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abstract  The environmental impact assessment (EIA) Law implemented in 1999 added the scoping process to EIA 
system. So the urban planning authority or the developer has to prepare the scoping document called “Hoho-sho” and 
written about how to estimate the environmental impacts. Before the environmental survey is started, “Hoho-sho” is 
opened to the public. The Scoping process, which is aimed to get the comments on “Hoho-sho” from the public, has 
not been used effectively.  

To use the scoping process more effectively, “Hoho-sho” may be improved. In this case, we tried improving 
“Hoho-sho” from the different standpoints; personal thought from each standpoint is organized in this report. 
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１．はじめに  
環境影響評価法（以下、アセス法）が1999年に施行され、環

境影響評価法の対象となる都市計画事業については、都市計画法

に基づく都市計画決定の手続より早い段階において、事業の基本

計画に関する情報を公表し、環境影響評価（以下、アセス）を実

施する方法（調査項目、調査方法等）について意見を聴取する手

続 (1)（以下、方法書手続）が設けられた。 
この手続に関与することが多いのは都道府県レベルの自治体

であるが、この手続についての考え方については、担当セクショ

ン毎に違いがある(2)。 
そこで、担当セクション毎の考え方の違いを踏まえ、本報告

事例の方法書の作成時に行った取組みを報告し、この取組みにあ

たった担当者毎にその立場での考察(3)を行うものである。 

２．計画地周辺の状況及び事業計画の概要 
２－１．計画地周辺の状況 
本計画地は、東京都心から約 20km 圏にあり、JR 武蔵野線が

計画地内を通過している。また、周辺には東京外環自動車道、常

磐自動車道、つくばエキスプレス（2005 年開業予定）があり、

交通利便性の高い場所である。また、計画地内及び周辺には、昭

和61年まで利用されていた「武蔵野操車場」（以下、操車場）の

跡地があり、この跡地は(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以

下、鉄道・運輸機構）の所有となっており、閣議決定（1998年2
月）などにより、早期処分を行う土地となっている。 
これを受けて、操車場跡地及び周辺地域の整備について、埼

玉県、吉川市、三郷市、鉄道・運輸機構、都市再生機構、ＪＲ東

日本の６者で検討を行い、吉川市域と三郷市域をあわせた約

400haの整備を想定し、複合多機能都市の形成を目指してきた。 
しかしながら、昨今の厳しい社会経済情勢下において、全域

を一括して整備することは困難であることから、各市域において

まちづくりが必要な先行整備区域を設定し、段階的に整備するこ

ととなった。 
 

２－２．基本計画の概要 
今回報告する事業の基本計画は、整備構想のうち、吉川市域

の先行整備区域の計画であり、計画区域を図 11)に、基本計画の

概要を表11)に示す。 
表１ 基本計画の概要 

名称 （仮称）越谷都市計画事業武蔵野操車場跡地及び周辺

地区土地区画整理事業 
実施区域 埼玉県吉川市大字木売、高富、高久、中曽根、道庭の

各一部を含む区域の約93ha 
土地利用 業務系（工業系を除く、鉄道沿線）、住居系 
計画人口 ９，３００人 

 

図 1 計画区域と基本構想区域 
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３．方法書作成までの経過 
アセス法によれば、都市計画事業については、事業者に代わ

