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 下水道の整備状況 

福島市における下水道処理を含む汚水処理人口普及状況は､第 3.2-15 表のとおりであ

る。平成 28 年度の福島市における下水道処理人口普及率は 65.4%、汚水処理人口普及率

は 84.5%である。 

 

第 3.2-15 表 汚水処理人口普及状況（平成 28 年度末） 

区 分 
行政人口

（人） 

汚水処理･整備人口（人） 普及率（％） 

下水道 
処理人口 

農業集落排 
水整備人口 

合併処理 
浄化槽 

処理人口 

その他 
整備人口 

計 

下水道 

処理人口 

普及率 

汚水 

処理人口 

普及率 

福島市 282,184 184,686 2,408 51,283 238,377 65.4 84.5 

福島県 1,821,309 964,836 120,654 402,694 1,702 1,489,886 53.0 81.8 

注：行政人口の値については、平成 29 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳による（福島県）。 
〔「第 132 回福島県統計年鑑 2018」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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 廃棄物、温室効果ガスの排出の状況 

1. 一般廃棄物の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における平成 29 年度の一般廃棄物（ごみ）の

状況は、第 3.2-16 表のとおりである。 

一般廃棄物（ごみ）の総排出量は、福島市で 127,485t となっている。 

 

第 3.2-16 表 一般廃棄物（ごみ）の状況（平成 29 年度） 

区分 

総排 
出量 

 自家 
処理
量 

ごみ 
処理量 

 中間処理
後再生 
利用量 

最終 
処分量 

リサイ 
クル率 

計画 
収集量 

直接 
搬入量 

集団 
回収量 

直接 
資源化量 

(ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (%) 

福島市 127,485 104,079 20,908 2,498 0 119,830 4,347 4,558 4,263 9.3 

福島県 737,242 633,885 80,768 22,589 0 711,139 26,331 48,429 66,724 13.3 

注：リサイクル率 
＝（直接資源化量+中間処理後再生使用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100 

〔「一般廃棄物処理実態調査」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

2. 産業廃棄物の状況 

福島県における産業廃棄物の状況は、第 3.2-17 表のとおりである。 

また、産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の施設数は第 3.2-18 表、対象事業実

施区域から半径約 50km の範囲における分布状況は第 3.2-10 図のとおりである。平成 24

年度現在、中間処理施設 159 ヶ所、最終処分場 24 ヶ所が分布している。 

 

第 3.2-17 表 産業廃棄物の状況（平成 28 年度） 
（単位：千 t/年） 

県 排出量 減量化量 再生利用量 保管量 最終処分量 

福島県 7,332 3,184 3,677 0 471 

「平成 29 年度福島県産業廃棄物排出処理状況確認調査業務報告書（平成 28 年度実績）」 
（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） より作成 
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 第 3.2-18 表 中間処理施設及び最終処分場の施設数（平成 24 年度） 

県 市町村 中間処理施設 最終処分場 

福島県 

福島市 19 6 

会津若松市 10 1 

郡山市 11 1 

須賀川市 21 0 

喜多方市 7 0 

二本松市 3 0 

伊達市 5 0 

本宮市 3 0 

桑折町 3 0 

川俣町 2 2 

磐梯町 4 0 

猪苗代町 4 0 

会津坂下町 1 0 

浪江町 1 0 

大玉村 6 3 

飯舘村 1 3 

山形県 

米沢市 17 7 

南陽市 7 0 

長井市 6 0 

上山市 8 1 

高畠町 5 0 

飯豊町 2 0 

川西町 2 0 

宮城県 

白石市 3 0 

角田市 3 0 

大河原町 3 0 

丸森町 2 0 

合計 159 24 

「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」                
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） より作成 

  



3.2-22 

(154) 

 

 

第 3.2-10 図 中間処理施設及び最終処分場の分布状況 

「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」  

（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲
覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 
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3. 温室効果ガスの排出の状況 

福島県における平成 17 年～27 年度の温室効果ガスの総排出量（各温室効果ガスの排

出量に地球温暖化係数を乗じ、それらを合算したもの）の推移は、第 3.2-11 図のとおり

である。平成 27 年度の総排出量は 16,999 万トン、調整後排出量は 15,463 万トン（二酸

化窒素換算）であった。 

 

注：「地球温暖化係数」は、個々の温室効果ガスの地球温暖化に対する効果を、その持続時間も加味し

た上で、二酸化炭素の効果に対して相対的に表す指標。メタンは二酸化炭素の約 21 倍、一酸化

二窒素は約 298 倍、フロン類は数百～数万倍となる。 

 

 
〔「温室効果ガス排出量算出結果（2015）」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

第 3.2-11 図 温室効果ガス排出量の推移 
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 文化財等の状況 

1. 史跡・名勝・天然記念物 

対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）、 

「福島県文化財保護条例」（昭和 45 年福島県条例第 43 号）、に基づく史跡・名勝・天

然記念物の状況は、第 3.2-19 表及び第 3.2-12 図のとおりである。 

 

第 3.2-19 表 史跡・名勝・天然記念物 

指定区分 種別 名称 所在地 

市 天然記念物 慈徳寺の種まき桜 福島市佐原字寺前 9 番地 

〔「福島市の文化財」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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第 3.2-12 図 史跡・名勝・天然記念物 

「福島市の文化財」 
（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
                  より作成 
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2. 周知の埋蔵文化財包蔵地 

「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地の状況

は第 3.2-20 表及び第 3.2-13 図のとおりであり、対象事業実施区域内に埋蔵文化財包蔵地

は存在しない。 

 

第 3.2-20 表 周知の埋蔵文化財包蔵地 

遺跡名 所在地 

舟石遺跡 福島市桜本字舟石 

北遺跡 福島市桜本字北 

上段遺跡 福島市桜本字上段 

水保遺跡 福島市佐原字水保 

萩坂山遺跡 福島市佐原字萩坂山 

三萩坂山遺跡 福島市佐原字三萩坂山 

岩添遺跡 福島市佐原字岩添 

大木坂遺跡 福島市佐原字大木坂 

孫石板碑遺跡 福島市佐原字孫石 

大新田遺跡 福島市佐原字大新田 

入不動遺跡 福島市佐原字入不動 

横倉遺跡 福島市佐原字竹ノ森 

菖蒲沢遺跡 福島市佐原字竹ノ森 

坊主壇遺跡 福島市佐原字竹ノ森 

高萩 A 遺跡 福島市佐原字高萩 

高萩 C 遺跡 福島市佐原字高萩 

朴ノ木坂遺跡 福島市佐原字朴ノ木坂 

一滝下遺跡 福島市佐原字一滝下 

手城森遺跡 福島市佐原字手城森 

下峰遺跡 福島市佐原字下峰 

女沼 A 遺跡 福島市土湯字日向 

女沼 B 遺跡 福島市土湯字日向 

文治新田遺跡 福島市土湯字日向 

地蔵原 A 遺跡 福島市荒井字地蔵原己 

地蔵原 B 遺跡 福島市荒井字地蔵原己 

地蔵原 C 遺跡 福島市荒井字地蔵原己 

一之坂館跡 福島市荒井字横塚 

「文化財データベース」（まほろん 福島県文化財センター  

白河館 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成 
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第 3.2-13 図 周知の埋蔵文化財包蔵地 

「文化財データベース」（まほろん 福島

県文化財センター 白河館 HP、閲覧：

平成 31 年 4 月） 
                    より作成 
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 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当

該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

1. 公害関係法令等 

環境基準等 

1)大気汚染 

大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号）に基づき全国一律

に定められおり、その内容は第 3.2-21 表(1)～(2)のとおりである。 

 

第 3.2-21 表(1) 大気汚染に係る環境基準 

物  質 環 境 上 の 条 件 

二酸化いおう 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm
以下であること。 

一酸化炭素 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平

均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が

0.20mg/m3 以下であること。 

二酸化窒素 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ

以下であること。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

微小粒子状物質 1 年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3 以下であ
ること。 

備考 

1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所につ

いては、適用しない。 

2．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものを

いう。 

3．二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある

地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大

きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

4．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応に

より生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二

酸化窒素を除く。）をいう。 

5．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の

割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子

をいう。 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号） 
「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号） 
「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境省告示第 33 号） 

より作成 
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第 3.2-21 表(2) 大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質） 

物 質 環 境 上 の 条 件 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3 以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13mg/m3 以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3 以下であること。 

備考 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所につ

いては、適用しない。 
2．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損

なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害

が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

〔「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 4 号）より作成〕  

 

2)騒音 

騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健

康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」（平成 5 年法

律第 91 号）が定められている。 

福島市では第 3.2-22 表(1)～(3)のとおり、環境基準の類型をあてはめる地域が指定され

ており、対象事業実施区域及びその周囲は用途地域の定められていない地域であること

から、地域の類型指定はされていない。 

 

第 3.2-22 表(1) 騒音に係る環境基準【一般地域（道路に面しない地域）】 

地

域

類

型 

時間の区分 

該当地域（都市計画法に定める用途地域区分） 昼 間 
（6:00～22：00） 

夜 間 
（22:00～6:00） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 － 

A
及

び

B 

55 デシベル以下 45 デシベル以下 
第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、第 1 種・第 2 種

中高層住居専用地域 

B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 第 1 種・第 2 種住居地域、準住居地域 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

備考 
1．AA をあてはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集中して設置されるなど、特に静穏を要

する地域とする。 
2．A をあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 
3．B をあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
4．C をあてはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号） 
「騒音に係る環境基準について」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 
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第 3.2-22 表(2) 騒音に係る環境基準【道路に面する地域】 

地 域 の 区 分 

基 準 値 

昼 間 
（6:00～22:00） 

夜 間 
（22:00～6:00） 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に

面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に

面する地域及び C 地域のうち車線を有する道

路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考：車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状

の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上

表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

〔「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）より作成〕   

 

第 3.2-22 表(3) 騒音に係る環境基準【幹線交通を担う道路に近接する空間】 

基     準     値 

昼 間 
（6:00～22:00） 

夜 間 
（22:00～6:00） 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれてい

ると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以

下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。 

〔「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）より作成〕  
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3)水質汚濁 

公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号）

に基づき定められている。 

「人の健康の保護に関する環境基準」は第 3.2-23 表のとおり、一律に定められており、

「生活環境の保全に関する環境基準」は、第 3.2-24 表(1)～(2)及び第 3.2-25 表(1)～(4)の

とおり、水域の類型ごとに定められている。 

対象事業実施区域及びその周囲においては、第 3.2-14 図のとおり、荒川（日ノ倉橋よ

り上流）について、 BOD 等に係るものは「類型 A」（水素イオン濃度（pH）に係る基

準値は適用しない）に指定されているが、須川、白津川、鍛冶屋川は類型が指定されて

いない。また、対象事業実施区域及びその周囲には、女沼があるが、環境基準の対象の

湖沼にはならない。 

なお、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」は第 3.2-26 表のとおり定められている。 
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第 3.2-23 表 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 
1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量

限界を下回ることをいう。 
3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 
4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝

酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に

換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕  
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第 3.2-24 表(1) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川） 

項目

類型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 
濃度（pH） 

生物化学的
酸素要求量
（BOD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量
（DO） 大腸菌群数 

AA 
水道 1 級 
自然環境保全 
及び A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 50MPN/ 

100mL 以下 

A 

水道 2 級 
水産 1 級 
水  浴 
及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 1,000MPN/ 

100mL 以下 

B 
水道 3 級 
水産 2 級 
及び C 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上 5,000MPN/ 

