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平成 30 年度第 2回浜松市環境影響評価審査会 議事録 

１ 開催日時  平成 30年 10 月 23 日（火） 午後 1時 30分から午後 3時 10 分 

２ 開催場所  浜松市シルバー人材センター 2 階会議室 

３ 出席状況 

浜松市環境影響評価審査会委員（○印のある委員は出席） 

- 雨谷 敬史 静岡県立大学食品栄養科学部 教授 会長 

○ 岡島 いづみ 静岡大学工学部 准教授 

- 岡田 恭明 名城大学理工学部 教授 

○ 加須屋 真 常葉大学社会環境学部 非常勤講師 

○ 寒竹 伸一 静岡文化芸術大学 副学長 

- 木嵜 暁子 静岡大学理学部 准教授 

○ 小杉山 晃一 常葉大学社会環境学部 准教授 

○ 酒井 奨 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 主管研究員 

- 谷 幸則 静岡県立大学食品栄養科学部 教授 

○ 土屋 智 静岡大学農学部 名誉教授 

- 橋本 啓史 名城大学農学部 准教授 

○ 平井 一之 一般社団法人静岡県環境資源協会 専務理事 副会長 

○ 宮崎 一夫 遠州自然研究会 事務局長 

○ 向井 貴彦 岐阜大学地域科学部 准教授 

○ 横田 久里子 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系 准教授 

事務局 

環境部 藤田環境部次長（環境政策課長） 

環境政策課 高橋課長補佐、足立主幹、今井主任、北村主任、久米主任 

環境保全課 跡見主任、野代主任 

４ 傍聴者   2 名

５ 議事      浜松市環境影響評価条例施行規則等の改正について

６ 作成者   環境政策課企画調整グループ 今井

７ 記録の方法 発言者の要点記録
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１ 開会

事務局 ただいまから、平成 30年度第 2回浜松市環境影響評価審査会を開催する。 

本日は浜松市環境影響評価審査会委員 15 名中 10名が出席し、過半数に達してい

るため、浜松市環境影響評価条例第 60条第 2項により、審査会が成立したことを

報告する。 

事務局 浜松市環境影響評価条例第 60条第 1項により、会長が会議の議長となると規

定されているが、本日は雨谷会長が都合により欠席のため、条例第 58 条第 7項

により、ここからの進行は、平井副会長にお願いする。 

平井副会長 はじめに、会議及び会議録の公開について、確認する。 

本日の審査会を進めるに当たり、個人情報や貴重な動植物の情報を含む審議を

行う予定は無いので、公開審議としたいがいかがか。 

全委員 （異議なし） 

平井副会長 それでは、本日の会議及び会議録については公開とする。 

 また、会議録は事務局で作成し、「浜松市附属機関の会議録の作成及び公開に

関する要綱」に基づき、発言した委員の名前を記載の上、公開する。 

２ 議事  

・浜松市環境影響評価条例等の改正について 

平井副会長 それでは、事務局から「浜松市環境影響評価条例等の改正」について説明いただ

く。 

事務局 ≪資料 1、資料 2-1、資料 2-2、資料 3に基づき説明≫ 

平井副会長  事務局から説明のあった内容について、意見はあるか。 

小杉山委員 資料 2-2 の「13 工業団地の造成」の欄はそのまま残るのか。 

事務局 「13 工業団地の造成」はそのまま残り、太陽光発電所の建設を含む旨を記載

した注釈を削除する。 

太陽光発電所については、「5 発電所の建設」の細目に追加する。 

寒竹委員 20ha 規模の面積の太陽光発電所は日本にある太陽光発電所の内のどれくらいの

割合なのか。 

事務局 県内でどれくらいの規模の施設があるかはデータがあるので、調べてお答えす

る。 
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横田委員 資料 2-2 のスライド 8 について、面積の考え方で、将来的に伐採が行われるよう

