
№ 分類
新規／ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ(FU)

事項名 所管官庁

1 太陽光 新規 太陽光発電に関する電気主任技術者の保安監督範囲の拡大 経済産業省

2 太陽光 新規
太陽光発電設備における電気主任技術者の兼任要件の緩和①（親子関係・兄弟関
係）

経済産業省

3 太陽光 新規 太陽光発電設備における電気主任技術者の兼任要件の緩和②（発電規模） 経済産業省

4 太陽光 新規 営農型太陽光発電事業の導入措置 農林水産省

5 太陽光 新規 屋根貸しによる太陽光発電の普及を目的とした「屋根に対する登記制度」の整備 法務省

6 風力 新規 風力発電における電気主任技術者の兼任要件の緩和 経済産業省

7
風力
地熱

FU 自然公園・温泉地域等における風力・地熱発電の開発可能地域のゾーニング 環境省

8 地熱 FU 既存地熱発電施設の増掘における合意形成の手法 環境省

9 地熱 FU 地熱発電に係る優良事例形成のための連絡会議の設置
経済産業省
環境省

10 地熱 FU 地熱発電所からの還元熱水の直接利用 環境省

11 地熱 FU 「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」の適用範囲の明確化 環境省

12 地熱 FU
バイナリ―発電設備に係るボイラー・タービン主任技術者の選任及び工事計画届出等
の不要化範囲の見直し

経済産業省

13 小水力 FU 慣行水利権に従属する小水力発電の整理①（短期間での水利使用） 国土交通省

14 小水力 FU 慣行水利権に従属する小水力発電の整理②（登録制の導入） 国土交通省

15 小水力 FU 従属発電に係る取水量報告の省略 国土交通省

16 小水力 新規 豊水時における最大取水量の増量 国土交通省

17 小水力 新規 支流から取水する場合の取水量管理の簡素化 国土交通省

18 小水力 新規 水路単位での発電に関する水利権取得手続の簡素化 国土交通省

19 小水力 新規 小規模発電方式における水利権取得の要件緩和 国土交通省

20 小水力 新規 ダム水路主任技術者の選任不要化範囲の明確化（ダムの要件明確化） 経済産業省

21 小水力 新規 ダム水路主任技術者の選任不要化範囲の拡大（発電出力が200kW未満であること） 経済産業省

22 バイオマス 新規 バイオマス発電に係る緑地面積の緩和 経済産業省

23 再エネ全般 新規 変電所のバンク逆潮流制限の緩和措置 経済産業省

24 再エネ全般 新規 系統接続円滑化のための発電設備等の電力容量の変更 経済産業省

25 再エネ全般 FU 固定価格買取制度における買取義務の考え方の明確化 経済産業省

26 再エネ全般 FU 補助事業で取得した財産の有効利用

総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
環境省

検討項目（案） 項目名一覧表（グリーンＷＧ関係） 資料３ 
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新規／ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ(FU)

