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第4章 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

 計画段階配慮事項の選定の結果 

 計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」とい

う。）については、「発電所アセス省令」の別表第 5 においてその影響を受けるおそれが

あるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の

事業特性及び地域特性を踏まえ、第 4.1-1 表のとおり重大な影響のおそれのある環境要素

を選定した。 

環境影響評価の項目の選定にあたっては、「発電所アセス省令」等について解説され

た「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、平成 29 年）を参考にした。 

「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、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定してい

ないため予測評価が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まっ

た段階で検討の対象とすることが望ましい。」とされている。 

本配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等まで決まるような熟

度にないものの、方法書以降の手続きにおいて実行可能な環境保全措置を検討すること

により環境影響の回避又は低減が可能であると考え、工事の実施による重大な環境影響

を対象としないこととした。なお、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおい

ては「工事用資材等の搬出入、建設機械の稼働及び造成等の施工による一時的な影響」

に係る環境影響評価を実施する。 
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第 4.1-1 表 計画段階配慮事項の選定 

 

 

工事の実施 
土地又は工作
物の存在及び

供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物     

 

 
 

粉じん等     
 

 
 

騒音及び 
超低周波音 

騒音及び超低周波音     
 

○ 

振動 振動     
 

 
 

水環境 
水質 水の濁り     

 

 
 

底質 有害物質     
 

 
 

その他の

環境 

地形及び地

質 
重要な地形及び地質      

 

その他 風車の影     
 

○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき生

息地（海域に生息するもの

を除く。） 

   ○ 

海域に生息する動物      
 

植物 

重要な種及び重要な群落

（海域に生育するものを除

く。） 

   ○  
 

海域に生育する植物      
 

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 

   ○  
 

人と自然との触れ合い

の活動の場 
主要な人と自然との触れ合

いの活動の場 

     
 

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 
産業廃棄物     

 

 
 

残土    

    
一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量 放射線の量    

  
注：1．       は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 5 号に定める「風力発電所 別表第 5」に示す参考項目

であり、       は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 11」に示す放射性物質に係る参考項目であ

る。 
  2．「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。

影 響 要 因 の 区 分 

環 境 要 素 の 区 分 
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 計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、第 4.1-2 表のとおりであ

る。なお「4.1.1 計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実施

による影響を対象としないこととした。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。 

 

第 4.1-2 表 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大 
気 
環 
境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及び 
超低周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、環境保

全上配慮すべき施設等に対して、施設の稼働に伴

う騒音及び超低周波音が影響を及ぼす可能性があ

ることから、重大な影響のおそれのある環境要素

として選定する。 

そ 
の 
他 
の 
環 
境 

地形及

び地質 
重要な地形 
及び地質 

地形改変及び

施設の存在 
× 事業実施想定区域に重要な地形・地質、名勝又は

天然記念物、地方自治体の条例・指針等における

保全対象の地形・地質、環境が悪化し又はそのお

それのある地域が存在しないことから、重大な影

響のおそれのある環境要素として選定しない。 
その他 風車の影 施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、環境保

全上配慮すべき施設等に対して、施設の稼働に伴

う風車の影が影響を及ぼす可能性があることか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選

定する。 
動 物 重要な種及び 

注目すべき生息地 
（海域に生息する

ものを除く。） 

地形改変及び 
施設の存在、 
施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「レッ

ドリスト」選定種等が確認されていることから、

重大な影響のおそれのある環境要素として選定す

る。 
海域に生息する 
動物 

地形改変及び

施設の存在 
× 海域における地形改変は行わないことから影響が

ないことが明らかであるため、重大な影響のおそ

れのある環境要素として選定しない。 
植 物 重要な種及び 

重要な群落 
（海域に生育する

ものを除く。） 

地形改変及び

施設の存在 
○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「レッ

ドリスト」選定種等が確認されているため、重大

な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

海域に生育する 
植物 

地形改変及び

施設の存在 
× 海域における地形改変は行わないことから影響が

ないことが明らかであるため、重大な影響のおそ

れのある環境要素として選定しない。 
生態系 地域を特徴づける

生態系 
地形改変及び 
施設の存在、 
施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な

自然環境のまとまりの場の存在が確認されている

ことから、重大な影響のおそれのある環境要素と

して選定する。 
景 観 主要な眺望点 

及び景観資源 
並びに主要な 
眺望景観 

地形改変及び

施設の存在 
○ 事業実施想定区域及びその周囲において、主要な

眺望点に対して、新たな施設の存在に伴う眺望景

観の変化が想定されることから、重大な影響のお

それのある環境要素として選定する。 
人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然 
との触れ合いの 
活動の場 

地形改変及び

施設の存在 
× 事業実施想定区域に主要な人と自然との触れ合い

の活動の場（野外レクリエーション地等）が存在

せず、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が

消失するおそれがないことから、重大な影響のお

それのある環境要素として選定しない。 
注：1．「○」は選定した項目を示す。 
  2．「×」は選定しなかった項目を示す。  
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【参考】 計画段階配慮事項として選定しない理由（工事の実施） 

環境要素 選定しない理由 

大気環境 大気質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の

走行台数等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調

整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減する

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可

能であることから、配慮書段階では選定しない。 

騒音及び超低

周波音 

振 動 

水環境 水 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域、排水計画等）ま

で決まるような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流

出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環

境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

底 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域等）まで決まるよ

うな計画熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計

画であることから、配慮書段階では選定しない。 

動物 重要な種及び

注目すべき生

息地（海域に

生息するもの

を除く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改

変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による

生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可

能であることから、配慮書段階では選定しない。 

海域に生息す
る動物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

植物 重要な種及び

重 要 な 群 落

（海域に生育

するものを除

く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改

変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成

を必要最小限にとどめ、重要な種及び群落への影響の回避又は低減に

努める等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の回

避又は低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

海域に生育す

る植物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

生態系 地域を特徴づ

ける生態系 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改

変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による

生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可

能であることから、配慮書段階では選定しない。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の

走行台数等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調

整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場にアクセスする一般車両の利

便性に配慮する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境

影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

廃棄物等 産業廃棄物 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（産業廃棄物、残土の発生

量）まで決まるような計画熟度にない。また、産業廃棄物は可能な限

り有効利用に努める、土地の改変の低減及び事業実施区域内における

発生土の利用等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影

響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

残 土 

放射線の量 放射線の量 事業実施想定区域周辺においては、空間線量率の高い地域は確認され

ておらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないこと

から選定しない。 
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 調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は第 4.2-1 表、計画段階配

慮事項の評価方法の判断基準は第 4.2-2 表のとおりである。 

なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情

報もあることから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。 
 

第 4.2-1 表(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大

気

環

境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及び 
超低周波音 

環境保全上配慮すべ

き施設等の状況を文

献その他の資料によ

り調査した。また、

騒音に係る環境基準

の類型指定の状況等

に つ い て も 調 査 し

た。 

事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外

を除く。）から 2.0km※1

の範囲について 0.5km 間

隔で環境保全上配慮す

べき施設等の分布状況

（戸数）を整理すると

ともに、位置関係（最

短距離）を整理した。 

予測結果を基に、重大

な環境影響の回避又は

低減が将来的に可能で

あるかを評価した。 

そ

の

他

の

環

境 

その他 風車の影 環境保全上配慮すべ

き施設等の状況を文

献その他の資料によ

り調査した。 

事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外

を除く。）から 2.0km※2

の範囲について 0.5km 間

隔で環境保全上配慮す

べき施設等の分布状況

（戸数）を整理すると

ともに、位置関係（最

短距離）を整理した。 

予測結果を基に、重大

な環境影響の回避又は

低減が将来的に可能で

あるかを評価した。 

動  物 重要な種及び 

注目すべき 

生 息 地 

（海域に生息する 

ものを除く。） 

動物の生息状況につ

いて、文献その他の

資料及び専門家等へ

のヒアリングにより

調査した。 

文献その他の資料調査

結果及び専門家等への

ヒアリング結果から、

各種の生態特性等を基

に、事業実施想定区域

内の各種の生息環境の

有無を整理した。これ

らを踏まえ、改変によ

る生息環境の変化に伴

う影響について予測し

た。 

予測結果を基に、地形

改変及び施設の存在並

びに施設の稼働が重要

な種及び注目すべき生

息地に与える影響を評

価した。 

 

 

