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１ 日時 

  令和４年 12月 26 日（月）13時 30分～15 時 

 

２ 場所 

  WEBによる開催（事務局及び傍聴者は盛岡地区合同庁舎講堂Ａ） 

 

３ 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
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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」

意見交換会について

資料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

 2022年度の本県の風力発電事業のアセス手続開始件数が過去最高を更新する見込み

 2020年のＣＮ宣言、2021年エネ基改定（再エネ36～38％）で予見可能性が向上

一方、環境影響の検討が不十分な事例も増えており、審査会から厳しい意見
アセスの配慮書手続の目的や本県の地域特性の理解が不十分なことが背景にある。
配慮書段階で重大な環境影響を回避することは、地域の理解醸成の上でも重要
審査の円滑化と適正な配慮書作成を促すため、本県の地域特性を踏まえて留意すべ

き事項について意見を頂き、ガイドライン案を議論
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 構成

＜審査会＞委員、専門調査員16名

＜県＞審査会事務局(保全課及び関係課）

 開催予定

第１回 令和４年12月26日（月） 13時30分～15時 WEB開催

ガイドラインの記載内容（案）

第２回 令和５年１月

ガイドライン案

第３回 令和５年２月～

ガイドライン決定・公表

※そのほか、市町村、事業者からヒアリングや意見交換等を実施

カーボンニュートラル
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基本的な考え方

作成の
目的

・事業者が配慮書を作成するに当たり、あらかじめ留意すべき事項を把握し、必要な内容
が十分に備わった適正な図書の作成を促す。

主な内
容

・審査会の審査等で従来一般的によくなされる質問や指摘等をチェック項目として整理
・チェック項目の考え方を記載した「ガイドライン」を作成
・配慮書の提出時に添付することを求め、本県の地域特性を踏まえた図書の作成を促す。
・事業者の創意工夫を掘り起こし、随時項目を追加するなど、より好事例の裾野を広げる。
・経産省作成の既存のチェックリスト（方法書、準備書）とも整合を図る。

構成案 ・配慮書作成のポイント等について、チェックリストとその解説の形で整理

(仮称)風力発電事業に係る配慮書作成ガイドラインの策定について

３ 配慮書作成のポイント
3-8.計画段階配慮事項
（１）騒音
（２）水質
（３）土地改変
（４）動植物
（５）植物
（６）生態系
（７）猛禽類
（８）景観

配慮書作成チェックシート（ＣＳ）

１ ガイドラインについて
２ 配慮書作成の進め方
2-1 手順
2-2 地域とのコミュニケーション
(1) 市町村や県への事前相談
(2) 地域住民への周知と説明
(3) 専門家からの意見聴取

３-8.計画段階環境配慮事項
（１）騒音

【解説】

●●●

事例

配慮書作成ガイドライン（ＧＬ）

チェック事項

⇒アセス審査会の意見を聞きながら、年度内に作成・公表

参照



本日御議論いただきたい内容
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本日の意見交換会では、ガイドラインの記載内容
（案）の骨子をお示しします。

本日は、上記の内容について、修正・追加すべき項
目があるか、御意見をいただきます。

特に、最近の審査会での議論を踏まえつつ、本県の
地域特性や最新の科学的知見等に照らし、望ましい
配慮書のあり方について、御意見をお願いします。



令和４年１２月２６日
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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」

の記載内容（案）について

資料２
「(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）



（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン（骨子案）の概要

配慮書作成に当たって、本県の環境保全の見地からの課題とそれに対する対応について、参考となる考え方を示すもの。

1.ガイドラインの目的と対象
・地域との円滑なコミュニケーションに資する配慮書の作成を促す。
・審査会の指摘や知事意見のうち環境保全の見地から特に重要な事項を記載

2.最近の配慮書手続の課題の事例
・イヌワシの繁殖地が確認され、事業区域の全面的な見直しを求めた事例
・自然公園特別地域と重複し、事業区域からの除外を求めた事例
・重要な眺望景観に事業区域が設定され、全面的な再検討を求めた事例

3.ガイドラインの想定される読者
・事業者、行政機関、地域住民など環境アセスに関わる全ての主体

・双方向のコミュニケーションに資する配慮書となっているかを確かめる目安

4.本ガイドラインの構成と改訂
・事業者の創意工夫を掘り起こし順次改訂。好事例の裾野を広げていく。

1.本ガイドラインについて

1.市町村や県への事前相談
・法令上の区域指定や配慮すべきエリア等を事業の基本情報として整理
・配慮書手続前に市町村や県に対し、事業の基本情報を説明

2.地域住民への周知と説明
・配慮書手続前に、適切な範囲の地域住民等に対し、施設の設置計画を周知
・配慮書手続中に、適切な範囲の地域住民等に対し、内容を説明し意見を聴取
・地域との円滑なコミュニケーションに向けた配慮（縦覧期間後の図書の公表、
閲覧図書の印刷可など）の実施

3.地域における環境配慮の考え方の聴取
・関係地方公共団体における促進区域の検討過程で明確化される環境配慮の

考え方について、市町村、関係機関及び地域住民から意見聴取

2.配慮書作成における環境配慮の進め方

1.基本的事項
（1）複数案
・重大な環境影響を回避できる複数案の比較検討

(2)重大な環境影響
・影響を回避する計画段階配慮事項の適切な選定

(3)調査、予測、評価の方法
・複数案を比較検討できる評価指標の選定
・専門家のヒアリングの実施とその結果の記載
・環境影響の有無や程度、目標との整合を比較整理

２.事業実施想定区域の設定
(1)事業計画
・経営計画における事業の環境保全の位置づけの記載

(2)風況
・風況データを踏まえた有望地域の抽出状況の記載
・月別平均風速や年間風向出現率等のデータ収集状況
・炭素削減量、総事業費等社会的、経済的効果の算定

(3)自然条件
・想定区域の標高等地形条件を把握できる図面の記載
・着雪・着氷など地域特性に応じた気象条件の記載
・風車を設置する土地の地盤条件の記載

(4)社会条件
・用地の確保形態、設置規制エリアの除外状況の記載
・輸送道路の検討状況の記載
・既設風車等の諸元、位置、供用開始時期の情報記載

３.配慮書作成のポイント

(5)導入規模の想定
・総出力、風車基礎・基数、風車設置想定地点の記載

(6)機種選定
・カットイン風速の調整やフェザリングの遠隔操作可
能な機種選定の検討状況

(7)スケジュールの検討
・立地調査から運転開始までのスケジュールの記載

３.計画段階配慮事項
（１）騒音
・５万分の１以上の縮尺、500ｍ単位での被影響対象の
有無、距離ごとの数の記載
・学校、医療機関等留意すべき施設との距離の比較
・離隔距離１㎞の確保
・類型指定のない地域の静穏性を考慮した評価
・回避・低減の対象、保全措置の具体的内容の記載

（２）水質
・普通河川、水道水源、取水施設等の位置の記載
・流下方向の被影響対象の数、離隔距離の記載
・回避・低減の対象、保全措置の具体的内容の記載

（３）土地改変
・土砂流出防備保安林、砂防指定地等の位置の記載
・地盤沈下が生じやすい場所、面積、距離の記載
・保安林、砂防指定地等の除外
・回避・低減の対象、保全措置の具体的内容の記載

（４）動物・植物
・広域の調査範囲の設定、解析的手法による影響把握
・自然公園特別地域、緑の回廊等の除外
・回避・低減の対象、保全措置の具体的内容の記載

（５）植物
・重要種の選定において設定したキーワードの記載
・群落のクラス名、分類名、凡例等の対応の表示
・保安林の種類別の指定目的の記載

（６）生態系
・広域の調査範囲の設定、解析的手法による影響把握
・生食・腐食連鎖を通じたカスケード効果の記載

（７）猛禽類
・専門家ヒアリングの実施、その結果の記載
・広域の調査範囲の設定、解析的手法による影響把握
・イヌワシへの重大な影響の有無及び差の丁寧な記載
・想定区域から10㎞圏内の他事業の累積影響の整理
・回避・低減の対象、保全措置の具体的内容の記載

（８）景観
・主要な眺望の範囲、方向、対象、構成要素の整理
・仮配置位置でのフォトモンタージュによる眺望予測
・眺望景観の変化の有無、提供程度の客観的な記載
・回避・低減の対象、保全措置の具体的内容の記載

（９）温室効果ガス
・森林伐採による炭素吸収量の減少量の算出



チェックリスト項目
該当の
有無

該当頁/
資料

１-1.市町村や県への事前相談（ガイドラインP.●）

法令上の区域指定の状況や環境保全上配慮すべきエリア等の状況を事
業の基本情報として整理しているか。

配慮書手続前に市町村や県に対し、事業の基本情報を説明しているか。

１-2.地域住民への周知と説明（ガイドラインP.●）

配慮書手続前に、市町村からの助言等を踏まえ、適切な範囲の地域住
民等に対し、風力発電施設の設置を計画していることを周知しているか。

配慮書手続中に、市町村からの助言等を踏まえ、適切な範囲の地域住
民等に対し、配慮書の内容を説明し意見を聴取する計画を立てている
か。

地域との円滑なコミュニケーションに向けた配慮（縦覧期間後の図書の
公表、閲覧図書の印刷可など）が行われているか。

１-3.地域における環境配慮の考え方の聴取（ガイドラインP.●）

関係地方公共団体における促進区域の検討過程で明確化される環境
配慮の考え方について、当該地方公共団体、関係機関及び地域住民の
意見を聴取しているか。

チェックリスト項目
該当の
有無

該当頁
/資料

2-1.基本的事項

(1)複数案（ガイドラインP.●）

重大な環境影響が予測された場合、風車の位置や配置計画、工事計画
を見直して影響を回避できるよう、複数案の比較検討をしているか。

(2)重大な環境影響（ガイドラインP.●）

工事による重大な環境影響が懸念される場合、計画段階配慮事項を適
切に選定しているか。

(3)調査、予測、評価の方法（ガイドラインP.●）

複数案における重大な環境影響を比較検討できる評価指標に応じた適
切な評価、予測、調査手法を選定し、その理由を記載しているか。

専門家等へのヒアリングを行い、聴取した意見を踏まえた環境影響の
予測及び評価を実施し、その結果を記載しているか。

文献調査や専門家等へのヒアリング結果を踏まえ、重大な環境影響の
有無や程度、環境保全目標との整合について比較整理をしているか。

（仮称）風力発電事業に係る配慮書作成ガイドライン
チェックシート（案）

風力発電の環境影響評価手続案件が増加してきています。その中には、
環境保全に配慮すべきエリアを事業区域に含めるなど課題のある事業が
散見されます。

本ガイドラインは、本県の地域特性と配慮書手続上の対応への気づき
を得ることを支援するものです。それにより地域との円滑なコミュニ
ケーションに資する配慮書の作成を促します。

