第４章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
4.1 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由
環境影響評価を行う項目は、鹿児島県環境影響評価技術指針を参考に、対象事業の特性及び地
域特性を踏まえて、環境に影響を及ぼすおそれがある要因（以下、「影響要因」という。）ごとに、
その影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素（以下、「環境要素」という。）を検討す
ることにより選定した。

4.1.1 影響要因の把握
本事業の実施に伴う影響要因を、「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」の各
段階について表 4-1 に整理した。整理にあたっては、鹿児島県環境影響評価技術指針の別表第
1(23)備考欄に掲げられた影響要因の一般的な事業の内容との比較を行った。
表 4-1 対象事業の影響要因
区 分

一般的な事業の内容※

本対象事業の内容

建設機械を稼動し、造成工事を行う。

一般的な事業の内容と同様である。
事業実施区域の面積は約 135ha あり、標高 300
～400m の丘陵地に整備する。区域内は、スギ・ヒ
ノキ・サワラ植林、シイ・カシ二次林などの樹林
である。
このため、パワーショベルやブルドーザ等の一
般的な建設機械を用いて、造成工事を行う。

雨水等の排水を行う。

一般的な事業の内容と同様である。
事業実施区域は、霧島川とその支川である狩川
の間にあり、事業実施区域からの排水はこれらの
河川に流入する。

工事の実施

本事業では事業実施区域を流域区分し、各流域
の末端に仮沈砂池も兼ねた雨水調整池を設置す
る。
車両により、工事に伴う資材及び機械
の運搬を行う。

工事の完了後、敷地が当該事業の目的
である施設等の立地の用に供される。
土地又は工作物
の存在及び供用

一般的な事業の内容と同様である。
事業実施区域内で造成工事を行うため、資材及
び機械の運搬を行う。敷地造成にあたっては、土
量バランスを図り、土砂の搬入・搬出は原則行わ
ない。
本事業は、太陽光発電所の整備事業である。
工事の完了後は、敷地内にソーラーパネル、パ
ワーコンディショナー、昇圧変圧器、送変電設
備、送電線等を整備する。
本事業の供用時は、施設の稼働に伴う騒音は発
生するものの、排出ガスや排水は発生しない。

※「鹿児島県環境影響評価技術指針、別表第 1(23)その他土地の区画又は形質を変更する事業に係る参考項目」
の例示にあたり、想定されている一般的な事業の内容を示す。
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4.1.2 環境影響評価を行う項目の選定
（1）環境影響評価項目
調査、予測及び評価を行う環境要素は、当該事業の影響要因と当該地域の特性を考慮して、表
4-2 のとおり選定した。
表 4-2 選定した環境影響評価項目
土地又は
工作物の存在
及び供用

工事の実施
影響要因の区分

環境要素の区分

大
気
環
境
水
環
境
そ
の
他
の
環
境

建
設
機
械
の
稼
動

造
成
工
事

資
材
等
運
搬
車
両
の
走
行

雨
水
の
排
水

土
地
及
び
構
造
物
の
存
在

大気質

粉じん等

◯

－

騒音

騒音

◯

◯

振動

振動

◯

◯

水質

水の濁り

地下水

地下水の流れ

○

地形及び地質

重要な地形及び地質

－

地盤

土地の安定性

○

その他

反射光

○

○

○

○

動物

重要な種及び注目すべき生息地

○

○

◯

植物

重要な種及び群落

○

○

◯

生態系

地域を特徴づける生態系

○

○

◯

人と自然との触れ合いの
活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに
主要な眺望景観
主要な人と自然との
触れ合い活動の場

廃棄物等

建設工事に伴う副産物

景観

施
設
の
稼
動

◯
○

○
◯

○

○
○

備考）1．「○」は、環境影響評価を行うものとして選定した項目、「－」は選定しなかった項目を示す。
2．表中の網掛け箇所は、鹿児島県境影響評価技術指針別表第1(23)に掲げられた「その他土地の区画又は形質を変更
する事業に係る参考項目」を示す。
3．影響要因の「地下水の流れ」は、鹿児島島県環境影響評価技術指針では掲げられていないが、対象事業の特性と
地域特性を踏まえて選定したものである。
4．影響要因の「施設の稼動」、環境要素の「反射光」､「土地の安定性」、存在・供用時の「水の濁り」､「廃棄物
等」、工事中の「動物」､「植物」､「生態系」､「人と自然との触れ合い活動の場」は､「発電所の設置又は変更
の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関
する指針、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
ための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令」の一部改正案
（令和元年12月20日、パブリックコメント資料）を参考に、事業特性と地域特性を踏まえて選定したものである。

4-2

（2）環境影響評価項目の選定理由又は非選定理由
対象事業に係る環境影響評価項目として表 4-2 に示した項目の選定理由又は非選定理由を表 43 に示す。
表 4-3(1) 環境影響評価項目の選定理由又は非選定理由
環境要素の区分
大気質

騒音

粉じん等

騒音

大
気
環
境

振動

水質

振動

水の濁り

水
環
境

そ
の
他
の
環
境

地下水

地下水の
流れ

影響要因
の区分

選定理由又は非選定理由

選定

建設機械の
稼働

建設機械の稼働に伴って発生する粉じん等により、事業
実施区域周辺地域において、生活環境が影響を受けるおそ
れがあるため、環境影響評価項目として選定する。

○

資材等運搬
車両の走行

本事業では事業実施区域外への残土の搬入・搬出は原則
行わない。また、資材等を運搬する工事用車両について
は、タイヤ洗浄、出入口の散水など、砂埃等の発生防止対
策を行うことから、環境影響評価項目として選定しない。

－

建設機械の
稼働

建設機械の稼働に伴って発生する騒音により、事業実施
区域周辺地域において、生活環境が影響を受けるおそれが
あるため、環境影響評価項目として選定する。

◯

資材等運搬
車両の走行

資材等運搬車両の走行に伴って発生する騒音により、ア
クセス道路周辺地域において、生活環境が影響を受けるお
それがあるため、環境影響評価項目として選定する。

○

施設の稼働

パワーコンディショナー、受変電設備（キュービクル）
の稼働に伴って発生する騒音により、事業実施区域周辺に
おいて、生活環境が影響を受けるおそれがあるため、環境
影響評価項目として選定する。

○

建設機械の
稼働

建設機械の稼働に伴って発生する振動により、事業実施
区域周辺地域において、生活環境が影響を受けるおそれが
あるため、環境影響評価項目として選定する。

○

資材等運搬
車両の走行

資材等運搬車両の走行に伴って発生する振動により、ア
クセス道路周辺地域において、生活環境が影響を受けるお
それがあるため、環境影響評価項目として選定する。

○

雨水の排水

土地の造成等の施工に伴って発生する降雨時の濁水の流
出により、下流河川または水路において、水利用等が影響
を受けるおそれがあるため、環境影響評価項目として選定
する。

○

土地及び構
造物の存在

造成地の存在に伴って降雨時に濁水が流出し、下流河川
または水路において、水利用等が影響を受けるおそれがあ
るため、環境影響評価項目として選定する。

○

土地及び構
造物の存在

地形の改変、地表面被覆の変更に伴って地下水の水位が
変化し、生活環境や水利用が影響を受けるおそれがある。
なお、事業実施区域に近接する「中部水源地（湧水）」及び
「大田水源地（湧水）」は、霧島市水道工務課の現地での立
ち合いの下、直接的な改変がないことを確認している。

○

重要な地形及び
地質

土地及び構
造物の存在

事業実施区域には重要な地形及び地質は分布していない
ことから、環境影響評価項目として選定しない。

－

土地の安定性

土地及び構
造物の存在

土地の造成に伴って切土・盛土法面が出現し、地盤の安
定性が確保されない場合、斜面崩壊のおそれが想定される
ため、環境影響評価項目として選定する。

○

土地及び構
造物の存在

ソーラーパネルに太陽光が反射し、事業実施区域周辺地
域において、生活環境が影響を受けるおそれがあるため、
環境影響評価項目として選定する。

○

反射光

備考）
「○」は環境影響評価項目として選定するものを、
「－」は選定しないものを示す。
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表 4-3(2) 環境影響評価項目の選定理由又は非選定理由
環境要素の区分
動物

影響要因
の区分

選定理由又は非選定理由

選定

造成工事に伴って、動物の生息環境が変化し、重要
な種及び注目すべき生息地が影響を受けるおそれがあ
るため、環境影響評価項目として選定する。

○

工事中の雨水の排水（水の濁り）に伴って、放流河
川及び水路の動物の生息環境が変化し、重要な種及び
注目すべき生息地が影響を受けるおそれがあるため、
環境影響評価項目として選定する。

