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この評価書案は、北杜市内で計画されている太陽光発電所が周囲の環境に与える影響
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■はじめに 

 自主簡易環境アセスメント（以下、自主簡易アセス）とは、国や自治

体の環境影響評価（アセスメント）制度には規定されていない規模や種

類の事業について、事業者の説明責任として実施するものです。事業者

が自ら開発行為の環境への影響を見積り、その内容を公表し、住民等と

の情報交流を通じて、より適切な環境配慮をめざします。 

 このたび、株式会社リニューアルウィングス様より、この自主簡易ア

セスの実施を依頼されました。太陽光発電所は、国の環境影響評価法の

対象ではありませんが、山梨県の環境影響表条例では面積 15ha以上（第

３分類事業）が対象となります。本件は、県条例が対象とする面積の６

分の１以下という小規模であるにもかかわらず、自主簡易アセスを実施

することで説明責任を果たそうとする同社の姿勢は高く評価されてし

かるべきだと考えます。 

 とはいえ、太陽光発電を含め、あらゆる開発行為は、その規模の大小

にかかわらず環境への影響は避けられません。そこで、事業に伴う環境

影響の程度を見積り、住民等との対話に基づいて、適切な対策を事業者

に促すことを、第三者の立場から行います。 

 この評価書に対するご質問やご意見は、住所を問わず、どなたからで

も歓迎いたします。 

 

                    2019（平成 29）年 1 月 24 日 

ＮＰＯ地域づくり工房 代表理事 傘木宏夫 

（環境アセスメント学会常務理事） 

 



１．自主簡易アセスの目的 

 

 山梨県北杜市長坂町長坂上条地区に計画されている太陽光発電所（約 960kＷ）に

ついて、その周辺環境への影響をシミュレーションし、その結果を事業者及び住民等

に説明し、必要に応じて適切な対策について第三者の立場から提案する。 

 

２．調査の受任者 

 

 ＮＰＯ地域づくり工房は、本事業に対して第三者の立場から、事業者と地元住民等

との相互理解を容易にするファシリテーターとしての役割を担う。 

 

３．評価対象とする事業の概要（図１及び別紙の計画概要及び計画図面を参照） 

 

 事業者：株式会社リニューアルウィングス（東京都墨田区両国 4-36-9） 

 開発予定地：北杜市長坂町長坂上条字東田 1880 他、約 22,000m2（約 6,660 坪） 

 発電量：270w×2,960 枚＝799.2kW（当初計画 3,700 枚より２割削減） 

 造 成：現状の地形のまま（大規模な切土・盛土は行わない） 

 架 台：横置き４段架台 ZAM 材（国内製品） 傾斜角度 15 度 

 基 礎：スクリュー杭仕様 

 植 栽：敷地内は完成後に植栽を実施（３種程度の種子配合による吹付） 

防 犯：遠隔監視、監視カメラ、周囲フェンス 

 

 

図１：開発予定地位置図 
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４．事前配慮 

 

 事業者からは、事業計画の策定にあたり、あらかじめ以下の点について環境配慮を

行うこととして、関係機関に説明を行っている。 

 ①住宅との境界には残地森林（造成森林）を確保し、なるべく住宅とは離隔をとっ

て敷地中央部に配置して、住宅や道路からパネルが見えないように配慮 

 ②残地森林は、立ち枯れや倒れた赤松を伐採・除去して、オオムラサキの生息に必

要とされるエノキやクヌギの植樹を行うとともに、既存の広葉樹の成長を促す再

整備を行う。 

③パネル傾斜角度は景観や威圧感の軽減を考慮して 15 度を予定。 

④パワーコンディショナーも極力敷地中央に配置し、運転音等の影響を抑える。 

⑤フェンスは茶色系とし、残地森林の内側に設置して、残地森林を近隣住民が憩い

の場として利用できるようにする。 

 ⑥基礎はコンクリートの使用を極力少なくし、除草剤などは使用せず、草刈りや清

掃等を実施。架台は国内製で、杭打ち方式とする。 

 ⑦住民の生活形態や家族構成などを考慮した工事スケジュールや搬入路を設定。 

 

