
風車による健康被害聞き取り調査

2018年 12月現在

(個人情報のため、地域と氏名は伏せています。)

私たちが「由利本荘 口にかほ市の風力発電を考える会」を結成 したことで

住民のよりどころとなつたのか、風車による被害を訴える声が間接、直接に

多く寄せ られるようにな りました。風車による健康被害を訴えている人は、

以下のとおり、にかほ市 2名 、由利本荘市 8名 です。
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聞き取り調査 1

由利本荘市

風力発電人的健康被害

2018年 11月  7日 調査

~■
塾墨

~~‐― 一十一

風車回転時の騒音

丘の上に 3基ある。

の道路も日申は大型車両が通る、環境騒音にまぎれがちである

風車が稼働L( 1 +b x,, L < b\''t'\ i
夜はかなりうるさい、風向きによる、

台風の時は止めている、リモコン操作しているみたいだ

業者はときどき来ているみたいだがあまり見かけない。

2重l盤鐸藝堕曇聾

ガイドラインは 30年 6月 で、その前に立ったもので、風車が人家に近い所にある

この集落は10軒、業者から同意書が配られたのは5軒ですが (200m以 内だが同意書が

あれば稼働できる書類)まだハンコは押していない、他の家からも連絡があって同意してい・

ない、出してしまえば市役所などに苦情を申し出た時に、同意書をだしたでしよう。と言わ

れる可能性がある。

3_家族

家族は孫達が2階の風車側の部屋にいる。今は'1貫れたせいかあまり言わなくなったけれど最

初の頃は夜眠れない、頭に来る。などと言っていた、′
1山の家族も私も同様でした。

4_対蒸

役場には直接言っていないけれど役員の人に行づて貰って町内会長さんにも行って貰っ

て風車の会社の電話番号を聞いてやり取りしてもらった。役所から業者に電話してくれた

みたいですが、この通り風が吹けば回るし、うるさいのは変わらない、今回に関して音が

改善さわたのかどぅかはわからない、音を測った様子はない、夜も風次第です。

5情報

酒田の会社のようだがどうなづているかはわからない。

だいぶ前だが電柱に機械を設置して調査にきた、3日 間調査すると言って調査したが、風の

無い静かな時だった。近所の人と風の強い時に来てくれればいいのにと話した、

町内の役員さん、業者さん、役場からも情報が無いことが不安である、またすぐ上に別の風

車の工事しているそれも心配だ、陸側からも音がするようになれば挟まれる、大変不安だ。

6付記

地権者は二転三転しているようだ、事業者に被害届など提出する場合でも5軒しかなく裁判

になど持ち込めないし、年齢も年齢だし、後10年と思ってあきらめるしかないと思ってい

る。
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問き取り調査 2 風力発電人的健康被害

由利本荘市
‐

1状況              ~~~~

2018年 11月  9日  調査

海士剥、中高屋間の風車 2機は 2005年 頃に出来た。国有地に建設 した と聞いている。

建設にあたっての説明会 (諄士剥町内)は一回だけだつたと記憶している。

当時の町内会長さん発行の回覧文書で「発電事業者の説明'会があるからハンコを持って公民館に集

まってほしい」とのことでした。会場に行つたら事業会社の人と、西日支所、土地改良区だつたか

の人が居て、集まった 30人～40人程の町民を前に説明が始まりました。説明途中で町民かり
「風

力発電は建てることが決まっているのか」との質問がありました。事業者側から可その方向で進め

ている」との回答がありました。質問者はその回答を聞いて、決まつている話であれば間く必要が

ないと言い残して帰ってしまいました。

要は建設に同意してもらうための説明会、そのためのハンコ持参だと旱つていた人が多くいた (私

もその一人でした)が、実際は違っていた。その後は話がごちやごち́やして終了した。その後、あ

れ、いつの間に建ったんだと恵うぐらいに、風車はすぐに建ってしまった。

最も近い嵐車は、私の自宅から直線距離《増■■■1場所に建っている。

2症状

耳鳴りが気になりだしたのは、海士剥中高屋間 2本の建設後、海士剥本荘間に 1本が建ち、その後

7本建ったあたりぐらいからひどく気になるようになってきた。それまでは左耳で耳鳴りがする程

度で余り気にしていなかった (日 常生活に支障もなかった)が、右耳の耳鳴りが酷くなり、健康診

断、 ドックなどの検診で周波数の高い音が聞こえ難い、難聴の症状 (特に右耳)で引っ掛かるよう

