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要旨 

近年、世界の風力発電導入量は急速に拡大する一方、日本では風力発電の普及が遅れてい

る。背景には、送電網への接続制限だけでなく、土地利用制度や環境影響評価制度といった

法制度・規制が大きく影響していると考えられる。本報告書では、土地利用制度と環境影響

評価制度をとりあげ、欧米との比較を踏まえながら、制度の現状把握や課題整理を試みると

ともに、制度の改善に向けた方向性を提示する。 

 

第 1章 風力発電導入先進国における土地利用制度：日本との比較 

第 1 章では、日本と海外の土地利用制度の違いを確認するとともに、風力発電導入で先行

するドイツと米国の土地利用制度について概説している。 

日本では、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律（農振法）、森林法といった土

地利用に関する個別規制法ごとにそれぞれの法の趣旨・目的に基づく多様な開発制限がか

かっており、各行政レベルの担当部局が規制を運用している。また、土地利用にかかる許認

可手続と環境影響評価手続、その他関連法令の許認可手続がそれぞれ独立に存在している。

そのため事業者が風力開発を行う場合、土地利用規制や環境影響評価をはじめ、何重にも設

けられた手続を段階的、または並行的に完了していくことが求められる。 

他方、ドイツ・米国においては、それぞれの土地利用制度の中で、風力発電設備の適切な

立地への誘導が目指されている。開発可能エリアの特定は、州が主導する場合が多いが、最

終的な建築許可権限は自治体が持っている。自治体が市街地・農地・森林の統一的なゾーニ

ングを行っているため、農地・森林の転用（用途の変更）などは、ゾーニングの変更により

行われる。また、土地利用制度における、ゾーニング変更等のプロセスの中に、環境アセス

メントの手続が含まれていることが、事業ごとの手続の短縮化に貢献していることも明ら

かになった。 

 更には、自然エネルギー導入に対する高い目標が州や自治体レベルで設定されつつあり、

初期段階では、必ずしも適切な位置付けや規制のなかった風力発電設備に対して、適切な規

制へと見直す動きが見られる。 

 

第 2章 日本の風力発電と土地利用制度の現状と課題 

第 2 章では、日本における風力発電の土地利用状況を俯瞰した上で、風力発電の立地に適

しているとされながらも厳格な規制により設置が困難となっている農地に焦点をあて、農

地利用制度の現状や課題についての整理を行っている。 

日本の国土面積の 8 割が農地・林地であり、1999～2009 年度に稼動した風力発電の立地

を見ても 8 割以上が農地、林地への設置であった。農地の場合、すでに土地改良などによ

り、整地され、農道も整備されているのが一般的であり、風況が良好であればそのまま風力

発電の適地となりうる。また、風力発電設備は、発電規模に比べ独占的に利用する土地面積
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が小さく、農業利用との共生が容易であるという特性がある。実際、農地に立地する風力発

電所は全国各地に存在する。 

しかしながら、農地における開発は、農振法の手続（農振除外）および農地法の手続（農

地転用）の双方が求められ、厳しい要件をクリアする必要がある。 

過去には農村活性化土地利用構想制度や地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画

といった制度等を活用することで農地でも風力発電が設置できたが、大規模商業施設等の

開発の影響などから一律に規制が強化され、設置が事実上困難となった経緯があった。 

そのような中、2014 年に農山漁村再エネ法が施行され、事実上不可能になっていた農地

における風力発電設置の可能性が開けた。しかしながら、農用地区域内での設置を計画する

場合、基本計画の策定前に農振法の農振除外を行う必要があることから、同法を活用した事

例が数えるほどしかないのが実情である。 

今後、風力発電と農業の共生を実現していくには、事業者と行政、それぞれの役割が重要

である。特に、農地利用にかかるいずれの制度も、自治体が主な許認可権者や計画の策定主

体を担っていることから、立地を計画している自治体の理解を得ることが重要となる。その

ためには、事業者側から、風力発電が農業や地域全体にもたらすベネフィットを定性的・定

量的に提示するとともに、開発によるデメリットの最小化を図ることが求められる。 

他方、市町村には、風力発電事業が地域や農業にもたらすメリットの最大化（デメリット

の最小化）に向けたコーディネート機能の強化が求められ、都道府県や国には、事業者や市

町村の取組を積極的に支援することが求められる。 

 

第 3章 風力発電と環境影響評価制度 

第 3 章では、風力発電における環境影響評価制度に焦点をあて、日本と海外の状況を踏ま

えた上で、課題の整理、具体的改善策の提示を行っている。 

2012 年に国の環境影響評価法の対象として風力発電が追加されたが、手続に時間やコス

トがかかることから事業化リスクの増大を招くといった影響が生じている。時間やコスト

がかかる要因として、日本では植生や渡りルート等の環境基礎情報の収集・整理・データベ

ース化が進んでおらず、事業者の多くはゼロからの調査を強いられている点や、現行、第 1

種事業で「1 万 kW 以上」となっている日本の規模要件が他国に比べても概ね厳しい設定と

なっている点、国が実施している環境アセスの迅速化事業においても費用増や調査やり直

しのリスクを抱えているといった課題がある。 

他方、ドイツや米国では、規模要件とともに簡易調査によるスクリーニングプロセスを設

けることで、柔軟性のある運用を行っている点や、風力発電の立地可能エリアのゾーニング

設定の際に、すでにアセスメント調査が行われており、土地利用規制と整合的な運用が行わ

れている点、生物情報のデータベースや自治体が行った既存調査などの情報が事業者へ共

有・提供が行われている点などから、平均的に日本より短い期間で調査が終了している。 

日本の風力発電・環境アセスを改善していくには、行政、事業者のそれぞれの取組が求め
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られる。特に、行政には、第一に、環境基礎情報データベース等の情報基盤を速やかに整備

すること、第二に、規模要件について、環境影響の実態に関する客観的データや海外の状況

などを踏まえ、早急に再検証を行うこと、第三に、短縮化・迅速化を確実に進めるために、

事業者にかかるリスクやコストの軽減化を伴う迅速化の推進することが求められる。 

また、中長期的には、簡易アセスメントやスクリーニングといった手続を行うことで、事

業によっては簡易な手続で済むことも可能としつつ、小規模でも環境影響の大きな事業を

対象に含めることが求められる。 

 

第 4章 風力発電の導入拡大に向けた都道府県の政策と役割 

第 4 章では、ドイツ・米国の風力発電導入・立地において州政府など広域的な地方政府の

役割が大きいことに鑑み、都道府県の役割に焦点をあて、特に北海道と東北 6 件を対象に、

風力発電開発に関する政策の実態と効果・課題などの把握を試みている。 

導入目標量の設定では、全ての道県で、既導入量に比べれば、高い伸び率の導入目標量を

設定しているが、特に福島県は導入ポテンシャルの 2 倍程度という高い目標を設定してい

る。また、開発エリアの特定に関しては、山形県、岩手県など複数の県で行われている。福

島県では、風況調査の結果にもとづき、適地を特定するとともに、県が環境アセスメントに

おける配慮書の作成し、その配慮書を引き継ぐ仮事業者を公募・選定している。福島県の事

例は、地方自治体が積極的に関与することで、開発プロセスにおいて事業者が負っている事

業化リスクを低減しているといえる。 
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はじめに ～背景・目的～ 

近年、世界の風力発電導入量は急速に拡大している。2000 年代前半には 5000万 kWに満

たなかった全世界の風力発電導入量は、2015 年に原子力発電の設備容量を超え、すでに 5

億 kW近くにまで達している。導入拡大の背景には、近年の急速なコスト低下がある。国際

再生可能エネルギー機関（IRENA）によれば、陸上風力の発電コスト（世界平均）は、2015

年時点で 7セント/kWhとなっており、2025年見通しでは 5セント/kWhまで低下する予想

している1。世界的には、競争力のある電源として導入が進んでいる。 

 

また、風力発電の導入は、地域レベルで様々なベネフィットをもたらす。風力発電設備の

建設工事や稼動後の運転保守によって、地域に雇用を創出するとともに、税収増を通じ、立

地自治体の財政にも貢献しうる。加えて、地域主導の事業における売電収入や市民による出

資への配当金2、地域金融への返済利子、その他売電収入の一部還元等を通じ、地域外から

の資金流入や地域内の資金循環を創出する効果も期待される。このように導入拡大が地域

ベネフィットをもたらし、さらなる導入によるコストダウンへとつながる好循環が、世界各

地で生まれているのである。 

 

更に、導入拡大の要因として見逃してはならない点がもうひとつある。それは、適切に導

入を行えば、風力発電は土地利用や自然環境との共存が容易であるという点である。太陽光

発電等と比べて、風力発電は設置に必要な面積が極めて小規模ですむため、農林地とも共生

が容易である（第 2 章参照）。例えば、米国再生可能エネルギー研究所（NREL）の 2009 年

の報告によれば、設備容量の 46％が牧草地や農地に立地していた3。また、ドイツでは、農

林地であっても自治体が策定する土地利用計画において建築区域に指定されれば、設置が

可能となる（第 1章参照）。米国やドイツでは土地利用制度と環境影響評価制度が密接に関

連付けられており、一般に公的機関が影響評価や立地誘導を行うことで円滑かつ透明性の

ある導入プロセスを実現している（第 3章参照）。 

 

翻って日本における風力発電の導入状況はどうだろうか。2016 年の累計導入量は 323 万

kW（世界 19位）に止まっており、2012 年 7 月の FIT 制度開始から 4 年間の新規導入量は、

60 万 kW 程度にとどまっている。風力発電の普及が遅れている要因としては、送電網への

接続が制限される点や諸外国に比べてコストが高い点を指摘することができる。こうした

                                              
1 IRENA (2016) THE POWER TO CHANGE: SOLAR AND WIND COST REDUCTION POTENTIAL 
TO 2025 
2 ドイツでは、2012 年時点で自然エネルギー設備の 47％を個人やエネルギー協同組合が所有しており、

うち 4 分の 1 程度は農家が所有しているとされる(German Renewable Energies Agency 

https://www.unendlich-viel-energie.de/media-library/charts-and-data/renewable-energy-in-the-hands-
of-the-people) 
3 NREL (2009) ”landuse requirements of modern wind power plants in the US” 

https://www.unendlich-viel-energie.de/media-library/charts-and-data/renewable-energy-in-the-hands-of-the-people
https://www.unendlich-viel-energie.de/media-library/charts-and-data/renewable-energy-in-the-hands-of-the-people
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要因に加え、風力発電事業者などからは、土地利用規制や環境影響評価制度といった法制

度・規制が、事業化に大きな影響を与えている点が指摘されている4。これらの分野は、複

数の法制度、そして複数の所管省庁や行政レベルが関係することもあり、問題が複雑で、全

体像が見えにくい。そのため、制度の改善がなかなか前に進まない面がある。これまでも内

閣府の規制改革会議等で取り上げられるなどして、制度運用の一定の改善は見られるもの

の、風力発電の大幅な拡大を可能にするような土地利用規制、環境影響評価制度の本格的な

改善の道筋は依然として不透明なままといえる。 

 

日本で風力発電の導入加速化を図るには、風力発電の立地特性などを踏まえた上で、関連

する法制度・規制を検証し、適切に見直す必要がある。こうした問題意識にもとづき、本報

告書では、土地利用制度と環境影響評価制度をとりあげ、海外との比較を踏まえながら、制

度の現状把握、課題整理を試みるとともに、制度の改善に向けた方向性を提示する。 

 

本報告書は、当財団が設置した「風力発電導入促進に向けた制度のあり方に関する研究会」

における検討結果、ならびに各種の調査結果をもとに、財団においてとりまとめたものであ

る。本報告書が契機となり、日本の風力発電に関する法制度・規制についての議論が広く喚

起されれば幸いである。 

  

                                              
4 内閣府規制改革会議エネルギー・環境ワーキンググループにおける日本風力発電協会資料では、風力発

電導入を阻む「3 つの壁」として「系統連系の制約」「環境アセスの所要期間の長期化」「第一種農地の転

用不許可」をあげ、規制改革会議での議論を促している。 
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1. 風力発電導入先進国における土地利用制度：日本との比較 

本章では、風力発電と土地利用制度の関係に焦点をあてる。土地利用制度には、土地利用

計画制度と土地利用規制制度があるが、ここでは両者を総称して、土地利用制度とする。そ

のうえで、具体的には、日本と欧米の土地利用制度の違いを確認したのち、風力発電導入先

進国であるドイツと米国の土地利用制度について概説する。 

 

1.1. 日本と欧米の土地利用制度の違い 

日本には、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律（以下、農振法と略）、森林法

といった土地利用に関する個別規制法が存在する。都市計画法は国土交通省、農振法は農林

水産省といった形で所管する省庁が異なっており、いわゆる縦割りの土地利用規制となっ

ているのが特徴である。個別規制法ごとにそれぞれの法の趣旨・目的に基づく多様な開発制

限がかかっており、国、都道府県、市町村など各行政レベルの担当部局が規制を運用してい

る。 

では、土地利用制度全体の構造はどうなっているのだろうか。図 1は、日本の土地利用制

度の法体系を示したものである。基本理念を定めた土地基本法を頂点に、国土形成計画法や

国土利用計画法が定められている。国土利用計画法に基づき、土地利用に関する長期目標を

定めた国土利用計画が策定されるとともに、都道府県レベルの土地利用の調整と大枠の方

向付けを行う土地利用基本計画が策定される。制度上は、都道府県が策定する土地利用基本

計画により、個別規制法間の整合が図られ、総合的な調整が実施されるという形式が整えら

れている。 

 

 

図 1 土地利用制度の法体系 

出典：国土交通省等の資料をもとに財団作成 
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表 1 は、都市、農業、森林のそれぞれの地域区分に対応する規制法や所管省庁等の概要を

整理したものである。それぞれの規制法に基づきゾーニングが設定されているが、国土面積

のカバー率をみると 3 つの地域区分の合計で 100％を超えていることがわかる。 

個々の地域の国土カバー率をみると、森林地域は約 7 割で実際の国土に占める森林面積

の割合とほぼ同等であるのに対し、農業地域は約 5 割となっており、実際の農地面積の割合

（12％）とかなり乖離している5。重複部分の面積を比べてみると、都市地域と農業地域が

411 万ヘクタール、森林地域と農業地域が 604万ヘクタールとなっており、重複のない農業

地域の面積（437 万ヘクタール）、あるいは実際の農地面積（452 万ヘクタール）とほぼ同じ

かそれ以上の面積とされている6。このように農業地域と都市・森林地域との間の重複部分

がかなりの面積に及ぶことから、土地利用計画による個別規制法間の調整が十分に機能し

ているのか、疑問を生むものとなっている。 

 

表 1 地域区分における規制法等の概要 
 

都市地域 農業地域 森林地域 

趣旨 一体の都市として総合的

に開発・整備・保全する 

農用地として利用すべき

土地で、総合的に農業振興

を図る 

森林として利用すべき土

地で、林業振興および森林

の有する機能の維持保全

を図る 

 

規制法 都市計画法 

 

農業地域振興整備法 森林法 

所管省庁 国土交通省 農林水産省 

 

農林水産省（林野庁） 

計画 都市計画区域の方針 

都市計画の基本的方針 

 

農業振興計画 森林計画 

ゾーニング 都市計画区域 

・市街化区域 

・市街化調整区域 

・非線引き 

農業振興地域 

・農用地区域 

・農振白地地域 

保安林 

・国有林 

・民有林 

地域森林計画対象民有林 

 

国土カバー率 27.2％ 

 

46.2％ 68.1％ 

出典：国土交通省「土地利用基本計画制度について」等より財団作成 

 

また、風力発電の立地に関わる法的な制限は、ここにあげた規制法によるものだけではな

い。環境影響評価法をはじめ、建築基準法、電気事業法、景観法といった関係法令もクリア

しなければならない。例えば、事業者が農振法・農地法をクリアし、農地での立地が可能に

                                              
5 2014 年の農地面積（451.8 万ヘクタール）をもとに割合を算出した。農地面積は、農林水産省「農地に

関する統計」を参照。 

6 国土交通省「土地利用基本計画制度について」。 
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なったとしても、環境影響評価の手続が完了していなければ、建設工事など次の段階に移る