５．調査及び評価の方法 

 

（１）事業計画による環境影響の調査・予測 

 ①既存文献調査による情報収集 

 北杜市立中央図書館とオオムラサキセンターにおいて現地の環境や地域の歴

史及び現況に関する文献を調査し、実地調査において重視すべきことを把握する。

また、他地域で住民等から指摘されている問題や論点について、太陽光発電所の

環境影響に関する文献を調べる。 

②実地調査に基づく影響の把握 

事業予定地を現地調査し、工事及び存在がどの程度の影響をもたらすのかの概

要を把握する。 

イ）近隣の住宅との関係 

開発予定地と近隣住宅の位置関係を実地で観察し、工事における車両や重

機の使用に伴う騒音や振動、交通安全への影響の可能性を調べる。 

   ロ）生態系 

開発予定地の林地の植生（特にオオムラサキの生息に必要なクヌギやエノ

キ）や動物を観察し、配慮すべきことを把握する。 

   ハ）景観 

開発予定地の周辺を観察して景観上配慮すべきことを把握し、３Ｄ-ＶＲデ

ータに反映する。また、富士山や南アルプスといった景観資源に考慮し、遠

景からの見え方を Google Earth を用いて調べる。 
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   ニ）電波障害 

現状における電波（発電所のパワーコンディショナーにより影響を受ける

ＡＭ波）の受電状況を把握する。 

   ホ）輻射・顕熱による熱障害 

既存文献により影響の程度を把握し、開発地と近隣民家との位置関係を確

認して、影響の有無を確認する。 

   へ）その他の影響 

 施工者が事前に近隣住民等から聴取した意見などで指摘された事項につ

いて、既存資料等により得られる情報を収集する。 

 ③３Ｄ-ＶＲを使った事業計画の再現によるシミュレーション 

上記①の調査に基づき、同計画を３Ｄ-ＶＲ（三次元ヴァーチャルリアリティ）

上に再現し、以下の項目について重点的に影響の程度を見積る。 

イ）景観 

近隣住宅、道路からの見え方を検証する。とりわけ、近隣住宅からの見え

方における残地森林の効果を緑視率（視覚に入る自然の緑の割合）により確

認する。 

ロ）工事車両の運行 

既存交通量を平成 22 年度道路交通センサス（国土交通省）より当該地の

道路の交通量を推計して入力したものを 3D-VR 上に再現し、工事車両の運

行ルートに運行予定台数を反映し、その近隣住宅へのインパクトを把握し、

環境や交通安全上の配慮事項を調べる。 

ハ）反射光 

夏至及び冬至における朝夕・正午の太陽光のパネルからの反射光をシミ

ュレーションし、対策の必要の有無を確認する。 

 ④調査・予測結果と環境保全対策案のとりまとめ 

 上記①～③の結果を踏まえて環境影響評価書案をとりまとめる。また、必要

に応じて環境保全対策案を提示する。 

 

（２）評価書案に基づく地域社会とのコミュニケーション 

 ①説明会の実施 

 事業者が実施する地元説明会に際して、上記の環境影響評価書案と３Ｄ-ＶＲを

使った説明を行い、意見交換に資する。説明会での議事録と会場アンケート結果

を個人名は伏せた上でＷＥＢ上に公開する。 

また、必要に応じて、行政機関等への説明に対応する。 

 ②ＷＥＢ上での情報開示と意見募集 

 本会のＷＥＢサイト上に事業計画と評価書案及び３Ｄ-ＶＲシミュレーション

の概要をまとめた動画を掲示して、一般からの意見を募集（３週間）する。それ

らに対する回答を作成し、ＷＥＢ上に公開する。 
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（３）評価書のとりまとめ 

評価書案に対して寄せられた意見（一般意見及び説明会での意見等）を踏まえ

て環境保全対策を事業者と協議し、その結果を受けて評価書をとりまとめ、ＷＥ

Ｂ上に公開する。 

 