100mL 以下 

C 
水産 3 級 
工業用水 1 級 
及び D 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

D 
工業用水 2 級 
農業用水 
及び E の欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 － 

E 工業用水 3 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊 
が認められな 

いこと 
2mg/L 以上 － 

備考 

1．基準値は、日間平均値とする。 
2．農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3．水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
              〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕 
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第 3.2-24 表(2) 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

項目

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベ
ンゼンスルホン
酸及びその塩 

生 物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生

生物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 
生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる

水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生 物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及

びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 
生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の

欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は

幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

              〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕 
   

第 3.2-25 表(1) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目

 
類型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 
濃度（pH） 

化学的酸
素要求量
（COD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量
（DO） 大腸菌群数 

AA 

水道 1 級 
水産 1 級 
自然環境保全及び 
A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 以下 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上 50MPN/ 
100mL 以下 

A 

水道 2･3 級 
水産 2 級 
水  浴 
及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 以下 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 1,000MPN/ 
100mL 以下 

B 

水産 3 級 
工業用水 1 級 
農業用水 
及び C の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 5mg/L 以下 15mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

C 工業用水 2 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 8mg/L 以下 

ごみ等の浮遊 
が認められ 
ないこと 

2mg/L 以上 － 

備考 
1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が 4 日間以上で

ある人工湖をいう。 
2．基準値は、日間平均値とする。 
3．農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 
4．水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2･3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
3．水産 1 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
水産 3 級：コイ・フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
           〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕 
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第 3.2-25 表(2) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 
類型 利 用 目 的 の 適 応 性 

基 準 値 
全 窒 素 全  燐 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 

Ⅱ 
水道 1･2･3 級（特殊なものを除く。） 
水産１種 
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

Ⅲ 水道 3 級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅳ 水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅴ 

水産 3 種 
工業用水 
農業用水 
環境保全 

1 mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

備考 
1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が 4 日間以上

である人工湖をいう。 
2．基準値は、年間平均値とする。 
3．水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うもの

とし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適

用する。 
4．農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が

可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。） 
3．水産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用 

水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用 
水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

4．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
            〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕 

 

第 3.2-25 表(3) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

  項目 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン

酸及びその塩 

生 物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息する

水域 
0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 
生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げ

る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生 物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物

B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保

全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

            〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕 
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第 3.2-25 表(4) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 
類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産

できる場を保全・再生する水域 
4.0mg/L 以上 

生物 2 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息で

きる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い

水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 
3.0mg/L 以上 

生物 3 
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 
2.0mg/L 以上 

備考 
１．基準値は、日間平均値とする。 
２．底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を

用いる。 

             〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）より作成〕 
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第 3.2-14 図 河川の環境基準類型指定状況 

「水質データ集」（福島県 HP、閲覧：平

成 31 年 4 月） 

                    より作成 

A 類型公共用水域類型区分（河川） 
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第 3.2-26 表 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニル

モノマー） 
0.002mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 
1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限

界を下回ることをいう。 
3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定

された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格Ｋ0102 の 43.1 により測定された亜硝

酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
4．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と

規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

〔「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 10 号）より作成〕 
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4)土壌汚染 

土壌汚染に係る環境基準は第 3.2-27 表のとおりであり、「環境基本法」（平成 5 年法律

第 91 号）に基づき全国一律に定められている。 

  



3.2-40 

(172) 

 

第 3.2-27 表 土壌汚染に係る環境基準 

項  目 環 境 上 の 条 件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ農用地においては米
1kg につき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ農用地（田に限
る。）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125mg 未満
であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニルモノマー） 
検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備考 
1．環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、

これを用いて測定を行うものとする。 
2．カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件

のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状にお

いて当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、
0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液

1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 
3．「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が

当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
4．有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 

〔「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3 年環境庁告示第 46 号）より作成〕 
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5)ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る環境基準は第 3.2-28 表のとおりである。 

 

第 3.2-28 表 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒  体 基 準 値 

大気 0.6pg-TEQ/ｍ3 以下 

水質（水底の底質を除く。） 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 
1．基準値は 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
2．大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 
3．土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスク

ロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ

三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除

く。以下「簡易測定方法 J という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に 2
を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土

壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 
4. 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が

250pg-TEQ 倍以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を

乗じた値が 250pg 開 TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。） 

及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 11 年環境庁告示第 68 号） 
より作成  
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規制基準等 

1)大気汚染 

いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46 年厚生

省・通商産業省第 1 号）に基づき、地域の区分ごとに排出基準（K 値）が定められてお

り、福島市では 17.5 となっている。 

また、ばいじん、有害物質の排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律

第 97 号）に基づき、施設の種類、規模ごとに排出基準が定められているが、本事業では

それらが適用されるばい煙発生施設等は設置しない。 

 

2)騒 音 

騒音の規制に関しては、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）に基づき、特定工場

騒音に関する規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動

車騒音の要請限度が定められており、それらの基準は第 3.2-29 表(1)のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲に「騒音規制法」に基づく規制地域の指定はない。 

福島県では、「福島県生活環境の保全等に関する条例」（平成 8 年福島県条例第 32 号）

により、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設（騒音規

制法で定める特定工場等に設置されるものを除く。）であって規則で定めるものを「騒音

指定施設」と定義し、騒音指定施設を設置する工場又は事業場（以下「騒音指定工場等」

という。）に対し規制を行っている。規制地域は、県内全域（騒音規制法の対象となる工

場又は事業場を除く。）であり、規制基準は第 3.2-29 表(2)のとおりである。対象事業実

施区域及びその周囲に「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制地域の指

定はない。 

また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業（騒音規制法

の特定建設作業に該当する作業を除く。）であって規則で定めるものを「騒音指定建設作

業」と定義し、第 3.2-29 表(3)のとおり規制を行っている。対象事業実施区域及びその周

囲では、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの周囲 80m 以内の

地域が規制対象である。 
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第 3.2-29 表(1) 騒音規制法及び県条例に基づく工場・事業場 

に係る騒音規制基準 
(単位：デシベル)   

区域の区分 
昼間（7 時～

19 時） 
朝（6 時～7 時） 
夕（19 時～22 時） 

夜間（22 時
～6 時） 

該当地域 
（都市計画法に定める用途地域区分） 

第 1 種区域 50 45 40 第 1 種・第 2 種低層住居専用地域 

第 2 種区域 55（50） 50（45） 45（40） 
第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域 
第 1 種・2 種住居地域、準住居地域 

第 3 種区域 60（55） 55（50） 50（45） 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
用途地域以外の地域 

第 4 種区域 65（60） 60（55） 55（50） 工業地域 

第 5 種区域 75（70） 70（65） 65（60） 工業専用地域 

備考  
１．騒音レベルの測定場所は、原則として騒音特定工場等の敷地の境界線上とする。 
２．（ ）内の数字は、学校、病院、図書館、特別養護老人ホーム等、特別に静穏を要する施設の敷地の周囲

おおむね 50m の区域内における基準。 
３．該当地域のうち下線を付した地域は、福島県生活環境の保全等に関する条例による規制地域。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

第 3.2-29 表(2) 特定建設作業及び騒音指定建設作業に係る規制基準 

地域区分 
騒音の 

規制基準 
作業できない 

時間 
1 日当たりの 
作業時間 

同一作業場所に

おける作業時間 
日曜・休日に

おける作業 

法
規
制 

第 1 号区域 

85 デシベル 

午後 7 時～ 
翌午前 7 時 

1 日のうち 10 時間を

超えないこと 

連続して 6 日を 
超えないこと 

禁止 第 2 号区域 
午後 10 時～ 
翌午前 6 時 

1 日のうち 14 時間を

超えないこと 

県条例規則 
午後 7 時～ 
翌午前 7 時 

1 日のうち 10 時間を

超えないこと 

備考  
１．基準が適用されるのは、騒音規制法に基づく指定地域（法規制）及びその他の地域のうち学校、病院等

の周囲 80ｍの地域（条例規制） 
２．第１号区域：第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種・第 2 種

住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域、並びに工業地域

のうち学校、病院等の周囲 80m 以内の区域。 
第２号区域：法に基づく規制地域のうち第 1 号区域を除く地域。 

なお、県条例に基づく規制では、区域の区分はない。 
３．基準を上回る騒音、振動を発生している場合に改善勧告又は命令を行うにあたり、防止対策のほかに、

一日あたりの作業時間を表に掲げる時間から 4 時間までの範囲で短縮させることができる。 
４．表に掲げる基準は、開始した日に終わる建設作業については適用しない。また、災害その他非常事態の

発生により特定建設作業等を緊急に行う必要がある場合なども適用しない。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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第 3.2-29 表(3) 騒音規制法に基づく自動車交通騒音の限度 

区域区分 

時間の区分 

昼間（6 時～22 時） 
夜間（22 時～6

時） 

a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル 

a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域

及び 
c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 

75 デシベル 70 デシベル 

環境基準において規定された幹線交通を担う道路に近接

する空間についての特例 
75 デシベル 70 デシベル 

備考 
１．a 区域をあてはめる地域は、第 1 種・第 2 種低層住居専用地域及び第 1 種・第 2 種中高層住居専用

地域とする。 
２．b 区域をあてはめる地域は、第 1 種・第 2 種住居地域及び準住居地域とする。 
３．c 区域をあてはめる地域は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とする。 

「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 
（平成 12 年総理府令第 15 号） 
「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）         より作成 

 

3)振 動 

振動の規制に関しては、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に基づき、規制地域

を指定して特定工場等における事業活動及び建設工事に伴って発生する振動の規制基準

並びに道路交通振動の要請限度が定められている。それらの規制基準及び要請限度は第

3.2-30 表(1)～(3)のとおりである。また、「福島県生活環境の保全等に関する条例」（平成 

8 年福島県条例第 32 号）に基づく「福島県振動防止対策指針」（福島県、平成 10 年）

によって、「振動規制法」に基づく規制地域以外の地域について振動の防止対策が行われ

ている。 

対象事業実施区域及びその周囲には「振動規制法」等に基づく規制地域の指定はない。 

第 3.2-30 表(1) 振動規制法に基づく工場・事業場に係る振動規制基準 
(単位：デシベル)   

区域の区分 
時間の区分 

該当地域（都市計画法に定める用途地域区分） 
昼間（7 時～19 時） 夜間（19 時～7 時） 

第1種区域 60（55） 55（50） 
第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、 
第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域、 
第 1 種・第 2 種住居地域、準住居地域 

第2種区域 65（60） 60（55） 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

備考 
１．振動レベルの測定場所は、原則として振動特定工場等の住居に面する敷地の境界線上とする。 
２．（ ）内の数字は、学校、病院、図書館、特別養護老人ホーム等、特別に静穏を要する施設の敷地の周囲おお

むね 50m の区域内における基準。 
〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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第 3.2-30 表(2) 特定建設作業に伴って発生する振動に係る規制基準 

地域区分 
振動の 

規制基準 

作業 
できない 

時間 

1 日当たりの 
作業時間 

同一作業場所 
における 
作業時間 

日曜・休日に

おける作業 

法
規
制 

第 1 号区域 

75 デシベル 

午後 7 時～ 
翌午前 7 時 

1 日のうち 10 時間

を超えないこと 連続して 6 日を 
超えないこと 

禁止 

第 2 号区域 
午後 10 時～ 
翌午前 6 時 

1 日のうち 14 時間

を超えないこと 

備考  
１．基準が適用されるのは、振動規制法に基づく指定地域（法規制）及びその他の地域のうち学校、病

院等の周囲 80ｍの地域（条例規制） 
２．第 1 号区域：第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種・第