ことができない、といったように土地利用にかかる許認可手続と環境影響評価手続、その他

関連法令の許認可手続がそれぞれ独立して存在している。そのため事業者が風力開発を行

う場合、土地利用規制や環境影響評価をはじめ、何重にも設けられた手続を段階的、または

並行的に完了していくことが求められる。また、これらの風力発電の立地規制に関する許認

可権限を有するのは、概して都道府県や市町村といった自治体である。 

 

ドイツなど欧州では一般的に、「計画なくして開発なし」と言われるように、「建築不自

由の原則」に基づいた土地利用制度となっている7。すなわち、私有財産権といった個人の

権利よりも公共の福祉や景観が優先され、国土全体の土地利用を基本的に行政が計画し、

ゾーニングによって建設可能地と建設不可能地を区分している。また、日本のように個別

の農地・森林の法律の中で判断が下されているわけではなく、行政が、市街地・農地・森

林の統一的なゾーニングを行っているため、農地・森林の転用（用途の変更）などは、ゾ

ーニングの変更により行われている。 

風力発電の導入が進んでいるドイツや米国の土地利用制度について詳しく見てみよう。

表 2 に見るように、ドイツと米国では、それぞれ建築不自由、建築「半」自由と評される

ような、実効性の高い土地利用規制や建築コントロールの仕組みを設けているが、それに

も関わらず、日本の 10 倍以上の風力発電設備の導入を実現している（但し、後述するよ

うに米国の制度は州によって大きく異なる点に注意が必要である）。そのため、制度の概

要や特徴を把握することは、日本における風力発電の導入をスムーズに進めるために大変

有効と考えられる。 

 具体的には、ドイツでは、上位計画である F プランと、下位計画である B プランの 2 段

階の計画からなる土地利用制度になっている。Fプランは地方自治体が策定する土地利用

計画であり、大まかな土地利用の方向を示すものである。一方、Bプランは、詳細地区計

画と呼ばれ、特定街区の詳細な建築計画を示したものであり、B プランに適合して初めて

建築が許可される。 

 一方、米国の基本計画（General Plan）は、マスタープランとも呼ばれる。基本計画に

基づき、即地的なゾーニングが行われる。各ゾーンで、用途、形態（建築の高さ・大きさ

等）を指定することができる。なお後述するが、ドイツや米国では、州や自治体レベルで

の高い自然エネルギー目標が設定されており、土地利用規制による立地誘導などと密接に

リンクしている。  

                                              
7 高橋寿一（2010)「地域資源の管理と都市法制 ドイツ建築法典における農地・環境と市民・自治体」

日本評論社 
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表 2 各国の土地利用制度の概要 

 日本 ドイツ 米国 

原則 建築自由： 

穏やかだが硬直的なル

ール 

建築不自由： 

計画なくして開発なし 

建築「半」自由： 

詳細で厳しいが弾力的

なルール 

主な規制ツール 

（権限保有者） 

都市計画法、農振法、

森林法（地方自治体） 

F プラン、B プラン 

（地方自治体） 

基本計画、ゾーニング 

（地方自治体） 

風力発電導入量 

（2015 年末） 

300 万 kW 4,165 万 kW 7,400 万 kW 

出典：福川（1995）、高橋（2010）などを参考に財団作成 

 

1.2. ドイツの土地利用制度と風力発電開発 

(1) 概要 

 ドイツでは、風力発電についても、他の建築同様に、自治体が策定する B プランの中で

位置づけられることが基本となっている。具体的には、外部地域と呼ばれる市街地以外で

は、原則的には建設を制限しつつ、政策的に優先する特定の施設については建設を許可す

る「優遇的建設」という仕組みを取っている。 

 優遇的建設に位置づけられていたのは、従来は、送電線やガス管などのエネルギーイン

フラのネットワークや、通信ネットワーク、上下水道、熱導管などの公共インフラだっ

た。風力発電設備については、1997年の建築法典の改正により優遇的建設の対象となっ

た。これにより、風力発電に対する十分な土地を確保する義務が地方自治体に発生し、自

治体が土地利用計画を策定する際に、風力発電に適したエリアを特定させるように誘導が

行われるようになった8。 

 また、ドイツの土地利用制度では、B プランで建築区域に指定されれば、現状が農林地

であっても風力発電設備が建築できるようになる。日本の制度との重要な違いは、農林地

の転用の可否は、農地についての個別法9ではなく、自治体が総合的に策定する土地利用計

画（B プラン）で決まるという点である。つまり、Bプランがゾーニングの変更と建築許

可の機能を併せ持っているということが分かる。また、Bプランの策定・変更には、環境

アセスメントの実施や住民参加が義務付けられている。 

 

(2) 制度改善の経緯 

 ドイツでも、当初から既存の土地利用規制制度が、風力発電開発によく対応していたわ

けではなかった。制度改善の経過は日本にとっても示唆的である。 

 1991年に電力供給法（StrEG）が成立すると、ドイツでも風力発電設備の導入が急拡大

                                              
8 日本エネルギー経済研究所(2015)「海外における再生可能エネルギー事業の立地に関する調査報告書」 
9 ドイツでは農林地取引法という農林地取引を規制する法律が存在する。 
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した（図 2）。これに伴い、騒音や低周波などの健康被害、景観、鳥類・コウモリ類への

影響を論点とする環境紛争も顕在化した10。その影響で、1994年には連邦行政裁判所の判

決により、建築許可を得ることが困難になってしまった。 

 こうした状況の中で、前述のとおり、1997年の建築法典が改正され、陸上風力発電設備

は優遇的建設の対象とされることとなった。州や地方自治体は、風力発電の立地に適した

エリアを特定し、開発の誘導が行われるようになった。エリアの特定プロセスには、住民

参加が義務付けられていることから11、風力発電の立地を巡る住民とのトラブルを予防で

きるようになった。 

 当時のドイツの政策が風力発電開発に積極的なものになった背景には、基本的に旧東ド

イツの復興に必要な開発手続の整理・迅速化を進める必要があったことがあるが、これと

ともに地球温暖化問題への認識の高まりもあったと言われており、気候変動対策の一環だ

ったという点も重要である。 

 

 

図 2 ドイツの風力発電の毎年導入量 

出典：風力発電導入プロセスの改善に向けたゾーニング手法の提案（畦地、2015） 

 

(3) 開発可能エリアの特定 

 連邦制国家であるドイツでは、連邦政府が策定した国レベルの「エネルギーコンセプ

ト」を実現するため、各州の地域条件に応じて、独自に、風力適地として確保する土地面

積の目標設定を行っている（図 3）。 

 

                                              
10 畦地啓太(2015)「風力発電導入プロセスの改善に向けたゾーニング手法の提案」 
11 日本エネルギー経済研究所(2015)「海外における再生可能エネルギー事業の立地に関する調査報告書」 



 

14 

 

注）BB州：バーデン＝ヴュルテンベルク州、RLP州：ラインラント・プファルツ州 

図 3 ドイツにおける州政府による風力適地の数値目標設定の考え方 

出典：畦地啓太委員資料 

 

 設定した目標を達成するため、州政府では、それぞれ開発可能エリアの特定を行い、必

要面積の確保に努めている（表 3）。具体的な方法は、州により異なっているが、前述のよ

うに、開発可能エリアの特定プロセスにおいて、住民参加が法的に義務付けられている。 

 

表 3 ドイツの主な州における開発可能エリアの特定 

州 具体的な方法 

ニーダーザクセン州 州が、地域整序計画を細分化した区域（Landkreis）レベルで作成し、風力

発電の建設規定を作成。 

シュレスヴィヒ・ホル

シュタイン州 

州が地域開発計画において風力発電の開発可能エリアとして特定。 

当該エリアを含む自治体が、より具体的なエリアを選定。 

バイエルン州 具体的な風力発電の開発可能エリアの特定は、18 の地域（Region：州の出

先機関的位置付け）がそれぞれ実施。 

ノルトラインヴェスト

ファーレン州 

ひとつの地域（Region）がマップを作成済。 

チューリンゲン州 地域整序計画の中で、具体的にどの地域に風力発電設備を建設するかを地図

上に明記。場所が決まるとゲマインデは拒否できない。 

注）チューリンゲン州のみ調査時期が 2005 年。それ以外の州の調査は、2012 年に実施。 

出典：日本エネルギー経済研究所（2013）「海外における再生可能エネルギー事業の立地

に関する調査」チューリンゲン州については、瀬田（2005）「ドイツの土地利用計画体系−

チューリンゲン州マイニンゲン町の事例−」  
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1.3. 米国の土地利用制度と風力発電開発 

(1) 概要 

 米国では強い財産権が認められているが、自治体の基本計画（マスタープラン）とゾー

ニングが詳細な規制として機能している。風力発電設備についても、建築可能なゾーニン

グ内での建築が基本である。また、農地、森林、市街地は全て一体的に自治体のゾーニン

グの中で取り扱われる。 

 このように許認可の基本は、自治体が担っているが、表 4に示すように、州と自治体の

役割分担には様々なパターンが存在し、州が関与している場合も多い。したがって、米国

の場合、いくつかの州のパターンを把握する必要がある。そこで、本報告書では、米国の

中でも風力発電の導入量が多い、テキサス、アイオワ、カリフォルニアの 3 州を取り上げ

て、詳細を解説する。 

 

表 4 米国の風力導入量上位 10州における規制の主体 

順

位 
州 

2015 年末 

導入量 

(万 kW) 

規制の主体 

自治体 

のみ 

自治体と州の

一部関与 

自治体と 

州の両方 

州委員会 

のみ 

1 テキサス 1,771 ◯    

2 アイオワ 611.2 2.5万 kW未満  2.5万 kW以上  

3 カリフォルニア 610.8 ◯    

4 オクラホマ 518.4  ◯   

5 イリノイ 384.2 ◯    

6 カンザス 376.6 ◯    

7 ミネソタ 323.5  0.55-2.5万 kW  2.5万 kW以上 

8 オレゴン 315.3 3.5万 kW未満  3.5万 kW以上  

9 ワシントン 307.5 ◯   ◯ 

10 コロラド 299.2   ◯  

注）オクラホマ州では、廃棄規定のみ、州が定めている。ワシントン州では、州の審査に

合格した事業者は、自治体のみの規制を受ける。そうでない場合は、州委員会の事業認可

が必要となる。また、カリフォルニア州とワシントン州は、州の環境アセスメント制度を

有しており、規制的機能を果たしている。 

出典：Environmental Law Institute (2011) State enabling legislation for Commercial-scale 

wind power siting and the local government role より作成。導入量は 2015 年末時点。 
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■テキサス州 

 テキサス州は、全米で最も風力発電の導入量の多い州であり、しかも 2番目のアイオワ

州の 3倍近い導入量を実現している。その理由として、地形や風況等の自然条件以外に

も、Competitive Renewable Energy Zones（CREZ）と呼ばれる送電網の整備プロジェクト

の存在すること、風力発電の立地規制はないこと、環境規制が厳しくないことの、3つの

社会的な要素があることが指摘されている12。 

 第 1の CREZは、2005年にテキサス州議会がテキサス公益事業委員会に指示したことで

実現した、風況のよい西部と大都市部を繋ぐ送電線を整備するものである。これにより、

系統への接続が確保され、風力発電開発のリスクを大幅に低下させることに繋がった。州

政府が開発可能エリアを特定しただけではなく、障壁となる送電網の整備までを一体的に

行ったと評価することができる。 

 2 番目の立地規制については、テキサス州においては、風力発電設備の建設は、開発事

業者と土地所有者との間の、純粋な民間取引とされ、州政府も自治体も立地を規制してい

ない13。唯一、地方自治体が影響力を行使できるのは、税制優遇の対象とするか否かだけ

である14。 

 3 番目の環境規制については、テキサス州では、州独自の環境アセスメント制度は存在

しない。また、州の環境部局も規制的な役割は果たしておらず、例えば、テキサス州の公

園野生動物局は、事業者から求められた場合にアドバイスをするのみである。 

 このように、テキサス州の風力発電設備の建設に関係する土地利用規制は、かなり緩や

かなものになっているが、以下の 2州に見るように、米国には規制の厳しい州もある。 

 

■アイオワ州 

 全米 2 位の風力発電導入量を実現しているアイオワ州の風力発電の許認可制度では、

25MW 以上の場合、州の委員会（Iowa State Utilities Board）が認証を行っている。その際

に、立地予定の地方自治体の条例に適合しているかについての判断も行っている。 

 25MW未満の場合は、各自治体が自地域の条例への適合を判断する必要がある。そのた

め、アイオワ州の自治体は、風力発電についてのゾーニング条例を制定・執行する責任を

負っていると言える。近年、米国では小規模（主に 100kW未満）の小型・自家消費型の風

力発電設備が増加しており、景観や騒音などによる周辺の住民とのトラブルを避ける意味

でも、自治体レベルでの条例の重要性が高まっている。また、表 5 に示すような、条例の

ガイドラインも作成され、公表されている。 

 

 

                                              
12 Why is Texas the leading state for wind power? George Washigton Journal of Energy & Environment 
Law 
13 前掲書 
14 Stemler Consulting (2007), Wind Power Siting Regulations and Wildlife Guidelines in the United State  
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表 5 自治体のゾーニング条例に含まれるべき主な事項 

小規模 大規模 

・高さ 

・セットバック 

・灯火 

・安全性 

・景観 

・許認可手続にかかる費用 

・統合化された認可手続 

・廃棄費用 

・騒音 

・景観 

・生物への配慮 

・水質（建設工事に伴う配慮） 

出典：National Association of Counties & Distributed Wind Energy Association (2012) 

County strategies for successfully managing and promoting wind power 

 

■カリフォルニア州 

 カリフォルニア州は、21 世紀に入る前までは、全米で最も導入量の多い州だったが、現

在は全米 3位の導入量となっている。カリフォルニアでは、風力発電の設置許可は、自治

体に権限があるが、全米で最も厳しいと言われる州独自の環境アセスメント制度（CEQA）

も関係した複雑で時間のかかる手続になっている15。 

 カリフォルニア州では、建築可能なゾーンでの建築が基本となっているが、風力発電等

の自然エネルギー設備に関する設備の建設は、近年になって発生した建設ニーズであり、

既存のゾーニングでは記載されていないか、不十分である場合が多い。 

 例えば、ロスアンゼルス郡においては、風力発電設備の位置づけはあるが、「Site Plan 

Review」と呼ばれる申請書の提出だけの簡便な手続で済むゾーンは、「Manufacturing 

zone」と呼ばれる工業地帯に限られており、現実に即したものにはなっていない（表 6）。

一方、農林地等に建設し、ゾーニングの見直しを行わない場合は、条件地付き土地利用認

可（Conditional Use Permit）が必要であり、カリフォルニア州の環境アセスメント

（CEQA）の対象となり、長時間を要する場合もある16。 

  

                                              
15 Troxler (2013) Stiffing the Wind: California environmental quality act and local permitting. Columbia 
Journal of Environmental Law  
16 CEQA では、まず簡易な調査により、本格的な調査の必要性を判断する。そのため、簡易な調査で終了

し、長時間かからない場合もある(詳細は、3.2「海外の環境アセスメントの状況」を参照)。 
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表 6 ロスアンゼルス郡の風力発電建設のゾーン別の許認可 

許認可の種類 Site Plan Review Conditional Use Permit 

必要な手続・

審査期間 

申請書の提出。通常 6〜8 週間。 申請書の提出と、公聴会での説明、CEQA

（環境アセス）の対象など。通常 12−18

ヶ月。 

対象ゾーン M-1.5(Restricted Heavy Manufacturing 

Zone)  

M-2 (Heavy Manufacturing Zone)  

M-3 (Unclassified Zone)  

M-4 (Unlimited Manufacturing Zone)  

 

A-2 (Heavy Agricultural Zone)  

C-H (Commercial Highway Zone)  

C-1 (Restricted Business Zone)  

C-2 (Neighborhood Business Zone)  

C-3 (Unlimited Commercial Zone)  

C-M (Commercial Manufacturing Zone)  

C-R (Commercial Recreation Zone)  

D-2 (Desert Mountain Zone)  

M-1 (Light Manufacturing Zone)  

M-2.5 (Aircraft, Heavy Industrial Zone)  

R-R (Resort and Recreation Zone)  

W (Watershed Zone)  

  出典：Los Angeles county, Renewable Energy Project Regulations 

 