                                                        
※1 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）によると、

国内の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を

500mごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応につ

いて 中間とりまとめ」（風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28 年）によ

ると、住居等、風車騒音により環境影響を受けるおそれがある地域として、「一般的には、風車から半径

1km 程度の範囲が目安」と記載されている。 
以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。 

※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、

海外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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第 4.2-1 表(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

植  物 重要な種及び 

重要な群落 

（海域に生育する 

ものを除く。） 

植物及び植物群落の分布

状況について、文献その

他の資料及び専門家等へ

のヒアリングにより調査

した。 

文献その他の資料調査結果及

び専門家等へのヒアリング結

果から、各種の生態特性等を

基に、事業実施想定区域内の

各種の生育環境の有無を整理

した。これらを踏まえ、改変

による生育環境の変化に伴う

影響について予測した。 

予測結果を基に、地形改

変及び施設の存在が植物

の重要な種及び重要な群

落に与える影響を評価し

た。 

生 態 系 地域を特徴づ  

ける生態系  
重要な自然環境のまとま

りの場について、文献そ

の他の資料により分布状

況を調査した。 

文献その他の資料から抽出し

た重要な自然環境のまとまり

の場と事業実施想定区域との

位置関係を整理した。 

予測結果を基に、地形改

変及び施設の存在並びに

施設の稼働が重要な自然

環境のまとまりの場に与

える影響を評価した。 

景  観 主要な眺望点 
及び景観資源 
並びに主要な 
眺 望 景 観 

主要な眺望点及び景観資
源の状況について、文献
その他の資料により調査
した。 

①主要な眺望点及び景観資源
への直接的な影響 
施設の存在に伴う主要な眺

望点及び景観資源への影響に
ついて、事業実施想定区域
（風力発電機の設置対象外を
除く。）との位置関係より直
接改変の有無を予測した。  
②主要な眺望点からの風力発
電機の視認可能性 
主要な眺望点の周囲につい

て、メッシュ標高データを用
いた数値地形モデルによるコ
ンピュータ解析を行い、風力
発電機が視認される可能性の
ある領域を可視領域として予
測した。  
③主要な眺望点からの風力発
電機の見えの大きさ 
各眺望点と事業実施想定区

域（風力発電機の設置対象外
を除く。）の最寄り地点まで
の最短距離を基に、風力発電
機の見えの大きさ（最大垂直
視野角）について予測した。
風 力 発 電 機 の 高 さ は 地 上
148.0m とし、風力発電機が眺
望点から水平の位置に見える
と仮定した。 

なお、風力発電機の手前に
存在する樹木や建物等の遮蔽
物及び「②主要な眺望点から
の風力発電機の視認可能性」
の予測結果（可視領域）は考
慮しないものとした。 

予測結果を基に、重大な
環境影響の回避又は低減
が将来的に可能であるか
を評価した。 
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第 4.2-2 表 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

(配慮書段階) 
重大な影響が 

ない 
重大な影響の可能性がある 重大な影響がある 

大 気 
環 境 

騒音及び

超低周波

音 

事業実施想定

区域と環境保

全上配慮すべ

き施設等との

位置関係 

事業実施想定

区域の周囲に

環境保全上配

慮すべき施設

等が分布しな

い。 

事業実施想定区域の周囲に環

境保全上配慮すべき施設等が

分布するが、位置の状況か

ら、方法書以降の手続きにお

いて風力発電機の配置や構造

等を検討することにより影響

の回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域の周囲

に環境保全上配慮すべき

施設等が分布し、位置の

状況から、方法書以降の

手続きにおける検討では

影響の回避又は低減が困

難。 
その他 
の環境 

風車の影 事業実施想定

区域と環境保

全上配慮すべ

き施設等との

位置関係 

事業実施想定

区域の周囲に

環境保全上配

慮すべき施設

等が分布しな

い。 

事業実施想定区域の周囲に環

境保全上配慮すべき施設等が

分布するが、位置の状況か

ら、方法書以降の手続きにお

いて風力発電機の配置や構造

等を検討することにより影響

の回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域の周囲

に環境保全上配慮すべき

施設等が分布し、位置の

状況から、方法書以降の

手続きにおける検討では

影響の回避又は低減が困

難。 
動 物 重要な種

及び注目

すべき生

息地 

重要な種等の

分布状況 
事業実施想定

区域の周囲に

重要な種等が

分布しない。 

事業実施想定区域の周囲に重

要な種等が分布する可能性が

あるが、方法書以降の手続き

において現地調査等により現

況を把握し、また、適切に影

響の程度を予測し、必要に応

じて環境保全措置を検討する

ことにより影響の回避又は低

減が可能。 

事業実施想定区域の周囲

に重要な種等が分布する

可能性があり、方法書以

降の手続きにおける検討

では影響の回避又は低減

が困難。 
植 物 重要な種

及び重要

な群落 

生態系 地域を特

徴づける

生態系 

自然環境のま

とまりの場の

分布状況 

自然環境の改

変 を 伴 わ な

い。 

自然環境の改変を伴うが、方

法書以降の手続きにおいて現

地調査等により現況を把握

し、また、適切に影響の程度

を予測し、必要に応じて環境

保全措置を検討することによ

り影響の回避又は低減が可

能。 

自然環境の改変を伴い、

方法書以降の手続きにお

ける検討では影響の回避

又は低減が困難。 

景 観 主要な眺

望点及び

景観資源

並びに主

要な眺望

景観 

①主要な眺望

点及び景観資

源の直接改変

の程度 

②主要な眺望

景観の変化の

程度 

①主要な眺望

点及び景観資

源は直接改変

されない。 

②主要な眺望

点から風力発

電機が視認で

きない。 

①事業実施想定区域（風力発

電機の設置対象外を除く。）に

主要な眺望点又は景観資源が

分布するが、方法書以降の手

続きにおいて風力発電機の配

置や構造等を検討することに

より影響の回避又は低減が可

能。 

②主要な眺望点から風力発電

機が視認できるが、主要な眺

望点と事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外を除

く。）との位置関係から、方法

書以降の手続きにおいて風力

発電機の配置や構造等を検討

することにより影響の回避又

は低減が可能。 

①事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外を

除く。）に主要な眺望点又

は景観資源が分布し、方

法書以降の手続きにおけ

る検討では影響の回避又

は低減が困難。 

②主要な眺望点から風力

発電機が視認でき、主要

な眺望点と事業実施想定

区域（風力発電機の設置

対象外を除く。）との位置

関係から、方法書以降の

手続きにおける検討では

影響の回避又は低減が困

難。 
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 調査、予測及び評価の結果 

 騒音及び超低周波音 

1. 調 査 

(1)調査手法 

環境保全上配慮すべき施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音

に係る環境基準の類型指定の状況等についても調査した。 
 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1 図の範囲）とした。 
 

(3)調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、環境

保全上配慮すべき施設等を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における環境保全上配慮すべき施設等は第 4.3-1 表、位

置は第 4.3-1 図のとおりであり、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外）に住宅が

存在している。 

また、事業実施想定区域及びその周囲においては、用途地域に応じた規制地域及び基

準値の指定地域は存在せず、騒音に係る環境基準の類型指定のあてはめについても、事

業実施想定区域及びその周囲は該当していない。 

 

第 4.3-1 表(1) 環境保全上配慮すべき施設（学校） 
区 分 施設名 所在地 

幼稚園 

城上幼稚園 薩摩川内市城上町 4387 
高城中央幼稚園 薩摩川内市陽成町 4623-1 

八幡幼稚園 薩摩川内市田海町 3683-1 

小学校 

陽成小学校 薩摩川内市陽成町 4630 
城上小学校 薩摩川内市城上町 4525-1 
八幡小学校 薩摩川内市田海町 3683-1 
大川小学校 阿久根市大川 8061 
山下小学校 阿久根市山下 834 
尾崎小学校 阿久根市山下 5916 
田代小学校 阿久根市鶴川内 7257 

鶴川内小学校 阿久根市鶴川内 3380 

中学校 
平成中学校 薩摩川内市城上町 610 
大川中学校 阿久根市大川 8250 

高等学校 鶴翔高等学校 阿久根市赤瀬川 1800 
「国土数値情報（学校データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 
「特定教育・保育施設一覧」（鹿児島県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 
「公立学校一覧表 平成 28 年度」（鹿児島県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）       より作成 
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第 4.3-1 表(2) 環境保全上配慮すべき施設（医療機関） 
区 分 施設名 所在地 

