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第7章 その他環境省令で定める事項 

 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7.1

に事業者の見解 

7.1.1 配慮書についての石川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、石川

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。それに対する石川

県知事の意見（平成 29 年 11 月 29 日）は、第 7.1-1 表のとおりである。 
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第 7.1-1 表(1) 石川県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 石川県知事意見の内容 事業者の見解 

1 １ 全体的事項 
（１）今後の事業計画の検討に当たっては、影響
を受けるおそれのある環境要素について調査・予
測し、その結果を総合的に評価して風力発電施設
及び取付道路等の付帯設備の位置・規模、配置・
構造等（以下「位置・規模等」という。）の決定
に反映すること。 

 

今後の事業計画の検討に当たっては、影響を受け
るおそれのある環境要素について調査・予測し、
その結果を総合的に評価して風力発電施設及び取
付道路等の付帯設備の位置・規模等の決定に反映
いたします。 

2 （２）本事業は、風力発電施設を設置する可能性
のある広い範囲を事業実施想定区域と設定してい
るが、当該区域及びその周辺には、住居、学校、
福祉施設等が存在することから、これらへの影響
を回避又は低減するような計画とし、影響の回避
又は十分な低減ができない場合は、基数の削減等
による事業計画の見直しを行うこと。 
また、位置・規模等を具体化する過程において、
周辺住民、関係者、関係市町の理解と不安解消
を図ることが不可欠であることから、必要な情報
の周知、十分な説明と意見の聴取を確実に進める
こと。 

今後の事業計画の検討に当たっては、当該区域及
びその周辺に存在する住居、学校、福祉施設等への
影響を回避又は低減するような計画とし、影響の回
避又は十分な低減ができない場合は、基数の削減等
による事業計画の見直しを行います。 
また、位置・規模等を具体化する過程において、周
辺住民、関係者、関係市町の理解と不安解消を図る
ため、必要な情報の周知、十分な説明と意見の聴取
を確実に進めます。 

3 （３）方法書の作成にあたっては、事業区域の絞
込み過程における環境の保全の配慮に係る検討経
緯及び理由を具体的に記載すること。 

本方法書7.2.2項において、対象事業実施区域の絞
込み過程における環境の保全の配慮に係る検討経緯
及び理由を具体的に記載いたします。 

4 （４）事業実施想定区域周辺の既設及び計画中の
風力発電所との複合的な環境影響を勘案し、可能
な限りこれら他事業の諸元及び環境影響の結果並
びに苦情の状況等の情報入手に努め、当該事業に
よる影響を適切に調査、予測、評価すること。 

事業計画の検討に当たって、対象事業実施区域周辺
の既設及び計画中の風力発電所との複合的な環境影
響を勘案し、可能な限り情報入手に努め、当該事業
による影響を適切に調査、予測、評価いたします。 

5 ２ 個別的事項 
（１）騒音・超低周波音、振動 
① 騒音、超低周波音に対する配慮が必要な住
居、学校、福祉施設等に対しては、風力発電施設
から十分な距離を確保するなど関係市町と協議
し、位置・規模等の決定へ適切に反映すること。 
このほか環境省が定める「風力発電施設から発生
する騒音に関する指針」に従って可能な限り騒音
の低減に努めること。 

 

 

騒音、超低周波音に対する配慮が必要な住居、学
校、福祉施設等に対しては、関係市町村の意向も踏
まえ、可能な限り離隔を確保いたします。 
このほか環境省が定める「風力発電施設から発生す
る騒音に関する指針」を参考に可能な限り騒音の低
減に努めます。 

6 ② 事業実施想定区域の周辺には住居が集合する
地域が存在することから、工事中の騒音並びに工
事中及び稼働中の振動によるこれらの影響を調
査、予測、評価し、位置・規模等の決定へ適切に
反映すること。 

今後実施する調査においては、工事中の騒音による
影響を調査、予測、評価いたします。 
稼働中の振動は「発電所アセス省令」第21条第1項
第5号に定める「風力発電所 別表第5」に示す参考
項目には含まれておらず、また稼働中の振動は想定
されないことから環境影響評価の対象外としまし
た。 
また、工事中の振動は工事において、特に大きな振
動を発するような工法を採用せず、「道路環境影響
評価の技術手法（平成24年度版）」（国土交通省国土
技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平
成25年）に記載される主な工種より基準点振動レベ
ルを仮定して、風力発電機の設置予定箇所より約
0.5km離れた住宅等が存在する地点における振動レ
ベルを算出した結果、10%の人が感じる振動レベル
とされる55dBを十分に下回ることから、環境影響評
価の対象外としております。 
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第 7.1-1 表(2)  石川県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 石川県知事意見の内容 事業者の見解 

7 ③ 方法書の作成にあたっては、騒音、振動に関
する調査及び予測地点は住宅地を含めた広範な範
囲で設定するほか、地形や風向による影響を正確
に反映できるよう専門家の助言を得て、予測、評
価を行うこと。 
また、事業実施想定区域の周辺は静穏な環境であ
ることから、工事中の騒音の環境保全目標は、特
に静穏を要する地域の環境基準値を用いるよう配
慮すること。 

本方法書6.2.1項において示したとおり、騒音、振
動に関する調査及び予測地点は住宅地を含めた広範
な範囲で設定いたします。また地形や風向による影
響を正確に反映できるよう、必要に応じて専門家の
助言を得て予測、評価を行います。 
また工事中の騒音に関しては、周辺地域が静穏な環
境であることを踏まえ、環境基準値を用いて環境保
全を検討いたします。 
 

8 ④ 騒音等の苦情対応については、環境省が定め
る「風力発電施設から発生する騒音等への対応に
ついて」に基づき適切な対応に努めること。 

騒音等の苦情対応については、環境省が定める「風
力発電施設から発生する騒音等への対応について」
に基づき適切な対応に努めます。 

9 （２）動物、植物、生態系 
①調査に用いた文献が直近の情報ではないため、
文献調査の熟度を高めるとともに、専門家の助言
を得て、事業実施による動植物の生息又は生育、
植生及び生態系への影響を調査、予測、評価し、
位置・規模等の決定へ適切に反映すること。 

 

入手可能な最新の文献を基に調査を進めるととも
に、専門家の助言を得て、事業実施による動植物
の生息又は生育、植生及び生態系への影響を調
査、予測、評価し、位置・規模等の決定へ適切に
反映いたします。 

10 ② 方法書の作成にあたっては、動物、植物、生
態系の現地調査は、専門家の助言を得て調査範囲
及び期間を十分確保するほか、環境保全措置への
反映に対する方針を具体的に示すこと。 
特に鳥類及び哺乳類（コウモリ）については、既
存の風力発電所が周辺に複数設置されていること
から、事業実施による渡りの経路やバードストラ
イク等への影響について調査、予測、評価の手法
を具体的に示すこと。 

本方法書6.2項において、動物、植物、生態系の現
地調査は、専門家の助言を得て調査範囲及び期間を
十分確保し、環境保全措置への反映に対する方針を
具体的に示します。 

11 （３）風車の回転による影 
事業実施想定区域及びその周辺には、住居、学
校、福祉施設等が存在することから、これらに対
する風車の回転による影での影響が懸念されるた
め、信頼のおける予測、評価手法を用いて、位
置・規模等の決定へ適切に反映すること。 

 