○

土地及び構
造物の存在

土地の改変、構造物の存在等に伴って、動物の生息
環境が変化し、重要な種及び注目すべき生息地が影響
を受けるおそれがあるため、環境影響評価項目として
選定する。

○

造成工事

造成工事に伴って、植物の生育環境が変化し、重要
な種及び群落が影響を受けるおそれがあるため、環境
影響評価項目として選定する。

○

工事中の雨水の排水（水の濁り）に伴って、放流河
川及び水路の水生植物（藻類）の生育環境が変化し、
重要な種及び注目すべき生育地が影響を受けるおそれ
があるため、環境影響評価項目として選定する。

○

土地及び構
造物の存在

土地の改変、構造物の存在等に伴って、植物の生育
環境が変化し、重要な種及び群落が影響を受けるおそ
れがあるため、環境影響評価項目として選定する。

○

造成工事

造成工事に伴って、生物の生息・生育基盤が変化
し、地域を特徴づける生態系が影響を受けるおそれが
あるため、環境影響評価項目として選定する。

○

工事中の雨水の排水（水の濁り）に伴って、生物の
生息・生育基盤が変化し、地域を特徴づける生態系が
影響を受けるおそれがあるため、環境影響評価項目と
して選定する。

○

土地及び構
造物の存在

土地の改変、構造物の存在等に伴って、生物の生
息・生育基盤が変化し、地域を特徴づける生態系が影
響を受けるおそれがあるため、環境影響評価項目とし
て選定する。

○

主要な眺望点
及び景観資源
並びに主要な
眺望景観

土地及び構
造物の存在

土地及び構造物の存在に伴って、景観の構成要素が
変化し、景観資源、主要な眺望景観等が影響を受ける
おそれがあるため、環境影響評価項目として選定す
る。

○

主要な人と自
然との触れ合
いの活動の場

建設機械の
稼動、資材
等運搬車両
の走行、雨
水の排水

建設機械の稼動、資材等運搬車両の走行、雨水の排
水に伴って、人と自然との触れ合い活動の場の利用環
境が変化し、快適性等に影響が及ぶおそれがあるた
め、環境影響評価項目として選定する。

土地及び構
造物の存在

土地及び構造物の存在に伴って、人と自然との触れ
合い活動の場の利用環境が変化し、快適性等に影響が
及ぶおそれがあるため、環境影響評価項目として選定
する。

○

造成工事

造成工事に伴って伐採する樹木等の副産物が発生す
るため、環境影響評価項目として選定する。

〇

土地及び構
造物の存在

事業の終了時に、ソーラーパネル等の産業廃棄物が
発生するため、環境影響評価項目として選定する。

○

重要な種及び
注目すべき生
息地

造成工事

雨水の排水

植物

重要な種及び
群落

雨水の排水

生態系

地域を特徴づ
ける生態系

雨水の排水

景観

人と自然と
の触れ合い
の活動の場

廃棄物等

建設工事に伴
う副産物

備考）
「○」は環境影響評価項目として選定するものを、
「－」は選定しないものを示す。
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○

（3）選定した評価項目ごとの環境影響を受けるおそれがある範囲とその理由
環境影響評価を行う項目ごとの環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲及びその設定
理由を表 4-4 に示す。また、各項目の環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲（環境影
響評価の対象範囲）を図 4-1 に図示する。
ここで、影響を受ける範囲であると認められる地域（市町村）を設定する。距離のみでみると、
道路交通騒音・振動、水質、水生生物、景観の 3km の範囲については、霧島市に加えて東側に位
置する都城市も含まれるが、事業実施区域及びその周辺の地形は東側から西側に向かって標高が
低くなっているため、都城市は雨水排水の放流域に含まれず、道路交通騒音・振動は資材等運搬
車両が都城市の道路を走行しない。また、景観については、都城市域の 3km の範囲内から事業実
施区域を見ることができる主要な眺望点は存在しない。したがって、本事業の関係市町村は、霧
島市のみとする。
表 4-4(1) 環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
環境要素
粉じん等

環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
【影響要因】
・工事中：建設機械の稼働
【影響範囲】
・事業実施区域から 500m の範囲
【影響範囲の設定理由】
文献 1)によると、建設作業の稼動に伴う粉じん等の影響範囲は、一般的には 50～150m の範
囲とされている。よって、本事業では、より安全側の環境影響評価となるよう事業実施区域
から 500m の範囲とする。

騒音・振動

【影響要因】
・工 事 中：建設機械の稼働
・存在供用時：施設の供用
【影響範囲】
・事業実施区域から 500m の範囲
【影響範囲の設定理由】
点音源からの距離減衰の理論式によると、空気吸収や地表面の摩擦吸収、樹木等に遮蔽な
どの減衰効果を加味しなくても、騒音レベルは 100m 離れると 48dB 減衰する。また、文献 2)に
よると、一般的な建設工事による騒音の予測範囲は、敷地境界線から概ね 100m の範囲までと
されている。よって、本事業では、より安全側の環境影響評価となるよう事業実施区域から
500m の範囲とする。
【影響要因】
・工事中：資材等運搬車両の走行
【影響範囲】
・事業実施区域から 3km の範囲内のアクセス道
【影響範囲の設定理由】
資材等運搬車両の事業実施区域へのアクセス道路である市道永池狩川線と県道国分霧島線
を含む事業実施区域から 3km の範囲とする。また、調査地点は、影響が最も大きくなる道路
端とする。

1)「面的整備事業環境影響評価技術マニュアル」
（平成 11 年、建設省都市局監修）
2)「建設工事騒音の予測モデル“ASJ CN-Model 2007”
」
（平成 20 年、日本音響学会）
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表 4-4(2) 環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
環境要素
水質

環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
【影響要因】
・工

事

中：雨水の排水

・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域から 3km の範囲内の下流河川及び水路
【影響範囲の設定理由】
事業実施区域に降った雨は、調整池に集水した後、水路または霧島川の支川である狩川を
経由して霧島川へと流入する。霧島川は、その後複数の支川の流入を受けながら、事業実施
区域から 10km 以上離れた位置で天降川（あもりがわ）と合流し、鹿児島湾へと注ぐ。よっ
て、本事業による水の濁りの影響が最も大きい霧島川を対象として、調整池からの排水が霧
島川に最終的に集まる狩川との合流点を含む事業実施区域から 3km の範囲とする。
地下水

【影響要因】
・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域の下流側に 1km までの範囲又は霧島川、狩川までの範囲
【影響範囲の設定理由】
当該地の地質は、凝結凝灰岩又は安山岩を基盤岩としてシラスが表層を覆った構造であ
る。地下水は堆積したシラスの中（底面）、又は基盤内の亀裂等に保有されていると考えら
れる。本事業の造成工事による掘削（切土）深度は最大で 23m 程度であり、主に表層のシラ
ス中（底面）を流れる地下水への影響が想定される。文献 1)によると、掘削に伴う地下水調
査範囲の目安としては、砂地盤の場合、0.5～1km が提唱されている。また、自由地下水（不
圧地下水）の場合は、河川によって流域が隔てられるため、事業実施区域から下流側に 1km
までの範囲又は霧島川、狩川までの範囲とする。

土地の安定性

【影響要因】
・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域
【影響範囲の設定理由】
土地の改変を行う範囲は、事業実施区域内に限られているため。

反射光

【影響要因】
・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域から 500m の範囲
【影響範囲の設定理由】
環境省が地方自治体に対して行ったアンケート調査 2)によると、ソーラーパネルの反射光
に関する苦情は約 94％が 100m 未満の範囲で発生している。また、上向きに設置されるソー
ラーパネルの反射光はほとんどが上向きに反射されるため、一般的に反射光の地上到達範囲
は近傍に限られる。よって、本事業では、より安全側の環境影響評価となるよう、事業実施
区域から 500m の範囲とする。

1)「環境アセスメント技術ガイド」
（平成 29 年、一般社団法人日本環境アセスメント協会発行、環境省総合環
境政策局環境影響評価課監修、環境影響評価技術手法に関する検討会編集）
2)「第 3 回太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会資料」
（平成 30 年、環境省）
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表 4-4(3) 環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
環境要素

環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲

動物

【影響要因】

植物

・工 事 中：建設機械の稼働、造成工事、雨水の排水
・存在供用時：土地及び構造物の存在

生態系

【影響範囲】
・陸生生物（猛禽類、植物群落を除く）
：事業実施区域から 200m の範囲
・猛禽類、生態系、植物群落：事業実施区域から 1km の範囲
・水生生物：事業実施区域から 3km の範囲内の下流河川及び水路
【影響範囲の設定理由】
猛禽類を除く陸生生物は、最も行動圏が広い中型哺乳類に考慮して、事業実施区域から
200m の範囲 1)とする。猛禽類については行動圏が広いため、事業実施区域から 1km の範囲 2)
とする。生態系及び植物群落は、生態系上位性となる猛禽類を考慮して事業実施区域から
1km の範囲とする。水生生物は、水質と同様の考え方により 3km の範囲内の下流河川及び水路
とする。
景観