医療機関 

薩摩川内市湯田診療所 薩摩川内市湯田町 4313 
薩摩川内市西方診療所 薩摩川内市西方町 3346-1 

大川診療所 阿久根市大川 8224 
「国土数値情報（医療機関データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 
「かごしま医療情報ネット」（鹿児島県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）          より作成 

 

第 4.3-1 表(3) 事環境保全上配慮すべき施設（福祉施設） 
区 分 施設名 所在地 

保育所 
西風園 薩摩川内市西方町 2605-1 

みなみ保育園 阿久根市西目 2086 

福祉施設 

特別養護老人ホームはまかぜ園 薩摩川内市西方町 3111 
デイサービス木もれび 薩摩川内市西方町 2822 

ケアホーム田海園 薩摩川内市城上町 9750-7 
小規模多機能型居宅介護鳥丸 薩摩川内市東郷町宍野 1429-2 

介護老人保健施設グレースホーム 薩摩川内市東郷町斧渕 8920 
桃の家 阿久根市山下 4452-1 

特別養護老人ホームあかり 阿久根市山下 8375-1 
小規模多機能ホームコミュニティの杜 阿久根市山下 156-1 

盲養護老人ホーム蓮の実園 阿久根市鶴川内 1443 

障がい者施設 
希望村 阿久根市山下 52-2 

さぽーとすてーしょん どら 阿久根市山下 961 
「国土数値情報（福祉施設データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 
「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）      より作成 
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第 4.3-1 図 事業実施想定区域の周囲における環境保全上配慮すべき施設等の位置

「ゼンリン住宅地図 201703 薩摩川内市①、201603 薩摩川内

市②、201510 阿久根市、201702 出水市、201508 さつま町」 
「国土数値情報（学校・福祉施設・医療機関データ）」（国土交

通省国土政策局国土情報課 HP） 
「特定教育・保育施設一覧」（鹿児島県 HP） 
「公立学校一覧表 平成 28 年度」（鹿児島県 HP） 
「かごしま医療情報ネット」（鹿児島県 HP） 
「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省 HP） 
（各 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）          より作成 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）から 2.0km の範囲について

0.5km 間隔で環境保全上配慮すべき施設等の分布状況（戸数）を整理するとともに、位

置関係（最短距離）を整理した。 
 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 
 

(3)予測結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）と環境保全上配慮すべき施設

等の分布状況（戸数）は第 4.3-2 表、位置関係（最短距離）は第 4.3-3 表のとおりである

（第 4.3-2 図参照）。 

 

第 4.3-2 表 環境保全上配慮すべき施設等の分布状況（住宅等） 
（単位：戸） 

事業実施想定区域 
（風力発電機の設置対象外を除く。） 

からの距離 
薩摩川内市 阿久根市 出水市 さつま町 合 計 

0  ～ 0.5 km 0 0 0 0 0 

0.5 ～ 1.0 km 114 94 0 2 210 

1.0 ～ 1.5 km 82 151 0 13 246 

1.5 ～ 2.0 km 165 258 2 18 443 

合 計 361 503 2 33 899 
「ゼンリン住宅地図 201703 薩摩川内市①、201603 薩摩川内市②、201510 阿久根市、201702

出水市、201508さつま町」（株式会社ゼンリン）                より作成 
 

第 4.3-3 表 環境保全上配慮すべき施設等との位置関係 

項 目 
住宅等以外 

学 校 医療機関 福祉施設 
事業実施想定区域 

（風力発電機の設置対象外を除く。） 
からの最短距離 

約 2.4km 約 1.6km 約 1.6km 

「国土数値情報（学校・医療機関・福祉施設データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、
閲覧：平成 29 年 7 月） 

「特定教育・保育施設一覧」（鹿児島県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 
「公立学校一覧表 平成 28 年度」（鹿児島県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 
「かごしま医療情報ネット」（鹿児島県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）           
「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）     より作成 
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第 4.3-2 図 事業実施想定区域と環境保全上配慮すべき施設等との位置関係 

※図に示す情報の出典は、第 4.3-1 図と同様である。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

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

は第 4.3-2 表のとおり、2.0km の範囲内に 899 戸の住宅等が存在している。また、住宅以

外の環境保全上配慮すべき施設については、第 4.3-2 図のとおり、事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外を除く。）から 2.0km 内に合計 5 戸存在しており、最短距離は薩摩

川内市西方診療所、西風園及び特別養護老人ホームはまかぜ園で約 1.6km である。 

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、以下に示す

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。 

・環境保全上配慮すべき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。 

 

  

                                                        
※現地の残留騒音については配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する

調査により把握する。調査、予測及び評価については、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」

（環境省、平成 29 年）、「風力発電施設から発生する騒音等に関する指針」（環境省、平成 29 年）及び最新

の知見等を参考に実施する。 
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 風車の影 

1. 調 査 

(1)調査手法 

環境保全上配慮すべき施設等の状況を文献その他の資料により調査した。 
 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1 図の範囲 ※）とした。 
 

(3)調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、環境

保全上配慮すべき施設等を抽出した。 

事業実施想定区域の周囲における環境保全上配慮すべき施設等の状況は第 4.3-1 表※、

位置は第 4.3-1 図※のとおりであり、事業実施想定区域内（風力発電機の設置対象外）に

住宅が存在している。 

 

2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）から 2.0km の範囲について

0.5km 間隔で環境保全上配慮すべき施設等の分布状況（戸数）を整理するとともに、位

置関係（最短距離）を整理し、事業実施想定区域から 
 

(2)予測範囲 

調査地域と同様とした。 
 

(3)予測結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）と環境保全上配慮すべき施設

等の分布状況（戸数）は第 4.3-2 表※、位置関係（最短距離）は第 4.3-3 表※のとおりであ

る（第 4.3-2 図※参照）。 

  

                                                        
※「4.3.1 騒音及び超低周波音」参照 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

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

は第 4.3-2 表※のとおり、2.0km の範囲内に 899 戸の住宅等が存在している。また、住宅

以外の環境保全上配慮すべき施設については、第 4.3-2 図のとおり、事業実施想定区域

（風力発電機の設置対象外を除く。）から 2.0km 内に合計 5 戸存在しており、最短距離は

薩摩川内市西方診療所、西風園及び特別養護老人ホームはまかぜ園で約 1.6km である。 

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、以下に示す

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。 

・環境保全上配慮すべき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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 動 物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

動物の生息状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査

した。 
 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 
 

(3)調査結果 

①  重要な種の分布状況 

動物の重要な種の選定基準は第 4.3-4 表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要種は、第 4.3-5 表

のとおり、哺乳類 6 種、鳥類 70 種、爬虫類 3 種、両生類 6 種、昆虫類 77 種、魚類 18

種及び底生動物 55 種の合計 235 種である。 
 

②  動物の注目すべき生息地 

事業実施想定区域及び周囲において、注目すべき生息地は文献その他の資料調査に

より紫尾山を選定した。 
 

第 4.3-4 表(1) 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年法律第

214 号）に基づく天然記念物 
「鹿児島県文化財保護条例」（昭和 30
年鹿児島県条例第 48 号）、「阿久根

市文化財保護条例」（昭和 53 年阿久

根市条例第 15 号）、「薩摩川内市文

化財保護条例」（平成 16 年薩摩川内

市条例第 112 号）、「出水市文化財保

護条例」（平成 18 年出水市条例第

209 号）及び「さつま町文化財保護

条例」（平成 17 年さつま町条例第 85
号）に基づく指定文化財 

特天：国指定特別天然記念物 
天 ：国指定天然記念物 
県天：県指定天然記念物 
市天：市指定天然記念物 
町天：町指定天然記念物 

「国指定文化財等データベー

ス」（文化庁 HP）、「鹿児島県の

文化財」（鹿児島県 HP）、「薩摩

川内市内の指定・登録文化財

等」（薩摩川内市 HP）、「阿久根

市文化財」（阿久根市 HP）、「出

水市の指定文化財」（出水市

HP）、「さつま町指定文化財」

（さつま町 HP） 
（各 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

② 「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）に基づく国内希少野

生動植物種等 

国内：国内希少野生動植物種 
緊急：緊急指定種 

「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施行

令」（平成 5 年政令第 17 号） 
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第 4.3-4 表(2) 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

