
「（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン」に関する意見交換会（第１回）会議録 

１ 開催日時 

  令和４年 12 月 26日（月) 午後１時 30分から午後３時まで 

２ 開催方法 

WEB によるオンライン開催

３ 参加者等 

岩手県環境影響評価技術審査会委員及び専門調査員（11 名）並びに岩手県職員（同左技術審

査会事務局職員等）

４ 議事 

(1) 「「（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン」に関する意見交換会」の開催に

ついて

(2) 「（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン」の記載内容（案）について

 事務局（説明者：岩手県環境生活部環境保全課）が配付資料に基づき説明した後、委員か

ら質問等があり、事務局が回答を行った。 

（内容は、「「（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン」に関する意見交換会（第

１回 令和 4年 12月 26日開催） 質疑応答概要一覧表」のとおり。） 
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「（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン」意見交換会（第１回 R4.12.26） 
参加者一覧 

【委 員】                                 【敬称略・50音順】 

氏 名 職 名 備考 

石 川 奈 緒 岩手大学理工学部 准教授 
〇 

（途中退室） 

伊 藤   歩 岩手大学理工学部 教授 ○ 

伊 藤 絹 子 元 東北大学大学院農学研究科 准教授 〇 

大河原 正 文 岩手大学理工学部 准教授 
〇 

（途中参加） 

大嶋  江利子 一関工業高等専門学校未来創造工学科 教授 － 

大 西  尚 樹 
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所 

動物生態遺伝チーム長 
〇 

久保田多余子 
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 

森林防災研究領域水流出管理チーム長 
－ 

齊 藤   貢 岩手大学理工学部 教授 〇 

櫻 井 麗 賀 岩手県立大学総合政策学部 講師 〇 

鈴 木 まほろ 岩手県立博物館 主任専門学芸員 〇 

永 幡 幸 司 福島大学共生システム理工学類 教授 ○ 

平 井 勇 介 岩手県立大学総合政策学部 准教授 ○ 

前 田   琢 岩手県環境保健研究センター 上席専門研究員 〇 

三 宅  諭 岩手大学農学部 教授 － 

（備考欄）参加：○（オンライン） 

 

【専門調査員】                               【敬称略・50音順】 

氏 名 職 名 備考 

髙 橋 雅 雄 岩手県立博物館 専門学芸調査員 － 

山 﨑 朗 子 岩手大学農学部 助教 － 

（備考欄）参加：○（オンライン） 

 

【事務局及びオブザーバー】 

氏 名 職   名 備考 

加藤 研史 環境保全課 総括課長  

阿部 茂 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当課長  

菊池 理香 環境保全課 主任主査  

工藤 杏菜 環境保全課 主事  

荒谷 華子 環境保全課 主任  

白澤 彰 環境保全課 主任  

佐々木 剛 資源循環推進課 主査  

工藤 航希 自然保護課 主任  

乾 朋樹 県民くらしの安全課 主任  

有馬 佑貴 都市計画課 技師  

高杉 諭吏 建築住宅課 主任主査  

松本 聡 環境生活企画室 グリーン社会推進担当 主査(オブザーバー)  

菊地 弘祐 環境生活企画室 グリーン社会推進担当 技師(オブザーバー)  
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「（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン」に関する意見交換会（第１回　令和4年12月26日開催）　質疑応答概要一覧表

№ 区分① 区分② 資料２
該当ページ

委員等　質問・意見 事務局　回答

1
ガイドラ
イン案
全般

　ガイドラインの内容は方法書の内容を前倒ししたり県独自の考えを入れてい
ると思うが、環境省・経済産業省ではこういったガイドラインは推奨されてい
るのか。

　今、同時並行で環境省・経済産業省に情報提供しているところ。まだ意見はい
ただいていないが、環境省では地域で作成するガイドラインというものを取りま
とめてホームページにて公表しており、全国共通のガイドラインのほかに地域特
性を生かしたような形のガイドラインについても周知徹底するような体制がある
ことから、ある程度見ていただけるのではないかと考えている。
　環境省・経済産業省とのやり取りの結果は追って情報提供したい。