（４）スケジュール 

来夏の着工をめどに、平成 29 年 1 月末までに評価書をまとめ、工事に反映で

きるようにする。 
 

 表１：自主簡易アセスのスケジュール 

業務内容 
１０月 １１月 １２月 １月 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

①課題整理(現地調査)             

②シミュレーション             

③評価書案とりまとめ             

⑤ＷＥＢへの反映             

⑥住民意見の受付             

⑦説明会の開催        ○12/11    

⑧住民意見への対応             

⑨評価書とりまとめ             

 

（５）事後調査 

 調査を行った者の責任として（受託業務の範囲外）、工事中及び供用後の状況を

現地調査し、その結果をＷＥＢ上に公開する。疑義や問題がある場合は事業者に

質問ないし意見する。 

 

６．業務の実施体制 

 

 ＮＰＯ地域づくり工房 

 住所：長野県大町市大町 3302（〒398-0002） http://npo.omachi.org/ 

Tel&Fax：0261-22-7601  E-Mail：npo@omachi.org 

主任：傘木宏夫（代表理事） 

※他の役職等：環境アセスメント学会常務理事、長野大学非常勤講師など 

助手：藤井英一（理事・事務局長）、太谷優子（理事、環境カウンセラー） 

協力：株式会社フォーラムエイト、一般財団法人最先端表現技術利用推進協会 
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７．調査結果 

 

（１）近隣住宅等への影響 

 開発予定地の周囲には、東側に３軒、西側に１軒、道路を挟んで北側に１軒の民

家がある。以下の項目について影響の程度を調べた。 

①景観 

東側にある民家と開発地の間に残る林地は、長年手入れが行われておらず、人

の立ち入りが困難なほど荒廃している（写真１）。事業計画においては、この林

地を適切に伐採及び植樹することで、民家から見える林地の景観を改善しつつ、

太陽光パネルの存在を視覚的に緩和させることとしている（図２）。 

西側にある民家は残地森林が生じることで、２階の高さからも太陽光パネルの

存在は視野に入らない（図３）。 

道路を挟んで北側の住宅は、開発予定地に面する敷地内に野立て式の太陽光発

電設備が既設されている。新たなパネルが視野に入ったとしても、与える違和感

は少ないものと考えられる（図４）。参考までに図４における緑の割合（緑視率）

を計測すると 28.4％となる（図５）１)。 

 

 

 

写真１：林地の現状 
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②反射光 

太陽光発電パネルは南向きに一定の斜度を与えて設置されるため、水平面に対

する反射光の一般的な傾向は以下の通りである２)。 

冬期は、南からの低く入る太陽からの光は北側の高い方向に反射する。そのた

め、発電設備の北側に高い建物がある場合、その反射光が届く可能性がある。 

夏季は、日の出は真東より、日の入は真西より、それぞれ北側になるため、南

側の低いところに反射する。そのため、午前中の一定時間は発電設備の西側の低

い所を東に向かって走る車などの、午後の一定時間は東側の低い所を西に向かっ

て走る車などの、視覚に反射光が入る可能性がある。 

なお、パネルの斜度が大きく、太陽の水平に対する仰角とパネルの斜度の合計

が 90°を超える場合は、南側の高い方向に反射し、南側に高い建物があると反

射光が届く可能性がある。 

開発予定地で、斜度 15度のパネルを設置した場合の夏至と冬至の反射光の反 
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射角を調べた（図６）。特に、冬至の低い位置からの太陽光が反射して、北側の

