計画の熟度を理由に工事の実

施による影響が計画段階配慮事項に選定されていな

い。 

工事計画の策定にあたっては、事業実施想定区域及

びその周辺地域の自然環境の重要性を十分に認識した

うえで、当該影響を適切に考慮すること。 

工事計画の策定にあたっては、対象事業実施区域及び

その周囲の自然環境の重要性を十分に認識し、影響の回

避または低減に十分配慮いたします。 

 

 

３ 事業実施区域の設定、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

検討にあたっては、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、適切に事業計画に反映させ

るとともに、検討経緯を明確にし、その内容を環境影

響評価方法書（以下「方法書」という。）以降の環境影

響評価図書に記載すること。 

なお、方法書の作成にあたっては、風力発電設備等

の配置等を具体的に示した上で、環境影響評価に係る

調査、予測及び評価の手法を取りまとめること。 

事業実施区域の設定及び風力発電設備の配置等の検討

にあたっては、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、適切に事業計画に反映させるととも

に、検討経緯を「第 7 章 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」に記載いたしました。 

また、方法書の作成にあたっては、風力発電設備の配

置等を具体的に例示した上で、「第 6章 6.2.3 専門家等

からの意見の概要」に記載のとおり、専門家その他の環

境影響に関する知見を有する者の助言を得、環境影響評

価に係る調査、予測及び評価の手法を取りまとめまし

た。 

４ 事業実施想定区域周辺には既設の風力発電所が 29 基

稼働しており、現在、環境影響評価の手続きが行われ

ている風力発電所も最大で 29 基あり、累積的な影響に

ついて特に慎重な調査、予測及び評価が求められる。 

調査、予測及び評価にあたっては、その時点で入手

しうる最新の情報を活用するとともに、既設及び計画

中の風力発電所による累積的な影響を考慮した上で、

適切に実施すること。 

調査、予測及び評価にあたっては、その時点で入手し

うる最新の情報を活用するとともに、既設及び計画中の

風力発電所における情報について入手することに努め、

入手できた結果等が利用可能な場合には累積的な影響に

ついても検討いたします。 

 

５ 広く環境の保全の見地からの意見を求められるよ

う、配慮書等の環境影響評価図書を、法に基づく縦覧

期間終了後も継続して縦覧可能にするなど、積極的な

情報提供に努めること。 

また、今後の手続にあたっては、説明会の開催など

により、相互理解の促進に努めること。 

縦覧期間については、図書を常時閲覧可能にすること

により弊社の意図しない形で情報が拡散するリスクがあ

るため、法令に基づき対応いたします。 

また、今後の手続きにあたっては、地域住民等への積

極的な情報提供や説明等を行い、相互理解の促進に努め

ます。   
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表 7.1-1(2) 島根県知事の意見に対する事業者の見解 

島根県知事の意見 事業者の見解 

（個別的事項） 

１ 騒音及び超低周波音 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、事業

実施想定区域周辺の住居や住民等への影響が生じるお

それがあることから、「風力発電施設から発生する騒音

に関する指針」（平成 29 年 5 月 26 日環境省）やその他

の最新の科学的知見及び同型機の先行事例の知見を反

映し、その結果を踏まえ、影響を回避・低減するこ

と。 

また、調査、予測及び評価にあたっては、地形によ

る影響、既設及び計画中の風力発電所による累積的な

影響を考慮した上で、適切に実施すること。 

 

 

風力発電設備の配置等の検討にあたっては、対象事業

実施区域周辺の住居等への影響について、「風力発電施

設から発生する騒音に関する指針」（平成 29年 5月 26日

環境省）を踏まえるとともに、その他の最新の科学的知

見及び同型機の先行事例の知見の収集に努め、調査、予

測及び評価を実施した上で、影響を回避・低減いたしま

す。 

また、調査、予測及び評価にあたっては、地形による

影響、既設及び計画中の風力発電所による累積的な影響

を考慮した上で、適切に実施いたします。 

２ 風車の影 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、風車

の影による事業実施想定区域周辺の住居や住民等への

環境影響が生じるおそれがあることから、適切な方法

により調査、予測及び評価を行い、その結果を踏ま

え、影響を回避・低減すること。 

また、風車の影による影響の評価にあたっては、影

がかかる時間の長短にかかわらず影響を及ぼすおそれ

があることを考慮すること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、適切な

方法により調査、予測及び評価を行い、風車の影がかか

る時間の長短に関わらず実行可能な範囲で影響を回避又

は低減するよう検討してまいります。 

 

３ 水環境 

事業実施想定区域の周辺は、何度も水質日本一にな

っている一級河川高津川の支流匹見川の源流部に位置

している。また、周辺の河川では簡易水道、農業用水

等の利水やアユ漁などの内水面漁業が行われており、

周布川では上水道の水源としての利用も予定されてい

る。 

工事中及び供用後に発生する土砂や濁水による周辺

地域の水環境への影響及び変化が予想されることか

ら、下流域も含めた必要な調査、予測及び評価を行

い、地下水を含む利水及び水環境への影響を回避・低

減するよう適切な環境保全措置を実施すること。 

また、濁水による影響の評価にあたっては、近年増

加している集中豪雨等の傾向も考慮すること。 

 

工事中に発生する土砂や濁水による周辺地域の水環境

への影響及び変化について、工事計画に基づき必要な調

査、予測及び評価を行い、水環境への影響を回避・低減

するよう適切な環境保全措置を検討いたします。 

濁水による影響については本方法書に記載のとおり適

切に実施いたします。また、今後においては、集中豪雨

も含めた適切な汚濁防止の対策を検討してまいります。 

 

４ 地形及び地質 

（１）本配慮書においては地形及び地質が計画段階配慮

事項に選定されていない。 

   一方、事業実施想定区域の周辺には花崗岩の分布

が確認されており、また、周辺には弥畝山西麓断層

が位置し、リニアメント地形があるなど、脆弱な地

質が予想される地域となっており、慎重な事業計画

の検討が求められる。 

   風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、当

該地域の地形及び地質を最新の資料を基に十分に把

握するとともに、近年増加している集中豪雨等の傾

向も考慮し、事業実施による土地の改変が地すべり

等周辺の土砂災害を誘発することがないよう、適切

な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、

影響を回避・低減すること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、当該地

域の地形及び地質を最新の資料を基に十分に把握いたし

ます。 

工事の実施にあたっては、事業実施による土地の改変

が地すべり等周辺の土砂災害を誘発することがないよ

う、地質についてボーリング調査を行い、また、土壌汚

染対策法及び県の開発許可基準にしたがい、適切に施工

いたします。 

 

（２）事業実施想定区域は土壌の掘削や改良時に自然由

来の重金属類等（ヒ素等）が比較的検出されやすい

地域となっていることから、その地質を十分調査

し、工事に伴い発生する土砂等に起因する影響が生

じないよう考慮すること。 

工事の実施にあたっては、工事時に砂泥等が流出する

ことのないよう留意するとともに、地すべり対策につい

ては、関係機関と協議の上、対策を検討いたします。 
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表 7.1-1(3) 島根県知事の意見に対する事業者の見解 

島根県知事の意見 事業者の見解 

５ 動物・植物・生態系 

（１）事業実施想定区域周辺には、一級河川高津川水系

匹見川、生山川、赤谷川や二級河川の周布川及び三

隅川などが分布し、特別天然記念物オオサンショウ

ウオや絶滅危惧種であるゴギを始め、多種の希少な

水生生物等が生息・生育していることに加え、これ

らの河川には第五種共同漁業権が設定されている。

また、陸域にはしまねレッドデータブック掲載種や

天然記念物のヤマネが生息・生育している可能性が

あり、クマタカなどの希少な鳥獣等の生息が確認さ

れている。さらに、事業実施想定区域及びその周辺 

にはこれまでに知見がほとんどない動植物もいる。 

事業の実施にあたっては、専門家等の意見を踏ま

えつつ、適切な調査、予測及び評価を行い、重要な

動植物種への影響を回避・低減するよう環境保全措

置について十分かつ慎重な検討を行うこと。 

また、調査、予測及び評価にあたっては、改変に

よる直接的な影響だけでなく、水質の変化等による

間接的な影響についても考慮すること。 

 

文献その他の資料調査で確認されているとおり、オオ

サンショウウオやゴギ等、重要な動物が生息している可

能性が考えられることから、専門家等からの意見を踏ま

え、適切に調査を実施し、事業実施想定区域及びその周

囲における動物相の把握に努めてまいります。 

また、現地調査の結果や専門家等からの意見を踏ま

え、適切に予測及び評価を行い、重要な動物への影響が

回避または極力低減されるよう、保全対策や事業計画

等、適切に検討してまいります。 

 

 

（２）鳥類及びコウモリ類への影響については、専門家

等からの助言を得ながら、渡りを含む移動経路や生

息状況等に関する詳細な調査及び予測を行い、バー

ド・バットストライク及び生息環境の変化に伴う影

響について適切に評価すること。 

また、調査、予測及び評価にあたっては、既設及

び計画中の風力発電所による累積的な影響を考慮し

た上で、適切に実施すること。 

鳥類及びコウモリ類については、これらの生息状況を

適切に把握できるよう、鳥類及びコウモリ類に特化した

現地調査を実施してまいります。また、渡り鳥について

は、春及び秋の移動期に移動経路の状況を確認できるよ

う、現地調査を行ってまいります。これらの調査結果や

有識者の助言等を踏まえ、バード・バットストライク及

び生息環境の変化に伴う影響について、適切に予測、評

価を行ってまいりたいと考えております。 

累積的な影響を考慮した調査、予測及び評価につい

て、実行可能な範囲で実施を検討してまいります。 

（３）工事の実施及び施設の稼働に伴う希少種も含めた

動物の生息域に与える影響及びその変化について、

事業実施想定区域及びその周辺も含め、動物の生息 

数及び行動範囲に係わる調査等を実施したうえで適

切な予測、評価を行うこと。 

また、調査、予測及び評価にあたっては、クマ、

シカ、サル及びイノシシ等は生息域が変化した場

合、里山への獣害が増す可能性があるため、その影

響についても考慮すること。 

希少種も含めた動物に関する現地調査を実施し、これ

らの生息状況を把握いたします。その結果を踏まえて、

適切な予測及び評価をおこなってまいります。 

また、現地調査時には、クマやシカ、サルなどについ

ても生息状況を把握し、その結果を踏まえて影響を検討

いたします。 

 

（４）事業実施想定区域にはクロモジ-ブナ群落、クリ

‐ミズナラ群落など、多様な種を維持する生態系の

形成において重要な役割を果たす植生が存在してい

る。 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、

風力発電設備の設置時には、取付道路、作業ヤー

ドなど広範囲の森林伐採が想定されるため、適切

な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏ま

え、影響を回避・低減すること。 

現地調査により植生の分布状況を把握した上で、自然

度の高い植生については極力改変を避け、また、改変の

区域を最小化させるなど、影響低減を図られるよう事業

計画を検討してまいります。 

また、予測及び評価にあたっては、現地調査結果及び

有識者からの助言を踏まえ適切に実施し、影響の低減

を図ってまいります。 
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表 7.1-1(4) 島根県知事の意見に対する事業者の見解 

島根県知事の意見 事業者の見解 

６ 景観 

事業実施想定区域周辺には、道の駅サンエイト美

都、道の駅匹見峡及び弥畝山等をはじめとする主要な

眺望点及び景観資源が多数存在している。風力発電設

備については標高が高い位置に建設されるため、影響

を及ぼす範囲も広範囲となり、主要な眺望点等へ与え

る影響も大きいと考えられる。 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、専門

家や地域住民の意見も踏まえつつ、適切な調査、予測

及び評価を行い、その結果を踏まえ、影響を回避・低

減すること。 

また、眺望点の選定にあたっては、必要に応じ地域

住民、観光客、施設の利用者及び自治体等の意見を聴

くなどし、地域住民が日常生活上慣れ親しんでいる場

所等についても選定の対象とすること。 

なお、検討結果を地域住民等に説明する際には、森

林伐採の影響も含めた詳細なフォトモンタージュや動

画を活用するなど、夜間における航空障害灯の見え方

も含め、分かりやすい説明となるよう配慮すること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、地域住

民等関係者の意見を踏まえつつ、適切な調査、予測及び

評価を行い、その結果を踏まえて影響を回避・低減する

よう努めます。 

また、方法書において地域住民が日常生活上慣れ親し

んでいる場所等についても選定しております。 

検討結果を地域住民等に説明する際には、現在可能な

範囲の技術や手法においてできるだけ詳細なフォトモン

タージュを作成するなど、分かりやすい説明となるよう

配慮いたします。 

 

 

７ 人と自然との触れ合いの活動の場 

本配慮書においては、事業実施想定区域内に主要な

人と自然との触れ合いの活動の場が存在せず、消失の

恐れがないことを理由に、計画段階配慮事項に選定さ

れていない。 

現実には、事業実施想定区域周辺には中国自然歩道

のモデルコースにもなっている奥匹見峡などがあり、

その環境の質に影響を及ぼすおそれがある。 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、専門

家等の助言に加え、地域住民のほかハイキング、キャ

ンプ、釣り等での利用者及び自治体等の意見を聴き、

周辺の人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況や

利用環境に関する適切な調査、予測及び評価を行い、

その結果を踏まえ、影響を回避・低減すること。 

 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、地域住

民、利用者、自治体等に聞き取りを行う等、利用状況や

利用環境に関する適切な調査、予測及び評価を行い、そ

の結果を踏まえて、主要な人と自然との触れ合いの活動

の場に対する影響を極力回避・低減するよう努めます。 

なお、「人と自然との触れ合いの活動の場」項目の専

門家は国内で確認できていないことから、選定地点の利

用特性に応じて、聞き取りを行う等検討してまいりま

す。 

 