風車の影については信頼のおける予測、評価手法を
用いて、位置・規模等の決定へ適切に反映いたしま
す。 

12 （４）景観 
①輪島市黒島地区、高爪山等景観に配慮すべき地
域が複数存在することから、関係市町と協議し、
位置・規模等の決定へ適切に反映すること。 

 

輪島市黒島地区、高爪山等、配慮すべき地点につ
いて、関係市町との協議を行い、ご意見を位置・
規模等、配置計画や環境保全措置の検討へ適切に
反映させてまいります。 

13 ②方法書の作成にあたっては、景勝地からの眺望
景観に限ることなく、住居地域や主要な道路から
の眺望景観についても予測、評価すること。 
また、フォトモンタージュの作成にあたっては、
風力発電施設のほか鉄塔、電線等を含めたものと
し、近景、中景、遠景で予測、評価すること。 

方法書の作成にあたっては、景勝地だけでなく、
住居地域など生活の場からの眺望景観についても
眺望点を選定し、適切に予測・評価を行ってまい
ります。また、近景、中景、遠景において眺望点
を選定し、予測・評価するよう努めます。  

なお、変電所から連系点までの送電設備はアセス
の対象外となっております。発電所内の配電設備
については現時点では埋設する方向で検討してお
りますが、鉄塔を地上に設置する場合には、影響
があると思われる大きさ等で視認される鉄塔につ
いて予測を行うことを検討いたします。  

14 ③風力発電施設は、いしかわ景観総合条例によ

る景観影響評価の対象となるため、計画の進捗

状況に合わせて県の担当部局と協議し、環境影

響評価との整合を図ること。 

いしかわ景観総合条例による景観影響評価に関し
まして、計画の進捗状況に合わせて適宜、県の担
当部局と協議を行い、環境影響評価との整合に努
めてまいります。 

15 ３ その他 
（１）風力発電施設の道路端からの離隔について
は、国道、広域農道などの通行に支障を及ぼすこ
とがないよう、関係市町と協議し、位置・規模等
の決定へ適切に反映すること。 

 

関係市町と協議し、風力発電施設の道路端から可能
な限り離隔を確保するよう努めます。また、設計面
でも安全に十分に配慮いたします。 
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第 7.1-1 表(3)  石川県知事の意見に対する事業者の見解 

No. 石川県知事意見の内容 事業者の見解 

16 （２）事業実施想定区域には、志賀町が歴史文化
遺産として利活用を検討している富来鉱山が存在
することから、この保全について同町と協議し、
位置・規模等の決定へ適切に反映すること。 

富来鉱山の保全にあたり、協議の中で志賀町より
具体的な工区等の情報が示されたため、方法書に
おいてはそれらを考慮した風車配置といたしまし
た。 

17 （３）計画段階配慮事項に選定していない「工事
中に発生する窒素酸化物及び粉じん」並びに 
「土地の改変等に伴う水の濁りや土砂災害の発生
等」、「地域住民等が日常的に自然との触れ合い活
動の場」、「文化財」については、調査、予測、評
価したうえで、位置・規模等の決定へ適切に反映
すること。 

「工事中に発生する窒素酸化物及び粉じん」、「地
域住民等が日常的に自然との触れ合い活動の場」
「土地の改変等に伴う水の濁り」については評価
項目として選定いたします。 

「土地の改変等に伴う土砂災害の発生等」につい
ては安全の観点から実施しますが、環境影響評価
においては取り扱わないものといたします。  

「文化財」は「発電所アセス省令」第21条第1項第5
号に定める「風力発電所 別表第5」に示す参考項目
には含まれていないこと、そして本書において周知
の文化財については可能な限りその地域を対象事
業実施区域から除外し、工事の実施にあたり、新
たに文化財が発見された場合には法に則り対応す
ることから、評価項目としては選定いたしませ
ん。 

 

  



7.1-8 

(409) 

7.1.2 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 4 第 1 項の規定に基づく、配

慮書についての公表に関する事項並びに配慮書に対する一般（住民等）の意見の概要及

びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

1. 配慮書の公表 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、一

般（住民等）に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため配慮書を作成した旨及

びその他事項を公告し、配慮書を縦覧に供した。 

(1)配慮書の公告・縦覧 

①  公告の日 

平成 29 年 8 月 30 日（水） 

②  公告の方法 

平成 29 年 8 月 30 日（水）付けの次の日刊新聞紙に「お知らせ」を掲載した。 

・北國新聞（日刊） 

また、輪島市の日刊新聞紙全紙に折り込まれる「越後屋チラシ」に「お知らせ」を掲

載し、同様に志賀町の日刊新聞紙 4 紙（北國新聞、北陸中日新聞、朝日新聞、読売新聞）

へも「お知らせ」を掲載したチラシを折り込んだ。 

加えて事業者ホームページ（http://looop.co.jp/）に情報を掲載した。 

③  縦覧場所 

地方公共団体庁舎等の施設 7 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. 地方公共団体庁舎等の施設 

・石川県庁 行政情報サービスセンター 

・石川県奥能登総合事務所 総務企画部企画振興課 

・輪島市役所本庁舎 

・輪島市門前総合支所 

・輪島市立図書館 

・志賀町役場 環境安全課 

・志賀町富来支所 

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た。 
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④  縦覧期間 

平成 29 年 8 月 31 日（木）から 9 月 29 日（金）までとした。 

・地方公共団体庁舎等の施設 

土日祝日を除く午前八時三十分から午後五時十五分までとした。 

ただし輪島市立図書館は、 

火～金曜日 午前九時三十分から午後六時まで 

土日祝日 午前九時三十分から午後五時まで 

休館日 月曜日、第四木曜日 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 

総数 19 名 
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(2)配慮書についての意見の把握 

①  意見書の提出期間 

平成 29 年 8 月 31 日（木）から 9 月 29 日（金）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 19 通、意見総数は 47 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、一般（住民等）による環境の保全の見地からの意見と事業者の見解

は第 7.1-2 表のとおりである。 

 

第 7.1-2 表(1) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

 

 

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

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。また害虫を食べるので、人間にとって益獣

である。風力発電施設では、バットストライク

が多数生じている。国内では今後さらに 4,000

基以上の風車が建設される予定であり、コウモ

リ類について累積的な影響が強く懸念される。 

コウモリ類の出産は年 1-2 頭程度と繁殖力が極
めて低いため、死亡率のわずかな増加が、地域
個体群へ重大な影響を与えるのは明らかであ
る。益獣が減ると住民に不利益が生じる。よっ
て、これ以上風車でコウモリを殺さないでほし
い。 

 

方法書以降の手続きにおいて現地調査を実施し、現

地のコウモリ類の生息状況の把握に努めます。その

結果に基づいて、予測及び評価を実施するととも

に、引き続き新たな知見の収集を行い、より適切な

保全措置の策定の検討を進めてまいります。 

2 ■コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

風力発電施設供用によるコウモリ類への影響を

予測するために、必要十分な調査を行うべきで

ある。必要な調査内容については、鳥類やネズ

ミ類、大型哺乳類などの他分野の「専門家」で

はなく、バットストライクについて十分な知識

のある「コウモリ類の専門家」にヒアリングを

行うべきではないのか。 

 

