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「（仮 称）今ノ 山風力発 電事業に 係る環境 影響評価 方法書」 に対する 環境
の保 全の見 地からの 知事意見 について
このこと につい て、環境影響 評価法（ 平成９年 法律第 81 号）第 10 条第１項 及び電気
事 業 法 （ 昭 和 39 年 法 律 第 170 号 ） 第 46 条 の ７ の 規 定 に 基 づ く 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら
の 意見は、 下記の とおりで す。
記
本事業は 、日立 サステナ ブルエナ ジー株式 会社が、 高知県土 佐清水市 及び幡多 郡三
原 村におい て、最 大で総出 力 38,000kW の風力発 電所を設 置するも のです。
本対象事 業実施 区域は、 土佐清水 市及び三 原村の行 政界付近 に位置し 、周辺の 山頂
周 辺には自 然植生 のアカガ シ群落が 分布する など、多 くの動植 物が生息 又は生育 する
重 要な自然 環境が 残された 地域です 。また、 今ノ山山 麓を源と する益野 川の河口 部
は 、足摺宇 和海国 立公園に 指定され ています 。
本事業計 画の検 討に当た っては、 近傍に他 事業者に よる風力 発電事業 計画があ るこ
と を鑑み、 両事業 が実施さ れること となった 場合、累 積的な環 境影響が 懸念され るこ
と から、他 事業者 による風 力発電事 業計画の 情報を収 集し、両 事業を実 施するこ とと
な った場合 の影響 について 、調査、 予測及び 評価を行 うよう強 く求めま す。
また、環 境保全 措置の検 討に当た っては、 専門家等 からの助 言を踏ま え、適切 な調
査 、予測及 び評価 を行うと ともに、 地域住民 等に本事 業の環境 影響評価 について 積極
的 に説明を 行う必 要があり ます。
特に、次 の各論 に示す事 項につい て適切に 環境影響 評価を実 施し、予 測される 影響
に 対しては 、事業 内容を十 分に精査 した上で 、環境影 響評価準 備書以降 の図書に 調査
内 容及び経 緯等を 適切に示 してくだ さい。
１

総括的 事項

（ １）関係 地域内 の住民や 団体等と の調整
今 後、環境 影響評価 手続きを 進めるに 当たって は、事業 の内容及 び環境 影響に
つ いて、地 域住民や 地域の観 光団体等 の関係 者に対し 、必要な 情報を提 供し、科
学 的な根拠 に基づき 具体的か つ丁寧な 説明を 行うこと により、 理解を得 られるよ
う 努めると ともに、 地域住民 等からの 意見に 十分配慮 したうえ で事業計 画を検
討 ・策定す ること。

そ の他、説 明会の開 催に当た っては、 多くの人 々が参加 できるよ う十分 な周知
を 行うとと もに、地 域住民等 から類似 施設の 視察等の 要望があ った場合 には、可
能 な限り真 摯に対応 すること 。
（ ２）適切 な調査 、予測及 び評価の 実施
今後の 環境影響 評価手続 において は、最 新の知見 やデータ に基づき 、必要に 応
じて専門 家等から の助言を 踏まえた 適切な 調査、予 測及び評 価を行い 、生活環 境
や自然環 境への影 響を回避 又は極力 低減す ること。
また、 専門家等 から得ら れた助言 や意見 について 、適切に 評価し、 計画への 反
映を行う こと。
その他 、得られ た調査結 果を可能 な限り 開示する こと。
（ ３）累積 的な環 境影響に ついて
本事業の 対象事 業実施区 域及びそ の周辺で は、他事 業者によ る風力発 電事業が
計画され ており、 環境影響 評価手続 中であ ることか ら、今後 、事業者 間での十 分
な協議・ 調整を踏 まえた事 業計画の 検討が 行われな ければ、 環境影響 が適切に 評
価されな いことが 懸念され る。この ため、 他事業者 と事業計 画に係る 情報共有 ・
情報収集 を行い、 それによ り得られ た情報 を考慮し 、事業の 内容を検 討した上 で
実現可能 な事業計 画を次回 の準備書 に記載 すること 。
また、他 事業者 が計画し ている風 力発電事 業のうち 、本事業 との累積 的な環境
影響が懸 念される ものにつ いては、 今後、 環境影響 評価図書 等の公開 情報の収 集
や他事業 者との情 報交換等 に努め、 累積的 な環境影 響につい て適切な 予測及び 評
価を行い 、その結 果を踏ま え、風力 発電施 設等の配 置等を検 討し、そ の経緯等 を
次回の準 備書に記 載するこ と。
（ ４）事業 計画等 の見直し
上記の ほか、２ により、 本事業の 実施に よる重大 な影響等 を回避又 は十分低 減
できない 場合は、 風力発電 施設等の 配置等 の再検討 、対象事 業実施区 域の見直 し
及び基数 の削減を 含む事業 計画の見 直しを 行うこと 。
（ ５）環境 保全措 置の検討
環境保 全措置の 検討に当 たっては 、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 に検討し ないこと 。
２

