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説明の趣旨 

 バイオマス発電事業を起業するに当たり、経営の健全な運営、継続的な定
格運転をいかにして行うかについて、私どもの経験を基に説明をさせて頂き
ます。あくまでも参考としてとらえて頂ければと考えております。 

実際に発電所の稼働までに必要な時間は、３年～４年は必要です。この期
間での作業内容は膨大であり、様々なリスクについて、その対応、対策案を
講じなければなりません。この事業は、社会的に責任の重い事業であり、誰
もが簡単に起業して開業ができるものではないと思います。思うがゆえに、
起業を考えておられる皆様方には、失敗しないために必要なことを伝えられ
ることを願い、今回の講演を行う次第です。 

 このように、発電事業を行うための、３年、４年の間に行う全ての作業を３
時間で説明するには無理があり、責任ある説明をするために、今回は、２部
構成で行いたく、第１回目については、事業決定に至るところまでの説明を
行いたいと思います。 
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検討プロセス 項 目 詳細項目 

STEP １ サイト情報 有望情報の入手 

STEP ２ 基礎情報入手・確認 

情報のスクリーニング（実状にあった目論見の検討） 
①規模・立地環境の調査、確認 
②法規制調査（法・条令等） 

報告取り纏め、FS参加検討 

STEP ３ 
事業性評価 
（FS調査） 

別紙 

STEP ４ 発電事業開発 

①実施設計 
②各部詳細設計 
③認定・法規制の対応 

STEP ５ 発電所運用 
①運用支援（燃料調達支援、環境教育等） 

②技術支援（設備の保守、各種トラブル対応） 

バイオマス発電事業化プロセス 
バイオマス発電事業開発手順‐1 

1．何のために事業を行うのか。（事業の基本方針） 

2．基本方針の策定に基づき、目標を確定し、サイトの検討を行う。 

  （雇用の確保、人材教育、税収の増加、関連事業者の発展、環境教育等） 

3．事業計画立案（事業スキーム） 

4．系統事前相談 

5．事業性調査（事業決定判断） 

6．事業実施計画策定 

7．事業用地の選定（事業計画立案時に目安を付け、基本情報を整理） 

8．地元行政調整（首長面談・関係各部説明会開催） 

9．計画地周辺調整（周辺地域への根回し） 

10．土地調査（測量・地質調査・土地履歴・地主・関係法令等調査） 

11．地域説明会（行政と連携開催） 

12．燃料調達計画策定 

13．生活環境影響調査・条令アセスメント 

14．土木工事設計図面作成 
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バイオマス発電事業開発手順‐2 

15．土地開発協議 

16．プラント設備工事仕様書作成 

17．付帯設備工事仕様書作成 

18．系統連系協議 

19．設備・工事見積 

20．系統連系申込み 

21．ＦＩＴ申請 

22．事業収支の見直し 

23．資金調達準備 

24．プラントメーカー選定 

25．ＥＰＣ商務条件協議 

26．プラント基本設計 

27．Ｏ＆Ｍ協議 

28．事業収支確定 

29．各デューデリ開始 
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バイオマス発電事業開発手順‐3 

30. ＥＰＣ契約 

31．工事計画書作成 

32．造成工事 

33．土木工事 

34．発電プラント工事 

35．付帯設備工事 

36．運転員教育 

37．各種規定書作成 

38．試運転開始 

39．商業運転 
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事業予定地のポイント 

発電用地の選定 

考慮するポイント 

・土地面積 

・系統位置（接続の可否・系統距離等） 

・都市計画法（建ぺい率、容積率）、地域指定など 

・地形、地質地盤 

・水源（工業用水、上水、地下水、河川水、その他） 

・排水（道路側溝、公共下水、河川、海等の排水条件・権利者との協議） 

・周辺環境（民家、学校、病院、福祉施設） 

・道路環境 

・地域環境（地域産業、工場等） 

・バイオマス資源の状況（賦存量等） 

・他のバイオマス発電計画情報調査 

・地元行政の取組状況（再生可能エネルギー関連） 

・地主数及び土地履歴状況 
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事業用地の選定 

土地の利用形態により事情は異なりますが、民地利用の場合、一般的にそ
れなりの面積が必要になりますので、複数の地主が存在します。予定する
土地情報の収集を行い、要になる地主を特定し事前の相談を行う。 

相談の内容としては、土地の取り纏めのための地権者会の設置、地権者へ
の事業説明会開催の依頼等の取り纏めをお願いする。同時に、行政側へ企
業誘致としての確認を行い、地権者会、地権者への事業説明会への行政参
加の確認を行う。さらに、地域の振興会などへの事業説明を行うことも重要
になります。利害関係者とのコミニュケーションはしっかり取ることが大切で
す。 
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事業計画の立案 