ご指摘いただいたとおり、「コウモリ類の専門家」

へのヒアリングも必要と判断し、方法書作成時に

ヒアリングを行いました。ヒアリングの結果につ

いては、方法書 p6.2-1(318)に記載しております。 

3 ■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、

「コウモリ類の専門家」の指導のもと、調査の

重点化を行うべきではないのか。 

 

方法書作成時にコウモリ類の専門家へヒアリングを

行いました。ヒアリングの結果については、方法書

p6.2-1(318)に記載しております。また、方法書では

専門家へヒアリングを踏まえた上で、調査期間や方

法等についての記載しております。なお、コウモリ

類の調査として飛翔高度調査も行う予定でおりま

す。 
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第 7.1-2 表(2) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

 

  

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

4 ■バットディテクターの探知距離について 

バットディテクターの探知距離は短く、高空、

つまり風車プレードの回転範囲のコウモリの音

声は地上から ほとんど探知できない。よって風

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。 

 

 

自動録音機能付きのバットディテクターを用いたコ

ウモリ類の飛翔高度調査として、ご指摘の風況観測

塔等を活用した高高度での調査を予定しておりま

す。 

また、風況観測塔以外にも樹高棒を利用した調査も

予定しております。 

5 ■バットディテクターの機種について 

・ヘテロダイン方式のバットディテクターは、

一度に探知できる周波数帯が狭いので、コウモ

リの種の識別にはほぼ使用できない。バットデ

ィテクターは、周波数解析が可能な方式の機種

を使用するべきではないのか。 

・コウモリの周波数解析（ソナグラム）による

種の同定は、国内ではできる種とできない種が

ある。図鑑などの文献にあるソナグラムはあく

まで参考例であり、実際は地理的変異や個体

差、 ドップラー効果など声の変化する要因が多

数あるため、専門家でも音声による種の同定は

慎重に行う。よって、無理に種名を確定し ない

で、グループ（ソナグラムの型）に分けて利用

頻度や活動時間を調査するべきではないのか。 

・捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調

査と捕獲調査は、同日に行うべきでない（捕獲

調査日の録音データは使用しないこと）。 

 

 

・使用機器についてはフルスペクトラム方式のバッ

トディテクター（SM4bat：Wildlife Acousticis 社製

等）を使用致します。 

 

 

 

・ソナグラムの型によるグループ分けも検討し、コ

ウモリ類の利用頻度や活動時間の把握に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

・可能な限り同日に行わないよう留意して調査を実

施いたしますが、自動録音調査と捕獲調査の調査日

が重なった場合には、結果データの扱いについて留

意いたします。 

6 ■コウモリの捕獲調査について 

・コウモリの捕獲許可申請は必ずコウモリ類の

専門家の指導のもとで行うべきである。 

・6 月下旬―7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期

にあたるため、捕獲調査を避けるべきではない

のか。 

・ハープトラップは高空を飛翔するコウモリを

捕獲できないので、カスミ網も併用するべきで

はないか。 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、

性別、年齢、体重、前腕長等を記録し、放獣す

るべきではないか。 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大

きいので、ハープトラップは、かならず夜間複

数回見回るべきだ（夕方設置して、見回りせず

に朝方回収などということを絶対に行わないこ

と）。 

 

・コウモリ類の捕獲許可申請につきましては、関係

機関へ適切に実施いたします。 

 

・コウモリ類の専門家へヒアリングを行った上で、

調査時期等を検討いたします。 

 

・カスミ網を用いた調査の実施を予定しておりま

す。 

 

・ご意見のとおり、外部計測等は可能な範囲で行い

放獣いたします。 

 

・ハープトラップについては見回りを行うようにい

たします。 
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第 7.1-2 表(3) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

 

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

7 ■コウモリ類の保全措置について 

樹林内に建てた風力発電機や、樹林（林縁）か

ら 200m 以内に建てた風力発電機は、バットス

トライクのリスクが高いことが、これまでの研

究でわかっている。低空（林内）を飛翔するコ

ウモリでさえ、樹林（林縁）から 200m 以内で

はバットストライクのリスクが高くなる。よっ

て風力発電機は、樹林か 200m 以上離して設置

すること。 

 

方法書以降の手続きにおいて、現地調査を実施し、

現地のコウモリ類の生息状況の把握に努めます。そ

の結果に基づいて、予測及び評価を実施するととも

に、引き続き新たな知見の収集を行い、より適切な

保全措置の検討を進めてまいります。 

また、海外における文献資料についても、現在、内

容を精査しているところです。コウモリ類の調査手

法、保全措置として有効であると思われるものにつ

いては、検討してまいります。 8 ■「保全事例の少なさ」は「保全措置を実施し

なくてよい理由」にならない 

コウモリの保全措置として、カットイン風速の

値を上げることと低風速時のフェザリングが行

われている。 事業者は、コウモリの活動期間中

にカットイン風速を少しだけあげ、さらに低風

速でフェザリングを行えば、バットストライク

の発生を抑えられることを認識しているのか？ 

「国内におけるコウモリの保全事例数が少ない

ので保全措置は実施せずに、風車でコウモリを

大最に殺した後に検討する」といった主張をす

る事業者がいたが、「国内の事例数が少なくても

保全措置自体は実施可能」であり、国内事例数

の少なさは「遮切な保全措置実施をしなくても

よい理由」にはならないことを先に指摘してお

く。 

9 ■「国内手法が確立されていない」は「保全措

置を実施しなくてよい理由」にならない 

「国内では手法が確立されていないのでカット

イン速度を上げることやフェザリング（プレー

ドの回転制御）を実施しない（できない）」とい

った主張をする事業者がいたが、「カットイン風

速をあげることと低風時のフェザリング」は、

バットストライクを低減する効果がすでに確認

されている手法であり、事業者は「技術  的に実

行可能」である。「国内では手法が確立されてい

ないので保全措置を実施しない」という主張は、

「国内の手法の確立」というあいまいな定義を

もちだし、それが「保全措置をしなくてもよ

い」という理由にみせかけた論点のすり替えで

ある。そもそも先行事例はあるので「国内の手

法の確立」を待たなくても保全措置の実施は可

能であることを先に指摘しておく。 

 

 

本事業の配慮書においては、「国内手法が確立され

ていないので保全措置を実施しない」ということに

は触れておりません。 

コウモリ類の調査、予測及び評価については専門家

等の意見も踏まえながら、事業者が実行可能な範囲

において配慮しながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

10 ■コウモリ類の予測手法について 

前述のコウモリ類の自動録音調査は「定量調

査」であり、定量的な予測手法が存在する（も

ちろん 100% 完璧な予測モデルではない。だが

完璧なモデルが存在していなくても、それが定

量的予測や保全措置をしなくてよい理由になら

ない）。よってコウモリ類の予測は定量的に行う

べきである。コウモリ類の予測は鳥類同様、「定

量的」に行い、年間の死亡数を記載し、保全措

置で何個体減らすつもりか目標を明記するこ

と。 

 

自動録音機能付きの機器を用いた高高度調査につい

ても実施を予定しております。長期間定点観測を実

施することにより、定量的な調査に基づく予測を実

施できるよう努めます。 
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第 7.1-2 表(4) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

 

  

