小冊子『環境アセスと地域づくり』

環境アセスってなに？
環境影響評価（Environmental Impact Assessment）
事業者が、開発事業を行う前に、環境への影響を調べて、
より影響が少なくなるようにするための手続きです。
アセスメントは、見積もる、査定する、評価するといっ
た意味です。環境影響評価は「環境アセスメント」や
「環境アセス」と言われています。日本では事業者の説
明責任の一環として行われます。

１．科学的調査

２ 事業者は、さまざまな環境項目（空気や生
き物、景色など）について、どんな影響が
つ あるかを、科学的な方法で調べます。
の ２．情報交流
事業者は、どんなことを調べたらいいのか、
柱 調べた結果をどのように評価するのかを、
住民などに説明し、意見を聞きます。
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この冊子は、市民の環境
アセスへの理解と参加を
広げるために、平成27年
度地球環境基金
を活用して作成
しました。

環境アセスと市民活動
環境影響評価法の手続き（右図）では、住民をはじめ
誰もが意見を出せます。環境アセスが求めている意見は、
賛成や反対ではなく、地域の状況を踏まえた環境上配慮
が必要なことについての意見です。
そこで、ＮＧＯには、得意分野について意見すること
と、住民運動等を支援してより効果的な意見を出せるよ
うに住民参加による学習や調査などの活動をお手伝いす
るファシリテーターとしての役割が期待されます。
自治体の環境行政も住民の声に耳を傾けて適切に意見
する役割があります。そのために公聴会を実施する自治
体もあります。
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日本の環境アセスは、ともに1961
年の日石コンビナート（西宮市）と
三島沼津コンビナートに対する建設
反対運動による環境調査活動（住民
アセス）が先駆けました。また、川
崎市（1976年～）等の自治体が独自
三島市ホームページより
に条例化し、国をけん引しました。
1984年からの閣議決定によるアセスは、準備書（調査予測に
基づく評価の案を示す図書）に対して関係地域住民が意見する
制度でした。ＯＥＣＤ諸国で最も遅く（1997年）に法制化となっ
たアセス法では、方法書（調査予測評価の方法案を示す図書）
の段階で説明会を開催することや、地域住民に限らず誰でも環
境の見地から意見を出せることになりました。
2011年の法改正で、より早い段階でのアセスが行われるよう
に配慮書（立地や事業規模について検討した結果を示す図書）
の手続きが加えられました。報告書（環境配慮の経緯や結果を
示す図書）の公開も義務付けられました。また、これらの図書
の電子縦覧が義務付けられ情報の入手が容易になりました。

環境アセスの手続きのながれ
事業者の手続き

一般からの意見

早めに環境配慮
事項を考える

１．配慮書の手続き

こんなふう
に環境を守
ります！

Ａ案
Ｂ案

※各書類は、近くの市役所やイン
ターネットで見ることができます。

誰でも意見を出せます

多くの動物たち
が住むこの場所
はさけてほしいわ

← 都道府県知事などからの意見
↓ 環境大臣からの意見
計画を決める

開発が予定されている
ことがわかったら、地
域の環境を調べておき
ましょう。

← 担当する大臣からの意見

２．方法書の手続き

調査などのやり方
を決める

こんなふう
に影響を調
べます。

この地域で大切に
されている○○草
も調べてね！

← 都道府県知事などからの意見
↓ 環境大臣からの意見

調査・予測・
評価の実施

方法書や準備書はむずかしい資料で
すが、専門家に相談したり、みんな
で読んだりしてみましょう。

← 担当する大臣からの意見

３．準備書の手続き

調査・予測・評価など
の結果を示す

こんなこと
がわかりま
した。

保育園の周りの
空気が汚れたり
しないかな？

← 都道府県知事などからの意見

４．評価書の手続き

皆さんの意見が事業者の
参考になります。

準備書の内容を
見直す

※心配なことはいつでも国や自治体
などにご相談ください。

許認可

評価書の作成

着工
補正評価書
開発許可をする官庁からの意見

↑
環境大臣からの意見

環境アセスの
結果を事業計
画に反映

５．報告書の手続き
環境保全対策などの結果を示す

実際にはこん
な状況です。
↑ 開発許可をする官庁からの意見
（環境大臣からの意見）

環境アセスで守られた自然
環境アセスには「アワスメント」「開発の免罪符だ」といっ
た批判も聞かれます。しかし、市民活動が役割を果たすこと
で、アセスにより守られた自然も少なくありません。
名古屋市によるごみの埋立て計画
のアセスでは、生き物調査の結果
ふじまえひがた

