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第１ 共通指摘事項（基本的事項） 

1.1 環境影響評価法、電気事業法、発電所アセス省令の規定に基づく方法書の作成に 

ついて 

 

【顧問会意見】 

・ 環境影響評価準備書の作成に当たっては、環境影響評価法、電気事業法及び「発電所の

設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及

び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関す

る指針等を定める省令」（以下「主務省令」という。）の規定に基づき、環境影響評価の項

目、調査・予測・評価の手法及びこれらの結果等、必要な事項を遺漏なく記載すること。

特に、対象事業の目的及び内容、環境保全措置並びに事後調査については、具体的かつ詳

細に記載すること。 

 

【事業者見解】 

・ 本事業の方法書は、環境影響評価法、電気事業法及び発電所アセス省令の規定に基づい

て作成しており、対象事業の目的及び内容については方法書第２章(p2.1-1(p2)～

p2.2-10(p12))に、環境影響評価の項目、調査、予測及び評価の手法については方法書第４

章(p4.1-1(p95)～p4.2-25(p127))に、必要な事項を記載しました。 

また、調査、予測及び評価の結果、環境保全措置並びに事後調査については、準備書に

具体的かつ詳細に記載します。 
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1.2 環境影響評価の項目の選定について 

 

【顧問会意見】 

・ 環境影響評価の項目の選定に当たっては、本事業に係る事業特性及び地域特性を適切に

整理した上で、主務省令別表第５の参考項目を勘案し適切に選定するとともに、その選定

理由を明確にすること。 

 

【事業者見解】 

・ 環境影響評価項目については、発電所アセス省令第７条第１項第５項に定める「風力発

電所（別表第５）備考第２号」に掲げる一般的な事業の内容と本事業の内容との相違を整

理して把握した上で、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、発電所アセス省令第７条

の規定に基づき選定しており、その旨を方法書第４章(p4.1-1(p95)～p4.1-4(p98))に記載

しました。 

 また、環境影響評価項目として選定する理由又は選定しない理由を、方法書第４章

(p4.1-5(p99)～p4.1-8(p102))に記載しました。 
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1.3 環境影響評価の調査・予測の手法について 

 

【顧問会意見】 

・ 環境影響評価の調査・予測に当たっては、主務省令別表第 10 の参考手法を勘案しつつ、

事業特性及び地域特性を踏まえ、調査・予測の妥当性を明らかにして適切に実施すること。

また、評価に当たっては、調査及び予測の結果並びに環境保全措置等を踏まえ、評価の根

拠及び検討経緯を明らかにし、対象事業の実施による環境影響が事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避され、又は低減されているものであるか及び環境の保全について

の配慮が適正になされているものであるかを検討すること。 

 

【事業者見解】 

・ 環境影響評価の調査・予測・評価の手法は、一般的な事業の内容と本事業の内容との相

違を整理して把握した上で、発電所アセス省令第９条第１項第５項に定める「風力発電所

（別表第 10）」に掲げる参考手法を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ

て選定しました。 

  選定した手法を環境要素、影響要因の区分ごとに整理し、方法書第４章(p4.2-2(p104)

～p4.2-25(p127))に記載しました。 
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第２ 共通指摘事項（具体的事項） 

2.1 対象事業実施区域と改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲等）につい

て 

 

【顧問会意見】 

・ 対象事業実施区域と改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲等）を明確に

区分し、土地の掘削や盛土、アクセス道路の設置、樹木の伐採等の土地の改変がどこで行

われ、どのように修復するのか分かる図面を添付すること。 

 

【事業者見解】 

・ 搬入道路は既存の作業道を活用することとしていますが、必要に応じて拡幅、改修を行

います。また、用地造成に伴い切土、盛土を行うため、樹木伐採が発生します。 

これらの土地改変の区域については、今後、詳細な測量及び設計を行うとともに地権者

交渉を行って、具体的な造成計画を検討し、環境影響評価を適切に実施することとしてお

り、その結果を準備書に記載します。 

 

参考として、図－１に風力発電機の基礎図の例を示します。 

なお、今後の地質調査等を踏まえた詳細設計により、基礎の方式、掘削量等は変わりま

す。 

図－１ 風力発電機の基礎図 

 

  

 

直接基礎 
杭基礎 
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2.1(1) 土捨場について 

 

【顧問会意見】 

・ 土捨場がある場合は対象事業実施区域とし、影響について予測評価すること。 

 

【事業者見解】 

・ 造成等の施工に伴い発生する土砂は、埋め戻しや盛土等に利用する計画としていること

から、土捨場を設ける予定はありません。 

 

 

 

 

2.1(2) 作業道について 

 

【顧問会意見】 

・ 対象事業実施区域内の既存の作業道がどこかわからないので、明示して欲しい。また、

作業道の内容（舗装の有無、幅など）を記載してほしい。 

 

【事業者見解】 

・ 対象事業実施区域内の既存の作業道は図－１のとおりです。 

  幅員は 2.0～5.0ｍ程度で、大半は普通車（四輪駆動車）程度が走行可能な未舗装道路と

なっています。 

  なお、作業道は資機材輸送に支障のない範囲（幅５ｍ程度）で拡幅する予定です。 
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図－１ 対象事業実施区域内の既存の作業道の位置 

 
串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

                               ［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成
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2.2 風力発電所の配置（変電設備、管理棟、既存設備等含む）について 

 

【顧問会意見】 

・ 風力発電所の配置（変電設備、管理棟、既存設備等含む）が不明なため、工事の仕上が

りなど、全体像が分かる図面を添付すること。 

 

【事業者見解】 

・ 方法書 p2.2-5（p7）「第 2.2-3 図 発電所の配置計画の概要」に、搬入道路、風力発電機、

管理用道路、連系変電所、監視所の建設予定範囲を図示しました。 

風車等の具体的な配置については、詳細な測量及び設計をこれから行うこと並びに地権者

の同意を得ていないことから、現時点での公表は、関係する地権者及び地元住民の皆様に誤

解を与えて混乱を招くと考えられるため控えさせていただきます。 

今後、発電所の設備（発電機、変電所等）等の具体的な配置計画を検討し、環境影響評価

を適切に実施することとしており、その結果を準備書に記載します。 
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図－１ 発電所の配置計画の概要（方法書 p2.2-5（p7）） 

 
串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

                               ［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成 
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2.3 定量的な評価について 

 

【顧問会意見】 

・ 評価については、必要な調査データを取得・整理し、できるだけ定量的な評価を行うこ

と。 

 

【事業者見解】 

・ 方法書第４章(p4.2-2(p104)～p4.2-25(p127))に記載した手法に基づき調査・予測を適切

に実施し、できるだけ定量的な評価を行います。 

 

 

 

 

 

2.4 工事車両の運行ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮について 

 

【顧問会意見】 

・ 工事車両の運行ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮についての記述

が不十分なため、工事に伴う騒音振動予測を記載すること。 

 