８ 廃棄物等 

本事業の実施に伴う工事により発生する土砂及び伐

採樹木等、また、建設工事から事業終了後の設備の撤

去に伴い発生する廃棄物の量について、可能な限り早

期段階において、工事内容に基づく算出もしくは類似

事例等から予測すること。 

廃棄物等の処理計画については、 事業実施想定区域

及びその周辺への影響を回避・低減するよう慎重に検

討すること。 

 

工事により発生する土砂及び伐採木材等の発生量につ

いて、可能な限り早期段階において、工事内容に基づく

算出もしくは類似事例からの推定により予測するととも

に、処理計画について事業実施区域及びその周囲への影

響を回避・低減するよう慎重に検討いたします。 

 

９ その他 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、風車

の反射光による影響も考慮すること。 

 

風車の反射光による影響も考慮し、反射の少ない塗装

を検討いたします。 
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7.1.2 配慮書についての広島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、広島県知事

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。それに対する広島県知事の意

見（令和元年 10 月 8 日）は、次のとおりである。また、広島県知事の意見に対する事業者の

見解は表 7.1-2 に示すとおりである。 
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表 7.1-2(1) 広島県知事の意見に対する事業者の見解 

広島県知事の意見 事業者の見解 

１全体的事項 

（1）事業実施想定区域周辺は、「生物多様性保全上重要

な里地里山」、「日本の重要湿地 500」に選定され、

「広島県自然環境保全地域」に指定されている八幡

湿原や「保安林」、「鳥獣保護区」及び「生物多様性

の保全の鍵になる重要な地域」といった重要な自然

環境のまとまりの場が存在している。また、事業実

施想定区域周辺は、西中国山地国定公園の特別地域

に指定され、優れた自然の風景地を有しており、多

数の住居が存在する地域である。これらの地域特性

を踏まえたうえで、環境影響を回避・低減するよう

事業実施区域を絞り込み、風力発電設備及び取付道

路等の構造・配置・規模（以下、「風力発電設備の配

置等」という。）を検討し、その検討経緯について方

法書以降において明確にすること。 

 

今後の手続きにおいて、地域特性を踏まえた上で対象

事業実施区域の絞込みを行うとともに、風力発電設備及

び取付道路等の配置等を検討し、環境影響を回避又は極

力低減するよう努めます。 

また、その検討経緯について方法書以降の図書におい

て明確にいたします。 

 

（2）風力発電設備の配置等の検討については、専門家

等の助言を得ながら最新の知見、科学的見地に基づ

く十分かつ適切な調査、予測及び評価の結果により

行うこと。なお、検討の過程において環境影響の回

避又は低減ができることを裏付ける科学的根拠を示

すことができない場合は、抜本的な事業計画の見直

しを行うこと。 

風力発電設備の配置等の検討については、専門家等の

助言を得ながら最新の知見、科学的見地に基づく調査、

予測及び評価を行い、影響の回避又は極力低減するよう

努めます。 

なお、環境影響を回避又は十分に低減出来ない場合に

は、事業計画の見直しも検討します。 

（3）事業実施想定区域周辺において、計画中及び既存

の風力発電事業が存在することにより、騒音、超低

周波音及び渡り鳥の移動ルート等について累積的な

環境影響が生じるおそれがあることから、これらに

ついては、方法書以降の手続きにおいて適切な手法

により調査、予測及び評価を行うこと。 

計画中及び既設の風力発電事業との累積的な環境影響

が生じるおそれのある騒音、超低周波音及び渡り鳥の移

動ルート等については、方法書以降の手続きにおいて、

適切な手法により調査、予測及び評価を実施いたしま

す。 

（4）事業実施想定区域の近隣には専用水道の水源が存

在することから、事業の実施に当たっては、地下水

を含めた水環境について、調査、予測及び評価した

うえで、影響を回避すること。 

風力発電所建設にかかる改変は尾根周辺に限定されて

おり、地下水量や水質に変動をきたす可能性は少ないと

考えています。事業の実施にあたっては、水源地の位置

や種別を調査したうえで、水源地への影響を回避できる

よう事業計画を策定いたします。 

（5）配慮書のインターネットでの公表においては、印

刷可能な状態としていたが、方法書以降においても

同様に、広く環境の保全の観点からの意見を求めら

れるよう、印刷可能な状態にすることや、法に基づ

く縦覧期間終了後も継続して公表しておく等、利便

性の向上を図ること。また、「環境影響評価図書の

インターネットによる公表に関する基本的な考え

方」（平成 24 年 3 月環境省総合環境政策局環境影響

評価課）を参考に、利用者のコンピュータ環境の違

い（利用ソフトウェアの違い等）により利便性への

著しい差異が生じないよう配慮すること。 

インターネットでの公表にあたっては、広く環境の保

全の観点からの意見を求められるよう、方法書以降にお

いても印刷可能な状態といたします。 

縦覧期間については、図書を常時閲覧可能にすること

により弊社の意図しない形で情報が拡散するリスクがあ

るため、法令に基づき対応いたします。 
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表 7.1-2(2) 広島県知事の意見に対する事業者の見解 

広島県知事の意見 事業者の見解 

（6）方法書の作成に当たっては、各環境影響評価項目

について実施する調査の詳細な内容、予測及び評価

の手法とその選定の考え方等の必要な情報を具体的

かつ正確に記載し、一般にもわかりやすい表現とす

ること。また、今後の検討を進めるに当たっては、

早期段階で計画の全容を明らかにし、地元自治体の

条例や計画に配慮するとともに地域住民や地元自治

体等への積極的な情報提供や説明等により相互理解

を図ること。なお、情報提供や説明等を行う際に

は、風力発電施設の見え方についてシミュレーショ

ンによる合成動画を活用する等、わかりやすい内容

とするよう努めること。 

方法書の作成にあたっては、各環境影響評価項目につ

いて実施する調査の詳細な内容、予測及び評価の手法と

その選定の考え方等の必要な情報を具体的かつ正確に記

載いたしました。 

また、今後の検討を進めるにあたっては、地元自治体

の条例や計画に配慮するとともに地域住民や地元自治体

等への積極的な情報提供や説明等により相互理解を図り

ます。 

住民説明会等では、分かりやすい資料作成に努めま

す。 

 

（7）本事業においては、工事用資材等の搬出入を含

め、工事の実施に当たり環境影響が生じるおそれが

ある。これらの影響について、配慮書段階では工事

計画等まで決まるような計画熟度にないため対象と

しないこととしているが、方法書において選定し、

環境影響評価を確実に実施すること。 

工事の実施に伴う環境影響について、方法書において

評価項目として選定いたしました。今後の環境影響評価

手続きにおいて、調査、予測及び評価を確実に実施して

まいります。 

（8）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主要な人と自然との触れ合いの

活動の場が存在せず、消失のおそれが無い」ため、

計画段階配慮事項として選定されていないが、事業

実施想定区域内に限らず、その周辺に存在する人と

自然との触れ合いの活動の場について、風力発電設

備の設置や工事用資材等の搬出入に伴う工事関係車

両の通行により、利便性・快適性に影響を及ぼすお

それがある。風力発電機の搬入ルートだけでなく、

工事関係車両の通行ルート等を明らかにしたうえ

で、これらの影響について、地元自治体等の意見を

踏まえたうえで、適切な調査、予測及び評価を行う

こと。 

方法書以降の手続きにおきましては、主要な人と自然

との触れ合いの活動の場に対する「工事用資材等の搬出

入」並びに「地形改変及び施設の存在」による影響につ

いて評価項目として選定し、地元自治体等の意見も踏ま

えたうえで適切に調査及び予測評価を実施してまいりま

す。 

 

２個別的事項 

（1）騒音及び超低周波音 

ア事業実施想定区域周辺には、多数の住居が存在し

ており、騒音及び超低周波音による環境影響が生

じるおそれがある。風力発電機の配置及び機種の

検討に当たっては、発電機の構造、地形、事業実

施想定区域周辺が騒音苦情の少ない静穏な地域で

あること等を十分考慮し、「風力発電施設から発生

する騒音に関する指針」（平成 29 年 5 月 26 日 環境

省）及び「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 26 日 環境省）を踏ま

えて、騒音及び超低周波音に係る調査、予測及び

評価を適切に行い、その結果に基づき行うこと。 

 

 

風力発電機の配置及び機種の検討にあたっては、発電

機の構造、地形、対象事業実施区域周辺の地域特性等を

踏まえ、調査、予測及び評価を適切に行い、その結果に

基づき行います。 

 

 

イ調査、予測及び評価に当たっては、今回計画され

ている風力発電機が国内最大級の大きさとなるこ

とから、風力発電機の大きさと音の大きさの相関

関係をシミュレーション等により明らかにしたう

えで実施すること。 

調査、予測及び評価にあたっては、採用予定の風力発

電機の騒音レベル等の特性を把握した上で、実施いたし

ます。 

 

（2）風車の影 

事業実施想定区域周辺には、多数の住居が存在し

ており、風車の影による環境影響が生じるおそれが

ある。風力発電機の配置及び機種の検討に当たって

は、風車の影に係る調査、予測及び評価を適切な手

法により行い、その結果に基づき行うこと。 

 

風力発電機の配置及び機種の検討にあたっては、風車

の影に係る調査、予測及び評価を適切な手法により行

い、その結果を踏まえて検討してまいります。 
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表 7.1-2(3) 広島県知事の意見に対する事業者の見解 

広島県知事の意見 事業者の見解 

（3）動物 

事業実施想定区域周辺には、「絶滅のおそれのあ

る地域個体群」とされているツキノワグマ等、重

要な種が生息しており、風力発電設備の設置や搬

入路の新設、拡幅等に伴う土地の改変により、生

息環境の変化に伴う影響が生じるおそれがある。

また、事業実施想定区域周辺は、クマタカ等猛禽

類の生息の可能性があるほか、ハチクマの渡りの

通過ルートになっており、鳥類の衝突（バードス

トライク）や営巣の阻害等、鳥類に対する影響が

生じるおそれがある。これらの影響について、風

力発電設備の設置や搬入路の新設、拡幅等に伴う

土地改変等の詳細な計画を明らかにしたうえで、

有効なデータが得られるように期間を設定し、現

地調査や地元専門家から意見聴取する等、適切な

手法により調査、予測及び評価を行うとともに、

それらの結果に基づき、風力発電設備の配置等に

ついて検討すること。 

 

ツキノワグマ等の重要な種については、これらの生息

状況を適切に把握できるよう留意し調査を行います。ク

マタカ等希少猛禽類については、これらの生息状況を適

切に把握できるよう、希少猛禽類に特化した調査を実施

します。渡り鳥については、春及び秋の移動期に渡り時

の移動経路の状況を確認できるよう、それに特化した調

査を実施します。 

これらの結果や有識者からの助言を踏まえて、バード

ストライクのリスクや重要な動物の生息状況にかかる影

響について、適切に予測及び評価をおこなってまいりま

す。その結果に基づき、必要に応じ、風力発電設備の配

置等についても適宜見直し、影響を低減できるよう、事

業計画を適切に検討してまいります。 

 

（4）植物及び生態系 

事業実施想定区域周辺は、保安林、特定植物群

落及び広島県自然環境保全地域に指定されている

八幡湿原等、重要な自然環境のまとまりの場が存

在しているため、風力発電設備の設置や搬入路の

新設、拡幅等に伴う土地の改変により、植物及び

生態系に対する影響が生じるおそれがある。これ

らの影響について、風力発電設備の設置や搬入路

の新設、拡幅等に伴う土地改変等の詳細な計画を

明らかにしたうえで、現地調査や地元専門家等か

ら意見聴取する等、適切な手法により調査、予測

及び評価を行うとともに、それらの結果に基づ

き、風力発電設備の配置等について検討するこ

と。なお、工事の実施の際における外来種の侵入

防止の対策についても検討すること。 

 

現地調査を適切に実施し、重要な種の生育場所や重要

な群落の分布位置等を把握してまいります。それらの調

査結果を踏まえて、風力発電設備の配置等について適切

に検討してまいります。また、有識者等から意見聴取を

行い、調査の手法等を適切に検討してまいります。 

特定外来生物（植物）については、現地調査において

可能な範囲で分布位置を記録いたします。また、これら

の分布位置を踏まえ、工事の実施の際には特定外来生物

（植物）の分布拡大を助長させることがないよう、努め

てまいります。 

 

 

  



 

7.1-19 

(418) 

表 7.1-2(4) 広島県知事の意見に対する事業者の見解 

広島県知事の意見 事業者の見解 

（5）景観 

ア事業実施想定区域周辺は、多数の主要な眺望点及び

景観資源が存在しており、風力発電設備の設置や搬

入路の新設、拡幅等により、それらに影響を及ぼす

おそれがある。全ての主要な眺望点からの眺望景観

について、風車の特性（発光すること、動くこ

と）、地域特性（周囲に高層建築物がなく視野も広

いため視認されやすいこと）、見え方（「自然との触

れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）～資料編～表

2-3（平成 12年環境省）」や最新の知見）を踏まえ、

適切な方法で調査、予測及び評価を行い、それらの

結果に基づき、風力発電設備の配置等について検討

すること。なお、検討に当たっては、夜間の見え方

や、風車の色彩も考慮すること。 

 

 すべての主要な眺望点からの眺望景観について、風車

の特性や地域特性、見え方に関する知見を踏まえ、適切

な方法で調査、予測及び評価を行い、それらの結果に基

づき、風力発電設備の配置等について検討いたします。 

夜間の見え方については、航空障害灯の光が生活に支

障を及ぼさないよう、光の下方への照射を防ぐカバーの

取り付け等について、検討いたします。 

風車の色彩については、周辺の自然環境に調和する環

境融和塗色の採用を検討いたします。 

 

