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第7章 その他環境省令で定める事項 

7.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに事業

者の見解 

7.1.1 配慮書についての鹿児島県知事の意見及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、鹿児島県知

事に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めた。それに対する鹿児島県知事

の意見（令和元年 11 月 15 日）は、次のとおりである。また、鹿児島県知事の意見に対する事

業者の見解は表 7.1-1 のとおりである。 
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表 7.1-1(1) 鹿児島県知事の意見に対する事業者の見解 

鹿児島県知事の意見 事業者の見解 

１．総括事項 

（１）事業計画、環境調査及び工事内容等に関する情報に

ついては、地域住民及び関係市町に対し、積極的に情報

公開及び説明を行うこと。 

 

事業計画、環境調査及び工事内容等に関する情報

については、地域住民及び関係市に対し、積極的な情

報公開及び説明に努めます。 

（２）環境影響評価を実施するに当たっては、関係法令を

遵守するほか、鹿児島県環境基本計画及び関係市の環境

基本計画等に記載のある環境に配慮すべき事項につい

ても十分勘案すること。 

環境影響評価を実施するに当たっては、関係法令

を遵守するほか、鹿児島県環境基本計画及び関係市

の環境基本計画等に記載のある環境に配慮すべき事

項についても十分勘案します。 

（３）本事業計画の検討に当たり、今後適切な方法により

調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて風力発

電施設（取付道路等の付帯設備を含む。以下同じ。）の構

造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）を検

討し、環境への影響の回避又は低減に努めること。 

また、配置等を決定するに当たり、環境の保全の見地

から検討した経緯及び内容については、方法書以降の図

書に適切に記載すること。 

今後適切な方法により調査、予測及び評価を行い、

その結果を踏まえて風力発電施設の配置等を検討

し、環境への影響の回避又は低減に努めます。 

また、配置等を決定するに当たり、環境の保全の見

地から検討した経緯及び内容については、方法書以

降の図書に適切に記載します。 

（４）環境保全措置の検討に当たっては、複数案の比較を

行い、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措

置を優先的に検討することがないようにすること。 

また、環境への影響の回避又は十分な低減ができない

場合は、風車の設置基数の削減のほか、事業計画の見直

しを含めて検討すること。 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の程

度を考慮し、必要に応じて風力発電施設の配置等や

工事計画の見直しを行うなど、環境影響の回避・低減

を優先的に検討します。 

また、環境への影響の回避又は十分な低減ができ

ないと判断される場合には、風力発電設備の基数の

削減の検討のほか、事業計画の見直しを行います。 

（５）事業実施想定区域の周辺では、他事業者による風力

発電施設が稼働中又は計画中であり、近接して風力発電

施設が立地することによる累積的な環境影響が懸念さ

れる。 

既存の風力発電施設に対するこれまでの調査等から

明らかになっている情報の収集や他事業者との情報交

換等に努め、本事業との累積的な影響について、適切な

予測及び評価を行うこと。 

対象事業実施区域の周辺で稼働中の風力発電所に

ついて、最新の知見の収集や各事業者との情報交換

等に努め、累積的な影響について、適切な調査、予測

及び評価を行います。 

２．個別事項 

（１）大気環境に対する影響 

事業実施想定区域の周辺には複数の住居等が存在し

ており、工事中及び供用時における大気質、騒音及び超

低周波音並びに振動による生活環境への重大な影響が

懸念されることから、風力発電施設の配置等の検討に当

たっては、最新の知見等に基づき、適切に調査、予測及

び評価を行い、大気環境への影響を回避又は低減するこ

と。 

 

 

風力発電施設の配置等の検討に当たっては、最新

の知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価を行

い、大気環境への影響を回避又は低減するよう努め

ます。 

（２）風車の影に係る影響 

事業実施想定区域及の周辺には複数の住居等が存在

しており、供用時における風車の影による生活環境への

重大な影響が懸念されることから、風力発電施設の配置

等の検討に当たっては、最新の知見等に基づき、適切に

調査、予測及び評価を行い、風車の影による生活環境へ

の影響を回避又は低減すること。 

 

風力発電施設の配置等の検討に当たっては、最新

の知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価を行

い、風車の影による生活環境への影響を回避又は低

減するよう努めます。 

（３）水環境に対する影響 

事業実施想定区域及びその周辺には、砂防法（昭和 30

年法律第 29 号）に基づく砂防指定地、急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）

に基づく急傾斜地崩壊危険区域並びに水道原水の取水

河川及び内水面漁業権が設定された河川を含む複数の

河川等が存在しており、土地の改変に慎重を要する区域

である。 

本事業の実施により、土砂・濁水の流出に伴う水環境

への影響が懸念されることから、水道事業者等と協議の

上、工事中の水環境のモニタリングの実施及び土砂・濁

水の流出を最小限に抑えるための土砂流出防止措置の

検討を実施し、水環境への影響を回避又は低減するこ

と。 

 

土砂・濁水の流出に伴う水環境への影響について、

水道事業者等と協議を実施し、土砂・濁水の流出を最

小限に抑えるための土砂流出防止措置を実施し、工

事中の水環境のモニタリングを検討するとともに、

水環境への影響を回避又は低減するよう努めます。 
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表 7.1-1(2) 鹿児島県知事の意見に対する事業者の見解 

鹿児島県知事の意見 事業者の見解 

（４）動物・植物・生態系に対する影響 

ア 事業実施想定区域及びその周辺は、重要な動物の

生息地となっている可能性があり、渡り鳥の飛来も

想定されることから、動物に対する影響が懸念され

る。 

風力発電施設の配置等の検討に当たっては、県、

関係市及び専門家等の意見を踏まえ、適切に調査、

予測及び評価を行い、必要に応じて環境保全措置を

講ずることにより、動物への影響を回避又は低減す

ること。 

また、今後の詳細な調査で、事業実施区域内に絶

滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法

律（平成 4 年法律第 75 号）及び鹿児島県希少野生動

植物の保護に関する条例（平成 15 年鹿児島県条例第

11 号）で指定されている種が確認された場合、国及

び県との協議を行うこと。 

 