【影響要因】
・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域から約 3km の範囲
【影響範囲の設定理由】
文献 1)によると、
「影響を受けるおそれがあると認められる地域は、標準的に対象全体の形
態が捉えやすく、対象が景観の主体となる領域として、事業実施区域及びその周辺 3km 程度
が目安となる」とされていることから、事業実施区域から 3km の範囲とする。

人と自然との
触れ合いの活
動の場

【影響要因】
・工

事

中：建設機械の稼動、資材等運搬車両の走行、雨水の排水

・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域から 500m の範囲
【影響範囲の設定理由】
文献 1)によると、
「標準的に最も広範囲での影響が想定される快適性への変化における近景
景観への影響を想定すると、標準的な面的整備事業において影響を受けるおそれがあると認
められる地域は、対象事業実施区域及びその周辺約 500m 程度と考える。」とされていること
から、事業実施区域から 500m の範囲とする。

廃棄物等

【影響要因】
・工

事

中：造成工事

・存在供用時：土地及び構造物の存在
【影響範囲】
・事業実施区域
【影響範囲の設定理由】
建設副産物は、事業実施区域内での造成等の施工によって発生することから、事業実施区
域内を影響範囲とした。
1)「面的整備事業環境影響評価技術マニュアル」
（平成 11 年、建設省都市局監修）
2)「猛禽類保護の進め方－特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて」
（平成 9 年、環境庁自然保護局）
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図 4-1(1) 環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
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図 4-1(2) 環境影響を受けるおそれがあると想定される範囲
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4.2 調査、予測及び評価の手法
調査、予測及び評価の手法の一覧を次頁以降に示す。
本事業は、鹿児島県環境影響評価条例施行規則別表第 1 の 17 に示されている「その他の土地
の区画又は形質を変更する事業」に該当する。よって、調査、予測及び評価の手法については、
同技術指針別表第 2(23)に示されている手法を参考に選定した。また、令和 2 年 4 月 1 日より、
本事業が環境影響評価法の対象事業となることから、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係
る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関す
る指針、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並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改
正する省令」の一部改正案（令和元年 12 月 20 日、パブリックコメント資料）を参考に選定した。
なお、詳細な調査地点については、土地所有者等との調整等によって変更が考えられる。
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4.2.1 大気質に係る調査、予測及び評価の手法
大気質については、工事中における建設機械の稼働に伴い造成地から粉じん等が発生するため、
これらが周辺地域の生活環境に及ぼす影響を予測する。
この予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の浮遊粒子状物質、降下ばいじん量、
風向、風速の状況について、既存資料調査又は現地調査により把握する。なお、土地利用の状況
については、
「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況」に示すとおりである。
大気質に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-5 に示す。
表 4-5(1) 大気質に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因
調査すべき
情報

調査、予測及び評価の手法
工事中

・建設機械の稼働

大気質に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 大気質の状況：浮遊粒子状物質、降下ばいじん量
(2) 気象の状況：風向、風速
大気質の状況は、降下ばいじん量を代表的な指標として、既存資料調査及び現地調
査によって把握する。
(1) 大気質の状況
1) 既存資料調査
・浮遊粒子状物質：鹿児島県による一般大気測定局における測定結果の整理

調査の基本
的な手法

2) 現地調査
・降下ばいじん量：「環境測定分析法註解第1巻」（昭和59年、社団法人日本環境測
定分析協会）に基づくデポジットゲージ法による現地試料採取及び室内分析
(2) 気象の状況
1) 既存資料調査
・風向、風速：気象庁の地域気象観測所における観測データの整理

調
査
の
手
法

2) 現地調査
・風向、風速：
「地上気象観測指針」に準じた気象観測装置による観測
調査地域は、建設機械の稼働による粉じん等の飛散の特性を踏まえ、環境影響を受
けるおそれがあると想定される事業実施区域から500mの範囲とする。ただし、既存資
料調査については、事業実施区域に最寄りの測定局等とする。
(1) 大気質の状況
・浮遊粒子状物質：事業実施区域に最寄り（南西約7km）の霧島一般環境大気測定局

調査地域
調査地点

・降下ばいじん量：事業実施区域周辺500m内の集落、民家等の分布状況を考慮し、
代表地点として北側は遠見松集落（遠見松公民館：P-1）、南側は事業実施区域に
最寄りの民家（P-2）
、東側は虎ヶ尾岡集落（P-3）の計3地点
(2) 気象の状況
1) 既存資料調査
・風向、風速：事業実施区域に最寄り（西南西約6km）の溝辺地域気象観測所
2) 現地調査
・風向、風速：事業実施区域の中央付近で標高の高い位置にあり、安定した風向・
風速の状況が観測できる地点（A-1）
【図4-2参照】
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表 4-5(2) 大気質に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
降下ばいじん量の現地調査は、季節ごとの違いを捉えるため、各季節の代表1ヵ月
間とする。風向、風速は変化が大きいため、1年間を通した連続観測とする。既存資
料調査は、年ごとの変化の程度を把握するため、過去10年間とする。
(1) 大気質の状況
1) 既存資料調査

調
査
の
方
法

・浮遊粒子状物質：過去10年間
調査期間等

2) 現地調査
・降下ばいじん量：4季（1ヵ月間×4回）
(2) 気象の状況
1) 既存資料調査
・風向、風速：過去10年間
2) 現地調査
・風向、風速：1年間

予測の基本
的な手法
予
測
の
手
法

予測地域
予測地点

予測時期

建設機械の稼働に伴う粉じん等の予測は、「道路環境影響評価の技術手法」（国土交
通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基づく、降
下ばいじん量の定量的手法とする。
予測地域は、調査地域と同様に事業実施区域から 500m の範囲とする。
予測地点は、降下ばいじん量の現地調査を行う集落または民家が近接する地域側の
事業実施区域の敷地境界及び境界線から 50m、100m の位置とする。
今後具体化する工事計画を基に、工事に伴う大気汚染物質の排出量が最大になると
予想される時期とする。
評価は、次の 2 つの視点で行う。
(1) 影響の回避又は低減
建設機械の稼働に伴う粉じん等の影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限
り回避又は低減されているか。

評価の手法

(2) 環境の保全上の目標との整合性
降下ばいじんについては、法令による基準または目標等は示されていないため、
「道路環境影響評価の技術手法」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法
人土木研究所、平成 25 年）において示されている参考値（10t/km2/月）を目標値とし
て整合性を判定する。
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図 4-2 大気質、環境騒音・振動の調査地点
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4.2.2 騒音に係る調査、予測及び評価の手法
工事中における建設機械の稼働、資材等運搬車両の走行、また存在供用時における施設の稼働
に伴って騒音が発生するため、これらが周辺地域の生活環境に及ぼす影響を予測する。
これらの予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の騒音の状況、地表面の状況、交
通量の状況等について、既存資料調査及び現地調査により把握する。なお、土地利用の状況につ
いては、
「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況」に示すとおりである。
騒音に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-6 に示す。
表 4-6(1) 騒音に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
工事中

・建設機械の稼働
・資材等運搬車両の運行

影響要因
存在供用時

・施設の稼働

騒音に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
調査すべき
情報

(1) 騒音の状況：騒音レベル（環境騒音、道路交通騒音）
(2) 地表面の状況：騒音の伝搬に影響する草木や構造物、路面等の状況
(3) 交通量の状況：道路交通量
(4) 沿道の状況：道路構造、沿道の民家等の状況
騒音に係る情報は、既存資料調査及び現地調査によって把握する。
(1) 騒音の状況
・騒音レベル計（JIS C 1509）を用いた「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）、「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基
準」（昭和43年、厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号）等に規定され
る方法に基づく現地測定

調査の基本
的な手法

(2) 地表面の状況
・地形図、航空写真の判読及び現地踏査による目視観察
(3) 交通量の状況
・交通量等の状況：計測カウンターを用いた現地測定

調
査
の
手
法

(4) 沿道の状況
・道路構造：目視観察及びメジャー等による現地測定
・民家等の状況：現地での目視観察及び住宅地図等による情報の整理
環境騒音については、伝搬特性から影響を受ける地域を想定して、事業実施区域か
ら500mの範囲とする。道路交通騒音については、資材等運搬車両の走行が集中する市
道永池狩川線、県道国分霧島線を含む事業実施区域から3kmの範囲とする。
(1) 騒音の状況

調査地域
調査地点

・環境騒音：事業実施区域周辺500m内の集落、民家等の分布状況を考慮し、代表地
点として北側は遠見松集落（遠見松公民館：P-1）、南側は事業実施区域に最寄り
の民家（P-2）
、東側は虎ヶ尾岡集落（P-3）の計3地点
・道路交通騒音：事業実施区域から3km内の資材等運搬車両が走行する県道国分霧
島線及び市道永池狩川線のうち、沿道に民家が分布する3地点（R-1～R-3）
(2) 地表面の状況
・事業実施区域から500mの範囲、事業実施区域から3kmの範囲のアクセス道（市道
永池狩川線、県道国分霧島線）
(3) 交通量の状況
・道路交通騒音と同一地点
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表 4-6(2) 騒音に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
(4) 沿道の状況