本ガイドラインでは、既存の国のガイドラインを参考としつつ、本県
の地域特性上、特に重要な事項を記載しています。また、地域との円滑
なコミュニケーションを図るうえで留意が必要な事項も記載しています。

再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策にとって重要な取組で
す。環境アセスメントの手続を通じて、環境保全、住民理解、経済の活
性化の「三方よし」の事業となることが期待されています。

本ガイドラインの趣旨を踏まえ、地域特性に配慮した配慮書を作成し、
環境との調和に配慮した風力発電事業の実施に取り組みましょう。

 本ガイドラインは、発電事業者を始め、風力発電事業の実施に関わる
様々な立場の方を読者として想定しています。

 配慮書手続には、発電事業者、コンサルタント事業者のほか、行政機関、
地域住民など、様々な関係者が関わります。

 環境と調和した風力発電事業とするためには、これらの全ての主体が、
配慮書手続上のそれぞれの役割を果たすことが重要です。

 そのためには、配慮書に必要な情報が盛り込まれ、双方向のコミュニ
ケーションに資するものなることが必要です。

 環境アセスに関わる全ての主体が、そのことを確かめる際の参考として、
本ガイドラインが活用されることが期待されます。

想定される読者

1.配慮書作成における環境配慮の進め方

２.配慮書作成のポイント



チェックリスト項目
該当の
有無

該当頁/
資料

(6)機種選定（ガイドラインP.●）

カットイン風速の調整やフェザリングの実施が遠隔操作で可能な機種選
定の検討状況が記載されているか。

(7)スケジュールの検討（ガイドラインP.●）

立地調査段階から運転開始までの事業スケジュールが記載されている
か。

前倒環境調査を実施している場合は、前倒し調査の時期、内容を記載し
ているか。

２－3.計画段階配慮事項

（1)騒音（ガイドラインP.●）

５万分の１以上の縮尺、想定区域から500ｍ単位で被影響対象の有無
を示した図面を記載し、その距離ごとの数を記載しているか。

学校、医療機関、福祉施設、畜産施設その他の留意すべき施設（人と自
然との触れ合いの活動の場を含む）と想定区域からの距離を施設ごと
に比較し記載しているか。

被影響対象からの離隔距離を１ｋｍ以上確保しているか。

騒音に係る環境基準の類型指定がない地域について、静穏性の高さな
どの地域特性を十分に考慮した評価を行っているか。

騒音・超低周波音の健康影響に関する疫学調査の状況を踏まえた地域
との適切なコミュニケーションの実施や施設の稼働計画の検討を行っ
ているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

（２)水質（ガイドラインP.●）

普通河川、沢筋、水道水源、取水施設、水源かん養保安林等の位置が記
載されているか。

想定区域から流下方向へ一定範囲に含まれる被影響対象（取水施設、
漁場等）の数、想定区域からの離隔距離を記載しているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

チェックリスト項目
該当の
有無

該当頁/
資料

２-2.事業実施想定区域

(1)事業計画（ガイドラインP.●）

経営計画における本事業の位置づけについて記載されているか。

(2)風況（ガイドラインP.●）

風況データを踏まえた有望地域の抽出状況について記載されているか。

月別平均風速や年間風向出現率等の風況データの収集状況が記載され
ているか。

風況と風車の性能から推定した年間発電量と設備利用率を算定してい
るか。

年間発電量、売電金額、二酸化炭素削減量、総事業費など事業の社会的、
経済的効果を算定しているか。

(3)自然条件（ガイドラインP.●）

想定区域の詳細な標高など地形条件を把握できる図面は記載されて
いるか。

着雪・着氷に関する統計量など地域特性に応じた気象条件は記載され
ているか。

風車の設置する土地の地盤条件は記載されているか。

(4)社会条件（ガイドラインP.●）

用地の確保形態、環境保全等の観点から設置規制のあるエリアの除外
状況が記載されているか。

系統連系可能な既設の送・配電線、変電所等との距離や系統連系の状
況、事前相談等の状況等について記載されているか。

輸送道路の検討状況について記載されているか。

周辺に既設又は計画中の風力発電所がある場合は、諸元、位置関係図、
供用開始時期等の情報は記載されているか。

(5)導入規模の想定（ガイドラインP.●）

輸送路状況等を考慮した立地調査段階の導入構想（総出力）、風車の基
礎・基数、風車設置想定地点を示した図面は記載されているか。



チェックリスト項目
該当の
有無

該当頁/
資料

（６）生態系（ガイドラインP.●）

生態系ネットワークを考慮した広域的な視点で調査範囲を設定し、既存
情報や専門家ヒアリングで得られた情報を用いて解析的な手法により
重要な自然環境のまとまりの場に対する影響を整理しているか。

水域生態系を含む生食連鎖や腐食連鎖等を通じたカスケード効果につ
いて食物連鎖図及び説明は記載されているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

（７）猛禽類（ガイドラインP.●）

専門家のヒアリングを行い、その結果を記載しているか。

行動圏が広い種の特性を踏まえた広域的な視点で調査範囲を設定し、
既存資料や専門家ヒアリングから得られた情報を用いて解析的な手法
により生息状況を推定しているか。

イヌワシに対する重大な影響の有無や事業実施区域の絞り込み過程に
おける影響の差を丁寧に記載しているか。

想定区域から１０㎞圏内の他事業との累積的影響を整理しているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

（８）景観（ガイドラインP.●）

景観資源、眺望点、住居の分布状況を踏まえ、眺望点や住居のまとまり
ごとに眺望範囲、眺望方向、眺望対象、眺望構成要素等を整理した図表
を記載しているか。

風車の仮配置位置で最大高さの風車を想定したフォトモンタージュによ
る眺望の予測を記載しているか。

主要な眺望点や住居からの眺望景観の予測、評価において、変化の有
無、影響の程度などについて客観的に記載しているか。

眺望景観について他事業との累積的影響を整理しているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

（９）温室効果ガス（ガイドラインP.●）

森林の伐採による森林の二酸化炭素吸収量の減少について、風車の最
大規模から類似事例を引用して算出しているか。

チェックリスト項目
該当の
有無

該当頁/
資料

（３）土地改変（ガイドラインP.●）

土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、砂防指定地、山地災害危
険地区等の位置が記載されているか。

地すべり地形や地盤沈下が生じやすい地盤の場所、面積、距離を記載し
ているか。

造成に伴い地盤の安定性を変化させる法面の面積、土量、勾配を記載
しているか。

土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、砂防指定地、地すべり防止
区域、急傾斜地崩壊危険区域、山地災害危険地区、土砂災害特別警戒
区域、土砂災害危険箇所を事業実施想定区域から除外しているか、又
は事業実施区域から除外する計画となっているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

（４）動物・植物（ガイドラインP.●）

広域的な視点で調査範囲を設定し、既存情報や専門家ヒアリングで得ら
れた情報を用いて解析的な手法により個々の重要な種に対する重大な
影響を記載しているか。

動物、植物に対する重大な影響の有無や事業実施想定区域の絞り込み
過程における影響の差を丁寧に記載しているか。

自然公園特別地域、緑の回廊、生物多様性の保全の鍵になる地域
（KBA）、生物多様性保全上重要な里地里山を事業実施想定区域から除
外しているか、又は事業実施区域から除外する計画となっているか。

予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び
低減の具体的内容を記載しているか。

（５）植物（ガイドラインP.●）

重要な種の選定に当たって設定したキーワードを記載しているか。

植生に関する図表について、植物群落のクラス名、大分類名、凡例の色
や番号、自然度の対応が分かりやすく示されているか。

保安林の種類別の指定目的は記載されているか。

巨樹、巨木林、植生自然度９及び10に該当する重要な群落を事業実施
想定区域から除外しているか、又は事業実施区域から除外する計画と
なっているか。



ガイドラインの記載方針（案）
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1. 既存のガイドラインと過去の審査会や知事意
見での指摘から重要事項を整理。

2. 本県の地域特性を踏まえた望ましい配慮書の
あり方を提示。

3. 配慮書手続は多様かつ柔軟な評価手法が許容
されるべきもの。本ガイドラインの趣旨を踏
まえた事業者の自由な発想による創意工夫を
推奨。



既存のガイドライン

「発電所に係る環境影響評価の手引」（2020年11月改訂 経済産業省産業保安グ
ループ電力安全課）

「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（2013年３月 環境省計画段階配慮技術手
法に関する検討会）

「風力発電事業に係る環境影響評価審査の迅速化について」（2018年２月26日付け２
９保電安４４号経済産業省産業保安グループ電力安全課通知）

「環境アセスメント技術ガイド 大気環境・水環境・土壌環境・環境負荷」（一般社
団法人日本環境アセスメント協会）

「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）

風力発電導入ハンドブック（2008年２月改訂第９版 NEDO）

地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関する手引き（金融機関向
け）（2019年３月 環境省大臣官房環境経済課）
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ガイドラインの記載項目（案）
大項目 中項目 内容

1.本ガイドラインに
ついて

1-1ガイドラインの目的と対象 ・現状と課題、作成の目的、配慮書手続の目標

1-2最近の配慮書手続の課題の事例 ・イヌワシ繁殖地の近接、自然公園や重要な眺望景観との重複

1-3想定される読者 ・事業者、行政機関、地域住民の双方向のコミュニケーション

1-4ガイドラインの構成と改訂 ・ガイドラインの構成、改訂方針

2.配慮書作成におけ
る環境配慮の進め方

2-1配慮書作成の手順 ・事業計画の検討工程と環境影響評価の手続工程の対応

2-2地域とのコミュニケーション

(1)市町村や県への事前相談 ・事業の基本情報の説明、促進区域の設定に係る情報収集

(2)地域住民への周知と説明 ・地域住民への周知・説明、地域の理解を高める配慮の実施

(3)環境配慮の考え方の聴取 ・促進区域の検討過程で明確化される環境配慮の考え方

3.配慮書作成のポイ
ント

3-1基本的事項

(1)複数案 ・風車の位置等を見直し影響を回避できる複数案の比較検討

(2)重大な環境影響 ・工事による環境影響に係る計画段階配慮事項の選定

(3)調査、予測、評価の方法 ・手法の選定理由、専門家ヒアリング、重大な影響の比較整理

3-2事業実施想定区域の設定

(1)事業計画 ・経営計画における事業の位置づけ

(2)風況 ・有望地域の抽出状況、風況データの収集状況

(3)自然条件 ・地形の状況、気象の状況、地盤の状況

(4)社会条件 ・区域指定、送・配電線、輸送道路、他事業との関係

(5)導入規模の想定 ・総出力、風車の規模・基数、風車設置想定地点

(6)機種選定 ・カットイン風速の調整、フェザリングの遠隔操作

(7)スケジュールの検討 ・運転開始までの事業スケジュール、前倒し調査
12



ガイドラインの記載項目（案）
大項目 中項目 内容

3.配慮書作成のポイ
ント

3-3計画段階配慮事項

(1)騒音 ・被影響対象の離隔距離・数、離隔距離１㎞の確保、類型指定のな
い区域の参考基準、健康影響への対応、回避・低減の具体的内容

(2)水質 ・河川、沢筋、水道水源、取水施設、保安林の位置、流下方向の被
影響対象の数・距離、回避・低減の具体的内容

(3)土地改変 ・保安林等の位置、地すべり地形等の場所・面積・距離、法面の面
積・土量・勾配、砂防指定地等の除外、回避・低減の具体的内容

(4)動物・植物 ・広域的視点で調査範囲を設定、解析的な手法による影響予測、重
大な影響の有無・差の丁寧な記載、自然公園特別地域等の除外、回
避・低減の具体的内容