高い位置にある住居に届くかに着目した。その結果、近隣住宅や近接する道路の

往来に反射光が影響することはないことが確認できた。 

 ③熱（輻射・顕熱） 

太陽光パネルは、太陽のエネルギーの一部（約 15％）を吸収して化学反応を

起こして発電を行う。全量を吸収するわけではないので、パネルからの輻射や顕

熱によりパネル周囲の熱環境に影響を与える（図７）。大量の太陽光パネルの設

置が周囲の環境に熱の影響を与える可能性は３通りが考えられる。 

一つ目は、反射光により照射された場所に熱が発生する場合である（輻射）。

その場所が室内であると室温を上昇させる可能性がある。本件の場合は反射光が

近隣の民家に照射することはない。 

二つ目は、「顕熱」といわれ、太陽からの日射により照射されたパネルの表面

に熱が発生するものである。独立行政法人産業技術総合研究所が独立行政法人国

立環境研究所などの協力により実施した東京 23 区を対象としたシミュレーショ

ン調査によれば、太陽光パネルを大規模に導入した場合の気温への影響は 0.1％

以下であるとの結果が得られている（平成 14年度）。また、これの継続研究で行

った日本橋街区の比較的閉鎖的な環境におけるシミュレーションによっても、日

平均温度差は最大で 0.03℃であったと報告されている（平成 16 年度）。本件の

場合も顕熱による影響は無視して差し支えない３)。 

ビルの屋上に太陽光パネルを設置した場合とその他のケースと比較した研究

事例（図８）からみても、熱の影響は大きくないと考えられる。 

三つめは、パワーコンディショナー（通称：パワコン）からの放熱である。太

陽光発電は直流で発電されるので、送電したり、家庭で使ったりする場合には、

交流に変換する必要があり、その際に熱が生じる。また、「ジー」といういわゆ

る「モスキート音」が発生する。いずれも発電している昼間のみの現象である。 

家庭用太陽光発電のパワコンを室内に設置すると、換気設備がないと、室内の 
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温度を上昇させることがある。また、モスキート音が耳障りに感じる人が少なく

ない。パワコンを屋外に設置した場合は、比較的大きなビルの空調設備の放熱や

稼働音が、ほとんど隙間なく隣接するビルや家屋に不快感をもたらすことがある

ように、発電量が大きく、狭隘な場所に大量にパワコンが設置された場合にはこ

のような現象が起きる可能性がある。本件の場合は、低圧連系方式なので発熱量

が少なく、しかも敷地中央寄りの民家から十分に離れ、緩衝緑地もあるので、熱

の影響が伝わることは考えられない。 

④電波障害 

太陽光発電システムから発生する磁界には、パネルからパワコンまでの直流電

流による直流磁界（静磁界）と、パワコンからの交流電流による交流磁界とがあ

る。静磁界はパネル全体の規模（総出力）には依存せず、交流磁界は出力に比例

して大きくなる。実証実験によれば、ともに 0.2ｍ離れた位置の計測で、静磁界

は 8.33μT（最大出力 65Ｗ）、交流磁界は 7.49μT（最大出力 30kＷ）で、どちら

も距離が離れるほど磁界の強さは小さくなる。国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）「磁界ばく露の制限に関するガイドライン」によると、一般公衆にお