③ 「レッドリスト (2017) 
哺 乳 類 、 鳥 類 、 爬 虫

類、両生類、汽水・淡

水 魚 類 、 昆 虫 類 、 貝

類 、 そ の 他 無 脊 椎 動

物」（環境省、平成 29
年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 
EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 
CR＋EN：絶滅危惧種 I類･･･絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をも

たらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困

難なもの 
CR：絶滅危惧 IA 類･･･ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極

めて高いもの 
EN：絶滅危惧 IB 類･･･IA 類ほどではないが、近い将来における野生での

絶滅の危険性が高いもの 
VU：絶滅危惧 II 類･･･絶滅の危険が増大している種 
NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化に

よっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 
DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体群で、

絶滅のおそれが高いもの 

「 レ ッ ド リ ス ト

(2017) 哺乳類、

鳥類、爬虫類、両

生類、汽水・淡水

魚類、昆虫類、貝

類、その他無脊椎

動物」（環境省、

平成 29 年） 

④ 「改訂・鹿児島県の絶滅

のおそれのある野生動

植物  鹿児島県レッドデ

ータブック 2016（動物

編）」（鹿児島県環境

林務部自然保護課、平

成 28 年）の掲載種 
 

＜種・亜種＞ 
絶滅：絶滅…過去に県内生息・生育した確実な記録があり、飼育・栽培

下を含め、県内ではすでに絶滅したと考えられる種 
野絶：野生絶滅…過去に県内に生息・生育したことが確認されており、

飼育・栽培下では存続しているが、県内において野生ではすでに

絶滅したと考えられる種 
Ⅰ類：絶滅危惧Ⅰ類…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、県内において近い将来における野生での絶滅の危険性

が高い種 
Ⅱ類：絶滅危惧Ⅱ類…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、県内において近い将来「絶滅危惧 I 類」のランクに移行

することが確実と考えられる種 
準絶：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息・生育状況

の推移から見て、「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を

有すると判断される種 
＜地域個体群＞ 
地消：消滅…過去にその地域に生息・生育した確実な記録があり、飼

育・栽培下を含め、その地域ではすでに消滅したと考えられる個

体群 
地野：野生消滅…過去にその地域に生息・生育したことが確認されてお

り、飼育・栽培下では存続しているが、野生ではすでに消滅した

と考えられる種 
地Ⅰ類：消滅危惧Ⅰ類…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、近い将来における野生での消滅の危険性が高い地

域個体群 
地Ⅱ類：消滅危惧Ⅱ類…現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、近い将来「消滅危惧 I 類」のランクに移行すること

が確実と考えられる地域個体群 
準消滅：準消滅危惧…現時点での消滅危険度は小さいが、生息・生育状

況の推移から見て、「消滅危惧」として上位ランクに移行する要

素を有すると判断される個体群 
＜種・亜種、地域個体群共通＞ 
情不：情報不足…環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧・消滅危惧

のカテゴリーに移行しうる属性を持っているが、生息・生育状況

をはじめとして、ランクの決定に足るだけの情報が得られていな

いもの 

「改訂・鹿児島県

の絶滅のおそれの

ある野生動植物 
鹿児島県レッドデ

ータブック 2016
（動物編）」（鹿

児島県環境林務部

自然保護課、平成

28 年） 
 

⑤ 「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）に基づく

指定希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物…この条例において「希少野生動植物」と

は、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少な

いこと、種の個体の数が著しく減少しつつあるもの、種の個体の

主要な生息地又は生育地が消滅しつつあるもの、種の個体の生息

又は生育の環境が著しく悪化しつつあるもの、前各号に掲げるも

ののほか、種の存続に支障を来す事情があるものをいう 

「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） 
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第 4.3-5 表(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 哺
乳
類 

モグラ 
（食虫） 

トガリネズミ カワネズミ   LP※1 Ⅱ類  山間の渓流付近 

2 コウモリ 

（翼手） 

オヒキコウモ

リ 
オヒキコウモリ   VU Ⅰ類  

島嶼の断崖急斜面の岩の割れ
目や、鉄筋コンクリート校
舎、橋梁のすき間 

3 ネズミ 
（齧歯） 

ヤマネ ヤマネ 天   Ⅰ類  山地帯～亜高山帯の成熟した
森林 

4 
 

ネズミ ヒメネズミ    準絶  低地～高山帯の極相林、落
葉・落枝層が厚い場所 

5 

 

カヤネズミ    Ⅱ類  
低地の草地、水田、畑、休耕
地、沼沢地などのイネ科植物
が密生し水気のある場所 

6 ネコ 
（食肉） 

イヌ キツネ    Ⅱ類 
※2  森林と畑地が混在する丘陵地

や草地、水田地帯など 

7 鳥
類 

キジ キジ ウズラ   VU 情不  低地～低山帯の草原、河川
敷、農耕地 

8   
ヤマドリ   NT※3 準絶 

※3  平地から山地のよく茂った林 

9 カモ カモ サカツラガン   DD   湖沼、潟湖、沼沢地、水田 

10 
  

ヒシクイ 天  VU Ⅱ類  低地の湖沼、沼沢地、湿地、

水田  

11  
マガン 天  NT 準絶  水田、沼沢地、湿地、湖沼、

干潟、内湾 

12   
カリガネ   EN Ⅰ類  湖沼、潟湖、沼沢地、湿地、

水田など 

13   
コクガン 天  VU Ⅱ類  海岸の入り江や内湾の砂浜、

遠浅の砂泥地 
14   ツクシガモ   VU Ⅰ類  干潟や内湾 

15   アカツクシガモ   DD   湖沼、干潟、畑、水田 

16 オシドリ   DD 情不  大木の多い広葉樹林内の河
川、湖沼 

17 トモエガモ   VU   低地～山間部の湖沼、池、ダ
ム湖、河川、湿地、水田 

18 ハト ハト カラスバト 天  NT 準絶  シイ・カシ等が密生した常緑

広葉樹林や、スギ林など 

19 ミ ズ ナ ギ

ドリ 
ミズナギドリ 

シロハラミズナギド

リ 
   DD    島で繁殖し、繁殖期以外は海

上に生息 

20 コ ウ ノ ト
リ 

コウノトリ コウノトリ 特天 国内 CR    河口や入り江の干潟、水田、
大きな河川の砂泥地 

21 カ ツ オ ド
リ 

ウ ヒメウ   EN Ⅰ類  主に岩礁のある海岸部、内湾
や河口 

22 ペリカン サギ サンカノゴイ   EN Ⅰ類  湿地、湖沼、河川のヨシ原 

23 
  

ヨシゴイ   NT Ⅰ類  
湖沼や河川、放棄水田など
で、背の高い草本が生育する

湿地 

24 ミゾゴイ   VU Ⅰ類  広葉樹林、針広混交林の沢沿
い 

25   チュウサギ   NT 準絶  平地の水田、湿地、大河川 

26   
カラシラサギ   NT 情不   海岸、干潟、河口、河川、水

田 

27 トキ クロトキ   DD 情不  湿地草原、河川や湖沼縁の湿
地、干潟、水田 

28  
ヘラサギ   DD 準絶  干潟、水田、湿地、河川、湖

沼 

29 
  

クロツラヘラサギ   EN Ⅰ類  
浅く水につかるヨシ原や入江
の干潟、水田、河川、湖沼の
砂泥地 

30 ツル ツル ソデグロヅル 
特天 
※18    準絶  農耕地や湖沼、干潟 

31   カナダヅル    準絶  水田、畑、草地 
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第 4.3-5 表(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