 

イ配慮書において選定している主要な眺望点以外に

も、「鷹ノ巣山」、「冠山」、「二川キャンプ場」、「聖

湖キャンプ場」及び「千町原」を主要な眺望点とし

て追加し、これらの他にも、事業実施想定区域周辺

に存在する主要集落、登山ルート及び天然記念物等

からの景観も検討のうえで主要な眺望点として追加

すること。なお、検討に当たっては利用者や地域住

民及び地元自治体等の意見を聴くこと。 

皆様からのご意見を参考にし、各地点の利用状況、眺

望の特性等を把握した上で、主要な眺望点としての追加

を検討いたします。 
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7.1.3 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 

令和元年 8 月 5 日（月） 

 

②  公告の方法 

令和元年年 8 月 6 日（火）付の次の日刊新聞紙に「お知らせ」広告を掲載した。 

・山陰中央新報 

・中國新聞 

・読売新聞(大阪本社版 島根全県版) 

・読売新聞(大阪本社版 広島全県版) 

・朝日新聞(大阪本社版 島根全県版) 

・朝日新聞(大阪本社版 広島全県版) 

また、上記の広告に加え、益田市、浜田市、北広島町及び安芸太田町の広報誌及び事業

者ホームページ（http://www.asia-windpower.co.jp）に情報を掲載した。 

 

③  縦覧場所 

地方公共団体庁舎 12 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 

・益田市役所（環境衛生課）  ：島根県益田市常盤町 1-1 

・益田市役所（匹見総合支所） ：島根県益田市匹見町匹見イ 1260 番地 

・益田市役所（美都総合支所） ：島根県益田市美都町都茂 1803 番地 1 

・浜田市役所（環境課）    ：島根県浜田市殿町 1 番地 

・浜田市役所（旭支所）    ：島根県浜田市旭町今市 637 番地 

・浜田市役所（金城支所）   ：島根県浜田市金城町下来原 171 番地 

・浜田市役所（弥栄支所）   ：島根県浜田市弥栄町長安本郷 542 番地 1 

・浜田市役所（三隅支所）   ：島根県浜田市三隅町三隅 1434 番地 

・広島県庁（環境保全課）   ：広島県広島市中区基町 10-52 

・北広島町役場本庁      ：広島県山県郡北広島町有田 1234 番地 

・北広島町役場（芸北支所）  ：広島県山県郡北広島町川小田 10075 番地 5 

・安芸太田町役場本庁     ：広島県山県郡安芸太田町大字戸河内 784 番地 1 

http://www.asia-windpower.co.jp/


 

7.1-21 

(420) 

 

b. インターネットの利用 

事業者ホームページに配慮書の内容を掲載し、地方公共団体のホームページにもリンク

を掲載した。 

 

④  縦覧期間 

令和元年 8 月 6 日（火）から 9 月 5 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     32 名 

 

(2)配慮書についての説明会の開催 

配慮書に関して、以下のとおり説明会を開催した。 

・日 時 ：令和元年 8 月 21 日（水）19:00～21:00 

・場 所 ：北広島町 

・参加者数：42 名 

 

(3)配慮書についての意見の把握 

①  意見書の提出期間 

令和元年 8 月 6 日（火）から 9 月 5 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（当日消印有効とした。） 

 

③  意見書の提出状況 

意見書の提出は 30 通、意見総数は 81 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。住民等の

の意見の概要及び事業者の見解は、表 7.1-3 のとおりである。 
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表 7.1-3 計画段階環境配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

(意見書 1) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

1 ■1.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)P123.NEDO,2018 

 

コウモリ類については、風力発電機の運転により影

響を受ける可能性があることから、注目すべき分類群

として適切な調査を実施する方針です。 

今後の手続きにおいては、その結果や専門家等から

の助言を踏まえ、実行可能な範囲で影響の低減をはか

ってまいりたいと考えております。 

 

 

2 ■2.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。 

 

コウモリ類の調査については、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、調査の重点化をはかってまいり

ます。 

 

3 ■3.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類の調査についても実施い

たします。 

 

4 ■4.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については、周波数解析の可能

な方式の機種を使用いたします。 

・周波数解析の際には、無理に種名の確定はせず、グ

ループに分けて利用頻度や活動時間を調査するよう

にいたします。 

・現地での状況を踏まえ、いただいたご意見も参考に

し、検討いたします。 
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(意見書 1 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

5 ■5.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。 

・捕獲調査方法については、かすみ網の併用について

も検討いたします。 

・捕獲したコウモリについて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

獣いたします。 

・ハープトラップの見回り方法について、適切に実施

いたします。 

・捕獲した個体は持ち帰り飼育はいたしません。 

・捕獲した個体は素手で扱わないようにいたします。 

・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。 

6 ■6.「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。 

7 ■7.「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。「ライトアップをしな

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。 

 

コウモリ類につきましては、捕獲調査及び音声モニ

タリング調査を実施し、その結果や環境保全措置を踏

まえ影響の予測及び評価を行います。採用する環境保

全措置の検討にあたっては、引き続き知見の収集に努

めてまいります。 

 

8 ■8.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。 
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(意見書 1 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

9 ■9.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。 

 

バットストライクに係るリスクについては、現地調

査結果や専門家からの意見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環境保全措置を

検討いたします。 

 

10 ■10.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 Rrduce Bat Fatalities at Wind Facilities 

Final Report,Edward B. Arnett and Michael 

Schirmacher.2010 

 

 

今後実施する現地調査より、本地域のコウモリ類の

状況を把握し、その結果を踏まえ保全措置（低減措

置）の実施について検討いたします。 

 

 

11 ■11.「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。 

 

 

今後、有識者の助言や最新の研究成果を収集し、バ

ットストライクにかかる予測についても適切に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 

12 ■12.「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「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

置を実施しなくてよい」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「影響が極め

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。 

 

 

 

事前段階における環境保全措置については、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、多面的に検討してまいります。 

 

 



 

7.1-25 

(424) 

(意見書 1 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

13 ■13.「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)しない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。 

 

 

最新の知見、専門家へのヒアリングを踏まえ現地調

査を実施し、コウモリ類の生息状況について把握いた

します。その結果を踏まえて、適切に影響を予測及び

評価し、環境保全措置を検討してまいります。 

 

14 ■14.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「アジア風力発電株式会社」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「事後調

査の前から」実施して頂きたい。 

 

 

最新の国内の成果や専門家からのヒアリング、また

今後実施する現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全

措置を検討してまいります。 

 

 

15 ■15.本事業で採用する予定の風力発電機は、カット

イン風速以下であってもブレードは回転するのか？ 

 

現時点で本事業で採用する風力発電機及びその仕様

については決まっておりません。ただし、一般的な風

力発電機の仕様としては、無風時にはブレードは回転

しないものの、カットイン風速近くになると速度は非

常に緩やかであるものの回転し始めると理解していま

す。 

16 ■16.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？ 

 

現時点で本事業で採用する風力発電機及びその仕様

については決まっておりません。ただし、一般的にカ

ットイン風速を任意に変更するには、風力発電機メー

カーへ特別仕様を検討してもらうこととなるため、現

時点で可不可について回答することは困難であること

をご理解願います。 

17 ■17.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)を実行できるのか？ 

 

現時点で本事業で採用する風力発電機及びその仕様

については決まっておりません。ただし、一般的に弱

風時にフェザリングを実践することは困難であると考

えています。 

18 ■18.「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。 

 

「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、環境保全措置について、

以下のとおり記載されております。記載のとおり、事

業者としてコウモリ類に関しても、実行可能な範囲内

で影響を回避・低減できるような措置を検討してまい

りたいと考えております。 

 

・環境保全措置は、調査・予測・評価を行う過程にお

いて事業者が実行可能な範囲内で対象事業の実施に

よる影響を回避・低減することを目的として検討す

るものである。 



 

7.1-26 

(425) 

(意見書 1 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

19 ■19.「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。コウモリ類については不

明点も多いことから、設置後、死骸調査を実施する予

定です。 

 

・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、予測の不確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。 

20 ■20.「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。 

 

ご指摘の点、理解しております。違いについては、

より留意してまいります。 

 

21 ■21.環境保全措置の実施時期について 

上記について事業者は、「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。 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、また

現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し

てまいります。 

 

22 ■22.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。本

事業者の真摯な対応を期待する。 

 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、また

現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し

てまいります。 

 

23 ■23.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。 

 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、また

現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し

てまいります。 

 

  



 

7.1-27 

(426) 

(意見書 1 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

24 ■24.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、事業者の見解と理由を「丁寧に」述べよ。 

 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、また

現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し

てまいります。 

 

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 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。「コウモリ類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」述べよ。 

 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、また

現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し

てまいります。 

 

26 ■26.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、全文公開いたします。 

 

 

  



 

7.1-28 

(427) 

(意見書 2) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

27 (仮称)益田匹見風力発電事業建設予定地は益田市が

誇る「清流日本一の高津川」の源流部に位置してい

る。また、国の特別天然記念物に指定されているオオ

サンショウウオをはじめ、ゴギなどの水棲生物、その

他の貴重な野生動植物が生息する自然豊かな山里であ

る。周辺の樹林には環境省絶滅危惧 IB 類に指定され

ているクマタカやヤイロチョウなどが繁殖している。 

近年、建設予定地の周辺では風力発電所計画が相次

いで立案されており、本予定地の北約 5km の浜田市弥

栄町から金城町にかけての弥畝山山系にはウインドフ

ァーム浜田の風力発電機 29 基が既に建設され、稼働

中である。さらに、その北側約 10km では、(仮称)島

根風力発電が 12 基の風力発電所を計画中である。ま

た、ウインドファーム浜田の 29 基のすぐ南側の尾根

でも(仮称)新浜田ウインドファームが 17 基の風力発

電機の建設が計画されている。今回、この(仮称)益田

匹見風力発電を含め、全ての風力発電機が計画通り建

設されれば、南北 20km、東西 10kmの中に 73基もの巨

大風車が乱立することとなる。 

もっとも懸念されるのは、風車建設工事による砂泥

の流出や沢崩れなどである。これらのことが発生すれ

ば、国土交通省が指定する日本一の清流高津川の源流

部である匹見川水系に生息する水棲生物の生息に壊滅

的な影響が現れることは明らかである。また、高津川

の「清流日本一」の称号は過去のものとなることも予

想される。 

以上述べたように、当該事業想定区域一帯には優れ

た自然が多く存在しており、配慮書に示されたような

調査及び予測・評価を行うまでもなく、風力発電施設

を設置することは地域の宝、清流高津川の自然環境や

水環境を大きく損なうことにつながると考えられるこ

とから、(仮称)益田匹見風力発電事業については断念

されることを強く要望する。 

オオサンショウウオ、ゴギなどの水生生物、クマタ

カやヤイロチョウなどの重要な野生動植物について、

これらの種の生息に留意しながら現地調査を適切に実

施し、また、専門家等からの助言を踏まえ、適切に事

業計画を検討することで、影響低減を図ってまいりた

いと考えております。 

なお、風車を建設するヤード部では、沈砂池工事を

先行させるとともに、沈砂池出口から常時水流までは

十分な離隔を確保したうえで、周辺の林地に排水が地

下浸透できるようにいたします。また、沈砂池排水口

には地下浸透を促す対策を取ります。搬入路には道路

側溝と横断側溝を整備し、短い区間に区切って側溝か

らの排水を排出し、排水口には布団かごなどの濁水処

理対策を施すことによって、周辺への濁水の排水を防

ぐよう努めます。 

搬入路については、既存道路の拡幅や道路の新設な

どを行いますが、事前に地質調査を実施して土砂の流

出をさせないように工事計画を策定いたします。 

 

 

 

  



 

7.1-29 

(428) 

(意見書 3) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

28 配慮書 p.53 にも記載されているように(仮称)益田

匹見風力発電事業に係る計画段階環境配慮書(以下、

配慮書と言う)に記載されている事業実施想定区域(以

下、想定区域と言う)の周辺には環境省絶滅危惧種 IB

類に指定されているクマタカをはじめ、ヤイロチョウ

やミゾゴイなどの希少鳥類、その他の貴重な野生動植

物が生息している。また、想定区域の周辺の里山では

絶滅危惧 II 類のサシバの繁殖も確認されている。 

近年、想定区域の周辺では既に風力発電施設が建設

され、また、複数の計画が立案されている。当該想定

区域の北約 5km の浜田市弥栄町から金城町にかけての

弥畝山山系にはウインドファーム浜田の風力発電機

(以下、風車と言う)29 基が既に稼働しており、ま

た、その北側約 10km では、(仮称)島根風力発電が 12

基の風車の建設を計画中である。さらに、ウインドフ

ァーム浜田の 29 基のすぐ南側の尾根でも(仮称)新浜

田ウインドファームにより 17 基の風車の建設が計画

されている。今回の(仮称)益田匹見風力発電を含め、

全ての風力発電施設の建設が計画通り実施されれば、

南北 20km、東西 10kmの中に 73基もの巨大風車が乱立

することとなる。本会会員および西中国山地自然史研

究会会員により、これらの風車周辺において 9 つがい

のクマタカの生息が確認されている(別紙、資料)。す

べての風車が建設されるとバードストライクだけでは

なく繁殖阻害などの生息地放棄を含め、当該地域のク

マタカ個体群への影響は計り知れないものがある。 

また、風車の設置に係る工事により砂泥の流出や沢

崩れなどが発生することが懸念される。それらが発生

すれば、国土交通省が指定する日本一の清流高津川の

源流部である匹見川水系に生息する水棲生物の生息に

も重大な影響が発生すると予想される。 

以上述べたように、当該想定区域一帯には優れた自

然が多く存在しており、配慮書に示されたような調査

及び予測・評価を行うまでもなく、風力発電施設を建

設することは環境省が推進する生物多様性保全の観点

からきわめて損失が大きいと考えられることから、貴

社が(仮称)益田匹見風力発電事業について中止される

ことを要望する。 

クマタカやヤイロチョウなどの重要な野生動植物に

ついてこれらの種の生息に留意しながら現地調査を適

切に実施し、また、専門家等からの助言を踏まえ、適

切に事業計画を検討することで、影響低減を図ってま

いりたいと考えております。 

なお、風車を建設するヤード部では、沈砂池工事を

先行させるとともに、沈砂池出口から常時水流までは

十分な離隔を確保したうえで、周辺の林地に排水が地

下浸透できるようにいたします。また、沈砂池排水口

には地下浸透を促す対策を取ります。搬入路には道路

側溝と横断側溝を整備し、短い区間に区切って側溝か

らの排水を排出し、排水口には布団かごなどの濁水処

理対策を施すことによって、周辺への濁水の排水を防

ぐよう努めます。 

搬入路については、既存道路の拡幅や道路の新設な

どを行いますが、事前に地質調査を実施して土砂の流

出をさせないように工事計画を策定いたします。 

 