計画地の基礎情報を基に計画を策定（暫定計画書） 

 土地利用面積、燃料の種類・調達量、熱及び温水利用の可能性を考慮し
た計画書を作成。特に、利用するバイオマス燃料については、発生源がどこ
にあるのか、その利用はどうなっているのかなどを徹底的に調査を行うこと
が何よりも重要と考えられます。この部分は、確実に調査を行わないと後の
作業に支障をきたすことになり、事業の中止を余儀なくされることになります。 

バイオマスの発生源の例として考えられるのは、高速道路の管理によって
発生する支障木や電力会社が管理する送電鉄塔の支障木、鉄道事業者が
管理する線路周辺から発生する支障木などや地域の公園、道路の維持管
理から発生する剪定枝、果樹園から発生する剪定枝、森林資源などその他
さまざまなバイオマスが考えられます。いかに効率よく収集ができ、加工でき
るのかを考え、提案を行い、供給側、利用する側（発電事業者）の相互のメ
リットを見出すことができるのかが大きな要因になります。 
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事業性調査の考え方 

 ここでは、事前基礎情報の段階で、事業の可能性を見出し、事業ありきの
前提で事業性調査を行う。予定する発電事業者が事業決定のための調査
報告書として取りまとめる。ここで取り纏める報告書は、事業者の投資決定 

及びファイナンス組成前のデュ－デリを行うために必要な内容を盛り込んだ 

事業性可能調査報告書（ＦＳ）を作成する内容について次の項に示します。 
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事業性調査内容‐1 

1． 発電事業及び計画地の概要 
1 発電事業の概要 
2 計画地の概要 
3 対象エネルギ－の選定（地域材） 
4 対象エネルギ－の選定（輸入材） 
5 対象エネルギ－の分布及び発生状況調査(地域材) 
6 対象エネルギ－の分布及び発生状況調査(輸入材) 
7 調査手法・調査地点（地域材） 
8 調査手法・調査地点（輸入材） 
 
2．調査の評価 
1 賦存量・利用可能量の算出（地域材） 
2 賦存量（地域材） 
3 可採量（地域材） 
4 利用可能量（地域材） 
5 ヒアリング調査（地域材） 
6 賦存量・利用可能量の算出及び報告書（輸入材） 
7 調査結果報告書（地域材、輸入材） 
8 調査内容・算出等の評価 
9 結果の評価・検討 
 
3．発電事業の計画 
1 事業計画書 
2 設備計画書 
3 環境調査（項目の検討及び現状把握） 
4 事業資金計画書 
5 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法の計画 
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事業性調査内容‐2 

4．事業性の評価 

1 事業形態・運営体制の検討 

2 初期投資額の評価 

3 運転・保守費用計画 

4 発電量の算定 

5 事業リスクの検討と対策 

 ① 技術リスク 

 ② 建設コスト・スケジュ－ルリスク 

 ③ 燃料調達リスク 

 ④ 操業・保守リスク 

 ⑤ 環境リスク 

 ⑥ 社会的リスク 

 ⑦ 再エネ政策（FIT関連）リスク 

6 事業性評価 

 ①事業収支（ＩＲＲ、ＤＳＣＲ、キャッシュフロ－等） 

7 地域活性化への効果の検証 

 

5．今後の具体的なスケジュ－ルと課題の検討 

1 事業工程表 

2 工期に係る課題の検討 
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ＦＳ作成における事業リスクの対応策‐1 

①技術リスク 

 バイオマス発電プラント建設実績のあるＥＰＣコントラクタ－の選定。 

 技術的保証として、発電量、年間稼働時間、発電効率、環境基準の適合。 

 技術や信頼性については、オ－ナ－ズマネジメント体制を確立する。 

  

②建設コスト・スケジュ－ルリスク 

 技術リスクと同様にＥＰＣコントラクターの選定。 

 ＥＰＣ契約において納期保証を明確に規定する、チェンジオ－ダ－の回避 

 を図るべき、範囲と仕様を明確にした契約仕様書の作成。 

 プロジェクトマネ－ジメント体制の確立、スケジュ－ル・コスト管理体制 

 プロジェクトマネ－ジャ－、プロジェクトエンジニア、テクニカルエキスパ－ト 
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ＦＳ作成における事業リスクの対応策‐2 