2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域、並びに

工業地域のうち学校、病院等の周囲 80ｍ以内の区域。 
第 2 号区域：法に基づく規制地域のうち第 1 号区域を除く地域。 

なお、県条例に基づく規制では、区域の区分はない。 
３．基準を上回る騒音、振動を発生している場合に改善勧告又は命令を行うにあたり、防止対策のほか

に、一日あたりの作業時間を表に掲げる時間から 4 時間までの範囲で短縮させることができる。 
４．表に掲げる基準は、開始した日に終わる建設作業については適用しない。また、災害その他非常事

態の発生により特定建設作業等を緊急に行う必要がある場合なども適用しない。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

第 3.2-30 表(3) 振動規制法に基づく道路交通振動の限度 

区域の区分 
昼間（7 時～

19 時） 
夜間（19 時～7

時） 
該当地域（都市計画法に定める用途地域区分） 

第 1 種区域 65 デシベル 60 デシベル 
第 1 種・第 2 種低層住居専用地域、 
第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域、 
第 1 種・第 2 種住居地域、準住居地域 

第 2 種区域 70 デシベル 65 デシベル 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

備考 
１．都道府県知事、道路管理者及び都道府県公安委員会の協議により、学校・病院等の周辺の道路の限

度は 5 デシベル下げ、特定の既設幹線道路の夜間の第 1 種区域の限度は 65 デシベルとすることが

できる。 
２．振動の測定は、道路の敷地の境界線で行うものとする。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

4)水質汚濁 

対象事業実施区域及びその周囲における工場及び事業場からの排出水については、

「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）に基づき全国一律の排水基準（有害物質 

28 物質、生活環境 15 項目）が第 3.2-31 表(1)～(2)のとおり、定められている。 

また、福島県においては、「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に

基づく排水基準を定める条例」（昭和 50 年福島県条例第 18 号）により、上乗せ排水基

準が定められている。なお、本事業は水質汚濁防止法における特定施設に該当しないの

で、適用されない。 
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第 3.2-31 表(1) 水質汚濁に係る一律排水基準（健康項目） 

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 

カドミウム及びその化合物 0.1 mg Cd/L 

シアン化合物 1 mg CN/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。 ） 1 mg/L 

鉛及びその化合物 0.1 mg Pb/L 

六価クロム化合物 0.5 mg Cr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.1 mg As/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg Hg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L 

トリクロロエチレン 0.3 mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1 mg/L 

ジクロロメタン 0.2 mg/L 

四塩化炭素 0.02 mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L 

チウラム 0.06 mg/L 

シマジン 0.03 mg/L 

チオベンカルブ 0.2 mg/L 

ベンゼン 0.1 mg/L 

セレン及びその化合物 0.1 mg Se/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外 10 mg B/L 
海 域  230 mg B/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外  8 mg/L 
海 域  15 mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 （※）100 mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 

備考 
1．「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、

その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 
2．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉

（温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅

館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

注：（※）アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 
〔「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号）より作成〕 
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第 3.2-31 表(2) 水質汚濁防止法に係る一律排水基準（その他の項目） 

項  目 許 容 限 度 

水素イオン濃度（pH） 
海域以外 5.8～8.6 

海  域 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

浮遊物質量（SS） 200mg/L（日間平均 150mg/L） 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）  30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量  10mg/L 

溶解性マンガン含有量  10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量 120mg/L（日間平均 60mg/L） 

燐含有量  16mg/L（日間平均 8mg/L） 

備考 

1．「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2．この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3 以上である工場又は事業

場に係る排出水について適用する。 

3．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄

鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

4．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム

含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令の一部を改正する政令の施行（昭和 49 年 12 月 1 日）の際現にゆう出している温泉を利

用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

5．生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排

出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排

出水に限って適用する。 

6．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ

れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすお

それがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が 1L につき 9,000mg を超えるものを含

む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排

出水に限って適用する。 

7．燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれが

ある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれ

がある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水

に限って適用する。 
※「環境大臣が定める湖沼」昭和 60 年環境庁告示第 27 号（窒素含有量又は燐含有量についての排

水基準に係る湖沼） 
「環境大臣が定める海域」平成 5 年環境庁告示第 67 号（窒素含有量又は燐含有量についての排

水基準に係る海域） 

〔「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号）より作成〕 
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5)悪 臭 

悪臭の規制基準は、「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）に基づき県知事（市の区

域内については市長）が「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指数」いずれかの方法を採

用し、次について定めるものとなっている。 

 

・第 1 号規制：敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）

の許容限度 

・第 2 号規制：煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度  

（あるいは臭気指数・臭気排出強度）の許容限度 

・第 3 号規制：排出水中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度 

  

「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質の規制基準は第 3.2-32 表(1)～(3)のとおりであり、

「土地利用ハンドブック」（福島県土地・水調整課、平成 29 年）によると福島県におい

ては 12 市 15 町 5 村で特定悪臭物質の濃度による規制が、南相馬市及び伊達市において

は臭気指数による規制が行われている。福島市では、A 区域、B 区域、C 区域が特定悪

臭物質の濃度による規制区域に指定されている。 

また、「福島県悪臭防止対策指針」（平成 10 年福島県告示第 636 号）により、県内全

域（「悪臭防止法」に基づく規制地域及び中核市を除く。）の工場等における事業活動に

伴って発生する悪臭について、第 3.2-32 表(4)のとおり、臭気指数による規制が行われて

いる。 

なお、福島市では「福島県悪臭防止対策指針」に該当する区域は指定されていない。

また、対象事業実施区域及びその周囲には、「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質および

臭気指数による規制区域の指定はない。 
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第 3.2-32 表(1) 悪臭防止法に基づく規制基準 

敷地境界線（1 号規制）及び気体排出口（2 号規制）における規制基準 

特定悪臭物質名 
1 号規制(ppm) 2 号規制が適用 

される物質 A 区域 B 区域 C 区域 

アンモニア 1  2  5 ○ 

メチルメルカプタン 0.002 0.004  0.01  

硫化水素 0.02 0.06  0.2 ○ 

硫化メチル 0.01  0.05  0.2  

二硫化メチル  0.009  0.03  0.1  

トリメチルアミン  0.005  0.02  0.07 ○ 

アセトアルデヒド  0.05 0.1  0.5  

スチレン 0.4  0.8  2  

プロピオン酸  0.03  0.07  0.2  

ノルマル酪酸 0.001  0.002  0.006  

ノルマル吉草酸  0.0009 0.002 0.004  

イソ吉草酸 0.001  0.007 0.01  

トルエン  10  30  60 ○ 

キシレン  1  2  5 ○ 

酢酸エチル 3  7  20 ○ 

メチルイソブチルケトン 1  3  6 ○ 

イソブタノール 0.9 4  20 ○ 

プロピオンアルデヒド  0.05  0.1 0.5 ○ 

ノルマルブチルアルデヒド  0.009 0.03  0.08 ○ 

イソブチルアルデヒド  0.02  0.07 0.2 ○ 

ノルマルバレルアルデヒド  0.009  0.02  0.05 ○ 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01 ○ 

備考  
１．敷地境界線における基準は、各物質とも、A 区域は臭気強度 2.5、B 区域は臭気強度 3.0、C 区域は

臭気強度 3.5 相当の濃度である。 
２．気体排出口における規制基準は、敷地境界線における規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則

第 3 条に定める方法により、特定悪臭物質の種類ごとに算出される。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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   第 3.2-32 表(2) 悪臭防止法に基づく規制基準（特定悪臭物質：排出口） 

事業場の煙突その他の気体排出口における許容限度 

1 特定悪臭物質（メチノレメノレカブタン、硫化メチノレ、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレ

ン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとに、次の式に

より算出した流量とする。 
q=0.108×He2xCm  

q ：.悪臭物質の流量（0℃、 1 気圧の m3／時） 
He ：補正された気体排出口の高さ（m） 
Cm ：敷地境界における規制基準（ppm） 

補正された排出口の高さ（He）が 5 メートル未満となる場合については、この式は適用しない。 
2  気体排出口の高さの補正は、次の算式により行う。 

He=Ho+0.65・（Hm+Ht） 
Hm=0.795 ・√Q ・ √ V  / （1 +2.58/V）  
Ht=2.01×10-3 ・ Q ・ （T・288）・（2.30×logJ + 1/J 一 1） 

J=（1460 ・ 296 ・ V/（T-288））/（√Q・√V）+l  
He ：補正された気体排出口の高さ（m） 
Ho ：気体排出口の実高さ（m） 

Q ：温度 15 度における排出ガスの流量（m3/秒） 
V ：排出ガスの排出速度 （m/秒） 
T ：排出ガスの温度（絶対温度） 

「悪臭防止法施行規則」（昭和 47 年総理府令第 39 号） 
「福島県における悪臭防止対策について」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 

 

第 3.2-32 表(3) 排出水（3 号規制）における規制基準 

排出水量（Q）(m3/s) Q≦0.001 0.001<Q≦0.1 0.1<Q 

区域の区分 A 区域 B 区域 C 区域 A 区域 B 区域 C 区域 A 区域 B 区域 C 区域 

特
定
悪
臭
物
質
名 

メチルメルカプタ 0.03 0.06 0.2 0.007 0.01 0.03 0.002 0.003 0.007 

硫化水素 0.1 0.3 1 0.02 0.07 0.2 0.005 0.02 0.05 

硫化メチル 0.3 2 6 0.07 0.3 1 0.01 0.07 0.3 

二硫化メチル 0.6 2 6 0.1 0.4 1 0.03 0.09 0.3 

備考 規制基準は排水中の濃度（mg/ℓ）による。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

第 3.2-32 表(4) 福島県悪臭防止対策指針に基づく基準 

区域の区分 対象地域 
工場等の敷境界線の

地表における基準 

工場等の煙突その他の気体排出施設

の排出口における基準 

5m ～ 30m 30m ～50m 50m 以上 

第 1 種区域 悪臭防止法に基づくＡ区域 10 28 30 33 

第 2 種区域 
悪臭防止法に基づくＢ区域並びに都

市計画法に基づく用途地域外の地域 
15 33 35 38 

第 3 種区域 悪臭防止法に基づくＣ区域 18 36 38 41 

備考  
1．表中の数値は臭気指数［臭気指数＝10 log ｘ（ｘは、三点比較式臭袋法による悪臭判定最大希釈倍数）］ 
2．工場等の排出口における基準は、排出口の実高さが 5m 未満のものについては適用されない。 

〔「福島の環境（平成 29 年度版）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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6)土壌汚染 

「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）に基づく区域の指定に係る基準は、第

3.2-33 表(1)～(2)のとおりである。 

同法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域について、「土壌汚染対策法に基

づく要措置区域等一覧」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）によると、平成 31 年 3 月

31 日現在、福島市には形質変更時要届出区域の指定があるが、対象事業実施区域及びそ

の周囲には指定はない。 

また、福島市において、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和 45 年法律

第 139 号）に基づく「農用地土壌汚染対策地域」の指定はない。 

 

第 3.2-33 表(1) 区域の指定に係る規制基準（土壌溶出量基準） 

特定有害物質の種類 要 件 

カドミウム及びその化合物 検液 1L につきカドミウム 0.01mg 以下であること。 

六価クロム化合物 検液 1L につき六価クロム 0.05mg 以下であること。 

クロロエチレン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 
検液 1L につき水銀 0.0005mg 以下であり、かつ、検液中にアル