風力発電施設等の配置等の検討に当たっては、県、

関係市及び専門家等の意見を踏まえ、適切に調査、予

測及び評価を行い、必要に応じて環境保全措置を講

ずることにより、動物への影響を回避又は低減する

よう努めます。 

また、今後の詳細な調査で、事業実施区域内に絶滅

のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

（平成 4 年法律第 75 年）及び鹿児島県希少野生動植

物の保護に関する条例（平成 15 年鹿児島県条例第 11

号）で指定されている種が確認された場合、国及び県

との協議を実施します。 

イ 風力発電施設の設置に伴う森林伐採により、哺乳

類等の動物の行動、生息地の利用状況の変化や植生

の変化等による影響が考えられるため、適切に調査、

予測及び評価を行い、森林伐採による生態系への影

響を回避又は低減すること。 

また、法面等の緑化においては、生態系への影響

を回避又は低減すること。 

適切に調査、予測及び評価を行い、森林伐採及び法

面等の緑化等による生態系への影響を回避又は低減

するよう努めます。 

ウ 事業実施想定区域及びその周辺には、森林法（昭和

26 年法律第 249 号）に基づく保安林が存在するなど、

自然環境の保全上重要な地域が含まれている。 

これらの地域に風力発電施設の配置等を検討する

場合は、保安林を原則除外するよう検討するととも

に、自然環境に対する影響が最小限となるよう適切

に調査、予測及び評価を行うこと。 

自然環境の保全上重要な地域に風力発電施設の配

置等を検討する場合は、関係機関と協議の上、自然環

境に対する影響が最小限となるよう適切に調査、予

測及び評価を行います。 

（５）景観及び人と自然との触れ合いの場に対する影響 

ア 事業実施想定区域及びその周辺には、「八重の棚

田」などの主要な眺望点、景観資源及び「八重山」な

どの人と自然との触れ合いの場が存在しており、眺

望景観等への影響が懸念されることから、周囲の環

境と調和した景観が保全されるよう「鹿児島県風力

発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン」

に基づき、県及び関係市町との協議を実施すること。 

また、県、関係市町、専門家、地域住民及びその他

の利用者の意見を踏まえ、適切に調査、予測及び評

価を行い、景観及び人と自然との触れ合いの場への

影響を回避又は低減すること。 

 

周囲の環境と調和した景観が保全されるよう「鹿

児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイ

ドライン」に基づき、県及び関係市町との協議を実施

します。 

また、県、関係市町、専門家、地域住民及びその他

の利用者の意見を踏まえ、適切に調査、予測及び評価

を行い、景観及び人と自然との触れ合いの場への影

響を回避又は低減するよう努めます。 

イ 「八重の棚田」は、鹿児島市の「かごしま自然百選」

の一つであるとともに、鹿児島市により「景観形成重

点地区」に指定されており、地域住民が大切にしてき

た資産である。 

景観への影響の回避又は十分な低減ができない場

合は、風車の設置基数の削減のほか、事業計画の見

直しを含めて検討すること。 

「八重の棚田」について、適切に調査、予測及び評

価を実施し、景観への影響の回避又は十分な低減が

できない場合は、風車の設置基数の削減等、事業計画

の見直しを検討します。 

ウ 「甲突池」は、鹿児島市の「かごしま自然百選」の

一つであるとともに、環境省の「平成の名水百選」に

も選定されており、不特定かつ多数の者が訪れる場

所であることから、主要な眺望点に追加すること。 

「甲突池」について、主要な眺望点として追加し、

適切に調査、予測及び評価を実施いたします。 

（６）その他 

地球温暖化防止の観点から、環境影響評価項目を

選定する際には、工事の実施における温室効果ガス

の排出削減について、検討すること。 

 

地球温暖化防止の観点から、環境影響評価項目を

選定する際には、工事の実施における温室効果ガス

の排出削減について検討します。 
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7.1.2 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 4 第 1 項の規定に基づく、配慮書につ

いての公表に関する事項並びに配慮書に対する一般（住民等）の意見の概要及びこれに対する

事業者の見解は、次のとおりである。 

 

1. 配慮書の公表 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、一般（住民

等）に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため配慮書を作成した旨及びその他事項を

公告し、配慮書を縦覧に供した。 
 

(1)配慮書の公告・縦覧 

①  公告の日 

令和元年 9 月 18 日（水） 
 

②  公告の方法 

令和元年 9 月 18 日（水）付の日刊新聞紙（南日本新聞）に「お知らせ」広告を掲載した。 

また、上記の公告に加え、事業者のホームページに情報を掲載した。 
 

③  縦覧場所 

地方公共団体庁舎 10 か所、公民館 5 か所及びインターネットの利用による縦覧を実施し

た。 
 

a. 地方公共団体庁舎 

・鹿児島県庁 13 階環境林務課 ：鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 

・日置市役所市民生活課 ：鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目 100番地 

・日置市役所東市来支所 ：鹿児島県日置市東市来町長里 87 番地 1 

・鹿児島市役所環境保全課 ：鹿児島県鹿児島市山下町 11 番 1 号 

・鹿児島市役所郡山支所総務市民課 ：鹿児島県鹿児島市郡山町 141 

・薩摩川内市役所環境課 ：鹿児島県薩摩川内市神田町 3 番 22 号 

・薩摩川内市役所樋脇支所 ：鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原 1173 

・薩摩川内市役所入来支所 ：鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 33 

・いちき串木野市役所市来庁舎 ：鹿児島県いちき串木野市湊町一丁目 1 

・姶良市役所蒲生総合支所蒲生地域振興課 ：鹿児島県姶良市蒲生町上久徳 2399 
 

b. 公民館 

・日置市皆田地区公民館 ：鹿児島県日置市東市来町湯田 4477 番地 2 

・日置市高山地区公民館 ：鹿児島県日置市東市来町養母 15819 番地 4 

・日置市湯田地区公民館 ：鹿児島県日置市東市来町湯田 3299 番地 1 

・日置市上市来地区公民館 ：鹿児島県日置市東市来町養母 11393 番地 1 

・いちき串木野市川上交流センター ：鹿児島県いちき串木野市川上 978 
 

c. インターネットの利用 

事業者ホームページに配慮書の内容を掲載した。 
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④  縦覧期間 

令和元年 9 月 18 日（水）から 10 月 18 日（金）までとした。 

・地方公共団体庁舎 土・日・祝日を除く開庁時間とした。 

・公民館 休館日を除く開館時間とした。 

・インターネット 縦覧期間中常時アクセス可能とした。 
 

⑤  縦覧者数（意見書箱への投函者数） 

総数     10 名 

・鹿児島市役所郡山支所     ：1 通 

・日置市皆田地区公民館     ：1 通 

・いちき串木野市川上交流センター：8 通 

 