③燃料調達リスク 

 燃料調達の持続性があり、妥当性の価格で継続的に調達できることが 

 事業継続、収益確保にとって最重要課題になります。 

 燃料構成の検討手順 

 ①サイト周辺（50㎞～100㎞以内）のバイオマス発生状況の把握 

 ②発生バイオマスの利用状況の確認 

 ③主力燃料の選定（4種類程度）、予備燃料の選定 

 ④熱量計算、調達量に応じた発電量の算出 

 ⑤バイオマスの流れを把握 

  発生源→収集→加工→流通→利用者 

 ⑥関係者へのヒアリング（４０カ所程度） 

  ヒアリングシ－トを利用 

 ⑦調達可能量のデータ取り纏め 

  デ－タシ－トを作成 

 ⑧バックアップ燃料の検討 
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④操業・保守リスク 

運転開始後の安定操業に関するリスク 

一般的には、発電設備の保守は、パーツ等の供給体制も含めてＥＰＣコント
ラクターに契約委託することにより、装置故障の事前回避を通して定格運転、
連続運転の確保を図るのがリスク回避に繋がると考えます。連携して、運転
員についてもプラントメ－カ－の系列会社への運転委託が一般的ですが、
発電事業者自らが、日々の運転・日常メンテナンスに関与することが重要と
考えます。すくなくてもオペレ－ション要員の３/１は、発電事業者の中から 

選任し、ＢＴ主任者や電気主任者と連携して運転継続を担保することが望ま
しいと考えます。発電所の安全・安心は発電事業者自らがかかわってい行く
ことが地域の信頼につながることになります。 
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⑤環境リスク 

発電所周辺への環境影響に関するリスク 

計画サイトにおける行政判断により、条令アセスメントの対象になる場合は 

手順に従い、方法書の作成縦覧、準備書の作成縦覧、評価書の作成縦覧
を行い、工事着手に成ります。この場合、公に周知されるため比較的大きな
反対もなく（逆の場合もあります）計画を進めることができます。しかし、専門
家の意見として厳しい環境保全措置の対応を迫られるケースもあります。 

また、アセスメント対象事業外の場合、発電所の操業による環境変化が生じ
た場合、発電所の稼働前の環境状態を把握しておく必要があります。このた
め、事業者としては、自主アセスメントの実施を行うことが必要です。この場
合、どの項目の調査をするのかを決め、決めた内容については、一応、地
元行政に報告を行います。他に行政側から追加項目があれば可能な限り、
対応をする。後に締結する協定書の締結がスムーズにいきます。 

新たに発電所を作ることは、現状の環境を維持することはできませんが、最
小の環境負荷での運転・操業を行うことは可能です。このことを地域に正直
に伝えることが大切です。 
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⑥社会的リスク 

発電事業に伴う、利害関係者（地域住民、地域のバイオマス供給事業者、
物流業者、行政等）への事業説明・意見聴取会の実施を着実に進めること
が重要になります。バイオマス発電事業にとって地域との連携は何よりも大
切であり、利害関係者が受ける恩恵（その逆もあります）や地域としての雇
用機会の増大（直接的・間接的）などを明確にしていけば比較的理解は得や
すいことになります。また、これらの恩恵は一部の利害関係者だけではとの
意見も想定されます。この場合、地域のエネルギーとしての利用構想の提
案により、多くの地域住民の利益につながる材料になります。 

例．地域エネルギーの利用を行政が行うことにより、新たな住民サービスの
一つに組み込むことができる。例えば、高齢福祉施設や生活保護世帯に対
し、規定量の電気を供給することなどのサービスが考えられる。 
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⑦再エネ政策リスク 

再生エネルギーの導入を進めていくことは、政府の重要課題であり、２０１４
年４月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、これまでのエネル
ギー基本計画を踏まえて示した水準（電源構成比の２１％）を更に上回る水
準の再生可能エネルギーの導入を目指すことが明記されている。 

しかし、バイオマス発電においては、課題もあります。 

買い取り価格については、特に買取区分について小規模バイオマス発電と
大規模バイオマス発電との区分、国産バイオマス燃料と海外バイオマス燃
料による利用区分などが想定できます。また、バイオマス発電は、計画から
稼働までの時間がかかることによるリスクがあります。買取価格の一定期間
維持が望まれます。 

現在のＦＩＴ申請についても地域の実情を考えると認定事務は設置する都道
府県に移譲することにより、一部の地域に計画が集中することを回避できる
と考えられる。 
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その他の考慮すべきリスク 