 

 

  



 

7.1-30 

(429) 

(意見書 4) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

29 当社は広島県山県郡北広島町西八幡原において、ス

キー場(施設名称■■)を経営する会社です。 

広島県西中国山地に抱かれた八幡高原には、四季を

通じて多くの観光客が訪れる場所です。広島県内外か

ら多くの観光客に来ていただき、自然を満喫して頂い

ています。八幡高原で冬場の観光として、沢山降る雪

を生かしてスキー場を運営し、冬場の観光に寄与して

います。また、冬場の雇用の場として、八幡地区住民

や匹見地区住民の雇用の場として、多くの地域住民の

方々がスキー場で働いておられます。 

今回の「益田匹見風力発電事業に係る計画段階配慮

書」(以降、当該計画と記す)に対して、当該計画の配

慮書を閲覧しての意見を述べさせて頂きます。 

益田匹見風力発電事業計画に対しては次に述べる理

由にて、建設反対の立場を強く主張させて頂きます。 

 

1.当該計画の区域について 

当該計画の事業実施想定区域(北東部)と、当社スキ

ー場区域の山頂(第 2 及び第 3 リフト降り場)との距離

は、約 1 キロ未満と極めて隣接した計画になっている

ように判断されます。如何に島根県区域内の計画であ

るとしても、スキー場においては経営環境・自然環

境・景観等に多くの問題が起きうると考えます。 

スキー場立地における影響として、弊社リフト降り

場山頂付近の標高は約 950m、当該計画の広島県寄り

の風力発電設置予定付近の標高は約 960m と極めて標

高差がない状況になります。この様な計画区域では、

風力発電機 4,000kW の高さ 134～155m もある巨大な風

力発電機は様々な問題が提議されます。 

 

①風力発電機の稼働に伴って発生する機械音及び風切

音の影響 

当該計画は、スキー場に極めて近距離に隣接し、風

力発電機から生じる機械音・風切音の影響が起きる。

また、風力発電機から生じる低周波音による、様々な

健康被害等が起きうる。 

 

注)■部は個人情報のため、伏字としました。 

風力発電機から生じる機械音や風切音については、

最新の防音対策を講じた機器を採用するなど、騒音の

低減に努めます。 

低周波音についても、調査、予測及び評価を実施す

るとともに、必要に応じて保全措置を検討・実施し、

低減に努めます。 

 

 

30 ②ブレードの回転、あるいは風力発電機自体の存在に

よる電波障害 

ブレード先端から翼端渦が下方に流れ去る。また、

風車の後流に円筒形の壁を作り外部流の混合を阻み、

なかなか風車後流の回復が難しい。この状況は、回転

から生じる風の影響をスキー場は受ける事となる。 

冬の降雪期に、稜線に沿って林立する大規模な風力

発電機が稼働することにより雪が降る環境が損なわれ

る事態が生じ、冬にスキー場の降雪条件に大きく影響

し、スキー場への積雪量や雪質変化が考えられ、経営

資源への重大な影響が起きる。 

 

 

これまでも積雪地域で風車が稼働している既設事例

はありますが、風車の稼働による降雪条件や雪質が変

化したという事例の報告はありません。 

今後も、最新の知見や事例等の収集に努めてまいり

ます。 

 

 

31 ③風車が起こす下流側への風の影響 

風によって葉を乾燥させている樹木に影響が生じ

る。具体的には立ち枯れ、生育不良が起きる、林業に

多大な影響が起きうる。 

 

スギやヒノキなどの造林地の分布についても、現地

調査により確認いたします。本事業により直接改変さ

れる程度についても準備書にてお示ししてまいりま

す。 

  



 

7.1-31 

(430) 

(意見書 4 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

32 ④大規模な風力発電機が林立することによる景観上の

影響 

自然あふれる景観の中、スキー・ボード等を楽しみ

にお越しになったお客様に、低周波音の健康被害が予

測される風車群は興ざめ以外の何物でもない。スキー

場はもとより、一年を通じて自然環境の素晴らしさを

売りにして、事業している事業者にとって、その事業

を害するといっても過言ではない。 

 

 

スキー場の眺望景観をはじめ、四季の自然景観への

影響を極力低減するよう、検討してまいります。 

低周波音について苦情等が生じた場合には、まずは

どのような状況であるのかを現地調査等により把握す

ることに努めます。また、必要に応じて専門家等から

も意見を伺い、状況に応じた対応策を検討いたしま

す。 

33 ⑤計画されている風力発電機から生じる様々な影響の

データ不足 

出力 4,000kW 以上となる巨大な風車が、内陸部の風

力発電に使用された例はなく、騒音も含め人体に対す

る影響の度合いも計り知れない。 

 

 

騒音については、人の健康の保護に資する上で維持

されることが望ましい基準である「騒音に係る環境基

準」や、風力発電機からの騒音についての最新の知見

である「風力発電施設から発生する騒音に関する指針

について」（環境省、平成 29 年 5 月）等に示されてい

る評価方法を参考に行います。 

今後も最新の知見の収集に努めつつ、また、調査、

予測及び評価の結果を踏まえ、環境保全措置を検討し

てまいります。 

34 2.八幡高原の自然環境への影響 

四季折々の自然景観等を観光資源とする、八幡高原

において次に記載する内容が影響として考えられる。 

①回転するブレードへの鳥類の衝突など、動物の生息

環境に対する影響が生じる。八幡高原に所在する湿原

等の環境破壊が起きうる可能性が極めて大きい。 

 

 

 

現地調査を実施し、事業実施想定区域及びその周辺

に分布する植物群落について把握し、現存植生図を作

成いたします。また、各群落が直接改変される割合等

について、事業計画を重ね合わせて検討することによ

り、環境影響の低減に努めます。 

35 ②大型風力発電機の林立は、臥竜山からの自然美溢れ

る眺望が大きく損なわれ、八幡高原周辺の観光資源へ

の影響が大きく生じる。 

八幡高原周辺の観光に影響を及ぼすことのないよ

う、眺望景観への影響を極力低減するべく検討してま

いります。 

36 ③自然あふれる景観を楽しみにお越し頂いたスキー客

にとって、風車群は興ざめ以外の何物でもない。冬の

スキー場はもとより、春夏秋において自然環境の素晴

らしさを提供する八幡高原にとって、その自然環境を

侵害するものである。 

スキー場の眺望景観をはじめ、四季の自然景観への

影響を極力低減するよう、検討してまいります。 

 

37 ④航空障害を防ぐ夜間照明が点滅するため、静寂な環

境が破壊され、ストロボ現象による心身への影響が懸

念される。 

航空障害灯は、航空法の規定に基づき設置が義務付

けられている設備です。 

本事業では最大 15 基程度の風力発電機を設置する

計画ですが、そのうちどの風力発電機に航空障害灯を

設置する必要があるか、関係機関と十分協議を進めて

まいります。 

38 ⑤西中国山地の自然環境は、広島県と島根県との脊梁

部に展開する自然であり、両県の自然環境が保全され

て成り立ち、鳥獣等も生息する環境です。県境を越え

れば開発が可能とする姿勢は環境破壊に通じるもので

ある。 

動植物にかかる現地調査を実施し、重要な動植物の

生息、生育状況を適切に把握してまいります。その結

果や有識者の助言を踏まえ、影響を低減できるよう、

適切に事業計画や環境保全措置等を検討してまいりま

す。 

  



 

7.1-32 

(431) 

(意見書 4 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

39 以上が、今回公表された「益田匹見風力発電事業に

係る計画段階環境配慮書」を閲覧させて頂き、計画段

階での意見とさせていただきます。 

当該配慮書に記載されている内容は、不明確な内容

が多いと感じております。 

北広島町八幡において開催された住民説明会も、事

業者としての説明内容も乏しいものであり、説明会を

開催したという既成事実をつくるためのものではない

かと疑いたくなる説明会であった。 

不安に思う北広島町民や益田市民が質問をしても、

不明確な内容説明であり、会社側の回答も中途半端な

内容であり、立場が悪くなると現段階では説明する必

要がないというスタンスで言い出すような状態で、説

明会を開く必要は無いと言い出す状況でした。開発に

対する不信が高まったと感じています。 

自然環境や景観への影響予測などを示す配慮書であ

る以上は、大まかでもある程度の説明責任は開発者側

にあるのではないでしょうか。 

配慮書の説明会では、事業計画の熟度が低い段階で

の説明会であったため、事業に関する詳細なご説明が

できませんでした。方法書以降の説明会では、事業計

画の熟度が高まり調査方法も決定しますので、ご説明

する内容もより充実すると考えています。 

住民の皆様への丁寧な説明の中で、弊社への信頼を

高めて頂けますように努めます。 

 

 

 

(意見書 5) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

40 匹見川は、何度も水質日本一となった高津川の水質

を維持する上で中核となる河川である。事業予定地

は、その匹見川のまさに源流部である。径 100～120m

の風車の部材を搬入する為には、作業道や搬入路は高

い直線性が要求される。 

当該地は、中生代白亜紀の流紋岩～デイサイト質凝

灰岩であり、風化土は粘性が小さく崩れ易い。地形図

を見ると稜線部はなだらかであり、巨大な地すべり地

形も認められる。この様な場所で大型の搬入路を建設

すると、斜面の崩壊や土砂の流出はまぬがれない。土

砂の流出が発生すると、匹見川の水質と生態系に壊滅

的な打撃となる事が予想される。 

従って私は、この計画には甚大な危惧を抱いてい

る。 

風車を建設するヤード部では、沈砂池工事を先行さ

せるとともに、沈砂池出口から常時水流までは十分な

離隔を確保したうえで、周辺の林地に排水が地下浸透

できるようにいたします。また、沈砂池排水口には地

下浸透を促す対策を取ります。搬入路には道路側溝と

横断側溝を整備し、短い区間に区切って側溝からの排

水を排出し、排水口には布団かごなどの濁水処理対策

を施すことによって、周辺への濁水の排水を防ぐよう

努めます。 

搬入路については、既存道路の拡幅や道路の新設な

どを行いますが、事前に地質調査を実施して土砂の流

出防止に配慮した工事計画を策定いたします。 

 

  



 

7.1-33 

(432) 

(意見書 6) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

41 匹見町道川地区の大規模な風力発電施設計画に対し

て、深く憂慮しています。この地域は清流高津川の源

流域にあたり水質日本一に貢献した最も綺麗な水の供

給源です。この地域の豊かな山々の保全なしには地域

の宝である清流高津川が再び水質日本一に返り咲くこ

とはありえないでしょう。 

この地域の多くの貴重な動植物が計画によって大き

く影響を受けることが懸念されますが、その中でも最

初に致命的な打撃を受けるのが源流に生息するゴギ

Salvelinus leucomaenis imbrius(Jordan & 

McGregor1925)：島根県絶滅危惧 I 類だと考えます。

ゴギは日本の淡水魚の中で河川の最上流域に生息する

イワナの地方亜種です。本来北極圏の魚であるイワナ

類は、氷河期に南の地域まで生息域を広げ、氷河の後

退とともに水の冷たい源流域に取り残された「氷河遺

存種」と呼ばれる魚です。さらに高津川のゴギは日本

のみならず世界のイワナ類の中で最も西南限に分布し

ています。それはかつての氷河の後退から取り残され

た歴史が最も古いことを意味する世界的に極めて貴重

な魚なのです。 

ゴギは高津川水系の中でも計画にある道川地区源流

部に最も多く生息し、秋になると普段魚が棲めないよ

うな小沢の細流に遡って産卵します。ゴギにとって脅

威なのはそういった小沢が本体設置工事、作業道建設

工事のための砂泥で覆われてしまうこと。また山頂の

森林が切り開かれることによって日光が源流に届き、

恒常的に水温が上昇してしまうことです。この計画は

世界中の魚類学者が注目する希少種「ゴギ」の地域絶

滅を招く致命的な環境破壊をもたらします。 

再生可能エネルギーの開発を否定するものではあり

ませんが、計画エリアは地域の宝である清流高津川の

要である源流域です。かけがえのない自然環境を未来

につなぐことがこの地域に住む私たちの使命であるこ

とを認識し、計画を断念されることを強く望みます。 

現地調査においては、事業実施想定区域及びその周

辺におけるゴギについても生息状況の把握に努めてま

いります。また、生息する小沢への影響を回避又は極

力低減できるよう、有識者からの助言も踏まえ、事業

計画や環境保全措置等を適切に検討してまいりたいと

考えております。 

 