32 
鳥
類 ツル ツル マナヅル 

特天 
※18  VU Ⅱ類  

開けた水田、乾田、湿地、河
川の河原や海岸の埋立地、干

潟 

33   クロヅル 
特天 
※18  DD 準絶  水田、畑、湿地 

34   ナベヅル 
特天 
※18  VU Ⅱ類  

開けた水田、乾田、湿地、河
川の河原や海岸の埋立地、干

潟 

35   アネハヅル 
特天 
※18   準絶  水田、畑、休耕田 

36  クイナ ヒクイナ     NT Ⅱ類   平地～低山の湖沼、河川、水
田、湿地の草むら 

37 ヨタカ ヨタカ ヨタカ     NT 準絶   平地～山地の林、森林内の伐
採地、疎林、草原 

38 チドリ チドリ ケリ   DD 情不  水田、畑、河原、草地 

39   
イカルチドリ    Ⅱ類  河原、水田、湖沼の砂地・砂

礫地 

40   
シロチドリ   VU Ⅱ類  河口、海岸の砂浜、干潟、河

川、埋立地 

41 セイタカシギ セイタカシギ     VU Ⅱ類   干潟や河口、水田、湖沼、河

川、湿地、埋立地 

42  シギ オオジシギ     NT Ⅱ類   乾いた草原、ササ原、農耕地

等の開けた環境 

43   
シベリアオオハシシ
ギ 

    DD     干潟、河口、湿地、水田、ハ
ス田 

44   オオソリハシシギ     VU Ⅱ類   干潟、河口、砂浜、河川 

45 
  

コシャクシギ    EN Ⅰ類   海岸の干潟、泥地の平原や草
原 

46 ホウロクシギ    VU Ⅱ類   広大な干潟、河口、砂浜、水
田 

47   ツルシギ     VU Ⅱ類   水田、湿地、ハス田、干潟 

48   アカアシシギ     VU Ⅱ類   湿原、干潟、水田、湿地、ハ
ス田、川岸 

49   
カラフトアオアシシ
ギ 

  国内 CR Ⅰ類   干潟、河口、埋立地 

50 

  

タカブシギ     VU Ⅱ類   水田や湿地、河川、湖沼、埋
立地 

51 ハマシギ     NT 準絶   
海岸の砂浜、干潟、水溜ま

り、溜池、水を張った水田、
内陸の湖沼や大河川の砂泥地 

52    ヘラシギ     CR Ⅰ類   干潟、砂浜、埋立地、水田、
湿地 

53  タマシギ タマシギ   VU Ⅱ類  水田、湿地、休耕田 

54  ツバメチドリ ツバメチドリ   VU Ⅱ類  農耕地、埋立地、干潟、河
原、草地 

55 
 

カモメ 

  

  

ズグロカモメ   VU Ⅱ類  干潟や河口などで見られる

が、干潟に依存的 
56 コアジサシ   VU Ⅰ類  海岸、港、河口、河川、湖沼 

57   アジサシ    情不  海岸、河口、干潟 

58  ウミスズメ カンムリウミスズメ 天  VU 情不  海上に生息、繁殖期以外はほ
とんど上陸しない 

59 タカ ミサゴ ミサゴ   NT 準絶  海岸や湖沼、河川周辺 

60 
 

タカ ハチクマ   NT 準絶  標高 1,500m 以下の丘陵地や低
山の山林 

61  オジロワシ 天 国内 VU   海岸、河口、海沿いの水田や

湖沼、内陸の湖沼 

62   チュウヒ   EN Ⅱ類  
平地の広いヨシ原や草原、渡

り時期には河原や比較的浅い
湿地 

63   ツミ    情不  平地～亜高山帯の林のほか、

市街地やその周辺の林 
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第 4.3-5 表(3) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

64 鳥
類 

タカ タカ ハイタカ   NT 準絶  平地～亜高山帯の林、林内、
林縁の耕地や草地 

65 
  

オオタカ  国内 NT Ⅱ類  平地～亜高山帯の林のほか、
農耕地、牧草地、水辺 

66 サシバ   VU Ⅱ類  低山帯～丘陵の林 

67   クマタカ  国内 EN Ⅰ類  
低山帯や亜高山帯の針葉樹
林、広葉樹林の、特に高木の
多い原生林 

68 フクロウ フクロウ オオコノハズク    情不  低地や低山帯のいろいろなタ
イプの樹林 

69   コノハズク    情不  
スギ・ヒノキなど針葉樹林、
ブナなどの落葉広葉樹林、亜
高山帯針葉樹林など 

70 ブ ッ ポ ウ
ソウ 

ブッポウソウ ブッポウソウ   EN Ⅰ類  平地～低山の林、集落や農耕
地に隣接する林 

71 ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ  国内 VU Ⅱ類  
海岸や、海岸に近い山地の断
崖や急斜面、広い河原、農耕
地 

72 スズメ ヤイロチョウ ヤイロチョウ  国内 EN Ⅰ類  
林床が湿っぽく藪が茂る、常
緑広葉樹林やスギ・ヒノキ

林、マツ林、針広混交林 

73 
 サンショウク

イ 
サンショウクイ   VU※4 情不 

※4  
主に標高 1,000m 以下の山地、
丘陵、平地の高い木のある広

葉樹林 

74  
ヒタキ キビタキ    準絶  丘陵や山地の薄暗い常緑樹

林、落葉樹林、針広混交林 
75  ホオジロ ノジコ   NT   低山帯の二次林、林縁、藪地 

76  コジュリン   VU 情不  平地～山地の草原、農耕地、

河川敷、アシ原 

77 
爬
虫
類 

カメ イシガメ ニホンイシガメ   NT 準絶  
山間部や山麓部の、湧水のあ
る池や山間湖沼、田んぼや周

辺の小川 
78  スッポン ニホンスッポン   DD   流れのゆるやかな河川や湖沼 

79 有鱗 ヤモリ ヤクヤモリ   VU Ⅱ類  
岩場や森林地帯の、寺社や廃

屋など夜間に明かりを灯さな
い建物 

80 
両
生
類 

有尾  
サンショウウ

オ 

カスミサンショウウ

オ 
県天  VU Ⅱ類  

主に丘陵や平野部の水田地帯
や、落葉・瓦礫の下、腐植土
の中 

81 
 

 
コガタブチサンショ

ウウオ 
  NT Ⅱ類  

沢の水が流れた後、石がむき
出しになっている場所の石の
下など、湿り気のある場所 

82  
 

ベッコウサンショウ
ウオ 

  VU Ⅱ類 指定 標高 500～1,500m の落葉広葉
樹林や混交林、照葉樹林帯 

83  
イモリ アカハライモリ   NT 準絶  池、水田、湿地などの水中、

山間の自然公園や林道の側溝 

84 無尾 ヒキガエル ニホンヒキガエル    準絶  平野、山地の畑、森林などの
物陰、落ち葉の下 

85  アカガエル トノサマガエル   NT 準絶  平地や低山の沼や田んぼ 

86 昆
虫
類 

トンボ 

（蜻蛉） 

アオイトトン

ボ 
アオイトトンボ    Ⅰ類  平地～山地の抽水植物が繁茂

する池沼・沼地 

87  
イトトンボ ベニイトトンボ   NT Ⅱ類  平地～丘陵地の抽水植物や浮

葉植物の繁茂する池沼 
88   モートンイトトンボ   NT Ⅰ類  平地～丘陵地の低湿地や湿田 

89 

 
 

 
セスジイトトンボ    準絶  

平地～丘陵地の浮葉植物など
の繁茂する池沼、流れの緩や
かな河川中～下流域 
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第 4.3-5 表(4) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

90 昆
虫
類 

トンボ 

（蜻蛉） 
イトトンボ オオイトトンボ    準絶  平地～亜高山帯の林、林内、

林縁の耕地や草地 

91 

 

カワトンボ アオハダトンボ   NT 準絶  平地～亜高山帯の林のほか、

農耕地、牧草地、水辺 

92 ヤンマ ネアカヨシヤンマ   NT 準絶  
平地や丘陵地の、周囲に樹林

のある抽水植物の繁茂する池
沼や湿地、放棄水田 

93 

 

サナエトンボ キイロサナエ   NT 準絶  
平地～丘陵地の周囲に樹林の

ある砂泥底の流れの緩やかな
河川 

94  タベサナエ   NT Ⅱ類  
平地～丘陵地の樹林に囲まれ
た池沼や湿地、流れの緩やか
な河川 

95 

 

ムカシヤンマ ムカシヤンマ    準絶  
丘陵地～山地の周囲に樹林の
ある湿地や、水が浸み出た斜
面 

96 エゾトンボ ハネビロエゾトンボ   VU 準絶  平地～山地の周囲に樹林のあ
る緩やかな流れや細流 

97 トンボ ベッコウトンボ  国内 CR Ⅰ類  抽水植物が繁茂し、周囲に草
原のある池沼 

98  アキアカネ    Ⅰ類  平地～山地の水田、池沼、湿
地 

99 ゴキブリ 

（網翅） 
オオゴキブリ 

エサキクチキゴキブ
リ 

   準絶  よく朽ちた倒木内 

100 カメムシ 

（半翅） 
セミ エゾハルゼミ    地Ⅱ類

※5 
 ブナ林 

101 

 