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

11 ■コウモリ類の保全措置「ライトアップをしな

いこと」はバットストライクを「低減」しない 

国内ではライトアップをしていない風車でバッ

トストライクが生じている。研究によればコウ

モリが風車に誘引される要素は、タービンの発

する熱に誘引される昆虫、ナセルの隙間、風車

周辺にある植生、水たまりなど多岐にわたるこ

とが示唆されている。仮に事業者が、コウモリ

類の誘引を「回避する」ならば、ライトアップ

だけでなく、これらのコウモリを誘引する可能

性のある要素「全て」を排除しなくてはならな

いが、それは現実的に不可能であり、バットス

トライクは「回避できない」。よってバットスト

ライクの「低減」措置を追加して行うこと。 

 

 

ご指摘いただいた点も含め、今後も新たな知見を収

集し、コウモリ類に対して負荷の少ない調査方法や

最善の保全措置について工夫に努めてまいります。 

12 ■コウモリ類の保全措置について 

風力発電におけるコウモリの保全措置は「カッ

トイン風速の値を上げることと低風速時のフェ

ザリング」が原則である。これまでのところバ

ットストラィクの「低減」効果がある保全措置

はそれ以外に発見されていない。 

コウモリの活動量が高い期間中にカットイン風

速を少しだけあげ、さらに低風速でフェザリン

グを行うことがバットストライクを「低減」

し、かつ「最小限の出費で事業を継続できる」

唯一の保全措置であることを認識してほしい。 

 

まずは方法書以降の手続きにおいて、現地調査を

実施し、現地のコウモリ類の生息状況の把握に努め

ます。その結果に基づいて、予測及び評価を実施す

るとともに、引き続き新たな知見の収集を行い、よ

り適切な保全措置の策定の検討を進めてまいりま

す。 

また、海外における文献資料についても、現在、

内容を精査しているところです。コウモリ類の調査

手法、保全措置として有効であると思われるものに

ついて検討してまいります。 

13 
■事後調査について 

発電所アセス省令によれば、「事後調査」は「保

全措置」ではない。 

 

本事業の配慮書において、「事後調査」について、

「保全措置」であるといった記載や言及をしており

ません。 

14 ■「次世代に命をつなげる保全措置」をして欲

しい 

事後調査でコウモリが死んだら保全措置を検討

するという事業者がいる。なぜ何も罪のないコ

ウモリをわざわざ殺すのだろうか。 

バットストライクは不可逆的影響である。バッ

トストライクが生じた時点で、個体はすでに死

んでいるのだからその時点で保全措置を検討し

ても「影響は低減」できない。「事後調査でコウ

モリが死んだのを確認してから保全措置を実施

する」のでは完全に手遅れだ。事業者は、次世

代に命をつなぐ、という意味を真剣に考   えて

ほしい。 

 

 

方法書以降の手続きにおいて、現地調査を実施し、

現地のコウモリ類の生息状況の把握に努めます。そ

の結果に基づいて、予測及び評価を実施するととも

に、引き続き新たな知見の収集を行い、より適切な

保全措置の策定の検討を進めてまいります。 

15 ■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。 

 

頂いた意見書の内容については、要約せず全文掲載

いたします。 
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第 7.1-2 表(5) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

 

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

16 過日、地元紙や地元志賀町役場 3F 環境安全課の

窓口で貴社の長大な計画を知りました。 

もう半世紀近く計画地一帯の生態を把握しまた

環境省希少野生動植物種保存推進員としてこれ

ほど沢山の希少猛禽類の営巣地をどう保全され

るのか逆にお聞かせください。 

先日、恐らく貴社から依頼されたであろうコン

サルタント社から相談の TEL を受けましたが、

おことわりしました。 

計画範囲にサシバ、ハチクマ、ノスリ、ミサ

ゴ、ハヤブサ、そしてミソゴイまで営巣してい

ます。 

今後現地調査を実施していく中で、希少猛禽類の

営巣状況の把握に努めます。その結果に基づい

て、予測及び評価を実施するとともに、影響を可

能な限り低減することを念頭に置いた事業計画の

検討を進めてまいります。 

17 去る 8 月 31 日の地元紙で貴社の風力発電所の建

設計画を知り、志賀町役場環境安全課窓口で縦

覧書の確認をしてきました。能登半島はタカ目

の良好な営巣地を有しているだけでなく、旅鳥

の重要な渡りのコースでもあります。風光明媚

な能登の景観を壊さないでください。貴社の計

画している 30 基の風車の建設地に多くの希少猛

禽類のタカたちが営巣しています。営巣を存続

させることができますか。お尋ねします。 

今後現地調査を実施していく中で、希少猛禽類の

営巣状況、鳥類の渡り状況、景観についての把握

に努めます。その結果に基づいて、予測及び評価

を実施するとともに、影響を可能な限り低減する

ことを念頭に置いた事業計画の検討を進めてまい

ります。 

18 風の通り道に風車を設置。しかし、風の通り道

は、渡り鳥の道でもあります。鳥にとっては、

風車は殺人鬼です。 

鳥には害はあっても人には害はない。と言い切

れるであろうか？ 

鳥は、原爆で人が入れなくなった場所にいち早

く入り、種を運び土壌をきれいにする役目を果

たす。鳥の存在を破壊すると生態系は大きく崩

れ、そのうち人間に多大なしっぺ返しをもたら

すことになる。科学的にすでに立証されている

ことである。 

生命体の生態を壊さず、鳥と共存できる世界を

人間は模索する必要がある。 

鳥に害を与えず風車を設置するにはどうすれば

よいか？を考えるべきである。人間は、鳥から

恩恵を受けていることを忘れてはならない。 

今後現地調査を実施していく中で、鳥類の生息状

況についての把握に努めます。その結果に基づい

て、予測及び評価を実施するとともに、影響を可

能な限り低減することを念頭に置いた事業計画の

検討を進めてまいります。 

19 なぜ配慮書の段階でコウモリ類の専門家に意見

を求めなかったのか。理由を述べること。 

配慮書では事業計画も風力発電機の位置なども示

せない未熟段階なため、ヒアリングは行いません

でした。方法書においては風力発電機の位置など

もお示しできますので、方法書作成時にヒアリン

グを行いました。 

20 配慮書段階での評価結果において、コウモリ類

の衝突の可能性を述べたことは評価される。以

降の調査手法等の選択は、必ずコウモリ類の専

門家のアドバイスを受けること。 

方法書ではコウモリ類の専門家へヒアリングを行

い、調査方法や調査期間などのご意見を踏まえて

設定しました。 

21 現地調査（捕獲・音声）はコウモリ類の調査に

熟練した専門家の下で実施・解析、予測・評価

を行うこと。 

現地調査の際、特に捕獲調査時には、コウモリ類

調査の経験者を主担当として実施いたします。ま

た、その結果については、コウモリ類の専門家へ

ヒアリングを行い、意見を踏まえながら、予測・

評価をいたします。 

22 委託事業者の独断での手法選択および調査の実

施は行わないこと。 

専門家等の意見を踏まえながら、調査の手法検討及

び実施について行ってまいります。 
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第 7.1-2 表(6) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