(2)配慮書についての意見の把握 

①  意見書の提出期間 

令和元年 9 月 18 日（水）から 10 月 18 日（金）までとした。 

（郵送の場合は当日消印有効とした。） 
 

②  意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・当社への郵送による書面の提出（当日消印有効とした。） 
 

③  意見書の提出状況 

意見書の提出は 11 通（うち、意見が記載されている意見書は 5 通）、意見総数は 8 件であ

った。 

 

2. 配慮書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書について、住民等による意見の概要及びそれに対する事業者の見解は、表 7.1-2 のと

おりである。 
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表 7.1-2(1) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

1 風力発電については、竹下総理の 1 億円バラまき

の時、八重山にという事を提案しましたが、吉田にと

られました。今では、長島、川内 etc、設置され、少

し遅い取組みと思っています。 

八重山の景観を損なうことのないよう、また災害

の原因とならないよう、さらに、もしもの際は、補償・

復旧など責任をもって誠意ある対応をとっていただ

きますようお願いいたします。 

「八重山の景観」に関しては、適切に調査、予測

及び評価を実施し、景観への影響の回避又は十分な

低減ができない場合は、風車の設置基数の削減等、

事業計画の見直しを検討します。また、災害の原因

にならないように関係各課と協議の上、各種許認可

に基づき対応を行います。本事業に起因する問題が

万が一発生した場合は、弊社の責任において誠実に

対応します。 

 

表 7.1-2(2) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

2 設置予定地の近くに、防災無線用の発信タワーが

ありますが、電波への影響は、どうでしょうか。 

方法書以降の手続きにおいて、適切に調査を実施

します。 

 

表 7.1-2(3) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

3 自然エネルギー（風力）発電は賛成です。 

自然環境保全に考慮を！ 

ご意見ありがとうございます。皆様のご意見を踏

まえながら、適切に事業の推進に努めてます。 

 

表 7.1-2(4) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

4 できることならばカラー色（青色）の風力発電機を作

ってください。 

風力発電機の色については「鹿児島県風力発電

施設の建設等に関する景観形成ガイドライン」に

おいて、「色彩については、白又は灰色を基調とす

る。」ことが定められていることからも、環境融和

塗色として白又は灰色系の塗色を想定しておりま

す。今後の手続きにおいて、設置後のイメージを共

有できるようフォトモンタージュをお示しすると

ともに、ご意見を踏まえ、環境保全措置を検討しま

す。 

 

表 7.1-2(5) 配慮書に対する住民等の意見の概要と事業者の見解 

No. 一般意見の内容 事業者の見解 

5 コウモリ類について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影響

を受ける分類群としてコウモリ類と鳥類が懸念されて

おり（バット＆バードストライク）、その影響評価等に

おいて重点化されている。 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライク

が多数起きており、不確実性を伴うものではなく、確実

に起きる事象と予測して影響評価を行うべきである。 

このことを踏まえて環境保全の見地から、本配慮書

に対して以下の通り意見を述べる。なお、本意見は要約

しないこと。 

 

今回のご意見につきましては、要約せずに意見

書の内容を公開します。 

6 1.配慮書の段階でコウモリ類についてのヒアリングを

行ったことは評価される。 

今後も専門家の意見・指摘内容を踏まえつつ、調

査計画等を検討します。 

7 2.配慮書の段階でコウモリ類の影響を予測したことは

評価される。 

今後もコウモリ類の影響について、適切な予測

を行います。 

8 3.今後の方法書においては、コウモリ類の専門家の指導

を仰ぎ、コウモリ類調査について十分な経験と知識を

持った者による適切な調査、予測評価、保全措置を行

う必要がある。 

方法書においても、専門家の意見・指摘内容を踏

まえつつ、適切な調査、予測評価、環境保全措置を

検討します。 
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7.2 発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を

決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

7.2.1 配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 

1. 配慮書における第一種事業の内容 

(1)第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力   ：最大 30,000kW 

風力発電機の単機出力：2,300～4,400kW 程度 

風力発電機の基数  ：最大 22 基程度 

※総出力が 30,000kW を超えることがないよう、出力制限を行う計画である。また、風力発電

機の基数は単機出力に応じて変更する。 

 

 

(2)第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

①  事業実施想定区域の概要 

事業実施想定区域の位置 ：鹿児島県日置市、鹿児島市、薩摩川内市及びいちき串木

野市の行政界付近（図 7.2-1 参照） 

事業の実施が想定される面積 ：約 2,986ha※ 

※このうち、風力発電機の設置対象外（図 7.2-1 の青斜

線）となる範囲は、約 1,834ha である。 
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図 7.2-1(1) 事業の実施が想定される区域(広域)  

「国土数値情報行政界データ」（国土数値情

報ダウンロードサービス HP、閲覧：令和元年

8 月）             より作成 
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図 7.2-1(2) 事業の実施が想定される区域（衛星写真）  

「空中写真・衛星画像_全国最新写真（シー

ムレス）」（国土地理院 地理院タイル HP、閲

覧：令和元年 8 月）       より作成 
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図 7.2-1(3) 事業の実施が想定される区域  

「国土数値情報行政界データ」（国土数値情

報ダウンロードサービス HP、閲覧：令和元年

8 月）             より作成 
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②  事業実施想定区域の検討手法 

a. 基本的な考え方 

事業実施想定区域の検討フローは図 7.2-2 のとおりである。 

事業実施想定区域の設定に当たっては、本計画段階における検討対象エリアを設定し、同

エリア内において、各種条件により事業実施想定区域の絞り込みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-2 事業実施想定区域の検討フロー  