１．一般リスク 

 １）物的損害（火災、落雷、爆発、地震等による施設への直接的ダメージ） 

 ２）人的損害（発電所内における作業員のけが・死亡等） 

 ３）利益喪失（物的損害等による発電施設の操業中断） 

 ４）損害賠償責任（施設の管理・運営上の過失に起因し第三者へ損害を与 

   えた損害の賠償責任） 

２．ビジネスリスク 

 １）売電価格の変動（想定外の変動等） 

 ２）借入金利の変動（各種資金調達契約書に規定される変動等） 

 ３）燃料供給不足（バイオマス燃料発生量の減少、供給事業者の淘汰等） 

 ４）発電量不足（燃料供給不足や発電プラントの性能不足等） 

３．建設期間中リスク 

 １）物的損害、人的損害による工事遅延による操業開始遅延 

 ２）建設業者の倒産によるＥＰＣ契約の不履行 

 ３）建設業者の技術不足による不完全な施設、能力不足等 

 ４）建設資材の高騰による資材の調達コスト増加、人件費、労務費の増加等 
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事業推進体制の整備 

１．開発、地域調整担当 

 １）地元調整 

 ２）行政調整 

 ３）法・条令に基づく許認可・届出 

２．燃料調達調整担当 

 １）各種データー作成 

 ２）供給先管理 

３．プラントマネジメント 

 １）プラント仕様書作成 

 ２）環境規制、環境保全対策 

 ３）EPC対応 
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行政調整 

事業実施計画が固まったタイミングで地元行政への事業説明を行う。一般
的には、産業企画課や企業誘致を担当する部署へ説明し、関係各課への
徴集をかける。同時に首長の参加をお願いする。 

事業の概要説明と、事業の効果などの説明を行う。その際、地域での事業
説明会開催については行政側と事業者側との連携開催をお願いする。 

また、行政、地域、事業者における協定書の締結についても協議を行い、そ
の手順に沿った作業を行うための協力体制を構築する。同時に、行政と事
業者間において覚書をかわすことが重要になります。 

想定する行政への期待事項 

１．土地の取り纏め協力 

２．地域への事業協力要請 

３．事務手続きのスピード化 

４．県、国への窓口利用（補助金等） 
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燃料調達計画策定－１ 

 先に既述したようにバイオマスの賦存量の把握を行う。その際、対象とす 

るバイオマスのメニューをより多く用意することにより選択の幅を広げる。 

例えば、未利用材（C材・D材の幹チップ、枝チップ、バークチップ）一般木材 

（ C材・D材の幹チップ、枝チップ、バークチップ）廃棄物由来（公園剪定枝

チップ、道路管理剪定枝チップ、市町村が収集する木くずチップ等）その他、
果樹剪定枝チップ、コーヒーかす、茶殻、その他農業廃棄物などが考えられ
ます。計画地域内にどのようなバイオマスが存在しているのか、その発生量
を調査し、利用可能なバイオマスを選択し、その発生量と利用可能量を調査
します。また、選択したバイオマスの利用状況も確認する必要があります。 

これらの情報を基に、自らがその内容について供給先へ行き、確認を行う。
バイオマスの種類ごとの利用可能数量のデータを作成し、調達先データと合
わせて調達概要を作成する。この場合、地図を作り、計画地を中心にそれぞ
れ距離ごとに供給先を点に示すことにより、調達状況が分かる。 
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燃料調達計画策定－２ 

燃料調達計画策定手順 

１．計画地周辺にあるバイオマスの種類をピックアップ 

２．各バイオマスの発生量の調査（月・季節） 

３．各バイオマスの利用状況調査（価格・継続性・物流等） 

４．各バイオマスの発生から利用するまでの流れを確認 

５．各バイオマスの供給事業者へのヒアリング（供給意思確認・状況把握） 

６．各バイオマスの供給事業者概要書作成（企業データ） 

７．データ表作成「バイオマスの種類（FIT区分）・扱量（月別）・供給予定量・ 

  利用状況・施設状況・許認可状況・団体認定状況・事業者名・所在地・ 

  物流・距離」 

８．地図作成（発電所位置・供給先（10㎞、20㎞、30㎞、40㎞、50㎞、・・・、 

  100㎞の範囲における）位置） 

23 

燃料調達計画策定－３ 

９．バイオマス燃料の性状・品質・熱量データ作成 

  １）品質規格 

  ２）熱量分析 

     ◎バイオマスの種類別 

     ◎季節別 

１０．供給事業者への定期的な訪問 

  １）関係強化 

  ２）状況把握（取扱量等） 

  ３）情報収集（他業者、業界関係の動向） 

  ４）提案（設備投資等） 

１１．供給確認書取得 

  １）供給契約準備（契約時期・契約内容・契約の種類） 

  ２）調達・供給マニュアル作成（加工~積込、搬入~受入） 

24 
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添付資料 

１．覚書サンプル（事業者と地元行政） 

２．ヒアリングシートサンプル（供給事業者向け） 

３．燃料調達データサンプル 

４．事業工程書サンプル（事業全体スケジュール） 

５．自主アセス要綱サンプル（調査項目・予測・評価及び対策） 

６．事業スキームサンプル 

７．生活環境保全協定書サンプル 

25 26 

バイオマス発電事業に係る覚書 
  
  