になった。曲利本荘市内の耳鼻科専門医を受診したところ、カロ齢、年のせいでホルモンバランスの

崩れとの診断で、飲み薬をlヶ 月程続けてみたが、何の改善も感じられなかった。

趣味として長年スキーを楽しんでいるが、思わぬ所
｀
で転倒してしまつた。転倒時の状課として、視

界不良のゲレンデを滑降しているときに、ガス'の 中に入り込んだ際、空と大地の上下感覚をなくし

てしまい、宙を舞っている感覚に陥り、転倒した。自分の中ではありえない転倒でぁったことから、

何が原因なのかを調
べたところ、耳の三半規管がやられ、体のバランスを保つ平衡感覚 (平衡神経)

障害のせいだと分かった。これはまずいと思い秋田市内の専門医を受診した。加齢もあるだろうが

風車の影響はないのか尋ねたところ、医学的には実証されていない、因果関係がはっきりしていな

いので風車が原因とはいえないと言われました。

3症状事例

岩稜歩きの登山やスキーなど、バランス感覚を必要とする行動は、慎重には慎重を期している。

家族は4人だが、耳鳴りの症状は私一人です。

耳のマッサ~ジなどで、耳鳴り音を緩和できたりすることもある。

耳鳴りは24時間鳴っている。眠れない程ではない。

風力発電に関する本を見たら風車病のことが書いてあり、自分の症状とぴったリー致する病例が書

かれていた。体調不良の時や、耳鳴りを気にし出すと、音が大きくなるような気がする。

■二旦玉

地域の説明会では利害関係があり、賛成反対を言いにくい環境にある。

海士剥は漁師町でもあり、親戚関係もあり、気を遣 う。風車などで地域を三分したくない。

個人的には風力発電機建設には反対だが、周りを巻き込むのは難しい。

国や県、市の行政枷が建設促進の立ち位置であることに違和感を覚える。

地域住民が納得する解決策はないものか。
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聞き取 り調査 3

にか lま市

風力発電人的健康被害

2018年 11月 12日 調 査

上状墨

にかヤま〒Fチ|田の小型風車風車か ら直近で 1■Om、 2oo革 以内に 6基、近い 3基は 2年ほ どま

え、他の 3 本は 1年ほど前に立った、大きい風車は lklm程度に芹田の財産区の海岸線に 3

コ,一

/1｀ 、 建設に当たり地区の人の多数決で決議された、反対していた人はごく少数でぁった、小

さしヽ風車は地元の個人の土地で建設業者か ら騒音の説明も受けたけれ ど、実際に立ってみる

と騒音がひどく息子は頭に来たと怒って、なんとかならないのか、と家族に文句を言われる

しまつでした。

騒音に関して県に尋ねたところお住まいの役所で対応するはずなので聞いてくださいとの

こと、問合ゎせしたところこれから市のガイドラインを策定し検討すると回答書をもらつた、

市長さんも参加して座談会のときもお尋ねしましたが、当局から今検討中だと返答でした

2_症塾

高齢なのであちこち悪いけれど、音がして寝付けない

特に周辺の音が静かになる朝方に音で目覚める、寝付けないので耳栓をする。

数年前から睡眠導入斉」を飲んでいるが、風車の音がしてから眠れない。

風の音も波の音も気にならないが風車の音が気になりだすと眠れない。

大きい風車の建設の時も反対したのだけれど出来てしまった、田んぼが近くにあるが〉風草

が回っているときヤす
~時間も仕事をしていると頭が痛くなる。

途中で起きたくないので寝る時間を夜の 11時頃にしてみたりして対応しているが音で眠れ

ない、途中で目が覚める、睡眠出来ないのが今の状況だ。

人に相談しても、気にするなと言われるがかえつて気になってしまう。

私が神経質だからかもしれない。

3対策

立てた時より音がひどくなっている、故障とか、ギヤオイルとかの問題じゃないだろうか

3基の中の 1基はぉかしな方向で廻っている、音は5oデシベル以下でエアコンの室外機の

音程度とぃぅが、風向きや風力で全く違う。

防音壁を作ってもらえないかとこの会社に話をしたら、「隣の洗濯機の音がうるざい時に隣

に防音壁を作って下さいと言えるか」と、言い返された、地元の業者なのでとくに苦情は言

いにくいし、歳だし、裁判など出来ないし、泣き寝入りだなと思っている。

3型墾:望

60軒の集落だが音が聞こえない立地条件の人も、音が聞こえる家もひっくるめて多数決で

決められた事は民主主義に反しているのではないか、

被害のある人は少数かもしれないがガイ ドラインでしつかり市民を守ってもらいたいもの
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蘭き取り調査4 風力発電人的健康被害