アメンボ エサキアメンボ   NT Ⅱ類  抽水植物群落内や薄暗い水面 

102 イトアメンボ イトアメンボ   VU Ⅱ類  植物が豊富な薄暗い池沼、水
田などの湿地 

103 
コオイムシ 

コオイムシ   NT Ⅱ類  水田や池沼などの比較的浅い

開放水域 

104 タガメ   VU Ⅰ類  抽水植物が豊富な止水域や緩

流 

105 タイコウチ タイコウチ    準絶  小川、水田、平地や丘陵の池
沼 

106 ナベブタムシ ナベブタムシ    準絶  河川の清流域 

107 チョウ 

（鱗翅） 
セセリチョウ ミヤマセセリ    Ⅱ類  平地～山地の、手入れのされ

た落葉広葉樹林 

108  
 

  
ホソバセセリ    Ⅱ類  平地～低山地の森林に接した

草地や疎林・林縁部など 

109 ギンイチモンジセセ
リ 

  NT 準絶  平地～山地の乾性草原 

110 シジミチョウ ルーミスシジミ   VU Ⅰ類  平地～山地の原生的な環境に
近い照葉樹林 

111 

  

  

  

コツバメ    Ⅱ類  主に丘陵地～山地の落葉広葉
樹林の低木林 

112 キリシマミドリシジ

ミ本州以南亜種 
   準絶 

※6  照葉樹林帯上部（標高 400～
1,300m）のアカガシ帯 

113 アイノミドリシジミ    Ⅰ類  主にミズナラの生える山地の

落葉広葉樹林 

114 タイワンツバメシジ
ミ本土亜種 

  EN Ⅰ類 
※7  路傍、林間、林縁などの草地 

115 カラスシジミ    準絶  平地～山地の、雑木林の明る
い林縁や渓谷 

116 トラフシジミ    準絶  低山地～山地の食草が生える
川沿いの樹林や山間の渓谷 

117 フジミドリシジミ    地Ⅰ類

※8 
 

山地のブナ林および低山地～
山地のイヌブナの生える落葉
広葉樹林 

118 タテハチョウ サカハチチョウ    Ⅱ類  低山地～山地の林縁の草地 
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第 4.3-5 表(5) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

119 昆
虫
類 

チョウ 
（鱗翅） 

タテハチョウ ミドリヒョウモン    準絶  平地～山地の樹林およびその
周辺、丘陵地の雑木林 

120   ウラギンスジヒョウ
モン 

  VU Ⅰ類  山頂付近、牧場、河川堤防な
どの明るい草原 

121 オオウラギンスジヒ
ョウモン 

   Ⅱ類  主に山地の樹林地周辺や林間
の小規模な草原 

122 メスグロヒョウモン    準絶  平地～山地の樹林およびその

周辺 

123 ウラギンヒョウモン    Ⅱ類  平地～山地の自然草原、採草

地、農地周辺、河川堤防 

124 オオウラギンヒョウ
モン 

  CR Ⅰ類  大規模な草刈り頻度の高い草
丈の低い草原 

125 ジャノメチョウ    Ⅱ類  
平地～山地の河川堤防、農
地、雑木林周辺の草地、採草

地などの明るい草原 

126 ヤマキマダラヒカゲ
本土亜種 

   地Ⅱ類
※9  食草となるササ類の多い疎林

の林間や林縁部 

127 クモガタヒョウモン    Ⅱ類  丘陵地～山地の森林およびそ
の周辺の草地 

128 ヒオドシチョウ    準絶  主に丘陵地～山地の落葉広葉
樹林 

129 ウラナミジャノメ本

土亜種 
  VU   

農地及びその周辺、河川堤
防、湿地、林縁部などの明る
い草原 

130 アゲハチョウ オナガアゲハ    Ⅱ類  主に丘陵地～山地の渓流沿い
のほか、雑木林の林縁 

131 シロチョウ ツマグロキチョウ   EN  
 河川敷、河川堤防、湿地の周

辺、採草地、放牧地などの日
当りのいい草丈の低い草地 

132 ツトガ カワゴケミズメイガ   NT 準絶 
 食草であるカワゴケソウ科植

物が生育する、水系中流域の
清流 

133 カギバガ ナガトガリバ    情不  食草であるヤマボウシやミズ
キの生育する山地 

134 ヤガ 
スギタニアオケンモ
ン 

   準絶  食草であるテンニンソウ属植
物が生育する山地 

135 コ ウ チ ュ
ウ 
（鞘翅） 

ハンミョウ 
ヨドシロヘリハンミ
ョウ 

  VU Ⅰ類  河口域の砂泥地に生育するヨ
シ群落やその周辺 

136  アイヌハンミョウ   NT 準絶  河川中流域の砂地の河原 

137 

 

 ルイスハンミョウ   EN Ⅱ類  河口域の砂泥質海浜 

138 ゲンゴロウ クロゲンゴロウ   NT 準絶  水生植物の生えた池沼、放棄
水田、水田の溝 

139 

 

コマルケシゲンゴロ
ウ 

  NT   池沼の浅瀬や湿地、放棄水田
などの植物の豊富な水域 

140 オオマルケシゲンゴ

ロウ 
  NT   池沼の浅瀬や湿地、放棄水田

などの植物の豊富な水域 

141 マルケシゲンゴロウ   NT   池沼の浅瀬や湿地、放棄水田

などの植物の豊富な水域 

142 コウベツブゲンゴロ
ウ 

  NT   池沼の浅瀬や湿地、放棄水田
などの植物の豊富な水域 

143 ルイスツブゲンゴロ
ウ 

  VU Ⅱ類  池沼の浅瀬や湿地、放棄水田
などの植物の豊富な水域 

144 シャープツブゲンゴ
ロウ 

  NT   湿地、放棄水田、池沼などの
止水域 

145 ミズスマシ コミズスマシ   EN Ⅱ類  平地～丘陵地の池沼、水田、
河川のよどみ 

146 
 

ヒメミズスマシ   EN Ⅰ類  
水生植物が豊富な平地～丘陵

地の池沼、水田、河川のよど
み 

147 ミズスマシ   VU Ⅱ類  溜池や池沼、河川の止水、田
んぼ 
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第 4.3-5 表(6) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

148 
昆
虫
類 

コ ウ チ ュ
ウ 

（鞘翅） 

ガムシ ガムシ   NT 準絶  水草が生い茂った湿地帯、休
耕田、池沼 

149  クワガタムシ 
オニクワガタ南九州
亜種 

   準絶 
※10  標高 1,000m 以上のブナ林 

150  
コガネムシ 

  

アカマダラハナムグ
リ 

  DD Ⅰ類  
幼虫は猛禽類などの鳥の巣
中、成虫はクヌギやコナラな

どからなる樹林 

151 

 

 
オオチャイロハナム
グリ 

  NT 準絶  
森林内の巨木・老木の樹洞を
生息圏とし、樹洞内やその周

辺 

152 テントウムシ 
ハラグロオオテント
ウ 

   情不  
山地や山麓部のほか、河川流

域など比較的開けた場所のク
ワ 

153 ツチハンミョ
ウ 

ヒラズゲンセイ    準絶  
物置小屋や牛小屋などの壁内

や木製の柱などに作られた、
クマバチの巣に寄生 

154 カミキリムシ 
キリシマゴマフカミ
キリ 

   準絶  アカマツ、クロマツ林 

155 

 

ソボセダカコブヤハ

ズカミキリ 
   準絶  ブナやシイ・カシの大木から

なる天然林 

156 ヨツボシカミキリ   EN 準絶  クリやカシ類の生育する低山

地 

157 トラフカミキリ    準絶  平地～低山地のクワ畑 

158 ハチ 

（膜翅） 
アリ キバジュズフシアリ    準絶  

ブナ林の林床 

159 

 