(5)植物 ・重要種選定のキーワード、クラス名・分類名・凡例・自然度の対
応、保安林の種類別指定目的、重要な群落等の除外

(6)生態系 ・広域的視点で調査範囲を設定、解析的な手法による影響予測、腐
食連鎖を含む食物連鎖図の作成、回避・低減の具体的内容

(7)猛禽類 ・専門家ヒアリングの実施・結果の記載、広域的視点で調査範囲を
設定、解析的な手法による影響予測、重大な影響の有無・差の丁寧
な記載、累積影響

(8)景観 ・眺望範囲・方向・対象・構成要素の整理、フォトモンタージュに
よる眺望の予測、変化の有無・影響の程度の客観的な記載、累積影
響、回避・低減の具体的内容

(9)温室効果ガス ・森林伐採による炭素吸収量の減少量の算出
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ガイドラインの記載内容（案）

 風力発電の導入拡大に伴い、環境影響評価手続案件が増加。その中には、環境保全に配
慮すべきエリアを事業実施想定区域に含めるなど、環境保全の見地から課題のある事業
が散見。要因の一つとして、事業計画の立案に当たり、環境保全を重視する本県の地域
特性が十分に考慮されていないことがある。

 本ガイドラインは、配慮書作成段階で、環境影響評価に関わる様々な方々が、本県の地
域特性と配慮書手続上の対応の気づきを得ることを支援。地域との円滑なコミュニケー
ションに資する配慮書の作成を促すもの。

 本ガイドラインは、既存の国のガイドラインを検討の出発点とし、技術審査会や知事意
見での指摘から、特に重要と考えられる事項や留意事項を記載。ただし、本ガイドライ
ンのチェックリストを全て実施すれば、配慮すべき事項が全て担保されるわけではない。

 風力発電を含む再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策にとって重要な取組。環
境アセスメントの手続を通じて、環境保全、住民理解、経済活性化の「三方よし」の事
業となることが期待。本ガイドラインの趣旨を踏まえ、自主的な環境配慮による、地域
社会や環境との調和に配慮した風力発電事業の実施を推奨。

1-1.ガイドラインの目的と対象

14



ガイドラインの記載内容（案）

1-2.最近の配慮書手続の課題の事例①

15

 配慮書手続は、計画の初期段階で、配慮すべき事項について調査、予測及び評価し、事
業実施区域を適切に絞り込むもの。事業実施想定区域の設定が不適切、調査・予測・評
価が不十分な場合、自然環境、生活環境等に重大な環境影響。適切な事業実施区域の設
定に至らず、配慮書手続の目的を果たせていない事例も散見。

【イヌワシ】

 イヌワシの重要な生息地に事業実施想定区域が設定される場合、生息環境の悪化やペア
の消失につながるおそれ。

・事業実施想定区域を取り囲むようにイヌワシの繁殖地が確認され、事業実施想定区域の
全面的な見直しを求める知事意見が出された事例

事業実施想定区域

イヌワシ
繁殖地

イヌワシ
繁殖地

イヌワシ
繁殖地

イヌワシ
繁殖地

想定区域の全面的な再検討



ガイドラインの記載内容（案）

1-2.最近の配慮書手続の課題の事例②
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【県立自然公園】

 優れた景観と景勝の維持・保全が必要な地域に事業区域が設定される場合、県民の財産
である景観や景勝、貴重な生態系が損なわれるおそれ。

・事業実施想定区域の一部に県立自然公園特別地域が重複し、想定区域からの除外を求め
る知事意見が出された事例

自然公園

事業実施想定区域

風力発電機等の位置等の検
討に当たっては、自然公園
を除外非公表



ガイドラインの記載内容（案）

1-2.最近の配慮書手続の課題の事例③

17

【景観】

 豊かな自然や歴史的・文化的背景をもつ地域の景観に事業区域が設定される場合、地域
の重要な眺望景観に支障を及ぼすおそれ。

・地域の重要な眺望景観に事業実施想定区域が設定され、景観に係る環境配慮事項の全面
的な再検討を求める知事意見が出された事例

事業実施
想定区域

環境配慮事項の全面的な
再検討

主要な眺望点

非公表



ガイドラインの記載内容（案）

1-3.ガイドラインの想定される読者

18

 本ガイドラインは、発電事業者を始め、風力発電事業の実施に関わる様々な立場の方を
読者として想定。

 発電事業者、コンサルタント事業者のほか、許認可等を行う行政機関、意見を述べる地
域住民など、様々な関係者が関与。

 これらの全ての主体が、配慮書手続を通じて適正な環境配慮がなされた事業となるよう、
それぞれの役割に応じた取組を進めることが重要。

 そのためには、手続の基本となる配慮書が、双方向のコミュニケーションに資するよう、
事業特性や地域特性を踏まえて必要な情報が盛り込まれることが必要。

 環境アセスに関わる全ての主体が、そのことを確かめる際の目安として、本ガイドライ
ンが活用されることを期待。



ガイドラインの記載内容（案）

1-4.ガイドラインの構成と改訂

19

 第２章では、配慮書作成の手順を示したうえで、全体に共通する地域とのコミュニケー
ションにおける留意事項等について記載。

 第３章では、事業計画の検討工程の各段階に応じた検討項目ごとに、配慮書作成におけ
る留意事項をチェック項目として提示。

 チェック項目は、既存のガイドラインを出発点としつつ、ベスト追求型の環境アセスの
観点から、本県の地域特性を踏まえた内容に整理。

 本ガイドラインは、事例が蓄積され次第、順次改訂。事業者の配慮書作成に係る創意工
夫を積極的に掘り起こし、好事例の裾野を拡大。



ガイドラインの記載内容（案）

1-4.ガイドラインの構成と改訂
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配慮書作成チェックシート

1. 事業計画
2. 風況
3. 自然条件
4. 社会条件
5. 風車位置
6. 機種選定
7. 事業性検討
8. 前倒し調査
9. 計画段階配慮
① 騒音
② 水質
③ 土地改変
④ 動物・植物
⑤ 植物
⑥ 生態系
⑦ 猛禽類
⑧ 景観
⑨ 温室効果ガス

配慮書作成ガイドライン

第１章 本ガイドラインについて
第２章 配慮書段階の環境配慮の進め方
2-1 配慮書作成の手順
2-2 配慮書作成に係る地域とのコ

ミュニケーション
第３章 配慮書作成のポイント
3-1 事業計画

【解説】

好事例

解説



ガイドラインの記載内容（案）

2 配慮書作成における環境配慮の進め方

21

事業計画の検討工程 環境影響評価の手続工程 市町村、県 地域住民

立
地
調
査
段
階

設
計
段
階

工
事

方法書段階

準備書段階

評価書段階

・有望地域抽出
・風況データ収集
・自然・社会条件調査
・導入規模想定

・風況調査
・風車設置地点決定
・風車規模設定
・風車機種選定
・機材搬入路選定
・経済性検討

＜配慮書作成段階＞
・重大な影響の回避
・複数案の比較検討

＜配慮書審査段階＞
・立地調査段階の検討
結果を踏まえた調査手
法等の妥当性の説明
・希少種情報は必要に
応じ別添資料で提示

＜配慮書意見後段階＞
・審査会の指摘や知事
意見等を踏まえた事業
計画の見直し

配慮書段階

＜配慮書作成前段階＞
・想定区域の検討

＜事前相談＞
・基本情報の説明

・配慮書ＣＳの提出

・環境配慮事項の聴取
・住民周知方法の聴取
・ドラフト提出

＜事後相談＞
・意見への対応説明
・計画見直内容の説明
・スケジュールの確認

＜事後・事後相談＞
（配慮書段階と同様）

①事業予定の周知と
懸念事項等の聴取

②事業計画の説明と
意見の聴取

③アセス図書の説明
を通じた懸念事項等
や意見への対応方向
の説明

④アセス図書審査を
踏まえた今後の対応
方向の説明

＜ＱＡ対応＞
・質問への具体的回答
・根拠データに基づく
説明

（②～④と同様）

チェックシート



ガイドラインの記載内容（案）

2-1.市町村や県への事前相談
 法令上の区域指定の状況や環境保全上配慮すべきエリア等の状況を事業の基本

情報として整理しているか。
 配慮書手続前に市町村や県に対し、事業の基本情報を説明しているか。
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 再生可能エネルギーの導入に当たっては、地域の情報を収集し、環境影響を適切に評価
して、事業計画に反映させることが重要。

 事業者は、地域の自然、歴史、文化の保全に取り組むことで、事業に対する理解と自ら
への社会的評価を高めることにもつながる。

 市町村や県からの情報収集では、想定している事業の基本情報の正確な説明が重要。法
令上の区域指定、環境保全上の配慮エリア、イヌワシの情報など、事業基本情報につい
て確認が必要。

 その点をあいまいにした手続きは、審査会や知事意見で厳しい指摘の可能性。事前相談
では、事業の基本情報の丁寧な説明が必要。



（参考１）基本情報シート（イメージ）
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ガイドラインの記載内容（案）
2-2.地域住民への周知と説明
 配慮書手続前に、市町村からの助言等を踏まえ、適切な範囲の地域住民等に対

し、適切な手法で風力発電施設の設置を計画していることを周知しているか。
 配慮書手続中に、市町村からの助言等を踏まえ、適切な範囲の地域住民等に対

し、適切な手法で配慮書の内容を説明し意見を聴取する計画を立てているか。
 地域との円滑なコミュニケーションに向けた配慮（縦覧期間後の図書の公表、

閲覧図書の印刷可など）が行われているか。
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 他県では、配慮書手続き開始後に、地域住民等からの反対で事業実施が困難になった事
例。配慮書手続前の地域住民等に対する設置計画の周知、土地や周辺環境の情報提供、
懸念事項の聞き取りが重要。

 配慮書手続中の意見聴取は、インターネット等により住民からの意見聴取を行うのが一
般的。地域住民が事業の実施自体を知らないと、十分な意見聴取につながらないおそれ。

 配慮書手続前から、適切な範囲の地域住民に対し、事業計画の説明をすることが必要。
開催時間や場所を考慮した説明会の開催や、回覧板や広報への掲載、個別訪問など地域
の状況に応じたきめ細やかな方法による周知が重要。