【事業者見解】 

・ 工事に伴う大気質への影響については、評価項目として選定し、方法書第４章の調査、

予測及び評価の手法(大気環境(大気質))(p4.2-2(p104)～p4.2-9(p111)に記載しました。 

工事に伴う騒音・振動については、影響は小さいと想定されますが、現況値を把握した

上で予測結果がどのようになるかを示すため、工事用資材等の搬出入に伴う騒音について

は表－１(1)～(2)、建設機械の稼働に伴う騒音については表－２、工事用資材等の搬出入

に伴う振動については表－３(1)～(2)、建設機械の稼働に伴う振動については表－４のと

おり調査、予測及び評価を行うこととし、調査位置は図－１のとおり設定します。 
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表－１(1) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

項  目 

環境要素の区分 影響要因の区分 
調査、予測及び評価の手法 

１ 調査すべき情報 

(1) 道路交通騒音の状況 

(2) 沿道の状況 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

２ 調査の基本的な手法 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）で定

められた騒音レベル測定方法（JIS Z 8731）により等価騒音レベルを測

定し、調査結果の整理及び解析を行う。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

住宅地図等により、学校、病院等の施設及び住宅の配置状況に関する

情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の沿道における学校、病院等の施設及び住宅の配置状況につ

いて現地踏査によりその状況を確認し、当該情報の整理を行う。 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

【文献その他の資料調査】 

「道路交通センサス一般交通量調査」（国土交通省）による道路交通量

に関する情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

【現地調査】 

① 道路構造の状況 

調査地点の道路の構造、車線数、幅員及び道路の横断形状について

調査し、調査結果の整理を行う。 

② 交通量の状況 

調査地点の方向別、車種別交通量等を調査し、調査結果の整理を行

う。 

３ 調査地域 

工事用資材等の搬出入に用いる車両が集中する主要な輸送経路である

国道448号及びその周辺とする。 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

工事用資材等の 

搬出入 

４ 調査地点 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す国道 448 号沿いの

１地点とする。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

主要な輸送経路である国道448号及びその周辺とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じとする。 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

【文献その他の資料調査】 

主要な輸送経路である国道 448 号沿いの１地点とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じとする。 
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表－１(2) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

項  目 

環境要素の区分 影響要因の区分 
調査、予測及び評価の手法 

５ 調査期間等 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

道路交通騒音の状況を代表する平日の１日に行う。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じとする。 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じとする。 

６ 予測の基本的な手法 

㈳日本音響学会が提案している道路交通騒音の予測計算モデル（ASJ 

RTN-Model 2008）に基づき、等価騒音レベルを予測する。 

７ 予測地域 

「３ 調査地域」と同じとする。 

８ 予測地点 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す国道 448 号沿いの

１地点とする。 

９ 予測対象時期等 

工事関係車両の小型車換算交通量が最大となる時期とする。 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

工事用資材等の 

搬出入 

10 評価の手法 

調査及び予測の結果を基に、以下により評価を行う。 

・騒音に係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されてい

るかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているか

を検討する。 
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表－２ 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

項  目 

環境要素の区分 影響要因の区分 
調査、予測及び評価の手法 

１ 調査すべき情報 

(1) 騒音の状況 
(2) 地表面の状況 

２ 調査の基本的な手法 

(1) 騒音の状況 

【現地調査】 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43

年厚生省・建設省告示第１号）に定める騒音レベル測定方法（JIS Z 8731）

により時間率騒音レベル及び「騒音に係る環境基準について」に定める

騒音レベル測定方法（JIS Z 8731）により等価騒音レベルを測定し、調

査結果の整理及び解析を行う。 

 (2) 地表面の状況 

【現地調査】 

音の伝搬の特性を踏まえ、裸地、草地、舗装面等地表面の状況につい

て現地踏査により確認し、調査結果の整理を行う。 

３ 調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺とする。 

４ 調査地点 

(1) 騒音の状況 

【現地調査】 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す騒音・振動調査地

点３地点とする。 

 (2) 地表面の状況 

【現地調査】 

対象事業実施区域周辺の民家に至る経路とする。 

５ 調査期間等 

(1) 騒音の状況 

【現地調査】 

騒音の状況を代表する平日の１日とする。 

 (2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 騒音の状況」と同じとする。 

６ 予測の基本的な手法 

㈳日本音響学会が提案している建設機械騒音の予測計算モデル（ASJ 

CN-Model 2007）に基づき、騒音レベルを予測する。 

７ 予測地域 

「３ 調査地域」と同じとする。 

８ 予測地点 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す騒音・振動調査地

点３地点とする。 

９ 予測対象時期等 

建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期とする。 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

建設機械の稼働 

10 評価の手法 

調査及び予測の結果を基に、以下により評価を行う。 

・建設作業に伴って発生する騒音に係る環境影響が、実行可能な範囲内

で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が

適正になされているかを検討する。 
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表－３(1) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

項  目 

環境要素の区分 影響要因の区分 
調査、予測及び評価の手法 

１ 調査すべき情報 

(1) 道路交通振動の状況 

(2) 沿道の状況 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

(4) 地盤の状況 

２ 調査の基本的な手法 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）別表第二備考に

定める振動レベル測定方法により振動レベルを測定し、調査結果の整理

及び解析を行う。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

住宅地図等により、学校、病院等の施設及び住宅の配置状況に関する

情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の沿道における学校、病院等の施設及び住宅の配置状況につ

いて現地踏査によりその状況を確認し、当該情報の整理を行う。 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

【文献その他の資料調査】 

「道路交通センサス一般交通量調査」（国土交通省）による道路交通量

に関する情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

【現地調査】 

① 道路構造の状況 

調査地点の道路の構造、車線数、幅員及び道路の横断形状について

調査し、調査結果の整理を行う。 

② 交通量の状況 

調査地点の方向別、車種別交通量等を調査し、調査結果の整理を行

う。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

大型車の単独走行時の振動を測定し、1/3 オクターブバンド分析器によ

り解析して地盤卓越振動数を求め、調査結果の整理及び解析を行う。 

３ 調査地域 

工事用資材等の搬出入に用いる車両が集中する主要な輸送経路である

国道 448 号及びその周辺とする。 

大
気
環
境 

振
動 

振
動 

工事用資材等の 

搬出入 

４ 調査地点 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す国道448号沿いの

１地点とする。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

主要な輸送経路である国道448号及びその周辺とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じとする。 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 

【文献その他の資料調査】 

主要な輸送経路である国道448号沿いの１地点とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じとする。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じとする。 
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表－３(2) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

項  目 

環境要素の区分 影響要因の区分 
調査、予測及び評価の手法 

５ 調査期間等 

(1) 道路交通振動の状況 
【現地調査】 
道路交通振動の状況を代表する平日の１日に行う。 

(2) 沿道の状況 
【文献その他の資料調査】 
入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 
「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じとする。 