2
ガイドラ
イン案
全般

　ガイドラインを利用する段取りは、どのように考えているのか。 　事前相談の段階から活用したい。現状の事前相談は各社やり方がバラバラ。本
来確認が必要な内容を確認できるようにしたい。県だけではなく市町村でも同じ
目線で見ることが可能となる。また、配慮書手続の審査や審査会段階でも参照す
べきことのひとつとしての活用を想定している。

3
ガイドラ
イン案
全般

　事前相談の段階であまりにも環境配慮が不足している内容だった場合、事前
相談の段階で事務局や市町村が事業者に対し、再検討を促す可能性があると理
解してよろしいか。

　おっしゃるとおり。事前相談の段階でできるだけ考えてほしいことを明示し
て、それをチェックし、クリアした状態で進んでほしい。そのことで審査会でよ
り個別の環境影響についての深い議論ができることを期待している。

4
ガイドラ
イン案
全般

　配慮書というこれから計画を立案していく段階としては細かい内容が多いよ
うに感じたが、事業者としてはこれぐらいやれると考えてのことか。それとも
「やってほしい」という意思表示なのか。

　前者である。表に出てこないところも当然あるが、事業者は計画立案の前提と
してこのぐらいの検討はやっているものだろうと理解している。ガイドライン作
成に当たって参考にした経済産業省作成のハンドブックなどでも文献調査で基本
的に把握されるべき事項として盛り込まれている内容に沿って今回整理した。現
在見ていただいている配慮書の中には出てこない情報もあるように見えるが、事
業者側の検討プロセスの中では当然検討されている項目であろうというところで
整理した。新たな、今までなかったような検討項目ではないと考える。ただ、中
には検討の熟度によって未検討の点もあるかもしれない。「全項目について記載
されていなければ受理しない」という趣旨ではなく、いつかの時点では整理が必
要な事項という点を事業者と共通認識と持つために活用することを想定してい
る。

11

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

動物（猛
禽類含
む）・植
物・

9

　例えばチェックリスト項目「２－１（４）動物・植物」では重要な地域は除
外する計画となっているかとあるが、岩手県自然環境保全指針に基づく保全区
分ＡやＢのエリアは除外の対象とならないということか。
また、「２－１（７）猛禽類」に関して、イヌワシの繁殖している地域などは
最初から除外を促すのかどうか。

　保全区分については、今の段階では除外しているかどうかの中には入れていな
い。保全区分は他の法令指定エリアと少し位置付けが違うようにも考えられ、ど
のように反映すべきかが正直悩ましいところ。保全区分はバックグラウンド（区
分設定の裏付け）となる情報が公表されていないこともあり、区分に応じた保全
方向の取り扱いについて、事業者に県側の意図と違うような受け取り方をされる
場合が多いが、保全指針をどう活用していくかの整理がまだついていないところ
もあるため、現時点では一旦外している。
　また、広域なメッシュの単位での整理となっているため、特に植物などについ
てはある一定の区域がかかると全体がそのメッシュに該当してしまう時もあるた
め、植物と動物、あるいは植物と鳥類とで、同じ取り扱いができるのかという点
もあって、鳥類の項目でも、保全区分については一旦外しているところ。
以上の点は今後検討したいと考える。
　２点目のイヌワシについても、基本的にはおっしゃるとおり、イヌワシの生息
が確認されているような区域については、除外することが望ましいと思うが、事
業者がこれをどのように考えているかを確認するツールとしてこのチェックシー
トを活用したいと考えている。

1
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№ 区分① 区分② 資料２
該当ページ

委員等　質問・意見 事務局　回答

12

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

景観 9

　チェックリスト項目「２－１（８）景観」のところで、フォトモンタージュ
で大体の見え方を示してもらうが、例えば住民にあらかじめ見ていただくこと
は行うのか。
　また、風車の影については今回一切入っていないが。