 

 

(意見書 7) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

42 高津川の支流の一つである匹見川の源流域で道路の

拡張や発電機の基礎を入れること、そして、森林を伐

採(特にブナ、ミズナラ林)することは、下流域そして

海にまで大きな影響を与えるものと考えられる。特

に、にごり、水量の減少等、工事が行われる地域だけ

でなく下流域への環境アセスを行っていただきたい。 

また、クマタカ等の営巣場所そして山陰固有種のゴ

ギなどの生息環境を分断することにもつながり、レッ

ドデータブックに記載されている多くの生物の影響も

大きなものになると考えられる。これらの目に見えに

くい点についても、工事を考えておられる側から責任

をもって市民にきちんと伝えるべきだと思う。持続性

とは何か、CO2 の減少だけでなく、環境に生息してい

る生物にとっても、そして、25 年後に発電ができな

くなった時のことも考えていただけるとよろこびま

す。 

濁水による影響に関しては、事業実施想定区域及び

その周辺で現地調査を行った結果や事業計画等を踏ま

え、適切に予測してまいります。また、クマタカ等の

重要な動物については、現地調査を実施して、その生

息状況を適切に把握してまいります。その結果や有識

者からの助言を踏まえ、影響が回避又は極力低減でき

るよう事業計画や環境保全措置等を検討してまいりま

す。 

目に見えにくい点に関しても、方法書に記載の調査

方法を以って調査し、責任をもってお伝えすることが

できるように努めます。 

まずは、弊社として持続的に発電を行うことに努め

てまいります。本事業終了後の撤去等に関しまして

は、2018 年 7 月 31 日付資源エネルギー庁発表「廃棄

費用（撤去及び処分費用）に関する報告義務化につい

て」の方針にしたがい、適切な措置をとってまいりま

す。 

 



 

7.1-34 

(433) 

(意見書 8) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

43 当該事業の風車建設予定地は、高津川水系匹見川本

流の水源地を含み、事業実施により高津川流域全体に

多大な影響を及ぼすものと考える。配慮書 4.4-2 の表

4.4-1(2)に水域の直接改変を行わないため、水生生物

には重大な影響がないとの評価結果が記載されている

が、水源となる森林の消滅、土砂の大量流入等に伴い

広い範囲に影響がある可能性が高く、不適切な評価で

あると考える。 

特に当該地域はゴギ、ナガレタゴガエル、カスミサ

ンショウウオ等の希少な水生生物の生息域となってい

る事から、この評価結果については、地元専門家の意

見等を取り入れ再考されることを要望する。 

方法書以降の手続きにおいては、工事中の影響に関

しても取り上げてまいります。現地調査においては水

生生物にかかる調査を実施し、事業実施想定区域及び

その周辺における生息状況を把握してまいります。 

この結果や有識者からの助言を踏まえ、影響が回避

又は極力低減できるよう、事業計画や環境保全措置等

を検討してまいります。 

 

44 また、防災上の観点からも山の尾根に巨大風車を連

なることは大規模な土砂災害を誘発することが容易に

想像され、特に耐用年数経過後の撤去、メンテナンス

に関して、大変な不安を覚えるものである。 

前記の観点から、当事業の実施について再考され、

計画を中止されることを強く要望する。 

ボーリング等の地質調査を実施したうえで、法面の

安定を考慮した造成設計を行うとともに、適切な雨水

排水設備や土砂流出防止対策を施します。 

また、本事業終了後の撤去等に関しましては、2018

年 7 月 31 日付資源エネルギー庁発表「廃棄費用（撤

去及び処分費用）に関する報告義務化について」の方

針にしたがい、適切な措置をとってまいります。 

 

(意見書 9) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

45 恥ずかしながら、こういう計画が市内の匹見でもち

上がっていることも知らずにいた。広報はどういう風

にされていたのだろうか。偶然に知ったのだが、簡単

に導入するような計画ではないと思う。山、川の自然

への環境破壊が心配だし、付随しておこる現在の風水

害にも影響を与えると思うと、地域住民の意見をもっ

と取り入れるべきだと思う。 

アジア風力発電会社がどのような規模の会社かは存

ぜぬが、設置はたやすくとも、長い年月での痛み、メ

ンテナンス、倒壊等を思うとき、責任の負える会社な

のか不安がある。 

何にしても、時間をゆっくりかけて市民全員で話し

合う必要があると思う。 

配慮書の縦覧に係る広報は、「広報ますだ」(令和元

年 8 月号)や浜田市・北広島町・安芸太田町の広報

誌、島根県内・広島県内の日刊新聞紙の広告欄、弊社

ホームページへの掲載などにより行いました。また、

各市町において約 1 か月間の縦覧を行いました。 

方法書の作成にあたっては、配慮書へのご意見等を

踏まえ検討いたします。 

今後も、地域住民の皆様へ直接説明する機会を設

け、本事業への安心と弊社への信頼を得られるよう努

めます。 

 

  



 

7.1-35 

(434) 

(意見書 10) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

46 事業実施想定区域付近は清流日本一になったことも

多い高津川の源流の 1 つになっている地域であり、小

さな沢が数多く存在している。その近辺には釣り等で

よく訪れているが、名もない小さな沢にもゴギやカス

ミサンショウウオ等の希少な生物が生息しており、重

要な繁殖地にもなっている。今回の事業を進めていく

ことで、そういった生物の生息がおびやかされるので

はないかと危惧している。ゴギについては、匹見が生

息域の南限に近い位置であることから、風力発電所を

設置することで、それらの環境が失われ、益田市の魅

力の 1 つが失われてしまうことにもつながるのではな

いかと考える。「清流日本一」という看板を失った高

津川流域の観光や生産物にも、他地域に PR できるブ

ランドを失いかねない重要な問題ではないだろうか。 

現地調査においては水生生物にかかる調査を実施

し、事業実施想定区域及びその周辺における生息状況

を把握してまいります。この結果や有識者からの助言

を踏まえ、影響が回避又は極力低減できるよう、事業

計画や環境保全措置等を検討してまいります。 

なお、風車を建設するヤード部では、沈砂池工事を

先行させるとともに、沈砂池出口から常時水流までは

十分な離隔を確保したうえで、周辺の林地に排水が地

下浸透できるようにいたします。また、沈砂池排水口

には地下浸透を促す対策を取ります。搬入路には道路

側溝と横断側溝を整備し、短い区間に区切って側溝か

らの排水を排出し、排水口には布団かごなどの濁水処

理対策を施すことによって、周辺への濁水の排水を防

ぐよう努めます。 

搬入路については、既存道路の拡幅や道路の新設な

どを行いますが、事前に地質調査を実施して土砂の流

出防止に配慮した工事計画を策定いたします。 

 

(意見書 11) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

47 計画地は貴重な動植物の生息地です。周辺に相次い

で風力発電所の建設が計画されており、大変な状況で

す。匹見の自然だけでなく、清流高津川の源流部での

計画であり、慎重な対応が必要と考えます。大切な自

然環境を保護する観点から、本計画を中止していただ

くよう要望します。 

今後実施する現地調査の結果や有識者からの助言等

を踏まえながら、動植物にかかる影響を極力低減でき

るよう、適切に事業計画を検討してまいります。 

 

 

(意見書 12) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

48 配慮書及び要約書の交付を希望する。縦覧の場所で

はゆっくりと見られない。各地区での説明も必要と思

う。 

配慮書及び要約書については、令和元年 8 月 6 日か

ら 9 月 5 日までの 1 か月間、島根県益田市・浜田市、

広島県北広島町・安芸太田町及び広島県庁において、

計 12 箇所で縦覧いたしました。 

今後、方法書手続きにおいては、島根県益田市・浜

田市、広島県北広島町・安芸太田町の 12 箇所で縦覧

し、7 箇所で住民説明会を開催いたします。 

 

  



 

7.1-36 

(435) 

(意見書 13) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

49 配慮書 p.23 に記載されているように、弥栄町を中

心とし他事業所を含めた大型風力発電機が計画通り実

施されれば、計 73 基が乱立されることになる。弥栄

町民は、現在稼働中のウインドファーム浜田の風力発

電機を建設させたことに後悔しており、配慮書の意見

を述べるまでもなく建設計画を中止していただきた

い。理由は以下の通り。 

1.複数の事業者はそれぞれ風力発電機建設を計画して

いるが、益田市環境審議会を傍聴した際も複合的な影

響は「国等の指摘を手探りの状態で」と回答してい

た。乱立した場合の複合的な影響は明確ではない状態

で、予測、回避などできるとは思えない。 

既設風力発電所と本事業の累積的な影響について

は、現地調査を行い現状を把握した上で、その影響の

程度を予測、及び評価を実施します。また、その結果

を踏まえ事業計画を検討いたします。 

 

50 2.現在弥栄町で稼働中のウインドファーム浜田の風力

発電機からの騒音、超低周波の健康被害の可能性が出

ている。風力発電機からの直接距離は約 5km 地点であ

り、健康被害まではいかないが 8km 地点でも音が確認

されている。騒音、超低周波は個人差、地形のつく

り、風向き等により複雑な影響で人体に影響を及ぼ

す。今回、風力発電機から 2km の範囲のみ想定してい

ることから、この複雑な影響を回避、低減できるとは

思えない。また「重大な影響」と記載しているが、健

康被害は重大でなくとも不快な思いを 1 人でもさせて

はならない。 

現在、稼働中のウインドファーム浜田の例から、建

設後の健康被害調査、対応は全くできておらず住民は

建設後、どのような事があっても相談、対応できる場

所がないことが実例である。 

益田市環境審議会で貴社は風力発電機から距離につ

いて「距離の決まりはない」と答えていた。この様な

配慮のない貴社に対し不信感を持った。 

騒音については、人の健康の保護に資する上で維持

されることが望ましい基準である「騒音に係る環境基

準」や、風力発電機からの騒音についての最新の知見

である「風力発電施設から発生する騒音に関する指針

について」（環境省、平成 29 年 5 月）等に示されてい

る評価方法を参考に評価を行います。 

今後も最新の知見の収集に努めつつ、また、調査、

予測及び評価の結果を踏まえ、環境保全措置を検討し

てまいります。 

 

51 3.景観について、弥栄町からは風力発電機は一切見え

てはならない。ウインドファーム浜田の風力発電機が

どこからでも見える景観は、信号もコンビニもない手

つかずの自然の景観を台無しにした経緯から、当然貴

社の計画に対しても同様である。匹見町の自然豊かな

景観を壊すようなことは自然破壊、匹見町、益田市の

イメージを崩すことになる。 

弥栄町からの眺望景観について、適切な調査、予測

及び評価を行い、その結果を踏まえて影響を回避・低

減するよう、配置の工夫など検討してまいります。 

 

52 4.動植物について、専門家のヒアリングからは「調査

されていないところ」「あまりデータがないところ」

と記載されている。この様に人さえも立ち入ったこと

が少ない場所に、巨大風力発電機建設による改変は動

植物の生息が危ぶまれる。また、湿原等の地区を直接

改変行わないから重大な影響がないと評価しているこ

とは、調査されていない場所に対する慎重さがないと

判断する。この様な評価結果を出す貴社に対し不信感

を持つ。 

今後実施する現地調査の結果や有識者からの助言等

を踏まえながら、動植物にかかる影響を極力低減でき

るよう、適切に事業計画を検討してまいります。ま

た、湿原植生の分布についても現地調査により把握し

てまいります。 

 

  



 

7.1-37 

(436) 

(意見書 13 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

53 5.貴社に対する不信感 

1)上記 2.4 

2)地域住民に対し、早い段階で説明することは事業計

画策定ガイドライン(風力発電機)にも、事業計画策定

初期段階から地域住民に十分配慮するよう記載されて

いる。8月 21日八幡での説明会では、説明会用の資料

配布もなく(後日郵送)、地元道川、益田市では「配慮

書の段階で説明会を開く予定はない」と断言した。

FIT 制度終了後、それを外れても事業は進むのかの回

答も曖昧であった。 

 

以上、建設後、影響が起きた場合、その場を離れて

いくのは人であり動植物である。弥栄の自然と環境を

まもる会では益田匹見風力発電事業の計画に対し、風

力発電機建設を経験している地域として反対する。 

 

方法書以降の説明会では、説明会用の資料配布を行

い、住民の皆様に信頼を頂けるように丁寧に説明して

参ります。 

現状、FIT 制度の見直し前に、本事業の実施は可能

と考えております。FIT 見直し後の事業となった場

合、その時の総合的判断の中で事業の実施可否を決定

致します。 

今後は、周辺住民の皆様からの信頼を得られるよ

う、適切な調査を行い、丁寧な説明を行うように努め

ます。 

 

 