キル水銀が検出されないこと。 

セレン及びその化合物 検液 1L につきセレン 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 検液 1L につき鉛 0.01mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 検液 1L につき砒素 0.01mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 検液 1L につきふっ素 0.8mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 検液 1L につきほう素 1mg 以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 

〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号） より作成〕 
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第 3.2-33 表(2) 区域の指定に係る規制基準（土壌含有量基準） 

特定有害物質の種類 要 件 

カドミウム及びその化合物 土壌 1kg につきカドミウム 150mg 以下であること。 

六価クロム化合物 土壌 1kg につき六価クロム 250mg 以下であること。 

シアン化合物 土壌 1kg につき遊離シアン 50mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 土壌 1kg につき水銀 15mg 以下であること。 

セレン及びその化合物 土壌 1kg につきセレン 150mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 土壌 1kg につき鉛 150mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 土壌 1kg につき砒素 150mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 土壌 1kg につきふっ素 4,000mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 土壌 1kg につきほう素 4,000mg 以下であること。 

            〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号）より作成〕  

 

7)地盤沈下 

地盤沈下の規制に関しては、「工業用水法」（昭和 31 年法律第 146 号）及び「建築物

用地下水の採取の規制に関する法律」〔昭和 37 年法律第 100 号）に基づき、規制地域が

指定されており、福島市には同法に基づく規制地域の指定はない。 

また、「平成 29 年度全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、平成 31 年）によると、福

島市において、地盤沈下は確認されていない。 

 

8)温室効果ガス 

二酸化炭素等の温室効果ガスについては、「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）により、事業活動に伴い相当程度多く温室効果ガスの排出をす

る者として政令で定めるもの（以下「特定排出者」という。）は、温室効果ガス算定排出

量の報告が義務付けられている。なお、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（昭

和 54 年法律第 49 号）の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素

排出量の報告を行うことにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行っ

たとみなされる。 

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、「福島県地球温暖化対策推進

計画」（福島県、平成 29 年 3 月）が策定されており、温室効果ガスの削減目標として

「平成 32 年度は基準年度（平成 25 年度）比で 25%の削減を図ること」及び「平成 42

年度は基準年度（平成 25 年度）比で 45%の削減を目指すこと」とそれぞれ定められて

いる。 
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 その他の環境保全計画等 

1. 福島県環境基本条例 

福島県の環境行政の基本的方向については、「福島県環境基本条例」（平成 8 年福島県

条例第 11 号）において定められている。 

この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者及び

県民の責務等を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及

び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されたもの

である。本条例では、環境施策を推進するために第 3.2-34 表のとおり、4 つの基本理念

を定めている。 

 

第 3.2-34 表 4 つの基本理念 

基本理念 

1 健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承 

2 人と自然との共生の確保 

3 持続的発展が可能な社会の構築 

4 地球環境の保全の推進 

〔「福島県環境基本条例」（平成 8 年福島県条例第 11 号）より作成〕             

 

2. 福島県環境基本計画 

福島県では、平成 8 年 3 月に制定した「福島県環境基本条例」（平成 8 年福島県条例

第 11 号）第 10 条の規定に基づき、平成 9 年 3 月に「福島県環境基本計画」を策定し

県民、事業者、市町村等の各主体の参加と連携により積極的に環境保全の取組を進めて

きた。環境を巡る社会情勢の変化等を踏まえ、平成 14 年 3 月に第 2 次計画、平成 22

年 3 月に第 3 次計画が策定され、平成 25 年 3 月には、平成 25 年度から平成 32 年度

までを計画期間とする「第 4 次福島県環境基本計画」（以下「本計画」 という。）が策

定されている。本計画では、基本目標を「福島を想う全ての人々の力でつくろう～安心

して暮らせて、自然と共生する“新生ふくしま”～」とし、その実現に向け、施策体系

を第 3.2-35 表のとおり設定している。 

 

第 3.2-35 表 「第 4 次福島県環境基本計画」施策の体系 

施策展開にあたっての基本姿勢 施策体系 

I 環境回復の推進 
1．放射性物質による環境汚染からの回復 

2．原子力発電所及び周辺地域の安全確保 

II  美しい自然環境に包まれた 
持続可能な社会の実現 

1．低炭素社会への転換 

2．循環型社会の形成 

3．自然共生社会の形成 

4．良好な生活環境の確保 

5．環境ネットワーク社会の構築と環境に配慮したゆとり

ある生活空間の形成 

〔「第 4 次福島県環境基本計画」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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3. 福島市環境基本条例 

「福島市環境基本条例」（平成 10 年 6 月 30 日条例第 25 号）は、この条例は、環境の

保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかに

するとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

市、事業者及び市民が一体となって環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ快適な生活環境を確保するこ

とを目的として定められたものである。 

「福島市環境基本条例」の基本理念は、第 3.2-36 表のとおりである。 

 

第 3.2-36 表 福島市環境基本条例の基本理念 

 基本理念 

1 

環境の保全及び創造は、市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で欠くことの

できない恵み豊かな環境を確保するとともに、これを将来の世代に維持し、継承

されるように適切に行われなければならない。 

2 

環境の保全等は、人類が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受け

て活動していることを認識し、生態系の均衡を最大限に尊重し、人と自然との共

生が健全な状態に保たれるように行わなければならない。 

3 

環境の保全等は、環境への負荷に対する自然環境が持つ復元力には一定の限界が

あることを認識し、資源の適正な管理や循環的な利用を推進することにより、環

境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を構築するため、すべての者の公

平で適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。 

4 

環境の保全等は、人間のあらゆる行為が地域の環境のみならず地球規模の環境に

影響を及ぼしていることを認識し、すべての事業活動及び日常生活において積極

的に行われなければならない。 

〔「福島市環境基本条例」（平成 10 年 6 月 30 日条例第 25 号）より作成〕 
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4. 福島市環境基本計画 

福島市では、平成 10 年 6 月に「福島市環境基本条例」を制定し、この条例の基本理

念を受け、平成 12 年 3 月に「福島市環境基本計画」を策定し、人と自然が健全に共生

する環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を目指して、各種の環境保全施策

を総合的かつ計画的に推進されていた。その間にも環境行政をとりまく状況は大きく変

化し、新たな環境施策への取り組みが必要となった。このような状況に的確に対応しな

がら、多様な環境問題の解決に向けて新たな環境施策に取り組んで行くため、平成 23 

年 3 月に新たな「福島市環境基本計画」を策定されている。 

しかし、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力

発電所事故により、新たな環境施策として、空間放射線量や食品等放射能濃度の監視と、

原子力に依存しない社会づくりに向けた省エネルギー、再生可能エネルギーの導入が求

められ、平成 25 年 4 月に本計画の一部見直しが行われた。新たな「福島市環境基本計

画」は、福島市環境基本条例の基本理念を受けて、市民、事業者、市が一体となって環

境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する事により、現在及び将来

の市民の安全で健康かつ快適な生活環境を確保する事を目的としている。 

「福島市環境基本計画」の施策体系は、第 3.2-37 表のとおりである。 

 

第 3.2-37 表 福島市環境基本計画の施策体系 

望ましい 

環境像 
施策分野 基本施策 

み
ん
な
で
創
り 

未
来
に
伝
え
る 

人
と
自
然
に
や
さ
し
い
ま
ち 

福
島
市 

生物の多様性を育む豊かな自然環境との共生 

水辺の保全と改善 

森林の保全、自然公園等の保護 

動植物の保全 

農地・里山の保全と再生 

安全・安心を支える生活環境の保全 

水資源の保全 

大気環境の保全 

その他公害の未然防止 

潤いのある快適な地域環境の創出 

自然とのふれあいの場の創出、都市緑化の推進 

良好な景観の保全と創出 

潤いのある都市環境の確保 

かけがえのない地球を未来につなぐ配慮 

地球環境の保全 

省資源・省エネルギーの推進 

再生可能エネルギーの有効利用の推進 

循環型社会の推進 

みんなで協働して取り組む環境保全の活動 

環境教育・環境学習の推進 

環境保全活動の推進 

ネットワーク形成の推進 

放射性物質による環境汚染への取り組み 
空間放射線量のモニタリング 

農産物や飲用水のモニタリング 

〔「福島市環境基本計画（平成 25 年 4 月）」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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5. 自然関係法令等 

自然保護関係 

1)自然公園法に基づく自然公園 

対象事業実施区域及びその周囲における「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）に

基づく自然公園の指定状況は、第 3.2-38 表及び第 3.2-15 図のとおりであり、「磐梯朝日国

立公園」の特別地域の指定地域がある。 

なお、自然公園は公園内の自然と景観を保護するために、特別保護地区、第 1 種特別

地域、第 2 種特別地域、第 3 種特別地域、海域公園地区及び普通地域に区分され、以下

のとおり、自然や景観に影響を及ぼすおそれのある行為が規制されている。対象事業実

施区域の周囲には第 2 種及び第 3 種特別地域が分布している。 

 

特別保護地区：特に優れた自然景観、原始状態を保護している地区。現状変更は原則

不可。 

第 1 種特別地域：優れた自然の維持を極力図る地域。新たな工作物等の設置は原則不

可。 

第 2 種特別地域：農林漁業活動と調整しながら優れた自然の維持を図る地域。工作物

の規模等に制限あり。 

第 3 種特別地域：通常の農林漁業活動は容認しながら優れた自然の維持を図る地域。

工作物の規模等に制限あり。 

海域公園地区：優れた海中、海岸、海上の景観の維持を図る地区。工作物の規模等に

制限あり。 

普通地域：特別地域に準じて風景の維持を図る地域。行為によって届出が必要。 

 

第 3.2-38 表 自然公園の概要 

名 称 

（指定年月

日） 

地域 県 市町村 

面積（ha） 

合計 
特別地域 普通 

地域 
（陸域） 

特別保

護地区 第 1 種 第 2 種 第 3 種 小計 

磐梯朝日 
国立公園 

（昭和 25 年 
9 月 5 日）

磐梯 
吾妻・ 
猪苗代 
地域 

山形県 米沢市 6,809 446 790 1,819 1,600 4,655 2,154 

福島県 

福島市 8,497 888 727 2,338 4,544 8,497 － 

福島市 
以外 

42,551 2,309 4,882 8,632 18,152 33,975 8,576 

猪苗代湖 10,387 － － 10,387  10,387 － 

合計 68,244 3,643 6,399 23,176 24,296 57,514 10,730 

「磐梯朝日国立公園 概要・計画書」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「自然公園」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）        より作成  
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第 3.2-15 図 自然公園の状況 

 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国
土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲
覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 
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2)自然環境保全法の規定及び福島県自然環境保全条例により指定された保全地域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号）の

規定により指定された自然環境保全地域はない。 

 

3)世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する自然遺産の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する

条約」（平成 4 年条約第 7 号）の第 11 条 2 の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区

域はない。 

 

4)都市緑地法により指定された緑地保全地域又は特別緑地保全地区の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号）の規定

により指定された緑地保全地域及び特別緑地保全地区の区域はない。 

 

5)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）に

基づく鳥獣保護区等については第 3.2-39 表及び第 3.2-16 図のとおりであり、対象事業実

施区域の周囲に水林（森林鳥獣生息地）が存在する。 

 

第 3.2-39 表 鳥獣保護区等の指定状況 

名 称 

（分類） 
所在地 

面 積 

（うち、特別保護地区） 
期 限 

水林 

（森林鳥獣生息地） 
福島市 21ha 平成 47 年 10 月 31 日 

〔「平成 30 年度鳥獣保護区等位置図」（福島県、閲覧：平成 31 年 4 月） より作成〕 
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第 3.2-16 図 鳥獣保護区の指定状況 