　地域にとって重要な景観を改変するような事業は、住民説明会の活用も必要な
ことだと考える。「１－２　地域住民への周知と説明」の項目も一緒にチェック
することで、事業者が必要な配慮を行っているかという観点でフォトモンター
ジュを用いた住民への説明についても求めていきたい。
　風車の影についても入れ込みたいと考える。地図上で情報を整理することが配
慮書段階であるので、必要な対応と考える。他の項目と平仄を合わせるような形
で盛り込みたいと考えている。

13

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

景観 9

　配慮書の作成の段階では、風車の配置位置は具体的に計画されてないように
思う。そうであった場合、フォトモンタージュの作成は難しいように感じる
が、風車をどこに建てるかという大まかな計画も求める趣旨であるのか。

　配置書の段階でも、基本的には事業者が想定する配置位置というものがあるは
ず。風車の規模にも幅があるため、間隔をどうするかなどといった点は未定かも
しれないが、最大の高さを考慮した風車間隔において、フォトモンタージュを作
るということは可能だろうし、やらなければならないことなのではないかと考え
る。もちろん全ての事業において求めるということではないが、重要な地域の眺
望景観を改変するような事業においては、こういった方法によることも評価とし
て採用することが望まれる。配慮書についての環境省のガイドラインにも記述が
あるので、求めていきたいという趣旨。

14

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

景観 9

　風車の配置位置が全く決まっていない場合はどうなるか。 　仮に配置位置が全く決まっていないのでフォトモンタージュの作りようがない
場合について、「フォトモンタージュが作成できなければ受け付けない」という
ところまで求める趣旨ではない。ただ、おそらく配置位置が全く決まっていない
というケースはないように考えている。

15

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

景観 9

　景観の場合は、手前にある遮へい物などにより少し場所がずれただけでも見
え方が変わるので、確実なものは出しにくいように思うが、フォトモンター
ジュが作成できる段階まで計画の熟度が高まっていない場合は、その次の段階
できちんと示していただければよいとの理解でよいか。

　おっしゃるとおり。

16

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

累積的影
響

9

　チェックリスト項目「２－１（７）猛禽類」に他事業との累積的な影響に関
する項目があるが、累積的影響は全体的な項目としてではなく、猛禽類の項目
のみに入れ込むのか。

　御指摘のとおり全体的に関わる。累積的影響を一つの項目としてまだ起こして
いないが、猛禽類だけでなく景観をはじめとしたその他の環境項目についても、
何らかの形で累積的影響を一つの項目で整理できないか検討しているところ。

2
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№ 区分① 区分② 資料２
該当ページ

委員等　質問・意見 事務局　回答

17
基本情報
シート案

動物 23

　動物の項目で「事業実施想定区域及びその周辺の動物相の概要」とあるが、
「その周辺」の範囲が明確となるよう具体的な数値を用いて設定してはいかが
か。

　経済産業省のガイドラインの表現を参考にしたものであるが、おっしゃる通り
ある程度のある程度の距離の目安を示すのも一つの手と考えている。例えば法ア
セスメントの第２種事業の要件などでは、判定が行われる事業ということもあっ
て周辺環境の範囲が数値で定義されている。
　わかりやすい表現となるように、工夫していきたい。

18
基本情報
シート案

人触れ 23

　人と自然との触れ合いの活動の場（人触れ）の項目で、事業実施想定区域内
における人と自然との触れ合い活動の場の有無」だけを記載する案となってい
るが、少し離れたところでも静穏性が求められる場所があった場合には、その
場所も施設の稼働によって大きな環境影響を受けるということを考えると、事
業実施想定区域内のみに限定せず整合性が求められる場所は含めていただきた
いと考えるがいかがか。

　おっしゃるとおり。まさにこれは人触れの環境要因を直接改変だけに限ってい
る現状のアセス項目がこうさせているのだと思う。本県の審査会ではそういった
観点での御指摘があるから、その点を踏まえると事業実施想定区域内に限らない
のが重要だと思うので、修正したい。