ドロバチ キボシトックリバチ    情不  草地 

160 ドロバチモド
キ 

ヤマトスナハキバチ
本土亜種 

  DD 準絶 
※11 

 
砂浜 

161   
ニッポンハナダカバ
チ 

  VU Ⅱ類  
海岸砂丘や内陸の砂状土嚢 

162 ハキリバチ キバラハキリバチ   NT 情不  砂丘、自然砂浜海岸 

163 魚
類 

ウナギ ウナギ ニホンウナギ   EN Ⅰ類  流れの緩やかな中流から河
口、内湾 

164 コイ コイ ニゴイ    情不  大河川の中～下流域、汽水
域、湖 

165  ドジョウ ドジョウ   DD 準絶  水田地帯の水路や放棄水田、
ため池 

166 ナマズ 
 

ギギ アリアケギバチ   VU Ⅰ類  主として河川中流域 

167 アカザ アカザ   VU Ⅰ類  清冽な河川中～上流域礫下 

168 ダツ メダカ ミナミメダカ   VU 準絶 
※12  溜め池や放棄水田、それに連

なる水路 

169 スズキ ハゼ ホコハゼ    情不  河川汽水域や河口に面した泥

干潟 

170  

 

チワラスボ   EN Ⅱ類  河川汽水域や河口に面した泥

干潟 

171 シロウオ   VU Ⅱ類  河川では潮の影響を受けない
下流域 

172 イドミミズハゼ   NT Ⅰ類  浸出水や湧水が認められる汽
水域の転石下 

173 ヒモハゼ   NT 準絶  健全な河口干潟の砂泥域 

174 チクゼンハゼ   VU 準絶  健全な河口干潟の泥分の少な
い砂泥域 

175 ヒトミハゼ    情不  汽水域のマングローブ帯や転
石帯 

176 マサゴハゼ   VU 準絶  健全な河口干潟の砂泥域 

177 スナゴハゼ    情不  マングローブ域や河口周辺か
ら感潮域の砂泥底 

178 ゴマハゼ   VU 準絶  川の流れや波浪の影響の少な

い、静穏な汽水域 

179 ルリヨシノボリ    準絶  清澄な河川の中流域上部から

上流域 
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第 4.3-5 表(7) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

180 
魚
類 スズキ ハゼ オオヨシノボリ    準絶  清澄な河川の中流域上部から

上流域 

181 底
生
動
物 

ア マ オ ブ
ネガイ 

アマオブネガ
イ 

ツバサカノコガイ   NT Ⅱ類  河川が直接海に流れ込む小河
川の河口 

182  

 

ヒロクチカノコガイ   NT Ⅱ類  河口汽水域の干潟の泥上 

183 ドングリカノコガイ    Ⅰ類  大型河川の河口付近に位置す
る小河川や用水路 

184 カバクチカノコガイ    Ⅰ類  河川中流～上流域の流れの緩
やかな場所にある岩表面 

185 シマカノコガイ   NT Ⅰ類 指定 
※13 マングローブ干潟 

186 ムラクモカノコガイ    Ⅰ類  渓流などの飛沫で表面がぬれ
る岩表面 

187 原始紐舌 タニシ マルタニシ   VU 準絶  比較的流れの少ない止水的な
環境の湖沼 

188   オオタニシ   NT 準絶  比較的流れの少ない止水的な
環境の湖沼 

189 盤足 オニノツノガ

イ 

コゲツノブエガイ   VU 準絶  内湾や河口域の干潟 

190  カヤノミカニモリガ

イ 
  NT※14   潮間帯上部、岩礁のくぼみ 

191 トウガタカワ

ニナ 
ネジヒダカワニナ   NT Ⅱ類  河口汽水域干潟の砂交じりの

泥上 
192  タケノコカワニナ   VU 準絶  河川河口汽水域の砂泥底 

193 カワニナ チリメンカワニナ    準絶  流水河川の比較的流れの速い

場所 

194 ウミニナ ウミニナ   NT   河口干潟を中心とした大きな
湾の干潟や潮間帯砂泥上 

195  イボウミニナ   VU 準絶  外洋性の内湾や河口干潟の潮
間帯の中部～下部 

196 フトヘナタリ ヘナタリガイ   NT※15 準絶 
※15  内湾部の干潟や河口汽水域の

干潟 

197  カワアイガイ   VU※16 準絶 
※16  内湾環境の干潟や河口域の汽

水干潟 

198 カワザンショ

ウガイ 

クリイロカワザンシ

ョウガイ 
  NT Ⅱ類  河口汽水域の潮間帯干潟 

199 

 

ヨシダカワザンショ
ウガイ 

  NT Ⅰ類  
河口汽水域の打ち上げゴミの

中や潮間帯上部のやや乾燥し
た場所 

200 ツブカワザンショウ

ガイ 
  NT Ⅰ類  内湾奥海岸の潮間帯上部～潮

上帯 

201 カワザンショウガイ    準絶  河川汽水域のアシ原などの潮

間帯干潟表面 

202 ヒナタムシヤドリカ
ワザンショウガイ 

  NT 情不  河川汽水域のアシ原などの干
潟の泥上 

203 オオウスイロヘソカ
ドガイ 

   準絶  海岸近くの礫・落ち葉が混ざ
った場所に生息 

204 クビキレガイ ヤマトクビキレガイ    準絶  潮上帯に打ち上げられたゴミ
や海藻の間 

205 ミズゴマツボ ミズゴマツボ   VU 準絶  河口の護岸の石垣や川底の石
に付着した藻の中 

206 エゾマメタニ

シ 
ヒメマルマメタニシ   VU Ⅱ類  比較的流れの少ない止水的な

環境の湖沼 
207 ムシロガイ カニノテムシロガイ   NT※17   内湾の潮間帯 

208 イモガイ ベッコウイモ   VU   潮間帯～水深 50m の砂礫中 

209 タケノコガイ シチクガイ   NT   潮間帯下部～水深 20m の細砂

底 
210 基眼 オカミミガイ カシノメガイ    準絶  岩礁性海岸の潮間帯上部 

211 

 

ナラビオカミミガイ   VU Ⅰ類  内湾や河口汽水域干潟 

212 シイノミミミガイ   CR+EN Ⅰ類  内湾に位置する河口干潟の潮

間帯 

213 オカミミガイ   VU Ⅰ類  内湾湾央部や河川の河口汽水

域など 
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第 4.3-5 表(8) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類群 目 名 科 名 種 名 
重要種選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

214 底
生
動
物 

基眼 オカミミガイ マキスジコミミガイ   NT 準絶  外洋性の海岸の潮間帯 

215  

 

クリイロコミミガイ   VU Ⅱ類  内湾や河口汽水域の干潟 

216 ハマシイノミガイ    準絶  岩礁性海岸の潮間帯上部潮上
帯の岩の間や転石の下 

217 キヌカツギハマシイ
ノミガイ 

  VU Ⅰ類  内湾や河口汽水域干潟 

218 オキヒラシイノミガ
イ 

  CR+EN 情不  内湾や河口部のマングローブ
林干潟 

219 カワコザラガ

イ 
カワコザラガイ    準絶  

きれいな湧き水の湧いている
ような場所の止水中の落ち葉
などに付着 

220 モノアラガイ モノアラガイ   NT 準絶  湧水地や湖沼河川など 

221 ヒラマキガイ 
ヒラマキミズマイマ
イ 

  DD 準絶  流れの緩やかな河川淡水域の
水草や川底の石に付着 

222  ヒラマキガイモドキ   NT 準絶  湧水地や湖沼河川 

223 フネガイ フネガイ ハイガイ   VU   潮間帯～水深 10m の泥底 

224 ウ グ イ ス
ガイ 

マクガイ マクガイ    準絶  河口汽水域のマングローブ林
の幹や岩に付着 

225 イシガイ イシガイ ニセマツカサガイ   VU 準絶  湧水地や湖沼河川 

226 
  

マツカサガイ   NT 準絶  湧水地や湖沼河川 

227 イシガイ    準絶  緩やかな流れのある小河川の
砂礫底 

228 マ ル ス ダ
レガイ 

ニッコウガイ イチョウシラトリ   CR+EN   内湾湾奥部や河口部の潮間帯
中下部泥底 

229 

 

シジミ ヤマトシジミ   NT   河口汽水域の砂底 

230  マシジミ   VU   自然湖沼、河川、水路、ため
池などの純淡水域 

231 マルスダレガ

イ 
ハマグリ   VU   潮間帯下部から水深 20m の外

洋に面した砂底 

232 エビ ヌマエビ オニヌマエビ    準絶  流れが速く、河床が礫や転石

になっている瀬 

233 

 
 

ヤマトヌマエビ    準絶  河川の中でも比較的流れの速
い淵の壁面 

234 ミナミヌマエビ    準絶  流れの緩やかな河川の中流域 

235 スナガニ ハクセンシオマネキ   VU 準絶  河口汽水域の高潮線付近 

計 7 類 44 目 108 科 235 種 14 種 8 種 163 種 209 種 2 種  

注：1．哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物の種名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 28 年度