(3) 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 
【文献その他の資料調査】 
入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 
「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じとする。 

(4) 地盤の状況 
【現地調査】 
「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じとする。 

６ 予測の基本的な手法 

振動の伝搬理論に基づき、予測地点における道路交通振動レベルの予

測計算を行う。 

７ 予測地域 

「３ 調査地域」と同じとする。 

８ 予測地点 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す国道 448 号沿いの

１地点とする。 

９ 予測対象時期等 

工事関係車両の小型車換算交通量が最大となる時期とする。 

大
気
環
境 

振
動 

振
動 

工事用資材等の 

搬出入 

10 評価の手法 

調査及び予測の結果を基に、以下により評価を行う。 

・振動に係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されている

かを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかを検

討する。 
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表－４ 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

項  目 

環境要素の区分 影響要因の区分 
調査、予測及び評価の手法 

１ 調査すべき情報 

(1) 振動の状況 

(2) 地盤の状況 

２ 調査の基本的な手法 

(1) 振動の状況 

【現地調査】 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）別表第一備考に

定める振動レベル測定方法により振動レベルを測定し、調査結果の整理

及び解析を行う。 

(2) 地盤の状況 
【文献その他の資料調査】 

表層地質図等の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

３ 調査地域 

対象事業実施区域及びその周辺とする。 

４ 調査地点 
(1) 振動の状況 
【現地調査】 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す騒音・振動調査地

点３地点とする。 

(2) 地盤の状況 
【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周辺とする。 

５ 調査期間等 
(1) 振動の状況 
【現地調査】 

振動の状況を代表する平日の１日に行う。 

(2) 地盤の状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

６ 予測の基本的な手法 

振動の伝搬理論に基づき、予測地点における建設機械の稼働に伴う振

動レベルの予測計算を行う。 

７ 予測地域 

｢３ 調査地域」と同じとする。 

８ 予測地点 

「図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動）」に示す騒音・振動調査地

点３地点とする。 

９ 予測対象時期等 

建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期とする。

大
気
環
境 

振
動 

振
動 

建設機械の稼働 

10 評価の手法 

調査及び予測の結果を基に、以下により評価を行う。 

・建設作業に伴って発生する振動に係る環境影響が、実行可能な範囲

内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかを検討する。 
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図－１ 大気環境調査位置（騒音・振動） 

 

串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

                               ［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成 
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2.4(1) 騒音・振動調査位置図及び地点について 

 

【顧問会意見】 

・ 調査位置図に住宅、都市計画の用途地域がわかるように記載すること。 

・ 騒音・低周波音測定点と可視領域の関係がわかる図を準備してほしい。 

・ 騒音・振動の調査地点は、道路と一般環境を分けて設定すること。 

 

【事業者見解】 

・ 串間市における用途地域は市街地にあり、調査位置図で示す範囲内にはありません。 

  騒音・低周波音の調査地点図に風力発電機の可視領域を重ね合わせた図は、図－１のと

おりであり、一般環境騒音・振動の調査地点は対象事業実施区域の最寄りの集落に、道路

交通騒音・振動の調査地点は国道 448 号沿いに設定しました。 
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図－１ 騒音・振動調査位置と可視領域との関係 

 
   注：本図の範囲内に、都市計画法で定める用途地域の指定はない。 

         串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

                               ［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成 
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2.5 低周波音の評価手法について 

 

【顧問会意見】 

・ 低周波音については、「低周波音の測定に関するマニュアル」（環境庁大気保全局策定）

に基づき評価を行うとともに、Ｇ特性だけでなく、周波数特性も示すこと。 

 

【事業者見解】 

・ 低周波音は、環境要素区分の騒音に含んで評価項目としており、方法書第４章の調査、

予測及び評価の手法(大気環境(騒音))(p4.2-10(p112))に、「低周波音の測定方法に関する

マニュアル」に定める方法により測定を行い、調査結果の整理解析を行う旨を記載しまし

た。 
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2.6 水の濁り（濁水対策）について 

 

【顧問会意見】 

・ 水の濁り（濁水対策）に係る記述がないため、河川、湖沼等の類型指定の状況、沈砂地

等の処理能力や処理方法を具体的に示すこと。 

・ 方法書第２章工事中の排水に関する事項(p2.2-10(p12))において、裸地からの濁水対策

について記載すること。 

・ 工事中の排水について、コンクリート養生や粉じん防止のための散水は、影響がないと

言えるのか。 

 

【事業者見解】 

・ 方法書第３章水質汚濁(p3.2-20(p73)～p3.2-23(p76))に、水質汚濁に係る環境基準の水

域の類型指定状況を記載しました。 

・ 工事（樹木の伐採や切土、盛土など土地の改変）に伴って発生する降雨時の濁水は、工

事実施場所の流末（下流側）に沈砂池等を設け、土砂の沈降やフィルターなどを介して地

下浸透にて処理する予定です。 

  切土・盛土による法面は、工事後速やかに緑化を実施し、濁水の流出防止に努めます。 

  なお、沈砂池の設置場所や容量などの仕様は、今後の詳細設計にて決定し、準備書に記

載します。 

・ 工事中に行うコンクリート養生は、風力発電機計画地において、基礎打設直後にコンク

リート表面の乾燥防止のために湿らせるものです。 

  また、散水は、工事用道路や風力発電機の敷地などにおいて、緑化や管理用道路の整備

が完了するまでの期間に、地表面からの粉じんの飛散を防止するために行うものであり、

地表面に少量の水をまく程度です。 

 

 

 

2.6(1) 工事中のトイレ対策について 

 

【顧問会意見】 

・ 工事期間中の作業員のトイレについて記載してほしい。 

 

【事業者見解】 

・ 工事期間中は、仮設トイレを作業箇所毎に設置する計画であり、処理は汲み取りとしま

す。 
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2.7 生態系の調査・評価について 

 

【顧問会意見】 

・ 生態系については、何を指標（注目種）とし、どのような調査・評価を行うのか具体的

に記載すること。 

・ 生態系の注目種を選定し、各種の調査内容を明らかにすること。 

・ 餌に関する調査は、文献で挙げられている種を機械的に選定するのではなく、地域特性

を考慮し、その地で注目種がよく食べる種、またその餌種が少ない場合に何を食べるのか、

などについて検討すべき。 

・ クマタカ調査を実施しているのであれば、結果を踏まえて上位性の注目種を検討してい

る旨を説明すること。 

・ 出来るだけ定量的に評価できるよう、調査を工夫すること。 

・ 予測手法は、具体的に書くこと。 

・ 典型性の注目種は、上位性の餌でないものを選定すること。 

 

【事業者見解】 

・ 生態系の調査、予測及び評価の手法については、方法書第４章の調査、予測及び評価の

手法(生態系)(p4.2-21(p123)～p4.2-22(p124))に記載しました。 

 