23 地元に説明会をお願いしたい。 方法書以降の手続きにて法に則り住民説明会を開催

していくほか、地域との合意形成にあたり必要な説

明会を開催する予定です。 

24 風の向きに音がしたら止めてほしい。 騒音について、十分な調査・予測を行い、風力発

電機からの騒音の影響が出来る限り小さくなるよ

うに今後の事業計画の検討を進めてまいります。

施設の稼動後に問題が生じた場合、それが風力発

電機に起因するものであれば、状況に応じ、事業

者として真摯に対応いたします。 

25 私は山仕事をするとき、水を欲しい時は沢の水

を飲みます。今度風車を計画して居るとの事で

心配なことがあります。物が動く時は潤滑油が

必要です。それが雨雪に流れ、油膜が出来るか

微小の粒子が浮遊するかして水が飲めなくなる

のではないかと思っています。もしこの様な事

になれば環境破壊です。速やかに撤去してもら

わねばなりません。電磁波による影響はない物

でしょうか。これが一番心配です。 

水環境への環境影響については方法書以降の手続き

の中で必要に応じて調査・予測・評価の実施を検討

してまいります。 

風力発電機により電磁波が発生したという知見・事

例はこれまでございません。 

26 昨今の異常気象のため、風力発電機の定格出力

は 2,000kW 級までにされたい。 

風力発電機の強度は国際規格で定められ、風力発電

機は認証機関の認証を受けています。そこで、風力

発電機は、最も強い耐風速強度の Class1 認証のもの

を選択する計画です。 

27 地元、地域との説明会を何回も開かれたい。 方法書以降の手続きにて法に則り住民説明会を開催

していくほか、地域との合意形成にあたり必要な説

明会を開催する予定です。 

28 民家などから最低水平距離で 700m 離してくだ

さい。 

風力発電機の配置はさまざまな観点から検討を行い

ますが、可能な限り離隔の確保に努めます。 

29 夜、寝れない時は、通報により、止めて頂きた

い。 

施設の稼動後に問題が生じた場合、それが風力発電

機に起因するものであれば、状況に応じ、事業者と

して真摯に対応いたします。 

30 設置後、うるさい時は申告により防音対策（家

屋）をされたい。 

施設の稼動後に問題が生じた場合、それが風力発電

機に起因するものであれば、状況に応じ、事業者と

して真摯に対応いたします。 

31 地元民にも、売電収入が入るようにしてくださ

い。 

地域への貢献については今後検討してまいります。 

32 土地は賃貸借とされたい。 土地を賃貸借とするか等の条件は、地権者と個別に

交渉を行います。 

33 税収という形で地元に還元されたい。 法に則り対応してまいります。 

34 風車の保守点検など雇用の地元還元をされた

い。 

地元の雇用創出による貢献を検討してまいります。 

35 荒屋、草木地域（熊野地区）は地すべり地帯な

ので、やめてほしい。 

配慮書にも示した通り、文献調査にて地すべり防止

区域の把握に努めており、この区域を避けての風力

発電機配置を検討しております。 

36 あくまでも、地元と共存共栄を図ってくださ

い。地元の理解の上、建設されたい。 

ご意見のとおり、地域のご理解をいただいた上で本

事業を進められるよう努めます。 

37 周辺住民に風力発電による、身体に及ぼす影響

に関して説明が必要であり、縦覧は必要だが住

民への丁寧な説明が必要。 

ご意見のとおりと考えます。 

38 持続可能な生物多様性、世界農業遺産の能登に

このような施設は不適切である。 

人間にも命が大切なように、生息している動植

物にも命の大切さや配慮が必要であり、人間の

利益優先事業に問題がある。 

動植物への環境影響を可能な限り低減する形で本事

業を進めてまいります。 
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第 7.1-2 表(7) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

 

  

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

39 タカ類の移動に関する件、生息、営巣している

状況調査の説明不足 

今後現地調査を行い、準備書にてその結果及びそれ

らを踏まえた予測評価結果をお示しいたします。 

40 小鳥の渡りについて内陸へ入る場所の遮断され

る。 

鳥類の渡りについては方法書以降の手続きの中で把

握に努めます。 

41 実施想定区域中、輪島-志賀町境界の上記エリア

中の斜線部域は高爪山に近く、同山をランドマ

ークとして移動する野鳥の重大な障害となり得

る。この為、発電機設置エリアから外すべきと

考えます。また上記全エリアにおいて猛禽類繁

殖の妨げとなる可能性があるため、4 月末～7 月

の間の工事は控えるべきと考えます。 

 

貴重な情報をいただきありがとうございます。今後

現地調査を行い、鳥類の生息状況等について把握に

努めます。それらの結果を踏まえて、本事業計画の

検討を進めてまいります。 

42 3.1-50～52 について 

ハチクマ、ノスリ、サシバの渡り経路につい

て、主ルートから能登半島への移動は南北方向

であり、事業実施予定エリア中、特に椎木-地保

に至るエリアはこの移動に重大な影響を及ぼす

可能性がある。 

 

貴重な情報をいただきありがとうございます。今後

現地調査を行い、希少猛禽類調査や渡り鳥調査を合

わせて実施し、鳥類の生息状況等について把握に努

めます。それらの結果を踏まえて、本事業計画の検

討を進めてまいります。 

43 ミソゴイについて 

門前（大釜）で生息が確認されているため、4 月

～8 月にかけての生息調査を詳細に行う必要があ

る。 

 

貴重な情報をいただきありがとうございます。頂戴

したご意見を踏まえ、今後の現地調査を進めてまい

ります。 

44 貴社の計画について、希少生物の保護の観点か

ら十分に調査していただきたい。特にレッドデ

ータブック記載種のワシタカ類の保護について

は十全な配慮を願いたい。専門家へのヒアリン

グでも指摘されているとおり、当地は県内では

十分調査されていない地域ですが、ハチクマ、

サシバ、ノスリ、オオタカなどの観測例もあ

り、繁殖の可能性もあるので（ミソゴイの繁殖

可能性も含めて）繁殖が確認された地域につい

ては、建設の見直し、計画の再検討等をお願い

したい。 

本文 68 ページに記載されているハチクマ、サシ

バなどの渡りコースについては、県内では知ら

れてはいませんが（能登地域で）、繁殖や生息情

報はありますので、渡ってきていることは確実

であります。この事実が大切であります。貴社

の計画規模、風車の台数など十分に鳥類の、特

にワシタカ類の繁殖状況などを勘案していただ

きたい。 

 

貴重な情報をいただきありがとうございます。頂戴

したご意見・情報を踏まえ、今後現地調査を行い、

鳥類の生息状況等について把握に努めます。また、

ワシタカ類については鳥類としてだけでなく、希少

猛禽類調査として別途継続した調査を行い、営巣状

況・繁殖状況などの把握に努めます。なお、渡り経

路については、渡り鳥調査として別途調査を行いま

す。 

それらの結果に基づいて、予測及び評価を実施する

とともに、影響を可能な限り低減することを念頭に

置いた事業計画の検討を進めてまいります。 
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第 7.1-2 表(8) 一般（住民等）による環境保全の見地からの意見と事業者の見解 

No. 一般（住民等）の意見の概要 事業者の見解 

45 今後、環境影響調査に入ると思いますが、対象

事業の稼働予定地域は、ミサゴ、ハチクマ、オ

オタカ、サジバ、ノスリ、ハヤブサの繁殖並び

に採餌域と重なると推測します。従って、風力

発電機の稼働後にバードストライクが発生する

可能性があります。そのため、下記の施策が必

要だと考えます。 

 