(2)風況条件の確認（図 7.2-4 参照） 

局所風況マップから、風況を確認 
事業性配慮 

規制・環境 

配慮 

(1)検討対象エリアの設定（図 7.2-3 参照） 

本計画段階において対象となる検討範囲(検討対象エリア)を設定 

(3)社会インフラ整備状況の確認（図 7.2-5 参照） 

既存道路等の状況を確認 

(6)事業実施想定区域等の設定（図 7.2-8 参照） 

上記(1)～(5)を踏まえ、以下の 2 項目を設定した。 

・事業実施想定区域 

・事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外） 

(4)法令等の制約を受ける場所の確認（図 7.2-6 参照） 

法令等の制約を受ける場所（自然公園、保安林、鳥獣保護区）の

状況を確認 

環境配慮 

事業性配慮 

(5)環境保全上留意が必要な施設等の確認（図 7.2-7 参照） 

環境保全上留意が必要な施設（学校、医療機関及び福祉施設）及

び住宅等の状況を確認 
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③  事業実施想定区域の設定根拠 

a. 検討対象エリアの設定 

以下の条件及び背景を踏まえて、日置市、鹿児島市、薩摩川内市、いちき串木野市及び姶

良市を検討対象エリアとした。検討対象エリアは図 7.2-3 のとおりである。 

・「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）か

ら好風況が見込まれる。 

 

b. 風況条件の確認 

検討対象エリアにおける風況は、図 7.2-4 のとおりである。 

「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から

好風況地点（高度 30m における年平均風速が約 5m/s 以上※）の確認を行った。 

検討対象エリア内には、年平均風速が約 5m/s 以上の地点が存在する。 

 

c. 社会インフラ整備状況の確認 

検討対象エリア及びその周囲における道路等の社会インフラ整備状況は図 7.2-5のとおり

である。アクセス道路として一般県道 308 号（郷戸市来線）、一般県道 304 号（仙名伊集院

線）、主要地方道 36 号（川内郡山線）等の既存道路が利用可能である。 

これらの既存道路を利用することにより、道路の新設による拡幅面積を必要最低限に低減

することが可能であることから、工事用資材及び風力発電機の搬入路としての使用を検討す

る。 

 

d. 法令等の制約を受ける場所の確認 

検討対象エリア及びその周囲における法令等の制約を受ける場所の分布状況は図 7.2-6の

とおりである。 

検討対象エリアの周囲に「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）に基づく「藺牟田池県

立自然公園」及び「吹上浜金峰山県立自然公園」が存在し、また検討対象エリアには「鳥獣

の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）に基づく「観

音ヶ池鳥獣保護区」及び「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林が存在する。 

 

e. 環境保全上留意が必要な施設等の確認 

検討対象エリア及びその周囲における、環境保全上留意が必要な施設等の分布状況は図

7.2-7 のとおりである。 

検討対象エリアには学校、医療機関、保育所、福祉施設及び住宅等が分布していることか

ら、事業実施想定区域の設定にあたって、事業実施想定区域内にそれらの施設等が存在する

場合は、風力発電機を設置しない「事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）」として設

定することとした。 

 

 

 
※好風況の条件について、「風力発電導入ガイドブック（2008 年 2 月改定第 9 版）」（NEDO：国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構、平成 20 年）において、有望地域の抽出として、局所風況マップ（地上高 30m）に

おいて年平均風速が 5m/s 以上、できれば 6m/s 以上の地域と記載されている。 
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f. 事業実施想定区域等の設定 

「a．検討対象エリアの設定」から「e．環境保全上留意が必要な施設等の確認」までの検

討経緯を踏まえ、図 7.2-8 のとおり「事業実施想定区域」を設定するとともに、風力発電機

等の搬入時に拡幅が必要となる可能性のある既存道路、土捨場の確保等により改変が及ぶ可

能性がある範囲が存在することを考慮し、「事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）」

を設定した。 

なお、事業実施想定区域には保安林が存在するが、原則として保安林は避けることとする。

やむを得ない場合、関係機関との事業の実施についての協議を行う予定である。 
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図 7.2-3 検討対象エリア  

「国土数値情報行政界データ」（国土数値情

報ダウンロードサービス HP、閲覧：令和元

年 8 月）             より作成 
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図 7.2-4 検討対象エリアの風況（高度 30m）  

「局所風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令和

元年 8 月）          より作成 
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図 7.2-5 社会インフラ整備状況  

「国土数値情報鉄道データ」（国土数値情

報ダウンロードサービス HP、閲覧：令和

元年 8 月） 

「電子地形図道路中心線データ」（国土地

理院 HP、閲覧：令和元年 8 月）より作成 
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図 7.2-6 法令等の制約を受ける場所の分布状況  

「自然公園等管内図」（鹿児島県 HP、閲覧：令和元年 8

月）、「鹿児島県もりづくり推進課ヒアリング」（実施：

令和元年 8 月）、「第 5 次国有林野施業実施計画図」（北

薩森林管理署、平成 26 年）、「第 4 次国有林野施業実施

計画図」（南薩森林管理署、平成 26 年）、「平成 30 年度

鹿児島県鳥獣保護区等位置図 3（北薩・姶良・伊佐）」

（鹿児島県 HP、閲覧：令和元年 8 月）   より作成 
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図 7.2-7 環境保全上留意が必要な施設等の分布状況  

「ゼンリン住宅地図 201904 日置市（東市来・伊集院）、

201809 鹿児島市、201703 薩摩川内市①、201905 いち

き串木野市、201810 姶良市 1（姶良・蒲生）」（株式会

社ゼンリン）              より作成 

 

 

注：図中に示す環境保全上留意が必要な施設等の名称等に

ついては、配慮書 p3.2-24～29 に詳細を記載している。 
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図 7.2-8(1) 事業実施想定区域（最終案 ※図 7.2-4 との重ね合わせ） 

注：図に示す情報の出典は、図 7.2-4 と同様である。 
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図 7.2-8(2) 事業実施想定区域（最終案 ※図 7.2-5 との重ね合わせ） 

注：図に示す情報の出典は、図 7.2-5 と同様である。 
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図 7.2-8(3) 事業実施想定区域（最終案 ※図 7.2-6 との重ね合わせ） 

注：図に示す情報の出典は、図 7.2-6 と同様である。 
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図 7.2-8(4) 事業実施想定区域（最終案 ※図 7.2-7 との重ね合わせ） 