○○市（以下「甲」という。）と○○バイオマス発電株式会社（以下「乙」という。）は○○
市内で取り組むバイオマス発電事業を円滑に進めるための連携・協力に関し、次のと
おり覚書を締結する。 
  
（覚書締結の趣旨） 
第1条 本覚書は、甲及び乙が、○○市地域におけるバイオマス発電事業の成就に向

けた様々な取り組みに対し、それが円滑に進められるよう連携・協力することを定めと
する。 
（連携・協力の内容） 
第2条 甲及び乙は、次の事項についての連携・協力を推進するものとする。 
（1）甲は、乙へ計画予定地の情報提供(○○市情報公開及び個人情報保護に関する
条例により非公開とされているものを除く。)ならびに計画土地取得に協力を行う。 
（2）乙は、計画予定地ならびに周辺住民への説明及び同意確認を行う。 
なお、甲は説明、同意に際して連携して取り組む。 
（3）甲及び乙は環境データ(既存観測データを含め)の情報交換を行い当 
該地の環境保全に努める。 
（4）条例変更などの問題がある場合は速やかに協議を行い、最善の方法の 
検討を行う。 
（5）乙は、○○市内で発生する木質バイオマスを優先的に利用する。 

27 

（連絡会などの開催） 
第3条 甲及び乙は、必要に応じて連絡会などを開催するものとする。 
（守秘義務） 
第4条 甲及び乙は、連携事業の実施にあたり、互いに提供された情報を第三者に開
示、または、漏洩してはならない。ただし次の情報を除く。 
（1）情報提供のときに、既に公知であった情報、または、既に第三者が保 
有していた情報 
（2）情報提供後、情報を受けた者の責によらず、公知となった情報 
（3）秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報 
（4）甲または乙が独自に作成した情報 
2 前項の守秘義務は、本覚書終了後も継続する。  
  
（協議解決） 
第5条 本覚書に定めのない事項、または本覚書の条項の運用にあたり疑義が生じた
事項については、甲乙共、誠意をもって協議の上解決する。  
  
この覚書の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ1通保持するものとす
る。   
平成○○年○○月○○日 
 
                        甲 
                        乙 
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供給事業者ヒアリングシート 

作成者  ●●        

□ 木材市場 □ 廃棄物処理業者 

□ 製材工場 □ 原木販売 

□ チップ加工工場 □  

供給事業者概要 

作成日時   H 26  年  10  月  27  日    AM  PM   14 ： 00   

事業者名 株式会社●●● 

施設所在地 新十津川町●●● 

連絡先   

担当者   

燃料区分  □ 一般木材   □ 一般廃棄物  □ 未利用材 

FIT認定  □ 認定取得済    □ 手続中    □ 不要 

施設仕様 

形態  □ 屋内  □ 屋外（ 屋根 □ あり □ なし  囲い □ あり □ なし ） 

破砕機  □固定式  □移動式（横入・送込）  □タブグラインダー  組合：モロオカタブ   

土場状況  □舗装・コンクリート  □土・砂利 

処理能力                35      T/時   T/月   T/年 

スクリーンサイズ            20～50      mm  インチ 

磁選機  □有り （      箇所）  □無し  

金属探知機  □有り （      箇所）  □無し  

篩選別機  □ロータリー式  □移動式  □トロンメル  □その他（         ） □無し 

規格外対策  □オーバーサイズ再破砕  □対策なし 

利用状況   

販売先状況   

供給可能性             

取扱数量 4万～5万t 

備考   

A B C D E 
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事業スキーム 

 

発電事業者 

 

 
燃料調達事業者 

 

 
地域材調達・管理 

 

売買契約 業務委託契約 

燃料受入 
品質管理 

燃殻加工 
資源化事業 

業務委託契約 

オペレーション 
（運転・日常点検） 

メンテナンス 
（保守・修繕） 

委託契約 

委託契約 

PPS事業者 

売買契約 

30 

供給会社 所在地 
施設概要 設備概要 

敷地面積 建物面積 前保管量 後保管料 処理能力 破砕機 磁選機 篩機 車両 

燃料調達データ－１ 

31 

取扱い実績（単位：ｔ） 供給可能予定数量（ｔ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 

燃料調達データー２ 

32 

生活環境保全協定書サンプル 
  

 ○○市（以下「甲」という）、      地区（以下「乙」という）、及び        株
式会社（以下「丙」という）は、○○市○○地内において行うバイオマス発電事業に関
する生活環境保全について万全を期するため、次のとおり協定する。 
  