調査地域
調査地点

・道路構造：道路交通騒音と同一地点
・民家等の状況：事業実施区域から3kmの範囲のアクセス道（市道永池狩川線、県
道国分霧島線）の道路に面する地域注）
【環境騒音：図4-2、道路交通騒音：図4-3参照】
環境騒音は、存在供用時のパワーコンディショナー等の稼働時間を考慮して24時間
測定とし、平日だけでなく休日も調査する。道路交通騒音は、工事中の資材等運搬車
両の走行が平日の昼間のみであることから、平日のみとし、騒音に係る環境基準の昼
間の時間帯（6～22時）に調査する。

調
査
の
手
法

(1) 騒音の状況
調査期間等

・環境騒音：平日と休日の各1回（24時間）
・道路交通騒音：平日の1回（6時～22時）
※平常の生活環境を把握するため、盆、年末年始、GWなどの特別な時期を除く。
(2) 地表面の状況、(3) 交通量の状況、(4) 沿道の状況
・現地調査：騒音の状況の調査に合わせて実施
・既存資料調査：入手可能な最新の情報
(1) 工事中
1) 建設機械の稼働
環境影響評価における建設作業騒音の予測に用いることを目的に開発された「建
設工事騒音の予測モデル“ASJ CN-Model 2007”
」による定量的手法とする。

予測の基本
的な手法

2) 資材等運搬車両の走行
環境影響評価における道路交通騒音の予測に用いることを目的に開発された「道
路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2018”
」による定量的手法とする。
(2) 存在供用時
1) 施設の稼働

予
測
の
手
法

音の伝搬理論式に基づく定量的手法とする。

予測地域
予測地点

建設機械の稼働、施設の稼働に伴う騒音の予測は、影響が想定される範囲である
500mを含む範囲を面的に予測し、特に周辺集落の位置する方向の事業実施区域の敷地
境界及び集落における騒音レベルを定量的に算出する。また、資材等運搬車両の走行
に伴う騒音については、調査地点における道路端の騒音レベルを定量的に算出する。
(1) 工事中

予測時期

今後具体化する工事計画を基に、工事に伴う騒音の影響が最大になると予想される
時期とする。
(2) 存在供用時
事業活動が定常の状態となる時期とする。
評価は、次の 2 つの視点で行う。
(1) 影響の回避又は低減

評価の手法

建設機械の稼働、資材等運搬車両の走行、施設の稼働に伴う騒音の影響が事業者に
より実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか。
(2) 環境の保全上の目標との整合性
「騒音に係る環境基準について」、「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」、「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」と予測結果との
間に整合が図られているか。

注）
「騒音に係る環境基準の評価マニュアル（道路に面する地域編）
」
（平成 27 年、環境省）によると、道路に
面する地域は一律には設定できないが、一般的に道路交通騒音の及ぶ範囲等を考慮して、道路端から 50m
とされている。
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4.2.3 振動に係る調査、予測及び評価の手法
工事中における建設機械の稼働、資材等運搬車両の走行に伴って振動が発生するため、これら
が周辺地域の生活環境に及ぼす影響を予測する。
これらの予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の振動の状況、地盤の状況、交通
量等の状況について、既存資料調査及び現地調査により把握する。なお、土地利用の状況につい
ては、
「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況」に示すとおりである。
振動に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-7 に示す。
表 4-7(1) 振動に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
工事中

・建設機械の稼働
・資材等運搬車両の走行

振動に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
調査すべき
情報

(1) 振動の状況：振動レベル（環境振動、道路交通振動）
(2) 地盤の状況：振動の伝搬に影響する舗装、表層地質等の状況
(3) 交通量等の状況：交通量、道路構造
振動に係る状況は、既存資料調査及び現地調査によって把握する。
(1) 振動の状況

調査の基本
的な手法

・振動レベル：振動計（JIS C 1510）を用いた「振動規制法施行規則」（昭和51
年、総理府令第58号）、「振動レベル測定方法」（JIS Z 8735）に規定される方法
に基づく現地測定
(2) 地盤の状況
・表層地質図、ボーリング柱状図、航空写真の判読及び現地踏査による目視観察
(3) 交通量等の状況
・交通量等の状況：計測カウンターを用いた現地測定

調
査
の
手
法

・道路構造：目視観察及びメジャー等による現地測定
環境振動については、伝搬特性から影響を受ける地域を想定して、事業実施区域か
ら500mの範囲とする。道路交通振動については、資材等運搬車両の走行が集中する市
道永池狩川線、県道国分霧島線を含む事業実施区域から3kmの範囲とする。
(1) 振動の状況

調査地域
調査地点

・環境振動：事業実施区域周辺500m内の集落、民家等の分布状況を考慮し、代表地
点として北側は遠見松集落（遠見松公民館：P-1）、南側は事業実施区域に最寄り
の民家（P-2）
、東側は虎ヶ尾岡集落（P-3）の計3地点
・道路交通振動：事業実施区域から3km内の資材等運搬車両が走行する県道国分霧
島線及び市道永池狩川線のうち、沿道に民家が分布する3地点（R-1～R-3）
(2) 地盤の状況
・事業実施区域から500mの範囲、事業実施区域から3kmの範囲のアクセス道（市道
永池狩川線、県道国分霧島線）
(3) 交通量等の状況
・道路交通振動と同一地点
【環境振動：図4-2、道路交通振動：図4-3参照】
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表 4-7(2) 振動に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
振動の影響要因は、工事中の建設機械の稼働と資材等運搬車両の走行である。工事
は平日の昼間のみに行うことから、環境振動及び道路交通振動の調査は平日のみと
し、時間帯は振動規制法の昼間の時間帯（8時～19時）とする。
(1) 振動の状況

調
査
の
手
法

・環境振動：平日の1回（8～19時）
調査期間等

・道路交通振動：平日の1回（8時～19時）
※平常の生活環境を把握するため、盆、年末年始、GWなどの特別な時期を除く。
(2) 地盤の状況、(3) 交通量等の状況
・現地調査：振動の状況の調査に合わせて実施
・既存資料調査：入手可能な最新の情報
(1) 工事中
1) 建設機械の稼働

予測の基本
的な手法
予
測
の
手
法

点振動源からの距離減衰を求める伝搬理論式による定量的手法とする。
2) 資材等運搬車両の走行
自動車の走行に伴う道路端での振動レベル（L10）を求める旧建設省土木研究所が
提案した「振動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式」による定量的手
法とする。

予測地域
予測地点

建設機械の稼働に伴う振動の予測は、影響が想定される範囲である 500m を含む範
囲を面的に予測し、特に周辺集落の位置する方向の事業実施区域の敷地境界及び集落
における振動レベルを定量的に算出する。また、資材等運搬車両の走行に伴う振動に
ついては、調査地点における道路端の振動レベルを定量的に算出する。

予測時期

今後具体化する工事計画を基に、工事に伴う振動の影響が最大になると予想される
時期とする。
評価は、次の 2 つの視点で行う。
(1) 影響の回避又は低減

評価の手法

建設機械の稼働、資材等運搬車両の走行に伴う振動の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又は低減されているか。
(2) 環境の保全上の目標との整合性
「特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準」
、「振動規制法に基づく
道路交通振動の要請限度」及び「振動の感覚閾値（55dB）」と予測結果との間に整合
が図られているか。

4-17

図 4-3 道路交通騒音及び振動の調査地点
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4.2.4 水質に係る調査、予測及び評価の手法
工事中の雨水の排水、また存在供用時において造成した土地の存在に伴って降雨時に濁水が流
出するおそれがあるため、下流河川の水利用等に及ぼす影響を予測する。
この予測を適切に行うため、事業実施区域の下流河川及び水路の水の濁りの状況、流量の状況、
土質の状況について、現地調査により把握する。なお、水利用の状況については、「第 3 章 対
象事業実施区域及びその周辺の概況」に示すとおりである。
水質に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-8 に示す。
表 4-8(1) 水質に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
工事中

・雨水の排水

存在供用時

・土地及び構造物の存在

水質に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 水の濁りの状況：浮遊物質量（SS）
、濁度
調査すべき
情報

(2) 流量の状況：流量
(3) 土質の状況：土壌沈降試験
(4) 気象の状況：降水量
水質に係る状況は、現地調査によって把握する。
(1) 水の濁りの状況
・浮遊物質量、濁度：「水質調査法」（昭和46年、環境庁水質保全局）に基づく現場
採水、「水質汚濁に係る環境基準」（昭和46年、環境庁告示第59号）及びJIS K
0101 9:1998に定める方法に基づく室内分析