 

「平成 30 年度鳥獣保護区等位置図」（福島
県、閲覧：平成 31 年 4 月）」 

より作成 
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6)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律」（平成 4 年法律第 75 号）により指定された生息地等保護区はない。 

 

7)特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の規定により指定された湿

地の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地

に関する条約」（昭和 55 年条約第 28 号）の規定により指定された湿地の区域はない。 
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6. 景観保全関係 

景観計画区域 

「景観法」（平成 16 年法律第 110 号）に基づく「福島県景観計画」（福島県、平成 23

年）によれば、福島県の全域（景観行政団体である市町村、二本松市及び大玉村の区域

を除く。）を景観計画区域と定めている。福島市は、平成 23 年に法に基づく景観計画を

策定できる「景観行政団体」となり、平成 30 年 4 月 1 日より景観法に基づく制度体系に

移行するため、現行の景観条例の改正と併せ基本計画の改定を行い、新たに「景観まち

づくり計画」を策定することとなっている。 

 

風致地区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）により

指定された風致地区はない。 

 

7. 国土防災関係 

森林法に基づく保安林の指定 

対象事業実施区域における「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林の指

定状況は第 3.2-17 図のとおりである。対象事業実施区域及びその周囲には保安林が存在

している。 

 

砂防法に基づく砂防指定地 

対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」（明治 30 年法律第 29 号）に基づく

砂防指定地は第 3.2-18 図のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲には砂防指定

地が存在している。 

 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律」（昭和 44 年法律第 57 号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域は第 3.2-19 図のとおりで

あり、対象事業実施区域の周囲には急傾斜地崩壊危険区域が存在している。 

 

地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「地すべり等防止法」（昭和 33 年法律第 30 号）

に基づく地すべり防止区域の指定はない。 
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第 3.2-17 図 保安林の指定状況  

 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土
交通省国土政策局国土情報課  HP、閲
覧：平成 31 年 4 月） 

「福島県再生可能エネルギーデータベー
ス」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 
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第 3.2-18 図 砂防指定地の指定状況 

 

「福島県再生可能エネルギーデータベー
ス」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）  

より作成 
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第 3.2-19 図 急傾斜地崩壊危険区域の指定状況 

 

「福島県再生可能エネルギーデータベー
ス」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）   

より作成 
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく地すベり

防止区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律」（平成 12 年法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）

に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況は第 3.2-40 表及び第 3.2-20 図のとおりであり、

対象事業実施区域の周囲には警戒区域・特別警戒区域が存在している。 

 

第 3.2-40 表 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況 

番号 区域名 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 
指定区域の種類 所在地 

1 上段 急傾斜地の崩壊 警戒区域/特別警戒区域 福島市桜本字上段 

2 中森沢 土石流 警戒区域/特別警戒区域 福島市荒井字横塚 

3 微温湯沢 土石流 警戒区域/特別警戒区域 福島市桜本字温湯 

4 温湯-1 急傾斜地の崩壊 警戒区域/特別警戒区域 福島市桜本字温湯 

5 温湯-2 急傾斜地の崩壊 警戒区域/特別警戒区域 福島市桜本字温湯 

6 温湯-3 急傾斜地の崩壊 警戒区域/特別警戒区域 福島市桜本字温湯 

注：1．番号は第 3.2-20 図の番号に対応する。 
2．福島県において、土砂災害防止法に基づく基礎調査の完了は平成 31 年度の予定である。 

〔「福島県土砂災害警戒区域等の指定箇所」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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第 3.2-20 図 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況 

 

「福島県土砂災害警戒区域等の指定箇所」
（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「国土数値情報（土砂災害警戒区域デー
タ）」（国土交通省国土政策局国土情報課
HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 

2 

1  

3  

4  

6  

5  
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 関係法令等による規制状況のまとめ 

関係法令等による規制状況をまとめると第 3.2-41 表のとおりである。 

 

第 3.2-41 表 関係法令等による規制状況のまとめ 

区 

 

分 

法令等 地域地区等の名称 

指定等の有無 

対象事業実施

区域及びその

周囲 

対象事業実

施区域 

土 

地 

国土利用計画法 

都市地域 ○ × 

農業地域 ○ ○ 

森林地域 ○ ○ 

都市計画法 都市計画用途地域 × × 

文
化
財 

文化財保護法 

国指定史跡・名勝・天然記念物 × × 

県指定史跡・名勝・天然記念物 × × 

市指定史跡・名勝・天然記念物 ○ × 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ × 

公
害
防
止 

環境基本法 
騒音類型指定 × × 

水域類型指定 ○ × 

騒音規制法 規制地域 × × 

振動規制法 規制地域 × × 

悪臭防止法 規制地域 × × 

土壌汚染対策法 
要措置区域 × × 

形質変更時要届出区域 × × 

自
然
保
護 

自然公園法 

国立公園 ○ × 

国定公園 × × 

県立自然公園 × × 

自然環境保全法 
自然環境保全地域 × × 

県自然環境保全地域 × × 

福島県自然環境保全条例及び緑化に

関する条例 

自然環境保全地域 × × 

緑地環境保全地域 × × 

世界の文化遺産及び自然遺産の保護

に関する条約 
自然遺産 × × 

都市緑地法 緑地保全地域 × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律 
鳥獣保護区及び特別保護地区 ○ × 

絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律 
生息地等保護区 × × 

特に水鳥の生息地として国際的に重

要な湿地に関する条約 

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地 
× × 

景 

観 

景観法 

景観行政団体 ○ ○ 

景観計画区域 ○ ○ 

景観形成重点地区 × × 

都市計画法 風致地区 × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律 
急傾斜地崩壊危険区域 ○ × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 × × 

土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策等の推進に関する法律 
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 ○ × 

○：指定あり、×：指定なし
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第4章 方法書についての意見と事業者の見解 

4.1 環境影響評価方法書の公告・縦覧 

福島県環境影響評価条例（平成 10 年 12 月 22 日福島県条例第 64 号）第 8 条の規定に基

づき、当社は環境の保全の見地から意見を求めるため、環境影響評価方法書（以下、「方

法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書及びその要約書を公告の

日から起算して 1 か月間縦覧に供した。 

 

4.1.1 公告の日 

平成 30 年 12 月 21 日（金） 

 

4.1.2 公告の方法 

地方新聞社及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社のホームページ 

 

4.1.3 縦覧場所 

以下の計 6 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用による電子縦覧

も併せて行った。 

①  印刷物の縦覧 

・福島県庁 生活環境部環境共生課（福島市杉妻町 2 番 16 号） 

・福島市役所 環境部環境課（福島市五老内町 3 番 1 号） 

・福島市役所 環境部環境課環境保全係（福島市五老内町 3 番 1 号） 

・福島市役所 西支所（福島市上名倉字妻下 4 番 2 号） 

・福島市役所 吾妻支所（福島市笹木野字折杉 41 番 1 号） 

・カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 

（東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 50 階） 

 

②  インターネットの利用による電子縦覧 

・カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 ホームページ 

（https://canadiansolar-energy.co.jp/news_release/2018/547.html） 

 

4.1.4 縦覧期間 

①  縦覧期間：平成 30 年 12 月 21 日（金）から平成 31 年年 1 月 21 日（月）まで 

（閉庁日は除く） 

②  縦覧時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（インターネットの利用による電子縦覧は、常時閲覧可能な状態とした。） 

 

4.1.5 縦覧者数 

平成 31 年 1 月 21 日までの 1 か月間で、記名縦覧者数は 4 人であった。 
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4.2 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

福島県環境影響評価条例第 8 条の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説

明会を開催した。 

 

4.2.1 公告の日 

平成 30 年 12 月 21 日（金） 

 

4.2.2 公告の方法 

福島市の広報誌及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社のホームページ 

 

4.2.3 開催日時 

平成 31 年 1 月 17 日（木）午後 6 時から午後 7 時 30 分まで 

 

4.2.4 開催場所 

JA ふくしま未来福島南支店二階大会議室 

（福島県福島市成川字石田 71） 

 

4.2.5 来場者数 

30 名 

 

4.2.6 配布資料 

（仮称）佐原太陽光発電事業環境影響評価方法書のあらまし 

 

4.2.7 説明会の質疑応答の経過 

事業者からの説明の後、午後 6 時 30 から午後 7 時 30 分まで質疑応答を行った。 

 



 

4.3-1 

(202) 

4.3 環境影響評価方法書についての意見の把握 

福島県環境影響評価条例第 9 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者

の意見の提出を受け付けた。 

 

4.3.1 意見書の提出期間 

平成 30 年 12 月 21 日（金）から平成 31 年 2 月 4 日（月）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

4.3.2 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

①  縦覧所に設置した意見箱への投函 

②  カナディアン・ソーラープロジェクトへの郵送 

③  説明会当日の直接受け取り 

 

4.3.3 意見書の提出状況 

意見書の提出期間で提出された意見書は 8 通であり、意見の総数は 48 件であった。 

〔内訳〕・意見箱への投函・・・・・・・・4 通 

・説明会当日に直接受け取り・・・4 通 

 

4.3.4 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

福島県環境影響評価条例第 9 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する

者から受け付けた環境影響評価方法書への意見について、事業者の見解を取りまとめた。 

意見書は、個人 6 名、団体 3 名の合計 8 名から各 1 通合計 8 通の提出があり、意見の

総数は 48 件であった。以降提出者 8 名は、個人情報保護に配慮し便宜上当該意見書の受

け取り順に「Ａ氏」（個人）、「Ｂ協議会」（団体）、「Ｃ協議会」（団体）、「Ｄ氏」（個人）、「Ｅ氏」

（個人）、「Ｆ氏」（個人）、「Ｇ氏」（個人）及び「Ｈ氏」（個人）と書き表す。各提出者の事業

者により把握している属性と意見の提出状況（各意見の件数）は次のとおりである。 

 

第 4.3-1 表 各意見の提出者の属性等 

意見の提出者 個人または団体の別 居住地域 意見の件数 

Ａ氏 個人 福島市 6 件 

Ｂ協議会 団体 福島市 4 件 

Ｃ協議会 団体 福島市 28 件 

Ｄ氏 個人 東京都小平市 3 件 

Ｅ氏 個人 福島市 1 件 

Ｆ氏 個人 福島市 1 件 

Ｇ氏 個人 福島市 1 件 

Ｈ氏 個人 福島市 4 件 
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環境影響評価方法書に対して提出された意見の概要と事業者の見解は、第 4.3-2 表に

示す通りである。なお、意見の内容については、誤字脱字も含めできる限り原文のまま

で掲載した。ただし、意見の趣旨ごとにまとめるため、多少の意見の切り分けと順序の

変更をしている。また、方法書の頁数については、全編通しの数としている。 

 