 ○上位性 

・ 平成 24 年 11 月～平成 25 年 4 月にかけてクマタカ調査を実施した結果、対象事業実施区

域及びその周辺において複数のペアの生息を確認しました。 

  クマタカは森林性の猛禽類であり、ノウサギ、ヤマドリ、ヘビ等の動物種を捕食するな

ど生態系の上位に位置すると考えられることから、上位性の注目種として選定します。 

  クマタカの調査・予測・評価の手法は表－１のとおりです。 
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表－１ 上位性の注目種（クマタカ）の調査・予測・評価の手法 

項目 内容 

生息状況調査 ・対象事業実施区域及びその周辺におけるクマタカの飛翔軌跡、飛翔高

度、行動内容等について調査し、対象事業実施区域及びその周辺での

クマタカの生息状況を調査する。 

調査 

餌種・餌量調査 ・餌種・餌量調査の対象種は生息量の推定しやすさなどからノウサギを

想定している。 

・しかし、クマタカはヤマドリやヘビなど様々な動物を捕食することか

ら、餌種・餌量調査の内容については専門家の助言を受けた上で決定

する。 

内部構造解析 ・ペアを確認し、対象事業実施区域及びその周辺において繁殖行動等が

みられた場合は、内部構造の解析を行う。 

・解析した内部構造や餌に関する調査結果と事業による改変区域を重ね

合わせ、その変化（消失）量を基にクマタカへの影響を予測・評価す

る。 

予測 

評価 

バードストライク ・飛翔軌跡、飛翔高度等の調査結果に基づいて、平面的及び垂直的な衝

突確率の算出を行い、予測・評価する。 

 

 ○典型性 

・ 典型性の注目種については、対象事業実施区域及びその周辺が森林であることや平成 24

年秋季に実施した予備調査結果から、タヌキ、アナグマ等の中型哺乳類や森林性鳥類等を

想定していますが、最終的な決定は、平成 25 年５月実施予定の予備調査終了後に行います。 

  選定にあたっては、文献や予備調査結果を踏まえた上で、上位性の注目種であるクマタ

カの餌とならない種から選定するよう留意します。 

・ このように、現在対象種は未定ですが、概ね表－２に示す調査・予測・評価を行う予定

にしています。 

 

表－２ 典型性の注目種の調査・予測・評価の手法（暫定） 

項目 内容 

生息分布調査 ・対象事業実施区域及びその周辺での対象種の生息状況を調査し、整

理・解析する。 

餌種・餌量調査 ・餌種は、対象種の生態を踏まえ、対象事業実施区域及びその周辺の

植生等を考慮して選定し、環境区分別の餌種の生息量を調査する。 

調査 

繁殖環境調査 ・対象事業実施区域及びその周辺での対象種の繁殖環境の分布を調査

し、整理・解析する。 

予測 

評価 

好適生息区分図 

の作成 

・採餌、生息及び繁殖に関する環境条件を指数化し、対象事業実施区

域及びその周辺について、指数を統合し好適生息区分図を作成する。

・好適生息区分図と事業による改変区域を重ね合わせることにより、

対象種への影響を定量的に予測・評価する。 
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2.8 居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合いの場、緑化及び修景について 

 

【顧問会意見】 

・ 居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合いの場、緑化及び修景に係る記述が

ないため、これらを追加すること。 

 

【事業者見解】 

・ 景観については、居住生活環境である周辺の集落 4 地点を含めて評価することとし、方

法書第４章の調査、予測及び評価の手法(景観)(p4.2-23(p125)～p4.2-24(p126))に記載し

ました。緑化及び修景については、必要に応じ、準備書に記載します。 

 

人触れ場については、評価項目として選定していませんが、その理由を補足説明資料

2.8(1)～(2)に示します。 
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2.8(1) 工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場の評価につい

て 

 

本事業の主要な輸送経路である国道 448 号は、平成 22 年度の道路交通センサスによると昼間

12 時間の交通量は 3,420 台、混雑度は 0.44 です。 

工事用資材等の搬出入に係る交通量は、日最大 160 台（往復）を計画しており、工事車両の

運行による交通量の増加は＋５％程度となります。また、工事車両全てが１時間以内に通過し

たと仮定した場合の混雑度は、0.56 と想定されます。 

混雑度は、1.0 より大きい場合、その道路区間が持つべきであるとして計画時に設定された

交通量の水準を実交通量が超えたことを意味しますが、工事中において想定される混雑度は

1.0 を下回っています。 

また、観光客が増えると想定される休日は、平成 17 年度の道路交通センサスによると国道

448 号の混雑度は 0.42 となっており、平日の混雑度 0.49 と比べ値が小さくなっています。 

これらより、国道 448 号は休日と平日で大きく交通量が異なることはないと考えられ、工事

中の混雑度は約 0.5 程度で推移すると考えられます。 

以上のことから、人と自然との触れ合いの活動の場のアクセスルートへの影響は小さいと考

えられるため、評価項目として選定しておりません。 

 

<参考> 

表－１ 道路交通センサスデータ 一般交通量調査結果[主要な輸送経路]  

実施 

年度 

平日 
／ 
休日 

道路種別 路線名 観測地点 
昼間12時間 
自動車類 
交通量（台） 

混雑度 

H22 平日 串間市本城門田 3,420 0.44 

平日 3,503 0.49 
H17 

休日 

一般国道 国道448号
串間市本城吾社

3,036 0.42 

注：12 時間交通量は、７時～19 時に測定した往復交通量である。 

 

<参考資料> 

 ・工事中における国道 448 号の混雑度の計算 
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参考資料：工事中における国道 448 号の混雑度の計算 

 

 工事中における国道 448 号の混雑度については、「箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関す

る説明資料」（平成 22 年度道路交通センサス）p17～25 の「交通容量の算定方法」に従い、セ

ンサスデータを基に算定した。 

  

《算定式及び結果》 

 

 ①基準交通容量（ＣＢ）＝ 2,500 台／時 

  2 方向 2 車線道路は、2,500（台／時／2 車線）。 

 

 ②可能交通容量（Ｃ）  ≒ 1,966 台／時 

  Ｃ＝ＣＢ’×γＩ×γＮ 

    ＣＢ’：車道幅員及び側方余裕による補正後の可能時間交通容量（台／時） 

    γＩ ：沿道条件による補正率 

    γＮ ：動力付き二輪車類及び自転車類による補正率 

 

 ③設計交通容量（ＣＤ）≒ 1,654 台／時 

  ＣＤ＝Ｃ×Ｓ×γＪ 

    Ｃ ：可能交通容量（台／時） 

    Ｓ ：サービス水準 

   γＪ：信号交差点による補正率 

  

 