10

チェック
シート
案・
チェック
リスト項
目案

騒音・人
触れ

8

チェックシート（案）について。チェックリスト項目「２－３（１）騒音」
のところで、人と自然との触れ合い活動の場（人触れ）のところも一緒にまと
めて書いてあるようだが、趣旨はわかるが、この後の方法書や準備書・評価書
までの繋がりで考えていくと、やはり人触れは人触れのところで項目を立て
て、その順番に見ていけるようになっていた方が良いのではないか。

　今回静穏性というところで、関連づけて騒音の項目に入れてしまったが、方法
書以降のチェックリストとの整合もあるので、これは別項目で分けたいと考え
る。

19
ガイドラ
インの記
載内容案

複数案 28

　「３－１（１）複数案」について。いつも審査会では、「タイプＢ」で提出
されるパターンが多い。広めに設定した事業実施想定区域の範囲についても
「複数案」として許容するとのことであるが、そこから「環境影響を整理・比
較する」という点について、どのレベルまで求めていく考えか。

　ポイントの一つだと考える。
「タイプＢ」を、言葉としては適切ではないかもしれないが「許容せざるを得な
い」のは、基本的には国の配慮書ガイドラインにも書いてあるので、それ自体は
目標されるべきものだと考えるが、逆に言うと、これを一つの一括の想定区域を
して扱う、つまり重大な環境影響の比較整理を行わないというのは許容されるべ
きではないと考えるので、基本的にこの「タイプＢ」のエリア内でどのように比
較・整理していくかということになる。
　ただ、それを例えば広めに、資料29ページの右側の例にあるとおり、想定区域
を大きく取った時に、北側と南側で、その比較整理するということが概念的には
そういう話であるが、そこをどう促していくかという点では、記述を工夫する
か、あるいは事例を入れるかしたほうがよいかと考えているので、そこは検討し
たい。

5
ガイドラ
イン案
全般

　本ガイドラインの有効性と正当性について伺いたい。担当課の作成するガイ
ドラインとして公表されるので、もちろん拘束力はないと考えられるのだが、
あくまで行政事務レベルでこういうものがあった方が担当課と事業者の間のコ
ミュニケーションがうまくいくというような予測があって作るもの、と理解す
ればよいか。

　基本的にはそういうことになる。
　事業者に問いかければ出てくる話題も結構多い。知事意見に繋がり得るような
内容であればあるほど、事前に事業者に明示することで、本県での事業実施を考
えている事業者とのコミュニケーションに役立つのではないかと考えている。
　もう一つは、ガイドラインであるので基本的には行政指導になるが、風力発電
事業がＦＩＴの認定を得るに当たっては、環境配慮の観点から自治体が策定して
いるガイドラインについては十分に尊重することを国が『事業策定ガイドライ
ン』の中で求めている側面を踏まえれば、ある程度配慮を求めることができるの
ではないかと考える。

3

5



№ 区分① 区分② 資料２
該当ページ

委員等　質問・意見 事務局　回答

24
アセス制
度の動向

　従来、県知事意見というのは、事業を進めるに当たって大きな力を持ってい
ないというように世間的には認識をされていたと思うが、最近、各県で反対運
動なども起きたりしていて、地元からの意見についての法的効力に対して疑問
を呈するような首長さんもいらっしゃったりするようだが、今後、県知事意見
の重要性が増すような方向に、例えば法改正などといった動きは感じられる
か。

　具体的な動きはあまり感じないが、一方で、例えば評価書段階で、自治体から
の意見を確実に反映させるようなプロセスを制度的に盛り込む必要があるという
要望と言うか指摘は昔からあるのだが、その同じ指摘が、重み・受けとめが変
わってきつつあるように感じられるところ。
　要するに、他県においても首長さんの強い反対で風力発電事業が頓挫するとい
うことがあって、最近少し風力発電をめぐる環境とか、地元の反応とか、或いは
その地元の意見の取扱について、風向きが少し変わってきているような状況を感
じている。そういう意味では、今まで各自治体レベルで、評価者段階の知事意見
の反映などを含めて、様々、制度的対応を求めてきたところなので、それを実際
に実現させていく、今、大事な段階にあるのかもしれない。そういったことの一
つの材料ともなるように、県では、配慮書段階の重要性をアピールする一助とし
てこの取組を考えていきたい。