1.バードストライクの発生を念頭に置いた現地

調査が必要です。 

2.バードストライクが頻繁に発生しそうな区域

の推定をし、そこには風力発電機の設置を避け

る。その結果によっては、予定設置数を減ずる

ことも検討すべきです。 

3.稼働後の監視体制により、現地のバードスト

ライクの有無を確認するが必須です。それには

調査委員だけではなく、一般市民からの通報も

受けられるものとすべきです。 

4.順応的管理手法により、専門家を交え、環境

影響の程度が著しいときは   該当する風力発電

機の停止も含めた判断をすることを明文化する

と共に、この体制の明文化も行うべきと考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ご意見のとおり、バードストライクの発生を念頭

に置いた現地調査を検討いたします。 

 

2.今後実施する現地調査・予測・評価の結果から、

影響を可能な限り低減することを念頭に置いた事業

計画の検討を進めてまいります。 

 

 

3.稼働後の監視体制につきましては、今後事業計画

の検討を進めていく中で併せて検討してまいりま

す。 

 

4.ご意見いただいた点につきましては、現地調査・

予測・評価の結果を踏まえて検討してまいります。 

46 新聞に載っておらず初めて知りました。生き残

ったタカ目の営巣をどうお考えでしょうか。こ

れ以上能登の生態系を破壊しないでください。

私は 40 年以上現地をみてきております。時間が

ないのでまた見に来ます。この用紙に社名など

書いてはどうですか。 

 

本配慮書の公告・縦覧については平成 29 年 8 月 30

日の北國新聞朝刊にお知らせを掲載いたしました。 

 

希少猛禽類については今後現地調査を実施していく

中で、営巣状況の把握に努めます。その結果に基づ

いて、予測及び評価を実施するとともに、影響を可

能な限り低減することを念頭に置いた事業計画の検

討を進めてまいります。 

意見用紙への社名の記載については検討いたしま

す。 

47 私は 40 年以上現地のことに係っています。これ

以上、能登半島の生態系を破壊しないでくださ

い。 

時間がないのでまた来ます。 

 

現地の生態系については今後現地調査を実施し、

把握に努めます。 
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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。 

 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7.2

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 

最大 102,000kW 

 

(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 

事業の実施が想定される区域：石川県輪島市門前町及び羽咋郡志賀町富来 

 （第 7.2-1 図 参照） 

事業の実施が想定される面積：約 3,967ha 

※このうち、風力発電機の設置対象外となる範囲は約 1,558ha 
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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。 

 

第 7.2-1 図(1) 事業の実施が想定される区域（広域） 
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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。 

 

第 7.2-1 図(2)  事業の実施が想定される区域（衛星写真） 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

 

第 7.2-1 図(3)  事業の実施が想定される区域（事業実施想定区域及びその周囲） 
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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第 7.2-2 図のとおりである。 

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検討を行った。 

 

 

第 7.2-2 図 事業実施想定区域の検討フロー  

b.風況条件の確認（第 7.2-4 図参照） 

局所風況マップ等から、風況条件が良いと思われる場所を

確認 

c.社会インフラ整備状況等の確認（第 7.2-5 図参照） 

既存道路等の状況を確認 

e.環境保全上留意が必要な施設の確認（第 7.2-7 図参照） 

環境保全上留意が必要な施設（学校、住宅等）の状況を確

認 

a.検討対象エリアの設定（第 7.2-3 図参照） 

本計画段階において対象となる検討範囲を設定 

d.法令等の制約を受ける場所の確認（第 7.2-6 図参照） 

法令等の制約（自然公園/鳥獣保護区/保安林）を確認 

事業性配慮 

f.事業実施想定区域等の設定（第 7.2-8 図参照） 

上記 a.～e.を踏まえ、以下の二項目を設定した。 

・事業実施想定区域 

・事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外） 

事業性配慮 

規制配慮 

環境性配慮 
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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。 

③  事業実施想定区域の設定根拠 

a. 検討対象エリアの設定 

検討対象エリアは、以下の条件・背景を踏まえて石川県の能登半島とした。検討対

象エリアは第 7.2-3 図のとおりである。 

・「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こと。 

・一連の接続系統が存在すること。 

・インフラが整備されており、輸送が安価にできる見込みであること。 

 

b. 風況条件の確認 

検討対象エリアにおいて、「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構）から好風況地点の確認を行った。 

第 7.2-4 図のとおり、検討対象エリア内には高度 70m における年平均風速が約 6m/s

以上の地点が存在する。 

 

c. 社会インフラ整備状況等の確認 

候補地及びその周囲における、道路等の社会インフラ整備状況は、第 7.2-5 図のと

おりである。アクセス道路として、一般国道 249 号及び広域農道等が利用可能である。 

これら既存道路を利用することにより、道路の新設による拡幅面積を低減すること

が可能であることから、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。 

なお、当該地域は積雪や落雷のある地域であるが、近傍に既設の風力発電施設が存

在している状況である。なお、現地の降雪状況は事業を進めていく中で今後適宜把握

してこととしている。 

 

d. 法令等の制約を受ける場所の確認 

候補地及びその周囲における、法令等の制約を受ける場所（自然公園/鳥獣保護区/

保安林）の分布状況は第 7.2-6 図のとおりである。 

国定公園及び鳥獣保護区を避けるよう候補地を絞り込んだ。なお、保安林が候補地

の一部に含まれていることから、今後関係機関と協議を行う。 

 

e. 環境保全上留意が必要な施設の確認 

候補地及びその周囲における、環境保全上留意が必要な施設の状況は、第 7.2-7 図

のとおりであり、学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布する。 

騒音等の影響は距離とともに減少していくため、距離に着目して環境保全上留意が

必要な施設の確認を行った。 
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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。 

学校、医療機関、福祉施設及び住宅等から 400m の範囲1については事業実施想定

区域から除外もしくは事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）として設定した。 

 

f. 事業実施想定区域等の設定 

「a.検討対象エリアの設定」から「e.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、第 7.2-8 図のとおり「事業実施想定区域」及び「事業実施想定区

域（風力発電機の設置対象外）」を設定した。「事業実施想定区域（風力発電機の設置

対象外）」は、風力発電機の搬入時に既存道路の拡幅が必要となる可能性のある場所

や風力発電機間を繋ぐ配電線を設置する可能性のある場所を設定した。 

 

                                                        
1
「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 400m の離隔を確保することとした。  
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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。 

 

第 7.2-3 図 検討対象エリア  
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第 7.2-4 図 検討対象エリアにおける風況条件 

 

「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 HP、閲覧：
平成 29 年 7 月）     

より作成 
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第 7.2-5 図 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：平成

29 年 7 月） 

より作成 
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第 7.2-6 図 法令等の制約を受ける場所 

「国土数値情報（自然

公園地域データ、森林

地域データ）」（国土交

通省国土政策局国土情

報課 HP、閲覧：平成

29 年 7 月） 

「平成 28 年度石川県

鳥獣保護区等位置図」

（石川県 HP、閲覧：

平成 29 年 7 月）            

より作成 
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第 7.2-7 図（1） 環境保全上留意が必要な施設 

「国土数値情報
（学校データ、医
療機関データ）」
（国土交通省国土
政策局国土情報課 
HP、閲覧：平成
29 年 7 月） 
「石川県公立学校
一覧 平成 27 年
度」（石川県 HP、
閲覧：平成 29 年
7 月） 
「いしかわ診療情
報共有ネットワー
ク」（石川県医師
会、閲覧：平成
29 年 7 月） 