 ④12 時間交通容量（Ｃ12） ≒ 8,059 台／12 時間 

  Ｃ12＝ＣＤ×（5000／（Ｋ’×Ｄ）） 

    Ｃ12：12 時間交通容量（乗用車換算）（台／12 時間） 

    ＣＤ：設計交通容量（台／時） 

    Ｋ’：年平均12 時間交通量に対する30 番目時間交通量の割合（％） 

 

 ⑤混雑度≒ 0.56 

  混雑度＝Ａ12／Ｃ12 

    Ａ12：実交通量の乗用車換算台数（台／12 時間） 

    Ｃ12：12 時間交通容量（台／12 時間） 

 ※Ａ12 については、センサスデータ 3,420 台に日最大工事車両 160 台を加えた 3,580 台

を実交通量とし、工事車両全てが１時間以内に通過したと仮定して乗用車換算を行っ

た。 
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2.8(2) 地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場の評価につ

いて 

 

既存文献等による調査の結果、対象事業実施区域内には、主要な人と自然との触れ合いの活

動の場は確認されませんでした。また、対象事業実施区域は国有林又は森林組合により管理さ

れている人工林が大部分であり、一般の人が容易に立ち入ることが出来る場所となっていませ

ん。 

以上のことから、地形改変及び施設の存在に伴う人と自然との触れ合いの活動の場への影響

はないと考えられるため、評価項目として選定しておりません。 

 

図－１ 対象事業実施区域の状況 
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2.9 シャドーフリッカー（風車の影）、廃棄物、残土及び塗装からの有害物質について 

 

【顧問会意見】 

・ シャドーフリッカー（風車の影）、廃棄物、残土及び塗装からの有害物質に係る記述がな

いため、これらを追加すること。 

・ 風車塗装の無害性を保証する客観的な説明をしてほしい。 

 

【事業者見解】 

・ シャドーフリッカー（風車の影）については、評価項目として選定し、方法書第４章の

調査、予測及び評価の手法（その他の環境）(p4.2-14(p116))に記載しました。 

・ 廃棄物等のうち残土については、方法書第２章残土(p2.2-10(p12)に残土は発生しない旨

を記載し、産業廃棄物については評価項目として選定し、方法書第４章の調査、予測及び

評価の手法（廃棄物等）(p4.2-25(p127)に記載しました。 

・ 塗装による影響については、実際に採用する機種を選定後、メーカーに塗料、塗装の方

法を確認し、準備書に記載します。 

  また、風力発電設備は、完成品としてメーカーから調達し、海上・陸上輸送を経て対象

事業実施区域に建設します。 

  従って、建設時には大規模な塗装工事は行わず、現地で補修塗装が発生する場合には、

製品安全データシート（ＭＳＤＳ）で塗料に有害物質が含まれていないことを確認します。 

 

 

 

 

2.10 wind turbine noise に卓越した純音成分（約 100 ヘルツから 200 ヘルツまでの範囲）

及び swish 音の程度について 

 

【顧問会意見】 

・ ｗｉｎｄ ｔｕｒｂｉｎｅ ｎｏｉｓｅに卓越した純音成分（約 100 ヘルツから 200 ヘル

ツまでの範囲）及びｓｗｉｓｈ音の程度について記載すること。 

 

【事業者見解】 

・ 風車メーカーから周波数データを含めた騒音諸元を入手して、準備書に記載します。 



28 

 

2.11 資材搬入、管理道路の計画について 

 

【顧問会意見】 

・ 資材搬入、管理道路の計画について図示し、資材搬入道路の拡幅工事等について影響評

価を行うこと。 

 

【事業者見解】 

・ 搬入道路は既存の作業道を活用することとしていますが、必要に応じて拡幅、改修を行

います。また、用地造成に伴い切土、盛土を行うため、樹木伐採が発生します。 

これらの土地改変の区域については、今後、詳細な測量及び設計を行うとともに地権者

交渉を行って、具体的な造成計画を検討し、環境影響評価を適切に実施することとしてお

り、その結果を準備書に記載します。 

 

 

 

 

2.12 工事車両の運行に伴う大気環境影響評価について 

 

【顧問会意見】 

・ 工事車両の運行は大気環境に影響を及ぼすため、工事車両の運行経路を考慮し、必要に

応じ最寄りの大気環境の現況を示し評価すること。 

 

【事業者見解】 

・ 工事に伴う大気質への影響については、評価項目として選定し、方法書第４章の調査、

予測及び評価の手法(大気環境(大気質))(p4.2-2(p104)～p4.2-9(p111)に記載しました。 
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2.13 施設の稼働時の管理棟等の生活排水の処理について 

 

【顧問会意見】 

・ 施設の稼働時に管理棟等を設ける場合は、生活排水の処理に係る記述を追加すること。 

 

【事業者見解】 

・ 供用後は、監視所を設置しますが、し尿は汲み取りとし生活排水は出さない計画として

いる旨を準備書に記載します。 

 

 

 

 

2.14 対象事業実施区域の現況が確認できる航空写真、図面等について 

 

【顧問会意見】 

・ 対象事業実施区域の現況確認については、現存植生図だけでは現状との照合が難しいた

め、現状が確認できる至近の航空写真、図面等を添付すること。 

 

【事業者見解】 

・ 方法書第２章(p2.2-2(p4)～p2.2-4(p6))に、対象事業実施区域の位置及びその周囲の状

況を示す地図及び航空写真を掲載しました。 
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2.15 動植物相の調査ルートの設定について 

 

【顧問会意見】 

・ 動植物相の調査について、調査ルートの設定に際しては、樹木の伐採等の改変区域を包

含するよう考慮すること。特に、注目種が改変区域に分布しているのか、又は非改変区域

に分布しているのか分かるよう調査すること。 

 

【事業者見解】 

・ 動植物相の調査ルートについては、方法書第４章の調査、予測及び評価の手法(動物、植

物)(p4.2-15(p117)～p4.2-20(p122))に、調査にあたり基本となるルートを記載しました。 

今後、現況調査開始までに改変区域を把握した上で、植生や地形を踏まえ、方法書に記

載したルートを基本としたルート・地点設定を行っていきます。 

  また、重要な種・注目すべき生息地・重要な群落については、位置の記録を行い、対象

事業による改変の有無を把握します。 
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2.16 風車の景観について 

 

【顧問会意見】 

・ 風車が目立たないように、風景の中に溶け込むよう検討すること。 

・ 海域からの景観調査地点を追加すること。 

・ 水平方向に長く展開するので、垂直視角だけでなく水平視角も把握する必要がある。 

 

【事業者見解】 

・ 景観については、居住生活環境である周辺の集落 4 地点を含めた計 7 地点で評価するこ

ととし、方法書第４章の調査、予測及び評価の手法(景観)(p4.2-23(p125)～p4.2-24(p126))