り、都市計画を定めようとする者（以下、都市計画決定権者）が

都市計画の決定をする手続と併せて、アセス手続を行うこととさ

れており（アセス法第40条）、都市計画決定権者は事業者に必要

な協力を求めることができるとされている（同第46条）2)。 
本計画においては、都市計画決定権者である埼玉県が手続を

進めるにあたって、事業者（予定）である吉川市に対しアセス図

書の作成を依頼して、方法書等の図書を作成することとした。ま

た、方法書手続の段階においては、都市計画の決定の手続がなく、

アセスの手続が先行することから、この手続を円滑に進めるため、

都市計画決定の担当課、吉川市、コンサルタント（吉川市委託）、

アセス法に基づき知事意見を述べる担当課の関係者 4 者が打ち

合わせを行い、国等との調整等を行った。その上で、最終的に都

市計画決定の担当課及び吉川市が方法書の内容を決定した。 
なお、吉川市においては、操車場跡地の早期処分の方針など

を受け、吉川市域の操車場跡地と一体となった地域約93ha の整

備計画を策定した上で、事業計画の円滑な推進を環境面から支え

るため当該地域に係る環境の現況調査を、2002年10月から2003
年9月までの１年間行ったという経緯がある。そのため、この現

況調査の結果を活用してアセスを実施したいという意向があり、

現況調査の結果も方法書手続において公表することとした。 
 

４．方法書の特徴及び方法書手続の状況 
４－１．方法書の特徴 
方法書手続の目的は、「アセスの実施方法について意見を聴取

する」ことであることから、方法書には、アセスの実施方法の判

断に必要な事業の内容（以下、事業特性）、事業計画地とその周

辺地域の自然的・社会的状況（以下、地域特性）及びアセスを実

施する項目の案が記載される。また、方法書の活用方法について

は、さまざまな議論が行われている(4)。 
今回、前述の経緯から、地域特性に関する記述が多くなり、

方法書を読んでも、方法書手続の目的がわかりにくくなるという

可能性がある。そのため、本計画の方法書は、本冊（本編、資料

編）と別冊の２冊の構成とし、別冊に現況調査の結果を記載した。

さらに、以下の点について工夫をして方法書を作成した。 
 

（１）分かりやすい記載 
①「地域の概況の把握」の記載 
方法書の中で最も多くページが利用されるため、方法書が読

みづらくなる要因の１つとして、「地域の概況の把握」の記載に

多くのページが割かれていることが挙げられている。(5) 
そこで、今回、「地域の概況の把握」については、本編の1ペ

ージのみで分り易くまとめ、事業者の認識を明らかにすることに

努めた。また、通常記載される内容については資料編に記載した。 
この結果、方法書の本編は44ページとなり、この部分を読む

ことで方法書の主要な部分を把握できるようになっている。 
 

②環境項目の抽出過程の記載 
環境影響評価を行う項目（環境項目）の抽出については、我

が国において環境アセスメントの実施を始めた時からの知見を

基に、各事業を所管する主務省庁が省令を定めており、これを参

考に項目の抽出が行われている。しかし、アセスの本来の意義に

立ち返ると事業特性及び地域特性から考えられる環境に影響を

及ぼす恐れのある要因（環境要因）を抽出した上で、環境影響評

価を行う項目（環境項目）を絞り込むべきであり、その過程を方

法書において説明すべきであると考えられることから、その過程

を説明するため、抽出過程を示す図を作成し、掲載した（図２1））。 
 

（２）方法書作成までの環境配慮を記載 
埼玉県環境影響評価条例に基づきアセスを実施する事業につ

いては、同条例技術指針において、「調査計画書（方法書に相当）

作成までの段階における環境保全措置の検討」について、調査計

画書の記載をすることとしており、これを調査計画書の最後に記

載してきた。今回、これを参考にし、事業特性を記載した後に、

「これまでの環境配慮事項等」としてまとめた。 
これまでの環境配慮事項については、環境配慮のための公的

な計画との関連及び整合を確認し、環境影響の回避が困難である

事項である「田園風景の喪失」について、その影響を低減するた

めの考え方をまとめた。 
 

（３）基本計画の背景を記載 
本計画をより理解してもらうため、「事業の検討経緯」として、

今回の基本計画の背景となっている計画等を箇条書きで記載し

た上で、今回のアセスの対象ではないが、操車場跡地及び周辺地

区約400haの全体計画についても記載した。なお、隣接する三郷

市域の操車場跡地約50ha については、開発行為による開発が予

図２ 環境影響評価項目抽出過程図 
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定されており、今回のアセスにおいて、その影響についても、考