  
第１条（基本理念） 

 丙は、事業活動によって発生する生活環境保全について社会的責任を有し、また
甲、乙及び丙は、住民の健康の保護及び生活環境の保全に責務を持つことを相互
に強く認識すると共に公害の防止に最善の努力をなすものとする。 
  
第２条（基本対策） 

丙は、地域住民の健康の保護と生活環境の保全を図るため、環境関係諸法規を遵
守し、最新最良の技術及び機器の採用に努め、発電施設の操業等により公害が生
じないよう万全の防止対策を講ずるものとする。 

丙は、甲、乙及び○○県が行う生活環境保全に関する指導、調査及び資料の提出
要請について積極的に協力するものとする。 

丙は、発電施設の建設及び操業により、他に被害を与えたときは、速やかに対応す
ると共に、防止措置を講じ、その損害を賠償するものとする。 
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第３条（施設の整備等） 
 丙は、施設の整備等について、次の各号のとおり措置するものとする。 
公害及び災害が発生しないように最も合理的な施設を完備する。 

公害防止施設を設置するときは、適切かつ十分な施行をし、その機能を発揮しう
るよう配慮するものとする。 

発電施設設備のうち公害に関係ある施設について増設又は改善するに当たって
は、あらかじめ生活環境保全計画を提出するものとし、甲、乙及び○○県及び
○○市の指導等があったときは、これを尊重するものとする。 

発電施設については、細心の注意を持って維持管理にあたり将来にわたって公害
の未然防止に努めるものとする。 
  
第４条（大気汚染防止対策） 
 丙は、大気汚染防止について、次の各号のとおり措置するものとする。 

ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ダイオキシン類の排出基準は、
○○県及び○○市が定める排出基準のとおりとする。 

設備の故障その他の原因により、前号の排出基準に適合しなくなったときは、直ち
に必要な措置を講ずるものとする。 

煙突出口における、ばい煙濃度等を定期的に測定し、その結果を記録しておくも
のとする。 

34 

第５条（粉じん防止対策） 
 丙は、粉じん飛散防止対策について、次の各号のとおり措置するものとする。 
木質ﾁｯﾌﾟ燃料の運搬にあったては、シート等で飛散防止するものとする。 
屋内式保管場を採用するものとする。 

燃え殻の保管及び搬出にあたっては、密閉された設備や天蓋車等を使用するも
のとする。 
  
第６条（水質汚濁防止対策） 
 丙は、水質汚濁防止対策について、次の各号のとおり措置するものとする。 
プラントからの排水は放流基準を遵守し放流するものとする。 

事業活動に使用する施設から排水される雨水については、施設の側溝から放流
する。 
生活排水については、浄化槽を設置するものとする。 
  
第７条（騒音防止対策） 
丙は、騒音防止対策について、次の各号のとおり措置するものとする。 

送風機等から発生する敷地境界線における騒音の規制基準は、騒音規制法に定
める規定値のとおりとする。 

前号の基準を維持するため、防音カバー、防音壁、吸音装置その他適切な防音
装置を設置するものとする。 

35 

第８条（振動防止対策） 
丙は、振動防止対策について、次の各号のとおり措置するものとする。 

敷地境界線における振動の基準値は、振動規制法に定める規定基準値のとおりと
する。 

前号の基準を維持するため、振動の発生する機器については、強固な基礎上に設
置するなど適切な対策を講ずるものとする。 
  
第９条（悪臭・飛散防止対策） 
丙は、悪臭防止対策について、次の各号のとおり措置するものとする。 

燃料保管に使用する施設については、悪臭の漏洩及び飛散の恐れのない構造とし、
その施設   の整備点検を十分に行うものとする。 

前号の措置にもかかわらず、悪臭及び廃棄物の飛散により付近住民に影響を与え
る場合は、悪臭・飛散防止施設の設置等適正な措置を即日又は、期限を決めて講じ、
その結果を甲及び乙に報告するものとする。 
  
第１０条（地下水対策） 
丙は、地下水対策について、次の各号のとおり措置するものとする。 

発電施設の操業により、周辺地域住民の地下水の利用に支障が生じないよう努め
るものとする。 

発電施設の操業により、生活用水に支障をきたす場合は、丙の地下水取水を制限
するものとする。 
丙は、取水を制限することが困難な場合は、別途水源を確保するものとする。 

36 

第１１条（廃棄物処理対策） 

丙は、発電施設の事業活動によって生ずる産業廃棄物については、関係法令を
遵守し、自らの責任において、これらによる公害または環境汚染を生じさせないよ
うに適正に処理するものとする。 
  