注：図に示す情報の出典は、図 7.2-7 と同様である。 
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図 7.2-8(5) 事業実施想定区域（最終案）  
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④  複数案の設定について 

a. 複数案の設定について 

事業実施想定区域は、現時点で想定する風力発電機の設置範囲及び改変が想定される範囲

を包含するよう広めに設定されており、以降の手続きにおいても環境影響の回避・低減を考

慮して事業実施区域の絞り込みを行う。 

上記のとおり、方法書以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、このよ

うな検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に

関する検討会、平成 25 年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、

「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができると

されている。 

現段階では、発電所の出力は最大 30,000kW（2,300～4,400kW 程度を最大 22 基程度）、構造

に関しては、普及率が高く発電効率が最も良いとされる 3 枚翼のプロペラ型風力発電機を想

定している。ただし、詳細な風況や工事計画については検討中であり、現地調査等を踏まえ

て具体的な風力発電機の配置や構造を検討するため、現段階における「配置・構造に関する

複数案」の設定は現実的でないと考える。 

 

b. ゼロ・オプションの設定について 

事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼロ・

オプションに関する検討は現実的でないと考えられるため、本配慮書ではゼロ・オプション

を設定しない。 
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(3)第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

①  発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は表 7.2-1 のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 7.2-9 のとおりである。 

 

表 7.2-1 風力発電機の概要 

項 目 諸 元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
2,300～4,400kW 程度 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
82～126m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
89～117m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
130～180m 

 

 

 

図 7.2-9 風力発電機の概略図 

 

 

注：基礎形状は、今後の地質調査等の結果を基に検討する。 

 

82～126m 

（ローター直径） 

最大高さ 

130～180m 

89～117m 

（ハブ高さ） 

GL 
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②  変電施設 

現在検討中である。 

 

③  送電線 

現在検討中である。 

 

④  系統連系地点 

事業実施想定区域より南西約 6km 地点を予定している。 

 

(4)第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

本事業により設置される風力発電機の配置計画は現在検討中であるが、「7.2.1 1．(2)第一

種事業の実施が想定される区域及びその面積」で設定した事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象外を除く。）内に設置する計画である。 

なお、風力発電機の設置の検討にあたっては、原則として、住宅より 500m※離隔する計画で

ある。 

風力発電機の基数については連系線の容量により決定されることとなるが、本計画段階では

総発電出力は最大 30,000kW を想定しており、この場合の基数は表 7.2-2 のとおりである。 

 

表 7.2-2 発電機の出力及び基数 

項 目 諸 元 

単機出力 2,300～4,400kW 程度 

基 数 22 基程度 

総発電出力 最大 30,000kW 

 

  

 
※「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（環境省総合環境政策局、平

成 23 年）によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において苦情等が多く発生している調査結果が

報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が懸念される。この状況を踏まえ、本事業では 400m の離隔

を上回る離隔として 500m を確保することを検討する。 
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(5)第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工事計画の概要 

①  工事計画の概要 

a. 工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等 

・据付工事：風力発電機据付工事（輸送含む。） 

・電気工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、電気工事 

 

b. 工事工程・期間等の概要 

主要な工事工程の概要は図 7.2-10 のとおりである。 

営業運転開始は工事開始より 30 か月目を予定しているが、具体的な工事工程は今後の対

象事業実施区域の絞り込み、地質調査、基礎工事手法等の結果を踏まえて検討する。 

建設工事開始時期 ：2023 年  7 月頃（予定）から 27 か月程度 

試験運転開始時期 ：2025 年 10 月頃（予定）から 3 か月程度 

営業運転開始時期 ：2026 年  1 月頃（予定） 
 

年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 

月数 

工種 
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 

主要工程 ▼着工 運転開始▼ 

造成・基礎工事等  
        

             

据付工事           
   

  

電気工事  
         

            

試運転           
 

   

図 7.2-10 主要な工事工程の概要（予定） 

 

c. 輸送計画 

本計画段階では図 7.2-11 のとおり、事業実施想定区域に至る既存道路を活用し、風力発

電機を輸送する計画である。なお、現時点では川内港、串木野港、鹿児島港の使用を検討し

ているが、今後、現地調査を行い、輸送可能性を検討した上で、風力発電機等の搬入ルート

の絞り込みを行う。 

  



7.2-22 

(451) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

 

図 7.2-11 大型部品（風力発電機等）の搬入ルート 
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(6)その他の事項 

①  事業実施想定区域及びその周囲における他事業 

事業実施想定区域周囲における環境影響評価手続き中及び稼働中の事業は表 7.2-3 及び図

7.2-12 のとおりである。稼働中の事業が 1 件、環境影響評価手続き中の事業が 2 件存在す

る。 

なお、事業実施想定区域内において、日置市養母風力発電所が計画されているが、その位

置について、令和元年 9 月現時点で公表されているデータはない。 

 

表 7.2-3 事業実施想定区域及びその周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備 考 

重平山風力発電所 
日置ウインドパワー 

株式会社 

6,900kW 

（2,300kW×3 基） 

・稼働中 

・運転開始：平成 27 年 9 月 

（仮称）いちき串木野市及び 

薩摩川内市における風力発電事業 

合同会社 NWE-09 

インベストメント 

最大 90,000kW 

（4,000～4,500kW 級 

×20 基程度） 

・環境影響評価手続き中 

（方法書手続き終了） 

（仮称）いちき串木野・薩摩川内ウ

ィンドファーム 

株式会社グリーンパワ 

ーインベストメント 

最大 40,000kW 程度 

（3,000～4,000kW 級 

×13 基） 

・環境影響評価手続き中 

（方法書手続き終了） 

日置市養母風力発電所 
九州おひさま発電 

株式会社 

6,000kW 

（2,000kW×3 基） 
・計画中 

「環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）」（環境省 HP、閲覧：令和元年 8 月） 

「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：令和元年 8 月）  より作成 
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図 7.2-12 事業実施想定区域及びその周囲における他事業  

「環境アセスメントデータベース EADAS（イーダ
ス）」（環境省 HP、閲覧：令和元年 8 月） 

より作成   
 



7.2-25 

(454) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

2. 計画段階配慮事項の検討結果 

配慮書において検討した重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表

7.2-4 のとおりである。 

 

表 7.2-4(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外

を除く。）と住宅等の分布状況については、2.0km

の範囲内に 1,264 戸の住宅等が存在している。

また、住宅以外の配慮が特に必要な施設等につ

いては、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外を除く。）から最短距離約 1.7km の位置に保