 縦覧期間終了後の図書の継続公表や、インターネット閲覧の図書を印刷可能化など積極
的な情報提示に努めることが望まれる。



（参考２）アセス図書の公開
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 環境省では、法定の縦覧期間が終了した図書について、事業者の協力を得て
ホームページに公開する取組を進めている。

 2022年６月現在、風力発電事業では全国で43件の図書が公開されている。（本
県関係は、姫神ウィンドパークと高森高原風力の２件）

出典：環境影響評価情報支援ネットワークＨＰ（環境省）



ガイドラインの記載内容（案）
2-3.地域における環境配慮の考え方の聴取
 関係地方公共団体における促進区域の検討過程で明確化される環境配慮の考え

方（考慮すべき環境配慮事項、望ましい事業の規模・形態、環境保全措置の在
り方）について、当該地方公共団体、関係機関及び地域住民の意見を聴取して
いるか。
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 再生可能エネルギー事業の導入では、適正な環境配慮、地域経済社会への貢献により円
滑な合意形成を図ることが重要。

 県では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定める地域脱炭素化促進事業の対象
となる区域の設定に関する基準（案）を検討中。県内市町村でも、促進区域の設定に向
けた検討が進行。

 市町村は、区域に含めることが適切ではない区域や適切な環境配慮を確保するための考
え方を踏まえ、事業者に求める地域の環境の保全のための取組を検討。

 事業者は、地域の再エネ事業に関する環境配慮の考え方（環境配慮事項、望ましい事業
の規模・形態、環境保全措置）を踏まえることが重要。



ガイドラインの記載内容（案）

3.配慮書作成のポイント
3-1.基本的事項(1)複数案①
 重大な環境影響が予測された場合、風車の位置や配置計画、工事計画を見直し

て影響を回避できるよう、複数数の比較検討をしているか。
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 配慮書手続は、重大な環境影響の回避・低減のために、複数案から１案に絞り込むプロ
セスの１つ。一般的な事業計画の検討工程に照らすと、風況、自然条件、社会条件の調
査を行う初期の「立地調査」段階と概ね対応。

 初期段階では、位置や規模に関する複数案の設定が可能で、これを比較検討することで
重大な環境影響の回避・低減が可能。

 配慮書の作成に当たっては、事業計画の検討状況に応じて、適切な形態の複数案を設定
し、環境影響の程度を整理・比較し、区域を絞り込むことが必要。



ガイドラインの記載内容（案）

3-1.基本的事項(1)複数案②
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 風力発電事業の複数案は、概ね以下の２つのタイプが想定。

・タイプA：複数の有望地域の場合、これらを事業実施想定区域の複数案とし、影響の程度
を整理・比較し、絞り込み。（参考３左図）

・タイプB：広めの有望地域の場合、全体を事業実施想定区域の広めに設定した複数案とし、
区域内の影響の程度を整理・比較し、絞り込み。（参考３右図）

 タイプＢの複数案であっても、複数案である以上、広めに設定した想定区域の範囲で、
環境影響を整理・比較する必要。

a案複数案①

b案複数案②
c案複数案③

タイプＡ タイプＢ

想定区域（広めに設定
した複数案）



（参考３）事業計画における重大な影響の回避
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 重大な影響が予測された場合、風車の位置や配置など事業計画の見直しにより影響を回
避することが求められる。事業計画の見直しでは影響を十分に回避できない場合には、
事業規模の縮小まで視野に入れた検討が必要。

 回避の措置が必要となる項目は、自然度の高い植生や希少猛禽類のほか、騒音や景観等
が該当する可能性。

3-1.基本的事項(1)複数案③

出典：環境アセスメント迅速化手法のガイド（NEDO）、上の図はP9掲載の図1-11を一部改変

a案複数案① b案複数案②

想定区域（広めに設定
した複数案）



ガイドラインの記載内容（案）

 計画段階配慮事項の選定では、事業特性、地域特性を勘案して、重大な影響を受けるお
それがある環境要素（騒音、水質など）を設定。

 一方で、環境保全措置により影響の回避・低減が可能な場合は、計画段階配慮事項とし
て選定しないことができる。この趣旨は、遮音壁等の対策による騒音の低減など、事業
者の実績により回避・低減が可能な場合を想定。

 事業の諸元が未決定であるからといって、工事による計画段階配慮事項を一律に選定す
ることは望ましくない。

 計画段階配慮事項の対象は、工事完了後とされているが、工事中でも重大な影響が懸念
される場合は積極的な選定が必要。

 水道取水地点の水質、急傾斜地崩壊危険地区の土砂災害、畜産施設への騒音影響など、
地域特性及び事業特性を踏まえて、工事における計画段階配慮事項の選定が必要。

 重大な環境影響を回避するため、事業計画の早期の段階で環境への配慮を検討する意義
は大きい。

3-1.基本的事項(2)重大な環境影響
 工事による重大な環境影響が懸念される場合、計画段階配慮事項を適切に選定

しているか。

30



ガイドラインの記載内容（案）

 配慮書手続では、環境影響を評価する手法をどのように選定したか、その理由や過程を
示すことが必要。

 複数案における重大な環境影響を比較検討できる適切な評価指標を設定し、そのために
必要な評価方法、予測方法、調査方法を整理することが重要。

3-1.基本的事項(3)調査、予測、評価の方法
① 手法の選定理由

 複数案における重大な環境影響を比較検討できる評価指標に応じた適切な評価、
予測、調査手法を選定し、その理由を記載しているか。
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評価指標 評価の視点 予測

①水域類型指定 類型指定の状況 定量

②汚濁物質の現況濃度 現況濃度が低いこと 定量

③環境基準達成状況 環境基準が達成されていること 定性

④一定範囲内の被影響対
象の数、量又は範囲

被影響対象の数、量又は範囲が少
ないこと

定量

⑤被影響対象までの離隔
距離

被影響対象までの離隔距離が大き
いこと

定量

⑥水質汚濁等を発生させ
る活動量

汚濁物質等の発生に係る活動量が
少ないこと

定量

⑦汚濁物質等の発生量 汚濁物質等の発生量が少ないこと 定量

①評価指標 ②考え方

被影響対象まで
の離隔距離

汚濁物質の発生に係る活動量や原単
位はないが、事業計画地周辺の被影
響対象の分布状況が把握できるため

③調査手法 ④予測手法 ⑤評価手法

被影響対象の位
置を既存資料に
より把握する。

汚濁負荷の排出
場所から被影響
対象までの離隔
距離を予測する。

事業計画地から
被影響対象まで
の離隔距離の大
小を比較する

＜水質の評価指標一覧＞ ＜計画段階配慮事項の調査、予測及び評価の手法（水質）＞



ガイドラインの記載内容（案）

3-1.基本的事項(3)調査、予測、評価の方法
② 調査における専門家ヒアリングの実施

 専門家等へのヒアリングを行い、聴取した意見を踏まえた環境影響の予測及び
評価を実施し、その結果を記載しているか。
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 調査は、国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理、
解析することが基本。必要な情報を得ることが困難、情報の妥当性の確認や情報の補完
が必要な場合は、専門家等へのヒアリング結果を予測及び評価に反映させる必要。

 イヌワシなど希少野生動植物種の生息・生育状況は、専門家等へのヒアリングとそれを
踏まえた環境影響の予測及び評価は根幹的な事項。

 専門家等から聴取した意見の内容の正確な記載が必要。あらかじめ当該専門家に確認し、
了解を確実に得てから配慮書に記載することが重要。

 できるだけ複数の専門家等へのヒアリングに努め、意見や情報に偏りが生じないように
配慮する必要。



ガイドラインの記載内容（案）

3-1.基本的事項(3)調査、予測、評価の方法
③ 予測及び評価における重大な環境影響の比較整理

 文献調査や専門家等へのヒアリング結果を踏まえ、重大な環境影響の有無や程
度、環境保全目標との整合について比較整理をしているか。
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 評価は、重大な環境影響の有無や程度、環境保全上の基準又は目標との整合を複数案ご
とに予測結果を比較整理することが基本。

 区域を広めに設定するタイプでも、区域の各エリアで重大な環境影響を比較整理し、事
業実施区域の絞り込みにつなげる必要。

 事業計画の熟度の低さは、環境影響の比較整理を行わない理由にならない。想定の風車
配置案をもとに区域の各エリアの環境影響の比較整理を行うことが必要。



ガイドラインの記載内容（案）

 地域資源である再生可能エネルギーの活用について、地域に理解を求め、防災、環境保
全、景観保全等の地域特性への配慮が重要。

 そのためには事業者が地域と積極的にコミュニケーションを図ることが必要。

 環境保全、産業振興、コミュニティーの活性化など環境・経済・社会の一体的向上につ
いて経営計画にどのように位置づけているかが重要。

 事業の初期段階で、事業構想、課題へ対応、地域との共生に関する事業者の考えを積極
的に開示していくことで地域の理解につながる。

3-2.事業実施想定区域の設定
(1)事業計画
 経営計画における本事業の位置づけについて記載されているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 事業計画の検討では、風況の良い有望地域の抽出、風況データの収集から始まる立地調
査結果をもとに風車導入規模を設定。

 風況では、月別の平均風速や年間の風向出現率等のデータを収集して、風況の良好な地
域を有望地域として抽出。

 風車性能と年平均風速から年間発電量と設備利用率を算定し、事業性の初期段階の検討
結果を整理。

 売電金額、炭素削減量を算出し、総事業費と合わせて事業の社会的、経済的効果を示す
ことも重要。

 こうした一連の検討経過で当該地域を事業実施想定区域として設定した風況条件が明確
となる。

3-2.事業実施想定区域の設定
(2)風況
 風況データを踏まえた有望地域の抽出状況について記載されているか。
 月別平均風速や年間風向出現率等の風況データの収集状況が記載されているか。
 風況と風車の性能から推定した年間発電量と設備利用率を算定しているか。
 年間発電量、売電金額、二酸化炭素削減量、総事業費など事業の社会的、経済

的効果を算定しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 風況は地形条件によって大きく変化し、対象地域の標高や地形条件の調査が必要。

 標高や地形は植物種の決定要素で、標高や地形に応じて植生が異なるため、標高や地形
などの地形条件を示すことが重要。

 事業計画を左右する気象現象は、落雷、台風、風の乱流があるが、地域によっては着
雪・着氷、塩害なども指摘。対象地域の選定に当たって初期段階でスクリーニングすべ
き重要な要素。

 風車の重量は2,000ｋＷ級で230トン程度あり、強固な地盤が必要。地すべり地形など地
盤が弱い場所は環境保全上適切ではなく、防災上の懸念も。

 事業実施想定区域の自然条件を整理のうえ明示することで、当該地域を事業実施想定区
域として設定した自然条件が明確になる。

3-2.事業実施想定区域の設定
(3)自然条件
 想定区域の詳細な標高など地形条件を把握できる図面は記載されているか。
 着雪・着氷に関する統計量など地域特性に応じた気象条件は記載されているか。
 風車の設置する土地の地盤条件は記載されているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 土地の所有権や確保形態（地上権、所有権）、開発規制状況や環境配慮の必要性など土
地の基本的条件の整理は、手続を円滑に進めるうえで重要。

