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水源地の尾根沿いに風力発電⁈　「誰も教えてくれない」風力発電の現実をお伝えします。

ふるさとの山が 壊されている

上の写真のように土木工事を行った場所は、 「緑化」 といって斜面には植生マットを貼り、 平らな場所には植

樹をします。 工事現場では、 すでに植生マットの一部がはがれ、 それを修復する作業が行われていました。

令和 3 年 12 月末には、 冬季間休工中に、 大雨などによる土砂流出事故が起きています。

草を生やしても、 森林の代わりにはなりません。

表土 ( 腐葉土 ) を取り除いた土に木を植えても、 すぐには健康な森に戻りません。

集中豪雨のたびに、 土砂崩れを繰り返す可能性があります。

＜薬萊山の裏、風力発電の工事現場＞

JRE宮城加美ウィンドファーム工事現場。( 令和 4年 10 月 22 日撮影 )

今必要なのは 「風力発電で山を壊す」 ことではなく 「ふるさとの山と森を守る」 ことです

＜（仮）宮城西部風力発電事業＞　
日本風力エネルギー（株 )　（20 ～ 30 基　計画中）

　田代岳 (指定廃棄物最終処分場候補地 ) の近く
の「町有地」に、巨大風車を建てる計画です。
大槻憲四郎東北大学名誉教授の検証による
と、「この地域には、無数の地すべり地形が
発達していて、いわば地滑りの” 巣” である」
とのことです。( 注 )　この土地で 1ページの
写真のように工事をすると、地すべりや土砂
災害が繰り返し起こる危険があります。この
町有地などを、風力発電事業者に貸すべきで
はないと、私たちは考えます。

＜（仮 ) ウィンドファーム八森山風力発
電事業＞(株 ) グリーンパワーインベストメン
ト　(15 ～ 20 基　計画中 )

　計画地は町有地になっています。色
麻町は町有地を貸さないと表明しまし
た。健康被害、豪雨災害が危惧される
この計画に、加美町も町有地を貸すべ
きではない、と私たちは考えます。

＜JRE 宮城加美ウィンドファーム＞
合同会社 JRE 宮城加美　（10 基　工事中）

　薬萊山の裏で工事を行っている
P1 の写真の場所。令和 3 年 12 月
には、町道への土砂流出事故を起
こしています。また加美町は、合
同会社 JRE 宮城加美と不利益な契
約を結んでいます（P3）

（注）大槻憲四郎東北大学名誉教授 ( 地質
学 ) によるくわしい検証結果については、
加美町の未来を守る会のHP の中で見る
ことができます。

発行：加美郡の風力発電を考えるネットワーク
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＜（仮）宮城山形北部風力発電事業＞　
(株 ) グリーンパワーインベストメント (70 ～ 90 基 ) 計画中

　この計画地は「国有林」です。「保安林」や「緑
の回廊」にも指定され、将来のためにも、今
のまま残すべき天然の森林です。環境影響評
価技術審査会でも、環境への影響が大きいの
で風車建設は不適当である、とされています。
　国有林を風力発電事業に貸し出すには、「地
元市町村長の同意」が必要です。加美町は、
このような貴重な国有林を、風力発電事業に
貸し出すことに「同意すべきではない」と私
たちは考えます。
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加美の山・森・いのちを守る
　風車を建設する際の 「森林伐採」 は、 林業の 「伐採」 とは全く違います。 １ページの写真を見

ればわかるように、 表土 ( 腐葉土 ) を削り、 岩盤むき出しのところもある 「大土木工事」 です。

計画中の風力発電で、 どのくらいの森林が切り開かれるのかを計算すると、 最大で約 241ha （田

んぼ （１反） の約 2410 枚分相当） に上ります。 ( 注 )　

　森林は、 ダムのように雨水をためたり、 水を浄化したり、 土砂崩れを防ぐ役割を果たしています。

　その森林を、 「たった２０年の風力発電事業」 のために壊すのは、 本末転倒ではありませんか？

今こそ、 １００年先を見すえたまちづくりをする時です。

　「ふるさとの山と森を壊し、 町民のいのちと暮らしをおびやかす風力発電事業」 に対し、 「町は、

毅然と反対の立場をとるべきである」 と私たちは考えます。

シンポジウム 「風力発電を専門家と考える会」 2022.11.12

弁護士・森林生態学者・日本環境法
律家連盟理事の方々をお迎えして、
加美郡の大規模風力発電事業及び計
画について考えました。
現在建設中の「JRE 宮城加美ウィン
ドファーム」(P1、P4) において、加
美町の町有地について、加美町と合
同会社 JRE 宮城加美が締結した「地
上権設定契約書」について、複数の
弁護士から指摘がありました。