育所（みのり保育園）が存在している。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意し

て、風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発電

機の選定状況に応じたパワーレベルを設定し

たうえで予測計算を行うとともに、騒音及び

超低周波音の影響の程度を把握し、必要に応

じて環境保全措置を検討する。予測計算に際

しては、地形による回折効果、空気吸収の減衰

及び地表面の影響による減衰を考慮する。 

地形及び 

地質 

事業実施想定区域内における「八原高原」及び

「高塚台地」については、事業実施想定区域と重

複しており、直接的な改変が生じる可能性があ

る。なお、「岩下の断崖」、「藤本滝」及び「三方

塚山近くの滝」については、事業実施想定区域内

に存在するものの、工事対象とはせず直接的な

改変が生じないことから、重大な影響はないと

評価する。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

・現地調査等により重要な地形及び地質の分布

及び状態を把握した上で、風力発電機の配置

や搬入経路を含めた工事計画を検討する。 

・現地調査等により重要な地形及び地質の分布

及び状態を把握した上で、必要に応じて改変

面積を最小化する等の環境保全措置を検討す

る。 

 

風車の影 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外

を除く。）と住宅等の分布状況については、2.0km

の範囲内に 1,264 戸の住宅等が存在している。

また、住宅以外の配慮が特に必要な施設等につ

いては、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外を除く。）から最短距離約 1.7km の位置に保

育所（みのり保育園）が存在している。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意し

て、風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレ

ーションにより把握し、必要に応じて環境保

全措置を検討する。  
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表 7.2-4(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

動 物 

水辺や河川、湖沼の水域等を主な生息環境と

する重要な種については、事業実施想定区域内

であっても直接的な改変を行わないことから、

重大な影響はないものと評価する。 

樹林、草地及び耕作地を主な生息環境とする

重要な種及び動物の注目すべき生息地において

は、事業実施に伴いその一部に直接的な改変が

生じる可能性があることから、生息環境の変化

に伴う影響が生じる可能性がある。また、コウモ

リ類や鳥類については、事業実施想定区域上空

を利用する可能性があることから、施設の稼働

に伴うバットストライク及びバードストライク

等が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

 

 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重

要な種への影響を適切に予測する。調査結果

に基づき、環境保全措置を検討する。 

・猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改

訂版）」（環境省、平成 24 年）に準拠して生息

状況の調査を実施する。 

・渡り鳥の移動ルートにも留意し、移動状況を把

握できるよう調査を実施する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査による

コウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意

した調査を実施する。 

・施設の稼働により、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、

コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用す

ることの影響が想定されるものの、風力発電

機設置位置等の情報が必要となるため、事業

計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにお

いて、適切に調査、予測及び評価を実施する。 

・土地の改変により濁水等が流入しない計画や

工法について検討し、生息環境への影響の低

減を図る。 

植 物 

水辺や河川、湖沼の水域等の水辺環境を主な

生育環境とする重要な種については、事業実施

想定区域内であっても直接的な改変を行わない

こと、事業実施想定区域内に巨樹・巨木林・天然

記念物は確認されていないことから、重大な影

響はないものと評価する。 

樹林、草地、耕作地を主な生育環境とする重要

な種及び植生自然度 9 に該当する植生について

は、事業実施に伴いその一部に直接的な改変が

生じる可能性があることから、生育環境の変化

に伴う影響が生じる可能性がある。なお、重要な

植物群落及び植生自然度 10に該当する植生は事

業実施想定区域に存在しないことから、事業の

実施による影響はないと予測する。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

・植物の生育状況及び植物群落の分布状況を現

地調査等により把握し、また、重要な種及び重

要な群落への影響の程度を適切に予測し、必

要に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落につい

ては、可能な限り必要最低限の工事にとどめ、

改変による重大な影響を回避・低減するよう

検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないよ

うな計画や工法について検討し、生育環境へ

の影響の低減を図る。 

生態系 

植生自然度 10に相当する自然植生、自然公園、

鳥獣保護区、巨樹・巨木林及び特定植物群落につ

いては、事業実施想定区域外に存在するため、直

接的な改変が生じないことから、重大な影響は

ないものと評価する。 

植生自然度 9 に相当する自然植生及び保安林

については、事業実施想定区域の一部に確認さ

れていることから、事業実施に伴いその一部に

直接的な改変が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状

況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとま

りの場を多く残存するよう、可能な限り必要

最低限の工事にとどめ、改変による重大な影

響を回避・低減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべ

き生息・生育の場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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表 7.2-4(3) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果  
環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

景 観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点のうち、「④八重の棚田」以外の

地点については、いずれも事業実施想定区に含

まれず直接的な改変は生じないことから重大な

影響はないと評価する。 

景観資源のうち、「八原高原」、「高塚合地」、「岩

下の断崖」、「藤本滝」及び「三方塚山近くの滝」

以外については、いずれも事業実施想定区に含

まれず直接的な改変は生じないことから重大な

影響はないと評価する。 

「④八重の棚田」、「八原高原」及び「高塚合地」

については、一部が事業実施想定区域もしくは

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）に

含まれるため一部に直接的な改変が生じる可能

性があるが、今後の環境影響評価手続き及び詳

細設計において右に示す事項を留意することに

より重大な影響を回避又は低減できる可能性が

あると評価する。 

なお、「岩下の断崖」、「藤本滝」及び「三方塚

山近くの滝」については、事業実施想定区域内に

存在するものの、工事対象とはせず直接的な改

変が生じないことから、重大な影響はないと評

価する。 

・主要な眺望点の展望施設の状況や眺望目的に

利用される場所を調査のうえ、風力発電機の

配置を検討する。 

・改変面積を最小化することを検討する。 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点から風力発電機を視認できる可

能性があるが、今後の環境影響評価手続き及び

詳細設計において、右に示す事項を留意するこ

とにより重大な影響を回避又は低減できる可能

性があると評価する。  

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望

点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置

を検討する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成

予想図を合成する方法（フォトモンタージュ

法）によって、主要な眺望景観への影響につい

て予測評価し、必要に応じて風力発電機の配

置の再検討等の環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討す

る。 

人と自然と

の触れ合い 

の活動の場 

「⑧践祚の滝」及び「⑩八重の棚田」以外の地

点についてはいずれも事業実施想定区域に含ま

れず、直接的な改変は生じないことから重大な

影響はないと評価する。「⑩八重の棚田」につい

ては、一部に直接的な改変が生じる可能性があ

るが、事業実施想定区域のうちの風力発電機の

設置対象外のエリアであり、今後の環境影響評

価手続き及び詳細設計において右に示す事項に

留意することにより、重大な影響を回避又は低

減できる可能性が高いと評価する。 

なお、「⑧践祚の滝」については、事業実施想

定区域内に存在するものの、工事対象とはせず

直接的な改変が生じないことから、重大な影響

はないと評価する。 

・「八重の棚田」の利用環境及び利用状況につい

て詳細な調査を実施し、今後の事業計画を検

討する際はその結果を踏まえ、影響を極力回

避又は低減する。 
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7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の