(意見書 14) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

54 1.景観へ弥栄から風車は絶対に見えてはならない。 弥栄町からの眺望景観について、適切な調査、予測

及び評価を行い、その結果を踏まえて影響を回避・低

減するよう、配置の工夫など検討してまいります。 

55 2.複合的な影響へ、すでに既存の風車があり、複合的

な影響の予測、評価がない。又は不足。ここがはっき

りしないと、集中して建設される地域としてはたまっ

たもんではない。 

既設風力発電所と本事業の累積的な影響について

は、現地調査を行い現状を把握した上で、その影響の

程度を予測、及び評価を実施します。また、その結果

を踏まえ事業計画を検討いたします。 

56 3.環境保全に住民の意見は何故入らないのか。建設反

対の意思はどこが受け止めてくれるのか。 

今後、方法書手続きにおいて調査、予測及び評価手

法を公表させていただきます。縦覧期間中において、

環境保全の見地からのご意見等を頂戴したいと思って

おります。また、住民説明会や各審査会等のご指摘を

踏まえ、調査、予測及び評価手法について見直し等を

行ってまいります。 

57 4.騒音、超低周波測定は、10km 以内で行うこと。実

際、弥栄町内では 5km 付近でも騒音あり。 

今後、事業計画等の進捗や、現地踏査による住居等

の環境配慮が必要となる施設等の分布状況を踏まえ、

騒音、低周波音の調査地点を設定いたします。 

58 5.クマタカの生息範囲は狭くなると、すでに野鳥の会

では意見している。 

クマタカについては、現地調査を実施して、その生

息状況を適切に把握してまいります。その結果や有識

者からの助言を踏まえ、影響が回避又は極力低減でき

るよう事業計画や環境保全措置等を検討してまいりま

す。 

59 6.下流(高津川)の影響の予測・評価がない。 事業実施想定区域から高津川の匹見川合流点までの

直線距離が約 28km あることから、直接、高津川での

予測・評価は実施いたしません。なお、匹見川では方

法書以降の手続きにおいて予測・評価を実施いたしま

す。匹見川への環境影響を低減することで、高津川へ

の環境影響を低減できるものと判断しております。 

60 7.専門家からのヒアリングでは”データのないとこ

ろ”という意見が多い。そのような地区に手を入れる

ことは影響が予測できるとは思えない。建設工事着工

を 2023 年 3 月と言っていたが、この期間のスケジュ

ールで把握できるとは思えない。 

今後実施する現地調査の結果や有識者からの助言等

を踏まえながら、動植物にかかる影響を極力低減でき

るよう、適切に事業計画を検討してまいります。 

また、湿原植生の分布についても現地調査により把

握してまいります。 

 

 

 



 

7.1-38 

(437) 

(意見書 15) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

61 土地の改変による濁水の流入は必ずおきる。これまで

に工事で濁水が出なかったことはない。人が手を加え

て、低減などできるわけがない。この計画はやめてい

ただきたい。弥栄から風車は見えてはいけない。迷惑

だ。 

風車を建設するヤード部では、沈砂池工事を先行さ

せるとともに、沈砂池出口から常時水流までは十分な

離隔を確保したうえで、周辺の林地に排水が地下浸透

できるようにいたします。また、沈砂池排水口には地

下浸透を促す対策を取ります。 

搬入路には道路側溝と横断側溝を整備し、短い区間

に区切って側溝からの排水を排出し、排水口には布団

かごなどの濁水処理対策を施すことによって、周辺へ

の濁水の排水を防ぐよう努めます。 

景観については、頂戴した情報も参考とさせていた

だき、今後も引き続き調査によりさらなる現況把握に

努めてまいります。 

また、現地調査結果を踏まえ、植生や地形を生かし

て風車を可能な限り遮蔽するような配置を検討するな

どし、本事業による景観への影響を回避・低減するよ

う検討してまいります。 

 

(意見書 16) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

62 匹見町は、とてもきれいなところです。風車を建設す

ること自体が、環境破壊ではないですか。もう、風車

はいりません。 

匹見町に及ぼす環境影響を科学的見地から評価し、

その影響を低減できるように努めます。住民の皆様に

も本事業を御理解頂けるよう、今後とも丁寧に説明さ

せて頂きます。 

 

(意見書 17) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

63 配慮書は、事業者が目的を達成するためのもの。私

たちとっては、この計画は全く必要がないものであ

る。環境保全から考えると、この計画を実施すること

が、全く保全などできるわけがない。 

弥栄町の風車建設後、いい事など一つもなく、川の

濁り、崩落、騒音、景観、とても影響がないとは思え

ない。 

建設された地に住んでいた者として、風車は建設し

てはいけません。 

平成 30 年 7 月に閣議決定された第 5 次エネルギー

基本計画では、2050 年に向けて再生可能エネルギー

源の電力を「主力電源化」することが目指されており

ます。また、島根県でも島根県再生可能エネルギーの

導入に関する条例に基づき、風力発電導入の目標を

240,000kW 程度と定められております。 

本事業では、前記の社会情勢に鑑み、クリーンな再

生可能エネルギーを供給することで、地球環境保全に

貢献することを考えております。 

本事業が及ぼす環境影響を今後科学的見地から評価

し、その影響を回避・低減できるように努めます。住

民の皆様にも本事業を御理解頂けるよう、今後とも丁

寧に説明させて頂きます。 

 

(意見書 18) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

64 弥栄町の風景は、風車により台無しです。弥栄から風

車は絶対見えないようにして下さい。重要景観地区だ

け考えればいいというものではありません。 

弥栄町からの眺望景観について、適切な調査、予測

及び評価を行い、その結果を踏まえて影響を回避・低

減するよう、配置の工夫など検討してまいります。 

 

  



 

7.1-39 

(438) 

(意見書 19) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

65 周辺地区に計画されている風車と、現在建っている

風車の数が 73 基あります。これだけ集中して建てれ

ば環境に影響がない訳がありません。複合的な予測が

出来ない限り、この計画を進めるべきではけっしてな

いと思います。 

既設風力発電所と本事業の累積的な影響について

は、現地調査を行い現状を把握した上で、その影響の

程度を予測、及び評価を実施します。また、その結果

を踏まえ事業計画を検討いたします。 

66 また、匹見地区には清流があり、ヤマメ、ゴギ、ア

マゴをはじめ数多くの生物が生きています。それを求

め、釣り師等が禁漁期を明け清流に足を踏み入れま

す。風車建設で景観が変わればどうでしょう。最悪で

す。山々が少しずつ崩れ、石、岩が清流に流れたらど

うでしょう。まだまだ予測される危険以外の事もあろ

うと思います。その中での建設絶対に間違っておりま

す。“筋”を通して下さい。断固反対です。 

計画を進めるにあたり、ボーリング等の地質調査を

実施したうえで、法面の安定を考慮した造成設計を行

うとともに、適切な雨水排水設備や土砂流出防止対策

を施します。 

 

 

(意見書 20) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

67 私は、現在上記住所に居住しておりますが、生まれ

育ったのは今回計画区域に隣接する弥栄町であり現在

も毎日通っております。弥栄町においては既に 29 基

の発電施設が稼働中である上に、新たな計画もあり、

加えて今回既存の施設に西側に大規模な計画があるこ

とを知り、配慮書に関し次のとおり意見を提出すると

ころです。 

また、計画自体への意見としては、本計画が実現し

ないことを切に願うところです。 

 

1.配慮書全般における事業者意識について 

本配慮書の予測結果等において、「直接の改変は行

わない」という文言がいたるところに出現する。この

事業を「直接の改変を行わないもの」という考え方自

体が事業者の自然環境に対する知識のなさと自然保護

意識の欠如と理解する。 

このような認識の人達が「クリーンエネルギー」と

か「環境に優しい」等と使い古された言葉をならべて

も、実際の運用において自然環境や地域住民の生活を

優先した判断がされるとは思われないし、信じられな

いところである。 

山の尾根筋に大規模な発電設備を作る。必然的に設

けられる道路は工事と管理のためであり、施設のため

の地盤調査はされても工事用等の道路の全区間に対し

て地盤や環境保護の視点からの対策がとられるとも思

わない。 

こうして完成した施設や道路は、決して「直接の改

変は行わない」レベルのものではなく、元の環境とは

激変したものであることを認識し、本配慮書の該当文

言にかかる部分の作成替えを行っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配慮書では既存資料の収集・整理を行い、それをも

とに予測及び評価を行いました。その際、「直接改

変」と「一部改変」に整理して検討することといたし

ました。 

今後、方法書手続きにおいて、調査手法、予測及び

評価手法について検討し、さらなる情報収集に努めて

まいります。 

 

 

  



 

7.1-40 

(439) 

(意見書 20 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

68 2.調査、予測及び評価の手法(4.2)について 

騒音及び超低周波音の予測手法 

国内の基準等に基づき設置予定範囲から 2km の範囲

について行われる手法となっているが、浜田市で稼働

中の発電施設においては今回計画の 2 分の 1 程度の規

模でも約 7km 離れた場所において、騒音被害の可能性

が出ている。当該被害可能性地域は、県境から遠く離

れているにもかかわらず広島県内の TV 放送も安定し

て鮮明に受信できる所であり、単に距離だけでは測れ

ない状況も考えられる。 

このことを踏まえ、発電施設からの見通し、風向き

等を方向別に検討し設置環境によっては 10km 程度の

調査は必要であると考えられるので行っていただきた

い。 

参考事例をもとに 2km という数値を設定されている

が、1 基当りの規模は当然影響すると考えられ、今回

計画のような大型の施設には最大限の慎重さを求め

る。 

加えて「風車の影」においては海外のアセス事例を

参考事例としているのに、騒音に関しては、国内の事

例というもの不自然であり、事業者にとって都合の良

い基準を求めたともとれる予測手法であると考える。 

 

騒音及び低周波音の現地調査は「風力発電施設から

発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29 年

5 月）や「低周波音の測定方法に関するマニュアル」

(環境庁、平成 12 年)等を参考に定量的な調査を実施

し、調査結果に基づいて風車騒音の定量的な予測・評

価を実施いたします。 

評価にあたっては、人の健康の保護に資する上で維

持されることが望ましい基準である「騒音に係る環境

基準」や、風力発電機からの騒音についての最新の知

見である「風力発電施設から発生する騒音に関する指

針について」（環境省、平成 29 年 5 月）に示されてい

る評価方法を参考に適切に行います。 

 

 

 

69 3.調査、予測及び評価の結果(4.3)について 

今回計画地においてはこれまで調査がされていない

と回答する専門家が複数いるなかで、動物に関し事業

実施想定区域に含まれないと判断する結果は早計であ

る。 

有識者 B 氏の結果概要においては、近隣における既

存及び計画中の施設との影響に踏み込む意見があり同

感である。他のエリアの調査の困難さも予想されてい

るが、「困難だからできない。行わない」」という次元

の話ではない。移動する生物への影響を考える上で

は、欠かすことのできないハードルと認識する。 

特に後発の事業者においては、ハードルが高くなる

のは当然の義務と理解し、他の事業者分施設との影響

を綿密に予測し、どのような対応が可能なのかを具体

的に示すことが今後のステップとして重要である。 

既設風力発電所と本事業の累積的な影響について

は、現地調査を行い現状を把握した上で、実行可能な

範囲でその影響の程度を予測、及び評価を実施しま

す。また、その結果を踏まえ事業計画を検討いたしま

す。 

70 有識者 E 氏の結果概要においては、沈砂池の設置が

記載されている。ダムのない高津川水系は森林から供

給される豊富なミネラル分が川、海へと運ばれ、水生

生物に好影響を与えている。沈砂池の存在はミネラル

分も沈殿させてしまうというダムと同様の結果をもた

らし水質への悪影響をまねくことが予想される。 

しかしながら工事や山林伐採後の降雨期による沢崩

れは規模の差こそあれ確実におこるため、E 氏の意見

も当然である。いずれにしても周辺河川への影響は避

けられないと考えられるが、事業者の具体的な対応を

明確にされたい。 

「森林から供給されるミネラル成分」とは、森林土

壌から供給される地下水が起源であると考えられます

が、風力発電所建設にかかる土地の改変は尾根の一部

の範囲に限定されますので、地下水集水域の減少は限

定的であり、地下水量や地下水質に与える影響は限定

的であると考えています。 

計画を進めるにあたり、ボーリング等の地質調査を

実施したうえで、法面の安定を考慮した造成設計を行

うとともに、適切な雨水排水設備や土砂流出防止対策

を施します。 

適切な濁水防止対策として、風車を建設するヤード

部では、沈砂池工事を先行させるとともに、沈砂池出

口から常時水流までは十分な離隔を確保したうえで、

周辺の林地に排水が地下浸透できるようにいたしま

す。また、沈砂池排水口には地下浸透を促す対策を取

ります。搬入路には道路側溝と横断側溝を整備し、短

い区間に区切って側溝からの排水を排出し、排水口に

は布団かごなどの濁水処理対策を施すことといたしま

す。 

 



 

7.1-41 

(440) 

(意見書 21) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

71 環境、動植に与える影響は大きく、計画は中止して

ほしい。高津川の影響が心配され、一級河川の称号は

なくなる可能性が大きい。上流区域を掘削すること

は、環境破壊同然である。 

今後実施する現地調査の結果や有識者からの助言等

を踏まえながら、動植物にかかる影響を極力低減でき

るよう、適切に事業計画を検討してまいります。 

なお、ご存じのことと思いますが、一級河川は国

（国土交通省）が管理する河川のことを指します。し

たがいまして、河川管理者の変更がない限りは、一級

河川の称号がなくなることはありません。 

 

(意見書 22) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

72 風力発電の乱立としか言い様がない。 

影響があるのは当然のこと。一級河川高津川の維持

は不可能であるため、この計画は絶対に反対である。 

何故、反対意思のある場所に建て続けようとするの

か。この制度そのものが住人無視のやり方である。 

市、県、国の環境審議会は計画実現のための審議

か? 明らかに影響があるのに止めない理由は何か? 