調査の基本
的な手法

(2) 流量の状況
・流量：JIS K 0094:1994に基づく現場測定
(3) 土質の状況
・土壌沈降試験：現地の土壌を用いたJIS A 1201:2009に基づく試料の調整、及び
JIS M 0201:2006に基づく現地の土壌を用いた沈降試験

調
査
の
手
法

(4) 気象の状況
・降水量：転倒枡型雨量計を用いた現地測定
調査地域

調査地域は、調整池からの排水がすべて霧島川に合流する地点までを含む事業実施
区域から約3kmの範囲とする。
(1) 水の濁りの状況
・調整池の排水経路となる霧島川、狩川水系の水路及び河川とし、霧島川と狩川が
合流し、十分に混合された地点（W-5）までの計9地点（W-1～W-9）
(2) 流量の状況
・水の濁りと同一地点

調査地点

(3) 土質の状況
・事業実施区域の土壌が大きく黒ボク土壌、褐色森林土壌に分類されることから、
土壌図をもとに、それぞれの土壌が分布する2地点（G-2、G-6）
(4) 気象の状況
・事業実施区域の中央付近の1地点（A-1）
【図4-4参照】
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表 4-8(2) 水質に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
水の濁り及び流量の状況は、季節変化を把握するため、各季節の平常時に1回ずつ
調査するとともに、降雨による影響を把握するため、別途、降雨時に3回調査する。
また、土質は時期による変化はないため1回とし、変化が大きい降水量は、年間を通
した連続観測とする。
(1) 水の濁りの状況

調
査
の
手
法

・浮遊物質量、濁度：平常時の4季、降雨時の2日（1降雨日ごとに1～2時間ピッチ
で6回採水）
調査期間等

(2) 流量の状況
・流量：水の濁りと同時に実施
※降雨時は、増水により作業に危険が生じる場合、流量測定は行わない。
(3) 土質の状況
・土壌沈降試験：1 回
(4) 気象の状況
・降水量：1 年間
(1) 工事中

予測の基本
的な手法

予
測
の
手
法

工事中の雨水排水（水の濁り）の予測は、「面的整備事業環境影響評価技術マニュ
アル」
（平成 11 年、建設省都市局監修）に基づき、現地の土壌の沈降特性を考慮した
調整池の排水口における排水量及び浮遊物質量の濃度を求める定量的手法とする。
(2) 存在供用時
存在供用時の雨水排水（水の濁り）の予測は、将来の地表面の状況、造成法面の
状況、その他の保全対策を踏まえた定性的手法とする。

予測地域

調査地域と同様とする。

予測地点

各調整池の排水口とする。
(1) 工事中

予測時期

今後具体化する工事計画を基に、工事に伴う水の濁りの影響が最大になると予想
される時期とする。
(2) 存在供用時
事業活動が定常の状態となる時期とする。
評価は、次の 2 つの視点で行う。
(1) 影響の回避又は低減

評価の手法

工事に伴う水の濁りの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
避又は低減されているか。
(2) 環境の保全上の目標との整合性
降雨時の河川の濁りの基準等は定められていないことから、調整池の放流河川及
び水路で行った降雨時の現況濃度（SS）を目標値として、整合性を判定する。
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図 4-4 水質の調査地点
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4.2.5 地下水に係る調査、予測及び評価の手法
樹林地を造成した土地が出現し、構造物の存在に伴って雨水の地下浸透量（地下水涵養量）が
変化するおそれがあるため、周辺地域の生活環境に及ぼす影響を予測する。なお、事業実施区域
に近接する「中部水源地（湧水）」及び「大田水源地（湧水）」は直接的な改変がないことを確認
しているものの、涵養域を広く改変することから、調査、予測及び評価の対象とする。
この予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の地下水の水位の状況、地下水の利用
状況、地質の状況を既存資料調査及び現地調査により把握する。なお、現時点で把握している地
下水の利用の状況については、「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況」に示すとおり
である。
地下水に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-9 に示す。
表 4-9(1) 地下水に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
存在供用時

・土地及び構造物の存在

地下水に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 地形及び地質の状況
・地形勾配、水理地質（地質構造断面、地下水帯水層の位置）
調査すべき
情報

(2) 地下水の状況
・地下水位、流向
・湧水量
(3) 地下水の利用状況
・井戸、湧水の分布及び利用状況
地下水の状況は、既存資料調査及び現地調査によって把握する。

調
査
の
手
法

(1) 地形及び地質の状況
・地形勾配：地形図
・水理地質：本事業の地質調査報告書、その他文献等による情報の収集及び整理
調査の基本
的な手法

(2) 地下水の状況
・地下水位：ボーリング観測井を設置し、自動記録式水位計による連続観測
・地下水の流向：地形勾配又は観測井を利用した流向の計測
・湧水量：流量計、自動記録式水位計等による連続観測
(3) 地下水の利用状況
・井戸、湧水の分布及び利用状況：各戸へのアンケート調査、霧島市が所有する農
業用井戸、上水道水源等に関する情報の収集及び整理

調査地域

本事業の影響が想定される地下水は、砂地盤地域における地下掘削に伴う地下水調
査範囲の知見を踏まえ、下流側に1kmまでの範囲又は霧島川、狩川までの範囲とする。
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表 4-9(2) 地下水に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
(1) 地形及び地質の状況
・地形勾配、水理地質（ボーリング）：事業実施区域及び周辺1kmまでの範囲又は霧
島川、狩川までの範囲
(2) 地下水の状況

調査地点

・地下水位、地下水の流向：南北に細長い事業実施区域の形状を勘案して、北側・
中央・南側の3つの区域に分け、また、東側から西側に傾斜している地形を考慮
して、上流側（東側）と下流側（西側）の各2地点ずつの計6地点（G-1～G-6）
・湧水量：調査地域内にある水道水源2地点（中部水源地［S-1］、大田水源地［S2］
）

調
査
の
手
法

(3) 地下水の利用状況
・井戸、湧水の分布及び利用状況：事業実施区域から下流側に1kmまでの範囲又は
霧島川、狩川までの範囲内の家屋、事業所、農業用井戸及び水道水源等
【図 4-5 参照】
(1) 地形及び地質の状況
・入手できる最新の情報
(2) 地下水の状況
調査期間等

・地下水位、湧水量：1年間
・地下水の流向：地下水位は1年間（流向の計測は1回）
(3) 地下水の利用状況
・入手できる最新の情報

予
測
の
手
法

予測の基本
的な手法

周辺地域の地下水利用に及ぼす影響の予測は、造成計画、土地利用計画、雨水排水
計画を基に、雨水の流出係数の変化から現状と将来の地下浸透量の変化の程度を算出
することによる定量的手法とする。

予測地域

調査地域と同様とする。

予測地点

地下水の利用状況の調査で分布が確認された井戸等とする。

予測時期

事業活動が定常の状態となる時期とする。

評価の手法

事業実施区域周辺の地下水の利用に支障を及ぼさないか、また、地下水涵養量への
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又は低減されているかについ
て評価する。
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図 4-5 地下水の調査地域及び調査地点
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4.2.6 土地の安定性に係る調査、予測及び評価の手法
土地の造成に伴って切土・盛土法面が出現し、地盤の安定性が確保されない場合、地すべり、
斜面崩壊等のおそれがあるため、土地の安定性を予測する。
土地の安定性に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-10 に示す。
表 4-10 土地の安定性に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
存在供用時

・土地及び構造物の存在

土地の安定性に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 土質の状況
調査すべき
情報

調
査
の
手
法

・土質の種類
(2) 土地の改変に関する規制の状況
・砂防法（明治30年法律第29号）、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）、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）、宅地造成等
規制法（昭和36年法律第191号）等による規制区域
土地の安定性に係る状況は、既存資料調査及び現地調査によって把握する。
(1) 土質の状況

調査の基本
的な手法

・表層地質図、土壌図等の既存資料、並びに現地でのボーリング調査、現地踏査に
よる情報の収集及び整理
(2) 土地の改変に関する規制の状況
・鹿児島県、霧島市等からの資料の収集及び整理

予
測
の
手
法

調査地域

事業実施区域全域とする。

調査期間等

入手できる最新の情報とする。

予測の基本
的な手法

切土・盛土に伴う造成法面について、土質及び切土高さ等ごとの勾配が「林地開発
許可制度の手引き」（鹿児島県環境林務部、平成 25 年）に示された技術基準に該当
していることを確認することにより行う。
なお、斜面安定計算を行う場合は、「道路土工－盛土工指針（平成 22 年度版）」
（公益社団法人日本道路協会、平成 22 年 5 月）等に準じる。

予測地域

事業実施区域全域とする。

予測時期

事業活動が定常の状態となる時期とする。
評価は、次の 2 つの視点で行う。
(1) 影響の回避又は低減
構造物の存在に伴う土地の安定性への影響が事業者により実行可能な範囲内ででき
る限り回避又は低減されているか。