ける参考レベルは、静磁界 400mT、交流磁界（50Hz）200μTとしている。本件の

規模においては問題が生じない範囲内にある４)。 

また、１ＭＷの太陽光発電所の場合、近隣 50ｍ程度の範囲にＡＭラジオ聴取

に雑音が入る障害が生じることがあることが知られている。本件の場合、現状に

おいてもＡＭ受信状況は良好とはいえないが、規模が小さく、低圧連系であるこ

と、住宅地からの距離を勘案して、現状を悪化させる影響はないと考えられる。 

 ⑤工事の影響 

  ＜工事車両の運行＞ 

事業者においては、当初は東側住宅地の南端を搬入路として計画していたが、

住宅とのストレスを避けるために、北側の東西道路からの既設道路（市道）を使

って搬入するルートに限定した。このため、車両運行に伴う近隣住宅への騒音や

振動の影響は緩和される。交通安全面では、東側に近接する住宅地（３軒）から

北側道路に出る取付け道路が、搬入路の出入口に近く、工事車両からみて右手後

方より車両や人・自転車などが出てくることになる。北側道路の東西の往来に気

を取られて、住宅地からの通行に気づきにくい可能性がある。また、北側道路の

東側交差点がやや高くなっており、東側からの車両が確認しにくい。こうしたこ

とから、事業者は工事時間帯における交通整理員を配置することとしている。 

  ＜工事用重機等の使用＞ 

工事中の重機等の使用、杭打ち、パネル設置などの作業に伴い、騒音や振動が

近隣の住宅に耳障りなものとなる可能性があることはさけられない。ただし、住

宅地との間に残地森林が確保されることで、それらの影響は緩和される。 

また、事業者においては、低騒音型重機を使うとともに、近接住宅での生活形

態（在宅時間帯、勤務形態など）を聞取りし、最大限考慮するとの方針である。 
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（２）自然環境への影響 

①林地（写真１） 

開発予定地は林地であり樹木等の伐採が伴う。 

開発予定地の北半分は、元の土地所有者が調整池の掘削残土を処分した土地で、

樹木はほとんどなく、ススキと雑草が生い茂っており、人の立入を阻んでいる。

工事車両用の搬入路として利用する予定の既設市道があるため、かえって防犯上

ではぶっそうな雰囲気さえある。 

開発予定地の南半分と北側の雑草地周囲は赤松が密集して高木をなしている。

枯れて白化しているものもあれば、随所で倒れ、倒木同士が交差している箇所が

あり、これも人の立入を阻んでいる。 

このように、林地としてはきわめて貧弱な環境にあり、このまま放置が続けば、

生活環境や防災・防犯面において、支障をきたす可能性もある。 

一方、赤松林の境界域には多種多様な広葉樹が成長し始めている。赤松が密集

したところにも広葉樹の低木が見られる。開発予定地の林地は、赤松林から広葉

樹林への遷移が進みつつあると考えられる。そのため、残地森林については、枯

れたり生育の悪かったりする赤松は伐採除去して、広葉樹の育成を促進すること

で、林地としての環境を整えていくことが望ましい５)。 

そこで事業者においては、オオムラサキセンターの助言を仰ぎながら、残地森

林の整備を行うこととしている。また、発電所の外周のフェンスは、林地の中で

目立たない茶色系のフェンスとして、新たに植樹する樹種についても近隣住民の

要望を反映するとしている。 

 ②オオムラサキ 

 長坂町は全国に知られるオオムラサキの生息地である。オオムラサキの生息に

は「適度に管理された、やや規模の大きな雑木林を好んで生息する傾向が強い」

とされる。とりわけ広葉樹のクヌギとエノキが欠かせない。 

開発予定地は、上記のように、赤松の密集林で、全く管理がされておらず、ク

ヌギ及びエノキも数えるほどしか確認できなかった。このようにオオムラサキの

生息環境としては良好ではないものの、近隣住民からはオオムラサキを観察した

との情報提供が説明会であったことから、生息環境を育てる方向での配慮が必要

である６)。むしろ、上記①のように、開発にあわせて、適切な林地整備を行うこ

とで、生息可能な環境に近づくことが期待される７）。 

 ③その他の動物への影響 

里山を広範囲に開発した場合、もともと生息していた動物の居場所を奪って他

の場所に移動させるため、移動先で田畑を荒したり、獣害をもたらしたりする可

能性がある。本件の場合は、開発面積が小さいため、生息する動物の個体数は多

くないと考えられる。また、現状の林地が荒れて、雑木・雑草が密集しているた

め、獣害をもたらす可能性のある動物が隠れやすい状況があるため、適度な間伐

を行うことが生活環境の向上に寄与するものと考えられる。 
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（３）景観への影響 