「ゼンリン住宅

地図 石川県輪島

市・穴水町」（株

式会社ゼンリン、

平成 28 年） 

「ゼンリン住宅

地図 石川県羽咋

市・志賀町・宝達

志水町」（株式会

社ゼンリン、平成

26 年） 

より作成 
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第 7.2-7 図（2） 環境保全上留意が必要な施設 

注：図中の番号は、
第 3.2-16 表 (4)の
番号に対応する。 

 

「介護事業所・生活
関連情報検索」（厚
生 労 働 省 HP 、 閲
覧：平成 29 年 7
月） 

「石川県内認可こど
も園一覧」（石川県
HP、閲覧：平成 29
年 7 月） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県輪島市・穴水

町」（株式会社ゼン

リン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県羽咋市・志賀

町 ・ 宝 達 志 水 町 」

（株式会社ゼンリ

ン、平成 26 年） 

 より作成 
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第 7.2-8 図 事業実施想定区域（最終案）
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④  複数案を設定しない理由 

本配慮書の事業実施想定区域は、環境配慮の検討に基づき石川県輪島市及び志賀町の

比較的広域な範囲から事業実施想定区域を絞り込むプロセスを経ている。このため、学

校、病院等の配慮が特に必要な施設及び住宅や土地利用規制区域（自然公園地域、鳥獣

保護区等）への風力発電機による直接的な影響について、重大な環境影響の回避・低減

を行った区域となっている。 

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

囲を包含するよう設定されており、方法書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」（環境省計画段階技術手

法に関する検討会、平成 25 年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」

であり、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすこと

ができるとされている。 

現段階の想定では、発電所の原動力の出力を最大 102,000kW（3,200～3,400kW 級を最

大 30 基）とし、構造に関しては普及率が高く発電効率が最も良いとされる 3 枚翼のプロ

ペラ型風車を想定している。一方、本計画段階において詳細な風況や工事・輸送計画等

については調査中であり、具体的な風力発電機の機種や配置については、現地調査等も

踏まえて検討するため、「配置・構造に関する複数案」の設定は現実的でないと考える。 

また、事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていること

から、ゼロオプションに関する検討は現実的でないと考え、本配慮書ではゼロオプショ

ンを設定しない。 
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(3)第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

①  発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は第 7.2-1 表のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は第 7.2-9 図のとおりである。 

 

第 7.2-1 表 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 
（定格運転時の出力） 

3,200~3,400kW 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 103~104m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 78~85m 

 

 

 

 

第 7.2-9 図 風力発電機の概略図 

 

 

  

3,200kW

級 

3,400kW

級 
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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。 
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(4)第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

①  工事計画の概要 

a. 工事内容 

風力発電事業における主要な工事内容は、以下のとおりである。 

・造成・基礎工事：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事 

・据 付 工 事：風力発電機据付工事（風力発電機輸送含む。） 

・電気設備工事：連系変電所工事、送電線工事 

 

b. 工事期間の概要 

工事期間の概要は、以下のとおりである。 

・工 事 開 始 時 期：平成 33 年 4 月頃（予定） 

・試運転開始時期：平成 35 年 1 月頃（予定） 

・営業運転開始時期：平成 36 年 8 月頃（予定） 

 

c. 工事期間及び工事工程 

主要な工事工程の概要は第 7.2-2 表のとおりである。なお、冬季間は休工とする予

定である。 

 

第 7.2-2 表 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 

平成 33 年 8 月～平成 35 年 9 月（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 

2．据付工事 

平成 34 年 5 月～平成 35 年 10 月（予定）  風力発電機据付工事（風力発電機輸送含

む。） 

3．電気設備工事 

平成 33 年 5 月～平成 36 年 7 月（予定）  連系変電所工事 

送電線工事 

 

d. 輸送計画 

本計画段階では、金沢港及び七尾港から事業実施想定区域に至る既存道路を活用し、

第 7.2-10 図のとおり大型部品（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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第 7.2-10 図 風力発電機の輸送計画（予定）

輸送ルート 
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(5)その他の事項 

①  事業実施想定区域周囲における他事業 

事業実施想定区域周囲における他事業は、第 7.2-3 表及び第 7.2-11 図のとおりであ

る。環境影響評価手続き中（平成 29 年 4 月 14 日時点）の事業は存在しない。 

 

第 7.2-3 表 事業実施想定区域周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

輪島コミュニティウインドファーム 
能登コミュニティウイ

ンドパワー株式会社 
20,000kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 22 年 12 月（10 基） 

輪島もんぜん市民風車 のとりん 
一般社団法人輪島もん

ぜん市民風車 
1,980kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 22 年 6 月（1 基） 

富来風力発電所 株式会社能登の風 7,480kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 27 年 3 月（4 基） 

あいの風能登風力発電所 のと風力発電株式会社 9,950kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 19 年 11 月（5 基） 

酒見風力発電所 酒見風力発電株式会社 1,990kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 19 年 2 月（1 基） 

虫が峰風力発電所 
北陸パワーステーショ

ン株式会社 
15,000kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 16 年 11 月（6 基） 

平成 18 年 11 月（4 基） 

福浦風力発電所 日本海発電株式会社 21,600kW 

・稼働中 

・運転開始： 

平成 21 年 10 月（4 基） 

平成 23 年 1 月（5 基） 

「日本における風力発電設備・導入実績の一覧表」 

（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、平成 28 年） 

より作成 
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第 7.2-11 図 事業実施想定区域周囲における他事業 

 

「日本における風力発電設備・導入実績一覧表」 

（国立研究法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構、平成 28 年）      より作成 

よ

り

作

成 
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2. 計画段階配慮事項の検討結果 

配慮書において検討した重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、

第 7.2-4 表のとおりである。 

 

第7.2-4表(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とす

る範囲は除く。）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 0.4km であり、住宅等

以外が約 0.5km である。また、事業実施想定区域

（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）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 2,754 戸、このうち住宅等が 2,736 戸、住宅等

以外が 18 戸である。 

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。 

・ 超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発

電機の選定状況に応じたパワーレベルを設定

したうえで予測計算を行うとともに、騒音及

び超低周波音の影響の程度を把握し、必要に

応じて環境保全措置を検討する。予測計算に

際しては、地形による回折効果、空気吸収の

減衰及び地表面の影響による減衰を考慮す

る。 

風車の影 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とす

る範囲は除く。）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 0.4km であり、住宅等

以外が約 0.5km である。また、事業実施想定区域

（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）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 2,754 戸、このうち住宅等が 2,736 戸、住宅等

以外が 18 戸である。 

上記の状況を踏まえて、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地形の影響を

考慮した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。 

動物 

河川、海岸等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に該当する環境がない

ことから、影響はないと評価する。 

樹林、乾性草地、湿性草地、池沼等を主な生息環

境とする重要な種については、改変による生息環境

の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する

が、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。 

なお、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等を加味した影響を予測

するには、風力発電機の設置位置等の情報が必要と

なるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手

続きにおいて、適切に調査及び予測・評価を実施す

る。 

・ 動物の生息状況を現地調査等により把握し、

また、重要な種及び注目すべき生息地への影

響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境

保全措置を検討する。 

・ 特にオオワシ、オオタカ等の猛禽類は生息状

況を「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境

省、平成 24 年）、「サシバの保護の進め方」

（環境省、平成 25 年）に準拠した調査を実

施し、予測を行う。また、ガン・カモ・ハク

チョウ類や小鳥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

実施し、予測を行う。 

・ さらに、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し、予測を行う。 
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第 7.2-4 表(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 