この計画は中止すべき。 

風力発電機が多く建設されることによる環境への影

響は、累積的影響の検討などにより、科学的に評価す

るように努めます。 

河川に関しては、匹見川への濁水混入を低減するよ

う、風車を建設するヤード部では、沈砂池工事を先行

させるとともに、沈砂池出口から常時水流までは十分

な離隔を確保したうえで、周辺の林地に排水が地下浸

透できるようにいたします。また、沈砂池排水口には

地下浸透を促す対策を取ります。 

搬入路には道路側溝と横断側溝を整備し、短い区間

に区切って側溝からの排水を排出し、排水口には布団

かごなどの濁水処理対策を施すことによって、周辺へ

の濁水の流出を防ぐよう努めます。 

匹見川への濁水混入を低減させることで、下流域の

高津川に対しても水質維持ができると判断しておりま

す。 

 

(意見書 23) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

73 配慮書に示された調査、予測をするまでもなく、影

響は大きい。 

全ての計画が実施されれば、20km 範囲内に 73 基の

風車が存在することになる。影響がないわけがない。 

計画中止を強く要望する。 

風力発電機が多く建設されることによる環境への影

響は、累積的影響の検討などにより、科学的に評価す

るように努めます。 

 

(意見書 24) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

74 これだけ集中して風力発電が必要か。 平成 30 年 7 月に閣議決定された第 5 次エネルギー

基本計画では、2050 年に向けて再生可能エネルギー

源の電力を「主力電源化」することが目指されており

ます。また、島根県でも島根県再生可能エネルギーの

導入に関する条例に基づき、風力発電導入の目標を

240,000kW 程度と定められております。また、島根県

でも島根県再生可能エネルギーの導入に関する条例に

基づき、風力発電導入の目標を 240,000kW 程度と定め

られております。本事業では、前記の社会情勢に鑑

み、クリーンな再生可能エネルギーを供給すること

で、地球環境保全に貢献することを考えております。 

風力発電機が多く建設されることによる環境への影

響は、累積的影響の検討などにより、科学的に評価す

るように努めます。 



 

7.1-42 

(441) 

(意見書 24 続き) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

75 現在、低周波問題が出ているが、身体にどのような

問題があるのか。 

風力発電機から生じる機械音や風切音については、

最新の防音対策を講じた機器を採用するなど、騒音の

低減に努めます。 

低周波音についても、調査、予測及び評価を実施す

るとともに、必要に応じて保全措置を検討・実施し、

低減に努めます。 

なお、「風力発電施設から発生する騒音に関する指

針について」(環水大大発第 1705261 号 平成 29 年 5

月 26 日 環境省水・大気環境局長)によると、「風力

発電施設から発生する超低周波音・低周波音と健康被

害については、明らかな関連を示す知見は確認できな

い。」とされています。 

 

(意見書 25) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

76 匹見川から下流域、高津川の水質保全は保障できる

のか? 

匹見川への濁水混入を低減するよう、風車を建設す

るヤード部では、沈砂池工事を先行させるとともに、

沈砂池出口から常時水流までは十分な離隔を確保した

うえで、周辺の林地に排水が地下浸透できるようにい

たします。また、沈砂池排水口には地下浸透を促す対

策を取ります。 

搬入路には道路側溝と横断側溝を整備し、短い区間

に区切って側溝からの排水を排出し、排水口には布団

かごなどの濁水処理対策を施すことによって、周辺へ

の濁水の排水を防ぐよう努めます。匹見川への環境影

響を低減することによって、高津川の環境影響も低減

できると判断しております。 

 

(意見書 26) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

77 電力の必要性は感じているが、西中国山地でも春の

新緑、秋の紅葉としても有名地であり、素晴らしい渓

谷美や景観(奥匹見峡、表匹見峡など)が見られるとこ

ろでもあり、ウォーキングでも有名である地域でもあ

るため、環境保全の意味でも事業建設には反対であ

る。 

本事業が及ぼす環境影響を科学的見地から評価し、

その影響を低減できるように努めます。住民の皆様に

も本事業を御理解頂けるよう、今後とも丁寧に説明さ

せていただきます。 

 

 

(意見書 27) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

78 現在、動いている風車と計画されている風車が建設

されれば計 73 基の大型風車が乱立される。生活して

いる私達や動植物にとっては 1 社だけの問題ではな

い。複合的な影響がしっかり予測できていない。意見

するまでもなく計画は中止していただきたい。 

風力発電機が多く建設されることによる環境への影

響は、累積的影響の検討などにより、科学的に評価す

るように努めます。 

 

  



 

7.1-43 

(442) 

(意見書 28) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

79 弥栄に風車が建設されたことに後悔している。どこ

からでも風車が見えること。改変しない地区の存在ま

でがなくなってしまった。 

匹見は弥栄より更に自然環境が豊で、そこに風車を

建設するということは、清流高津川まで影響を及ぼ

す。 

この計画は経験している弥栄町民だからこそ反対を

希望する。 

頂戴した情報も参考とさせていただき、今後も引き

続き調査によりさらなる現況把握に努めてまいりま

す。 

また、現地調査結果を踏まえ、植生や地形を生かし

て風車を可能な限り遮蔽するような配置を検討するな

どし、本事業による景観への影響を回避・低減するよ

う検討してまいります。 

匹見川への濁水混入を低減するよう、風車を建設す

るヤード部では、沈砂池工事を先行させるとともに、

沈砂池出口から常時水流までは十分な離隔を確保した

うえで、周辺の林地に排水が地下浸透できるようにい

たします。また、沈砂池排水口には地下浸透を促す対

策を取ります。 

搬入路には道路側溝と横断側溝を整備し、短い区間

に区切って側溝からの排水を排出し、排水口には布団

かごなどの濁水処理対策を施すことによって、周辺へ

の濁水の排水を防ぐよう努めます。匹見川への環境影

響を低減することによって、高津川の環境影響も低減

できると判断しております。 

 

(意見書 29) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

80 私たちは、北広島町八幡地区に居住する 10 代～50

代男女の有志で構成する「集まって話す会」です。

「八幡地域の未来はどのようなものだろうか」という

ことを考えています。これから 50 年先もこの地域で

住み続ける私たちは、いのちと環境を次世代につなぐ

責任があります。これまでメンバーで話し合った内容

を意見書として提出します。 

現代の社会情勢として、化石燃料の枯渇や、温室効

果ガス排出問題など、地球環境を人類全体で考えてい

く必要があります。風力発電は、CO2 の削減や、放射

性廃棄物など環境破壊につながる物質を発生させない

利点から、必要な技術であることも認識しています。

一方で、未来を生きる私たちがやっていくべきことは

エネルギーを作り続けることではなく、使うエネルギ

ーを減らすことです。 

先日の住民説明会や、配慮書では、不明点が多く、

地域の誇りである「景観」や「自然環境」、それがも

たらす「安全で健康的な暮らし」が守られるかどうか

について、確認することができませんでした。また、

私たちは、突然かつ連続する風力発電建設計画に混乱

しています。このことを考えるために、貴重な時間も

費やしています。八幡地域の周辺部に大型風力発電施

設が建設された時、どのような影響が自分たちにある

のか、想像もつきません。 

「騒音や低周波」「景観」「安全対応」「自然環境」

の面で、しっかりとした根拠のある調査をしてくださ

い。また、地権者だけでなく、建設地やその周辺住民

と事業者との対話の場を作ってください。私たちの不

安が全て取り除かれ、住民全員の合意のものと、風力

発電建設計画を進めてほしいと考えますので、(仮称)

益田匹見風力発電事業に調査方法や情報共有あり方に

ついて、再検討していただくことを希望します。 

今後、事業計画の熟度が高まり、環境影響評価の内

容も次第に決まってきますので、ご心配の事柄につい

ても丁寧にご説明できると考えています。具体的に

は、方法書手続きにおいて、調査手法、予測及び評価

手法について客観的に検討し記載いたします。 

また、方法書手続きにおいては、島根県益田市・浜

田市、広島県北広島町・安芸太田町の 12 箇所で縦覧

し、7 箇所で住民説明会を開催いたします。 

現地調査にあたっては、住民説明会等におけるご意

見や意見書等も踏まえ、調査計画を検討いたします。 
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(意見書 30) 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

81 私たち西中国山地自然史研究会は、1994 年の発足

以来、八幡高原を中心とする西中国山地で、自然を調

査し、その普及啓発と保全に努めてきました。設立の

八端となったのは、旧芸北町が提唱した『芸北田園空

間博物館構想』です。この構想は、町域全体を博物館

とみなし、そこに生息生育する生きものをはじめ、風

土と人の営みによって作られた景観や文化までも、そ

のまま「田園空間博物館の収蔵物」とみなし、保存、

研究、展示をしていくというものです。この構想に賛

同しながら、地域の自然を見つめ、人の暮らしに寄り

添い、活動してきました。主な成果として、八幡湿原

の自然再生事業(広島県、環境省)、高原の自然館活動

(農林水産省補助により設立、北広島町教育委員会)、

芸北茅プロジェクトによる草原の保全(北広島町教育

委員会など)があります。 

以下、会の方針を再掲した上で、配慮書について、

当地における専門家としての意見を述べます。 

 

当会の基本姿勢 

・原子力発電は、地球環境にとってあまりにもリスク

が大きいため、将来的には廃止していくことが望ま

しい 

・原子力発電に頼らない社会のためには、風力や太陽

光を用いた発電や、薪の利用の促進など、自然エネ

ルギーを使うように暮らしを方を変えていく必要が

ある 

・自然エネルギーの活用においても、その行為が生態

系・暮らし・文化に与える影響について科学的に評

価した上で、事業地や事業内容を決定すべきである 

 

配慮書についての意見 

クマタカ、モリアブラコウモリ、シナノホヒゲコウモ

リを含む以下の種については、地域絶滅を発生させる

可能性が高く、影響の回避は困難と考えられます。 

 

・事業実施想定区域(以下、想定区域と言う)の周辺に

はクマタカ(環境省絶滅危惧種 IB 類)をはじめ、ヤ

イロチョウやミゾゴイなどの希少鳥類、その他の貴

重な野生動植物が生息している。また、想定区域の

周辺の里山ではサシバ(絶滅危惧 II 類)の繁殖も確

認されている。バードストライクによりこれら鳥類

への影響が懸念される。 

・モリアブラコウモリ(環境省絶滅危惧 II 類)、中国

地方のシナノホヒゲコウモリ(絶滅のおそれのある

地域個体群)、ヒナコウモリ、テングコウモリ(広島

県絶滅危惧 II 類)、ニホンテングコウモリ、モモジ

ロコウモリ(準絶滅危惧)などの希少なコウモリの生

息が確認されており、バットストライクによるコウ

モリ個体群への影響が懸念される。 

 

 

クマタカやサシバ等の猛禽類やそのほかの動植物に

関しても現地調査を実施し、事業実施想定区域及びそ

の周辺における生息状況を適切に把握いたします。ま

た、バードストライクの衝突リスクが定量的に予測で

きるよう、飛翔高度等を記録するなど現地調査時には

留意してまいります。 

コウモリ類について、バットディテクターを用いた

踏査による確認に加えて、捕獲調査による相の把握を

おこないます。また、高高度を飛翔するコウモリ類に

ついても調査を実施し、事業実施想定区域におけるコ

ウモリ類の飛翔状況を確認してまいります。 

事業計画や環境保全措置等の検討にあたっては、上

記も含めた現地調査結果や、有識者からの助言を踏ま

え、影響が回避又は極力低減できるような事業計画を

検討してまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・想定区域の周辺では既に風力発電施設が建設され、

また、複数の計画が立案されている。当該想定区域

の北約 5km の浜田市弥栄町から金城町にかけての弥

畝山山系にはウインドファーム浜田の風力発電機

(以下、風車と言う)29 基が既に稼働している。ま

た、その北側約 10km では、(仮称)島根風力発電が

12基の風車の建設を計画中である。さらに、ウイン

ドファーム浜田の 29 基のすぐ南側の尾根でも(仮

称)新浜田ウインドファームにより 17 基の風車の建

設が計画されている。(仮称)益田匹見風力発電を含

め、すべての風力発電施設の建設が計画通り実施さ

れれば、南北 20km、東西 10km の中に 73基もの巨大

風車が乱立することとなる。 

・日本野鳥の会島根県支部および本会会員により、こ

れらの風車周辺において 9 つがいのクマタカの生息

が確認されている。すべての風車が建設されるとバ

ードストライクだけではなく、繁殖阻害などの生息

地放棄を含め、当該地域のクマタカ個体群への影響

は計り知れないものがある。 

 

3.結論 

本事業は生態系に重大な影響を与え、生物多様性保

全の観点から損失が大きいことが予測されるため、慎

重に調査を実施した上で、影響を回避するためには、

事業の停止も含めた抜本的な計画の見直しが必要と考

えます。 
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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 60,000kW 

風力発電機の単機出力：3,200～4,300kW 級 

風力発電機の基数  ：最大 15 基程度 

※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、これを下回るよう出力制限により対応する。 

 

(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 

島根県：益田市匹見町道川地区（図 7.2-1 参照）。 

 

b. 事業実施想定区域の面積 

事業実施想定区域はすべて益田市域に含まれており、面積は約 525ha である。 
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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（衛星写真） 
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図 7.2-1(3) 事業の実施が想定される区域 
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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 

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あたっては、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 

  

（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 

（2）風況条件の確認（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確認 

（3）社会インフラの整備状況の確認（図 7.2-5 参照） 

既存道路等の状況を確認 

（4）法令等の制約を受ける場所の確認（図 7.2-6 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 

（5）環境保全上留意が必要な場所の確認（図 7.2-7 参照） 

環境保全上留意が必要な施設（学校、医療機関、福祉施設、住

宅等）の状況を確認 

事業性配慮 

規制配慮 

環境配慮 

事業性配慮 

（6）事業実施想定区域等の設定（図 7.2-8 参照） 

上記(1)～(5)を踏まえ、以下を設定した。 

・事業実施想定区域 

・風力発電機の設置予定範囲 
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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 

以下の条件及び背景を踏まえて、島根県益田市、浜田市、広島県山県郡北広島町及び安

芸太田町を検討対象エリアとした。検討対象エリアは図 7.2-3 のとおりである。 

・「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. 風況条件の確認 

検討対象エリアにおける風況図は図 7.2-4 のとおりである。 

「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 または 80m における年平均風速が約 7m/s 以上）の確認を行った。 