が藤前干潟を守りました。今では
ラムサール条約湿地※ になってい
ます。
※ラムサール条約により「国際的に重要な
湿地に係る登録簿」に登録された湿地です。

チドリ
藤前干潟

昼夜とおした調査で、干潟が渡り鳥にとって大切
な食事の場となっていることがわかりました。

かいしょのもり

海上の森

愛知万博のアセスでは、
当初の予定地だった「海
上の森」が大切な里山で
あると認識された結果、
会場は変更されました。

実際の会場
準備書

評価書
すでにあった公園

評価書案（再）
出典：上下ともに島津康男「アセス助っ人」より

市民による環境
診断マップづく
りや市民参加の
検討委員会など
が、計画の変更
に力を発揮しま
した。

調べたことをいかしてアセスに意見し、いろんな人と意見交換す
ることで、大切な自然が守られます。藤前干潟も海上の森も都会
に近い自然として今も親しまれています。

環境アセスで知る地域環境
神戸市六甲アイランドには大
気汚染の常時測定局がありま
せんでした。海側でのコンテ
ナヤード建設の環境アセスの
準備書を見て、市内で最も空
気が汚れていることを知り、
住民が１年間毎朝、山手から
空気の状態を調べました。
年間27％の朝、地表で冷やされた空気の上に海からのあたたかい空気
がおおいかぶさって（逆転層）、汚い空気が街をおおう様子が確認さ
れました。その後、六甲アイランドに常時測定局が設けられました。

環境アセスは、地域の環境の状況についてくわし
く知ることができる機会です。どんなことが書か
れているのか見てみましょう。
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１）政策や計画の段階でのアセス（ＳＥＡ）を充実しよう。
２）10年以上も着工しない事業のアセスはやり直そう。
３）アセスの対象を拡充しよう。
例：種類（解体工事、メガソーラー、大規模な公園やイベント等）
規模（小規模でも住民の関心が高いもの）
評価項目（総合評価、安心・安全など）

４）参加型アセスを進めよう。
例：ワークショップ式説明会。調査や評価作業への住民参加

５）わかりやすい情報提供を進めよう。
例：ＶＲ技術を利用した可視化。地域の関心に応える努力

６）終了後のアセス図書の保存と公開を進めよう。
７）アセスや環境診断マップづくりを題材にしたＥＳＤ
（持続可能な開発のための教育）を進めよう。

地域を動かす環境診断マップ
地域の環境のようすを調べて、気づいたことを地図にあらわし
て地域の人たちに伝えるのが環境診断マップです。環境を良く
する力になります。環境アセスにも役立ちます。

かいしょ

ものみ山自然観察会では「海上の森」
（愛知万博の当初予定地）を調べて、
環境アセスの意見を作りました。予定
地の変更に大きな力を発揮しました。

環境診断マップの作り方の例

神戸市シルバーカレッジの学生班が、歴
史のある旧街道沿いで、電化製品等が捨
てられている状態を調べました。神戸市
はこの指摘を受けて対策に動きました

歩いて感じたことを○△×で印
をつけて、その理由を書きこん
だマップです。
多くの仲間で作ると、感じ方の
違いがわかります。また、一人
ひとりの感想も集めると、地域
で守るべきこと、なおすべきこ
となどが見えてきます。

大人と子どもが一緒に、アセスへの意見を考えること、環境診断
マップをつくることは、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）
にふさわしい題材です。地域でやってみませんか？

さんか

環境アセスでＥＳＤ
かんきょう

ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）は、日本が提唱し、国
連を通じて世界中で取り組まれています。環境アセスは、地球
環境と地域の産業や暮らしとの関係を考える良い教材です。
かんきょう
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かんが
ものになるように、考え

てみよう！
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もんだい

問題を
しら
よく調
べよう

気になったことについて、
ばしょ
い
しら
その場所に行って調べたり、
どしょかん
しら
図書館やインターネットで調べたりし
がっこう
せんせい
ちいき
てみよう！学校の先生や地域のくわし
ひと
き
い人に聞いてみるのもいいね！
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いけん

調べたことをまとめて意見を作ってみ
はな
あ
よう！みんなで話し合ったり、みんな
かんきょう しんだん

で環境診断マップに
してもいいね！
いけん

できるこ
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まとめた意見を出して
みよう！
おも
むずかしいと思ったら、
おとな

大人にてつだってもらおう。

環境アセスは誰もが意見を出せます。子どもたちが自分で調べて意見で
きるように、大人も手伝ってあげましょう。身近にある問題に気づいて、
実際に行動してみることが大切です。

広めよう！自主簡易アセス
持続可能な社会の新しい「作法」
自主簡易アセスは、国や自治体の環境影響
評価制度の対象とならない規模や種類の事
業について、事業者がその環境影響を事前
に調べて、住民などとの対話に役立てて、
より良い環境対策をすすめるものです。地
域づくりの「作法」として定着させること
が私たちの目標です。
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私たちは、地元事業者の相談を受ける中
から、いくつかの自主簡易アセス業務を
開拓してきました。
小さな規模の開発では、地域づくりの視
点が大切にされます。とりわけ景観や日
照、風の変化、太陽光パネルの反射光の
及ぶ範囲、工事中の安全対策など、身近
な問題に関心や不安が寄せられます。
そこで、３Ｄ-ＶＲを使ったシミュレー
ションにより事業の姿を具体的に示して、
住民等との対話に役立てています。

中綱南側土採計画での風解析

養魚場跡地太陽光発電所計画

西春近南太陽光発電所計画

Ｒ様太陽光発電施設 反射光予測

ＮＰＯ地域づくり工房
支援サイトには自主簡易アセスの必要
性を診断する簡易チェックや簡易ソフ
ト、実践事例などを紹介しています。

http://npo.omachi.org/
住所：長野県大町市仁科町3302（〒398-002）
Tel&Fax:0261-22-7601 E-Mail:npo@omachi.org
代表理事 傘木宏夫（環境アセスメント学会常務理事）
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