由利本荘ポ 2018年 11月 10日  調査

■状況

吉沢地区60軒ほどの集落、西側に位置する山、吉沢地区の所有の山らしい所に 13基の大型

の風車がある、集落までの1距離は 2kmく らい、夜に飛行機が飛ぶ音がする、ずつと目が覚

めるまでその音が聞こえた、おかしいなと思って、飛行機の空路のアプリがあるので携帯で

調べてみた、音の聞こえた時間と経路に飛行機は飛んでいない、また眠って朝起きても耳に

残つているような感じがした。

風車の音だとは初め解らなかったが、近所の人も夜に音がするよね、と言うので風車の音だ

と気が付いた、山に風車が立つときに説明会があつたのですが、町内の集まりには出席した

事もなく何も知らなかつた。

2症状

飛行機の飛ぶような耳障りな音で不快に感じる音がする、
たまにゴーンと低い音が頭の中で消えた り聞こえた りする、

風の音かな ?と 思った り、聞き分けが出来なくなった、音の区別があやふやに思われる

夏場はクーラーがないので窓全開状態でいる、もろに音が聞こえる。

風向きで音は大きくなる、

テ レビや生活音が消えて寝るときに音が気にな りだす

廻っていない時は静かなめで安心する

3塗族

娘は全然気にならないと言っている、飛行機の音がするでしょうと間くと、何いってんの。

と言われ、やっぱり歳のせいかなと思つたりもしてしまう、けれど娘の部屋は窓がなく外の

音が聞こえにくい、私の部屋に来ればほんとだ、聞こえるという、

4_要望

この時期、窓を開めて寝ると音があまり気にならないようになった、近所からの情報もなく

問い合わせをした事もない、説明会の時、印刷物があったようですけど、興味がなかった。

説明会を皆に解るようにしてほしい。

5付記

町内の山だと思う、町内の人はあまり風車の事をとやかく言わない感じがする、お金が入っ

ているのではないでしょうか。近所の人にも耳ざわ りな音が聞こえると言 う人がいるQ

一番いやなのは鳥海 山の景色に風車がかぶって来る事、趣味の写真 も撮 らな くなつた、夜に

はチカチカ光 り、夜の景色 もひ どくなった。風力発電はい らない。
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聞き取り調奪5 風力発電人的健康被害