近隣の住宅からの景観については既述した通りである。 

 隣接する北側の道路からは、開発地が高い位置になるため、ほとんど見えない（図

９）。東側の道路からも住宅や残地森林の存在でほとんど見えない（図 10）。 

 開発地予定地から眺望すると（図 11）、北北東に八ヶ岳連峰、西に南アルプスの一

部が遠くに見える。東には眺望は開けていない。開発予定地から八ヶ岳連峰の赤岳

頂上までの直線距離は 16.27km で、甲斐駒ケ岳までの距離は 14.83km で、いずれも

十分に離れており、設置された太陽光パネルが認識されることはない。 

 一方、北西 480m の位置に、長坂中学校と隣接する住宅群（蟻塚地区）が見える。

ここからの太陽光パネルの見え方をシミュレーションすると（図 12）、この位置から

見下ろす景観に違和感を与えるものではないと考えられる。 

 

 

 

 

図 11：開発予定地からの眺望 
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図 12：長坂中学校東側住宅地（蟻塚）からの眺望 

 

（４）その他 

 ①土砂流出 

 開発地はコンクリートで固めず、雨水の浸透性が維持される。さらに、事業

者においては、十分な調整池を整備することとなっている。これらにより 100

年に１回の豪雨においても域内で雨水を処理できることが試算されていること

から、雨水及び土砂の流出は想定されない。仮に、発電施設からの流出があっ

たとしても、緩衝帯である森林があり、住宅地までの影響はない。 

 ②防犯 

 事業者においては、発電施設の周囲（残地森林の内側）をフェンスで囲うが、

その際に遠隔監視の防犯カメラを設置する。また、監視協力員制度を設けて、

近隣住民の方に日常的な監視を依頼することとしている。 

   ③資産価値への影響 

 近年、太陽光発電所は「迷惑施設」として認識される傾向がある。しかし、

現時点においては、太陽光発電所の存在が周辺宅地の資産価値を低下させてい

る原因となっていることを示唆する調査結果を見出すことはできない８）。 
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７．評価書案に寄せられた意見と見解 

（１）意見交流の取組み状況 

 ①一般意見の募集 

 12月 6日に評価書案をＮＰＯ地域づくり工房のＷＥＢサイトに公開し、一般意

見を募集した（〆切 12月 28日）。ＷＥＢ公開を知らせるチラシを開発予定地の近

隣と地元自治会に配布するとともに、複数の環境系メーリングリストで紹介した。 

 ②地元説明会の開催 

 事業者による事業説明会に合わせて、評価書案を説明し、出席者からの意見を

求めた。説明会は、地元自治会との協議により、近接住民に案内する形で、以下

のように開催された。 

日 時：12月 11日（日）18:00～20:00 

会 場：長坂町農村環境改善センター小会議室 

出席者：住民９名、事業関係者５名 

（２）寄せられた意見の件数と概要 

①一般意見 

 E-Mailにて３通、ＦＡＸにて１通の意見をいただいた。４通（山梨県内１、県

外３）とも、このような取組みを評価するものであった。 

 ＊事業者自ら丁寧な説明を心がけていることに敬意を表する。（同様意見他に１通） 

 ＊住民の懸念に対して的確な説明ができていると思われる。 

＊自然形態を壊さず除草作業も計画している。シルバー人材の活用で地域雇用にもつなが

るのではないか。 
 

 ②説明会で出された意見とコメント 

 説明会で出された意見のうち、評価書案に関するものを表２にまとめた。 

 

８．評価書案の修正箇所 

 説明会でいただいた意見を踏まえて、以下のような修正を加えた（表３）。 
 
表３：評価書案からの修正箇所と説明 

頁 修正内容 修正理由 

5 ①景観 「民家から見た林地の景観を改

善しつつ」と下線部を追記。 

パネルの存在を完全に見えなくするものではない

ため、誤解を与えないように。 

5 ①景観 緑視率の説明を脚注（15頁）に

加えた。 

緑視率で評価した意図を補足。 

8 ⑤工事の影響 ＜工事車両の運行＞に

ついて表現を修正。 

北側の東西道路からの搬入に限定した理由が伝わ

りやすいように補足した。 

9 ②オオムラサキ 近隣住民により観察

されたとの情報を追記。 

説明会でのご発言を踏まえて。 

10 ③資産価値への影響 表現を一般論に

おさめた。 

説明会でのご発言を踏まえて。 

12 ７．評価結果 「むしろ良好な環境の形

成に資する可能性がある」を削除。 

説明会でのご発言を踏まえて 
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表２：説明会出席者からのご意見と回答 