経緯 

1. 配慮書における検討結果 

配慮書における計画段階配慮事項として、騒音及び超低周波音、地形及び地質、風車の影、

動物、植物、生態系、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場については、今後の環境影響

評価における現地調査等を踏まえて環境保全措置を検討することにより、重大な影響を回避又

は低減できる可能性が高いと評価した。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び

環境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものと

した。 

 

2. 配慮書提出後の事業計画の検討の経緯 

(1)方法書以降の手続き等において留意する事項への対応方針 

配慮書において記載した、方法書以降の手続き等において留意する事項（以下「留意事項」

という。）への対応方針は、表 7.2-5 のとおりである。 

 

表 7.2-5(1) 留意事項への対応方針 

環境要素 方法書以降の手続き等において留意する事項 方法書以降の手続き等における対応方針 

騒音及び 

超低周波音 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意し

て、風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発電

機の選定状況に応じたパワーレベルを設定し

たうえで予測計算を行うとともに、騒音及び超

低周波音の影響の程度を把握し、必要に応じて

環境保全措置を検討する。予測計算に際して

は、地形による回折効果、空気吸収の減衰及び

地表面の影響による減衰を考慮する。 

・風力発電機の設置予定範囲の絞り込みを行っ

た。 

・環境影響評価の項目として選定し、騒音及び超

低周波音の現地調査地点として 12 地点を設定

した。 

・方法書以降の手続きにおいては、調査、予測及

び評価を行い、その結果に基づき、必要に応じ

て配慮が特に必要な施設等（住宅等）まで離隔

を取る等の環境保全措置の検討を行う。 

地形及び 

地質 

・現地調査等により重要な地形及び地質の分布

及び状態を把握した上で、風力発電機の配置や

搬入経路を含めた工事計画を検討する。 

・現地調査等により重要な地形及び地質の分布

及び状態を把握した上で、必要に応じて改変面

積を最小化する等の環境保全措置を検討する。 

・重要な地形を避けて風力発電機の設置予定範

囲を設定した。 

風車の影 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意し

て、風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレ

ーションにより把握し、必要に応じて環境保全

措置を検討する。 

・風力発電機の設置予定範囲の絞り込みを行っ

た。 

・環境影響評価の項目として選定した。 

・方法書以降の手続きにおいては、調査、予測及

び評価を行い、その結果に基づき、必要に応じ

て配慮が特に必要な施設等（住宅等）まで離隔

を取る等の環境保全措置の検討を行う。 
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表 7.2-5(2) 留意事項への対応方針 

環境要素 方法書以降の手続き等において留意する事項 方法書以降の手続き等における対応方針 

動 物 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重

要な種への影響を適切に予測する。調査結果に

基づき、環境保全措置を検討する。 

・猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂

版）」（環境省、平成 24 年）に準拠して生息状

況の調査を実施する。 

・渡り鳥の移動ルートにも留意し、移動状況を把

握できるよう調査を実施する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査による

コウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意し

た調査を実施する。 

・施設の稼働により、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、

コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用す

ることの影響が想定されるものの、風力発電機

設置位置等の情報が必要となるため、事業計画

の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、

適切に調査、予測及び評価を実施する。 

・土地の改変により濁水等が流入しない計画や

工法について検討し、生息環境への影響の低減

を図る。 

・環境影響評価の項目として選定し、重要な種及

び注目すべき生息地への影響の程度を適切に

予測できるよう現地調査地点を設定した。 

・方法書以降の手続きにおいては、対象事業実施

区域及びその周囲に生息する動物相をより詳

細に把握する。 

・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等につ

いては、現地調査による生息状況、並びに計画

熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門

家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面

積が最小限となるよう検討する。また、土地の

改変により濁水等が流入しない計画や工法に

ついて検討し、生息環境への影響の低減を図

る。 

植 物 

・植物の生育状況及び植物群落の分布状況を現

地調査等により把握し、また、重要な種及び重

要な群落への影響の程度を適切に予測し、必要

に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落につい

ては、可能な限り必要最低限の工事にとどめ、

改変による重大な影響を回避・低減するよう検

討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないよ

うな計画や工法について検討し、生育環境への

影響の低減を図る。 

・環境影響評価の項目として選定し、重要な種及

び重要な群落への影響の程度を適切に予測で

きるよう現地調査地点を設定した。 

・方法書以降の手続きにおいては、対象事業実施

区域及びその周囲に生育する植物相をより詳

細に把握する。 

・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等につ

いては、現地調査による生育状況、並びに計画

熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門

家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面

積が最小限となるよう検討する。また、土地の

改変により濁水等が流入しない計画や工法に

ついて検討し、生育環境への影響の低減を図

る。 

生態系 

・自然植生について、現地調査等により植生の状

況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとま

りの場を多く残存するよう、可能な限り必要最

低限の工事にとどめ、改変による重大な影響を

回避・低減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべ

き生息・生育の場への影響の程度を適切に予測

し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・環境影響評価の項目として選定した。また、対

象事業実施区域及びその周囲の生態系の機能

が維持できるよう、上位生種、典型性種を適切

に選定し、生態系への影響の程度を適切に予測

できるよう現地調査地点を設定した。 

・方法書以降の手続きにおいては、可能な限り定

量的な解析を行い、その結果を踏まえ、計画熟

度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門家

等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積

が最小限となるよう検討する。 
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表 7.2-5(3) 留意事項への対応方針 