20
ガイドラ
インの記
載内容案

住民への
周知・説

明
24

　「2-2地域住民への周知と説明」について。配慮書手続中に「適切な範囲の地
域住民」に説明会を開いて話をするという記述があるが、この「適切な範囲
の」というところが、ポイントだと思うが、具体的な範囲の想定はあるか。

　実はそこがまだ勉強しなければいけないところ。
　この「適切な範囲の」と表現は、大元となっている国の配慮書ガイドラインな
どでの記述になるが、これを市町村からの助言等を得て決めるということになっ
ている。おそらくその地域によって違ってくるだろうと思っている。単純に自治
会レベルがいいのか、ただ自治会の上の連合会レベルがいいのか、或いはまた別
の建て付けのところがあるのかというところは、地域によって違ってくると思う
ので、それを例示したほうがいいのかでもう少し詳しく事例的に入れたほうがい
いのかも含めて、そこが今、正直悩んでいるところ。

21
ガイドラ
インの記
載内容案

住民への
周知・説

明
24

　個人的な意見としては、事業対象地の山を歴史的に管理してきた地域の組織
単位がいいのかなと思うのだが、なかなかそれも地域によって様々ですし、何
と表現をすればよいのか迷うところ。
　例えば、山が個人所有の場合で、所有者の人に個人レベルで説明会をして、
あとはものすごく広域の地域単位で説明会をして、といった形で進めるのは問
題というか回避してほしいと考えるので、文言で制限できるようであればよい
と考える。

　旧町村は市町村合併で大きな単位になって、その関係で従来からあったその地
域の土地の管理のあり方がまた変わってきているところがあるので、一般的な自
治会というレベルでは、なかなかそこを見きれないというところがあるのだろう
と思う。
　そのあたりも含めて、もう少し事例、或いは市町村の意見なども聞きながら、
工夫していきたい。例示的な表現にするかもしれないが、検討させていただきた
い。

6
ガイドラ
イン案
全般

　今後、このガイドラインができて、それに沿って事業者が配慮書の案を持っ
て来るわけだが、それを事務局が見たときに、これはガイドラインに照らして
認めるべきなのか、それとも直すべきなのか、かなり悩む事案が多くあるので
はないかなと思うのだが、配慮書作成の段階でこの審査会であるとか、各方面
の専門家が助言するといったようなことも想定されているのか。

　基本的には事務局で配慮書の事前相談を受けて、正式な提出を受ける前の段階
での活用が一番利用頻度として多くなるのかと思う。
　その後、審査になったときに、あらかじめチェックした項目がどう反映されて
いるかということの参照としての活用は当然あり得ると思うが、基本的には事務
局が確認するときに、事業者とお互いに「この事項についてはどのように反映さ
れているのか。」、「反映されてない場合の理由は。」、「いつ、どういう予定
で反映されるか。」ということを備忘録的に確認していくといった利用を考えて
いる。
　一方で、案の段階で委員の皆様に御意見を求めるということは、基本的には想
定していない。
　ただ間接的にと言うか、自然での確認がやはり重要なところが大きいので、項
目をさらに見直していく段階で、個々の事業というよりも、このガイドラインの
ブラッシュアップという形で、委員の御意見を適切に反映していくような形を考
えている。

4

6



№ 区分① 区分② 資料２
該当ページ

委員等　質問・意見 事務局　回答

7
ガイドラ
イン案
全般

　例えば、複数案による検討で、イヌワシを考えると、複数の異なる場所を候
補に立ててそこから選ぶという方式が望ましいのだが、そういう方式を取らず
に広めの範囲を設定して事業をやろうとする、そういうタイプで出してくる可
能性もあると思う。そうした場合に、事前に事務局での指摘もあるのでしょう
けれども、事務局のガイドラインは通っても、審査会で「それはよろしくな
い」という指摘を受けるということがあって構わないという理解でよいか。