植物 

河川、海岸等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に該当する環境が

ないことから、影響はないと評価する。 

重要な群落についても、事業実施想定区域内に

存在しないことから、影響はないと評価する。 

樹林、乾性草地、湿性草地、池沼等を主な生育

環境とする重要な種については、改変による生育

環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予

測するが、右に示す事項に留意することにより、

重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと

評価する。 

・ 植物の生育状況及び植物群落の現況を現地

調査等により把握し、また、重要な種及び

重要な群落への影響の程度を適切に予測

し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 

生態系 

保安林、自然植生のブナクラス域自然植生が、

事業実施想定区域の一部に含まれるが、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。 

・ 樹林及び草地に風力発電機を設置する計画

であることから、自然林や保安林といった

重要な自然環境のまとまりの場の土地改変

及び樹木伐採の最小化を図る等、改変面積

を可能な限り小さくするよう検討する。 

・ 生態系の現況を現地調査等により把握し、

また適切に重要な種及び注目すべき生息・

生育の場への影響の程度を予測し、必要に

応じて環境保全措置を検討する。 

景観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域

（風力発電機の設置対象外を除く。）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、「桜滝」以外は、いずれも事

業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除

く。）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。「桜滝」に

ついては、事業実施想定区域（風力発電機の設置

対象外を除く。）と重複しているが、直接改変は

行わないため、重大な影響はないと評価する。 

 

②主要な眺望景観の改変の程度～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び見えの大きさ

～ 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性に

ついて、「猿山岬灯台」「道の駅赤神」「琴ヶ浜」

「高爪山」「増穂浦海岸」「寄り道パーキング巌門

入口」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）」によると、最も近い「道の駅赤神」及び

「高爪山」からの風力発電機の見えの大きさは、

配置によっては「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）。」もしくは「眼いっぱいに大きくなり、圧迫

感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方

向の景観要素としては際立った存在になり周囲の

景観とは調和しえない。」程度となる可能性があ

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高いと評価

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。 

・ 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 

配慮書において、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、第 7.2-5 表のとおりである。 
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第7.2-5表(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 方法書以降における対応方針 

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。 

・ 超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発電機の

選定状況に応じたパワーレベルを設定したうえで予

測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響

の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を検討

する。予測計算に際しては、地形による回折効果、

空気吸収の減衰及び地表面の影響による減衰を考慮

する。 

・配慮書において、風力発電機設置予定範囲から最寄

の配慮が特に必要な施設等（住宅等）までの距離が

約 0.4km であり、方法書においてはそれ以上の離隔

を確保した。 

・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 14 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地形の影響を考慮し

た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範囲から最寄

の配慮が特に必要な施設等（住宅等）までの距離が

約 0.4km であり、方法書においてはそれ以上の離隔

を確保した。 

・環境影響評価の項目として選定した。 

動物 

・ 動物の生息状況を現地調査等により把握し、また、

重要な種及び注目すべき生息地への影響の程度を適

切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 

・ 特にオオワシ、オオタカ等の猛禽類は生息状況を

「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成

24 年）、「サシバの保護の進め方」（環境省、平成 25

年）に準拠した調査を実施し、予測を行う。また、

ガン・カモ・ハクチョウ類や小鳥類等の渡り鳥の移

動ルートにも留意し、移動状況を把握できるよう調

査を実施し、予測を行う。 

・ さらに、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

た調査を実施し、予測を行う。 

・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。 

・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 

・ 樹林及び草地に風力発電機を設置する計画であるこ

とから、自然林や保安林といった重要な自然環境の

まとまりの場の土地改変及び樹木伐採の最小化を図

る等、改変面積を可能な限り小さくするよう検討す

る。 

・ 生態系の現況を現地調査等により把握し、また適切

に重要な種及び注目すべき生息・生育の場への影響

の程度を予測し、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、特殊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。 
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第7.2-5表(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 方法書以降における対応方針 

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。 

・ 風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討する。 

・可能な範囲で対象事業実施区域を削減した。 

・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 18 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)事業実施想定区域（配慮書段階）、対象事業実施区域（方法書段階）及び設備の配置

に関する事項 

方法書における対象事業実施区域の設定にあたり変更が発生した箇所及びその変更理

由は第 7.2-6 表のとおりである。環境への配慮などの観点から風力発電機の配置を検討

し、①～③に示す箇所について、対象事業実施区域から除外した。一方で、事業実施想

定区域の設定根拠からは逸脱しない範囲で一部区域の追加を行った（④）。 

事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較は

第 7.2-12 図のとおりである。 

 

第 7.2-6 表 対象事業実施区域の再設定を行った理由 

変更箇所 対象事業実施区域の再設定を行った理由 

① 

再検討を行ったところ風力発電機の配置の可能性がなくなった。それに

伴い工事用車両通行にあたっての道路拡幅等の改変についても想定され

なくなったため、対象事業実施区域からは除外した。 

② 
志賀町との協議を行っていく中で、当該地区の住居及び高爪山の景観へ

の配慮が必要との判断に至り、対象事業実施区域から除外した。 

③ 

当該地域には現在営業を行っている養鶏場が位置している。他社の事業

用地であり、かつ検討の中で配慮が必要であるとの判断に至ったため、

対象事業実施区域から除外した。 

  ④ 

①②③を事業区域から除外した一方で、環境影響評価の結果等により、

本方法書記載の風力発電機配置の変更が必要になる可能性があることを

踏まえ、その際の事業区域の確保のため対象事業実施区域へ追加した。 

その他 

・風力発電機の配置の検討を行った結果、道路の拡幅の可能性が生じた

箇所について対象事業実施区域へ追加した。 

・許認可や規制の観点等から改変を避ける区域（住居等、国定公園第２

種特別地域、農用地区域、鳥獣保護区、周知の埋蔵文化財包蔵地等）

について可能な限り区域から除外した。 
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第7.2-12図 事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較図
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(3)配慮書及び方法書における事業計画概要の比較 

配慮書及び方法書における事業計画概要の比較は、第 7.2-7 表のとおりである。 

 

第7.2-7表 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 

最大 102,000kW 

定格出力 3,200～3,400kW を最大 30 基 

 

最大 102,000kW 

定格出力 3,200～3,400kW を最大 30 基 

区域の概要 

・事業実施想定区域 

石川県輪島市門前町及び羽咋郡志賀町富来 

 

・事業実施想定区域の面積 

約 3,967 ha 

※このうち、風力発電機の設置対象外とな

る範囲は約 1,558ha 

・対象事業実施区域 

 石川県輪島市門前町及び羽咋郡志賀町富来 

※配慮書から変更なし 

 

・対象事業実施区域の面積 

約 3,240ha 

 

風力発電機の配置 検討中 第 7.2-12 図のとおりである。 

風力発電機の 

基礎構造 
検討中 検討中 

変電施設 検討中 第 2.2-5 図のとおり検討中である。 

系統連系地点 検討中 第 2.2-5 図のとおり検討中である。 

送電線 検討中 検討中 

 

(4)環境保全の配慮について 

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

価を踏まえることとした。 
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