 そこで、ロサンゼルス郡は、自然エネルギー設備の立地規制の緩和のために、基本計画

及びゾーニングの見直しに取り組んでいる。背景には、カリフォルニア州の自然エネルギ

ー導入目標への対応があるが、ロスアンゼルス市においても、2016 年 9月には議会が、

100％自然エネルギーを目指すための調査を行うことの決議を採択するなど、自治体レベ

ルでの積極的な導入意向がある。そのため、2013年から条例（Renewable Energy 

Ordinance）の策定作業が進んでおり、これにより、秩序立って自然エネルギー設備の導

入が進むように、ゾーニングも見直される予定である（表 7）。なお、条例の策定にあたっ

ては、タウンミーティングの開催など、積極的な住民参加が行われていることと、条例の

策定自体が、カリフォルニア州の環境アセスメント（CEQA）の対象となっているため、風

力発電の建築が認められたゾーンであれば、個別の環境アセスメント調査は不要になる

17。 

  

                                              
17 詳細は、第 3 章 3.2「海外の環境アセスメントの状況」を参照。 
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表 7 ロスアンゼルス郡の策定中の自然エネルギー条例の概要 

策定の目的 野立ての大規模なプロジェクトを厳格に規制し、コミュニティの利益

に配慮するとともに、関連する負荷を低減する。 

小規模と、構造物への据え付け型のプロジェクトを推奨し、野立ての

大規模なプロジェクトへの依存度を低減する。 

条例の方向性 これらを実現するために、現状の土地利用規制の中では、定義づけさ

れていない、風力発電と太陽光発電を新たに定義づけるなど、総合的

に規制を見直す。 

出典：Los Angeles county Department of Regional Planning (2015) Hearing on the 

Renewable Energy Ordinance project 

 

1.4. ドイツ・米国における土地利用制度のポイント 

このように、ドイツ・米国においては、それぞれの土地利用制度の中で、風力発電設備

の適切な立地への誘導が目指されている。両国においては、自治体が市街地、農地、森林

の統一的なゾーニングを行っているため、農地・森林の転用（用途の変更）などは、ゾー

ニングの変更により行われる。日本のように個別の農地・森林の法律の中で判断が下され

ているわけではない。また、ゾーニングの変更を行う際には、住民参加の機会が設けら

れ、透明性の高いプロセスになっている。 

 更には、自然エネルギー導入に対する高い目標が州や自治体レベルで設定されつつあ

り、初期段階では、必ずしも適切な位置付けや規制のなかった風力発電設備に対して、適

切な規制へと見直す動きが見られる。 

 開発可能エリアの特定は、州が主導する場合が多いが、最終的な建築許可権限は自治体

が持っている。また、土地利用制度における、ゾーニング変更等のプロセスの中に、環境

アセスメントの手続が含まれていることが、事業ごとの手続の短縮化に貢献していること

も明らかになった。 

なお、両国は連邦国家であり州の権限が強いこと、更に、米国では州ごとの違いが大き

いことに注意が必要である。実際に、米国の導入量上位 3 州の内、アイオワ州やカリフォ

ルニア州では州と自治体の役割分担により立地規制と誘導が行われていたが、テキサス州

では州及び自治体の規制自体は緩やかである。ただし、テキサス州では、送電線の整備に

より、農地・砂漠などの環境影響が小さいエリアで、風力発電が可能になるように誘導さ

れている。 
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2. 日本の風力発電と土地利用制度の現状と課題 

前章では、風力発電開発にかかわるドイツ、米国の土地利用制度を概説した。本章では日

本の土地利用制度に焦点をあて、現状把握と課題整理を試みる。具体的には、日本における

風力発電の土地利用状況を俯瞰した上で、土地利用の特性やインフラ整備の観点からは風

力の立地に適しているにもかかわらず、厳しい土地利用規制により設置が困難となってい

る農地に焦点をあて、農地利用制度の現状や課題を整理する。 

 

2.1. 日本における風力発電の土地利用状況 

(1) 風力発電による土地利用の現状 

過去の風力発電の立地を見ると、農地および林地への設置が太宗を占めていることがわ

かる。環境省による総出力 1 万 kW 以上の風力発電所を対象とするアンケート調査（2010

年度、回収数 78件）によれば、2003年度以前（1999～2003年度）に稼動した発電所の立

地については、農地等が 52％を占め、山林・原野等が 35％となっている。自主的な環境

アセスの実施を支援するため、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が作成した

「風力発電のための環境影響評価マニュアル」（NEDOマニュアル）18が発行された次年度

にあたる 2004 年度以降（2004～09年度）の稼動分については、農地等が 27％、山林・原

野等が 56％を占めた。比率が逆転した背景には、後述するように農地での建設が次第に困

難となったことがあったと考えられる。 

 

図 4 風力発電所（総出力 1万 kW以上）における土地利用状況 

出典：環境省（2011a）より財団作成 

 

                                              
18 マニュアルでは、関係市町村への情報提供の方法、供用段階における環境影響の調査、予測・評価手法

等、基本的な環境影響評価手続を提示しており、総出力 1 万 kW 以上を対象として想定している。 
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土地利用別の事業の割合
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NEDOのデータによれば、全国の総出力 1 万 kW以上の風力発電所の導入量は、1999～

2003 年度で 45.6万 kW（全導入量の 7 割）、2004～09 年度で 124.0万 kW（全導入量の 8

割）であった。いずれにしても、1万 kW以上の発電所が日本の導入量の大勢を占める

中、その 9割弱の事業が農林地等に立地していることがわかる。 

 

(2) 日本における農地・林地 

日本では、風力発電の多くが農地や林地に建てられていることがわかった。では、日本の

農地や林地の面積はどの程度あるのだろうか。 

日本の国土面積の約 8 割は、農地と森林で占められている。農地面積は、約 450 万ヘク

タール（2015年 7月 15日時点）であり、うち 9割は「農用地区域内農地」と呼ばれる農業

上の利用を確保すべき土地として指定された区域の農地である。特に豊富な風力発電のポ

テンシャルを有する北海道・東北地域の農地は、日本の全農地の 44%を占めるとともに、農

地面積に占める農用地区域の割合が高い傾向にある（図 5 および図 6）。 

 

  

図 5 日本の農地面積に占める北海道・東北の割合（左） 

図 6 農地面積に占める農用地区域内農地の割合（右） 

出典：農林水産統計データより財団作成 

 

他方、日本の森林面積は約 2500万ヘクタールであり、国土面積の 7 割を占めている。森

林面積の 5 割、国土の 3 分の 1 を占めるのが保安林である。保安林は、水源の涵養や土砂

の崩壊・流出の防備、生活環境の保全・形成等の公共目的を達成するため、農林水産大臣ま

たは都道府県知事によって指定される森林であり、立木の伐採や土地の改変等を伴う開発

が厳しく制限されている。北海道・東北地域の森林面積は、全森林面積の 41％を占める。 
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(3) 農地・林地における風力発電ポテンシャル 

農地・林地での風力発電導入のポテンシャルは、どの程度あるのだろうか。林地に関し

ては、環境省によるポテンシャル調査において、「基本シナリオ（保安林開発不可）」と

「保安林開発不可解除シナリオ」の 2 パターンについて、試算がなされており、保安林開

発不可解除シナリオは、全国合計での試算値のみ公表されている。基本シナリオ（2億

8,294万 kW）と保安林開発不可解除シナリオ（4億 4,089万 kW）の差分である 1億 5,795

万 kWが保安林における導入ポテンシャルに相当するといえよう。 

他方、農地に関しては、日本の全農地を対象とした導入ポテンシャルは明らかにされて

いない。先に紹介した環境省のポテンシャル調査でも、最初から「田」は土地利用におけ

る開発不可条件と設定されており、「その他農用地」は開発可能と区分されているもの

の、農地のみを対象としたポテンシャル推計は算出されていない。ただし、地域や農地の

種別を限定した形での部分的な調査は、いくつか実施されている。例えば、北海道の耕作

放棄地における導入可能量調査によれば、1箇所あたり 2,000kWの風力発電設備設置を想

定し、約 2.0ha以上の面積がまとまって賦存する可能性のある農業集落を抽出し、試算し

た結果、導入ポテンシャルは 822.2 万 kW となり、2014年度末の実導入量（31 万 kW）の

26 倍超にのぼることがわかっている19。 

 

 

図 7 北海道の耕作放棄地における導入可能量（単位：万 kW） 

出典：ドーコン（2015）より財団作成 

 

(4) 風力適地の条件 

日本の国土面積の 8割が農地・林地だが、風力発電の立地も 8割以上が農地・林地であっ

た。風況といった自然条件はもちろんだが、住居からの離隔距離といった社会条件も考慮す

るならば、農地・林地に風力発電の好適地が広がっていると考えられる。 

ただし、農地と林地では開発による周辺への影響が異なる点に留意が必要である。林地に

おける風力発電開発は、比較的風況の良好な山地の尾根伝いなどで行われるケースが多い。

                                              
19 ドーコン(2015)「農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査報告」 
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そのため、立木の伐採や風車を設置・輸送するための土地造成といった、大規模な土地改変

を伴う。他方、農地の場合、すでに土地改良などにより、整地され、農道も整備されている

のが一般的である。特に農用地区域内農地は、過去の補助事業等により整備が行き届いてい

るため、平坦かつ広大な面積が確保できる。小規模な土地改変ですむ上、輸送のための道路

や接続のための送電線などが整っており、風況が良好であればそのまま風力発電の適地と

なりうる。 

 

2.2. 農地と風力発電の共生 

では、実際に農地に設置された風力発電の事例を見てみよう。本節では、農地利用と風力

発電の共生の前提ともいえる、設置に必要な面積について触れたのち、北海道と福島県にお

ける実際の共生事例を取り上げ、設置にあたってのポイントや共生のポイントを提示する。 

 

(1) 風力発電設備の設置に必要な面積 

農地と風力発電の共生事例が存在する背景には、発電規模の大きさに比べ設置に必要な

面積が小さく、特に独占的な土地利用が必要な設備の基礎面積は極めて小規模という点が

ある。図 8は実際の風力発電所における必要面積を表したものである。 

 

 

図 8 風力発電の設置に必要な面積 

出典：日本風力発電協会資料などより財団作成 

 

2,000kW風車の場合の概算値として、風車の基礎にかかる面積は 36m2、借地面積は 400m2、

設置等にかかる土地改変面積は平均で 1,600m2、ブレードの上空占用面積は約 4,000m2 と

なっている。このすぐ後の具体定な事例で紹介するように、直接の設備の基礎面積以外は、

他の用途に使うことが可能であり、風力発電の立地に独占的に必要な面積は極めて限られ
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ているといえよう。 

風車の建設や運搬にあたり、ヤードや道路を造成しなければならない場合がある。設置場

所が山地の尾根伝いなどの場合には、風車のタワーやブレードを当該サイトまで運ぶため

に 4～6m 幅の道を数 km～十数 km に渡って造成しなければならず、その分土地改変面積も

大きくなる。その点、農地だと平坦な上、道や送電線も整備されているので林地に比べて土

地改変面積が小さくて済むというメリットがある20。 

 

(2) 共生事例 

立地に必要な面積が小さいという特性を活かすことで農地に風力発電所を設置し、共生

することは可能である。実際、農地に立地する風力発電所は全国各地に存在する（表 8）。

表中の例では、牧場への立地が多いが、その他にも水田や畑に立地している例が存在する。

しかしながら、以前は可能であった農地での風力発電の設置は、その後の規制強化などによ

り、極めて困難な状況となっている（第 2 章 2.3参照）。 

以下、苫前グリーンヒルウィンドファームと郡山布引高原風力発電所の事例により、農地

の規制が強化される前には、どのように農業利用と風力開発の共生が可能であったのかを

紹介する。 

 

表 8 農地に立地する大規模風力発電所の例 

自治体 発電所名 運転開始 規模 土地利用区分 

北海道 

苫前町 

苫前ウィンドファーム 1999 年 10 月 20,000kW 

（20 基） 

農地（牧場） 

北海道 

苫前町 

苫前ウィンビラ発電所 2000 年 10 月 30,600kW 

（19 基） 

農地（牧場） 

岩手県 

釜石市他 

釜石広域ウィンドファーム 2004 年 12 月 42,900kW 

（43 基） 

農地（牧場） 

林地（国有林） 

北海道 

稚内市 

宗谷岬ウィンドファーム 2005 年 11 月 57,000kW 

（57 基） 

農地（牧場） 

林地（国有林） 

福島県 

郡山市 

郡山布引高原風力発電所 2006 年 12 月 65,980kW 

（33 基） 

農地 

出典：各種資料より財団作成 

 

  

                                              
20 環境省が 2010 年 4 月 1 日時点で稼働中の風力発電設置事業者を対象に実施したアンケートによれば、

土地の改変面積に関する調査結果(全回答の平均)は、発電所建設に伴う改変面積が 1,000kW あたり

0.39ha、発電設備にかかる改変面積が 1,000kW あたり 0.08ha となっている。 
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① 苫前グリーンヒルウィンドファーム（北海道苫前町） 

苫前グリーンヒルウィンドファームは、大手風力発電事業者であるユーラスエナジーと

電源開発が建設した国内最初の大規模ウィンドファームである。発電所の設備容量は 5 万

600kW で 1999 年にユーラスエナジー、2000 年に電源開発が運転を開始している。設置場

所の土地利用区分は優良農地（町営牧場）である。 

 

 

出典：苫前町ホームページ 

 

設置にあたってのポイントとしては、NEDO 等の補助を受け、町が風況調査を実施（1995

～96 年度）、調査結果を公表するとともに、町営牧場（約 300ヘクタール）での事業を公募

しており、初期の段階から自治体が積極的に関与している点があげられる。特に農地におけ

る開発の許認可取得において町が果たした役割は大きい。当時から農用地区域内農地の開

発には厳しい条件が課せられており、利用が困難な状況であったところ、町は「農村活性化

土地利用構想」を作成し、同構想の特例措置に基づき、風力発電所建設を実現した。 

農地との共生のポイントとしては、風車の基礎部分の転用面積は全牧場面積（約 300 ヘ

クタール）の 0.17%にすぎない点、実際に風車が立地する町営牧場では 130～250 頭放牧さ

れている点があげられる。 
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② 郡山布引高原風力発電所（福島県郡山市） 

郡山布引高原風力発電所は、大手風力発電事業者である電源開発が建設した国内最大級

のウィンドファームである。発電所の設備容量は 6 万 5,980kW で 2006 年に運転を開始し

ている。設置場所の土地利用区分は優良農地（財産区）である。 

一帯は、標高 1,000m の戦後開拓農地（230 ヘクタール）で財産区となっており、圃場整

備面積は 153haに及ぶ。布引大根の産地として有名であり、冬季厳寒、積雪、強風のため、

営農期間は 5～10 月に限定され、農家は過酷な農作業を強いられていた。 

 

 

出典：財団撮影 

 

設置にあたってのポイントとしては、事業者が地元関係者（財産区、野菜生産組合、農協、

行政等）との間で共生のあり方・活用策等に関する協議のための推進協議会を設置した点、

「ジャスト・イン・タイム」方式21による効率的な搬入・組立を実施することで農業への影

響を最小限に抑えた点、野菜の生産・出荷等の農作業計画について生産組合と綿密な打ち合

わせを行い工事作業との干渉を可能な限り回避した点、などがあげられる。 

農地との共生のポイントとしては、農地の開発面積を可能な限り最小限に抑えた点、農作

業や景観を考慮し構内配電線を全て地下埋設した点などがあげられる。特に農地開発面積

は全体で 1.48ヘクタール（1 基あたり 0.04 ヘクタール）となっており、耕地全体の 0.6%、

圃場整備面積の 1%未満にすぎない。 

当該農業者にとっては、地代収入や風車用地管理による収入が得られる点、作業用道路の

                                              
21 吉村(2008)によれば、「大型部品の仮置きには広大な資材置き場が必要であるが，布引高原では農産物生

産活動が行われているため，資材置き場を最小に押さえ，組立工程に合わせて小名浜港から風力発電機の

大型部品を搬入する『ジャスト・イン・タイム』方式により効率的に作業を進めた。」と指摘している。 
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設置により農作業の利便性が向上する点などのメリットを享受できる。また風力発電の観