に記載しました。 

今後、選定した手法に基づき調査・予測を適切に実施し、事業者の実行可能な環境保全

措置について検討した結果を、準備書に記載します。  

・ 海域からの景観調査地点を選定し、調査、予測及び評価を行います。 

・ 本事業では風力発電機を 27 基程度建設する予定であり、水平方向の連なりによる景観へ

の影響が懸念されることから、方法書 p4.2-24(p126）「第 4.2-4 図 景観調査位置」に示し

た景観調査地点７地点に海域調査地点１地点を加えた計８地点について、垂直視角に加え

水平視角による把握も行います。 
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2.17 近傍の風力発電所との複合的な環境影響について 

 

【顧問会意見】 

・ 近傍の風力発電所との複合的な環境影響が考えられる場合は、可能な範囲で予測・評価

するよう努めること。 

 

【事業者見解】 

・ 近傍に風力発電所はなく、複合的な環境影響の検討対象ではありません。  

 

 

 

 

2.18 牧草地を中心に風車を多数設置する場合の猛きん類等への影響評価について 

 

【顧問会意見】 

・ 牧草地を中心に風車を多数設置する場合は、猛きん類等の餌場になっている可能性があ

るため、餌場としての機能が維持されるかについて検討すること。また、樹林を伐開・整

地して風車を設置する場合は、小動物等の狩場として利用されるようになる可能性がある

ことに留意すること。 

 

【事業者見解】 

・ 対象事業実施区域及びその周辺は牧草地ではありませんが、猛禽類の影響については、

繁殖地への影響、採餌場への影響について調査・予測・評価を適切に実施し、準備書に記

載します。  
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2.19 樹林帯を伐開して風車を設置する場合の動植物への影響評価について 

 

【顧問会意見】 

・ 樹林帯を伐開して風車を設置する場合は、林縁部の植生構造の変化や風の通り道ができ

ることにより、植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性があるため、工事に際しては

段階的な伐開、萌芽更新の手法を採用する等の工夫が必要になるとともに、動物相の変化

も考えられることから、影響評価に際してはこれらについて考慮すること。 

 

【事業者見解】 

・ 動物、植物、生態系については評価項目として選定し、方法書第４章の調査、予測及び

評価の手法(動物、植物、生態系)(p4.2-15(p117)～p4.2-22(p124))に記載しました。 

今後、選定した手法に基づき調査・予測を適切に実施し、それらの結果及び環境保全措

置を踏まえた上で、工事や工作物の存在・供用に対する影響について適切に評価を行い、

準備書に記載します。  

 

 

 

 

2.20 風車設置のための土木工事における現状回復について 

 

【顧問会意見】 

・ 風車設置のための土木工事において、埋め戻し、現状回復を図る旨記載している場合が

多いが、現状の定義を明確にするとともに、回復措置の具体的な内容を示すこと。特に、

緑化の内容については詳細に計画を示すとともに、切土法面、盛土の周辺及び風車設置基

部の整地部分の状態を明記すること。 

 

【事業者見解】 

・ 樹木の伐採、掘削等に伴い一時的に発生する裸地については、現在、法面吹付等の緑化を

計画しています。 

   今後、詳細設計等を踏まえ、回復措置の具体的な内容を検討し、緑化の内容、切土法面、

盛土の周辺及び風車設置基部の整地部分の状況などについて、準備書に記載します。 
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2.21 道路及び送電線埋設工事における動植物への影響評価について 

 

【顧問会意見】 

・ 道路及び送電線埋設工事について、計画の詳細がほとんど示されていないため、工事の

内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性について検討すること。特に、林道

等の拡幅工事や鉄板敷等により一時的に大型車両の運行を行う場合は、工事部分の重要種

が消滅することがあること、また、側溝等を設ける場合は、小動物の落下や分断等の影響

があることに留意すること。 

 

【事業者見解】 

・ 搬入道路は既存の作業道を活用することとしていますが、必要に応じて拡幅、改修を行

います。また、用地造成に伴い切土、盛土を行うため、樹木伐採が発生します。 

これらの土地改変の区域については、今後、詳細な測量及び設計を行うとともに地権者

交渉を行って、具体的な造成計画を検討し、環境影響評価を適切に実施します。また、詳

細設計等を踏まえ、準備書に記載します。 

動物、植物への影響については、選定した手法に基づき調査・予測を適切に実施し、そ

れらの結果及び環境保全措置を踏まえた上で、影響について適切に評価を行います。 

また、現況調査結果を踏まえた環境保全措置の検討、予測及び評価に当たっては、必要

に応じて有識者等からの助言を得ながら実施します。 

なお、送電線埋設工事の計画はありません。 
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2.22 哺乳類調査の自動撮影調査等について 

 

【顧問会意見】 

・ 哺乳類の調査手法として、自動撮影調査を実施するものとしないものが混在しているが、

夜行性の中・大型哺乳類の生息確認に自動撮影を用いることは一般化しているため、調査

手法として追加を検討すること。また、ブレードへの鳥類等の衝突個体が多くなると、肉

食性哺乳類が集まりやすくなることが考えられることから、事後調査についても検討する

こと。 

 

【事業者見解】 

・ 哺乳類の調査に当たっては、直接観察法、フィールドサイン法等に加えて自動撮影法も行

うこととしており、方法書第４章の調査、予測及び評価の手法(動物)(p4.2-15(p117))に記

載しました。 

事後調査については、選定した手法に基づき適切に実施した調査・予測結果及び環境保

全措置を踏まえた上で行った評価結果を基に、その要否について検討し、準備書に記載し

ます。 

 

 

 

 

2.23 鳥類の予測評価に係る衝突確率等の算出、有識者等から助言について 

 

【顧問会意見】 

・ 鳥類の予測評価については、ブレード、タワー等への接近・接触に関して、衝突確率等

の算出を行うこと。また、予測評価に際しては、必要に応じて有識者等から助言を得なが

ら実施すること。 

 

【事業者見解】 

・ 鳥類の予測及び評価については、施設の稼働に伴い回転するブレードへの接触について、

類似する事例の引用又は解析を行うこととしており、その旨を方法書第４章の調査、予測

及び評価の手法(動物)(p4.2-16(p118))に記載しました。 

また、動物への影響については、現況調査結果を踏まえた環境保全措置の検討、予測及

び評価に当たっては、必要に応じて有識者等からの助言を得ながら実施します。 
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2.24 風力発電の設備利用率、温室効果ガスの削減効果について 

 

【顧問会意見】 

・ 風力発電の設備利用率を含め、当該発電所を設置することによる温室効果ガスの削減効

果を定量的に示すよう努めること。 

 

【事業者見解】 

・ 風力発電所は温室効果ガスを発生しないため、評価項目としての選定は行いませんが、

本事業による温室効果ガス削減効果について、可能な限り定量的に示し、準備書に記載し

ます。 

 

 

 

 

2.25 風車の設置箇所が海に近い場合の海域への濁水の影響について 

 

【顧問会意見】 

・ 風車の設置箇所が海に近いことから、海域への濁水の影響について検討すること。 

 