第 4.3-2 表(1) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

福島県環境影響評価条例の規定に基づく手続きの方法について＜7 件＞ 

1 Ｃ協議会 貴社につきましては、県の条例

に基づき調査の実施を了承いただ

き、感謝申し上げます。つきまし

ては、県条例に基づき意見を提出

いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

このたびは、弊社の「(仮称)佐原太

陽光発電事業」及びこれに係る「福島

県環境影響評価条例」の規定に基づく

環境影響評価その他の手続きについ

て、格段の御理解を賜りありがとうご

ざいます。 
弊社は、営利企業ではございます

が、再生可能エネルギーの利用を推進

する社会的に責任のある国際民間企業

として、関係法令を遵守し、対象事業

実施区域及びその周辺が元来自然豊か

で閑静な場所であることを踏まえ、既

存の生活環境及び自然環境と調和した

再生可能エネルギー電源開発の実現に

努めて参ります。 
そのため、弊社は、時間的、人的、

経済的その他多くの制約がある中で自

主的かつ積極的に「福島県環境影響評

価条例」の規定に基づく環境影響評価

その他の手続きを実施することとし、

「福島県環境影響評価条例」で必要と

される範囲内で的確な環境影響評価を

実施することといたしました。 
関係地域のみなさまの御理解と御後

援の下、「福島県環境影響評価条例」

を所管する福島県生活環境部環境共生

課及び対象事業実施区域が立地します

福島市の環境及び再生可能エネルギー

政策を所管されている福島市環境部環

境課さまの御指導に基づき、現存地形

をできるだけ活かした太陽光発電所の

設置を目指すという事業計画の内容特

性に適合した誰もが分かり易く効率的

な環境影響評価の実現を計画させてい

ただいき、その具体的内容を「(仮称)

佐原太陽光発電事業環境影響評価方法

書」ほか関係資料にとりまとめさせて

いただいたところです。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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第 4.3-2 表(2) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

2 Ｃ協議会 1－① 方法書は住民意見を取

り入れて再提案してください。冒

頭記載したとおり、事業予定地は

非常にデリケートな場所でありま

す。事業を円滑に行うためには事

業者が住民の声に耳を傾け、どの

ような問題があるのかを、環境影

響評価を実施する前に充分調査を

行った後、条例に基づく方法書を

作成し、公告・縦覧し説明会を行

い、意見を募るべきと考えます。 

 

本環境影響評価方法書につきまして

は、「福島県環境影響評価条例」の規

定に基づき適正に作成し、その後の同

条例の規定に基づく手続きも公告、縦

覧、方法書説明会開催を含めて適正に

実施しております。それらの際、「福

島県環境影響評価条例」を所管してい

る福島県生活環境部環境共生課から、

必要な指導も受けております。 
また、事業者の自主的な取り組みと

して、「福島県環境影響評価条例」の

規定とは無関係に、既に複数回、関係

地域の住民のみなさま方を対象とした

当該事業計画に係る内容の説明会や現

地案内会を実施させていただいており

ます。 
なお、弊社は、日本において再生可

能エネルギーの利用を推進する社会的

に責任のある民間企業として、関係法

令を遵守し、一般に求められる社会的

責任を果たして参ります。 

 

3 Ｃ協議会 1－③ 佐原地区及び水保地区

で説明会を開催してください。事

業者の責務として地元住民、生産

者に再度事業の説明会を実施し、

事業への認識を周知していただく

と共に、住民の意見陳述の機会を

確保してください。なお、説明会

は高齢者や交通弱者に配慮すると

共に、詳細は地元と協議してくだ

さい。その後、１－①に記載した

方法書の説明会を開催してくださ

い。 

4 Ｃ協議会 1－④ 会議録は公開してくだ

さい。1 月 17 日開催の方法書説明

会では、住民の方から 1 時間以上

の質疑があり、最後に会議録を公

開するよう要望があったことを確

認しました。条例の基準では、説

明会を 1 回以上開催して、参加者

から提出された意見書を県知事あ

て報告すればよいこととなってお

ります。ですが、参加者から口頭

で出された意見が、確実に県知事

へ届けられたことを確認するた

め、主催者が会議録を作成し、参

加者の労に報いてください。そし

て、条例で禁止されていなけれ

ば、説明会で出された意見と事業

者の見解を示してください。 

方法書説明会の開催結果につきまし

ては、「福島県環境影響評価条例」第 8
条 2 第 5 項の規定に基づき、「方法書説

明会開催結果報告書」を作成し、平成

31 年 2 月 15 日付けで福島県知事に提

出させていただきましたとともに、同

様の内容を環境影響評価準備書に掲載

することとなっています。 
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第 4.3-2 表(3) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

5 Ｃ協議会 2－③ 水質・水量調査の方法

書については、地元各種団体と協

議の上設定すること。 

本事業計画に係る環境影響評価に係

る手続きは、「福島県環境影響評価条

例」の適用によっており、弊社といた

しましては、「福島県環境影響評価条

例」を所管する福島県の規定に基づき

適正に手続きを進めて参る所存です。 
環境影響評価の方法につきまして

は、弊社が「福島県環境影響評価条

例」の規定に基づき作成した「(仮称)

佐原太陽光発電事業環境影響評価方法

書」ほか関係資料を福島県様に審査し

ていただき、その結果を受けて、適正

化した上で実施いたします。 

6 Ｃ協議会 2－⑫ 今回の環境影響評価方

法書にはパネルの配置図が示され

ていないので、意見を述べようが

ありません。配置図を公表した後

に再度調査方法について一般意見

を求めること。 

本事業計画については、「福島県環

境影響評価条例」の適用に当たり事業

種別が「福島県環境影響評価条例施行

規則」の別表第 1 の 12 の項に掲げる事

業となるため、利用対象となる土地の

利用の範囲と態様を明らかにし、その

内容に応じて的確な環境影響評価の計

画が策定されれば足りるものと認識し

ており、それらの点は「(仮称)佐原太

陽光発電事業環境影響評価方法書」3
頁以降にお示しさせていただいており

ます。 
ただし、計画施設の設計の具体的な

内容については、今後、速やかに検討

を加え、その結果を必ず環境影響評価

準備書以降の環境影響評価図書に掲載

することといたします。 

 

 

  



 

4.3-5 

(206) 

第 4.3-2 表(4) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

7 Ｃ協議会 2－⑮ 事業予定地内に別

事業者が営農型発電事業

（ソーラーシェアリング）

を予定しているが、実施場

所が複雑に交錯している。

連携した調査ができないも

のか検討すること。流出す

る水については、両事業地

から同時に流れてきており

ますので、貴社のみに費用

負担させるには心苦しいと

感じています。 

お心遣いは、大変有り難く頂戴いたしま

す。ただ、お心苦しさをお感じいただくま

でもなく、御心配いただくまでもございま

せん。 
弊社は、現段階において、隣接する「別

事業者」がどのような計画を進めておられ

るか、全く知る立場にございません。 
一般に一定の範囲が画定されている民間

事業の責任は、基本的にその範囲内のみに

及ぶものと認識しており、計画区域が完全

に別個独立している以上、誠に申し訳あり

ませんが、衡平の観点からも基本的に弊社

が他者のする事業の責任を負担することは

ございません。 
従いまして、相隣関係の配慮には最大限

努めますが、隣接地において「別事業者」

が別事業を実施することに伴いに必要とな

る排水対策等については、当然に当該「別

事業者」が責任をもって実施され、その費

用もそちらが別個に負担されることになる

と認識しております。 
また、福島県生活環境部環境共生課から

受けた説明によりますと、当該「別事業

者」については、これまでの土地の取得の

目的及び状況や既に実際に相当の土地の形

質を変更していること、固定買取価格制度

に係る設備認定の取得の前後経過等の事情

から、当該「別事業者」は同課に対し「現

段階では太陽光発電施設の建設は考えてい

ない」と説明されているとのことですが、

仮に、今後、当該「別事業者」が、現在既

に何らかの権利を取得されている一団の土

地の範囲の一部にでも太陽光発電施設が設

置される場合には、「福島県環境影響評価

条例」の対象事業となることは間違いな

く、当該「別事業者」は後発事業者として

縦覧期間終了後も福島県県政情報センター

等で公開される予定となっている「(仮称)

佐原太陽光発電事業環境影響評価方法書」

により、弊社の本事業計画の内容を知り得

るため、隣接する両事業計画が実施実現し

た場合の環境影響の累積的効果について

は、後発事業者となる当該「別事業者」が

負うべきこととなり、その点、弊社が本事

業計画に係る環境影響評価に係り考察を加

える必要はないとのことです。 
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第 4.3-2 表(5) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

環境影響評価方法書の作りについて＜4 件＞ 

8 Ｃ協議会 1－⑥ 評価書は資料として価値

あるものにしてください。本事業計

画と須南区域協議会の関係でありま

すが、地元の農業委員会組織として

計画地の農地転用が、周辺農地や周

辺区域に影響を及ぼす恐れがあるか

を判断して、その意見を農山漁村再

生可能エネルギー法に基づく協議会

で証言することと認識しています。

方法書に基づき作成される評価書に

ついては、農山漁村再エネ法協議会

や、農地転用の可否を判断する農業

委員会、その他団体等での審査に資

する資料となるよう調査項目の選

定、調査期間及び調査回数について

は地元住民へ十分に説明した後に再

度選定して、提案して下さるようお

願いします。貴重な時間と経費、労

力を費やしていただく調査ですの

で、風量、水量については綿密な準

備を行い、検討・評価を実施してく

ださい。この事業が協議会委員の全

会一致で円満に許可され、地元に大

きな利益をもたらす素晴らしい事業

となりますよう期待申し上げており

ます。 

関係地域の情報については、事前

の情報収集が不十分だったため、今

後、文献等の調査を追加し、調査地

点や調査頻度等について再検討し、

それらを反映した環境影響評価の計

画とするとともに、それらの結果を

環境影響評価準備書に具体的に記載

することといたします。 
 なお、「福島県環境影響評価条例」

の規定に基づく環境影響評価その他

の手続きは、「農山漁村再生可能エネ

ルギー法」の規定に基づく諸手続

き、農地転用及び農業振興地域除外

に係る手続きとは直接的な関係はな

く、関係法規等の規定及び適用上相

互に別個独立の手続きとなっており

ます。 

9 Ｄ氏 環境影響評価については、何から

何までだらだらと長くやれば良いと

いうものではないが、その事業計画

の具体的内容や地域特性に合わせ、

最低限あらかじめ調べておくべき事

項をきちんと調べられる計画とする

ことが重要である。その前提とし

て、地域情報を詳細に把握する必要

があるが、当該環境影響評価方法書

を見るとそれが十分にできていな

い。速やかに地域情報の収集を深

め、地形、動植物・生態系、景観、

人と自然との触れ合いの活動の場等

に係る現地調査の調査時期や調査頻

度等を再検討するべきである 
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第 4.3-2 表(6) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

10 Ｃ協議会 2－⑥ 本編 p3 2.2.2 対象事業

実施区域の位置「福島市西地区及び

福島市吾妻地区」と修正すること。

意見の理由。事業予定地は 183ha と

広大です。また、計画区域は西地区

と吾妻地区に跨っており、吾妻地区

の面積は約 112km2 と、桑折町の 2
倍、川俣町と同程度の面積となって

おります。「区域の位置」の定義・

基準が方法書説明会を開催する基準

や調査を実施する単位とするなら

ば、「区域の位置」の表示方法は各

支所が設置されている、福島市の基

準で言う所の旧町村「大字」単位に

変更してください。 

「(仮称)佐原太陽光発電事業環境

影響評価方法書」3 頁の対象事業実施

区域の位置の表示につきましては、

「福島県環境影響評価条例」の適用

を受けるに当たり、「福島県環境影響

評価条例施行規則」の別表第 1 の 12
の項に掲げる事業に該当するものと

取り扱われたため、必要に応じて弊

社が現実に当該の土地の利用ができ

る権利の取得状況等の検証が確実に

受けられるよう、福島県知事等に対

して当該図書の「福島県環境影響評

価条例」第 7 条の送付をしたときの

当該位置の表示に準じたものとなっ

ており、この点も「福島県環境影響

評価条例」を所管している福島県生

活環境部環境共生課から、必要な指

導を受けた結果です。 

11 Ｈ氏 位置図だけでなく標準図位、資料に

付けたらいいのでわ。 
本環境影響評価方法書の作りにつ

いては、弊社の環境影響評価図書作

成の経験不足や時間的な制約から十

分なものとすることができなかった

と認識しており、いただいたこの御

意見も参考に、環境影響評価準備書

の作成においては、確実な改善を図

って参ります。 
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第 4.3-2 表(7) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