風況条件から抽出した候補地(以下、「候補地」という。)には、年平均風速が約 7m/s以上

の地点が存在する。 
 

c. 社会インフラ整備状況の確認 

候補地における、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。工事用資材

の搬出入経路として一般国道、一般県道及び既存道路（林道等）の既存道路が利用可能で

ある。アクセス道路として、一般国道 191号等が利用可能であるものの、事業実施想定区域

に至る一部の既存道路について拡幅の可能性があることから、事業実施想定区域に含める

こととした。 

今後、事業計画の熟度を高めていく過程において、可能な限り道路の新設による拡幅面

積の低減に努めながら、工事用資材等及び風力発電機等の搬入路としての使用を検討する。 
 

d. 法令等の制約を受ける場所の確認 

候補地における、法令等の制約を受ける場所の分布状況は図 7.2-6 のとおりである。 

候補地内には自然公園、保安林及び鳥獣保護区が存在する。 
 

e. 環境保全上留意が必要な場所への配慮 

候補地における、環境保全上留意が必要な場所の分布状況は図 7.2-7 のとおりである。 

候補地内には医療機関及び住宅が分布する。 
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f. 事業実施想定区域等の設定 

「（1）検討対象エリアの設定」から「（5）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 7.2-8 のとおり「事業実施想定区域」を設定した。 

・ 「（4）法令等の制約を受ける場所の確認」を踏まえ、国定公園及び鳥獣保護区を事業実施

想定区域から除外することとした。 

・ 「（5）環境保全上留意が必要な場所の確認」を踏まえ、医療機関及び住宅から 500m の範

囲※について、環境配慮のため事業実施想定区域から除外することとした。 

 

なお、事業実施想定区域に存在する保安林については、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。 

 

 

  

                                                        
※「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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図 7.2-3 検討対象エリア  
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図 7.2-4 風況の状況  

「局所風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令和

元年 6 月）             より作

成 
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図 7.2-5 社会インフラ整備状況  

「平成 27年度 道路交通センサス」（国土交通省 HP、閲

覧：令和元年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201607 浜田市②(弥栄・三隅)、浜

田市③(金城・旭)」(株式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 201612 益田市②(美都・匹見)」(株

式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 広島県北広島町」(株式会社ゼン

リン、平成 26 年)            より作成 
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図 7.2-6(1) 法令等の制約を受ける場所の分布状況(自然公園) 

「環境アセスメントデータベース」（環境省 HP、

閲覧：令和元年 6 月）        より作成 
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図 7.2-6(2) 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) 

「保安林管理図」（島根県ヒアリング、実施：令

和元年 6 月） 

「国土数値情報（森林地域データ、鳥獣保護区デ

ータ）」（国土交通省 HP、閲覧：令和元年 6 月）  

 より作成  
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図 7.2-7 環境保全上配慮すべき施設の配置の状況及び住宅の配置の状況 

 

「i タウンページ」(閲覧：令和元年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201607 浜田市②(弥栄・三隅)、浜

田市③(金城・旭)」(株式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 201612 益田市②(美都・匹見)」(株

式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 広島県北広島町」(株式会社ゼン

リン、平成 26 年)            より作成 
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図 7.2-8 事業実施想定区域  
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④  複数案の設定について 

a. 複数案の設定について 

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

囲を包含するよう広めに設定されており、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、方法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。 

一方で、現段階では、発電所の出力は最大 60,000kW（3,200～4,300kW の風力発電機を 15

基程度）とし、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

ラ型風力発電機を想定していることから、「構造に関する複数案」は設定しない。また、本

計画段階において詳細な風況や工事・輸送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を検討する予定としているため、現段階における「配置に関

する複数案」の設定は設定しない。 

 

b. ゼロオプションの設定について 

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。 

 

 

  



 

7.2-16 

(459) 

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)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 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 7.2-1 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 
（定格運転時の出力） 

3,200～4,300kW 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 
（ブレードの回転直径） 

約 103～120m 

ハブ高さ 
（ブレードの中心の高さ） 

約 84～95m 

高さ 
（ブレード回転域の高さ） 

約 134～155m 

 

 

 

注：基礎形状は、今後の地質調査等の結果を基に検討する。 

 

図 7.2-7 風力発電機の概略図 
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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 

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)項で設定した風

力発電機の設置予定範囲に設置する計画である。 

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 60,000kW を想定しており、この場合の基数は表 7.2-2 のとおり 15 基程度と

なる。 

 

表 7.2-2 発電機の出力及び基数 

項  目 諸  元 

単機出力 3,200～4,300kW 

基数 最大 15 基程度 

総発電出力 最大 60,000kW 
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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。 

・造成・基礎工事等 ：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 

・据付工事 ：風力発電機据付工事（輸送含む。） 

・電気・計装工事 ：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、建屋・電気工事、 

 計装工事 

 

b. 工事期間の概要 

工事期間は以下を予定する。 

建設工事期間 ：着工後 1～30 か月目（予定） 

試験運転期間 ：着工後 28～33 か月目（予定） 

営業運転開始 ：着工後 34 か月目（予定） 

 

c. 工事期間の概要 

主要な工事工程の概要は表 7.2-3 のとおりである。 
 

表 7.2-3 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．造成・基礎工事等 

着工より 1～15 か月目（予定） 
 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 
着工より 22～30 か月目（予定） 

 風力発電機据付工事（輸送含む。） 

3．電気・計装工事 

着工より 4～30 か月目（予定） 

 送電線工事 

所内配電線工事 

変電所工事 

建屋・電気工事 

計装工事 

 

d. 輸送計画 

本計画段階では、三隅港から事業実施想定区域に至る既存道路を活用し、図 7.2-8のとお

り風力発電機を輸送する計画である。 

なお、今後の検討結果によっては、輸送計画を変更する可能性がある。 
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図 7.2-8 風力発電機の輸送ルート（案）  
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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。 

 

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 

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、住宅等は約 0.8km、住宅等以外は

約 2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から

2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 26

戸で、すべてが住宅等である。 

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。 

・「風力発電施設から発生する騒音等測

定マニュアル」（環境省、平成 29 年）

等を参考に現地調査を実施する。現地

調査結果をもとに、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。そのうえで、

騒音及び超低周波音の影響の程度を把

握し、必要に応じて風力発電機の配置

及び機種を検討する。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 

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、住宅等は約 0.8km、住宅等以外は

約 2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から

2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 26

戸で、すべてが住宅等である。 

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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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 

河川、湖沼といった水域、海岸等の水辺環境を主な生

息環境とする重要な種については、事業実施想定区域内

であっても直接改変を行わないことから、重大な影響が

ないものと評価する。樹林、草地及び水田、湿地等の水

辺といった環境を主な生息環境とする重要な種及び動物

の注目すべき生息地においては、その一部が直接改変さ

れる可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性があり、また、コウモリ類や鳥類につい

ては、事業実施想定区域上空を利用する可能性があるこ

とから、施設の稼働に伴うバットストライク及びバード

ストライク等の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み、風力発電

機の設置対象外を設定すること、既存道路を利用し道路

の新設による拡幅面積を低減することにより、重大な影

響が、実行可能な範囲内でできる限り回避、又は低減さ

れていると評価する。 

方法書以降の手続きで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、重要な種の影響の程度を適切に

予測する。必要に応じて環境保全措置

を検討する。 

・特に、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。 

・猛禽類やガン類等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

よう調査を実施する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調

査によるコウモリ相の把握に加え、飛

翔高度にも留意した調査を実施する。 

・施設の稼働による影響として、渡り鳥

や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業

実施想定区域上空を利用することの影

響が想定されるものの、風力発電機設

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、予測及び

評価を実施する。 

・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。 

植物 

河川、湖沼といった水域、海岸等の水辺環境を主な生

育環境とする重要な種については、事業実施想定区域内

であっても直接の改変を行わないこと、事業実施想定区

域内に重要な植物群落及び巨樹・巨木林・天然記念物は

確認されていないことから、重大な影響はないものと評

価する。樹林、草地、露岩地等及び水田、湿地等の水辺

といった環境を主な生育環境とする重要な種について

は、その一部が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り、また、植

生自然度 10 及び 9 に該当する植生は、事業実施想定区域

に存在することから、施設の配置など事業の計画によっ

ては、一部が改変されることにより事業実施による、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

限り絞り込み、風力発電機の設置対象外を設定するこ

と、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低減

することにより、重大な影響が、実行可能な範囲内でで

きる限り回避、又は低減されていると評価する。 

方法書以降の手続きで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。 

・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。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落

については、可能な限り必要最低限の

工事にとどめ、改変による重大な影響

を回避・低減するよう検討する。 

・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、生育環境への影響の低減を図る。 
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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 

生態系 

植生自然度 10 に相当する自然植生、自然公園、鳥獣保

護区、天然記念物（植物）、特定植物群落、巨樹・巨木

林、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）、湿

地及び広島県自然環境保全地域は、事業実施想定区域外

であるため、直接改変を行わないことから、重大な影響

がないものと評価する。植生自然度 9 に相当する自然植

生、保安林が事業実施想定区域の一部に確認されている

ことから、施設の配置などの事業計画によっては、一部

が改変されることにより事業実施による、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

み、風力発電機の設置対象外を設定すること、既存道路

を利用し道路の新設による拡幅面積を低減することによ

り、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回

避、又は低減されていると評価する。 

方法書以降の手続きで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。 

・自然植生について、現地調査等により

植生の状況を把握する。 

・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、可

能な限り必要最低限の工事にとどめ、

改変による重大な影響を回避・低減す

るよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注

目すべき生息・生育の場への影響の程

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。 
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表 7.2-4(4) 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主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点及び景観資源について、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。 

 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観については、以下のとおりであ

る。 

風力発電機の介在の可能性について、23 か所のう

ち「広見山」、「五里山北東斜面」及び「裏匹見

峡」以外の 20 か所の景観資源へ介在の可能性があ

り、主要な眺望景観の状況及びそれに対する影響に

ついては、今後の現地調査により補足する。 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性につ

いて、「⑨三段峡」及び「⑬道の駅匹見峡」以外の

主要な眺望点から風力発電機が視認される可能性が

ある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさに

ついて、「垂直視角と送電鉄塔の見え方（参考）」

（表 4.3-20）によると、最も近くに位置する「⑥高

岳」からの風力発電機の見えの大きさは、配置によ

って「比較的細部まで見えるようになり、気にな

る。圧迫感は受けない。」もしくは「やや大きく見

え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。

架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受け

ない（上限か）。」となる可能性がある。 

今後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た、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。 

・風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検

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、動物、植物、生

態系及び景観については、今後の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。 

・ 「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュ

アル」（環境省、平成 29 年）等を参考に現地調

査を実施する。現地調査結果をもとに、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。そのうえで、騒音及び超低周

波音の影響の程度を把握し、必要に応じて風力

発電機の配置及び機種を検討する。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。 

・配慮書において、風力発電機（設置予定位置）

から最寄りの配慮が特に必要な施設等（住宅

等）までの距離は約 0.8km であった。方法書に

おいても、配慮書と同程度とした。なお、準備

書以降の調査、予測及び評価の結果により、必

要な離隔を検討する。 

・環境影響評価の項目として選定し、対象事業実

施区域の周囲において、騒音及び超低周波音の

現地調査地点として 8 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。 

・配慮書において、風力発電機（設置予定位置）

から最寄りの配慮が特に必要な施設等（住宅

等）までの距離は約 0.8km であった。方法書に

おいても、配慮書と同程度とした。 

・環境影響評価の項目として選定した。 
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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、重

要な種の影響の程度を適切に予測する。必要に

応じて環境保全措置を検討する。 

・特に、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。 

・猛禽類やガン類等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す

る。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査による

コウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意し

た調査を実施する。 

・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類

等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空

を利用することの影響が想定されるものの、風

力発電機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、予測及び評価を実施す

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 

・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。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落について

は、可能な限り必要最低限の工事にとどめ、改

変による重大な影響を回避・低減するよう検討

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。 

生態系 

・自然植生について、現地調査等により植生の状

況を把握する。 

・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、可能な限り必要最低

限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回

避・低減するよう検討する。 

・ 現地調査等により生態系注目種及び注目すべき

生息・生育の場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。 

・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 

・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た、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。 

・風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討す

る。 

・環境影響評価の項目として選定し対象事業実施

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 19 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。   
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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、まずは風力発電機の配置範囲に主眼を置いて事

業実施想定区域を設定した。しかし、配慮書提出以降の現地踏査を踏まえて風力発電機に付随

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）の検討を進めた結果、

以下のように変更することとなった。 

・配慮書以降の現地踏査に基づき、風力発電機の位置を表示した。 

・また、工事用資材等の搬出入経路等、今後、改変の可能性がある部分を表示した。 

 

(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   ：最大 60,000kW 

風力発電機の単機出力：3,200～4,300kW 

風力発電機の基数  ：最大 15 基程度 

同左 

区域の概要 

・事業実施想定区域 

島根県益田市匹見町道川地区 

 

・事業実施想定区域の面積 

約 525ha 

・対象事業実施区域 

同左 

 

・対象事業実施区域の面積 

同左 

 

【変更の概要】 

配慮書以降の現地踏査により、風力発電機

の設置位置及び拡幅の可能性がある既存道

路を表示した。 

風力発電機の 

配置 

「風力発電機（設置予定範囲）」を設定し

た。 

「風力発電機（設置予定位置）」を設定し

た。 

風力発電機の 

基礎構造 
検討中 同左 

変電施設 検討中 同左 

送電線 検討中 架線又は地下埋設(予定) 

系統連系地点 検討中 同左 
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