１．本来、民法上、地上権には、土地所有者の土地に対する
修繕義務がない。ところが第6条(本地上権対象土地の管理等)
2 項では、その修繕義務を加美町が負う条項となっている。
２．第 12 条 ( 甲の約束 )2 項では、甲 ( 加美町 ) の乙 ( 合同会
社 JRE 宮城加美 ) に対する一切の債権に対する乙の支払いは、
本事業に関してその時々に乙が保有する現金、預金および財
産に限定されている。
３．第 12 条 3項では、甲 ( 加美町 ) は乙 ( 合同会社 JRE 宮城
加美 ) につき破産手続き、民事再生手続き、特別清算、その
他これらと同様の法的手続きの申し立てを行わず、また、乙
の資産について強制執行または保全処分を行わず、かつ、か
かる強制執行及び保全命令を申し立てる権利をあらかじめ放
棄している。

白紙撤回を求める署名 24,464筆提出

加美町町長および加美町議会議長に対して「宮城県北部での大規模風力発電事業白紙撤回を求める」署名

24,464 筆を提出しました。提出者：加美町の未来を守る会

請願書は、12 月定例議会において「再生可能ネルギー発電事業等に関する

調査特別委員会」に付託されることが決まり、12 月 20 日には、議会より参

考人招致され、３団体の代表者 4 名が議場にて請願理由などを申し述べま

した。

加美町長に対して「大規模風力発電から加美町民の暮らしと環境を守る」要望書を提出しました。また、加美町

議長に対しては、紹介議員の方々に同席いただき「大規模風力発電から加美町民の暮らしと環境を守る」請願書

を提出しました。

<弁護士の指摘事項 ( 一部 )＞

（令和 4年 10 月 28 日）

町民の暮らしと環境を守る「請願書」提出

P３

提出者：加美町の未来を守る会・加美の風力発電を考えるチーム小野田・

　　　 加美の風力発電を考えるチーム中新田

P2

　町は 「環境への影響を低減するため厳しい意見を

提出」( 令和 4 年 10 月広報かみまち ) とありますが、

じつは、 町、 県、 国、 審査会などの意見には、 強

制力がありません。

　そして、 環境に影響があるかどうかを調査し、 評価

するのは、 「事業をやりたい事業者自身」 です。 い

わば、 「事業者が自分で問題を作り、 それに回答し、

採点する」 ようなものです。

　例えば鳴子では、 住民が渡り鳥の飛行ルートの調

査を行ったところ、 事業者が行った調査とは、 全く違

う結果となりました。 事業者は、 審査会の専門家が

提案した内容の調査を、 行っていませんでした。 審

査会などの提言に従わなくても、 この法律に罰則規定

がないからです。

　環境影響評価法は、 「厳しい法律」 ではありません。

環境影響評価法は
「厳しい法律」 ではありません

騒音・低周波音で 「睡眠障害」

　現実問題として風車から出る騒音 ・低周波音は、 睡眠

障害を起こすことが報告されています。

　秋田県の 「由利本荘 ・ にかほ市の風力発電を考える会」

は、 日本科学者会議の研究集会 （注） で、 風車の騒音 ・

低周波音による健康被害の調査結果 （21 名分） を公表し

ました。

　それによると、 耳鳴り ・頭痛 ・睡眠障害などの症状が風

車から 2kmを超える地点に住む人たちからも出ているこ

とが、 はっきりとわかります。

　秋田県由利本荘市では、 令和 4 年 8 月に、 健康被害

者の会 「だめーじサポートの会」 が発足しました。 「風力

発電の低周波音等による健康被害で苦しむ人を支援するこ

とが目的です」 と秋田県庁で会見しています。

（令和 4年 10 月 28 日）

（注） 第 24 回総合学術研究集会 （日本科学者会議　R4.11/19

～ 12/11） における 「再生可能エネルギーと健康 ・環境影響」 分

科会 （11/27 開催）

注 )JRE の工事で、 森林伐採を伴う 5号機から 10 号機の改変面積は 9.4ha(JRE 担当者 )。 従って、 森林地域にお

ける 1基あたりの改変面積の平均は、 約 1.57ha。 計画中の基数最大 145 基に 1.57 をかけると、 約 227.7ha。 そ

れに現在工事中の 13.6ha を足すと、 約 241ha になります。

通常の地上権（注）であれば、貸主（加美町）は地上権者（合同会社 JRE 宮城加美）に対して修繕義務はありません。
しかし、この条文は、加美町の責任ではない自然災害について「町の費用と責任で、復旧・修復」することになっ
ています ( 第 6条・2項 )。

加美町は不利益な契約を結んでいます

事業者が負担するのは、「その時々に」事業者が保有する「現金、預金および財産」に限定し
ています。そしてそれで足りない場合、加美町は、「債権を放棄」することを約束しています ( 第
12 条・2項 )。
また「破産申し立てや、財産の差し押さえをする権利」をあらかじめ放棄することを約束して
います ( 第 12 条・3項 )。

たとえば事業者が倒産した場合、また事業終了後に風車を撤去することが不可能になった場合

たとえば豪雨、地震、地すべりなどで自然災害が起こり、復旧しなければならない場合

（注）地上権とは他人の土地を使用できる権利。土地を利用する権利の一つ。賃借権とは異なり、
自由譲渡可能で地主の承諾不要。