環境影響評価項目の選定について＜2 件＞ 

12 Ｃ協議会 1－② 調査項目の選定方法につ

いては再考をお願いします。調査項

目については、平たん地で調査する

場合の標準的な項目を選定すること

に加え、技術的な助言を県や苦い苦

難を乗り越え事業地内や佐原地区で

現在も継続して営農されている住民

が持っている経験則に基づいて提案

される意見についても調査してくだ

さい。なお、標記調査の目的は、環

境影響評価法第 11 条 4 項で引用さ

れている環境基本法第 14 条の 2 に

記載されているとおり、生態系に関

することや周辺の森林・農地を適切

に保全されることについての調査も

含んでいるはずです。地域の特性を

十二分に考慮し項目を選定いただき

ますよう強くお願いいたします。 

環境影響評価項目の選定につきま

しては、その目的が環境影響評価で

あるという前提の下、「福島県環境影

響評価条例施行規則」の別表第 1 の

12 の項に掲げる事業における一般的

な事業の内容及び当該事業計画の現

段階の内容や地域特性を踏まえると

ともに専門家等にもヒアリングを行

って的確に設定させていただいてお

ります。今後、現地調査、予測、及

び評価を行い、環境の保全に配慮し

た事業計画になるように努めて参り

ます。 
 

13 Ｄ氏 その上で、環境影響評価について

は、的確に環境影響評価項目を見直

し、調査、予測及び評価の手法、現

地調査の調査地点、調査時期や調査

頻度等を再検討する必要があるので

はないか。 

計画施設の設計等について＜1 件＞ 

14 Ｃ協議会 2－⑯ 本編 p185 第 5.1-1 気象

の状況、観測地点、及び調査回数等

については、地元の方と充分ヒアリ

ングを行うこと。意見に対する理

由。事業地は冬期間に通称「吾妻お

ろし」と称する台風並みの季節風が

発生し、12 年前には水林自然林の

松林に大きな被害が発生した。事業

所内の別事業者からは、「雷が横に

走る」との証言もあるので、風量に

ついては年間を通じて観測し、予

測・検討をしっかり行うこと。 

計画している太陽光発電施設の基

本構造につきましては、過去に弊社

の他事業用地において強風による架

台の引き抜けが発生したことはござ

いませんが、念のため、現地の地質

調査を行い、その結果を基に JIS8955
の基準に則り構造計算を行った上で

施工いたします。 
なお、対象事業実施区域や吾妻連

峰西部での強風のデータは得られて

いませんが、山形県蔵王連峰の山上

にある蔵王観測所における既往瞬間

最大風速は 24.2m/s(2012 年)でした。

対象事業実施区域は、蔵王観測所よ

り標高が低くより気象条件が穏和な

場所であることは明らかなため、瞬

間最大風速がそれ以上になることは

想定されず、計画施設が風により破

損することはないと認識しておりま

す。 
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第 4.3-2 表(8) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

水環境・地盤について＜11 件＞ 

15 Ａ氏 本事業地域は吾妻山麓に広がる吾

妻国営農用地事業（通称：パイロッ

ト事業）として開発、分譲されたも

のであるが、厳しい気象環境より、

耕作放棄や未使用地が大部分を占め

る中、近年、草地化、森林化によっ

て保水力が回復し、かつて下流域に

水害をもたらした鉄砲水等の異常出

水が沈静化している。しかし、新た

な開発行為はその安定を損なうこと

が危惧される。特に近年頻発する

100 ㎜/h 超の豪雨時における影響は

大きいと言わざるを得ない。敷き詰

められた太陽光パネルには保水能力

は無く、集水化された雨水が一気に

鍛冶屋川等へ流れ込むことが想定さ

れる。しかし、そのことが評価項目

に含まれないのは問題であり、再考

を求めるとともに農地転用、林地開

発（一部？）段階においては慎重に

対応することを要望する。 

本事業計画においては、大規模な

土地の形質の変更は想定しておら

ず、太陽光発電設備等の設置のた

め、一時的に生い茂った草木等の刈

り払いは実施する見込みですが、現

存地形は温存することとしていま

す。 
設置を計画している太陽光発電機

の支柱の設置については、十分な引

き抜け強度があるスクリュー杭また

は打設杭の打ち込みのみによること

とし、表土表層は極力温存すること

としております。 
また、仮に土壌が裸出した場合の

表面保護のため、不織布の敷設、種

子シートや種子吹付、在来植物の補

植等を検討しております。 
加えて、施工中は、工事箇所から

対象事業実施区域及びその周辺に分

布している河川に濁水等が直接流出

しないよう、必要に応じ当該工事箇

所と外界との境界に仮設防災設備を

設けます。 
これらの措置により、本事業計画

の実施に伴い、従前より雨水浸透条

件はほとんど変わらず、土地の安定

性も変化せず、降雨強度の極大きい

降雨があった場合でも、施工中も含

めて土砂及び濁水の流出防止が確実

に実現することを想定しておりま

す。 
他方、大規模な排水路や洪水調節

池の整備は、むしろ現在の土地や植

生の状況を大きく変更し、野生生物

の生息や移動を支障する懸念もござ

いますので、安全な施設整備となる

ことを最優先としながらも、最大限

自然環境に配慮した計画となるよ

う、引き続き慎重に検討を進めさせ

ていただき、それらの結果は環境影

響評価準備書に具体的に記載するこ

とといたします。 
なお、「(仮称)佐原太陽光発電事業

環境影響評価方法書」196 頁以降に

お示しさせていただいておりますよ

16 Ｂ協議会 「環境影響評価方法書」あらまし

の中の、排水計画（p2）について、

当佐原区の区民総会（昭和 49年 7月
26 日）議事録に「去る 6 月 6 日の 20
～30分程度の雷雨にて鍛冶屋川に大

きな水害があった」旨の記述があり

ます。短時間豪雨に対する影響につ

いての調査及び評価を入れること。

排水量と共に水の濁り(p7)※水田に

泥水が流入しないか。 

17 Ｃ協議会 2－⑤ 本編 p5「排水計画につい

ては、既存排水溝で対応する」市内

の他事業者（松川地区）において

は、事業者が現地を確認し洪水調整

池が必要と判断して、流域ごとに設

置する計画と聞いております。

1,000 年に 1 度の豪雨を想定して慎

重に対応すること。意見の理由。1
月 18 日（木）開催された説明会に

出席された皆様については理由の説

明は充分伝わっていることと思いま

す。また、牧草栽培者からは牧草の

上を水が走るように流れると説明を

受けております。 
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18 Ｈ氏 1/20 確率で既設の河川でもつのか うに、水質に係る調査、予測及び評

価を予定しているほか、対象事業実

施区域の必要箇所にて現況の地下構

造確認のためのボーリング調査、土

壌の水浸透力についての現地調査を

はじめ、必要に応じ適宜調査を追加

実施し、それらの結果も環境影響評

価準備書に具体的に記載することと

いたします。 

19 Ｃ協議会 まず、1 月 17 日（木）に貴社主催

により開催されました方法書説明会

では、あらかじめ周知が前提である

事業内容そのものについて、住民に

充分に浸透していなかったため、方

法書についての議論を深めることが

できなかったのではないかと感じて

おります。ご存知の通り、事業予定

地は、過去に多くの方が希望を持っ

て開拓事業に参加したものの、厳し

い環境と災害により耕作を放棄し、

現状のような山林化しております。

また、地区住民の方々は、森林を伐

採し畑地や樹園地に変えたことによ

って保水能力が低下し、その水が下

流部に及び河川が氾濫したことを既

に体験しております。説明会の場で

厳しい批判が出た背景には、「元に

戻りつつあった開パに再び手を付け

るのか」と言った大きな不安がある

のではないでしょうか。このたび貴

社に対し意見陳述の機会が他にない

ため、方法書に関する意見に含まれ

ない事項もありますが、趣旨を汲み

取っていただき見解を示していただ

きますようお願いします。 

20 Ｃ協議会 2－①目次 第 5 章 5.1 調査、

予測及び評価の手法（本編 p183）。
評価の方法に事業区域の水量調査を

別項目で設けること。意見提出の理

由。吾妻小富士パイロット事業の農

地造成時に、洪水調整池を設置しな

かったことが増水を引き起こし、河

川の氾濫となったと考えます。山林

に戻りつつある事業地を再び開発す

るのであれば、水害の恐れがあるか

どうかを別項目で定め、徹底的に調

査し地元の皆様に自信をもって結果

を示すべきです。仮に、再度造成時

と同様の復元を行うならば、水害を

受けておりますので「周辺環境に影

響を及ぼす恐れ」については「あ

る」と判断せざるを得ません。今回

提示された計画については詳細が示

されておりませんが、既存側溝のみ

で対応することなく、1,000年に 1度
の集中豪雨でも対応できる対策を願

います。平成 30 年の西日本豪雨、
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平成 29 年の九州北部豪雨、平成 28
年の北海道・岩手豪雨や平成 27 年 9
月には飯館村でも被害が出ておりま

す。毎年どこかで想定外の豪雨があ

りますので、事業予定地が計画期間

内に被害を受けない理由は無いはず

です。 

21 Ｃ協議会 2－② ①の背景を十二分に汲み

取りいただき、調査期間中、晴天時

（平常時）2 回/期間、雨天時 1 回/期
間の測定では不十分と考えます。 

22 Ｃ協議会 2－④ 流水量を調査するにあた

り、各河川の事業地上流部と下流部

のそれぞれに流量計を設置し、雨天

時に出た水が事業地内でどれだけ吸

収され、排出された水はどのエリア

からの物でどの程度吸収されないの

かを計測すること。 

23 Ｂ協議会 吾妻山火山防災マップ（2014福島

市作成）の、冬季積雪時泥流の発生

量にどのように影響を与えるのかを

調査及び評価すること。 

24 Ｄ氏 当該事業計画は、吾妻連峰東麓の

火山噴出物の堆積が主たる成因とな

っている丘陵地において、区域面積

183 ヘクタール規模の新規の大規模

な太陽光電源開発をしようとしてい

るものである。対象事業実施区域

は、従前国営吾妻開拓パイロット事

業が進められた場所となっているこ

とから、当初事業者は当該太陽光電

源開発計画を進めても周辺に大きな

環境影響を及ぼす可能性は小さいと

判断していた節があるが、国営吾妻

開拓パイロット事業はその後事実上

発展を見なかった上、今回再開発が

計画されている範囲は既に草木が生

い茂り自然回帰しているも同然とな

っていることから、計画施設の設置

に当たっては、当該計画施設の具体

的な設計内容を踏まえ、的確な土地

の造成と排水施設の整備計画を追加

し、安全確保を保障する必要がある

のではないか。 
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第 4.3-2 表(9) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