項目  質問・意見 回答 

景観 01 ２階の窓から 100％見えな

いようにしてもらいたい。 

100％見えなくすることは無理です。見え方を緩

和するために緩衝緑地を設ける努力をしている

と評価しました。また、ＣＧでは表現できてい

ませんが、住宅地から見えるのは主にパネルの

裏面となり、一般的には白っぽい板とグレーの

架台となります。 

02 何をもって景観が改善され

るとしているのか。 

現状の林地は放置され、鬱蒼として、倒れた赤

松も多く、生活安全面からも良い状態ではない

と捉えました。発電所と住宅地の間に緩衝緑地

を設けて、間伐や広葉樹の植樹により、現状よ

り良好な林地とすることが可能になると評価し

ました。 

03 図３（西側住宅２階からの

見え方）で太陽光パネルの

存在は視野に入らないと書

いてあるが、夏の葉が茂っ

ている時期ではないのか。 

西側の住宅からは丘の上になるので、葉が茂っ

ているかどうかに関係なく太陽光パネルは視界

に入りません。 

04 緑視率について、人に安心

感を与える 25％という根拠

は。またいつの時期での

28.4％なのか。 

国土交通省の社会実験により自然の緑が人間の

視野の 25％を超えると安心感をおぼえるという

結果を参考にしています。この場合、葉が茂っ

た状態で計測しますが、その意図は緑の量とい

うことではなく、人工物に対して、自然物が視

野に占める割合に着目しています。北側の住宅

からは太陽光発電所が正面に見えてしまいます

が、周囲に緑地があることから、人工的な空間

で覆われる状態にはならないと評価しました。 

05 映像は夏の状態で説明して

いるのではないか。 

映像は、春から秋までの葉の茂った状態で作成

していますが、04の回答と同様に、人工物に対

して、自然物の存在がどの程度確保されている

のかで評価しました。 

反射光    

熱    

電波障害    

工事の影響    

自然環境 06 オオムラサキの生息可能な

環境に近づくとか、近隣住

民の憩いの場として利用で

きるということが書いてあ

るが違うのではないか。 

02に同じです。評価書案の脚注にあるように、

オリンピック会場の開発により失われる生息地

の代替としての林地で刈り取りによる整備を行

ってギフチョウ生息地の保全に成功した事例を

参考にしました。 

07 （オオムラサキに関して）

ここ（上条）は日野春だが。 

昭和合併前の旧村・日野春一帯を指すのではな

く、日野春駅周辺から日野、花水坂などの釜無

川に沿った河岸段丘上に多くの観測地点が記録

されているという認識を示しました。 

その他 08 土地の値段が下がる。 実証することは難しいとされています。 

—13— 



９．評価結果 

 