光資源化によるメリットもある。「布引風の高原」として郡山市の公式ウェブサイト22でも

紹介されており、多くの観光客が訪れる。農産品の直売所が併設されており、農家の売り上

げにもプラスの効果をもたらしている。 

 

 

図 9 郡山布引高原風力発電所の風車の配置 

出典：内閣府規制・制度改革に関する分科会 第 2ワーキンググループ 

 

(3) 共生事例から得られる教訓 

苫前町の例では自治体が計画の初期段階から積極的に関与し、農地利用の許認可をクリ

アした上で、公営牧場を事業用地として提供した。他方、郡山市の例は事業者が協議会によ

る合意形成や農業への配慮を積極的に行いつつ、事業を進めた。いずれのケースも事業者、

自治体の努力や創意工夫により共生が可能となったといえる。これらの他にも風力発電と

農地との共生事例は各地に存在する（表 8）。他の共生事例を検証し得られる教訓を一般化

すると以下の 3点に整理できる。 

第一に、物理的・社会的にみて、農地との共生は可能である。前述のとおり、風力発電の

                                              
22 https://www.city.koriyama.fukushima.jp/shise/citysales/kankou/nunobikikaze.html  

https://www.city.koriyama.fukushima.jp/shise/citysales/kankou/nunobikikaze.html
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設置にかかる必要面積は極めて限られており、特に農地は平坦かつ道や送電線も整備され

ているので林地に比べても土地改変による影響が小さい。このことは、効率的な制度・円滑

な手続の合理性・必要性の背景・根拠になりうる。 

第二に、複数の共生事例において、計画の初期段階から自治体の積極的な関与がみられ、

許認可取得において大きな役割を果たしている。このことから制度・手続面での自治体の協

力はとりわけ重要であるといえる。風力発電開発に必ずしも積極的でない自治体において

設置する場合、協力を取り付けるためには、地元への波及効果や意義を明確化し、当該自治

体の理解を得る必要があろう。 

第三に、共生事例では、事業者が合意形成や農業への配慮、地域への利益還元などを通じ、

農業従事者や自治体、周辺住民等との WIN-WIN の関係構築を図っている。風力発電のもた

らすベネフィットや共存可能性を最大化し、地域の理解を得るには事業者の努力や創意工

夫が欠かせない。地元との関係構築の取組や農業への影響を最小化する作業ノウハウ等の

知見を一般化し、事業者間で共有することも重要であろう。 
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2.3. 農地利用制度の現状と風力発電の位置づけ 

(1) 日本の農地利用制度の概要 

前述のとおり、日本の土地利用制度は、都市計画法、農振法、森林法などの個別規制法に

則り、それぞれの所管省庁や自治体の担当部局が立地規制を行っている。なかでも農地に関

しては、厳格な開発規制が行われている。特に日本の農地の大部分を占める「農用地区域内

農地」における開発は、農振法にかかる農業振興地域制度の手続、および農地法にかかる農

地転用許可制度の手続の双方が求められ、厳しい要件をクリアする必要がある。 

 

 

図 10 農地における立地許可手続フロー 

出典：財団作成 

 

① 農業振興地域制度にもとづく手続（農振除外） 

農業振興地域制度は、総合的に農業振興を図っていく地域として、国、都道府県、市町村

がそれぞれの役割のもと、農用地区域等の指定を行う制度である。農用地区域に指定されて

いる用地において風力発電を設置するには、当該用地を農用地区域から除外する必要があ

る。 

農用地区域の指定手続の概要は以下のような流れになっている。まず、農林水産大臣が

「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定する。次に、都道府県知事が国の基本指針に

もとづき「農業振興地域整備基本方針」を策定し、農業振興地域を指定する。指定を受けた

各市町村は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で定める「農用地利用計画」におい

て、特に農業振興を重点的に図っていく地域として「農用地区域」を設定する。農用地区域

には、10 ヘクタール以上の集団的農用地や国の直轄・補助事業の対象地、その他農業振興

を図るための必要な土地などが含まれるとされており、保全を図るべく開発行為が制限さ
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れている。第 2 章 2.1 でも指摘したように全国でも農地面積の 9 割、風力資源に恵まれた

北海道・東北では 96％が農用地区域に該当することから、農地で風力発電を設置するとい

った場合、一般に農用地区域内農地を指すことが多い。 

農用地区域において風力発電を設置するには、当該用地を農用地区域から除外する必要

がある。この一連の手続は一般に「農振除外」と呼ばれ、市町村による農用地利用計画の変

更を経て行われる。農振除外の実施には、「農用地区域以外に代替地がないこと」や「国の

直轄・補助事業による土地改良等が完了して 8 年が経過していること」といった 5 つの厳

格な要件をすべてクリアしなければならない（図 11）。また、農振除外にあたっては、都道

府県知事の同意が必要とされており、当該市町村のみで判断される訳ではない。 

ただし、すべての開発行為に対して、一律に厳しい要件が課されているわけではない。例

えば、「道路等や地域の農業振興に関する市町村の計画に基づく施設等の公益性が特に高い

と認められる事業の用に供する土地」については農振除外が可能である。また、一般送配電

事業等の場合、「公益事業特権」が認められており、送電線建設などの開発許可が例外的に

不要となっている。すなわち公益性が高いと認められる事業に対しては、例外的な規定が設

けられているのである。 

 

 

図 11 農振除外の 5要件 

出典：財団作成 

 

② 農地転用許可制度にもとづく手続（農地転用） 

農振除外ができたとしても、直ちに風力発電設備を設置することはできない。農用地区域

以外の農業振興地域（白地地域）においては、農振法の開発規制は行われないが、次のステ

ップとして農地法で定める農地転用許可制度の手続（農地転用）が必要となる。 

農地転用許可制度は、生産性の高い農地の確保と計画的土地利用の推進を図るための制

度である。農業振興地域は市町村によって区域レベルで指定される一方、農地転用許可にあ

たっては、転用申請に対して一筆ごとに農地の区分を判定し、許可基準に照らし合わせなが

ら、許認可権者が転用の可否を判断する。許認可権者は、都道府県知事となっているが、農

農用地以外に変えることが必要かつ適当で、代替地がない。

(残された)農振農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさない

土地改良施設の機能に支障を及ぼさない

農用地区区域内における担い手の農地利用集積に支障を及ぼさない

土地改良事業が完了して8年以上が経過している
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地の転用面積が 4 ヘクタール超の場合は、農林水産大臣の許可が必要となる23。 

農地転用許可制度では、生産性の高さや周辺の土地利用状況等により農地を区分してい

る。農地区分としては、農用地区域内農地のほかに、甲種農地、第 1 種農地、第 2 種農地、

第 3 種農地があり、それぞれの許可基準に違いを設けることで開発を制限するとともに、開

発が行われる場合は、生産性の低い農地で行われるように誘導している（表 9）。 

農用地区域内農地や甲種農地、第 1種農地といった生産性の高い農地に対しては、転用を

原則不許可とする形で厳しい許可基準を設けている。農地区分の基準に従えば、農振除外に

より農用地区域から外れた農地は、概ね第 1種農地に区分されることになる。だが、第 1種

農地では、転用が原則不許可となるため、結果的に、農振除外前の転用に関する扱いと変わ

らないことになる。 

ただし、第 1種農地の転用にあたっては、例外規定が存在する。農業用施設、農産物加工

施設、土地収用対象施設、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設など

の場合は、例外的に許可が不要とされている。この中の土地収用対象施設とは、鉄道や高速

道路、ダムをはじめとする土地収用法の対象事業であり、いわゆる公益事業特権の認められ

た事業である。また、市町村によって地域の農業振興に資すると計画に位置づけられた施設

も同様に許可不要となる。このことから農振法同様、公益性が高いと認められる事業に対し

ては、例外規定が設けられていることがわかる。 

 

表 9 農地転用許可制度における農地区分 

区分 
農用地区域内 

農地 
甲種農地 第 1 種農地 第 2 種農地 第 3 種農地 

概要 

市町村が定める農業

振興地域整備計画に

おいて農用地区域と

された区域内の農地 

市街化調整区域内に

おいて、農業公共投

資後 8 年以内農地、

もしくは集団農地で

高性能農業機械での

営農可能農地 

集団農地（10 ヘクタ

ール以上）、農業公共

投資対象農地、生産

力の高い農地 

農業公共投資の対象

となっていない小集

団の生産力の低い農

地、市街地として発

展する可能性のある

農地 

都市的整備がされた

区域内の農地、市街

地にある農地、都市

計画の用途地域内に

ある農地 

許可基準 原則不許可 原則不許可 原則不許可 
第 3 種に立地困難

な場合等に許可 
原則許可 

出典：農林水産省「土地利用計画と農業振興地域制度・農地転用許可制度の概要」等をもと

に財団作成 

 

(2) 風力発電に関係する農地利用制度の変遷 

高度成長期以降、都市開発などにより農地は減少の一途をたどった。農地面積は 1961年

のピーク（609万ヘクタール）から半世紀で 1/4程度減少した。高橋（2001）は、背景とし

て、転用規制は戦後の経済成長期から今日に至るまで都市サイドからの規制緩和の要求に

                                              
23 転用面積が 2～4 ヘクタールの場合は、農林水産大臣との協議をへて知事許可となる。 
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さらされかつ徐々に緩和されてきた点や、1990 年前後からの農地法の転用規制に対する規

制緩和の動きが急であった点などを指摘している。都市的土地利用と農業上の土地利用と

の競合激化や農地価格の高騰、農業の担い手の減少といったその時々の社会背景を受けな

がら、緩和的措置が講じられてきたのである。前節で触れた、過去の事例にあるような農地

における風力発電の設置は、規制緩和を通じて生み出された様々な制度等を活用すること

で実現してきた（表 10）。 

 

表 10 風力発電に関係する農地利用制度の変化 

農村活性化土地利用構想制度 

農振法による計画に基づく農振除外、転用を認める。 

風力発電も「地域活性化」目的で建設がなされていた。 

 1999 年法改正により制度そのものが廃

止された。 

地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画（27号計画） 

市町村が定める地域の農業の振興に関する計画に位置

付けられた施設の用に供する場合には、優良農地であっ

ても農用地区域から除外し、農地転用許可が可能。 

 2007 年の「27 号計画に関する通知」に

より、計画に基づく農振除外、農地転用

と「農業振興」との関係の明確化が必要

となり、風力発電による電気は農業施設

での消費を求められ、売電が困難に。 

農地法施行規則第 35条第 2項（風力発電の「土石その他の資源の採取」への該当） 

風力発電の建設は、農地転用規制の例外扱いとなる農地

法施行規則第 35 条第 2 項の「土石その他の資源の採取」

に該当すると解釈され、自治体の判断により例外的に許

可されていた。 

 2009 年の農地法等改正により優良農地

確保のため転用規制と農振除外の厳格

化されるのにあわせて当解釈を認めな

いことを明確化した。農用地区域内や第

1 種農地における風車建設が不可に。 

出典：農林水産省資料等より財団作成 

 

例えば、前述の北海道苫前町の場合、風力発電所の建設にあたり、「農村活性化土地利用

構想制度」を活用した。1989 年に創設された同制度は、市町村が住宅、店舗、工場、流通

業務施設等の建設を目的として策定した構想が知事により認定された場合の農用地区域か

らの除外手続の弾力化や農地転用許可基準の緩和を規定している（高橋、2001）。具体的に

は、農振除外の 5 要件のうちの「国の直轄または補助による土地基盤整備事業完了後 8 年

経過していること」について例外を認める、または、第 1種農地の転用許可を認める、とい

った特例措置が設けられていた。苫前の事例では、同制度にもとづき町が構想を策定し、農

振除外、農地転用の手続を自治体主導で行うことで民間事業者を呼び込み、風力発電設備を

設置した経緯がある。しかし、1999年に制度そのものが廃止されてしまった。 

また、「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画」の活用も可能であった。この制

度は、策定主体である市町村が定める地域の農業の振興に関する計画に位置付けられた施
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設の用に供する場合には、生産性の高い農地であっても農用地区域から除外し、農地転用許

可が可能になるというものである。これは、農振法施行規則第 4条の 4 第 1 項第 27 号にお

いて定められていることから「27 号計画」と呼ばれている。計画の対象施設に風力発電を

明記することで開発が可能となっていた。ところが、2007 年の「27 号計画に関する通知」

により、計画に基づく農振除外、農地転用と農業振興との関係の明確化が必要となり、農業

活動に支障を与えず、何らかの便益のあることが要件になった。例えば、風力発電による電

気は農業施設での消費（自家消費）が求められることとなり、売電が困難になった。 

これらの制度の活用により可能になった風力発電開発が、農業活動に支障を与えた事実

は指摘されていない。制度の廃止、あるいは農業振興との関係明確化が求められた主な要因

は、風力発電開発ではなく、むしろ大規模商業施設等の開発の影響が大きいと考えられる。 

両制度はいずれも市町村が策定主体であることから、雇用創出や企業誘致のための大規

模商業施設の開発に多用されていた可能性がある。実際、1999 年に日本商工会議所等が提

出した「総合的な土地利用規制の確立のための方策に関する要望」のなかには、「農村活性

化土地利用構想は廃止されることになっているが、これまで同構想を利用して大規模集客

施設の開発が数多く行われていた実態に鑑み、廃止後において、同様の事態が発生すること

のないよう十分留意すること。」との指摘がある。同じく 2007 年に日本商工会議所が提出

した「大規模集客施設立地に伴う農振除外・農地転用に関する要望」においては、「市町村

の中には、大規模集客施設の一部において、地元農産物の販売促進や、当該施設が地元農業

者の雇用増加に寄与するとの理由で、大規模集客施設全体を『公益性が特に高いと認められ

る事業に係る施設』として 27 号計画に定め、本来確保されるべき広大な面積の優良農地を

農振除外しているケースがある。」との指摘がなされている。 

その後、2000 年代の食料価格高騰や食糧自給率向上のための農地確保などを背景に開発

制限は更に厳しくなった。2009 年には農地法や農振法などの一部改正が行われ、農地転用

規制や権利移動規制の見直し、農用地区域からの除外の厳格化、農用地面積の目標の達成に

向けた仕組みの整備などが求められるようになった。なかでも風力開発に影響が大きかっ

たのは、農地法施行規則における解釈の明確化である。それまでは、当該自治体の判断によ

り、転用規制の例外扱いとなる農地法施行規則第 33条第 2項の「土石その他の資源の採取」

に風力も該当すると解釈され、風力発電設置のための転用が許可されるケースもあった。し

かしながら、農地法等改正にあわせて農林水産省による当解釈の明確化がなされ、これまで

例外的に認められていた転用が事実上困難となった。 

農林水産省は当解釈に関して、「農地法施行規則第 35 条第 2 項の『土石その他の資源の

採取』については、『土石』を例示として掲げて当該土地から『採取』できるものに限定し

ています。『風力』は特定の土地において採取する資源ではないことから、当該規定により

第 1 種農地等に風力発電設備を設置することは、認められていません。24」と指摘しており、

当初より国が認めていた訳ではないとの見解を述べている。 

                                              
24 内閣府「規制改革ホットライン」資料より引用。 
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(3) 風力発電事業への影響 

これまでみてきたように、活用可能であった制度が次々と利用困難になり、2009 年の改

正によって農地における風力発電の立地はほぼ完全に道を閉ざされることとなってしまっ

た。結果として本節の（1）で説明した農地利用制度に則り、手続を進めることになるが、

例外規定に適用されない以上、許可要件を満たすのは困難である。 

たとえ、好風況など適地の条件を満たしても、当該用地が農用地区域内であれば設置はき

わめて困難となる。更に風車の修繕などの際にも現行の農地制度では対応に苦慮する面が

ある。転用部分は風車の立地に必要なごく限られた部分だが、大きな部品を交換する場合な

ど、クレーンを風車下まで搬入するのに際し、沈下しないよう鉄板を敷かなければならない

ため、通り道の部分の農地を一時的に転用しなければならない。風車設置にかかる永久転用

ほどハードルは高くないが、手続だけで 2～3 ヶ月かかることもあるため、事業運営上の障

壁となっている。 

また、新規設備の導入のみならず、既設風車の設備更新（リプレース）に際しても、近年

の風力設備の大型化を踏まえれば、基礎部分の面積の拡大や配置の変更が想定されること

から、新たに農振除外・農地転用の手続が求められる。過去にあった制度で立地している場

合、現行の厳格運用による制約を大きく受ける可能性がある。 

 