　もちろんそうである。
　ガイドラインはどちらかと言うと審査会の前捌きをうまくやるということと、
審査会での審査の水準と言うか指摘の水準、今までのようにほぼ門前払いのよう
な形で議論が終始してしまうということを避けたいということがあるので、むし
ろ審査会での審査をより活性化させたい、そもそものところで貴重な審議の時間
をつぶしたくないという思いがあるので、そういった審査会の指摘は十分還元し
たいと考える。

22

温対法に
基づく促
進区域設
定との関
連

26

　今回のガイドラインは、単純に考えると事業者側にとっては一つのハードル
のような形にも見えてしまうという部分があろうかと思う。
　一方で、今回の資料にもあるとおり「促進区域」についても県で設定をして
提示していかないといけないのだと思うが、両方で並行して進めていくという
考えを持っていると理解してよいか。それがないと、事業者としてもなかなか
「どこの場所で」ということを選定することが難しくなるのかなと思う。県の
考えを伺いたい。

　全くおっしゃるとおり。
　促進区域とこの配慮書というのは、車の両輪だと考えている。
　この二つの方策をもってより適地に誘導していきたいと県では考えており、た
だどちらも事業の初期段階で配慮されるべきことをターゲットにしている関係
上、非常に親和性が高いものであることから、促進区域についてもこのガイドラ
インの中に入れている。できれば地域との合意形成がより図られるであろう促進
区域への立地誘導を図るべく、関係課とも連携して取り組んで行くという基本方
向にある。

23

温対法に
基づく促
進区域設
定との関
連

26

　以前の審査会でも、「マップ（地図）で示しにくいものなのかもしれない
が、県から市町村などに促進区域検討用のマップのようなものが提示できれ
ば、おそらくもっと再生可能エネルギーの導入促進が進められるのではない
か」という意見があったように記憶しているので、そちらについても並行して
進めていただければと考える。

　御意見ありがとうございます。

8
ガイドラ
イン案
全般

２

　本ガイドラインを決定するまでのプロセスについて。今日は意見交換会とい
うことであるが、審査会では審議しないのか。
　審査会のガイドラインではなくて、県のガイドラインということであるが、
それならなおさらなのであるが、この今日の意見交換会は任意参加であり、議
事録としては概要しか出さないという正式なものではない範囲で、正式な会で
ある審査会が議論の題材として用いるガイドラインを決めるということは、プ
ロセスとしてはどうなのかと思う。

　今の予定としては、この意見交換会の第２回目を1月に開催したいと考えてい
る。審査会での審議というところまでは考えていない。審査会の所掌事項とは別
枠の方がよいかと考え、意見交換会という形式をとらせていただいた。それか
ら、審査会のガイドラインというよりも県のガイドラインということになるの
で、建て付け上、別のほうがよいかと考え一旦この形式とした。２回目の意見交
換会では、今回の御意見を踏まえた修正版をお示しする形で、今のところイメー
ジしている。
　審査会との関係についてはもう少し事務局で整理したいと考える。審査会の所
掌事務の中に確かに「アセスメントの技術的審査に関する事項」というものがあ
るので、そういった観点ではそういうガイドラインも非常に項目ごとの技術的
な、あるいは専門的な知見が求められているところでもあるので、そのあたりを
少し整理したい。あと会長とも御相談した上で取り計らいたい。

9
ガイドラ
イン案
全般

2

　せっかくガイドラインとしては非常によいと思っているが、もう少し議論が
必要なところがあるといった意見もあったので、例えば３年後とか４年後なり
に見直しをする、といった一文が盛り込まれてもよいのかと思う。

　ガイドラインの改定方針のところでは御意見の趣旨も踏まえて、記載したいと
考える。

5

7