慮することとしている。 
また、回避が困難である「田園風景の喪失」については、事

業者である吉川市の都市計画マスタープランについて記載した

上で、吉川市の他の地域で、公園整備や優良農地の維持・保全を

図るという、広い視野で環境への影響を低減していくという考え

方を示した。 
 

４－２．方法書手続の状況 
方法書手続の状況を表２に示す。執筆時点（2005 年 5 月）に

おいて方法書に対し、知事が意見を述べるための審査が行われて

いる。 
表２ アセス手続の概要 

年月日 手続 
2004.12.21 都市計画決定権者から主務大臣に第2種事業の届出 
2005. 3.14 都市計画決定権者が方法書を送付 
2005. 3.22 方法書の縦覧開始 
2005. 3.23 埼玉県環境影響評価技術審議会開催 
2005. 4.21 方法書の縦覧終了 
2005. 5. 6 意見書提出期間終了 
2005. 5.13 都市計画決定権者が意見概要を送付 

 
５．環境影響評価担当者の考察 
この章は、アセス担当者として携わった持木が担当する。 
アセス法に基づくアセスを実施するにあたっては、各事業の

主務官庁が定める技術指針を参考にすることとなるが、この技術

指針の根拠となっている「環境影響評価の基本的事項（告示）」

（以下、基本的事項）がある。方法書作成時点において、環境省

が「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」（以下、

検討委員会）を設置し、基本的事項の問題点の点検を行っていた。

そこで、既存の方法書のかたちに囚われずに、検討委員会での議

論を踏まえ、方法書の目的を現在より達成することができる方法

書となるように努めた。特に、基本的な考え方や方法書の論理構

成の考え方については、環境省に相談しながら整理した。 
事前に、検討委員会の委員の発言を整理した資料(6)及び県のア

セス条例独自の考え方の中から、今回の方法書に取り入れた方が

よいと考えられる項目を抽出した。その結果を表３に示す。この

中でも特に重点を置き調整した項目は次の２項目であり、これら

の趣旨は方法書に反映されている。 
第１に、事業の基本計画を広範な視点から捉え、背景情報を

記載することである。方法書に記載することにより、都市計画決

定権者や事業者が事前に整理を行った内容について予め説明を

行うこととなる。これにより、計画の内容への意見よりもアセス

の方法に関する意見が増え、より方法書の目的が達成され得ると

経験的に考えられるためである。 
第２に、アセスを実施する環境項目の抽出過程の透明化を図

ることである。これによって、方法書が、計画地周辺の住民の「な

ぜ、この調査はして、これはしないのか」という疑問に応え、か

つ、アセスへの理解を深めるものとなると考えられるためである。 
一方で、時間的な制約で取り上げることができなかった項目

は、「複数案の比較検討」のうち計画の基本的な枠組みに関する

複数案の検討であるが、今後の手続の中で、環境保全措置に関す

る複数案については検討する余地はあると考えられる。 
 

６．都市計画決定担当者及び事業者（予定）の担当者の考察 
この章は、方法書公表までは都市計画決定権者として、その後

は事業者（予定）として携わっている加藤が担当する。 
 