2.4. 農山漁村再生可能エネルギー法の活用状況と課題 

 このように 2009 年度の農地利用制度の厳格運用に伴い、農地転用が難しくなったこと

から、農地における風車建設は事実上不可能になっていたが、2011 年 3月の東日本大震災

の発生と、2012年 7 月の FIT 制度の導入を契機として、農地においても風力発電設備等の

自然エネルギー発電設備の建設を可能にするべきであるという声が高まった。それを受

け、2014 年 5月に「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電

の促進に関する法律」（以下、農山漁村再エネ法）が施行された。これにより、従来転用

が許されていなかった第 1 種農地について、風力発電設備については、一定の条件のもと

で転用が可能となった。 

しかし、法律の施行後 2年以上が経過しているが、風力発電設備の導入に繋がっていな

いとの指摘もあり、これまでの進捗状況の把握と、今後の課題の整理が求められている。 

 

(1) 農山漁村再エネ法の概要 

① 協議会・基本計画・設備整備計画 

 農山漁村再エネ法の枠組みでは、まず、市町村が主体となって、「協議会」を設置し、

方針・区域・取組等を定めた「基本計画」を策定する。次に、基本計画に沿ったかたちで

事業者が「設備整備計画」を策定し、基本計画の認定を受けるという流れが基本である。 
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 また、基本計画の策定時に、「農林漁業の健全な発展に資する取組」として、売電収入

の活用方法等について定めることになっている。風力発電を建設する場合、金銭的な還元

に加えて、整備する建設道路等を農林業作業と共用のものにするなどが想定されている

が、事例もまだ少なく、その方法はまだよく整理されていない。 

 

 

図 12 農山漁村再エネ法のスキーム 

出典：農林水産省（2016）「農山漁村の再生可能エネルギー導入を促進するための措置」 

 

② 農山漁村再エネ法の効果と制約 

 農山漁村再エネ法を活用することで、風力発電設備の建設を目的とした農地転用への道

が開かれた。具体的には、風力発電設備については、従来は原則不可とされていた第 1 種

農地についても、「①農業上の再生利用が困難な荒廃地区、②農業上の再生利用可能な荒

廃農地のうち、生産条件が不利で、相当期間耕作に供されず、受け手が見込まれないた

め、今後耕作の見込みがない土地」であれば、基本計画に含めることができる。更には、

認定を受けた設備整備計画に従って、同区域で風力発電設備を建設する場合には、転用が

可能とされた。 

 問題なのは、農山漁村再エネ法の仕組みでは、農用地区域内の農地に風力発電設備を建

設する場合に、依然として農用地区域の指定を解除する「農振除外」が必要になる点であ

る。農地転用の場合は、計画策定プロセスの中で同意を得ることができるが、農振除外に

ついては事前に手続を済ませることを求められることから、風力発電開発実施の困難さは

解消されていない25。 

                                              
25 農山漁村再エネ法の法文上では、農用地区域での基本計画の策定を禁じる文言はない。ただし、農林水

産省が作成している「基本計画策定の手引」には、「農用地区域内農地、甲種農地を整備区域に含めては

ならない」との指摘があり、制度運用上では、農用地区域内農地や甲種農地を整備区域に含めないよう求

めている。 
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 また、農用地区域では、農業生産力を高めるために土地改良事業を活用している場合が

ほとんどであるが、補助金制度上、事業後 8年を経過していないと農振除外を行うことが

できない点にも注意が必要である。 

 

(2) 全国的な基本計画の策定状況 

 農林水産省では、「平成 30 年度において、法の措置の活用等により再生可能エネルギー

電気の発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を現に行っている地区が全国 100

地区以上、当該取組を行うための検討に着手している地区が全国 200地区以上存在してい

ることを目指す。」との目標を掲げている。 

 しかし、2016年 12 月末時点で、基本計画を作成済の自治体は 29、作成中が 17、検討中

が 28 などとなっており、同計画の策定が広がっているとは言い難い26。また、当財団の調

査では、基本計画を立てている自治体の多くが、太陽光発電設備の建設を目的としてお

り、風力発電設備の建設のために計画策定を行っている自治体は、8自治体に留まってい

る（表 11）。計画策定の費用について、農林水産省等、国の支援は行われておらず、マン

パワーも含めて自治体の負担の大きさが課題となっている。 

 また、策定した基本計画を公表するかしないかは、あくまで当該自治体の裁量に委ねら

れていることも問題である。同法の活用を推進していくためにも、基本計画の内容が積極

的に公表されていくことが必要である。 

 

表 11 風力発電にかかる基本計画策定済自治体一覧（2017年 1月時点） 

都道府県名 自治体名 計画策定年月 設備容量 計画の公表 農地の有無 

青森県 横浜町 2015 年 6 月 32,200 ○ ○ 

青森県 つがる市 2016 年 9 月 25,290 ○ ○ 

青森県 中泊町 2017 年 1 月 29,900 ○ ○ 

岩手県 盛岡市 2016 年 3 月 18,000 ○ ○ 

山形県 庄内町 2015 年 9 月 24,000 ○ ○ 

愛媛県 愛南町 2015 年 5 月 16,000 

 

 

佐賀県 唐津市 2016 年 2 月 3,980 ○ ○ 

鹿児島県 薩摩川内市 2015 年 3 月 27.600 ○ ○ 

出典：各種公表資料より、自然エネルギー財団作成 

 

  

                                              
26 農林水産省の調査による。 
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(3) 活用事例 

 このような中で、農山漁村再エネ法を活用し、農地においても、積極的に風力発電開発

を行っている自治体もある。ここでは、青森県横浜町と山形県庄内町の 2つの事例を紹介

する。横浜町は当初から農地での計画を進めてきた事例、庄内町は林地に近接する農地で

の建設計画を実現するために、計画変更を行った事例である。両方の町で、農振除外の手

続を行った上で、農山漁村再エネ法を活用して、第 1 種農地の転用を行っている。 

 

農山漁村再エネ法を活用した風力発電設備の建設事例の概要 

  横浜町（青森県） 庄内町（山形県） 

事業者 よこはま風力発電（株） 未定（公募により選定） 

発電所出力 32,200kW 24,000kW 

風車発電機 2,300kW×14 基 2,000kW×12 基 

営業運転開始 2018 年 2 月（予定） ― 

基本計画公表 2015 年 6 月 
2015 年 9 月 

（2016 年 11 月に変更） 

土地利用区分 農地（農振農用地） 
林地（町有林・民有林）、 

農地（農振農用地） 

出典：横浜町及び庄内町の農山漁村再生可能エネルギー基本計画より財団作成 

 

① 青森県 横浜町 

 青森県横浜町は、陸奥湾に面した丘陵地であり、人口 4,700人程度の農業・漁業を中心

とする町である。横浜町では、地域収入向上の新機軸創出の一環として風力発電に着目

し、これまでに 8 基の風車を建設している。 

 基本計画においても、「第 1 次産業は年々大幅な減少が進み、農業では、農産物の価格

不安定、機械化による経費の増大による経営不振等により将来に対する不安が大きいため

農業後継者が育たない」との記述があり、風力発電を地域振興策として位置づけているこ

とがよく分かる。横浜町では、すでに風力発電設備の導入実績があり、勉強会等での町と

事業者の間で情報交換が行われていたことも、農山漁村再エネ法の活用の素地となってい

たと考えられる。 

 計画地は農用地区域だったため、農振除外を行っている。また、農振除外後に、第 1 種

農地に分類されたため、農山漁村再エネ法を活用して転用を行っている。農振除外の申請

にあたっては、除外面積を最小限とするように工夫している（風車立地 400m2×14 ヶ所＋

作業道 5,255m2=10,855m2）。草地と樹林帯の境目に風車を立地させることで、トラクター

の走行を妨げないようにするなど営農に配慮をした設計となっている。町の担当者から
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は、農振法や農地法について理解をすること自体が大変だったとのコメントがあり、こう

した先進事例の経験を共有していくことが、水平展開のためには有効だと考えられる。 

 利益の配分については、新たに設立された SPC（よこはま風力発電）に、横浜町も出資

（24％）を行っている。これにより、町は売電収入に加えて、出資見合いの配当金も地域

貢献用の財源として基金化する予定になっている。基金の使途としては、農林水産情勢や

各団体等の要望も踏まえ、緊急に対策が必要なものに充当することが想定されている。 

 

② 山形県 庄内町 

 山形県庄内町は、月山のふもとまで広がっているが、日本海側に面した平野部では稲作

が盛んである。風況がよいことで有名な場所であり、1990 年代から、風力発電を中核に据

えた町づくりを行ってきた。 

 今回、農地に近い小高い丘の風況のよい森林において、様々な事業者から立地打診のア

プローチがあり、町が調整を行う必要があると考え、農山漁村再エネ法を活用することに

なった。同法に基づき策定した基本計画に沿って、事業者を公募し、地元貢献等を基準に

3 社を選定した。また、上記の案件とは別に、農地に立地したいという事業者がいたた

め、農振除外が行われたが、この手続には 1年程度を要したという。対象となる農地は第

1 種農地だったため、農山漁村再エネ法の基本計画を改定して、同計画に含めることで、

農地転用を行った。 

 役場担当者は、地域の関係者と徹底的に議論を行うことがポイントと認識している。こ

れまで整備してきた町営風車は、農地を借りて建設しているが、借地料は稲作による収益

よりも大きいという。また、草刈りを地元に依頼して、小額でも定期的な現金収入の機会

としている。そのため、近隣の市町村では、県営・市営の風車建設に対して、反対意見が

多く出ている一方、庄内町では、景観上、風車があった方が良いとの住民意識に繋がって

いる。 

 

(4) 農山漁村再エネ法にかかる課題の整理 

 以上、見てきたように、2009年の農地法改正以降事実上不可能になっていた農地におけ

る風力発電設備の建設について、2014 年 5月の農山漁村再エネ法の制定により、可能性が

開けた。しかし、その活用は十分に広がっているとは言えず、今回の調査を通じて、以下

のような課題があることが指摘できる。 

 まず、農地転用については、農用地区域でなければ、第 1種農地でも建設が可能になっ

たことは、大きな前進である。しかし実際としては、全農地の 9割を占める農用地区域に

おいては、建設が許可されておらず、基本計画の策定前に農振法での農振除外を行う必要

があることが、同法活用のハードルを高めている。また、策定された基本計画をインター

ネット等で公開していない市町村も多いことから、他の市町村が参考にしにくいといった

問題もある。 
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 次に、以上のような国の制度設計上の問題に加えて、以下のような、基本計画を策定す

る市町村内部の問題も大きい。第一に、同法を活用しての基本計画の策定は任意であり、

かつ農林水産省から策定への補助金なども存在しない。そのため、風力発電等の自然エネ

ルギー設備の建設を地域活性化の手段として捉えていない限り、基本計画を策定するため

の市町村内部での理由づけが難しい。しかし、現状では風力発電の設置による地域経済へ

の効果は、市町村職員にとって分かりやすい形で整理されているわけではない。 

 第二に、自治体内部の組織的な職務分掌の問題がある。農山漁村再エネ法を所掌するの

は農林水産省であり、地方ごとの農政局などが窓口となり自治体向けのセミナーを行うな

どしている。しかし、市町村において、自然エネルギーの導入については、環境関係部署

もしくは産業関係部署で行われているが一般的である。したがって、複数部署間の調整な

どが必要となってくるため、地域振興の一環として、企画系部署で一括して取扱うことが

できるかが課題である。 

 第三に、人材の問題がある。一般的に市町村職員は、風力発電等の自然エネルギーの問

題について専門性を有しているわけではなく、業務の中で知識や経験を身に着けていって

いる。しかし、人事異動の問題もあり、そのような知識が組織内で維持・継承されていく

とも限らない。したがって、自治体職員向けに適切な知識を付与することはもちろんのこ

と、専門的な知識を持った人材が自治体職員をサポートするような仕組みも必要である。 
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2.5. 風力発電と農業の共生にむけた今後の方向性 

本章では、日本における風力発電の土地利用状況を俯瞰した上で、厳格な規制により設置

が困難となっている農地に焦点をあて、風力発電と農地の共生事例、および農地利用制度全

般と農山漁村再エネ法の現状や課題を整理してきた。これまでの議論を踏まえ、本章のまと

めとして、風力発電と農業の共生にむけた今後の進むべき方向性を、事業者、市町村、都道

府県、国といった主体ごとに整理する。 

 

(1) 事業者 

現行制度下では、農振法、農地法による二重の規制がかかっており、農振除外と農地転用

の厳格な要件をクリアするのは困難である。農山漁村再エネ法の活用により農地転用の道

は開けたが、それでも農用地区域における設置には、農振除外が求められる。いずれの制度

も自治体が主な許認可権者や計画の策定主体を担っていることから、立地を計画している

自治体の理解を得ることが重要となる。だが、風力発電の立地によって農業が再生・活性化

する、あるいは地域雇用や税収が増えるといったベネフィットが認識されない限り、自治体

の協力を得るのは難しいだろう。 

自治体の理解・協力を得るために、まずは事業者から風力発電が農業や地域全体にもたら

すベネフィットを定性的・定量的に提示する必要がある。また、郡山市における事例のよう

に、開発による土地改変の最小化や営農への影響を最小限にとどめるなどデメリットの最

小化を図るとともに、地域の関係者との徹底した議論も求められる。農山漁村再エネ法の活

用により、徐々に共生事例が蓄積され、自治体や農業関係者等の理解が進んでいけば、風力

発電を積極的に導入しようと考える自治体も増えることが期待される。 

導入が更なる導入を呼ぶ好循環を創出することによって、農業に資する、公益性のある電

源との位置づけが認識されるようになり、農振法、農地法における例外規定の適用、もしく

は農振除外の手続を含めるといった農山漁村再エネ法の抜本的見直しの検討も俎上にあが

ってくるだろう。 

 

(2) 市町村 

風力発電と農地の共生を実現するには、市町村の取組も重要になってくる。苫前町や横浜

町、庄内町の事例からもわかるように、市町村主導による風力発電を活用した農業・地域活

性化の取組は多い。人口減少や少子高齢化に伴う担い手の減少、農業の衰退などは地方の自

治体にとって共通の課題である。市町村は、持続可能な農業、ひいては持続可能な地域経営

を推進すべく、風力発電の導入を積極的に検討することが期待される。また、実際の開発に

あたっては、事業者任せにせず地域の利害関係者および風力事業者等との定期的な情報交

換を行い、ニーズや地域課題を把握しながら、円滑な導入のコーディネートをすべきである。

中長期的には、風力事業が地域や農業にもたらすメリットの最大化、およびデメリットの最

小化に向けたコーディネート機能の強化を図ることが期待される。 
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(3) 都道府県・国 

都道府県や国は、事業者や市町村の取組を積極的に支援することが求められる。現行制度

では、農地との共生を図る上で、農山漁村再エネ法を活用した導入が考えられるが、同法の

施行から 2年半が経過しても取組事例がそれほど広がっていない。背景には、当制度のスキ

ームを主導するはずの行政側のリソースが十分とはいえないこと、基本計画策定済であっ

ても公表に消極的な自治体が存在すること、複数部署間の調整が求められること、などの点

が挙げられる。短期的には同制度の改善を図っていく必要がある。 

都道府県は市町村に比べて、専門性の高い人材等のリソースを多く有していることから、

事業者や市町村の取組をバックアップすることが期待される。風力発電開発にかかる関係

法令は許認可権者が都道府県となっているものも多い。横浜町の事例のように計画地が農

用地区域にかかった場合、農振除外の手続を求められるが、それには都道府県知事の同意が

必要となる。農山漁村再エネ法における地域協議会に初期の段階から県の担当者が加わる

など、取組を円滑に進めるための仕組みも必要である。 

国は、短期的取組として、農山漁村再エネ法の取組を支援するための施策の拡充と予算措

置を講じる必要がある。加えて、基本計画の公表を義務化するなどの措置を講じることが求

められる。また、中長期的には農地利用制度の見直しを検討することが望まれる。現状では、

風力発電は、農振法、農地法等の農地関連法制や農林水産省の食料・農業・農村基本計画等

において、明確な位置づけを与えられているわけではない。農業に資する、公益性のある電

源との社会的評価を与えるに十分な根拠がそろった場合には、農振法、農地法における例外

規定の適用、もしくは農振除外の手続を含めるといった農山漁村再エネ法の抜本的見直し

といった措置が有効だと考えられる。 

 