な場合はどのように対応するのか。木が生い茂って太陽光が遮られると、発電が

できないので事業者が後から伐採することが想定される。 

また、スライド 9について、1つの事業は 20ha 未満だが、いくつかの事業が重なっ

た時にどうするのか。他の自治体の審査会において、小さな事業が 3つ 4つ重なっ

た時に、1つの事業では影響はないと評価されていても、全てを総合すると生態系

に影響がでるという議論がされたことがある。制度を改正するのであれば、同業

種又は他業種の影響を総合的に評価できる制度にするべきであると考える。浜松

市は広域に森林が広がっているが、そのあたりをどのように考えているのか。 

事務局 申請時点で事業者が主張してきた事業計画に基づきアセス該当を判断すること

となる。伐採面積が後から増えることを考慮するのは難しい。 

 複数の事業がある場合の考え方について、同一事業者であれば、一体として面

積を合算してアセス該当を判断することが可能であるが、別事業者で全てアセス

非該当規模の場合は、計画時期・計画場所が異なれば総合的なアセスを求めるこ

とは難しい。アセス該当の事業があれば、その事業への市長意見の中で、他事業

の影響を加味するよう意見を述べることは可能である。 

平井副会長 テクニックとして、準備書や事後調査計画書の段階で、条件付きの市長意見を

述べることはできると思う。 

向井委員 太陽光発電所は全国的に問題が発生しているので、今回の様な話が出てくるの

だと思うが、どのくらいの規模の太陽光発電所でどのような問題が生じたのかと

いう具体的なデータがあれば、対象規模を検討するヒントになると思うが。 

事務局 太陽光発電所の規模と生じている問題との関連性を示す資料は集めていない

が、環境省がデータを収集していたので、環境省の検討会の資料として情報が出

てくると思う。最近の西日本の豪雨などでは、豪雨により太陽光パネルが流出す

るなどの事故が発生しており、これらは規模というよりは設置場所による問題と

考えられる。 

向井委員  十分な事例の蓄積や歴史がないので、厳しめの基準を設定して予防した方が良

いのではないか。斜面に建設した場合の土砂災害、風に飛ばされたパネルによる

周囲への影響、照り返しによる周辺への影響については、事業用地の周囲の比較

的広い範囲に影響があると想定されるので、小さい規模のものからアセスをやっ

た方が良いと考える。 

平井副会長  苦情は小さい規模でも起こりうるので、環境影響は大規模なものに限らない。 

太陽光発電の規制の概念はこれから検討していく余地はあると考える。静岡県も

規則を改正したと聞いているが、今回の改正案作成に係る検討の際に、県の情報
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は考慮したのか。 