第１２条（災害防止対策） 

丙は、火災、爆発等の災害防止については、消防法（昭和２３年法律第１８６号）
その他関係法令を遵守し、災害の防止に万全を期するものとする。 
  
第１３条（事故時の措置等） 

丙は、当該発電施設において、故障、破損その他の事故により公害が発生しもし
くは発生する恐れのあるときは、直ちにその事故についての応急の措置を講じ、
かつ、その事故を速やかに復旧するものとする。 

丙は、前項の場合は、直ちに甲及び乙に連絡し、その事故について講じた措置の
内容を報告するものとする。 
  
第１４条（公害苦情の処理） 

丙は、発電施設の操業に伴って生じた公害に関する苦情の申立があったときは、
誠意をもって当該苦情の解決にあたるものとする。 
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第１５条（公害担当機構） 

丙は、公害防止のための対策を積極的に実施するため、事業所内に公害担当機
構を設け公害の未然防止に努めるとともに、公害が発生する恐れのある事態に対
処するよう努めるものとする。 
  
第１６条（関連事業者に対する指導） 

丙は、関連事業者に対し、環境の保全について積極的に指導及び監督を行うもの
とする。 
  
第１７条（報告及び調査） 

丙は、定期的に測定した、ばい煙濃度等の測定結果を、甲及び乙に報告するもの
とする。 

甲及び乙は、生活環境保全のため必要な場合は、丙に報告を求め、また、当該発
電施設内に立ち入り、必要な調査をすることができるものとする。丙は、甲及び乙
から当該要請があった際には、これに速やかに対応する義務を負う。 

甲及び乙は、前２項の規定により報告された事項及び立ち入り調査の結果を公表
することができる。 
  
第１８条（協定違反の措置） 

甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、丙に対し、期
限を定めて当該違反事項の改善その他必要な措置を講ずることを指示することが
できるものとし、丙は、これに誠実に従うものとする。 

38 

第１９条（被害の補償） 

丙は、発電施設の操業に伴い、自らの責に帰すべき事由により公害が発生した場合、
丙は直ちに、甲及び乙にその報告をする義務を負う。第三者に被害を与えた場合に
は、誠意を持って直ちに被害状況を調査し、責任をもってその被害について補償し、
その経過等を甲及び乙に遅延なく報告するものとする。 
  
第２０条（車両の通行） 

 丙は、発電施設の事業活動によって生じるバイオマスﾟ燃料の搬入の車両運行に
ついて、次の号により措置するものとする。 

バイオマスﾟ燃料運搬車両の通行については、施設周辺住民の通勤通学の時間帯
は行わないよう努めるものとする。 
  
第２１条（交通対策） 

丙は、発電施設の操業に係る運搬車輌等の通行に関して、路上待機の禁止等の交
通安全対策を実施するとともに、発電施設内に駐停車する車輌の原動機を停止する
ことにより、騒音、排気ガスによる大気汚染等を低減するものとする。 
  
第２２条（情報公開と立入） 

丙は、環境調査結果及び公害関係施設の維持管理に関する情報等を、管理事務所
内にて閲覧できるようにするものとする。 

丙は、甲、乙及び地域住民の求めに応じ、安全を確保した上で発電施設内の立入を
認めるとともに、公害関係施設を積極的に公開することとする。 
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第２３条（協 力） 

丙は、甲、乙及び○○県及び○○市が行う生活環境保全に関する行政指導、環境
調査及び資料の提出要請について積極的に協力するものとし、甲及び乙は、丙が
行う公害防止に関する環境調査研究等について協力するものとする。 
  
第２４条（承 継） 

丙は、当該発電施設事業を譲渡するときは、譲受人がこの協定に基づく義務を承継
するよう必要な措置を講ずるものとする。 
  
第２５条（協 議） 

この協定書に定めのない事項について定めをする必要が生じた時、この協定書に
定めた事項を変更しようとする時、この協定書の実施に関して必要な事項を定める
必要が生じた時、又はこの協定書に定める事項について疑義が生じた時は、その
都度甲、乙、及び丙が協議して定めるものとする。 
  

本協定の締結の証として本協定書３通を作成し、甲、乙及び丙が署名押印のうえ各
１通を保持する。 
平成○○年○○月○○日 
 
                         甲 
                         乙 
                         丙 
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○○バイオマス発電事業に係る生活環境影響調査 
（自主アセス）の調査概要について 