環境要素 方法書以降の手続き等において留意する事項 方法書における対応方針 

景 観 

・主要な眺望点の展望施設の状況や眺望目的に

利用される場所を調査のうえ、風力発電機の配

置を検討する。 

・改変面積を最小化することを検討する。 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望

点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置を

検討する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成

予想図を合成する方法（フォトモンタージュ

法）によって、主要な眺望景観への影響につい

て予測評価し、必要に応じて風力発電機の配置

の再検討等の環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討す

る。 

・環境影響評価の項目として選定し、住宅等の存

在する地区（生活環境の場）を含む 16 地点を

景観の調査地点として設定した。 

・方法書以降の手続きにおいては、主要な眺望点

から撮影した写真に発電所完成予想図を合成

する方法（フォトモンタージュ法）によって、

主要な眺望景観への影響について予測評価し、

必要に応じて風力発電機の配置の再検討等の

環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色は環境融和塗色で検討す

る。 

人と自然と 

の触れ合い 

の活動の場 

・「八重の棚田」の利用環境及び利用状況につい

て詳細な調査を実施し、今後の事業計画を検討

する際はその結果を踏まえ、影響を極力回避又

は低減する。 

・環境影響評価の項目として選定し、「八重の棚

田」を含む 11 地点を主要な人と自然との触れ

合いの活動の場の調査地点として設定した。 

・方法書以降の手続きにおいては文献その他の

資料調査の他、現地調査や聞き取り調査を実施

し、その結果を踏まえ事業計画を検討するとと

もに、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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(2)対象事業実施区域（方法書段階）の設定及び設備の配置等に関する検討の経緯 

配慮書においては、事業計画の熟度が低く、まずは風力発電機が設置される可能性のある範

囲に主眼を置いて事業実施想定区域（配慮書段階）を設定した。 

しかし、配慮書提出以降の現地踏査を踏まえ、風力発電機に付随する施設（発電施設用地、

資材運搬・取付・管理用道路、一時的な改変）の検討を進め、事業実施想定区域を一部変更し、

対象事業実施区域（方法書段階）を設定した。 

 

【配慮書以降における区域の変更の経緯】 

・騒音及び超低周波音、風車の影による周辺環境への影響を低減するため、風力発電機配置

予定範囲の絞り込みを行い、『風力発電機の設置予定範囲』を設定した。 

・『風力発電機の設置予定範囲』を基に今後の事業計画において改変の可能性のある部分の再

検討を行った。再検討の結果、今後改変の可能性のない箇所を配慮書時の『事業実施想定

区域区域』から削除し、『対象事業実施区域』を設定した。 

・また、風力発電機の輸送経路等の再検討を行い、今後の事業計画において風力発電機は設

置しないものの改変の可能性のある範囲を『対象事業実施区域（風力発電機の設置対象外）』

として設定した。なお、配慮書以降の現地踏査に基づき、一部道路については今後の事業

計画において改変の可能性のあることから、『対象事業実施区域（風力発電機の設置対象

外）』に追加することとした。 

 

上記の経緯を踏まえた事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）

との比較図は、図 7.2-13 のとおりである。 
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図 7.2-13(1) 事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較  

『風力発電機の設置予定範囲』を

設定 

騒音及び超低周波音、風車の影による周辺環境への影

響を低減するため、風力発電機配置予定範囲の絞り込

みを行い、『風力発電機の設置予定範囲』を設定した。 
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図 7.2-13(2) 事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較 

『風力発電機の設置予定範囲』を基に今後の事業計画

において改変の可能性のある部分の再検討を行った。 

再検討の結果、今後改変の可能性のない箇所を配慮書

時の『事業実施想定区域区域』から削除し、『対象事

業実施区域』を設定した。 

『対象事業実施区域』を設定 
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図 7.2-13(3) 事業実施想定区域（配慮書段階）と対象事業実施区域（方法書段階）との比較  

新たに改変が想定された箇所を、『対象

事業実施区域（風力発電機の設置対象

外）』に追加 

風力発電機の輸送経路等の再検討を行い、今後の事業

計画において風力発電機は設置しないものの改変の

可能性のある範囲を『対象事業実施区域（風力発電機

の設置対象外）』として設定した。 

なお、配慮書以降の現地踏査に基づき、一部道路につ

いては今後の事業計画において改変の可能性のある

ことから、『対象事業実施区域（風力発電機の設置対

象外）』に追加することとした。 

輸送経路等の再検討を基に『対

象事業実施区域（風力発電機の

設置対象外）』を設定 
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(3)配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較 

配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較は、表 7.2-6 のとおりである。 

 

 

表 7.2-6 配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較 

項 目 配慮書 方法書 

発電機の出力 

・風力発電所出力 

最大 30,000kW 

・風力発電機の基数 

2,300～4,400kW 程度を最大 22 基程度 

※総出力が 30,000kW を超えることがないよ

う、出力制限を行う計画である。また、風力

発電機の基数は単機出力に応じて変更す

る。 

・風力発電所出力 

最大 30,000kW 

・風力発電機の基数 

2,300～4,400kW 程度を最大 22 基程度 

※総出力が 30,000kW を超えることがないよ

う、出力制限を行う計画である。また、風力

発電機の基数は単機出力に応じて変更す

る。 

区域の概要 

・事業実施想定区域 

鹿児島県日置市、鹿児島市、薩摩川内市及び

いちき串木野市の行政界付近 

 

・事業実施想定区域の面積 

約 2,986ha 

※このうち、風力発電機の設置対象外となる

範囲は、約 1,834ha である。 

・対象事業実施区域 

鹿児島県日置市、鹿児島市、薩摩川内市及び

いちき串木野市の行政界付近 

 

・対象事業実施区域の面積 

約 1,837ha 

※このうち、風力発電機の設置対象外となる

範囲は、約 1,188ha である。 

風力発電機の 

配置 
検討中 風力発電機の設置予定範囲（図 7.2-13） 

風力発電機の 

基礎構造 
今後の地質調査等の結果を基に検討する。 今後の地質調査等の結果を基に検討する。 

変電施設 検討中 検討中 

系統連系地点 
事業実施想定区域より南西約 6km 地点を予定

している。 

対象事業実施区域より南西約 6km 地点を予定

している。 

送電線 検討中 検討中 

 

(4)環境保全の配慮について 

本方法書においては、以下の方針に基づき、環境保全の配慮を行った。 

・騒音及び超低周波音、風車の影による周辺環境への影響を低減するため、風力発電機配置

予定範囲の絞り込みを行った。 

なお、環境保全措置の具体的な検討は、表 7.2-5 のとおり、今後の設計、現地調査並びに予

測及び評価を踏まえることとした。 
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