事務局 市町村向けの説明会が開催されており、その中で県の改正理由や根拠について

説明があった。その内容も踏まえて浜松市の改正案を作成している。 

加須屋委員  池や沼の近くにソーラーパネルが設置された時に、水生生物が水面と間違えか

く乱されてしまった事例があると聞いたことがある。 

宮崎委員 環境影響評価の手続が終わった後、稼働するまでの期間は事業者が決めること

となる。期限を設けないのでなく、認可の取り消しなども可能なのかどうか。 

事務局 アセスの手続きは許認可ではなく、環境配慮を求めていくものである。アセス

手続が終わってから施設の稼働までの間の期間を制限する規程は無いが、長期間

放置することにより周囲の環境が変わることも想定されるので、当市のアセス条

例では、5年間手続に動きが無かった事業については、事業継続届の提出規定を設

け、当審査会においてアセス再実施の必要性等について審議を行うこととしてい

る。 

平井副会長 アセスとは別の話になるが、大規模な太陽光発電所の建設工事は、FIT 制度を

使って進めているものがほとんど。買取価格が高いうちに許認可だけもらって放

置しているものや、価格が下がっているため高い時に得た権利を他者に売るとい

う問題が多かった。現在は、認可後速やかに着工するように改正されている。 

土屋委員 浜松市と静岡県は同じ改正内容となっており、資料 3 を見ると、第 2 種事業に

ついて「次のいずれかに該当する場合、環境アセスメントが必要となる場合があ

ります。」と記載があるが、これはどのように判断するのか。基準はあるのか。 

事務局 第 2 種事業の判定基準については、浜松市環境影響評価技術指針の別表 5 に定

められており、6つの項目にいずれかでも該当する場合には、方法書以降の手続き

を求めることとなる。判定に当たっては、審査会にも意見聴取を行う。 

小杉山委員 今回の規則改正についてはこの数字で妥当と考えているが、スクリーニングの

手法として、希少野生生物についてはキーハビタットが存在する場合にはもっと

より小さい規模であっても保全措置を求めていけるような制度が必要である。ア

セスの制度とは別にそういう情報を集約する仕組みを作っていけたら良いと考え

る。 

向井委員 最近の太陽光発電所は休耕田や湿地がよく使われており、これらの場所は里山

の小動物などの希少動植物の生息地であることが多いので、規模に関わらず、重

要な自然環境を保全できるようにした方が良いと思う。 
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宮崎委員 私も同意見である。場所によって希少動植物の生息地として重要性の重みが違

う。開発予定場所周辺における希少種等の情報をチェックする機能がほしい。 

小杉山委員 これは、太陽光発電所に限らず、どの事業種にも共通する問題である。 

事務局 アセスの制度としては全国的に見ても面積を基準としていることが多く、数 ha

規模の面積となっている。太陽光発電所だけを厳しくすることも理由がつかない

ので難しい。浜松市では、アセス対象にならないような小さな規模の事業につい

ては環境配慮指針に基づき、事業者に環境配慮を求めるような制度を設けている。

小杉山委員  改正案としては提示している数字で了承している。各委員からも意見が出てい

るのは、アセス制度そのものにまだ不十分な部分があるからであると考える。こ

れらを解決するために、今回の審査会とは別に、アセス制度を考える場が必要で

あると考える。 

寒竹委員 特定地域が指定されているが、それとは別に浜松市独特の状況がある場所には、

新たな枠組みを設定したらどうか。周囲にいくつも太陽光発電所があって、そこ

に 10ha くらいの施設が新たにできる場合等、まったく引っかからなくなるので、

まわりとの関係を反映できるような枠組みを作ったらどうか。 

事務局 他の自治体とも情報共有をし、検討する。 

寒竹委員 全国一律である必要がない。枠を作らないと解決しない。 

宮崎委員  浜松市は生物多様性はままつ戦略を作ってあるから、市は希少動植物が生息し

ている場所の情報を持っているはずなので、戦略の第 4 章行動計画に多様な生き

もののすみかをしっかりと守っていきますと明記してある点からも、ソーラーパ

ネルの設置面積に関係なく開発行為ができない特別地域を作る基礎資料になると

思う。 

平井副会長  環境影響評価法が平成 25 年に改正施行されて、事務局から説明があった配慮書

から事後調査報告書までの制度ができて、大分進歩したなと思う。さまざまな事

業があり、なかなかすべてを網羅するのも難しい。 

 今回の審査会の論点としては、造成を伴わない太陽光発電所についてもアセス

対象とするようにしていきたい。基本的には県の条例と同じ基準でスタートする

が、意見が出たような浜松市の特性を活かした制度を作っていく検討をしていく

必要があるということで良いか。 

事務局 今回は太陽光発電についての意見を伺うということでお時間をいただいてい

る。その他についても今後検討していきたい。 
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平井副会長  太陽光発電所についての事務局からの説明について了承いただけたということ