表 12 主体ごとの基本的方向性 

主体 基本的方向性 

事業者 

風力事業が地域農業や農業経営に与えるメリットを定量的に提示 

事業・開発によるデメリットの最小化（土地改変や営農への影響の最小化等） 

共生事例の積上げ、農政・農業に対する理解促進・WIN-WIN 関係の構築 

市町村 

地域の利害関係者、事業者等との定期的な情報交換（ニーズ・課題の把握） 

風力事業が地域や農業にもたらすメリットの最大化（デメリットの最小化）に向けたコー

ディネート機能の強化 

都道 

府県 

県の有する専門性や行政リソース等を活用した市町村のバックアップ 

事業環境整備に向けた効率的・効果的な施策の実施（詳しくは第 4 章参照） 

国 
事業者・県・市町村の取組に対する支援に向けた体制の構築、予算確保等 

法制度の抜本的改善（風力発電の社会的評価に見合った形で） 

出典：財団作成  
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3. 風力発電と環境影響評価制度 

風力発電事業が周囲の環境に与える影響を客観的に評価し、自然環境や生活環境への影

響を最小化するなど適正な配慮を実施することは、発電事業を行う上で必要不可欠な手続

であり、風力発電の持続可能な発展にとっても重要である。日本でも近年、国の環境影響評

価法の対象事業とされた。 

他方、風力発電事業にかかわる現在の環境影響評価手続は、対象とする事業規模や評価項

目が妥当ではなく、手続に時間やコストがかかることから事業化リスクの増大を招くとい

った問題が生じている。本章では、風力発電における環境影響評価制度に焦点をあて、日本

と海外の状況を踏まえた上で、課題の整理、具体的改善策の提示を行っていく。 

 

3.1. 風力発電にかかわる環境影響評価の現状 

(1) 制度適用の背景 

2000 年ごろから日本でも風力発電所の建設が各地で行われるようになった。当初は前述

の NEDO マニュアルに準じた事業者による自主的なアセス手続が行われる一方、環境影響

や健康影響の発生を懸念する一部自治体では、従前の環境影響評価条例に風力発電を追加

適用（以下、条例アセスと略）することで手続を義務付けていた。 

しかしその後も、各地の風力発電所において、騒音・低周波音による健康被害の苦情や鳥

類が風車のブレードに衝突するバードストライク、景観問題などといった自然環境や生活

環境への影響が懸念されるようになった（環境省、2011a）。これに対し、環境省の中央環境

審議会において環境アセス制度の整理・検討が行われ、2010 年の今後の環境影響評価の在

り方に関する答申の中で「風力発電施設の設置を法の対象事業として追加することを検討

すべき」（環境省、2011a）とされた27。 

 

(2) 制度変更の概要 

一方、2011年 4 月に成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」（改正環境影響評

価法、以下、法アセスと略）は、対象とする手続をそれまでの事業段階から事業の計画段階

まで拡大するものである。また、2012年 10 月には「風力発電所を対象事業に追加するため

の改正政令」が施行され、それまでの対象発電所（水力、地熱、火力、原子力）に風力発電

（第 1 種事業：1 万 kW 以上、第 2 種事業：0.75 万 kW 以上）が加えられることとなった。

これら一連の法令改正により、一定規模以上の風力発電事業の実施には、「配慮書→方法書

→現況調査等→準備書→評価書」という 5 段階の手続となった（図 13）。 

 

                                              
27 同答申では、「風力発電施設の設置に当たっては、騒音、バードストライク等の被害も報告されている

他、条例以外による環境影響評価を実施した案件のうち約 4 分の 1 が住民の意見聴取手続を行っていない

こと等」の言及がなされている。 
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図 13 法アセスの手続フロー 

出典：環境省資料より作成 

 

法アセスが風力発電事業に適用されることになったことによる事業者への影響として、

主に以下の 2 点があげられる。 

第一に、環境アセスに要する期間が大幅に長くなったことである。1万 kW以上の風力発

電所を計画する事業者は、それまでの自主的アセスや立地自治体の条例アセスから、法アセ

スの手続に移行することとなった。日本風力発電協会によれば、法アセス適用以前の事例に

おける手続の所要期間は、自主的なアセスで 14～21 ヶ月、条例に基づくアセスで 24～36

ヶ月程度とされていたが28、法アセス適用後は、4 年程度へと長期化した。風況精査や基本

設計、許認可手続、合意形成、建設工事など、トータルのリードタイムが長い風力だが、配

慮書手続が導入されるなどしたことで更に事業期間が長期化したためである。ただし、配慮

書手続には、事業者内部での計画段階プロセスをアセス手続に含めることで、その結果、ア

セス手続開始を前倒しにするという要素があり、環境に大きな影響を与える可能性のある

大規模な開発を対象とする制度としては、重要な手続である。 

第二に、アセス全体のコストアップだけでなく、サンクコスト（回収不能なコスト）化の

リスクも事業者に重くのしかかっている。事業者は調査結果によって計画変更・中止となる

リスクを抱えており、仮に環境アセス調査が終了しても肝心の系統接続、設備認定ができな

いとなれば、調査費用はすべてサンクコスト化する可能性がある29。手続が長期に及ぶ場合、

様々な事業化リスクが発生する。例えば、2017 年 4 月の制度改正までは、設備認定取得（買

取価格決定）や系統連系申込といった事業化を左右する重要手続が、環境アセスの最終段階

（評価書手続）の一つ手前の準備書段階でなければ確定できなかった。準備書に対する大臣

勧告後でなければ確定できないということは、開発フェーズに入ってから長期にわたって、

買取価格の変更や系統空容量の消失といった事業化リスクにさらされることを意味する。 

 

(3) 国の対策（環境アセス迅速化実証事業、ゾーニング手法検討モデル事業） 

国は 2013 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」および「規制改革実施計画」に基づ

き、「手続期間の半減を目指す」との政府目標に向け、手続の迅速化を進めている。 

主な取組みとしては、国の審査期間（方法書、準備書、評価書審査）を 150日程度から 45

日程度に短縮することや、自治体に対する審査期間短縮への協力依頼に加え、環境調査の前

                                              
28 内閣府 規制改革会議 投資促進等ワーキンググループ第 17 回、日本風力発電協会提出資料。 
29 環境アセスのコストは、1 万 kW あたり 1 億円ともいわれている。 

配慮書 方法書
現況調査等

（24～30ヶ月）
準備書 評価書

4 年程度 
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倒・並行実施（前倒環境調査）の方法論に関する知見を得ることを目的とした「環境アセス

メント調査早期実施実証事業」（事業期間：2014-2016 年度）、ならびに風力・地熱発電の環

境影響評価に活用可能な環境基礎情報（希少な動植物の生息状況等）の調査・整備を行って

いる。 

 

 

図 14 迅速化実証事業における手続フロー 

出典：環境省資料より作成 

 

また、環境省は 2016 年度より 2ヵ年度の予定で「風力発電等に係るゾーニング手法検討

モデル事業」を実施しており、すでに宮城県や徳島県鳴門市など、4 地域が選定されている。

海外では様々な規制や環境影響等を勘案し、自治体が風車の立地を推奨する区域をゾーニ

ングとして設定することで事業者の負担が軽減され、円滑な導入が図られているが、日本で

も同事業を通じて、審査期間の短縮化、ならびに地域の自然的・社会的条件を踏まえた自然

エネルギーの導入促進を目指すとしている。 
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3.2. 海外の環境アセスメントの状況 

日本ではこのように環境アセスメントが風力発電の導入プロセスを長期化させる要因に

なっているが、諸外国ではどうであろう。ここで、海外における環境アセスメント制度を概

観しておく。海外においては、環境アセスメントが、土地利用規制におけるゾーニングと関

連しているため、土地利用制度についてすでに解説したドイツと米国を対象に、環境アセス

メント制度の状況について整理した。 

 

(1) ドイツ 

 ドイツの環境アセスメント制度では、タービンの高さが 50m 以下のプロジェクトについ

ては、地方自治体の建築基準に従う。50m以上の場合は、連邦政府の環境アセスメントの対

象となり、タービン数が 1〜5 基の場合は簡略化手続で済むが、6〜19 基の場合はスクリー

ニングが行われ、環境影響が大きいと判断されると、20 基以上の場合と同様に、正式な環

境アセスメント調査が必要になる30。実際は、連邦レベルの環境アセスメント調査の実施に

至るケースは多くないと言われている31 

 

 

図 15 日独の環境アセスメントの手続フローの比較 

出典：畦地啓太委員資料 

 

 また、ドイツでは、環境アセスメントの実施に関して、事業者の負担を軽減する仕組みが

ある。第一に、計画段階（エリア特定段階）で Bプラン改正が行われる場合は、それに伴う 

                                              
30 日本エネルギー経済研究所(2015)「海外における再生可能エネルギー事業の立地に関する調査報告書」 
31 環境省(2012)「平成 23 年度環境影響評価法対象事業への風力発電の追加に係る検討調査」 
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環境アセスメントが地方自治体により行われている。この先行調査結果の活用（ティアリン

グ）が広く行われており、自治体が B プラン改正時に実施した調査結果を、事業者も活用で

きるため、事業者の負担が軽減されている32。第二に、アセス図書作成のために、有用な情

報をデベロッパーと共有できるよう、土地利用計画等がインターネット上で公開されてい

る。このようなことから、環境アセスメントに要する期間は 1〜3年に抑えられており、平

均で 4年程度かかる日本に比べると、短くなっていると言える。 

(2) 米国 

 米国では、連邦レベルにおいて、米国環境保護局（EPA）が 1969 年制定の国家環境政策法

（National Environmental Protection Act: NEPA）に基づき実施している環境アセスメント

制度（NEPA アセス）がある。NEPAアセスでは、連邦政府の補助金を使う場合や、連邦所有

地における建設など、連邦が関与する事業が対象になり、風力発電設備については、その他

の発電設備と同様に 5 万 kW を超えるものは日本のような詳細なアセスである EIS

（Environmental Impact Statement）の作成が原則義務付けられている。それ以外は EA

（Environmental Assessment）と呼ばれる、簡易な調査により、スクリーニングを行う仕組

みを有している。ただし、明らかに影響がないと思われる事業は除外リストが作られており、

これによりカテゴリー別除外、CX（Categorical Exclusion）が行われる。このため、上記の

EIS作成の対象となる 5万 kWを超えるものでも、EA の結果、影響が少ないと判断されれば

FONSI（Finding of No Significant Impact）という文書が作成され、これが認められれば EIS

作成には進まず、アセス手続きは終了する。 

 NEPA アセスに加えて、州レベルでの環境アセスメント制度を有している州が 16 州ある

33。今回は、その中でも風力発電の導入容量が多い、カリフォルニア州の制度（CEQA）を取

り上げて、以下に解説する。CEQA では、アセス対象となる風力発電設備に対して、規模要

件を定めていない点が NEPA と異なる。ただし、NEPA と同様に、簡易なアセスメントによ

るスクリーニング段階があり、この段階で「否定宣言」により環境影響の少ないプロジェク

トであることが認められれば、NEPA アセスと同様に、簡易な手続きで済むようになる。ま

た、前述のとおり、自治体のゾーニングで建設可能なエリアの指定が進めば、CEQA の対象

から外れることが期待されている。 

 スコーピングプロセスが重視されており、加えて、Draft of EIR/EIS（日本の環境アセスメ

ント制度の準備書に相当）に対する意見徴収を行い、それに対する回答を行う。これをもと

に、Final EIR/EIS（日本の評価書に相当）が作成される。そして、代替案の比較検討が特に

重要であり、入念な調査が行われ、アセスメントの期間が長期化するケースもある。そのた

め、認可を得るまでに要した期間は平均で 15 ヶ月34、最短では 9 ヶ月未満というものもあ

                                              
32 ただし自治体が特定した開発可能エリアであることは許認可手続きの簡略化を意味するものではない。 
33 ここでは下記の資料から准州などを除いた数を記載している。

https://energy.gov/sites/prod/files/2013/09/f2/States_NEPA_Like_22June2013.pdf 
34 Troxler (2013) Stiffing the Wind: California environmental quality act and local permitting. Columbia 
Journal of Environmental Law 

https://energy.gov/sites/prod/files/2013/09/f2/States_NEPA_Like_22June2013.pdf
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ったが、最長では 58 ヶ月という報告がある35。アセスメント調査の迅速な実施のために、

カリフォルニア州では、漁狩猟局（Department of Fish and Game）が、基礎的な生物情報

のデータベースを提供している。 

 

表 13 連邦レベルとカリフォルニア州の環境アセスメント制度の概要 

 米国（連邦） カリフォルニア州 

制定年 1969 年 1970 年 

根拠法 NEPA（ National Environmental 

Protection Act） 

CEQA（ California Environmental 

Quality Act） 

評価書の作成責任を

持つ主体 

事業に関係する連邦政府機関 事業に関係する地方自治体 

（county, city など） 

アセスの対象事業 重大な連邦の事業（主に、連邦補

助金を使うもの） 

環境に重大な影響を与え、許認可、

規制あるいは補助金等により州の

公共機関と関係のある事業 

詳細アセスを原則的

に行う風力発電の規

模要件 

5 万 kW を超えるもの 

（スクリーニングあり） 

なし（スクリーニングあり） 

風力発電導入量 

(2015 年末) 

7,400 万 kW 611 万 kW（全米 3 位） 

出典：各種資料より財団作成 

 

(3) ドイツ・米国における環境アセスメント制度のポイント 

 ここで、ドイツ・米国における環境アセスメント制度のポイントを整理すると、以下のよ

うになると思われる。 

 まず、規模要件が設けられているが、簡易調査によるスクリーニングプロセスを設けるこ

とで、柔軟性のある運用を行っている。また、風力の立地可能エリアのゾーニング設定の際

に、すでにアセスメント調査が行われており、土地利用規制と整合的な運用が行われている

点も重要である。また、生物情報のデータベースや自治体が行った既存調査などの情報が、

事業者へ共有・提供が行われていることが、事業者の負担を低減している。 

 これらのことから、ドイツ・米国では、平均的には、日本より短い期間で調査が終了して

いると指摘することができる。 

  

                                              
35 環境省(2012)「平成 23 年度環境影響評価法対象事業への風力発電の追加に係る検討調査」 
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3.3. 風力発電開発にかかわる環境アセスの課題 

(1) 環境基礎情報の整備 

環境アセス手続において最も時間とコストがかかっているのは現地調査の部分である。

現地調査は、開発による環境影響を精緻に推測するために極めて重要な部分を占めている。

必要な調査をできるだけ短期間に、また費用を抑えて実施できるようにするために重要な

のは、調査の基盤となる環境基礎情報の整備である。上述のように、風力発電開発の先進国

では、国をはじめとする公的機関が地域の環境に関連する情報を地図に落とし込み、ウェブ

サイト等を通じて公表するなど、基礎情報を整備し、使いやすいものにしている。 

 

 

図 16 環境基礎情報の整備状況（植生図の例） 

出典：環境省生物多様性センター資料より財団作成 

 

しかし、日本では植生や渡りルート等の環境基礎情報の収集・整理・データベース化が進

んでおらず、事業者の多くはゼロからの調査を強いられている。例えば、事業者が計画地の

植生について調査する場合、環境省が実施している植生調査の結果をあらかじめ確認する

ことができれば、ゼロから調査せずに済むが、実際は植生調査の進捗が遅く、古いデータし

かないエリアも多い。風力発電の適地である北海道においても調査未了である空白地帯が

目立つ（図 16）。 

では、国が早急な情報整備に努めているかというと、関連予算を見る限りそうとはいえそ

うにない。例えば、環境省の自然環境保全基礎調査費（植生図整備推進）に関する平成 28

年度予算はわずか 1.71億円にとどまる。 

他方、環境基礎情報の整備が遅れている背景には、事業者間、業界内において、既設の事

後調査データや環境アセス実施済案件からの知見の蓄積・共有化がなされていない点も指

摘できる。特に、調査結果等をまとめた環境アセス図書は 1 ヶ月の縦覧期間後、閲覧不可と
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なるのが一般的となっており、調査データの共有化や検証が困難な状況にある。事業者が実