【事業者見解】 

・ 本事業では、工事中、コンクリート養生や粉じん防止のために散水する程度であり、河

川の水質に影響を与える排水は行いません。また、河川や海域の工事も行いません。 

樹木の伐採、掘削等に伴い一時的に発生する裸地については、沈砂池の設置や緑化によ

り降雨時の濁水流出を防止することから、影響は小さいと考えられますが、対象事業実施

区域の周辺に河川が存在することから、水の濁りを評価項目として選定し、方法書第４章

の調査、予測及び評価の手法（水環境）(p4.2-12(p114)～p4.2-13(p115))に記載しました。 
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2.26 鳥類相の表の配列について 

 

【顧問会意見】 

・ 文献調査結果の鳥類相の配列が、昨年９月に日本鳥学会が発表した日本鳥類目録改訂第

７版に沿っていないため、最新の目録に準ずるべき。 

 

【事業者見解】 

・ 方法書では、動物相の状況における鳥類の種名、記載順について、「日本鳥類目録 改訂

第６版 2000」（日本鳥学会、平成 12 年）を参考に整理していますが、同文献が平成 24 年

９月に「日本鳥類目録 改訂第７版 2012」（日本鳥学会、平成 24 年）として改訂されたこ

とから、準備書では最新の文献に基づいて整理します。 

 

 

 

 

2.27 渡り鳥の調査におけるレーダーの利用について 

 

【顧問会意見】 

・ 夜間に渡る鳥類の把握手法について、レーダーを利用しない場合は、それに代わる方法

で夜間の渡り鳥の状況を調査するべき。 

 

【事業者見解】 

・ 「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年）では、

小鳥類の渡りに関する夜間調査の手法として船舶レーダーによる調査が紹介されています

が、レーダーを利用した調査は、種の特定ができないこと、個体か群れかの判断が難しい

こと等の課題があります。さらに、無線局の開設や無線技士免許など機材の使用とその許

可が簡単ではないことから、現段階では調査手法として考えていません。 

・ 渡り鳥の調査については、「春の渡り期」、「秋の渡り期」に飛翔軌跡調査を実施します。

この時期に合わせて夜間に夜行性鳥類及び夜間の渡りの調査を行うこととしており、夜間

の渡りがあれば鳴き声によって把握することとしています。 

  なお、鳴き声確認は、補助器具として集音装置を使用します。 
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2.28 鳥類の渡りに関する情報について 

 

【顧問会意見】 

・ 渡りの情報が対象事業実施区域から離れていても、文献情報として入れるべき。 

 

【事業者見解】 

・ 国内におけるタカ類の渡りは、文献によると、図－１～２に示すルートが知られており、

串間市の周辺では、サシバ、ツミ、ハイタカが、串間市の西方を通って南へと渡るとされて

います。 

このため、このルートを含む宮崎県南部における渡りに関する文献等の情報を収集し、

渡りの調査時期等に反映します。 

 

図－１ タカ類の渡りのルート 

  
出典：「図鑑日本のワシタカ類」（平成 10 年、森岡照明他） 

 

 

拡大図 
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図－２ 日本列島におけるタカの渡り 

 

出典：「日本列島におけるタカの渡り」（平成元年、武田恵世） 

 

 

拡大図 
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2.29 鳥類調査について（渡りの調査・夜行性鳥類調査について） 

 

【顧問会意見】 

・ 鳥の調査は一般的な相調査対象となっているようなので、渡りの調査についても明記す

ること。 

・ 夜行性鳥類調査について、分かるように記載した方がよい。 

 

【事業者見解】 

・ 鳥類調査は、「一般鳥類」、「夜行性鳥類」、「渡り」の大きく３つを対象に調査を行う予定

としており、方法書第４章の調査、予測及び評価の手法（動物）(p4.2-15(p117)～

p4.2-16(p118))の記載内容を、表－１～２のとおり修正します。 

 

表－１ 鳥類調査に関する修正箇所 

項目 現在 修正後 

２ 調査の基本的

な手法 

③鳥類 

 ：ラインセンサス法、空間飛翔調査（ポ

イントセンサス法）、飛翔軌跡調査

（定点からの任意観察） 

③一般鳥類 

 ：ラインセンサス法、空間飛翔調査（ポ

イントセンサス法） 

④夜行性鳥類 

 ：ポイントセンサス法 

⑤渡り 

 ：日中；飛翔軌跡調査（定点からの任

意観察） 

  夜間；ポイントセンサス法 

３ 調査期間等 ③鳥類 

 ：１年間とし、春季２回、夏季 1 回、

秋季１回及び冬季１回の５回とす

る。 

③ 一般鳥類 

 ：１年間とし、春季２回、夏季 1 回、

秋季１回及び冬季１回の５回とす

る。 

④ 夜行性鳥類 

 ：１年間とし、春季２回、夏季 1 回、

秋季１回及び冬季１回の５回とす

る。 

⑤ 渡り 

 ：１年間とし、春季１回及び秋季１回

の２回とする。 

 

 



 

 

表－２(1) 方法書記載内容の修正 

方法書（p4.2-15（p117）） 修正後 

  

4
1
 



 

 

表－２(2) 方法書記載内容の修正 

方法書（p4.2-16（p118）） 修正後 

 

 
 

4
2
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2.30 鳥類の調査時期・調査日数について 

 

【顧問会意見】 

・ 鳥類の調査時期、調査日数など具体的に記載すること。 

 

【事業者見解】 

・ 鳥類の調査時期・日数等は、表－１のとおり計画しています。 

 

表－１ 鳥類の調査時期・日数等 

一般鳥類 夜行性鳥類 渡り 

日中 夜間 
 

ﾗｲﾝｾﾝｻｽ 
空間飛翔調査
(ﾎﾟｲﾝﾄｾﾝｻｽ) 

ﾎﾟｲﾝﾄｾﾝｻｽ 飛翔軌跡調査 
(定点からの 
任意観察) 

ﾎﾟｲﾝﾄｾﾝｻｽ 

春の渡り期 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×2 回 3 日×2 回※ 
春季 

繁 殖 期 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×1 回 － － 

夏季 繁 殖 期 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×1 回 － － 

秋季 秋の渡り期 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×4 回 3 日×4 回※ 

冬季 越 冬 期 3 日×1 回 3 日×1 回 3 日×1 回 － － 

※：渡り（夜間）の調査回数は、春の渡り期及び秋の渡り期における夜行性鳥類の調査回数を内数に含む。 
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2.31 クマタカの調査地点について 

 

【顧問会意見】 

・ クマタカの調査地点が、東～北東に偏っている理由は。 

 