個別的 事項

（ １）騒音 及び超 低周波音
ア

対象 事業実 施区域の 周辺には 住居が存 在し、工 事の実施 や風力発 電施設の 稼働

等に伴 い発生 する騒音 及び超低 周波音に よる生活 環境への 重大な影 響が懸念 され
ること から、 適切に調 査、予測 及び評価 を行い、 その結果 を踏まえ 、対象事 業実
施区域 周辺の 住居等か らの離隔 又は配置 の検討を 行い、騒 音等によ る生活環 境へ

の影響 を回避 又は極力 低減する こと。
イ

ブレ ードか ら発生す る風切り 音の他、 風車のナ セル等の 機器から 発生する 騒音

等につ いて調 査、予測 及び評価 を行い、 影響を回 避又は低 減するこ と。
ウ

騒音 及び超低 周波音に よる地域 住民の心 身への影 響を含む 生活環境 への影 響に

ついて 最新の知 見に基づ き調査、 予測及び 評価を行 うこと。
エ

生活 環境への 影響につ いては、 その影響 が発生し た場合に 備え、風 力発電 施設
の設置 前及び供 用開始後 に適宜調 査を行い 相関関係 を示すこ とができ るよう に努
めるほ か、供用 開始後に 影響が確 認された 場合の対 策につい て検討す ること 。

オ

こう した予 測、評価 や対策に ついて、 地域住民 等に対し て、論文 等の知見 に基

づき、 適切か つ具体的 な説明を 丁寧に行 うこと。
（ ２）水環 境
ア

対象事業実施区域に含まれる土佐清水市周辺は短時間雨量が非常に多い地域で
あり 、平成 13 年 ９月 に発 生し た高 知西 南豪 雨の際 は、 土 佐清 水市 付近 を中心 に猛
烈な雨が 観測され 、山腹から の土砂等 の流入 により、益 野川下流 において 濁水が流
出する等 甚大な被 害を受け た経緯が あるた め、工事 中及び、 供用開始 後におい て、
土砂の流 出等が発 生しない よう、そ の影響に ついて調 査、予測及 び評価 のうえ、影
響の回避 又は極力 低減を行 うこと。

イ

対象 事業実施 区域の一 部は保安 林に指定 されてお り、この ような状 況を踏 まえ、
工事の実 施に当た っては、土 地の形質 変更や 森林伐採 を行う面 積の最小 化、土工量
の抑制等 保安林へ の影響を 極力回避 するこ と。

ウ

雨水 の分散排 水、緑化 や沈砂池 の設置に よる濁水 の抑制な どの環境 保全措 置を
講じる とともに 、工事完 了後にお いても風 力発電施 設の設置 場所や搬 入路等 から
の土砂 及び濁水 の流出防 止策を講 じること 。

エ

風力 発電施設 の設置及 び附帯す る道路の 整備等に よる濁水 の流入に より対 象事
業実施 区域周辺 の生活環 境及び地 域産業へ 影響が無 いよう、 対象事業 実施区 域及
びその 周辺の水 源につい て調査、 予測及び 評価を行 うととも に、影響 が懸念 され
る場合 にはその 影響の回 避又は低 減に努め ること。

（ ３）動物
ア

対象 事業実施 区域の周 辺は、今 ノ山鳥獣 保護区が 存在して おり、森 林鳥獣 生息
地の 保護区と して、森 林に生息 する鳥獣 の保護を 図る必要 があるた め、風 力発電
施設 の設置や 道路の改 変等によ る影響に ついて調 査、予測 及び評価 を行い 、影響
が懸 念される 場合には 、風力発 電施設等 の配置等 の再検討 を行う等 、保護 区内の
生態 系への影 響の回避 及び低減 に努める こと。

イ

対象 事業実 施区域及 びその周 辺は、ク マタカや ハヤブサ 、サシバ 、ハチク マ等

の猛禽類 の繁殖地 又は渡り のルート となって いる可能 性があり 、県鳥で もある ヤ
イロチョ ウ等の希 少な動物 が生息し ている可 能性もあ るため、 繁殖や渡 り等に 影
響が無い よう調査 、予測及 び評価を 行うとと もに、バ ードスト ライク等 の影響 が
懸念され る場合は 、その影 響を回避 又は極力 低減する こと。な お、サシ バの調 査

時期につ いては、 春の渡り の時期を ４月中旬 まで、秋 の渡りの 時期を 10 月中旬ま
で調査を 追加する こと。
ウ

対象 事業実 施区域内 には、「高知 県レッド データブ ック 2018 動物 編」にお いて

注目種と されてい るニホン リスが生 息してい る可能性 がある。 そのため 、風力 発
電施設の 設置や道 路の改変 等による 影響につ いて調査 、予測及 び評価を 行い、 周
辺の希少 な動物へ の影響を 回避及び 低減する こと。
エ