2014年○○月 
  

＊木質チップ焼却施設の生活環境影響調査において対象とすべき調査事項、調
査対象地域の設定、現況把握、予測及び分析の方法についての基本的な考え方
は以下の内容になります。（主な引用先：廃棄物処理施設生活環境影響調査指
針：平成18年9月 環境省） 
  
（１）調査事項 

調査事項は生活環境への影響に関するもので大気環境（大気質、騒音、振動及
び悪臭）、交通量及び水環境（水質）です。 
  
（２）調査対象地域の設定 

調査対象地域は施設の種類及び規模、立地場所の条件等を踏まえて生活環境に
影響を及ぼす恐れのある地域を設定致しました。 
  
（３）現況把握 
現況把握は既存文献、資料又は現地調査により行います。 

サンプル 



供給データ 2014/12/15 

11 

41 

①大気質 

煙突から排出される排ガスによる影響については寄与濃度が変化いたします。調
査地点としては事業計画地、周辺住居地域内を設定いたします。 
調査項目はＳＯ2、ＮＯ2、ＳＰＭ、ＨＣｌ、ダイオキシン類、地上気象（温度、湿度、風
向、風速、日射量、放射収支量、大気安定度）となります。 

また大気質における既存の文献、資料が十分か否かの判断は、立地場所周辺の
環境を代表し得ると判断される情報が得られるか否かによって行い、当該事業計画
地は一般環境大気観測局（○○局）と同様な周辺大気環境とし、既存の文献、資料
による調査を採用します。 
また、既存の文献、資料との確認として現地調査を*1の調査項目測定を冬季及び
夏季に実施します。 
＊ NO2（二酸化窒素）、SO2（二酸化硫黄）、HCl（塩化水素）、SPM（浮遊粒子状物
質） 
  
②交通量 

当該事業における燃料運搬車両の交通量が県道における寄与率により相当程度
の変化を判断します。「平成２２年度道路交通センサス調査」を元に事業計画地接
続道路の交通量大型車、普通車○○○台、（平日12時間）で、当該事業における当
該運搬車両は４０台（8時～17時）の予定とし、その寄与率○％を評価します。 
*2：「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル：平成8年10月2版 厚生省監修」より
引用 
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③騒音・振動（騒音と振動は基本的に同様な考え方での設定となります） 

事業計画地内の各施設から発生する騒音・振動による影響については、騒音・振動の
大きさが相当程度変化する地域かつ人家等を対象とします。 
その調査地点は事業計画地の敷地境界及び周辺の人家を設定します。 
 現況調査は原則、現地調査とし、平日及び休日について２４時間調査を行います。 

加えて、低周波音及び地盤卓越振動数を設定し、騒音・振動の調査と併せて実施しま
す。  
④悪臭 

 事業計画地内（主に煙突からの排ガス）からの漏洩による影響については周辺の人
家等を対象に設定します。調査項目は特定悪臭物質濃度（22物質）、臭気指数になりま
す。 
 その調査地点は事業計画地の敷地境界（午前、午後の２回）を設定します。 
また調査時期は悪臭濃度が気温による影響が大きいため夏季に設定します。 
⑤水質  

 事業計画地からの放流水（排水）の影響についての調査は放流水（排水）が十分に希
釈される地点までの水域とし、その調査地点は事業計画地外部の海、排水設備等に放
流水（排水）が流入した後、十分に混合する地点及び流入前の地点とします。 
 また調査時期は低水量時（4月頃）、豊水量時（10月頃）を設定しました。 
  分析項目は生活環境項目（pH、ＢＯＤ、ＳＳ、Ｔ―Ｐ、Ｔ－Ｎ、その他）及び健康項目
（環境基準27項目）を設定します：。 

＊なお現況調査における周辺地域の自然的条件及び社会的条件の把握も予測を行う
上で必要な限度で行います。 
※水温、気温、透視度は基本項目として設定致します。 
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（４）予測 

生活環境影響の予測は大気質、交通量、騒音・振動、悪臭及び水質について実
施します。 

また、予測の時期は大気環境及び水環境ともに施設の稼動が定常的な状態とな
る時期を設定します。工事期間中については、自主アセス（国の法アセス、自治
体の条例アセスに満たない規模）では小規模及び時限的なため実施致しません。 
（５）影響の分析 

 生活環境影響の分析は主に現況調査等による予測値と大気環境及び水環境
の環境基準等との整合性を検討します。 
※ 環境基準 → 現況に対する生活環境への影響の把握が必要。 
       → 環境の現状が基準に対して十分低い場所については、環境基準
を用いることは生活環境の悪化に繋がるものとなる。 

既存の資料（同様な事例）を基に影響を考慮致します。また、規制基準値を踏ま
えた自主目標値を設定し周辺環境に配慮致します。 