６－１．アセス法と都市計画決定の関連 
 アセス法においては、市街地開発事業として都市計画に定めら

れる事業を実施する場合、特例として都市計画決定権者が、事業

者に代わるものとしてアセス法の手続きを行うほか、準備書の公

告・縦覧、都市計画審議会への付議、評価書の公告・縦覧手続き

について都市計画手続きと一体的に併せて行うよう措置されて

いる。 
今回は、法定手続きの第１段階である方法書を作成し、公告・

縦覧を実施したものである。作成に当たっては都市計画決定権者

である埼玉県と、事業予定者であり、都市計画の原案作成者であ

る吉川市が調整を図り、記載内容については、都市計画の素案（基

本計画）に該当するものとしている。今後は都市計画法に基づく

公聴会や１７条による住民意見等を反映させながら、都市計画の

案（事業計画）の具体化をはかり、準備書の作成、公告・縦覧ま

でに都市計画の案をまとめていくこととなる。 
 

６－２．方法書の公告・縦覧に至るまで 
 当事業はアセス法の第２種事業に該当することから、スクリー

ニング作業を行った後、法アセスを実施するか否かの判断を行う

こととなるが、事業予定者と調整をした結果、法３９条２項に基

づき法アセスを実施することとし、都市計画同意権者の国土交通

省（関東地方整備局）と調整を行い、第２種事業届出書を提出し

た。なお、操車場跡地は、吉川市と三郷市に跨る80ha にも及ぶ

広大な土地であり、また、両市が計画している整備区域の合計が

143haになることから、この地域全体を、環境に配慮したまちづ

くりを行うための最善の方法について国交省と協議を行った。そ

の後、方法書の公告・縦覧時期に関しては、方法書の作成期間や、

縦覧行為に関する周知を図るための市広報紙への掲載等を考慮

したものである。 
 

６－３．都市計画決定担当者及び事業者（予定）としての考え 
土地区画整理事業をはじめとする面整備事業を実施する場合、

地権者の意向や合意があって初めて事業化の推進が図れるもの

である。当初、方法書において、事業計画の素案の段階で、計画

表３ 新たに方法書に取り入れるべき項目 
根拠 方法書に取り入れるべき項目 

方法書段階で、事業の背景、経緯、位置付け、立地選定理由、必要性等
についても明らかにすべき。 
地域の将来のあり方を示すことが地方自治体の役割ではないか。 
事業特性・地域特性を踏まえた適切な項目の選定が重要。（メリハリ付
けの徹底が必要。） 
項目選定に当たっては、選定根拠を明らかにすることが必要。 
複数案の比較検討は積極的に行うべき。 
わかりやすいアセス図書の作成が重要。 
実際にアセスを行うコンサルタントがもっと前面に出るようにすべき。 

技術検
討委員
会委員
の発言 

事業計画段階で検討された環境保全措置（結果的に環境保全措置となっ
たものも含め）についても書くべき。 
調査計画書作成までの段階における環境保全措置の検討 

ア 公的な計画及び指針との整合 
イ 重大な環境影響が及ぶおそれがあると認められる地域へ

の立地回避 
ウ 立地回避が困難である理由の明確化 

県アセ
ス技術
指針 

 

エ 立地回避以外の回避又は低減措置の検討 
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を公にすることへの違和感を感じていた。なぜなら、都市計画法