 自然公園、緑の回廊、保安林など配慮すべきエリアの除外は、想定区域の設定の妥当性
を把握するうえで重要な審査ポイント。

 系統連系可能な既設の送・配電線や変電所等との距離は、事業性に直接影響する要素。
想定区域の妥当性やその見直しによる事業リスクの低減のため重要な確認事項。

 機材の輸送道路、既設又は計画中の風力発電所の状況は、想定区域の設定の妥当性を把
握する重要な要素。

3-2.事業実施想定区域の設定
(4)社会条件
 用地の確保形態が記載されているか。
 環境保全等の観点から設置規制のあるエリアや配慮するべきエリアの除外状況

が記載されているか。
 系統連系可能な既設の送・配電線、変電所等との距離や系統連系の状況、事前

相談等の状況等について記載されているか。
 輸送道路の検討状況について記載されているか。
 周辺に既設又は計画中の風力発電所がある場合は、諸元、位置関係図、供用開

始時期等の情報は記載されているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 風況、自然条件、社会条件のスクリーニングの結果、風車の設置可能なエリアとして抽
出された地域が事業実施想定区域となる。

 事業費、送・配電線の状況（距離、容量等）をもとに、風車の総出力規模を想定。地形
条件等により単機の規模と基数、設置地点の想定を行い、配慮書段階の基本的な事業計
画が定まる。

 これらの配慮書への記載は、想定区域の設定や計画段階配慮事項の選定の妥当性を示す
上で重要。

3-2.事業実施想定区域の設定
(5)導入規模の想定
 輸送路状況等を考慮した立地調査段階の導入規模（総出力）、風車の規模・基

数、風車設置想定地点を示した図面は記載されているか。

38



ガイドラインの記載内容（案）

 コウモリへの影響を回避・低減のため、風車のカットイン風速の調整やフェザリングを
遠隔操作で行える機種が開発。

 事業の初期段階から環境保全に配慮した機種選定を検討し、熟度に合わせて具体化する
ことで、適切な環境保全措置の実施が可能に。

3-2.事業実施想定区域の設定
(6)機種選定
 カットイン風速の調整やフェザリングの実施が遠隔操作で可能な機種選定の検

討状況が記載されているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 一般的な事業工程では、事業性調査の開始から運転開始まで８～９年程度、環境影響評
価の所要期間は３～４年程度。アセス手続は主要な部分を占め、手続の円滑な実施は、
事業化へのリスク低減の観点からも重要。

 アセス手続前の各種調査の進捗状況を示すことは、配慮書が十分な調査検討を経て作成
されたものであることを説明するうえで有効。

 配慮書手続に先行して調査を進める「前倒環境調査」を実施する場合は、事業計画や配
慮書に適切に反映させることが必要。

 環境影響評価手続や前倒環境調査を含めた全体工程を明確にすることが重要。

3-2.事業実施想定区域の設定
(7)スケジュールの検討
 立地調査段階から運転開始までの事業スケジュールが記載されているか。
 前倒環境調査を実施している場合は、前倒し調査の時期、内容を記載している

か。
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ガイドラインの記載内容（案）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目

環境影響評価手続

事業計画

立地調査

風況調査

電力連系
協議

事業計画
認定

基本設計・
実施設計

許認可手続

建設工事・
試運転

前倒環境調査

3-2.事業実施想定区域の設定
(7)スケジュールの検討【好事例：全体工程の見える化で関係者の理解を促進】①
 Ａ社では、アセス手続と事業計画の全体工程を一体的に示したスケジュールを

作成し、関係者との協議を行っている。
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ガイドラインの記載内容（案）

(7)スケジュールの検討【好事例：基本情報の提示で関係者の理解を促進】②
 Ｂ社では、事前相談の段階で、アセス手続と事業計画の全体工程を踏まえた事

業の基本情報や当面の対応方針を示し、関係者の理解促進に努めている。
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＜事業構想①＞
＜事業構想②＞

＜当面の対応＞
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ガイドラインの記載内容（案）

 騒音は、各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題でその発生源は多種多様。超低周
波音は人の健康への影響も含めて調査研究の段階。

 本県の陸上風力発電施設は、山間部の静穏な環境において建設されることが大半。静穏
性について配慮を要する施設（学校、医療機関、福祉施設等）や住宅、鶏舎・牛舎・豚
舎等の畜産施設なども多い。

 住宅等の分布状況、離隔距離の予測、影響の有無・回避及び低減の内容の整理必要。

 利用者が静穏性が求められるような活動（例：バードウオッチングなど）を行うことも
想定。文献情報には限りがあり、現地での情報収集も有効。初期段階から関係自治体や
地域住民との積極的なコミュニケーションで、地域住民の理解促進にも寄与。

 促進区域の設定に関する岩手県基準（案）では、騒音に係る考慮すべき配慮事項として、
住宅等からの離隔距離を１km程度確保することを求めている。

3-3.計画段階配慮事項 (1) 騒音①
 ５万分の１以上の縮尺、想定区域から500ｍ単位で被影響対象の有無を示した図

面を記載し、その距離ごとの数を記載しているか。
 学校、医療機関、福祉施設、畜産施設その他の留意すべき施設（人と自然との

触れ合いの活動の場を含む）と事業実施想定区域からの距離を施設ごとに比較
し記載しているか。

 被影響対象からの離隔距離を１ｋｍ以上確保しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 騒音に係る環境基準の類型指定がない地域の影響評価は慎重な検討が必要。静穏性の高
い地域が多く、最も厳しい基準であるＡA類型を参考基準とするなど地域の実情に応じた
対応が必要。

 騒音による睡眠障害などの健康影響は、十分な科学的知見が得られていない状況。国内
の疫学調査では、離隔距離1,500ｍと2,000ｍの住居での睡眠障害のオッズ比が約２倍と
の報告もある。

 住宅等の数・量・範囲や離隔距離に照らし、安全側の考え方から、地域との適切なコ
ミュニケーションを図ることが重要。施設の稼働調整を含む環境保全措置の検討が適切
に行われているかかも審査のポイント。

3-3.計画段階配慮事項 (1) 騒音②
 騒音に係る環境基準の類型指定がない地域について、静穏性の高さなどの地域

特性を十分に考慮した評価を行っているか。
 騒音・超低周波音の健康影響に関する疫学調査の状況を踏まえた地域との適切

なコミュニケーションの実施や施設の稼働計画の検討を行っているか。
 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び低減の具

体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (1)騒音 【好事例：住居等の分布状況の記載】
 住居等との距離を500ｍ単位で色分けし、分かりやすく図示している。
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ガイドラインの記載内容（案）

 水質への影響は、人為的な排水のほか、構造物を設置することによる流況の変化がある。
「動物」「植物」「生態系」「人と自然とのふれあい活動の場」等、他の環境要素とも
密接に関わる基盤的な項目。

 流域内の水循環の状況として、河川や水道水源、取水施設、水源かん養保安林等との位
置を明らかにする必要。

 水の濁りによる影響は、流下方向にある被影響対象の数や離隔距離の状況に照らし、適
切な配慮がなされているかが審査のポイント。

 水源かん養保安林の除外は、水環境の計画段階配慮事項の選定の妥当性を把握するうえ
で重要な審査ポイント。

 水質への影響の早期の把握、重大な環境影響が及ばない場所の選定のため、施設の配置
や工事計画は配慮書段階で決定していることが望まれる。

3-3.計画段階配慮事項 (2)水質
 普通河川、沢筋、水道水源、取水施設、水源かん養保安林等の位置が記載され

ているか。
 事業実施想定区域から流下方向へ一定範囲に含まれる被影響対象（取水施設、

漁場等）の数、事業実施想定区域からの離隔距離を記載しているか。
 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び低減の具

体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (2)水質 【好事例：水環境の複合的な図の記載】
 水環境の複数の要素を重ね合わせた図を作成している。
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ガイドラインの記載内容（案）

 重要な地形・地質の分布は、文献調査に加え、地域の環境に詳しい専門家等の意見もあ
わせて、地域特性を十分考慮して把握する必要。

 切土、盛土等による土地改変行為等による地盤機能の変化は、関連する環境要素にも影
響。

 重要な地形及び地質、林地及び傾斜地等の場所・面積・距離、土地改変の土工量・勾配
を明らかにすることが重要。地すべり地形や地盤沈下が生じやすい地盤との重ね合わせ
（オーバーレイ）による直接改変の有無や想定される改変面積が審査のポイント。

3-3.計画段階配慮事項 (3)土地改変①
 土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、砂防指定地、山地災害危険地区等

の位置が記載されているか。
 地すべり地形や地盤沈下が生じやすい地盤の場所、面積、距離を記載している

か。
 造成に伴い地盤の安定性を変化させる法面の面積、土量、勾配を記載している

か。
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ガイドラインの記載内容（案）

 土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林は、指定の趣旨から森林以外への転用は抑制
すべきもの。砂防指定地や地すべり防止区域等は豪雨による土砂災害の影響が懸念。

 促進区域の設定に関する岩手県基準（案）では、促進区域に含めることが適切でないと
認められる区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安
林、土砂災害特別警戒区域、山地災害危険地区、土砂災害危険箇所を設定。

 防災上配慮すべきエリアの除外は、土地改変に係る計画段階配慮事項の検討結果の妥当
性を把握するうえで重要なポイント。

 環境保全措置については、土質工学的な観点から想定される対策工法、林地及び傾斜地
の改変面積の縮小化の可否の整理が必要。地盤変状は一旦発生するとほとんど回復する
ことが不可能であり、計画段階での環境影響の回避・低減が特に重要。

3-3.計画段階配慮事項 (3)土地改変②
 土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、砂防指定地、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域、山地災害危険地区、土砂災害特別警戒区域、土砂災害
危険箇所を事業実施想定区域から除外しているか、又は事業実施区域から除外
する計画となっているか。

 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる非影響対象、回避及び低減の具
体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (3)土地改変 【好事例：種別ごとの色分けで図示】
 保安林の種別ごとの色分けや広域的な範囲で危険箇所等を図示している。
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ガイドラインの記載内容（案）

 本県は全国に誇れる優れた自然環境に恵まれており、希少な野生動植物が身近に存在。希
少野生動植物の生息・生育環境の保全との調和が図られるよう最大限の配慮。

 配慮書手続は、回避・低減が困難な重大な影響をあらかじめ配慮することが重要。動物・
植物は限られた調査範囲ではその地域特性を十分捉えられないため、広域的な視点での調
査範囲の設定が重要。

 種によって移動や分散能力が異なるため、種ごとに調査範囲を検討することが望まれる。
種の重要性が高く事業の影響が想定される場合は、地形・植生・種等の生態情報から分布
状況を推定する解析的な手法を活用することが必要。