 本事業は、野立て式太陽光発電所としては規模の大きなものではなく、山梨県の環

境影響表条例の第３分類事業（15ha以上）の 6分の 1以下の開発面積であるが、事業

者が自主的に行うアセスメントである。自然エネルギーとはいえ、各地で太陽光発電

所の設置をめぐるトラブルが増えている中で、このような自主的な環境配慮に努める

姿勢は高く評価されてしかるべきである。 

 説明会においては、隣接する住宅に住む方より、宅地購入に際して不動産業者より

「隣接地が太陽光発電所になることはない」との説明を受けていたという発言があっ

た。そのような経過で住まわれていることに配慮して、可能な限り周囲との違和感の

少ない整備とするのが望ましい。 

 開発地予定地は、森林が含まれているが、長年放置されたススキを主とした雑草と

立ち枯れ・倒木の目立つ赤松林で、開発に際しては、残地森林は生態系に配慮した整

備を行うとしている。残地森林を適正に配置することで、近隣の住宅に対しても環境

影響を緩和することができる。 

 その他、太陽光発電所の開発に伴って予想される環境影響を調べたが、周囲の生活

環境や景観、安心・安全などに及ぼす影響は少ない。 

 ただし、工事中は、近隣の生活環境や交通安全などの面で、少なからぬストレスを

与えることから、近隣住民の要望を適宜聴取しながら、必要に応じて、工事の日程や

時間、遮音シートの補強など、適切な配慮を施されたい。 

 以上を踏まえ、事業者においては、事業の進捗状況にそって、今後も丁寧な説明を

心がけていただきたい。 

 なお、本会としても、携わった責任において、整備後の状況について調査し、必要

とあれば事業者に対して意見することとする。 

以上 
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脚 注 

 

1) 緑視率とは、評価対象の建造物等を視界に入れた際、視界に入る自然の緑の割合のこと。国土

交通省による社会実験では、緑視率が 25％以上確保されていると人は安心感を覚えるとされて

いる。これには個人差があり、価値観や生活スタイルによって必要とされる緑視率の割合は違う

のだと思われるが、ひとつの目安として様々な人の目線からチェックすることで景観や緑地のデ

ザインを検討する材料にすることができる。本評価書では、葉が茂った状態で計測しているが、

その意図は緑の量ということではなく、人工物に対して、自然物が視野に占める割合に着目して

いる。北側の住宅からは太陽光発電所が正面に見えているが、周囲に緑地があることから、人工

的な空間で覆われる状態にはならないと評価した。 
 

2)ＮＰＯ地域づくり工房「自主簡易アセス支援サイト」が提供する簡易診断ソフト「太陽光パネ

ル反射光」で、緯度・経度とパネルの斜度を入力すると、夏至及び冬至における反射光の角度を

確認することができる。 
 

3)玄地裕（独立行政法人産業技術総合研究所ライフサイクルアセスメント研究センター地域環境

研究チーム）「屋内外熱負荷低減効果の数値シミュレーションモデルによる検証」を参照。環境

省環境研究総合推進費による研究課題「B-56 環境低負荷型オフィスビルによる地球・地域環境

負荷低減効果の検証」（独立行政法人国立環境研究所）の成果の一部 
 

4)電磁界情報センター「太陽光発電システムから発生する静磁界と低周波磁界の測定結果」（『JET 

Report』Vol52,2011秋 p6-7、一般財団法人電気安全環境研究所）を参照 
 

5)「北杜市の森林をめぐる状況について」（北杜市ミネラルウォーター税導入のための庁内研究会

第４回研究会資料、2007年 8月） 
 

6)「長坂町の昆虫相報告書」（国蝶オオムラサキを守る会、2003年 2月）に掲載されているチョウ

目（８科 91種）によると、長坂地区で確認されているのは３科５種で、オオムラサキは 1886年

7月 27日に記録されている。同報告書の観察記録のほとんどは「オオムラサキ自然観察歩道」の

ある日野春駅から花水坂の釜無川の河岸エリアに集中している。オオムラサキは川岸の雑木林に

生息しやすいことが知られており、そのためと思われる。 
 

7)林地の刈り取りによりチョウの生息地を保全することについては、須賀丈他「白馬村のギフチ

ョウ生息地の保全～刈り取りによる明るい村内づくりの継続に効果～」（長野県環境保全研究所

『みどりのこえ』No.35）を参照。 
 

8)いわゆるＮＩＭＢＹ（公共のためになるとわかっていても自分の家の近くには来てほしくない

施設）の立地に伴って地価が低下している傾向は読み取れない。橋本治「市街地への清掃工場立

地が周辺地価に及ぼす影響について」（第 25 回廃棄物資源循環学会研究発表会講演原稿、2014

年）、笠間毅「都市部の火葬場改築が地価に与える影響について」（政策研究大学院大学まちづく

りプログラム、2011年）などを参照 
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