の手続きでは、法１６条の公聴会や法１７条による縦覧行為によ

り、一般に周知が図られるものであり、地権者をはじめとする住

民の意向や合意を十分に得ていない計画を公表することが、必ず

しも事業の推進にならないと考えたからである。しかし、環境影

響評価法は、事業実施をする上での判断材料の１つであり、より

良い事業計画を作成するための１つの手法であり、この法を最大

限活用し事業化を図っていく事こそが重要なのであると考える。 
 最後に、都市計画決定担当者及び事業者（予定）の立場として

は、事業を早期着手、早期完了することは非常に重要である。ま

た、関係主体との緊密な連携を図り、効率的な事業の進捗を図っ

ていく予定である。しかし、これによる事業期間の短縮には限界

があり、スピーディーな行政運営を求められる現在の社会情勢を

考えるとアセス制度の今後の発展の中で、手続期間の短縮につい

ても検討が行われることが必要であると思われる。 
 

７．コンサルタントの考察 
この章は、実際に方法書を作成した後藤が担当する。 
今回の方法書を作成するにあたって、当初は、従来型の方法

書構成で一通りの流れを作成していた。その後、環境省における

検討会の意向が示されたことから、初めから、どのような構成が

好ましいかの議論に立ち戻ることとなった。 
その視点として、以下の３点に着眼した。 

①一般市民にわかりやすい図書となるよう心掛ける。（簡潔な図

書の作成） 
②方法書で何を明示したいかを明確にする。（方法書の重点事項） 
③土地区画整理事業アセスの性格上、事業計画が詳細に決定して

いない段階での方法書作成となるため、情報の不確かさを如

何に環境影響評価の方針として整理するかを十分検討する必

要がある。（方針の整理） 
 

７－１．簡潔な図書の作成 
これまで、方法書作成業務を担当するたびに耳にすることは

「金太郎飴にならないように」という言葉である。各事業の技術

指針に則り作成していた構成を根本から見直し、なぜ、当地区な

のか（経緯の説明）、事業により将来どのようになるのか（回避

が困難な事項の明確化と環境配慮事項）を明示すると共に、参考

的な立場となる地域概況を資料編に整理する等の処理を行った。 
 

７－２．方法書の重点事項 
今回の事業で、どのような行為がどのようなインパクトを与

える可能性があるかを明確化するために、従来の評価項目関連表

を作成する前に、インパクトフローを明示した。（前褐図２）同

フローを作成するにあたっても試行錯誤を繰り返し、地域特性・

事業特性から、どのような環境負荷が発生するのか、保全策によ

り負荷が低減できるのか等を考察して、各特性と予測評価を行う

べき環境要素の関連づけを行った。 
 

７－３．方針の整理 
前述の通り、都市計画事業の特性から、予測評価条件が明確

に定まっていない部分もあった。そのため、現時点で環境要素と

して選定するだけの根拠が整理できない項目（景観や地盤等）に

ついては、議論を重ねた結果、地盤等については、事業者（予定）

である吉川市に工事施工計画策定時に保全対策を含めて検討し

ていただくこととし、景観については、本アセスとは別に吉川市

が開催する「まちづくり協議会」等で市民参加の下、検討してい

ただくと言う方針でとりまとめた。 
 
現時点における反省として、わかりやすい資料とする限りは

専門用語をできるだけ避けるよう心掛けていたが、方法書が完成

し、読み直してみると、かならずしも優しい表現ではなかった部

分も見受けられた。専門用語については、脚注なり用語集なりで

対応すべきではなかったかと自問するところである。環境影響評

価の手続きとして、この方法書をベースにして環境影響評価準備

書が作成されることとなるが、その際には、さらに、専門用語を

使わざるを得ない部分が出てくると思われるため、用語集の添付

は、是非実現させたいと考えている。 
 

８．おわりに 
この取組みについてはアセス及び都市計画決定の手続での住

民の方々のご意見、知事意見により、最終的な評価が行われるこ

ととなりますが、筆者３名は報告事例の実務に携わる中で、それ

ぞれの立場からより良い取組みができるように努めました。しか

しながら、力量不足のため、十分でない点もあるとは思いますが、

今後、同様の実務に携わる方の参考となれば幸いです。 
最後に、実務に携わる中で、このような取組みを行う機会い

ただいたこと、そして、この取組みにご理解をいただきましたす

べての方に感謝を申し上げます。 
 
補注 
(1) 方法書手続では、都市計画決定権者が事業の概要、地域の概況及びア

セスの方法を記した環境影響評価方法書を公告・縦覧し、その後に環

境保全の見地からの意見を聴取し、その結果を都道府県知事に送付し、

都道府県知事が環境保全の見地からの意見を述べることとなっている。 
(2) 例えば、方法書に記載する内容に関する考え方については、以下のよ

うな状況である。アセス手続をすすめる都市計画担当セクション（事

業担当セクション）では、都市計画（事業計画）を定める手続を始め

る前の段階に方法書手続があるため、事業計画が固まっていないこと

から、不確かな情報を公表することに戸惑いがあり、特に事業者は、

利害関係者や周辺地域住民等に説明することを強く意識する。また、

環境保全の見地から知事意見を述べる環境担当セクションでは、環境

への影響を想定しなくてはならないため、確定していない情報であっ

ても、積極的に記載し、事業計画の内容をより明らかにできるように

してもらいたいと考えている。さらに、事業担当セクション（都市計

画担当セクション）から実際の環境アセスメントの業務を受託してい

るコンサルタントはそれぞれの立場を理解しつつ、受託業務をまとめ

なくてはならず、難しい立場となっている。 
(3) ここでいう考察とは、それぞれが所属する組織の公式な考察ではなく、

「担当者として作業を進めていった中での個人的な見解に基づく、個

人的な考察」である。 
(4) 2003年の環境アセスメント学会シンポジウム「方法書のあり方を考え

る」での議論、2004年の「環境影響評価の基本的事項に関する技術検

討委員会」（環境省）での議論などがある。 
(5) 島津康男著「講座版「市民からの環境アセスメント」」（環境アセスメ

ント学会ホームページ、http://www.jsia.net/ ）7ページなど。 
(6) 第 4 回技術検討委員会配布資料資料 4（環境省ホームページ、

http://www.env.go.jp/policy/kentou/index.html ）を利用した。 
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