3-3.計画段階配慮事項 (4)動物・植物①
 広域的な視点で調査範囲を設定し、既存情報や専門家ヒアリングで得られた情

報を用いて解析的な手法により個々の重要な種に対する重大な影響を記載して
いるか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 評価は、種の重要性、生態特性、生態・生育分布や連続性を考慮し、重大な影響の有無や
複数案による差を丁寧に示す必要。

 本県では、自然環境保全施策を進める際の指針として「岩手県自然環境保全指針」を策定
し、A～Eの５段階の保全区分を設定。保全区分Ａは「植生や動植物の生息・生育環境の改
変は、原則として避ける」ことが保全方向。重要な種に対する重大な影響の評価において
積極的に活用することが望まれる。

 自然公園、緑の回廊、ＫＢＡ、重要里地里山など配慮すべきエリアの除外は、動物・植物
の計画段階配慮事項の検討結果の妥当性を把握するうえで重要な審査ポイント。

 重要な種に影響が及ぶ区域の推定、その区域における影響の定量的な整理・把握、重大な
影響の有無・回避及び低減の具体的内容が審査のポイント。

3-3.計画段階配慮事項 (4)動物・植物②
 動物、植物に対する重大な影響の有無や事業実施想定区域の絞り込み過程にお

ける影響の差を丁寧に記載しているか。
 自然公園特別地域、緑の回廊、生物多様性の保全の鍵になる地域（KBA）、生物

多様性保全上重要な里地里山を事業実施想定区域から除外しているか、又は事
業実施区域から除外する計画となっているか。

 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる非影響対象、回避及び低減の具
体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (5)植物
 重要な種の選定に当たって設定したキーワードを記載しているか。
 植生に関する図表について、植物群落のクラス名、大分類名、凡例の色や№、

植生自然度の対応が分かりやすく示されているか。
 保安林の種類別の指定目的は記載されているか。
 巨樹、巨木林、植生自然度９及び10に該当する重要な群落を事業実施想定区域

から除外しているか、又は事業実施区域から除外する計画となっているか。

53

 本県は多様な自然環境に多くの野生生物が生息・生育しており、特定の地域にのみ生育
する固有の植物もある。

 植物の重要な種の選定に当たって設定したキーワードを記載し、種の選定方法の妥当性
を把握できるようにすることが重要。

 把握した情報は、植生に対する人為的影響の度合いに関する情報（植生自然度）とあわ
せて分かりやすく整理する必要。

 保安林は、水源かん養や土砂の崩壊・流出などの公益的機能があり、本県森林面積の約
４割を占める。保安林の公益的機能に応じた分布状況を明らかにする必要。

 重要な植物群落や植生自然度が高い（数字が大きい）エリアにおける重大な環境影響が
回避されているかが審査のポイント。



ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (5)植物 【好事例：キーワードの設定】
 重要種の抽出キーワードを収集資料一覧の末尾に記載している。
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ガイドラインの記載内容（案）

 重要な自然環境のまとまりの場は、限られた調査範囲ではその地域特性を十分捉えられ
ない。周辺環境との相対的な関係から抽出される自然環境もあることに留意が必要。

 生態系ネットワークなど重要な自然環境のまとまりの場の分布状況やそのつながりを考
慮し、広域的な視点で調査範囲を設定することが重要。

 直接影響を受ける生物だけではなく、食物連鎖等を通したカスケード効果※の存在にも留
意する必要。

※捕食や競合、生息・生育環境の提供等の関係性を通じて広い範囲のさまざまな生物が連鎖的に影響を受
けること。

3-3.計画段階配慮事項 (6)生態系①
 生態系ネットワークを考慮した広域的な視点で調査範囲を設定し、既存情報や

専門家ヒアリングで得られた情報を用いて解析的な手法により重要な自然環境
のまとまりの場に対する影響を整理しているか。

 水域生態系を含む生食連鎖や腐食連鎖等を通じたカスケード効果について食物
連鎖図及び説明は記載されているか。

 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び低減の具
体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 その地域のみで親しまれている林、小さな水辺等の地域を特徴づける重要な自然環境につ
いても見落としのないよう留意する必要。

 都市近郊の田園地帯の自然環境など、周辺環境との相対的な関係により重要な自然環境の
まとまりの場として把握できる場合もある。

 地域特性を整理し、重要性を広域的、相対的に捉えることで、重要な自然環境のまとまり
の場を定量的あるいは定性的に把握することが必要。

 大きな構造物による生態系ネットワークの分断、断片化等など、事業特性と影響要因に
も留意し、重大な影響の有無を判断する必要。

3-3.計画段階配慮事項 (6)生態系②
 水域生態系を含む生食連鎖や腐食連鎖等を通じたカスケード効果について食物

連鎖図及び説明は記載されているか。
 生態系ネットワークを考慮した広域的な視点で調査範囲を設定し、既存情報や

専門家ヒアリングで得られた情報を用いて解析的な手法により重要な自然環境
のまとまりの場に対する影響を整理しているか。

 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び低減の具
体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (6)生態系 【好事例：食物連鎖図】
 水生生物や腐食連鎖を含めた連鎖図で多様な生態系の理解に努めている。
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ガイドラインの記載内容（案）

 イヌワシをはじめとする猛禽類は食物連鎖の頂点にある生態系の保全上重要な種であり、
本県の自然環境の象徴。一方で開発行為により最も大きい影響を受ける。

 イヌワシの保全は本県で風力発電事業を実施するに当たって最も配慮を要する地域特性
の１つ。本県は、全国トップクラスのイヌワシ生息地であり、東北地方の目標（55ペ
ア）の約５割に相当する29ペアの維持を目標設定。その目標達成は、本県の環境保全の
みならず、種の保存及び国民全体の文化的資産の保全に不可欠。

 イヌワシの生息状況は、既存資料から情報を得ることが困難で、専門家へのヒアリング
が必須の調査方法。専門家の意見を踏まえた環境影響の予測及び評価の結果は、審査の
重要なポイント。

 営巣場所や営巣中心域等が特定されないよう表現方法に配慮することが必要だが、一律
に配慮書への記載しないのは適切ではない。非公開情報に必要な措置を取り、地域の環
境情報として積極的に記載・説明することが重要。

 非公開情報の取扱いとしては、審査用図書とは別に、公開可能な情報のみを掲載した縦
覧用図書を作成するなどの方法が一般的。

3-3.計画段階配慮事項 (7)猛禽類①
 専門家のヒアリングを行い、その結果を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 広域的な視点で調査範囲を設定し、地形情報や植生と重要な種等の生態情報から解析的
な手法により生息状況を適切に推定することが必要。

 重大な影響の有無や、影響の重大性の程度の整理・比較の結果、複数案からの絞り込み
の過程における影響の差を丁寧に示す必要。

 イヌワシの行動圏は極めて広く、非営巣期には営巣場所から30㎞のエリアで採食行動が
確認。事業実施想定区域から10㎞圏内にある他事業との累積的な影響についても整理が
必要。

3-3.計画段階配慮事項 (7)猛禽類②
 行動圏が広い種の特性を踏まえ広域的な視点で調査範囲を設定し、既存資料や

専門家ヒアリングから得られた情報を用いて解析的な手法により生息状況を推
定しているか。

 イヌワシに対する重大な影響の有無や事業実施想定区域の絞り込み過程におけ
る影響の差を丁寧に記載しているか。

 事業実施想定区域から10㎞圏内の他事業との累積的影響を整理しているか。
 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び低減の具

体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 自然、歴史、文化が映し出す景観は現在及び将来の県民の共通資産。風力発電事業が景
観に及ぼす影響は大きく、一度失われてしまうと回復するのが非常に困難なことに留意
が必要。

 予測は、景観資源及び眺望点の分布位置との重ね合わせ（オーバーレイ）により、改変
面積や境影響の重大性の程度を把握する必要。

 景観変化のイメージのため、風車の仮配置位置で最大高さの風車を想定したフォトモン
タージュによる視覚的な差の提示が重要。

3-3.計画段階配慮事項 (8)景観①
 景観資源、眺望点、住居の分布状況を踏まえ、眺望点や住居のまとまりごとに

眺望範囲、眺望方向、眺望対象、眺望構成要素等を整理した図表を記載してい
るか。

 風車の仮配置位置で最大高さの風車を想定したフォトモンタージュによる眺望
景観の予測を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

 眺望点や住居からの視野の遮蔽・阻害の程度の説明は、住民が読んでイメージがしやす
いように客観的な記載とするよう留意が必要。

 風車の基数が増えることで視覚的な圧迫感への影響も懸念されるため、他事業との累積
的影響の観点からの整理も必要。

 直接改変の有無のほか、構造物等の存在による眺望景観の遮蔽、阻害の有無、他事業と
の累積的な影響が審査のポイント。

3-3.計画段階配慮事項 (8)景観②
 主要な眺望点や住居からの眺望景観の予測、評価において、変化の有無、影響

の程度などについて客観的に記載しているか。
 眺望景観について他事業との累積的影響を整理しているか。
 予測結果を踏まえ、回避及び低減の対象となる被影響対象、回避及び低減の具

体的内容を記載しているか。
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ガイドラインの記載内容（案）

3-3.計画段階配慮事項 (8)景観 【好事例：眺望点からの眺望方向の記載】
 眺望点ごとに主要な眺望方向を記載し、景観への支障の有無を図示している。
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ガイドラインの記載内容（案）

 本県の陸上風力発電施設は、山の尾根において建設されることが大半。巨大な風車を運
ぶための搬入路の新設や拡張工事等で森林の伐採を伴うことも少なくない。

 配慮書手続では、森林の伐採量に伴う森林の二酸化炭素吸収量の減少の程度について予
測することが重要。

 風力発電事業は低炭素のエネルギー源であり、地球温暖化防止が目的。森林吸収量を含
め全体的な温室効果ガス排出量への影響を示すことが重要。

3-3.計画段階配慮事項 (9)温室効果ガス
 森林の伐採による森林の二酸化炭素吸収量の減少について風車の最大規模から

類似事例を引用して算出しているか。
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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」開催要領 

 