評価の手法

(2) 環境の保全上の目標との整合性
造成法面の勾配等が「林地開発許可制度の手引き」
（鹿児島県環境林務部、平成 25
年）の技術基準に適合しているか、また、斜面安定計算を行った場合には、安全率
（Fs）が「道路土工－盛土工指針（平成 22 年度版）」
（公益社団法人日本道路協会、
平成 22 年 5 月）等に示された許容安全率等を満足しているかによって評価する。
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4.2.7 反射光に係る調査、予測及び評価の手法
存在供用時におけるソーラーパネルの存在に伴って、周辺地域の生活環境等に反射光の影響が
及ぶおそれがあるため、影響を予測する。
反射光に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-11 に示す。なお、影響評価の対象となる特に
配慮が必要な施設等の分布状況等は、「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況」に示す
とおりである。
表 4-11 反射光に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因
調査すべき
情報

調査、予測及び評価の手法
存在供用時

・土地及び構造物の存在

反射光に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 土地利用の状況
(2) 地形の状況
反射光に係る状況は、既存資料調査及び現地調査によって把握する。

調
査
の
手
法

調査の基本
的な手法

航空写真、住宅地図等の既存資料、現地での目視確認による情報の収集及び整理
(2) 地形の状況
1/2,500地形図、造成計画平面図による情報の収集及び整理

調査地域
調査地点
調査期間等

予
測
の
手
法

(1) 土地利用の状況

これまでの太陽光発電に関する反射光の苦情等の知見を踏まえて、安全側の環境影
響評価となるよう事業実施区域から500mの範囲とする。対象は民家、社会福祉施設、
学校等の施設だけでなく、道路（県道、市道）
、公園等を含む。
入手できる最新の情報とする。

予測の基本
的な手法

反射光による生活環境への影響予測は、造成計画、ソーラーパネルの設置計画に基
づき、年間を通した太陽光の入射角度から反射光が地上に届く範囲（方向と距離）を
定量的に算出することによる定量的手法とする。

予測地域

これまでの太陽光発電に関する反射光の苦情等の知見を踏まえて、安全側の環境影
響評価となるよう事業実施区域から 500m の範囲とする。

予測時期
評価の手法

事業活動が定常の状態となる時期とする。
ソーラーパネルからの反射光によって事業実施区域周辺の生活環境に支障が及ばな
いか、また、反射光の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又は低
減されているかについて評価する。

4-26

4.2.8 動物に係る調査、予測及び評価の手法
工事中における造成工事、雨水の排水、また存在供用時における土地及び構造物の存在に伴っ
て動物の生息環境が変化するため、動物の重要な種、群集及び注目すべき生息地に及ぼす影響を
予測する。
これらの予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の動物相の状況、重要な種及び群
集の状況、注目すべき生息地の状況について把握する。
動物に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-12 に示す。
表 4-12(1) 動物に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
工事中

・造成工事
・雨水の排水

存在供用時

・土地及び構造物の存在

動物に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 動物相の状況

調査すべき
情報

・哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、クモ、陸産貝類、魚類、底生生物の
各動物相の状況
(2) 重要な種及び群集の状況
・動物の重要な種及び群集の分布、生息の状況及び生息環境の状況
(3) 注目すべき生息地の状況
・注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の
生息の状況及び生息環境の状況
動物に係る状況は、現地調査によって把握する。
(1) 哺乳類
・目視法、フィールドサイン法

調
査
の
手
法

調査地域内に設定したルートを踏査し、直
接目視または足跡、糞などの生息痕跡（フィ
ールドサイン）によって生息種を確認する。
・トラップ法
調査の基本
的な手法

目視やフィールドサインによる確認が困難
なネズミ類等の小型哺乳類を対象として、ト
ラップ（シャーマン型トラップ）を設置す
る。トラップは各地点 20 個設置する。
・自動撮影法
中型、大型哺乳類などの移動経路の可能性が高いと考えられる箇所に、夜間に自
動撮影装置を設置する。自動撮影装置は各地点 2 台設置する。
・バットディテクター法
夕方から夜間にかけて活動するコウモリ類を対象に、バットディテクター（コウ
モリ探知機）を用いて生息種を確認する。

4-27

表 4-12(2) 動物に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
(2) 鳥類
・ラインセンサス法
調査地域内の地形、植生等を考慮して選定したルートを歩き、一定の範囲内に出
現する鳥類を姿や鳴き声によって確認する。
・ポイントセンサス法
調査地点内で視野が広く見通しのよい地点を設定し、望遠鏡や双眼鏡を用いて出
現する鳥類を識別し、個体の確認や行動の観察を行う。また、猛禽類が確認された
場合は、飛翔ルート、確認時間、雌雄、行動（探餌、採餌、繁殖行動の有無）等を
記録する。
(3) 爬虫類、両生類
・現地確認法
調査地域内を任意に踏査し、捕獲、目視、鳴き声、脱皮殻などによって確認す
る。両生類については水辺環境を中心に踏査する。
(4) 昆虫類・クモ類
・一般的採取法
見つけ採り、ビーティング法、スウィーピング法等の採取方法を用いて、調査地
域内にみられる様々な環境で採集する。さらに、トンボ類やセミ類など、目視や鳴
き声によって確認する。

調
査
の
手
法

調査の基本
的な手法

・ライトトラップ法
夜間、灯火に集まる昆虫類の習性を利用して、大型ロート部と昆虫収納用ボック
ス部および光源（6W のブラックライト：約 10 時間点灯）部からなる捕虫器を一昼
夜設置し、捕獲された昆虫類を回収する方法。採集した昆虫類は種を同定し、種別
の個体数を計数する。
・ベイトトラップ法
糖蜜や腐肉、さなぎ粉等の誘引餌（ベイト）を入れたトラップ（プラスチックコ
ップ等）を、口が地表面と同じレベルになるように埋めて、その中へ落ち込んだ昆
虫類を採集する方法。トラップは各地点 20 個設置する。

ライトトラップ（ボックス型）
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ベイトトラップ

表 4-12(3) 動物に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
(5) 陸産貝類
・見つけ採り法、目視法
調査地域内を植生、地形等を考慮して選定した地点を踏査し、木本の幹や葉、落
葉層、石下などに生息している陸産貝類を採取する。大型種については、目視によ
って識別する。
(6) 魚類
・捕獲法
投網、タモ網などを使用し、瀬、淵の水深や流速などに応じて調査地域内にみら
れる様々な環境で魚類を捕獲する。

調査の基本
的な手法

調
査
の
手
法

(7) 底生生物
・採取法
径 45cm 程度、網目 0.5mm の柄付きサーバー
ネットを用いて、河川内の淵や水生植物周
辺、用水路内や田圃周辺の水溜りなどに生息
する底生生物を採取する。

調査地域

陸生動物（猛禽類を除く）の調査地域は、事業の実施による生息地の消失・縮小及
び事業の実施により生息環境の変化する範囲に配慮するとともに、最も行動圏が広い
中型哺乳類の生息特性を踏まえ、事業実施区域から 200m の範囲とする。
猛禽類の調査地域は、事業の実施による生息地の消失・縮小及び事業の実施により
生息環境の変化する範囲に配慮するとともに、行動圏を考慮し、事業実施区域から
1km の範囲とする。
水生生物（魚類、底生生物）の調査地域は、水質と同様に、事業実施区域から 3km
の範囲内の下流河川及び水路とする。
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表 4-12(4) 動物に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
調査地点は、動物の生息の特性を踏まえて、必要な情報を適切かつ効果的に把握で
きる地点またはルートとする。以下に動物相ごとの考え方を示す。
(1) 哺乳類、爬虫類、両生類
調査ルートは、調査地域内の植生、地形等の生息環境や各動物相の生態特性に配慮
するとともに、調査地域内が網羅できる経路とする。
哺乳類のトラップと自動撮影機の調査地点は、調査地域内の植生、地形等の生息環
境や哺乳類の生態特性に配慮し、調査地点内の生息環境が代表できる 6 地点（D-1～
D-6）とする。
(2) 鳥類
調査ルートは、調査地域内の植生、地形等の生息環境や鳥類の生態特性に配慮する
とともに、調査地域内が網羅できる経路とする。

調査地点

鳥類のポイントセンサスは、調査地域内の植生、地形等の生息環境や鳥類（特に猛
禽類）の生態特性に配慮するとともに、視野が広く見通しのよい 8 地点（T-1～T-8）
を候補とし、出現状況に合わせて調査日ごとに 3 地点を選定する。
(3) 昆虫類・クモ類
調査ルートは、調査地域内の植生、地形等の生息環境や昆虫類・クモ類の生態特性
に配慮するとともに、調査地域内が網羅できる経路とする。
トラップの設置は、調査地域内の植生、地形等の生息環境や昆虫類・クモ類の生態
特性に配慮し、調査地点内の生息環境が代表できる 6 地点（D-1～D-6）とする。
(4) 陸産貝類
調査地点は、航空写真、現存植生図（自然環境保全基礎調査）等の既存資料を基
に、陸産貝類の生態を踏まえて考慮し、必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とする。また、陸産貝類の調査地点は 1 群落あたり 2～3 地点とする。