事項名 所管官庁

27 環境アセス FU 環境影響評価手続における温室効果ガスに係る審査の適正化
経済産業省
環境省

28 環境アセス FU NPO法人等による環境調査データの信頼性評価基準の明確化
経済産業省
環境省

29 環境アセス FU 臨海工業地域等における環境影響評価の簡素化
経済産業省
環境省

30 環境アセス FU 環境影響評価手続における審査の並行実施
経済産業省
環境省

31 環境アセス FU 風力・地熱発電の特性を踏まえた配慮書手続
経済産業省
環境省

32 環境アセス FU 風力発電等導入に係る環境影響評価促進モデル事業における実施エリアの合理化 環境省

33 環境アセス 新規 風力発電に係る条例アセス導入に関する地方公共団体への要請
経済産業省
環境省

34 環境アセス FU 地熱発電に係る数値シミュレーションによる風洞実験の省略
経済産業省
環境省

35 環境アセス FU 風力・地熱発電に係る環境調査の早期実施のための手法の明確化
経済産業省
環境省

36 環境アセス FU 風力・地熱発電所リプレースに係る環境影響評価の迅速化
経済産業省
環境省

37 環境アセス 新規 風力・地熱発電の環境影響評価と並行した立地手続に係る事前相談窓口の設置
農林水産省
環境省

38 環境アセス 新規 発電所設置に関わる地方公共団体の環境影響評価基準の統一 環境省

39 IPP 新規 IPP電源の電気事業者による共同調達の実現 経済産業省

40 発電 新規 溶接安全管理検査（火力設備）制度の廃止 経済産業省

41 発電 新規 定期安全管理審査に係る手数料体系の見直し 経済産業省

42 発電 新規 発電用火力設備に対する定期事業者検査の方法の解釈例の見直し 経済産業省

43 特電 FU 一般電気事業者による特定電気事業に対するバックアップの実施
公正取引委員会
経済産業省

44 配電 新規 ピークカットのための特定供給の要件緩和 経済産業省

45 配電 新規 送配電工事ルールの見直し 経済産業省

46 スマメ FU 高圧以上の需要家に適用されるスマートメーター仕様の見直し 経済産業省

47 スマメ FU スマートメータの導入整備に係る通信インフラの調達・構築 経済産業省

48 スマメ 新規 電力等使用情報の第三者活用に向けた法整備
消費者庁
経済産業省

49 小売 FU
マンション高圧一括受電における低圧部分の課金方法に係る計量法上の取扱の明確
化

経済産業省

50 小売 新規 既築マンションにおける電力会社受変電設備の資産譲渡 経済産業省

51 小売 FU 高圧一括受電するマンションの高圧部分に関する点検 経済産業省

52 小売 FU
電気自動車専用急速充電器の同一敷地内複数契約を可能とする特例措置の高速道
路SA等への係る更なる緩和

経済産業省

53 分散電源 新規 コージェネレーション設備に係る専用線での連系接続の実施 経済産業省

54 分散電源 新規 防災対応のための建築物増築に伴う現行法令への適合義務の緩和 国土交通省

55 分散電源 新規 都市公園への占有物件の拡大 国土交通省

56 分散電源 新規 一般電気事業者等による中小規模分散電源に係る入札制度の創設 経済産業省
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57 分散電源 新規 家庭用コージェネレーション電力の有効活用のためのネットメータリング制度の創設 経済産業省