施した環境アセスの評価書の著作権は、事業者側にあるとされている。公開するかしないか

の判断は事業者に委ねられているのが現状である。その点、海外では環境アセスの事後検証

ができるよう、環境アセス図書は、公的な文書、あるいは著作権の取り扱いがないといった

形で情報公開が徹底されている。 

 

(2) 環境アセスの対象や調査項目 

法アセスの対象事業となる規模要件について、日本では 1 万 kW 以上（第 1 種事業）と定

めている。各国で自然条件や社会条件が異なるため、単純な比較はできないものの、日本の

規模要件は、他国に比べても概ね厳しい設定となっている（表 14）。 

米国の連邦レベルのアセス（NEPA アセス）の規模要件は、日本よりも大きい。しかも、

3.2（2）で指摘したとおり、詳細アセス（EIS）の対象となる 5万 kWを超えるものについて

も、まず簡易アセス（EA）を行い、環境影響が著しくないとなれば、詳細アセス（EIS）を

行わずに短期間で手続を終えることができるようになっている。 

 

表 14 各国の環境アセスにおける風力発電と火力発電の規模要件 

 

出典：環境省（2012）より財団作成 

 

環境省は、規模要件が 1万 kW以上と設定された背景について、それまでの自主的取組で

使用していたマニュアルが 1 万 kW 以上を対象としていたことや、土地改変面積の観点で火

力発電の規模要件（15万 kW）の敷地面積（約 5ha）と同程度の風力発電の規模として 1 万

kW を考慮すべきとの意見があったこと、更には、法対象事業のカバー率の観点で当時 1万

kW 以上の発電所のカバー率が出力ベースで 80％である一方、3万 kW以上が 40％と相対的

に低かったこと、などをあげている36。 

しかしながら、風力発電にとっての妥当な規模要件を導き出すために、火力発電の敷地面

積を参照するのは、決して合理的とはいえない。なぜなら、2章 2.2 で見たように、風力発

電の建設に必要な面積は小さく、特に農地など、すでに整備された土地に建設する場合の改

変面積は、限定的である。郡山市の事例でも、6.6万 kWの規模の発電所で、農地の永久転

用面積は 1.5ヘクタール程度、施工のための一時転用面積は 2.2ヘクタール程度となってお

り、合計しても 4ヘクタール以下である。更には、建設に際して敷設したアクセス道も農作

                                              
36 内閣府 規制改革会議 投資促進等ワーキンググループ 第 17 回、環境省提出資料。 
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業に活用できるといったメリットがある。そもそも、分散型電源の風力と集中型電源の火力

では、必要な敷地面積の捉え方がまったく異なっており、それぞれの立地特性が考慮される

べきであり、また、各電源で周囲の環境に与える影響も異なることから、本来、科学的・客

観的データに基づき、規模要件の設定がなされるべきである。 

また、カバー率に関しても、日本風力発電協会の調べによると、法アセス施行後の事業規

模でみると 3 万 kW 以上で 86％、5 万 kW 以上でも 70％を占めている37。最初に規模要件を

検討した当時、すなわち、2010 年前後の頃よりも発電所の大規模化が進んだことでカバー

率が変化している。規模要件については、客観的データや開発の実態を踏まえ、再検証を行

うべきである。 

他方、環境影響を調査するにあたっての評価項目や手法の選定について、省令により一般

的に選定されるものを参考項目・手法として定めている。発電種別毎の特性を踏まえ、定め

るとしているが、もともと火力発電等の環境影響をベースに制度設計されていることもあ

り、風力発電の工事中の影響評価項目に、窒素酸化物、粉じん等、騒音及び振動等の項目が

含まれている。この点について、日本風力発電協会は、他の事業における土地改変面積と比

較しても、土地改変により及ぼす環境影響は相当に低いことが実測データからも分かって

いると主張している38。現行の環境アセス項目（参考項目）は、必ずしも開発の現状や客観

的データを踏まえたものになっていない。項目の設定を実態に即した形に早急に見直す必

要がある。 

 

(3) 国の対策（環境アセス迅速化実証事業）にかかる課題 

環境アセス迅速化・短縮化の主な課題としては、以下の 3 点が挙げられる。 

第一に、環境アセスの迅速化・短縮化のための事前の現況調査（前倒環境調査）を実施す

る場合、広範囲に詳細に調査するため、費用増の可能性が高いという点である。 

第二に、前倒調査には多額の費用が必要だが、方法書の審査結果によって調査がやり直し

となる「手戻りリスク」があり、事業者が先行調査を行うことは困難という点である。 

事業者が前倒環境調査を実施したとしても、方法書段階でやりなおしの指摘を受けると

再調査が必要となる39。迅速化事業は実証段階であり、事業者はリスクを負いながら手探り

で実施している現状がある。前倒環境調査が迅速化の要諦である以上、国は資金面だけでな

く、情報収集・提供なども積極的に支援する必要がある。 

そして、第三に、日本の制度には、米国のような簡易アセスメントがないという、制度上

の根本的な問題点がある。 

                                              
37 内閣府 規制改革会議 投資促進等ワーキンググループ 第 17 回、日本風力発電協会提出資料。なお、

2012 年 10 月以降 3 年の間に建設された発電所及びアセス手続中の案件(終了を含む)を対象としてカバー

率を試算している。 
38 前掲書。 
39 前倒しで現況調査等を行ったものの「方法書手続」において、都道府県知事や経済産業大臣から指摘を

受けて再調査を求められることを「手戻り」と呼んでいる。 
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(4) 環境アセスの課題の整理 

以上を踏まえ、環境アセスの課題を整理する。 

第一に、国や自治体による環境基礎情報等の情報基盤整備がいまだ不十分な点があげら

れる。調査を効率的に進めるための基盤である、環境基礎情報データベース等がいまだ未整

備の状況にあり、植生や鳥類の渡りルート等に関する調査がゼロに近い状態からスタート

しなければならないため、事業者側に過度の負担を招いている可能性がある。 

この課題に対しては、行政によるサポートが有効である。例えば、米カリフォルニアでは、

風力発電等の立地のスクリーニングのための基礎的な生物情報のデータベースを州が提供

するなど、行政が情報整備に力を入れている。 

第二に、情報基盤整備という意味では、事業者間や業界内においても、既設の事後調査デ

ータや環境アセス実施済案件からの知見の蓄積・共有化が十分なされていない点があげら

れる。環境アセス図書の縦覧期間は 1 ヶ月と限定的であり、それ以外の期間の開示は任意と

なっている。また、運転開始後の事後調査も自主的取組みにとどまっている。 

既存の事業者が環境基礎情報を抱え込んでしまっては、仮に付近のサイトでの開発にも

重複した調査が繰り返され、非効率である。新規参入者のハードルを下げ、市場を拡大する

には、これまでの調査によって得られた情報を社会一般に共有するなど、事業者側の努力も

不可欠である。 

第三に、規模要件や調査項目の設定に関して、検証が不十分な点があげられる。このこと

により調査や手続が余計にかかってしまい、時間とコストが増えてしまっている可能性が

ある。十分な科学的根拠を元に設定されたのであれば、納得できるだろうが、前述にあるよ

うな設定の経緯等を見る限り、そうとはいえない。 

最後に、国はアセスを迅速化すべく、実証事業を進めているが、現行の取組では、リスク

やコストを下げるのに不十分な点があげられる。迅速化の鍵となる前倒環境調査では、より

広範囲の調査が求められるため、コスト増となる。一方、前倒調査をしても方法書段階でや

り直しとなる「手戻りリスク」が残る。環境アセスにかかる時間とコストをさげるには現行

の迅速化事業では不十分である。 
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3.4. 具体的改善策の提示 

本章の最後に、国内外の環境アセスの現状や課題を踏まえ、日本の風力発電の導入拡大に

向けた環境アセスの具体的改善策の提示を行う。以下では、行政、事業者のそれぞれが取り

組むべき改善策を、短期的、中長期的という時間スケールに分けて提示する。 

 

(1) 行政が取組む改善策 

行政が短期的に取組む改善策として、以下の 3 点を提示する。 

第一に、環境基礎情報データベース等の情報基盤を速やかに整備することが求められる。

環境省は「風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業」を通じて、環境情

報のデータベース構築に努めているが、モデル事業の対象範囲を拡大し、情報収集強化を図

るべきである。また、基礎情報の充実に向けた調査（例えば、自然環境保全基礎調査（植生

調査、鳥類生息分布調査等）や風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備事業など）

についても実施体制、情報収集の強化をはかるべきである。当然ながら、これらの取組を加

速させるには予算確保が必須である。 

加えてポテンシャルを有する地域は北海道・東北に集中していることから、風況や系統容

量等の状況から重要性の高い立地候補地を選定し、優先的に基礎情報の収集を実施し、適正

かつ効率的な導入につなげていく必要がある。また将来的には、環境省、日本風力発電協会、

自然保護団体等の各データベースを統合し、公的機関による一元的な管理を検討すること

が期待される。 

第二に、現行、第 1 種事業で「1 万 kW 以上」となっている規模要件について、環境影響

の実態に関する客観的データや海外の状況などを踏まえ、早急に再検証を行うべきである。 

また、風力発電の特性を踏まえた参考項目についても見直すべきである。本年 5月の規制

改革に関する第 4 次答申にて、「参考項目の絞込み」を「平成 28年度検討開始、必要なデー

タが得られ次第結論・措置」としているが、可及的速やかな実施が求められる。 

第三に、短縮化・迅速化を確実に進めるために、事業者にかかるリスクやコストの軽減化

を伴う迅速化の推進が不可欠である。内閣府の規制改革に関する第 4次答申では、環境アセ

スの期間短縮に関して、前倒環境調査の方法論の確立や期間半減の一般化を図るよう言及

している。国の実証事業を通じ、期間短縮がなされることは重要だが、あわせて調査範囲拡

大によるコスト増や手戻りリスクの低減についても対策が求められる。この点については、

先にあげた情報基盤整備の進捗により改善する可能性があり、それ以外の対策の検討も必

要だろう。 

中長期的に取組む改善策として、規模要件に関わらず、まず簡易アセスメントを行うとい

う新たな制度の導入も検討も開始すべきである。欧米では、簡易的なアセスメントやスクリ

ーニングを行うことで、大きな環境影響を有する恐れのある事業は確実にアセスの対象に

する一方で、そうでない事業は短期間でアセス手続きを終了できるという合理的な仕組み

を構築している（表 15）。 
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日本でも、一律的な規模要件で法アセスの対象事業を判断するのではなく、簡易アセスメ

ントとスクリーニングという手続を行うことで、事業によっては簡易な手続で済むことも

可能となるとともに、小規模でも環境影響の大きな事業を対象に含めることができると考

えられる。 

通常アセスの規模要件の設定とあわせて簡易的なアセス等を設定することで規模要件以

下の事業に関しても影響の有無の確認を法的に担保することは、利害関係者間の合意形成

を行う上でもプラスに作用するだろう。また、規模要件の見直しに際しては、立地地域に余

計な不安が広がらないよう、計画段階での地域の意見提出の場を設けるなど、環境・社会配

慮を担保する措置をあわせて講じることも重要である。 

 

表 15 各国におけるアセスの段階ごとの規模要件 

 米国 ドイツ フランス スペイン 英国 中国 

通常アセスの 

規模要件 
5万 kW超 

全体高 50m以上 

かつ 20基以上 
タワー高 

50m超 
50基以上 設定なし 

5万 kW以上か

つ環境敏感区に

設置 
簡易的なアセスの 

規模要件 
上記以外すべて

の事業 
 上記以外すべて

の事業 
  上記以外すべて

の事業 

スクリーニングによる判

断を行う規模要件 
 

全体高 50m以上

かつ 6-19基は一

般的スクリーニング、

3-5基は立地関連

スクリーニング実施。 

 上記以外すべて

の事業 

3基以上またはハ

ブ高 15m超は地

方自治体が判断、

5万 kW以上は

貿易産業大臣が

判断。 

 

出典：環境省（2012）より財団作成 

 

(2) 事業者が取組む改善策 

事業者が短期的に取組む改善策として、以下の 2点を提示する。 

第一に、情報基盤整備に事業者サイドとしても貢献すべきである。そのための取組として、

環境省の基礎情報データベース整備における協力、アセス図書を常時閲覧可能にするなど

情報公開の推進することが求められる。日本風力発電協会は、アセス迅速化や規模要件の見

直しに向けて、説得力のある意見を出すには事後調査等のデータ、科学的根拠の蓄積が必要

との観点から、アセスの評価書・報告書、および事後調査について、事業者に協力を依頼し、

データの共有化を進めていくとしている。事業者間で既設の事後調査データやアセス実施

済案件からの知見の蓄積、共有化をはかるためのデータベースを早急に構築するとともに、

日本風力発電協会が収集した事業者からのアセスデータ（自主アセス時代のデータを含む）

を含め、環境省の基礎情報データベースと統合し、公的なデータベースの充実を図ることが

求められる。 

第二に、アセス図書は１ヶ月の縦覧期間後、閲覧不可となるのが一般的となっており、調
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査データの共有化や検証が困難な状況であることから、アセス図書を常時閲覧可能にする

とともに、工事等実施後に提出する「最終報告書」を広く一般に公表すべきである。 

なお、著作権問題があるため公表できないなどと言われることがあるが、これは世界の標

準的な考え方からは乖離している。米国のような著作権に厳しい社会でも、アセス文書の公

開は当然のこととして行われている。 

 

表 16 具体的改善策一覧 

行政が取組むべき改善策 

短期 環境基礎情報・データベースの重点的な整備 

対象となる規模要件の再検証 

風力発電の特性を踏まえた参考項目の絞込み 

事業者のリスクやコストの軽減化を伴う迅速化の推進 

中長期 簡易なアセスメントやスクリーニングの導入 

事業者が取組むべき改善策 

短期 環境省の基礎情報データベース整備における協力 

アセス図書を常時閲覧可能にするなど情報公開の推進 

出典：財団作成 
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4. 風力発電の導入拡大に向けた都道府県の政策と役割 

 ドイツ・米国では、風力発電設備の推進とその立地コントロールにおいて、州政府など広

域的な地方政府の役割が大きい。日本においても、風力発電のような分散型の発電設備を各

地域において適切に立地させていくためには、都道府県の役割が重要である。また、風力発

電設備の立地による地域経済への好影響が期待できることから、都道府県にとっては重要

な産業振興政策ともなりうる。そこで、都道府県が自地域の資源を有効活用すべく行う、風

力発電開発に関する政策の実態と、その効果・課題などを把握することが重要である。 

 具体的に、都道府県が実施している風力発電開発に関する政策メニューとして、「導入目

標量の設定」「開発可能エリアの特定」「県主導による事業者の公募」「立地市町村との協議」

の 4 つがある。詳細な調査の対象としては、風力発電の導入ポテンシャルが高く、目標設定

を伴うエネルギー計画を策定している北海道と東北 6 県を対象として分析を行った40。 

 

図 17 都道府県ごとの陸上風力ポテンシャル 

 

 

 

出典：環境省（2011b）より財団作成 

 

                                              
40 財団調査によれば、目標設定のあるエネルギー計画等を策定している都道府県の数は、37 にとどまっ

ている(2017 年 3 月 1 日現在)。 
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4.1. 導入目標量の設定 

 北海道と東北 6 県における、陸上風力発電の導入目標量とポテンシャルの比較を示す（表

17）。第一に、全ての道県で、既導入量に比べれば、高い伸び率の導入目標量を設定してい

ることが分かる。目標年次が 2030 年以前の県もあるが、少なくとも 2016 年 3 月末時点の

導入量の合計（124.8万 kW）は、計画が順調に進めば 2030年には 800万 kWを上回ること

が期待できる。 

中でも意欲的な導入目標量を設定しているのが福島県である。福島県の導入目標量は、導

入ポテンシャルの 2倍程度となっており、際立って高い目標設定になっている。福島県は、

「再生可能エネルギーで一次エネルギー供給の 100%を賄う」という高い目標を掲げ、かつ

自然条件を加味したポテンシャル調査の結果を参考にして目標設定を行っている。ただし、

福島県は福島第一原発の事故で容量に空きが出ている東京電力の新福島変電所が活用でき

るという点で、他県に比べて系統接続が有利な条件となっていることに注意が必要である。

秋田県などでは系統制約を考慮して目標を低めに設定しているというコメントも得られて

おり、こうした状況は早急に解消されるべきである41。 

 