１ 目的 

  風力発電事業は、2012 年 10 月から、環境影響評価法の対象事業となり、以来、県内を事業

実施区域とする事業では 32 件が法アセスの手続を行っているが、2022 年度に新たに法アセス

手続を開始する見込みの事業が８件と単年度としては過去最高を記録するなど、手続案件が急

増している。 

  その背景には、2020 年 10 月の国による「2050 年カーボンニュートラル」宣言、エネルギー

基本計画における再生可能エネルギーの主力電源化の方向付け、更にはこれに対応する系統制

約の克服に向けた取組により、風力発電事業の予見可能性が高まっていることがあると考えら

れ、今後も同様の傾向が続くと見込まれる。 

  一方で、最近の配慮書の中には、自然度の高い植生や希少猛禽類などへの重大な環境影響の

検討が不十分な事例が散見され、それらに対し環境影響評価技術審査会では厳しい意見が出さ

れている。 

その要因には、2016 年 12 月から、いわゆる FIT 申請に必要な要件が従来の「準備書手続の

終了」から「方法書手続の開始」に変更されたことを背景に、方法書の届出を急ぎ、環境保全

の観点からの十分な検討が行われないまま配慮書手続が進められてしまう場合があることに

加え、いわて県民計画（2019～2028）や岩手県環境基本計画におけるイヌワシの保全目標の設

定など環境保全を重視する本県の地域特性が事業者に十分に理解されていないことがあると

考えられる。 

  配慮書手続は、事業の計画段階で「重大な環境影響」を回避し、複数案による事業実施想定

区域ごとに重大な環境影響を整理・比較し、より環境保全に配慮した事業実施区域に絞り込ん

でいくステップであり、配慮書段階の検討過程で重大な環境影響の有無を検討し、必要な回避

等の措置を確実に講じることは、地域の理解を醸成する上でも重要である。 

  県では、これまで環境と調和した再生可能エネルギーの導入に向けた取組を進めてきたとこ

ろであるが、現行制度下において、より丁寧な手続と地域特性に配慮した配慮書の作成を促し、

配慮書の審査の円滑化を図るためには、審査会の審査等において従来一般的によくなされる質

問や指摘等をチェック項目として整理し、その考え方を記載した「ガイドライン」を作成して、

配慮書作成に当たってその内容が過去の指摘等に対応しているかを事業者自らが確認する仕

組みを作ることが有用である。 

このことから、本県の地域特性を踏まえ「ガイドライン」に記載するべき事項等について、

審査会の委員等に御意見をいただくことを目的として、「「（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」を開催する。 

 

２ 構成 

  意見交換会は、審査会委員及び専門調査員並びに岩手県職員をもって構成する。 

 

３ 運営 

 (1) 意見交換会には座長を置き、座長は会議の議事運営にあたる。 

(2) 座長は、岩手県環境生活部環境保全課総括課長が務める。 

(3) 意見交換会は原則として公開する。 

(4) 公開した意見交換会の会議録は、会議終了後１か月以内を目途に公開する。 

(5) 意見交換会の庶務は、岩手県環境生活部環境保全課において行う。 
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促進区域の設定に関する岩手県基準（素案） 

１ 趣旨 

 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。以下「法」という。）第 21 条第 6 項

及び第 7 項に基づき、法第 21 条第３項第１号に定める岩手県の自然的社会的条件に適した再生可能エ

ネルギーの利用の促進に関する事項として、第 2 次岩手県地球温暖化対策実行計画に掲げる温室効果

ガスの排出削減目標及び 2050 年度の温室効果ガス排出量の実質ゼロを達成するため、地域の再生可能

エネルギー導入ポテンシャルを最大限活用しつつ、環境の保全に配慮して市町村が地域脱炭素化促進

事業の対象となる区域（以下「促進区域」という。）を設定する際の基準を定めるもの。 

２ 基準を定める地域脱炭素促進施設の種類 

(１) 太陽光発電施設

(２) 風力発電施設

３ 太陽光発電施設に係る基準 

(１) 促進区域に含めることが適切でないと認められる区域

別表１のとおり

(２) 考慮すべき配慮事項等

別表２のとおり

なお、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第５項第５号イに規定する地域の環境の保全の

ための取組について定める際は、別表２の「適正な配慮のための考え方」を踏まえるとともに、環境

の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置が確実に行われているか確認するため、事業開

始後の事後調査の実施について規定するものとする。 

(３) 環境影響評価法の対象未満の施設に係る特例事項

環境影響評価法施行令別表第１の第２欄及び第３欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進

事業において整備する地域脱炭素化促進施設について定める特例事項は以下のとおりとする。 

ア 既存の建物の屋根に設置されるもの（10kW 以上）については、別表１及び別表２のうち水の濁

りによる影響、重要な地形及び地質への影響、土地の安定性への影響、動物の重要な種及び注目す

べき生息地への影響、植物の重要な種及び重要な群落への影響、地域を特徴づける生態系への影

響、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響、主要な人と自然との触れ合いの活

動の場への影響、その他県が必要と判断するものについての考慮を要しない。 

イ 工場跡地に設置されるもの（工業団地に設置されるものを除く。）については、別表１及び別表

２のうち重要な地形及び地質への影響、土地の安定性への影響、地域を特徴づける生態系への影響

及び主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響、主要な人と自然との触れ合いの

活動の場への影響、その他県が必要と判断するものについての考慮を要しない。 

(４) 適用除外

参考２



2 

 

   環境影響評価法施行令別表第１の第２欄及び第３欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進

事業において整備する地域脱炭素化促進施設のうち以下のものについては、別表１及び別表２の項

目について考慮を要せず、国の基準を県の基準とする。 

  ア 既存の建物の屋根に設置されるもの（10kW 未満） 

  イ 工業団地に設置されるもの 

 

４ 風力発電施設に係る基準 

 (１) 促進区域に含めることが適切でないと認められる区域 

   別表３のとおり 

 (２) 考慮すべき配慮事項等 

   別表４のとおり 

   なお、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第５項第５号イに規定する地域の環境の保全の

ための取組について定める際は、別表４の「適正な配慮のための考え方」を踏まえるとともに、環境

の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置が確実に行われているか確認するため、事業開

始後の事後調査の実施について規定するものとする。 

 (３) 環境影響評価法の対象未満の施設に係る特例事項 

   環境影響評価法施行令別表第１の第２欄及び第３欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進

事業において整備する地域脱炭素化促進施設について定める特例事項は以下のとおりとする。 

  ア 既存の建物の屋根に設置されるものについては、別表３及び別表４のうち重要な地形及び地質

への影響、土地の安定性への影響、植物の重要な種及び重要な群落への影響、地域を特徴づける生

態系への影響、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響、主要な人と自然との触

れ合いの活動の場への影響、その他県が必要と判断するものについての考慮を要しない。 

  イ 工業団地に設置されるものについては、別表３及び別表４のうち重要な地形及び地質への影響、

風車の影による生活環境への影響、土地の安定性への影響、植物の重要な種及び重要な群落への影

響、地域を特徴づける生態系への影響、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影

響、主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響についての考慮を要しない。 

  ウ 駐車場に設置されるものについては、別表３及び別表４のうち重要な地形及び地質への影響、土

地の安定性への影響、植物の重要な種及び重要な群落への影響、地域を特徴づける生態系への影

響、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響、主要な人と自然との触れ合いの活

動の場への影響についての考慮を要しない。 

 

５ 基準の見直し 

 この基準は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則（平成 11 年総理府令第 31 号）第 5 条の

６第 5 項の規定に基づき、必要があると認めるときは、適宜見直しを行うものとする。 

 

   附則 

 この基準は、令和 年 月 日から施行する。 
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別表１ 

分類 区域名 区域を定める法令・条例等 

土地の安定性への影

響 

砂防指定地 砂防法 

地すべり防止区域 地すべり等防止法 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律 

保安林 森林法 

動物の重要な種及び

注目すべき生息地へ

の影響 

国指定鳥獣保護区 

県指定鳥獣保護区 

鳥獣保護管理法 

生息地等保護区 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 

カモシカ保護地域 昭和 54 年三庁合意（環境、文化、林野） 

植物の重要な種及び

重要な群落への影響 

生息地等保護区 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 

地域を特徴づける生

態系への影響 

自然環境保全地域 特別地区 岩手県自然環境保全条例 

主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な

眺望景観への影響 

国立公園・国定公園の 

第 2 種特別地域 

第 3 種特別地域 

自然公園法 

 

県立自然公園の 

第 1 種特別地域 

第 2 種特別地域 

第 3 種特別地域 

県立自然公園条例 

風致地区 都市計画法 

伝統的建造物群保全地区 

文化的景観 

文化財（史跡、名勝、天然記念物） 

文化財保護法 

岩手県文化財保護条例 

各市町村の文化財保護条例 

その他県が必要と判

断するもの 

歴史的風致維持向上計画で定める

重点区域 

地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法 

山地災害危険地区 林野庁長官通達 

土砂災害危険個所 国土交通省通達 

河川区域 河川法 

世界文化遺産の資産及びその緩衝

地帯 

世界遺産条約 

海岸保全区域 海岸法 

農用地区域内の農地 

甲種農地 

第１種農地 

農業振興地域の整備に関する法律 

農地法 
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別表２ 

促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 

適正な配慮のための考え方 

（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のための取組」として位置づけ

る、 

環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置） 

収集すべき情報 収集方法 

騒音による影響 ・ 保全対象施設（学校、

病院等）の種類 

・ 住宅の分布状況 

・ EADAS 

・ 関係部局が示す情報 

・ パワーコンディショナの設置場所を調整して保全対象施設や住宅からの離隔

距離を確保すること、又はパワーコンディショナに囲いを設けること等の防音

対策を講じること。 

水の濁りによる

影響 

・ 取水施設の状況 ・ EADAS 

・ いわての水道概況 

・ 沈砂地や濁水処理施設等を設置するなど、適切な濁水発生防止策を講じるこ

と。 

重要な地形及び

地質への影響 

・ 重要な地形・地質の

分布 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

（促進区域に当該区域を含む場合） 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

反射光による影

響 

・ 保全対象施設（学校、

病院等）の種類 

・ 住宅の分布状況 

・ EADAS 

・ 関係部局が示す情報 

・ 事業地の周囲に植栽を施すこと、太陽光の反射を抑えた仕様のパネルを採用

すること、又はアレイの配置や向きを調整することなど、保全対象施設や住宅

の窓に反射光が差し込まないよう措置を講じること。 

動物の重要な種

及び注目すべき

生息地への影響 

・ 環境省レッドリスト 

・ 岩手県レッドリスト 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ いわてレッドデータ

ブック 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 

適正な配慮のための考え方 

（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のための取組」として位置づけ

る、 

環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置） 

収集すべき情報 収集方法 

・ 岩手県希少野生動植

物の保護に関する条例

で指定する指定希少野

生動植物及び特定希少

野生動植物 

・ 専門家に聴取 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

植物の重要な種

及び重要な群落

への影響 

・ 植生自然度の高い地

域 

・ EADAS 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

・ 特定植物群落 ・ EADAS ・ 当該地の改変を避けた事業計画にすること。 

・ 巨樹・巨木林 ・ EADAS ・ 指定対象の改変を避けた事業計画にすること。 

・ 環境省レッドリスト 

・ 岩手県レッドリスト 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ いわてレッドデータ

ブック 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 

適正な配慮のための考え方 

（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のための取組」として位置づけ

る、 

環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置） 

収集すべき情報 収集方法 

・ 岩手県希少野生動植

物の保護に関する条例

で指定する指定希少野

生動植物及び特定希少

野生動植物 

・ 専門家に聴取 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

地域を特徴づけ

る生態系への影

響 

・ 自然再生の対象とな

る区域 

・ EADAS 

・ 東北地方環境事務所

WEB ページ 

・ 自然再生協議会に聴

取 

・ 事業の実施に当たって、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、当該自然再生の対象となる区域で必要な措置について自然再生