【事業者見解】 

・ 事前の現地踏査を行った際、対象事業実施区域の北東約５km に位置する高畑山の北側に

おいて、初めてクマタカの飛翔を確認しました。 

・ クマタカの最初の確認が対象事業実施区域の北東であったこと、対象事業実施区域の西

側は水田や宅地が広がっており生息に適していないと考えられることなどから、平成 24

年 11 月より開始した１繁殖シーズン目の調査開始当初は、クマタカの調査地点は北東～東

側を中心に、対象事業実施区域の西側も確認可能な地点の配置としました。 

・ その後、対象事業実施区域近傍及び南部においてクマタカが確認されたため、高畑山近

傍の３地点を調査地点から外し、対象事業実施区域近傍及び南部に地点を追加しました。 

  その結果、対象事業実施区域及びその周辺におけるクマタカの生息状況について、概ね

把握できたところです。 

・ ２繁殖シーズン目の調査では、対象事業実施区域及びその周辺におけるクマタカの利用

状況を詳細に把握するため、１繁殖シーズン目の調査地点（高畑山近傍の３地点を除く）

に加え、対象事業実施区域の西側にも地点を選定する予定です。 
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図－１ クマタカ調査地点 

 
注：２繁殖シーズン目の調査では、高畑山近傍の３地点を調査地点から外し、対象事業実施区域の西側に調査地点を設定す

る予定である。 

串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

                               ［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成 
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第３ 地点固有事項 

3.1 対象事業実施区域の範囲の設定について 

 

対象事業実施区域の範囲設定の基本的な考え方は、発電所又は発電設備の設置に係る電気工

作物全て、対象事業の実施に必要となる付替道路、工事用仮設道路・管理用道路、工事用ヤー

ドの敷地及びこれらの間にある小規模な面積の空間地を含む範囲とされています。 

本事業では、仮設道路・管理用道路工事、用地造成工事、基礎工事、据付工事、連系変電所

工事、建屋（監視所）建設・電気工事を実施する計画であり、図－１のとおり「風力発電機、

管理用道路建設予定範囲」、「連系変電所、監視所建設予定範囲」及び「搬入道路」を対象事業

実施区域として、それぞれ以下の観点から設定しております。 

 

○風力発電機、管理用道路建設予定範囲（図－１の緑色部分）及び連系変電所、監視所建設予

定範囲（図－１の橙色部分） 

本事業実施に必要となる仮設道路・管理用道路工事、用地造成工事、基礎工事、据付工事、

連系変電所工事、建屋（監視所）建設・電気工事により改変される区域及びこれらの間にあ

る小規模な面積の空間地を含む範囲として、対象事業実施区域を幅 200ｍの範囲で設定しま

した。 

 

○搬入道路（図－１の赤色部分） 

搬入道路については、既設道路である黒井峠宇土線（市道 431 号）、樋口都井線（市道 523

号）及び道場都井線（市道 507 号）を使用しますが、工事用資材等の搬出入時に一部拡幅が

必要であるため、対象事業実施区域としました。 

しかし、道路の改変は道路沿いに限定されることから、搬入道路部分の対象事業実施区域

は、既存道路に沿って改変範囲を想定して設定しました。 
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図－１ 対象事業実施区域の範囲を示す図 

 

串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成 
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3.2 風力発電機の配置計画について 

 

風車等の具体的な配置については、詳細な測量及び設計をこれから行うこと並びに地権者の

同意を得ていないことから、現時点での公表は、関係する地権者及び地元住民の皆様に誤解を

与えて混乱すると考えられるため控えさせていただきます。 

今後、地権者交渉を行って、発電所の設備（発電機、変電所等）等の具体的な配置計画を検

討し、環境影響評価を適切に実施することとしており、その結果を準備書に反映します。 

 

図－１ 風力発電機の配置計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開 
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3.3 動物・植物の調査範囲について 

 

発電所アセス省令第４条において、「環境影響を受ける範囲と認められる地域」は、次の要件

に該当する地域と定められています。 

一 対象事業実施区域及びその周囲１キロメートルの範囲内の区域であること。  

二 既に入手している情報によって、一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれが

あると判断されること。 

上記の「一」は、工事中及び供用後の騒音・振動の影響を考慮し規定されたものであり、「二」

は、「一」の範囲外について、当該周辺地域の情報、基準、目標値などの設定状況等を踏まえ、

事業者が環境影響を受けると判断する地域を指します。 

このため、各環境影響評価項目の調査範囲については、上記内容、事業特性、地域特性を考

慮し、それぞれ設定しています。 

動物・植物については、改変区域の位置が予測・評価を行う際の重要な情報となりますが、

本事業では、他の水力・火力等の発電施設とは異なり、面的改変ではなく線的改変が主体とな

ります。これは、道路開発に類似していると判断されることから、本事業における動物・植物

の調査範囲については、道路開発時の環境影響評価*を参考として設定しました。道路開発時の

環境影響評価では、調査範囲について、動物は 250ｍ程度、植物は 100ｍ程度を目安としていま

す（表－１）。このため、本事業における動物・植物の調査範囲は、これらを包含する範囲と

して、対象事業実施区域から約 300ｍの範囲としました（図－１）。 

現況調査では、図－１の動物・植物調査ルート等を基本として、対象事業実施区域から約 300

ｍの範囲の植生や地形に応じ、メインルートから分岐したルートを設ける予定です。 

なお、本調査範囲は動物相・植物相・植生調査に対するものであり、重要な種等でより詳細

な情報を得る必要がある場合は、適宜範囲を設定することとします。また、現地踏査時に生息

が確認されたクマタカについては、出現状況等に応じた調査地点設定を行います。 

* 参考文献 「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」（(財)道路環境研究所、平成 19 年） 

 

表－１ 動物・植物調査範囲の設定内容 

項目 設定範囲 設定理由 

動物 対象道路事業実施区域及びその端部

から 250ｍ程度を目安とする。 

従来の環境影響評価における踏査を行う範囲の設

定例を参考とした。 

植物 対象道路事業実施区域及びその端部

から 100ｍ程度を目安とする。 

道路建設に伴い樹林が伐採されると、道路の端部

から概ね 30～50ｍ程度まで植生の変化等の影響

が認められる。従って、余裕を見て対象道路事業

実施区域の端部から 100ｍ程度を目安に、その周

辺の範囲を定める。 
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図－１ 動物・植物の調査範囲 

 
串間風力発電所(仮称)設置計画環境影響評価方法書(平成 25 年 2 月 串間ウインドヒル株式会社） 

                               ［承認番号 平成 24 九複、第 106 号］より作成 
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3.4 発電所の可視領域について 

 

風力発電機の具体的な配置計画は決まっていませんが、現時点で想定している風力発電機

27 基の発電機頂端部（地上高さ 127.5m）を視認できる可能性がある範囲について、図－１に

可視領域図を示します。発電機の高さ 127.5m を見込む際の視角（垂直視角）は、1.0°及び

1.5°となる境界線を図中に示しています。 
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図－１ 風力発電機頂端部の可視領域図 
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