調
査
の
手
法

(5) 魚類、底生生物
調査地点は、調整池からの排水経路であって、調査地域内の河川形態や支川の流入
を考慮し、河川及び水路は調査地域内の魚類及び底生生物相を効率よく網羅できる 9
地点（W-1～W-9）
、水田周辺の水路は 4 地点（B-1～B-4）とする。
【図 4-6、図 4-7 参照】
(1) 哺乳類、爬虫類、両生類
哺乳類、爬虫類、両生類の活動期を網羅し、確認頻度を高めるため、3 季（春・
夏・秋）とする。
(2) 鳥類
鳥類の生活型（留鳥、夏鳥、冬鳥等）により確認できる時期が異なることから、生
息種が網羅できるように 4 季とする。
(3) 昆虫類・クモ類

調査期間等

分類群により発生する時期が異なるため、生息種の活動期を網羅し、確認頻度を高
めるため、3 季（春・夏・秋）とする。
(4) 陸産貝類
陸産貝類の生息種の活動期を網羅し、確認頻度を高めるため、2 季（梅雨季、夏
季）とする。
(5) 魚類
魚類の活動期を網羅し、確認頻度を高めるため、3 季（春・夏・秋）とする。
(6) 底生生物
種によって発生する時期が異なるため、生息種の活動期を網羅し、確認頻度を高め
るため、4 季とする。なお、別途灌漑期に水田付近の用水路や水溜り等を対象に 2 回
調査を行う。
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表 4-12(5) 動物に係る調査、予測及び評価の手法
項

予
測
の
手
法

目

調査、予測及び評価の手法

予測の基本
的な手法

動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響予測は、事業計画との重ね合わせに
よる分布又は生息環境の改変の程度、並びに該当する重要な種の生態、分布の状況等
を踏まえた解析による。

予測地域

調査地域と同様とする。
(1) 工事中

予測時期

今後具体化する工事計画と現地調査結果を基に、予測対象とする重要な種または注
目すべき生息地への工事による影響が最も大きくなると予想される時期とする。
(2) 存在供用時
事業活動が定常の状態となる時期とする。

評価の手法

重要な種、群集及び注目すべき生息地への重大な影響がなく、かつ、調査及び予測
の結果並びに環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、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、又は低減されているか、さらに必要
に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか
について評価する。
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図 4-6 陸生動物の調査地点
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図 4-7 魚類、底生生物の調査地点
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4.2.9 植物に係る調査、予測及び評価の手法
工事中における造成工事、雨水の排水、また存在供用時における土地及び構造物の存在に伴っ
て、植物の生育環境が変化するため、植物の重要な種、群落及び注目すべき生育地に及ぼす影響
を予測する。
これらの予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の植物相の状況、重要な種及び群
落の状況、注目すべき生育地の状況について把握する。
植物に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-13 に示す。
表 4-13(1) 植物に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
工事中

・造成工事
・雨水の排水

存在供用時

・土地及び構造物の存在

植物に係る状況を把握するため、以下の情報を調査する。
(1) 植物相及び群落の状況
・種子植物、シダ植物、藻類の植物相及び群落の状況
調査すべき
情報

(2) 重要な種及び注目すべき群落の状況
・植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
(3) 注目すべき生育地の状況
・注目すべき生育地の分布並びに当該生育地が注目される理由である植物の種の生
育の状況及び生育環境の状況
植物に係る状況は、現地調査によって把握する。
(1) 植物相

調
査
の
手
法

調査地域を踏査して、目視によって生育す
る植物種を把握する。なお、現地で種名の確
認が困難な場合など、必要に応じて個体を持
帰り、同定する。
調査の基本
的な手法

(2) 植物群落
空中写真及び現地踏査によって植生を区分
し、現存植生図を作成する。また、各群落の
代表的な調査地点にコドラート（方形枠）を
設定し、環境条件、構成種、被度･群落度等
を把握する。

［植物相調査（例）
］

(3) 重要な種、注目すべき生育地等の状況
重要な種、群落または注目すべき生育地が確認された場合には、踏査によってその
分布位置、株数、生育環境の状況などを詳細に記録する。

調査地域

種子植物、シダ植物の植物相の調査地域は、事業の実施により生育地が消失・縮小
する範囲及び事業の実施により生育環境が変化する範囲とし、事業実施区域から 200m
の範囲内とする。
植物群落の調査地域は、生物の生息・生育基盤となることから、行動圏が広い猛禽
類の調査範囲を考慮し、事業実施区域から 1km の範囲内とする。
藻類の植物相の調査地域は、水質と同様に、事業実施区域から 3km の範囲内の下流
河川及び水路とする。
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表 4-13(2) 植物に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査地点
調
査
の
手
法

調査、予測及び評価の手法
調査地点・ルートは、航空写真、現存植生図等の既存資料を基に、植物及び群落の
生育特性を踏まえて、必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又はルートとす
る。植物群落の調査地点は、1 群落あたり 2～5 地点とする。
藻類の植物相の調査地点は、調整池の排水経路であって、調査地域内の河川形態や
支川の流入を考慮し、河川及び水路は調査地域内の藻類相を効率よく網羅できる 9 地
点（W-1～W-9）
、水田周辺の水路は 4 地点（B-1～B-4）とする。
【図 4-8 参照】
(1) 植物相

調査期間等

種により開花、結実の時期が異なることから、植物相を適切に把握し、確認頻度を
高めるため、2 季（春季、秋季）とする。藻類は、種により繁茂時期が異なることか
ら、藻類相を適切に把握し、確認頻度を高めるため 4 季とする。
(2) 植物群落
繁茂期に植物群落を適切に把握するため、1 季（秋季）とする。

予測の基本
的な手法
予
測
の
手
法

予測地域

植物の重要な種、群落及び注目すべき生育地への影響予測は、事業計画との重ね合
わせによる分布又は生育環境の改変の程度、並びに該当する重要な種及び群落の生
態、分布の状況等を踏まえた解析による。
調査地域と同様とする。
(1) 工事中

予測時期

今後具体化する工事計画と現地調査結果を基に、予測対象とする重要な種または注
目すべき群落への工事による影響が最も大きくなると予想される時期とする。
(2) 存在供用時
事業活動が定常の状態となる時期とする。

評価の手法

重要な種、群落及び注目すべき生育地への重大な影響がなく、かつ、調査及び予測
の結果並びに環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、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、又は低減されているか、さらに必要
に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか
について評価する。
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図 4-8 植物の調査地点
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4.2.10 生態系に係る調査、予測及び評価の手法
工事中における造成工事、雨水の排水、また存在供用時における土地及び構造物の存在に伴っ
て、生物の生息・生育基盤の変化、生態系の中で重要な機能的役割を担う種への影響が及ぶこと
も考えられるため、地域を特徴づける生態系に及ぼす影響について予測する。
これらの予測を適切に行うため、事業実施区域及びその周辺の動物相、植物相を中心とした生
態系の状況について、これらの調査結果に基づき把握する。
生態系に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-14 に示す。
表 4-14(1) 生態系に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
工事中

・造成工事
・雨水の排水

存在供用時

・土地及び構造物の存在

動物・植物の各種ごとの生態系の観点から生息・生育状況を把握し、地域の生態系
の特性を分析するため、以下の情報を調査する。
調査すべき
情報

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況
・地形及び地質、土地利用、気象、水象等の状況
・植物相、植物群落、動物相、動物群集の状況
(2) 注目種等の生態
・複数の注目種等の分布、他の動植物との関係又は生息・生育環境の状況
生態系に係る状況は、既存資料調査及び現地調査によって把握する。
(1) 文献その他の資料調査

調
査
の
手
法

地形図、表層地質図、河川分布図、土地利用図、現存植生図など、非生物的要素、
生物的要素に関する既存資料の整理及び解析による。
(2) 現地調査
調査の基本
的な手法

生態系の上位に位置する「上位性」、当該生態系の特徴をよく現すという「典型
性」及び特殊な環境等を指標するという「特殊性」の視点から注目される生物種を複
数選定し、これらの生態、他の生物種との相互関係等について整理及び解析する。
整理及び解析にあたっては、
「動物」
、
「植物」等の調査結果を適宜活用する。
なお、調査地域は主に植林及び二次林が優占する樹林地であり、「上位性」にサシ
バ、ハイタカ等の猛禽類、「典型性」にアカネズミ等の小型哺乳類やシジュウカラ等
の小鳥類からなる陸域生態系が想定される。

調査地域
調査地点

調査期間等

動物、植物の調査地域と同様とする。
動物、植物の調査地点と同様とする。
【図 4-6、図 4-8 参照】
動物、植物の調査期間等と同様とする。
【表 4-12、表 4-13 参照】
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表 4-14(2) 生態系に係る調査、予測及び評価の手法
項