由利本荘市

1』:亜L

2018年 11月 22日  調 査

ある。lkmほ どの道の駅には中型が立ってし

最初にびつくりするほどの大きな音がしたの

―の羽根の音のような大きな音がした、数週|

起きた、それはヘリゴプターが墜落するよう

小型風力発電の風車が

る`。
|は一番近い風車が立ってすぐの時、ヘリコプタ

間後の夜中にもっとひどい音がして家族が飛び

な音だった、故障だったらしく修理をしたのだ

ろう、その後そんな音はしなくなった。

風車による騒音は目中では周囲の音や風の強い時は風の音に消されるなどするが、夜が大変

だ。周りの音がしなくなると気になる、風向きによって音の大きさは大きく違う、家方向に

風が吹く時、_特 lこ夜、波音や周りの騒音が消えると圧倒的に聞こ
|え
てくる、ウーウーウーウ

ーと夜中いつぱい続く、これが不快な音で睡眠妨害になる。

寝る部屋を変えたりする、それは今でもある、家族は 3人とも聞こえていた、ずつとここに

住んでいて、いままで聞こえなかったものが、風車が出来てから鳴るようになったので気に

なる。

周辺の人にも非常に不快に感じている人が二人います、特に真下にある人家の人は大変なよ

ぅだ、|す れど同じ町内の誰の所有の土地であるか解っているので、苦情も言いにくい、一番

問題なのは立てられるまで知らなかった事だ、まさかこんな思いをするとは考えてもなかっ

た、出来てしまってからではどうしようもない、だからこそこうしてしゃべっている

2症状

静かなよるこそ睡眠不足になる、両親は引っ越した。

3_対象

騒音がうるさいので業者に電話しようと思ったが、連絡先が解らず、市役所に電話した、役

場では状況を業者に直接電話して下さいという事で電話番号を聞いた、「業者に音がひどい

ので見に来て下さい」とお願いした、来たかどうかは解らない、それでも音がうるさいので

再度「夜間だけでも風車を止めてください」とお願いしたが、その後に業者から連絡は受け

ていない、市でも業者に連絡したらしいが、市からもその後連絡はない。

4要望

環境アセスにひつかからなければ建ってしまう、市からの説明がない、どうにかならないの

か。日本海を知らない業者が来て、事業を進めている事が不安だ。

レノバにもっとずつと沖合に建設してくれと頼んだが、費用がかかり過ぎて不可能だと返事

をもらった。

行政の説明がほしい。

5生上重

計画凛りの風車が建設されれば海を壊される、風車が立ったところで利益が上がるほど稼働

するのか、事故は無いのか、日本有数かもしれないが私たちは望んでいない。

望んでいないものが出来て、海を壊されて、汚されて、健康被害受けなければならないのか、

これの何処に納得する部分があるのだろうか。海辺に住む者としての一番の思いです。

ρ
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聞き取 り調査 6 風力発電人的健康被害

にかほ市 :

2018年 11月 25日  調 査

上状 況

6年前に lkm以内に 2本の大きな風車が立った。

夜に目をつむると音が聞こえるようになった、病気かなと思った、ドーンドーンドーンと頭

の中で太鼓が鳴つている不気味な感じの音であった、.にかは高原に行って風車を見たとき、

それが風車の音だと気が付いた。

ここは風の通り道で南西の風が多い、特に集落はずれにある私の家はもろに風の当たる家で

音も届く、風向きによってはとて、大きな音が聞こえる。

主人や近所の人は聞こえないという、寝れない日が続いたので、風車から遠い2階の奥の部

屋に寝るようにした、音は聞こえるけれどだいぶ改善した。

1年 くらいそんな状態であった、

えない風車で良かった。

2症状

う一本立ったが、それは音が聞こ

特に夜間、静かになると問こえ始める、大鼓のような低く強い音が聞こえ始め眠れなくなっ

た。病院には行っていない。

年取ってこのような症状になったのか風車のせいなのかも自分でも解らない、自分にだけ聞

こえるので周りに相談も出来ない状態が 1年はど続いた。

気にしないように心がけで今は眠れている、慣れのせいもあるのかもしれない。

■対笙

対策としては部屋を変えた程度だが、実際に立てられてしまえヤボ撤去して下さいとは言えな

い、`20年間我慢と言うより、あきらめた方がてっとりばやいかなと、なるべく気にしない

ようにしている。

風車を建てた会社も良く知っているし、音も測ってもらったけれど、音はしませんよ、と言

われ、原発よりはいいだろうし、騒ぎ立てないでいようと思った。

その後小型風車6本が数百mの所に立った、ヒュンヒュンと絶えず音が聞こえるが、うるさ

いけれど大型風車のょうな症状はない。

そちらも知っている業者だし、しょうがない。

4付記

地域では風車から幾らかお金が入るらしく部落の中ではしゃべりにくい、毎日の散歩も風車

が動いているときは別のルー トを歩いている、黒川地区の人も風向きで風車の音がかなり聞

こえるらしい。

何でも、かんでも、風車も、たてればいいというもんじやないと思う。建ってしまえば問題

は起きてくる、問題がおきてからでは遅い。
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聞き取 り調査 7