で良いか。 

 続いて、資料 4について説明をお願いする。 

事務局 ≪資料 4に基づいて説明≫ 

酒井委員  FIT 制度が終わると、太陽光パネルの撤去が始まると思うので、太陽光パネルの

廃棄が問題になる。土地を元の状態に戻すので、パネルの廃棄だけの問題ではな

く、水質や動植物、土壌にもマークがついてくると考える。 

事務局  事業後について、どこまでアセスで対応するかは難しいところであるが、他の

自治体の状況等を調査し、検討する。 

小杉山委員 パネルの設置の仕方によって影響の出方が変わってくるため、事業特性に応じ

て選定する四角のマークを付ける必要がある。雨や日照を遮る可能性が出てくる

ので、「上物施設の存在」や「施設の稼働」について水環境や日照阻害、風の動き

などに影響が出てくると考える。 

事務局 検討する。 

平井副会長  検討していただいた後、今後のスケジュールはどのようになるのか。 

事務局  本日の会議に対する意見については、10 月 26 日までに事務局まで提出いただ

き、規則の改正（案）については、意見を踏まえ雨谷会長と平井副会長と協議を

して決定していく。技術指針マニュアルについては、委員の皆様からの意見を踏

まえ、表を修正したものを提示し、再度ご意見を伺うようになると考えている。 

寒竹委員 工事中に調査が必要だった項目は供用後も影響が残る可能性があるので、引き

継いでいく必要があると考える。 

土屋委員  同意見である。 

宮崎委員 太陽光パネルの下に何があるのかを把握すべき。 

事務局 事業計画が固まった時点で決まっていれば把握できるが、未定であった場合に

はすぐには把握できない。 

寒竹委員 太陽光パネルの高さは計画でわかるはずなので、下で何かやるかはわかるはず。

平井副会長  環境影響評価の対象となる案件であれば、手続きの各段階の審査会で意見を言

う場面が出てくるので、個別の案件ごとに審査会で意見を言っていただければと
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考える。 

事務局  そのとおりである。 

平井副会長 委員の皆様にマークを付けてもらい、後日再度意見聴取いただくような形で良

いか。 

事務局  良い。 

横田委員 他のアセス案件は半恒久的なものがほとんどであるが、太陽光発電所に限って

は、設置・撤去が容易なものであるため、短期間に施設ができたり無くなったり

することが想定されるが、それはどこで見ていったら良いか。 

平井副会長  大量の太陽光パネルが廃棄されるのは確かに問題である。 

事務局 そこも見据えて「太陽光パネルの交換・廃棄」の廃棄物欄にマークを付けてい

る。また、環境省でも現在検討を進めているので、情報が出てくると考えている。

これで決定ではなく、不都合な点があれば制度の修正は行うことはできる。 

先ほど、寒竹委員からご質問のあった太陽光発電所の件数について、市内の状

況は、1ha 以上のものが 44 件で、その内 20ha 以上のものが 1件である。 

寒竹委員  海外の規制の状況について知りたい。 

向井委員 ほとんどが 20ha 未満で 1 件だけ大きいということなので、規模要件を 20ha 以

上とするのはあまり意味が無いのではないか。 

土屋委員  環境影響評価の対象となるのは極めて規模が大きいものだけであり、これが環

境へ悪さをするので、基準を半分にするということ。 

平井副会長  今回の 20ha がどれくらい効果があるかは読めないが。FIT 制度の買取価格が下

がってきているので、今後さらに太陽光発電所の大規模化が進んでいくと考えら

れる。 

宮崎委員 開発するときに反対運動などのトラブルが発生している事例があるので、ス

ムーズにできたらと思う。できるだけ早く地域住民に周知し、地域住民との合意

形成を得られてから進めていけたら良いと思うが、どのように考えるのか。 

事務局  静岡県がガイドラインを作成しており、その内容を確認し検討する。 

平井副会長 本日の議事についての意見は 10 月 26 日までに事務局に送るようお願いする。 

以上で本日予定されている議事は全て終了となる。 
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３ 事務連絡  

事務局 浜松市における環境影響評価条例等対象案件の現在の状況について説明させて

いただく。 

≪追加資料に基づき説明≫ 

４ 閉会

事務局     以上をもって、平成 30 年度第 2回浜松市環境影響評価審査会を終了する。