協議会に意見聴取し、促進区域と合わせて示す。 

・ 重要里地里山 

・ 重要湿地 

・ EADAS 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ 事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、促進区域を設定しようとしている場所において特に配慮を必要

とする対象の現況とその保全に必要な措置について地方環境事務所に聴取

し、促進区域と合わせて示す。 

主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観への影響 

・ 国立/国定公園、県立

自然公園の利用施設に

位置づけられている眺

望点 

・ 長距離自然歩道 

・ EADAS 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ 県自然保護担当課に

聴取 

・ 事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、促進区域を設定しようとしている場所に関して、特に配慮が必

要となる自然公園内の眺望点や長距離自然歩道からの眺望の状況とその保全

に必要な措置について地方環境事務所や県自然保護担当課に聴取し、促進区

域と合わせて示す。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 

適正な配慮のための考え方 

（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のための取組」として位置づけ

る、 

環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置） 

収集すべき情報 収集方法 

・ 県立自然公園区域の

普通地域 

・ EADAS 

・  県自然保護担当課

WEB ページ 

（促進区域に当該区域を含む場合） 

・ 事業地の周囲に植栽を施すこと、周辺部の森林を残すこと、又は太陽光パネ

ルや付帯設備を周辺景観との調和に配慮した色彩とすること。 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場への影

響 

・ 長距離自然歩道 ・ 県自然保護担当課に

聴取 

（促進区域に当該歩道や区域を含む場合） 

・ 当該歩道や区域の改変を避けた、又は改変面積をできる限り小さくした事業

計画にすること。 

その他県が必要

と判断するもの 

・ 土砂災害警戒区域 ・ 県砂防担当課 WEB

ページ 

（促進区域に当該区域を含む場合） 

・ 当該区域の指定理由を踏まえ、土砂災害に備えた適切な事業計画にすること。 

・ 周知の埋蔵文化財包

蔵地 

・ 市町村教育委員会へ

聴取 

・ 事業の実施に先立ち、事業地内に周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）が無いか

確認すること。 

・ 遺跡に該当する場合は、埋蔵文化財に影響が生じないよう配慮※する必要があ

ること。 

・ 事業地内に遺跡が所在しない場合であっても、事業地が１ha 以上である、周

辺に遺跡が所在する、埋蔵文化財の所在確認を行ったことのない場所などは、

事業計画について協議が必要であること。 

※ 事業により埋蔵文化財に影響が生じる場合は、必要に応じて発掘調査が必

要になること。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 

適正な配慮のための考え方 

（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のための取組」として位置づけ

る、 

環境の保全への適正な配慮を確保する適切な措置） 

収集すべき情報 収集方法 

・ 緑の回廊 ・ 国有林は、東北森林

管理局に聴取 

・ 民有林は、県森林整

備担当課に聴取 

・ 緑の回廊の設置趣旨を踏まえ、区域の改変を避けた、又は改変面積をできる

限り小さくした事業計画にすること。 

EADAS：環境アセスメントデータベース。環境省が提供している。 
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別表３ 

分類 区域名 区域を定める法令・条例等 

土地の安定性への影

響 

砂防指定地 砂防法 

地すべり防止区域 地すべり等防止法 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律 

保安林 森林法 

動物の重要な種及び

注目すべき生息地へ

の影響 

国指定鳥獣保護区 

県指定鳥獣保護区 

鳥獣保護管理法 

生息地等保護区 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 

カモシカ保護地域 昭和 54 年三庁合意（環境、文化、林野） 

植物の重要な種及び

重要な群落への影響 

生息地等保護区 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 

地域を特徴づける生

態系への影響 

自然環境保全地域 特別地区 岩手県自然環境保全条例 

主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な

眺望景観への影響 

国立公園・国定公園の 

第 2 種特別地域 

第 3 種特別地域 

自然公園法 

県立自然公園の 

第 1 種特別地域 

第 2 種特別地域 

第 3 種特別地域 

県立自然公園条例 

風致地区 都市計画法 

伝統的建造物群保全地区 

文化的景観 

文化財（史跡、名勝、天然記念物） 

文化財保護法 

岩手県文化財保護条例 

各市町村の文化財保護条例 

その他県が必要と判

断するもの 

歴史的風致維持向上計画で定め

る重点区域 

地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法 

山地災害危険地区 林野庁長官通達 

土砂災害危険個所 国土交通省通達 

河川区域 河川法 

世界文化遺産の資産及びその緩

衝地帯 

世界遺産条約 

海岸保全区域 海岸法 

農用地区域内の農地 

甲種農地

農業振興地域の整備に関する法律 

農地法 
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別表４ 

促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 適正な配慮のための考え方 

収集すべき情報 収集方法 

騒音による影響 ・ 保全対象施設（学校、

病院等）の種類 

・ 住宅の分布状況 

・ EADAS 

・ 関係部局が示す情報 

・ 風力発電設備の設置場所を調整して保全対象施設や住宅からの離隔を１km

程度確保すること。 

・ 風力発電設備の設置予定場所から２km 以内に保全対象施設や住宅がある場

合は、騒音による影響を調査、予測し、その結果に応じて必要な環境保全措置

を検討すること。 

重要な地形及び

地質への影響 

・ 重要な地形・地質の

分布 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

（促進区域に当該区域を含む場合） 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

風車の影による

生活環境への影

響 

・ 保全対象施設（学校、

病院等）の種類 

・ 住宅の分布状況 

・ EADAS 

・ 関係部局が示す情報 

・ 風車の影が保全対象施設や住宅に長時間重ならないよう風力発電機の配置を

検討すること。 

動物の重要な種

及び注目すべき

生息地への影響 

・ 環境省レッドリスト 

・ 岩手県レッドリスト 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ いわてレッドデータ

ブック 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 適正な配慮のための考え方 

収集すべき情報 収集方法 

・ 風力発電に係るセン

シティビティマップ 

・ EADAS ・ 事業の実施に先立ち必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、促進区域を設定しようとしている場所において特に配慮を必要と

する種の生息状況とその保全に必要な措置について東北地方環境事務所や県自

然保護担当課に聴取し、保全に必要な措置を促進区域と合わせて示す。 

・ 岩手県希少野生動植

物の保護に関する条例

で指定する指定希少野

生動植物及び特定希少

野生動植物 

・ 専門家に聴取 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

植物の重要な種

及び重要な群落

への影響 

・ 植生自然度の高い地

域 

・ EADAS 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

・ 特定植物群落 ・ EADAS ・ 当該地の改変を避けた事業計画にすること。 

・ 巨樹・巨木林 ・ EADAS ・ 指定対象の改変を避けた事業計画にすること。 

・ 環境省レッドリスト 

・ 岩手県レッドリスト 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ いわてレッドデータ

ブック 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 適正な配慮のための考え方 

収集すべき情報 収集方法 

・ 岩手県希少野生動植

物の保護に関する条例

で指定する指定希少野

生動植物及び特定希少

野生動植物 

・ 専門家に聴取 

・ 岩手県自然環境保全

指針 

・ 岩手県自然環境保全指針において該当する A～E の区分による保全方向の配

慮を行うこと。 

地域を特徴づけ

る生態系への影

響 

・ 自然再生の対象とな

る区域 

・ EADAS 

・ 東北地方環境事務所

WEB ページ 

・ 自然再生協議会に聴

取 

・ 事業の実施に当たって、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、当該自然再生の対象となる区域で必要な措置について自然再生

協議会に意見聴取し、促進区域と合わせて示す。 

・ 重要里地里山 

・ 重要湿地 

・ EADAS 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ 事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、促進区域を設定しようとしている場所において特に配慮を必要

とする対象の現況とその保全に必要な措置について地方環境事務所に聴取

し、促進区域と合わせて示す。 

主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観への影響 

・ 国立/国定公園、県立

自然公園の利用施設に

位置づけられている眺

望点 

・ 長距離自然歩道 

・ 世界遺産における眺

望点 

・ EADAS 

・ 東北地方環境事務所

に聴取 

・ 県自然保護担当課に

聴取 

・ 県世界遺産担当課に

聴取 

・ 事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行い、必要な措置※を講じること。 

※ 市町村は、促進区域を設定しようとしている場所に関して、特に配慮が必

要となる自然公園内の眺望点や長距離自然歩道、世界遺産からの眺望の状況

とその保全に必要な措置について地方環境事務所や県自然保護担当課、県世

界遺産担当課に聴取し、促進区域と合わせて示す。 
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 適正な配慮のための考え方 

収集すべき情報 収集方法 

・ 県立自然公園区域の

普通地域 

・ EADAS 

・  県自然保護担当課

WEB ページ 

（促進区域に当該区域を含む場合） 

・ 事業地の周囲に植栽を施すこと、周辺部の森林を残すこと、又は風力発電機

設備を周辺景観との調和に配慮した色彩とすること。 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場への影

響 

・ 長距離自然歩道 ・ 県自然保護担当課に

聴取 

（促進区域に当該歩道や区域を含む場合） 

・ 当該歩道や区域の改変を避けた、又は改変面積をできる限り小さくした事業

計画にすること。 

その他県が必要

と判断するもの 

・ 土砂災害警戒区域 ・ 県砂防担当課 WEB

ページ 

（促進区域に当該区域を含む場合） 

・ 当該区域の指定理由を踏まえ、土砂災害に備えた適切な事業計画にすること。 

・ 周知の埋蔵文化財包

蔵地 

・ 市町村教育委員会へ

聴取 

・ 事業の実施に先立ち、事業地内に周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）が無いか

確認すること。 

・ 遺跡に該当する場合は、埋蔵文化財に影響が生じないよう配慮※する必要が

あること。 

・ 事業地内に遺跡が所在しない場合であっても、事業地が１ha 以上である、周

辺に遺跡が所在する、埋蔵文化財の所在確認を行ったことのない場所などは、

事業計画について協議が必要であること。 

※ 事業により埋蔵文化財に影響が生じる場合は、必要に応じて発掘調査が必

要になること。 

・ 第１種農地 ・ 農業委員会に聴取 ・ 農業委員会の意見を聴いた上で県（又は指定市町村）の農地転用担当部局と

の間で十分調整を行うこと。 

・ 緑の回廊 ・ 国有林は、東北森林 ・ 緑の回廊の設置趣旨を踏まえ、区域の改変を避けた、又は改変面積をできる
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促進区域を定め

るに当たって考

慮を要する事項 

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及びその

収集方法 適正な配慮のための考え方 

収集すべき情報 収集方法 

管理局に聴取 

・ 民有林は、県森林整

備担当課に聴取 

限り小さくした事業計画にすること。 

 

 