58 分散電源 新規
常用ガスタービン・ガス機関・ディーゼル機関発電機の停電・災害等非常時における
窒素酸化物排出規制の緩和

環境省

59 分散電源 新規 「工事計画届出書」の期間の短縮 経済産業省

60 分散電源 新規 工場立地法におけるコージェネ等自家発設備の取扱い 経済産業省

61 ガス 新規 河川横断するガス導管敷設工事の渇水期（11～5月）以外の施工許可 国土交通省

62 ガス 新規 天然ガスディスペンサと軽油等給油ディスペンサの同一アイランド上への設置
総務省
経済産業省

63 ガス 新規 天然ガススタンドに必要な保安監督者の資格取得機会の拡大について 経済産業省

64 ガス 新規 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の転載 経済産業省

65 ガス 新規 低公害車普及促進対策費補助金の交付方法の変更 国土交通省

66 ガス 新規 ガス導管事業の用に供する導管の道路占用許可
経済産業省
国土交通省

67 ガス 新規 卸供給用の導管の都市計画法に基づく開発許可の不要化
経済産業省
国土交通省

68 ガス 新規 河川法に基づく河川占用許可 経済産業省

69 ガス 新規 計画停電における整圧器の出口圧力常時記録義務の一部緩和 経済産業省

70 ガス 新規 計画停電における定期保安巡回業務の一部緩和 経済産業省

71 水素 新規 第二種製造設備に相当する圧縮水素スタンド基準の整備
経済産業省
国土交通省

72 水素 新規 水電解機能を有する昇圧装置の定義 経済産業省

73 水素 新規 圧縮水素運送自動車用複合容器への充填時の上限温度の緩和 経済産業省

74 水素 新規 市街化調整区域への水素ステーション設置許可基準の設定 国土交通省

75 水素 新規 液化水素スタンド基準の整備
総務省
経済産業省
国土交通省

76 水素 FU 70MPa水素スタンドに対応した技術上の基準や例示基準の整備 経済産業省

77 水素 FU 市街地における水素保有量の増加 国土交通省

78 水素 FU 使用可能鋼材に係る性能基準の整備 経済産業省

79 熱供給 新規 熱供給事業者の災害時における供給条件義務の緩和 経済産業省

80 熱供給 新規 太陽熱利用給湯システム設置時の水道直結に係る規制の見直し 厚生労働省

81 熱供給 新規 計画停電における熱供給事業の供給支障事故報告義務の緩和 経済産業省

82 省エネ 新規 節電依頼方法や節電評価方法の共通ルール化 経済産業省

83 省エネ FU 環境負荷低減設備における容積率制限緩和に関する包括同意基準整備の設定 国土交通省

84 省エネ FU 特定電気事業および特定供給の用に供する施設の容積率制限の特例の制定 国土交通省

85 省エネ 新規 環境負荷低減に資する庇等を設けた建築物の後退距離算定の緩和措置 国土交通省

86 省エネ 新規 改正省エネ法における地縁的一体性を持った複数事業所の取り扱いの適用範囲拡大 経済産業省
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87 省エネ 新規 オープンループ方式による地中熱利用ヒートポンプの普及拡大 環境省

88 省エネ 新規 地中熱エネルギー利用促進のための各エリアの導入評価およびガイドラインの周知 環境省

89 省エネ 新規
ヒートアイランド対策推進のための規制法令の整備と製品等に係る性能評価基準の
制定

国土交通省
環境省

90 CO2 新規 地球温暖化対策推進法上のCO2排出係数の見直し①（削減量の評価方法）
経済産業省
環境省

91 CO2 新規
地球温暖化対策推進法上のCO2排出係数の見直し②（グリーン料金メニュー等への
対応）

経済産業省
環境省

92 CO2 新規 再生可能エネルギーの全量買取制度におけるCO2排出係数の取扱
経済産業省
環境省

93 土壌汚染 新規 土壌汚染対策法に基づく有害物質基準値の見直し 環境省

94 土壌汚染 FU 公道部分の形質変更届に係る添付書類の簡素化 環境省

95 土壌汚染 FU 形質変更届出に係る着工可能期間の早期化 環境省

96 土壌汚染 新規 土地形質変更の届出の緩和 環境省

97 土壌汚染 新規 土壌汚染対策法に基づく届出対象の見直し 環境省

98 防災 新規 非常災害時における特例措置とその発動要件の整理・確定 内閣府

99 防災 新規 緊急通行車両への優先給油に係るルールの策定 経済産業省

100 防災 新規 非常災害時におけるカーフェリー等による危険物（タンクローリ）の輸送 国土交通省

101 防災 新規 非常災害時における少量危険物の貯蔵・運搬 総務省

102 防災 新規 消防用設備に対する二重規制の緩和
総務省
経済産業省

103 防災 新規 電力需給逼迫時における発電水利使用の緩和 国土交通省

104 ３R FU ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する洗浄処理ガイドラインの制定 環境省

105 ３R 新規 JIS規格石炭灰の保管・輸送時の廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用除外 環境省

106 ３R FU 広域認定制度における他社製品の処理の緩和 環境省

107 ３R 新規 広域認定制度の対象となる一般廃棄物の追加 環境省

108 ３R 新規 自主的回収リサイクルのための容器包装リサイクル法の見直し 環境省

109 ３R 新規 プラスチック製容器包装に係る再資源化手法の多様化
経済産業省
環境省

110 ３R 新規 プラスチック製容器包装の再商品化の際にセメントキルンに課せられる基準の緩和
経済産業省
環境省

111 ３R 新規 産業廃棄物の収集運搬に伴う積換保管のみの許可制度の創設 環境省

112 ３R 新規 特定産業廃棄物の基準の見直し 環境省

113 ３R 新規 地下水汚染調査にかかる手続の簡素化 環境省
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