対象 事業実 施区域及 びその周 辺には、 イシヅチ サンショ ウウオ、 コガタブ チサ

ンショウ ウオ及び シコクハ コネサン ショウウ オのほか 、土佐清 水市の一 部の地 域
のみに生 息してい るとされ ているト サシミズ サンショ ウウオ等 の希少な サンシ ョ
ウウオ類 が生息し ている可 能性があ るため、 現地調査 により生 息状況を 把握す る
とともに 、生息地 への影響 が懸念さ れる場合 には、そ の影響を 回避する こと。
また 、調査 は水中に 限らず水 の流れが ない源流 点を重点 的に実施 すること や、
調査時期 について は、５月 上旬から ６月下旬 を含める こと。
オ

風力 発電機の 機種の選 定におい ては、当 該地域の 鳥類及び コウモリ 類等へ 影響
が無い よう、カ ットイン 風速及び フェザリ ング等の 機能につ いて検討 し、バ ード
ストラ イク等の 影響を回 避又は低 減するこ と。

カ

底生 動物の調 査地点に ついては 、源流部 だけでな く、やや 下流域を 含めて 検討
するこ と。

（ ４）植物
ア

対象 事業実施 区域内及 びその周 辺には、 自然度の 高い希少 なアカガ シ群落 が残
ってお り、風力 発電施設 の設置及 び附帯す る道路等 の工事等 によって は当該 植生
の生育 環境へ影 響を与え る可能性 があるた め、風車 の配置等 の検討に 当たっ て
は、当 該植生へ の影響を 回避又は 低減する こと。

イ

対象 事業実施 区域及び その周辺 には、希 少な着生 植物が生 育してい る可能 性が
あるた め、生育 状況につ いて調査 ・予測及 び評価を するとと もに、当 該植生 への
影響を 回避又は 低減する こと。

ウ

対象 事業実施 区域内の すべての 植物相を 把握する 場合にお いて、同 定困難 種に
関して は事後に 検証がで きるよう 、証拠標 本の採集 を行うこ と。ただ し、「高知 県
レッド データリ スト（植 物編）2020 改 訂版」に 挙げられ ている種 等、その 地域に
おいて 生育数が 少ない種 や希少な 種である ことが想 定される 場合は、 専門家 の意
見を聞 くなど慎 重な対応 を行うこ と。

エ

環境 省の「足 摺宇和海 国立公園 指定植物 種（令和 ２年３月 改訂版）」 には、「高
知県レ ッドデー タリスト （植物編 ）2020 改訂版 」に挙げ られてい ない種が 多くあ
るため 、植物の 重要な種 の選定の 参考にす るととも に、配慮 が必要な 種につ いて
は調査 項目に加 え、予測 及び調査 を行うこ と。

（ ５）景観
ア

風力 発電施 設等の配 置等の検 討に当た っては、 現地調査 により主 要な眺望 点か
らの眺 望特性 、利用状 況を把握 したうえ で、フォ トモンタ ージュを 作成し、 垂直

見込角 、主要 な眺望方 向及び水 平視野も 考慮した 客観的な 予測及び 評価を行 い、
その結 果を踏 まえ、重 要な眺望 景観に影 響がある 場合には 、風力発 電施設等 の配
置等の 再検討 を含めた 影響の回 避又は低 減を行う こと。
イ

主要 な眺望 景観につ いては、 事業計画 の具体化 並びに調 査、予測 及び評価 に当
たって 、景観 資源の管 理者、利 用者、地 域住民及 び関係自 治体等の 意見を踏 まえ
るとと もに、 観光拠点 の景観に 配慮する こと。

（ ６）人と 自然と の触れ合 いの活動 の場
対象 事業実 施区域周 辺には、 三原村キ ャンプ場 等が存在 しており 、景観変 化等
の影響 が懸念 されるこ とから、 今後、風 力発電施 設等の配 置等の検 討に当た って
は、人 と自然 との触れ 合いの場 への影響 について 調査、予 測及び評 価を行い 、そ
の結果 を踏ま え、影響 の回避又 は低減を 行うこと 。
また 、主要 な人と自 然との触 れ合いの 活動の場 への影響 に関する 調査及び これ
に係る 環境保 全措置の 検討に当 たっては 、これら 人と自然 との触れ 合いの活 動の
場の設 置者又 は管理者 、利用者 、地域住 民及び関 係自治体 等の意見 を踏まえ るこ
と。
（ ７）その 他
ア

風力 発電施設 を設置す る際に附 帯する道 路の整備 等につい ては、既 設及び 新設
の道路や 拡幅す る道路の 内容等に ついて次 回の準備 書に詳細 に記載す るととも
に、工事 の実施 に当たっ ては、周 辺の生態 系等への 影響につ いて調査 、予測及 び
評価のう え、影 響が懸念 される場 合は、そ の影響を 回避又は 低減する こと。

イ

風力 発電設置 場所につ いて、事 業実施区 域が重な っている 他業者の 風車設 置場
所を併せ て図示 し、互い の風車間 の距離に ついても 次回の準 備書に記 載するこ
と。

ウ

対象 事業実施 区域はニ ホンジカ の食害被 害が多い 地域であ るため、 餌場や 通行
経路とな る草地 を作らな いなど、 希少野生 植物への 食害を拡 大させな い配慮を 行
い、効率 的かつ 効果的に 被害を低 減させら れる捕獲 方法につ いて調査 すること 。