表 17 北海道と東北 6県における、陸上風力発電の導入目標とポテンシャルの比較 

都道府県 
既導入量 

（万 kW） 

都道府県目標量 導入ポテンシャル量 

目標量 

（万 kW） 
目標年次 

2020 年 

（万 kW） 

2030 年 

（万 kW） 

北海道 31.9 275.0  2030 153.0 420.0 

青森県 36.6 155 2030 122.6 249.6 

岩手県 6.7 47.6 2020 99.5 202.6 

宮城県 0 4 2020 19.0 38.6 

秋田県 28.1 81 2025 98.3 200.2 

山形県 4.6 45.8 2030 39.4 90.2 

福島県 16.9 200 2030 50.8 103.3 

出典：既導入量は、NEDOデータベースの 2016年 3月時点の数字。導入ポテンシャル量は、

日本風力発電協会（2016）「JWPA Wind Vision Report 〜真に信頼される電源を目指して〜」

から東北電力管内の目標数字を採用（新潟県は除外）。都道府県別の容量への按分は、環境

省（2011b）の都道府県別のポテンシャル量を用いて行った。 

 

 

 

 

                                              
41 北海道も、全国レベルでの需給調整や北本連系設備等の送電インフラの整備により導入可能となる量を

想定しているが、これが実現しない場合の目標量は 56 万 kW に留まる。 



 

57 

表 18 東北 6県における陸上風力発電導入目標量の設定手法 

都道府県 根拠文書（策定年月） 目標設定の考え方 

北海道 北海道省エネルギー・新

エネルギー促進行動計画

【第Ⅱ期】（2016 年 3 月） 

現状で系統接続が可能な量だけではなく、全国レベルでの需給

調整や北本連系設備等の送電インフラの整備により導入可能

となる量を想定。 

青森県 青森県エネルギー産業振

興戦略（2016 年 3 月）  

東京大学が提唱した「トリプル 50」を基本的な考え方として、

熱利用を含む自然エネルギー導入量を設定。FIT の認定状況や

事業計画を踏まえて詳細化。 

岩手県 岩手県地球温暖化対策実

行計画（2012 年 3 月） 

温暖化対策計画の中で目標設定。温対計画の目標は 2020 年に

2005 年比で 29%減。なお、実際の事業の進捗を加味して、2015

年に下方修正を行っている。 

宮城県 再生可能エネルギー等の

導入促進及び省エネルギ

ーの促進に関する基本的

な計画（2014 年 3 月） 

温暖化対策の重点施策として、自然エネルギー導入量の目標値

を設定。ただし、温対計画の目標設定が、2010→2020 年：3.4％

減と低く、自然エネルギー導入量も＋27.5％に留まっている。 

秋田県 第 2 期秋田県新エネルギ

ー産業戦略（2016 年 3 月） 

新エネルギー等供給の先進県を目指すというビジョンを掲げ

ている。ただし、現状における電力系統の制約がある中で（系

統問題の解消には 10 年程度がかかるという想定）、実現可能と

考えられる事業計画の積み上げを基本として算定。 

山形県 山形県エネルギー戦略

（2012 年 3 月） 

自然エネルギーの供給基地化という将来像を設定。電源と熱源

の総和として電力換算の発電能力で 100 万 kW を目指す。 

福島県 福島県再生可能エネルギ

ー推進ビジョン（改訂版）

（2012 年 3 月） 

2020 年に県内の一次エネルギー供給に占める自然エネルギー

の割合を約 40％とし、その延長線上に 2040 年を目途に県内需

要の 100％を目指す。電源ごとの内訳、特に風力の目標設定に

当っては、環境省のポテンシャル調査を参照。 

出典：各道県資料より財団作成 
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4.2. 開発可能エリアの特定 

 開発可能エリアの特定は、複数の県で行われている。具体的には、山形県（再生可能エネ

ルギー活用適地調査、2012 年 3 月）、岩手県（風力発電構想、2015 年 3 月）が、風況だけ

ではなく、送電線の実態、土地利用、鳥類の生息状況などを勘案して、具体的な開発エリア

の特定を実施している（図 18）。福島県は風況調査の結果にもとづき、阿武隈山地と沿岸部

を適地とみなし、導入を進めている（図 19）。また、宮城県が、環境省のモデル事業「風力

発電等に係るゾーニング手法検討モデル事業」を実施している。 

 

図 18 岩手県風力発電構想における開発可能エリアの特定（折爪岳北側地区） 

 

出典：岩手県風力発電構想 

 

図 19 福島県の風況調査の結果 

 

         出典：福島県ホームページ 
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(4) 県主導による事業者の公募 

 福島県では、「福島新エネ社会構想」や「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」にも

とづき、阿武隈山地と沿岸部の両方で、仮事業者の公募を行っている42。具体的には、2015

年春ごろから、両地域における風力発電計画を具体化させ、福島県が事業者に委託して風況

調査を実施した後、配慮書を事業者と連名で作成した。更に、配慮書を引き継ぐ仮事業者を

公募・選定し、これらの事業者が本事業者となる予定である。 

 この仮事業者の公募方式は、県と事業者の双方にメリットをもたらしていると評価でき

る。つまり、県側から見れば、例えば、風況調査を最初に行った事業者が、根拠もなく当該

地域での事業実行の権利を主張するようなことがないように歯止めをかけることが可能と

なり、コントロールされた状態で最適な事業者に開発権を委ねることができる。また、事業

者の側からすれば、県が立地の特定及び環境アセスの配慮書作成までを行っているため、開

発リスクと負担を低減できる。ただし、福島県が選定した仮事業者以外の事業者が、公開さ

れている配慮書を活用して環境アセスメント実施のコストを低く抑えながら、後から参入

してくる可能性は完全に否定できない。 

 なお、秋田県が、秋田市・潟上市沿岸部の県有地（保安林）における事業者の公募を行っ

ている。これは県有地を貸し付けての積極的な事例と評価できるが、県有地が適地になって

いる場合に限られる。そのため、福島県の仮事業者の公募方式の方が、より汎用性が高く、

県による事業コントロールを可能にし、高い目標の実現への責任を果たすことできると言

える43。このような積極的な取組が可能になった背景には、福島県自らが風況調査を実施し、

詳細な風況データ（10 分間ごと）を得ているといった点がある。 

 

表 19 福島県主導によるプロセスと事業者の変遷 

段階 A 地点 B 地点 C 地点 沿岸地域 

風況調査 JWE エコパワー ユーラス 東京ガス 

配慮書の作成 福島県、JWE、エコパワー、ユーラス 福島県 

東京ガス 

仮事業者の決定 JWE エコパワー JR 東日本エネル

ギー開発 

選定中 

出典：福島県公表資料より作成 

  

                                              
42 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/enganbu-wind.html 
43 なお、福島県の公募地域のほとんどは国有林であり、福島県から林野庁に説明を済ませている。事業実

施の最終段階では、貸付申請を行う必要がある。 
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4.3. 立地市町村との協議 

 農地や森林における風力発電設備の建設許認可の権限は、基本的には市町村が有してい

る。そのため、これまで見てきた都道府県主導の取組も、最終的には立地市町村や土地所有

者や地域住民等、関連するステークホルダーとの調整や合意形成が必要である。 

 本項で見てきたような、都道府県主導の取組の中では、例えば、山形県は、適地調査にお

いて、農振除外を行ったことによる導入量の拡大効果を検討している（図 20）。しかし、あ

くまでも調査を「導入の呼び水」と位置づけ、事業者からの問い合わせを受けるのみに留ま

っている。 

また、岩手県は、導入構想に基づき、立地予定の自治体を交えた「風力発電導入構想連絡

会」を実施している。開発事業者との交渉は自治体が行っているが、予定地が複数の自治体

にまたがることもあり、自治体間の情報共有の場として機能している44。 

 

図 20 山形県における開発可能エリアの特定 

 

出典：山形県再生可能エネルギー活用適地調査 

                                              
44 関係市町村へのヒアリングによる 

17 

 

 

 

図 2-10 適地マップ（短期施策 実施後：農業振興法の柔軟運用）（マップ〔3’〕） 

適地 3  

適地 4  

適地 5  

適地 6  

適地 7  

事業性が高い 

※当図は一定の資料に基づいて風力発電の適地として想定される範
囲を示したものであり、直ちに事業化が可能であると確認された
地域を示すものではないことに留意を要する。 

適地として抽出したエリア 

■農業振興法の柔軟運用 
➔庄内地域で多く の区画が出現 

日向川河口部 

最上川河口南部 

酒田市中央部 

最上川沿岸部 

庄内町中央部 

※背景地図は、国土交通省の「国土数値情報」、日本スーパーマップ株式会社の「SuperBaseMap25000」

を元に作成したものである。 
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4.4. 求められる自治体の積極的な役割 

 近年、都道府県が独自に自然エネルギーの導入目標量を設定するようになり、今回、調査

を行った北海道及び東北 6 県では、既導入量に比べて、全ての道県が高い導入目標を掲げて

いることが確認された。特に福島県は、自然エネルギーで一次エネルギーを 100％賄うとい

う目標を掲げており、それに伴い、風力発電についても高い目標設定が行われている。ただ

し、現状では接続可能量が制限されていることが、高い導入目標量を設定することをためら

っている県もあるということも明らかになった。また、風力発電開発に関する知識や経験が

道県に蓄積され、自然条件を考慮した環境省ポテンシャル調査の結果が積極的に活用され

るなどすれば、今後の導入の加速化が期待できる。 

 その中で、福島県が行っている仮事業者の公募方式は、詳細な風況調査に基づき、環境ア

セスメントプロセスにおける配慮書の作成までを行っている点で、他県にない踏み込んだ

施策となっており、評価できる。海外との比較で言えば、特定した開発可能エリアにおいて

風力発電の建設を可能にするために、ドイツでの B プランの改正を行う時や、米国でのゾ

ーニング条例の改正時に、環境アセスメントを実施していることとも類似する方法とも言

える。 

 

図 21 地域の風力発電開発支援のあり方 

 

 

出典：総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー導入促進関連制度

改革小委員会（第 9 回）資料「再生可能エネルギーの導入拡大に向けた施策の方向性につい

て」 

 

 国レベルでも、こうした取組と方向性を同じくする施策が現れている。まず環境省は、

2015 年度から「風力発電等に係るゾーニング手法検討モデル事業」を実施しており、宮城

県が同事業を活用している。また、経済産業省は、2016 年 4 月の FIT 法改正と同時に発表

した、今後の施策の方向性を示す資料の中で、風力開発ポテンシャルのある「導入促進エリ
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ア」を設置し、「自治体（国の関係機関を含む）、地元関係者、発電事業者等が参画し、当該

地域における規制等に係る円滑な調整、地域還元等について、検討を進める仕組みの構築を

図っていく」としている（図 21）。 

こうした施策の方向性は、地域の風力発電事業者の支援策として有効だと考えられるが、

福島県の事例で見たように、風況調査や環境アセスメントにおける配慮書の作成等で、地方

自治体が積極的に関与することで、開発プロセスのリスクを更に低減できる。したがって、

今回の調査で明らかになった都道府県の取組の実態を踏まえ、地域単位で積極的な風力発

電開発が着実に進展するように、具体的な取組を進める必要がある。 
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おわりに ～導入加速化のための制度改善の方向性～ 

ドイツや米国のような導入加速化を実現するためには、系統接続の制約解消やコスト低

減化とともに、これまで見てきた土地利用制度や環境影響評価制度をはじめとする法制度・

規制のあり方や運用を適切に見直していくことが重要となってくる。 

本報告書の最後に、これまでの制度的議論からみえてきた重要ポイントを再整理した上

で、日本の風力発電の導入加速化に向けた、制度改善の方向性について、以下の 3 点を指摘

する。 

 

1）現行制度での改善に向けた取組みを着実に進める 

本報告書で見てきたように、遅ればせながら日本でも、風力発電設備を適切に導入するた

めの社会的なイノベーションが始まっていることが明らかになった。 

例えば、福島県の取組がある。国や都道府県が掲げる風力発電導入目標が概して低いなか、

福島県は 2030 年 200 万 kW という高い目標を掲げている。また、「福島新エネ社会構想」や

「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」にもとづき、阿武隈山地と沿岸部の両方で、県

主導による風力開発事業者の公募を行っている。福島県が行っている仮事業者の公募方式

は、詳細な風況調査に基づき、環境アセス手続における配慮書作成までを行っている。 

国レベルでも新たな動きが出てきている。経済産業省が 2016年 4月の FIT法改正と同時

に発表した今後の施策の方向性を示す資料の中で、風力開発ポテンシャルのある「導入促進

エリア」を設置し、「自治体（国の関係機関を含む）、地元関係者、発電事業者等が参画し、

当該地域における規制等に係る円滑な調整、地域還元等について、検討を進める仕組みの構

築を図っていく」としている。 

上記以外にも本報告書で取り上げた環境アセス迅速化実証事業や農山漁村再エネ法の取

組みなど、現行制度に立脚しながらも改善を図ろうとする動きが徐々に進み始めている。自

治体レベル、国レベルでの取組みを着実に進めつつも、本報告書で指摘したような現状・課

題を適切に把握し、運用面での改善を図っていく必要がある。 

 

2）風力発電のベネフィットを最大化し、導入が更なる導入を生む好循環の創出 

地域に多くのベネフィットがもたらされることが認知され、電源としての公益性が認め

られれば、規制のハードルが下がる、あるいは法制度の中で風力発電が明確に位置づけられ

る、といった前向きな結果がもたらされうる。ドイツや米国においても、必ずしも最初から

制度が整っていたわけではなく、ベネフィットや公益性が認められたからこそ、国や州が高

い目標を設定し、地域が経済効果等のベネフィットを期待して導入を後押しすることで、導

入が更なる導入を生む好循環が創り出されたといえる。 

風力発電がもたらすベネフィットを最大化し、公益性の認められる電源へと変えていく

ことで、既存制度の運用面における早期改善、あるいは中長期的に根本的な制度見直しの議
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論につなげていく道も開けてくる。これらの実現には、事業者に大きな役割が求められる。

事業者は、環境面、社会面、経済面において、風力発電がもたらすベネフィットを最大化す

るよう努めるとともに、立地地域や関係する行政部局等に対し、どれほどのベネフィットが

もたらされるかを定量的に示す必要があろう。また、過去の成功事例などを参考に、風力発

電の地域メリットの創出・還元の手法や立地地域の理解・共感を得るためのアプローチのあ

り方などについて、整理・検討することも重要となってくるだろう。 

 

3）導入拡大と影響最小化をバランスさせる制度への見直し 

風力発電の導入が進んでいるドイツや米国では、土地利用規制の中で、風力発電設備につ

いても、適切な立地への誘導が行われている。また、自然エネルギー導入に対する高い目標

が州や自治体レベルで設定されつつあり、初期段階では必ずしも適切な位置付けや規制の

なかった風力発電設備に対して、適切な規制へと見直す動きが見られる。加えて、土地利用

制度におけるゾーニング変更等のプロセスの中に、事業計画・構想段階の環境アセスが含ま

れていることが、事業ごとの環境アセス手続の簡素化に貢献している。例えば、風力発電の

開発可能エリアを自治体が設定するドイツでは、計画段階（エリア特定段階）において、そ

れに伴うアセスメントが地方自治体により行われている。これらの諸国では、環境アセスメ

ントが合意形成促進のためのコミュニケーション手段として使われている。 

このように導入の進んでいる国では、情報公開と参加を基礎に、行政が主導的に立地誘導

や環境アセス手続の簡素化を行い、時間やコストといった負担を軽減している。いずれの国

も土地利用や環境影響を軽視しているわけではない。風力の導入拡大と環境面・社会面の影

響最小化をバランスさせるために行政が率先して役割を果たしているのである。 

また、本来、風力発電はその特性上、農業との共生が可能であり、実際、日本においても

複数の共生事例が存在する。単に農地への影響が少ないだけでなく、農家の所得や農業経営

にとってプラスとなる風力事業が営まれている。風力の導入拡大のみならず、農業再生に資

する取組として共生のあり方を今一度問い直すべきである。こうした農業とエネルギー創

造の共生は、持続可能な社会づくりに向かう、将来性ある道である。 
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