由利本荘市

風力発電人的健康被害

2018年 11月 28日 調 査

不良かなとおもつたのですが、西日のマックスバリューに行った時同じ様な症状があって、

れは風車かなと息ったんですよ、仙台の帰り庄内の導の駅に寄った時すぐそばに風車があ

って、同 じ症状で耳鳴 り頭痛がひ どくなって体調を壊してしまいました、集中力がなくなり、

〉′
〆

'ゝ

らふらし、ままならない状態になった。これは風車のせいだと確信したんです9

けれどどうしようもない、風車に近づかないようにするしかないのです。

裏の山の町村地区の山に風車が立ち始め、風車のモータ~かもしれない連続音が聞こえるよ

うになったのです、風向きにもよるけれ ど風車の音が工場の音 と混 じり合って眠れない状態

にな りました、部屋を変えてみましたが症状は変わりません。

家族の中では主人は羽が回転する音がすると言っていますが、眠れないほどではないようで

す、家族の中で症状があるのは私だけです。

なぜこのょうな症状なのか騒音についていろいろ調べましたが、特に保周波音の暴露よる症

状に私の症状が一致していて、低周波音のせいではないかと思っています。耳鼻科も受信し

ました。

2症状

耳鼻科で耳鳴りの検査をしたが「過敏症でしょう、風車の近くに行くと私も聞こえますよ」

風車や工場の騒音よる症状とは断定できないので診断書は書けない、「突発性難聴による聴

力過敏」と診断されました。

工場と風車の音で睡眠導入剤なしでは眠れなくなってしまいました、私が我り
1皇すればいいの

でしょぅが、一生苦しまなければならないという深刻な問題で、今は我慢できない状態です。

相談を 定外なの ません、民事

騒音の

関わら

ないと言われ、相談場所 もあ りません。

自費で騒音も測ってもらった りしたのですが 工ヽ場にも騒音測定をするように掛け合っても

いますが費用の半分を負担するように言われ、戸惑っています。

4付記

このように騒音問題は専門に依頼して裁判をするしかないと思いますが一市民では '・ ・

風車の音は近くの住民も聞こえているけれど、我慢するしかないと言っている。

このように風車は建ててしまってからでは遅いのです、対策は困難で被害者に救済のみちは

ありません、未知数な大規模な洋上風力発電が建ってしまい健康被害が出た場合、いつたい

誰が救済してくれるのでしようか。

8

ュ」暉星



聞き取り調査8 風力発電人的健康被害

由利本荘市.

2018年 12月  2日  調査

lM      ____     ~~~~

本荘マブ~ナの風車から直線で 300mく らいで直接見える所に家があります、風車が出来て

間もない頃、夏頃だと思う、風車の影が夕陽と共に家に差し込んできました、シャドーフリ

ッカ‐一と言うらしい、

最初、何の影なのか気がつかなかったのです。

季節によって違 うだろうけれど、影がだんだん暗くなるならまだしも、廻つているんです、

カーテンを開けると影が家に差し込んできで気になって、最初はそれが何なのか解らなかっ

た、誰かが悪戯しているのかなと思ったけれど、影が廻っているので、それで風車の羽根の

影「なんだな‐と理解できました。

それでも毎日なわけではなく、天気や、ある季節の一時で、その時間働いているので、あま

り家に居る事も少なく被害があるような状況ではあり,ま せんでした。

町内の他の人の問いてみたけれど、影は入ってこないそうだ。場所的に我が家だけかもしれ

ない。

夏は浜風が涼しいので窓を開けて寝ていたけれど音が聞こえるので、風車が出来てから窓を

閉めている、それでも音は風向きによって間こえてきます。

2症状

影はいやだなと思いカーテンを閉めている。健康的には特別変わった事は無いっ

音の影響はあるのかもしれないけど自覚症状は無い:

31と1基

当時は母と暮らしていたので母に問けばもっとょくわかったかもしれない。

生±1重

庭のもぐらがいなくなったのは驚いた、振動に敏感なんだろう、動物に影響のあるものであ

れば人間にも影響があるかもしれませんね。

どんどん増えそうだが風車は人家から離れた所にあればいい。

近いといろんな影響が出てくると思う

風車による健康被害は避けなければいけないと思う

⌒

U



聞き取り調査 9

由利本荘市1

1黙:墨

風力発電人的健康被害 2018年 12月 13日 調査

++o eE < らい、ある日突然気になる音が聞こえ始めた、家族が寝静まってから特に聞こ

える、 え■は何だろう、多分電化製品か何かの音だろうなと思い、電化製品に耳を当ててみ

たけれども、1違、う音で、何が鳴つているんだろうと思いく3日 後くらいに、家族に音が間こ

えるよね と聞いても、聞こえない よと言われ、私だけ聞こえているみたいで音は慢性的にい

つでも聞こえている状態で した。

自宅ばかりではなく会社や別の場所でも間こえるようになりました、職場の近くに風車は無

いんですが、ょく問こえる場所があり、会社は湯沸かし洗面所、家の場合は浴室です、

聞こえない場所もあります、西日中学校の正面で子供を待っていたら耳鳴りの音がまったく

しなくなつたので驚きました、風車の近くなのに、風の方向もあるのだろうとおもいました

が .・ ・、それと雄和のスポ~ツ公園でも聞こえなかつたのです。

場所により聞こえたり聞こえなかったり大きくなったり小さく聞こえたり、不安定で対処に

困っています。

2」主:盤

_耳鳴りがしたのは風邪のひきはじめで、鼻も詰まっていたので、これのせいかなと思ってみ

たりしました、前に突発性難聴にかかつた事があり、それと同じような耳鳴りの状態でした

ので、病院で検査を受けたのですが異常は無いとの診断でした、
「なぜそのような音が聞こ

えるのかゎからないですが薬を出しましよう」といわれ、たくさんお薬をいただきました、

一週間ほどで耳鳴りの音が収まったんです、小さくは聞こえますが、気になるほどでは無く

なりました、ところが日中に会社でも音が聞こえるようになり、体調のいい日は気にならな

い程度ですが、疲れたりして体調が良くない時は音が大きくなって、めまいがして吐き気が

して頭が痛くなってしまうんです。

夜に眠れない事はありません、生活活動している時の方が気になります。

3_家族

他の家族には私に聞こえているような音はしないようです。家族は理解してくれています。

西日は学校も近く海の景色も良く、生活環境が良いので引っ越してきたのですが、これで

洋上風車が建ったら、喜度、引っ越しも考えなければなりません

4_畳証

説明会にも参加しました、健康被害について事業者が言った「因果関係が証明されな

ければ保証は出来ません」の一言は、「建設はするし保証もしません」と言っているの

と同じ事、‐無責任でひどすぎる。

自治体が主体になって地産目消で運営するめが再生可能エネルギーのメリットなのに、

今の方法では消費者の負担が重くなるばかりで私たちには何のメリットも無いようで

す。一部の企業の為にではなく、市民の為の再生可能エネルギー事業であるべきです。

自治体や事業者は実態を知っているはずです、どうしても必要であるならば事実をは

なしてほしいと思います。

|∩
|∪



聞き取り調査 10 風力発電人的健康被害

由利本荘市

■_状況

日に来て石の収集が趣味になった、西目川
土崎から3月 に海士剥に引っ越してきている、西

は メノウで全国的にも知られた川、河口で石拾いをしていたら頭痛がして気持ちが悪くなつ

た、それまで健康で頭痛など感じた事もなかった。

石拾いをするたびに頭痛がする、歳のせいかなと思う時もあつたけれど、見上げたらすぐ近

くで風車が回つていた、その時 100%ではないけれど、風車が原因だと確信した。

河口は中高屋の風車と海士剥の風車に狭まれた場所になってし`る。

私の症状のように人間ばかりではなく影響は魚や鳥などにもあるのではないだろうか。

2症状

風車の近くに行かなければ頭痛は無いので、普通に生活している

風車のそばに居て風車が回っている時に症状が出る

離れても数時間ほど頭痛は消えない、

医者の診断は受けていない

3説明全二

初めの頃は原発はだめだしクリーンエネルギーで、風力発電は良いものだと思っていた、

説明会にも出なかった。

12月 に説明会に誘われ参加して考えが変わった、景観も変わるけれど海中への影響の

説明が不適格で,い配になった。

健康被害も因果関係が証明されなければ保証はしませんと言つていたし、子供たちヘ

の影響が無いか心配だ。

このままでは建設されると思った。

4止曇
海が汚れ魚も獲れず、住民も健康に影響が出て気持ちも悪くなって、海の好きなサー

ファーなど、若い人が住まなくなったらゴーストタウンになってしまうかもしれない、

そうなれば、見学者がくるかもしれないが、風車が観光資源になどなるはずもない

将来 100人にひとり、1000人にひとりでも健康被害が出れば証明されるかもしれない

がそれでも撤去される事は無いだろうとおもう

将来の子供たちの為にも再検討が必要だと思う

2018年 12月 17日 調査

||