予
測
の
手
法

目

調査、予測及び評価の手法

予測の基本
的な手法

注目種等の生息・生育状況の変化、及び地域を特徴づける生態系に及ぼす影響予測
は、生息・生育基盤及び注目種等の分布から、生息・生育基盤が消失・縮小する場所
を把握し、注目種等の生態並びに他の動植物との関係を踏まえた解析による。

予測地点

調査地域と同様とする。
(1) 工事中

予測時期

今後具体化する工事計画と現地調査結果を基に、予測対象とする注目種等への工事
による影響が最も大きくなると予想される時期とする。
(2) 存在供用時
事業活動が定常の状態となる時期とする。

評価の手法

注目種等への重大な影響がなく、かつ、調査及び予測の結果並びに環境影響の程度
に応じて実施する環境保全措置によって、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、又は低減されているか、さらに必要に応じその他の方法により環
境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評価する。
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4.2.11 景観に係る調査、予測及び評価の手法
存在供用時における土地及び構造物の存在に伴って、景観の構成要素が変化するため、主要な
眺望景観等に及ぼす影響を予測する。
景観に係る調査、予測及び評価の手法を表 4-15 に示す。
表 4-15(1) 景観に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
存在供用時

・土地及び構造物の存在

景観に係る状況を把握するため、以下に示す情報を調査する。
(1) 主要な眺望点の状況
調査すべき
情報

・視点の場となる主要な眺望点の位置及び利用環境の状況
(2) 景観資源の状況
・眺望対象となる景観資源の分布状況
(3) 主要な眺望景観の状況
・主要な眺望点からの眺望景観の状況
景観に係る状況は、既存資料調査及び現地調査等によって把握する。
(1) 主要な眺望点の状況
観光パンフレット、霧島市景観計画などの既存資料、霧島市職員への聴き取りによ
る情報の整理及び解析、及びその情報を踏まえたうえでの現地調査

調査の基本
的な手法

調
査
の
手
法

(2) 景観資源の状況
「第 3 回自然環境保全基礎調査自然環境情報図（平成元年、環境庁）
」
、観光パンフ
レット、霧島市景観計画などの既存資料、霧島市職員への聴き取りによる情報の収集
及び整理
(3) 主要な眺望景観の状況
事業実施区域を眺望することができる主要な眺望点からの写真撮影

調査地域

対象物の形態が捉えやすく、対象が景観の主体的領域となる事業実施区域から 3km
の範囲とする。
(1) 主要な眺望点の状況
事業実施区域を眺望できる領域のうち、良好な自然景観を眺望でき、不特定多数の
人に利用されている地点とする。また、囲繞景観の観点から、地域住民に歴史的・文
化的な観点から、また日常的に親しまれている身近な景観のうち、事業実施区域を眺
望できる地点についても対象とする。
(2) 景観資源の状況

調査地点

自然公園、史跡・名勝・天然記念物などに指定されている自然的、歴史的、文化的
に優れた対象とする。
(3) 主要な眺望景観の状況
既存資料調査、聴き取り及び現地踏査の結果を踏まえ、主要な眺望景観の状況の調
査地点の候補地は、霧島神話の里公園、霧島神宮、霧島小学校、遠見松公民館、県道
国分霧島線、市道永池狩川線の 6 地点（V-1～V-6）とする。
【図 4-10 参照】

調査期間等

人の利用が多い時期を想定して、春と秋の計 2 回とする。
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表 4-15(2) 景観に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

調査、予測及び評価の手法
(1) 主要な眺望点の状況
事業計画との重ね合わせにより、主要な眺望点の消滅の有無を確認する。

予
測
の
手
法

予測の基本
的な手法

(2) 景観資源の状況
事業計画との重ね合わせにより、景観資源の消滅の有無を確認する。
(3) 主要な眺望景観の状況
事業実施区域を撮影した写真上に、施設の完成予想図を合成し、将来の眺望景観を
視覚的に表現するフォトモンタージュ法による解析とする。

予測地域

調査地域と同様とする。

予測時期

事業活動が定常の状態となる時期とする。

評価の手法

景観への重大な影響がないか、また、景観への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又は低減されているかについて評価する。

事業実施区域
↓

図 4-9 「霧島神話の里公園（V-1）
」から事業実施区域方向の眺望
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図 4-10 景観の調査地点
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4.2.12 人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測及び評価の手法
工事中における建設機械の稼働、資材等運搬車両の走行、雨水の排水、また存在供用時におけ
る土地及び構造物の存在により、主要な人と自然との触れ合い活動の場の快適性、利用性が変化
するおそれがあるため、人と自然との触れ合いの活動の場の状況について把握し、これらへの影
響を予測する。
人と自然との触れ合いの活動の場の調査、予測及び評価の手法を表 4-16 に示す。
表 4-16(1) 人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

影響要因

調査、予測及び評価の手法
工事中

・建設機械の稼動、資材等運搬車両の走行、雨水の排水

存在供用時

・土地及び構造物の存在

人と自然との触れ合いの活動の場に係る状況を把握するため、以下に示す情報を調
査する。
調査すべき
情報

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
・自然公園、河川、滝などの自然構成要素の分布状況
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
・場の分布状況
・利用の状況（利用者数、利用形態等）
・利用環境の状況（アクセスルート、自然環境特性等）
人と自然との触れ合い活動の場に係る状況は、既存資料調査及び現地調査等によっ
て把握する。
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の概況

調査の基本
的な手法
調
査
の
手
法

観光パンフレットなどの既存資料、霧島市職員への聴き取りによる情報の整理及び
解析、及びその情報を踏まえたうえでの現地調査
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
観光パンフレットなどの既存資料、霧島市職員への聴き取りによる情報の整理及び
解析、及びその情報を踏まえたうえでの現地調査
調査地域は、標準的な面的整備事業において影響を受けるおそれがあると認められ
る地域として、事業実施区域から 500m の範囲とする。
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
調査地域全域の事業実施区域から 500m の範囲とする。

調査地域
調査地点

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
調査地点は、調査地域内に分布する人と自然との触れ合いの活動の場として、霧島
神水峡遊歩道の 1 地点とする。
なお、事業実施区域の北側約 1.4km と約 2.2km の位置にある霧島神宮と霧島神話の
里公園からの眺望景観への影響については、
「景観」で評価する。なお、東側約 700m
の位置にある高千穂牧場から事業実施区域を見ることはできない。
【図 4-11 参照】

調査期間等

人の利用が多い時期を想定して、春と秋の2回とする。
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表 4-16(2) 人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測及び評価の手法
項

目

予測の基本
的な手法

予
測
の
手
法

調査、予測及び評価の手法
予測は、事業計画と人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況、並びに大気質、
騒音、水質など他の環境要素の予測及び評価の結果を踏まえ、事例の引用又は解析に
より、触れ合いの活動の場の利用環境の変化の程度を把握することによる。

予測地域

調査地域と同様とする。

予測地点

調査地点と同様とする。
(1) 工事中

予測時期

今後具体化する工事計画と現地調査結果を基に、工事による影響が最も大きくなる
と予想される時期とする。
(2) 存在供用時
事業活動が定常の状態となる時期とする。

評価の手法

人と自然との触れ合いの活動の場への重大な影響がなく、かつ、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、又は低減されているかについて評価す
る。
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図 4-11 人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点
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4.2.13 廃棄物等に係る予測及び評価の手法
造成工事に伴う伐採樹木等の建設副産物が発生することから、その種類及び発生量を予測する。
また、発電事業終了時にソーラーパネル等の設備が廃棄物となることが考えられることから、こ
れら設備の処理・処分方法について把握する。
廃棄物等の予測及び評価の手法を表 4-17 に示す。
表 4-17 廃棄物等に係る予測及び評価の手法
項

目

影響要因

予測及び評価の手法
工事中

・造成工事

存在供用時

・土地及び構造物の存在

廃棄物等に係る予測は、以下に示す手法で行う。
(1) 工事に伴う廃棄物等
予測の基本
的な手法

工事に伴って発生する副産物ごとの発生量と処分計画に基づき、副産物の有効利用
の程度等を予測する。
(2) 発電事業終了時に発生する廃棄物等

予
測
の
手
法

発電事業終了時に発生するソーラーパネル等の設備の処理・処分の方策を把握す
る。
予測地域

工事中、存在供用時ともに廃棄物等は事業実施区域内のみで発生するものであるこ
とから、事業実施区域とする。
(1) 工事に伴う廃棄物等

予測時期

工事を行う全期間を対象とする。
(2) 発電事業終了時に発生する廃棄物等
発電事業が終了する時期とする。

評価の手法

廃棄物等の発生量が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避、又は低減さ
れているか、適正な処理・処分が行われているかどうかについて評価する。
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余 白 ）
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