25 Ｇ氏 わさび田に対する影響が出ないよ

うに。わさび田…県内でも数少ない

事業。わさびは、水温、水質、水量

に極めて敏感な植物。湧水（地下

水）に影響のないよう、工事個所か

ら極力外すこと、特に傾斜地は、洪

水の恐れも発生しないように工事を

やらないこと。 

 元来土湯温泉周辺は野生のワサビ

の豊産地となっており、福島県域で

のワサビの経済栽培が土壌の畑によ

っている場合が多いことに対し、鍛

冶屋川流域において地沢式の山葵田

が築造され、熱意のある方々が情熱

的に山葵栽培に取り組まれておられ

ることについては、弊社としても大

変頭の下がる想いです。 
 弊社の「(仮称)佐原太陽光発電事

業」の事業計画は、現段階において

も、鍛冶屋川流域における地沢式ワ

サビ栽培に影響を及ぼすものとはな

っておりませんが、ワサビ栽培に当

たられているみなさまに御不安がな

いよう、当該事業計画を進めるにあ

たっては、念のため、鍛冶屋川の数

箇所を選び、水質、水量及び水温の

継続的な調査を実施することとし、

その結果は、環境影響評価準備書以

降の環境影響評価図書に掲載するこ

とといたします。 

動植物・生態系について＜9 件＞ 

26 Ａ氏 加えて、野生動植物の調査地点数

が極めて少ない状況であり、ライン

センサス調査についても道路上の踏

査に限定されている。太陽光パネル

設置場所を加え、センサーカメラ等

も駆使した綿密な調査を行うべきで

あります。 

動植物・生態系につきましては、

「(仮称)佐原太陽光発電事業環境影

響評価方法書」199 頁以降にお示しさ

せていただいておりますように、本

事業計画を実施する上で必要となる

生物相の情報を的確に把握できるよ

う、調査、予測及び評価を計画させ

ていただいており、それらの結果

は、環境影響評価準備書に具体的に

記載することとなっております。現

在調査範囲に生息している生物につ

いては、希少であるか否か、人にと

って有害である否かを問わず、可能

な限り生息の実状が把握できるよう

に努め、必要に応じて環境保全措置

の計画を検討して参ります。 
なお、対象事業実施区域における

希少動植物等の生息情報について、

既往調査結果との照合を福島県生活

環境部自然保護課に依頼しており、

それらの結果を今後実施する環境影

響評価に反映いたします。 

27 Ａ氏 特に、希少猛禽類については、多

くの個体の採餌場として利用されて

いる可能性が高く、周辺部を含め、

営巣地も存在するものと思われま

す。 

28 Ａ氏 また、対象種に本県レッドデータ

ブックにおいて準絶滅危惧種である

ノスリを加えるよう求めます。 

29 Ｂ協議会 動物・植物生態系（p8）の中に、

クマ、イノシシ、カモシカ、サル、

ニホンジカを入れること。 

30 Ｂ協議会 この 5 種の鳥獣が、この地区内に

どの程度生息し、今回の太陽光発電

事業により、どこに移動するのかの

を明確にすること。 
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31 Ｃ協議会 2－⑦ 方法書本編 p98 生態系

の概要。文献資料の調査で狸、カモ

シカ生息域と記載されている。文献

のみならず、現地調査を実施し、当

該地区は有害獣生息域であることを

鑑みてクマ、サル、イノシシ、カラ

スについても調査すること。その上

で、これらの有害獣が事業地をあで

囲い排除された場合、人里まで影響

を及ぼさないよう責任をもって調査

し、対策を講じること。 

32 Ｃ協議会 2－⑧ 方法書本編 p99 第 3.1-31
図。事業地内の食物連鎖頂点はクマ

等大型哺乳類であると認識していま

す。肉食性哺乳類にサル、イノシシ

を肉食大型哺乳類にクマを追記する

こと。 

33 Ｃ協議会 2－⑰ 本編 p214 生態系 表

（28）。調査すべき情報。すりかみ

ダム設置に係る環境影響評価で、茂

庭地区のサル集団が二手に分かれ一

方が吾妻山麓へ移動しているとのこ

となので、参考として、調査するこ

と。 

34 Ｃ協議会 2－⑪ 方法書本編 199 動物の

調査、予測及び評価の方法。観測場

所については、地元の有識者へ十分

ヒアリングを行い再検討すること。

意見提出の理由。佐原小学校は事業

地の下部に位置し、過去、通学時に

サルによる被害があり教育委員会で

生体に発信器をつけて行動範囲を観

測したと聞いています。 

 

 

  



 

4.3-14 

(215) 

第 4.3-2 表(10) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

景観・人と自然との触れ合いの活動の場について＜8 件＞ 

35 Ａ氏 さらに、本事業地は本市を代表

する吾妻山や周辺観光地からの優

れた景観を形成する地域であり、

景観保護には最大限の配慮と対策

が不可欠です。景観調査箇所を増

加させるとともに全市的に拡張す

ることを求めます。 

関係地域の景観資源や人と自然と

の触れ合いの活動の場については、

事前の情報収集が不十分だったた

め、今後、文献等の調査を追加し、

調査地点を適正化して、それらの結

果を環境影響評価準備書に具体的に

記載することといたします。 
なお、霊山県立自然公園は対象事業

実施区域から直線距離で 20 キロメー

トル以上離れた遠隔地であり、花見

山公園も対象事業実施区域から直線

距離で 10 キロメートル以上離れてい

る上、福島市中心部の市街の建物群

や弁天山、大森山等により視界が限

られることから、何れも景観あるい

は人と自然との触れ合いの活動の場

の環境影響評価項目に係り必要な調

査地点とはならないと認識しており

ます。 
また、初夏の雪解けの時季に現わ

れる雪形であるいわゆる「吾妻山の

雪うさぎ」については、その現われ

る場所は標高 1,707 メートルの吾妻小

富士直下西北側であり、対象事業実

施区域とは全く場所と標高が異なる

ことから、景観上の関連性は認めら

れないと認識しております。 

36 Ｃ協議会 2－⑨ 方法書本編 p100 3.1.6 景

観及び触れ合いの活動の状況。主

要な眺望点 1.景観の状況へ追記す

る。対象事業実施区域は、福島県

中通りの北部に位置し、西には磐

梯朝日国立公園や東吾妻山があ

る。東には霊山県立自然公園があ

る。 

37 Ｃ協議会 2－⑩ 方法書本編 p100 (1)主
要な眺望点の状況へ追加する。①

霊山（秋の晴天時）、②花見山公

園、信夫山、あぶくま親水公園、

大森城址公園など、福島市景観 100
選から「○○と吾妻連峰」と記載

されている項目を追記する。 

38 Ｃ協議会 2－⑬ 方法書本編 p218 信夫山

烏が崎、花見山、スカイラインか

ら事業地を望むイメージ図も早急

に提示していただかないとイメー

ジが把握できない。方法書に記載

する景観ポイントの検討は専門家

に技術的助言を受け調査するこ

と。特に「花見山から見た吾妻山

の雪うさぎ」は 4 月に 20 万人が訪

れる福島市民が全国に誇れる財産

です。秋山庄太郎先生が「福島に

桃源郷あり」と絶賛された場所で

すので、特にこの方面から写真撮

影した場合はパネルが入らないよ

うにすること。 

39 Ｃ協議会 2－⑱ 本編 p217 景観 調査地

点。(1) 福島（信達）盆地内か

ら、事業計画地が眺望できる区域

を図面に示し、その中で主な地点

を選定し、調査地点とすること。

霊山県立自然公園、福島市景観 100
選に掲載されている「○○と吾妻

連峰」と記載の場所。(2) 現地調
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査については、例えば花見山であ

れば春のシーズン内、温泉地であ

れば秋の行楽シーズンなど需要が

多い日に実施すること。 

40 Ｃ協議会 2－⑲ 本編 p221 人と自然との

ふれあいの活動の場。調査の基本

的な手法「2.利用状況調査」花見山

公園など、2－⑱で選定した各調査

ポイントから、カメラを事業計画

地の方角に向け撮影している人の

状況について調査すること。 

41 Ｃ協議会 2－⑭ 方法書本編 p218 ヒアリ

ング団体について。調査開始前に 2
－⑪で意見したイメージパースを

旅館業組合、各観光協会、各種団

体へ提示し意見を求めること。 

42 Ｃ協議会 2－⑳ 本編 p223 図(12) 人と

自然との触れあいの活動の場。調

査位置に以下の場所を追加する。

「2－⑱」で選定した調査地点」 
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第 4.3-2 表(11) 環境保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

No. 提出者 意見の内容 事業者の見解 

放射線の量について＜1 件＞ 

43 Ａ氏 また、放射線（放射性物質）に

関する影響評価についても、近隣

の放射線量率をその根拠とし対象

項目から除外しているが、開発対

象地域は 0.1～0.2μSv/h であり、土

壌中の放射性物質は 300 ㏃/㎏～600
㏃/㎏と推測されます。造成・整地

作業時における飛散、流失につい

て的確に把握するとともに、その

対策も講じられるべきでありま

す。 

福島市が平成 30 年 2 月に測定・公

開した「全市放射線量測定マップ

④」によると、事業実施想定区域近

隣での放射線量は、0.07～0.09μSv/h
となっています。従って、本事業計

画を推進するにあたって、放射線の

量は問題にならないと認識しており

ます。 
なお、念のため、対象事業実施区

域の要所要所において、放射線量の

調査を実施し、それらの結果を環境

影響評価準備書に具体的に記載する

ことといたします。 

その他＜5 件＞ 

44 Ｃ協議会 1－⑤ 事業実施者としての責任

を果たしてください。先述の説明会

において、貴社が農山漁村再生可能

エネルギー法に基づく協議会及び委

嘱された各委員に対して大きな期待

をされているようですが、委嘱され

た委員の役割は、事業者から提案さ

れた資料を基に、会議の場において

それぞれの立場で意見を述べ、議論

していただくことであると認識して

おります。事業に対する周知や広報

については、あくまで事業者の責任

で行われるべきであると考えており

ます。 

弊社は、日本において再生可能エ

ネルギーの利用を推進する社会的に

責任のある民間企業として、関係法

令を遵守し、一般に求められる社会

的責任を果たして参ります。 
なお、「福島県環境影響評価条例」

の規定に基づく環境影響評価その他

の手続きは、「農山漁村再生可能エネ

ルギー法」の規定に基づく諸手続

き、農地転用及び農業振興地域除外

に係る手続きとは直接的な関係はな

く、関係法規等の規定及び適用上相

互に別個独立の手続きとなっており

ます。 

45 Ｅ氏 環境影響評価方法書の中に地域に

対する災害対策についての記載がな

いので、今後は是非記載してほし

い。 

一般に災害については、環境要素

とは認識されておりませんが、水環

境または地盤の環境影響評価項目に

係る検討を進める中で、十分に考察

を加え、それらの結果を環境影響評

価準備書に具体的に記載することと

いたします。 

46 Ｆ氏 株主は日本国外にもいる可能性が

あり、地域循環されないのではない

か。市民出資による資金集め配当は

考えないか。 

本事業計画の実施に伴い、行政庁

様への納税が発生しますとともに、

農山漁村再生可能エネルギー法の規

定に基づき「農山漁村の活性化」の

ために売電収入の一部が寄付される

見通しです。 
これら以外の地元貢献策について

は、今後、弊社として本事業計画を

推進する中で、鋭意検討して参りま

す。 

47 Ｈ氏 20 年後の地元に対する意見など

は、聞くのか。 

48 Ｈ氏 地元のメリットは。 
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(218) 

4.4 福島県知事の意見及び事業者の見解 

4.4.1 福島県知事の意見 

福島県環境影響評価条例（平成 10 年 12 月 22 日福島県条例第 64 号）第 11 条第 1 項の

規定に基づく、環境影響評価方法書に対する福島県知事の意見は、次に示す通りである。 
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