生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 28 年）、鳥類の種名は、「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学

会、平成 24 年）を主とした。 
  2．選定基準は、第 4.3-4 表に対応する。各選定基準の原記載は次のとおりである。 

※1：九州地方のカワネズミで記載、※2：ホンドギツネで記載、※3：コシジロヤマドリで記載、※4：亜種サンショウク

イで記載、※5：紫尾山のエゾハルゼミで記載、※6：キリシマミドリシジミ（本州・四国・九州亜種）で記載、※7：タイ

ワンツバメシジミ（本土亜種）で記載、※8：紫尾山のフジミドリシジミで記載、※9：紫尾山のヤマキマダラヒカゲで記

載、※10：キュウシュウオニクワガタで記載、※11：ヤマトスナハキバチで記載、※12：ミナミメダカ（薩摩型）で記載、

※13：シマカノコで記載、※14：カヤノミカニモリで記載、※15：ヘナタリで記載、※16：カワアイで記載、※17：カニ

ノテムシロで記載。 
  3．鳥類について、「鹿児島県のツルおよびその渡来地」にかかるツル各種を下記に示す。 

※18：ソデグロヅル、マナヅル、クロヅル、ナベヅル、アネハヅルを「特天」とした。 
  4．「鹿児島県レッドデータブック 2016」分布特性上重要な種については、分布の境界ではあるが県内で比較的普通に見られ

る種のため、選定基準から除外した。 
  5．生息環境は以下の文献を参考にした。 

「レッドデータブック 2014（1・哺乳類）」（環境省、平成 26 年） 
「レッドデータブック 2014（4・汽水・淡水魚類）」（環境省、平成 26 年） 
「レッドデータブック 2014（5・昆虫類）」（環境省、平成 26 年） 
「レッドデータブック 2014（6・貝類）」（環境省、平成 26 年） 
「山口県の昆虫類レッドリスト 2011」（山口むしの会、平成 23 年） 
「福岡県レッドデータブック 2014 福岡県の希少野生生物」（福岡県、平成 26 年） 
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「レッドデータブックおおいた 2011 大分県の絶滅のおそれのある野生生物」（大分県、平成 23 年） 
「改訂・宮崎県版レッドデータブック 宮崎県の保護上重要な野生生物」（宮崎県、平成 23 年） 
「改訂・鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物 鹿児島県レッドデータブック 2016（動物編）」（鹿児島県環境林務部

自然保護課、平成 28 年） 
「日本の哺乳類」（（財）自然環境研究センター、平成 6 年） 
「原色日本野鳥生態図鑑<水鳥編>」（中村登流・中村雅彦、保育社、平成 7 年） 
「原色日本野鳥生態図鑑<陸鳥編>」（中村登流・中村雅彦、保育社、平成 7 年） 
「決定版 日本の野鳥 650」（真木広造・大西敏一・五百澤日丸、平凡社、平成 26 年） 
「バードリサーチニュース Vol1 No.3-Vol10 No.12」（高木憲太郎（編）、2004-2013、特定非営利活動法人バードリサーチ） 
「フィールドガイド 日本の野鳥（増補改訂版）」（高野伸二、日本野鳥の会、平成 19 年） 
「山渓ハンディ図鑑 9 日本のカエル＋サンショウウオ類」（山と渓谷社、平成 14 年） 
「山渓ハンディ図鑑 10 日本のカメ・トカゲ・ヘビ」（山と渓谷社、平成 19 年） 
「決定版 日本の両生爬虫類」（平凡社、平成 14 年） 
「フィールドガイド日本のチョウ」（誠文堂新光社、平成 24 年） 
「ヤマケイポケットガイド 18 水辺の昆虫」（山と渓谷社、平成 12 年） 
「ネイチャーガイド 日本のトンボ」（文一総合出版、平成 24 年） 
「改訂版 図説 日本のゲンゴロウ」（文一総合出版、平成 14 年） 
「学研中高生図鑑 2 昆虫Ⅱ 甲虫」（学研、昭和 50 年） 
「ヤマケイ情報箱 田んぼの生き物図鑑」（山と渓谷社、平成 17 年） 
「日本産蝶類標準図鑑」（学研、平成 18 年） 
「改訂版 山溪カラー名鑑 日本の淡水魚」（山と渓谷社、平成 13 年） 
「日本近海産貝類図鑑 第二版」（奥谷喬司、平成 29 年） 
 

 

③  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリ

ングを実施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生息する種及び注目すべき生息地につい

て第 4.3-6 表に示す情報が得られた。 
 

第 4.3-6 表(1) 専門家等へのヒアリング結果概要 

専門分野 概 要 

動物 

（コウモリ類） 

【所属：大学教授】 

・ 鹿児島県内の北側は、調査がされておらず、事業実施想定区域周辺のコウモリ

類の生息状況のデータの詳細は不明である。そのためにも、現地調査は必要で

ある。 
・ 事業実施想定区域周辺の廃坑跡や洞窟などの、コウモリ類のねぐらとして利用

される可能性のある場所の情報収集が大事である。 
・ 調査期間は春～秋だが、夏と秋の調査が重要である。 
・ コウモリ相の把握のため、夜間にかすみ網などによる捕獲調査が必要である。 
・ オヒキコウモリやリストにはないがヒナコウモリは、捕獲されにくく、音声に

よる確認が必要である。 
・ 併せて、音声調査の実施が必要である。 
・ オヒキコウモリは、出水市で確認され、県のレッドデータに追加された。 
・ リストにはないがユビナガコウモリは、飛翔高度が高いことから注意が必要で

ある。 
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第 4.3-6 表(2) 専門家等へのヒアリング結果概要 

専門分野 概 要 

動物 

（鳥類） 

【所属：NPO 法人

地域代表】 

 

・ 日本野鳥の会鹿児島で、現在鳥類目録を作成しているが、未完成である。その

他の新しい文献はないのではないか。 
・ 猛禽類については以下のとおりである。 

・イヌワシは、1,980 年代に霧島山系で確認されたが、最近の情報はない。 
・クマタカは、事業実施想定区域周辺で数ペアが生息している。要注意であ

る。 
・事業実施想定区域とその周辺で、サシバ、ハヤブサが繁殖している。 
・オオタカなどのハイタカ属は、越冬のみである。 

・ 渡り鳥については以下のとおりである。 
・サシバは秋の 9～10 月に集中する。 
・アカハラダカの秋の渡りとしては、対馬から長崎を抜けて、一部が薩摩半

島の金峯山付近をルートとして南下してゆくが、その際、紫尾山系の堀切

峠より西側の標高 500ｍ以下の稜線の高空を通過しており、今年（9 月 10
日）の探鳥会では 300 羽ほどを確認している。春の渡りとしては、確認は

少ない。 
・ツル類は出水の干拓地が最大の越冬地であるが、事業実施想定区域の南側

に位置する川内川の河口や下流部や伊佐市などでも越冬している。また、

飛来当初は、薩摩半島の吹上浜付近まで飛来する。また、出水の干拓地を

中心として、周辺へ採餌のために飛翔し、紫尾山系を南側へも飛翔してい

る。その際の飛翔高度は、渡り時よりも低くなるため、ツル類の調査も必

要である。 
・ ヤイロチョウは事業実施想定区域周辺で生息の可能性がある。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

文献その他の資料の調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性

等を基に、事業実施想定区域内の各種の生息環境の有無を整理した。これらを踏まえ、

改変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。 

なお、事業実施想定区域内は主に樹林環境であり、一部に草原・低木林環境を含む。

その他、河川等の水辺環境への改変は行わない計画である。 
 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 
 

(3)予測結果 

事業実施想定区域と文献その他の資料による現存植生図との重ね合わせを行った結果

は、第 4.3-3 図のとおりである。また、その凡例は第 4.3-7 表のとおりである。 

事業実施想定区域内のうち、風力発電機の配置が想定される範囲には、主に常緑広葉

樹自然林であるイスノキ－ウラジロガシ群集、スダジイ群落や、スギ・ヒノキ・サワラ

植林地が分布している。ブナクラス域の落葉広葉自然林であるシラキ－ブナ群集や、ヤ

ブツバキクラス域の常緑針葉樹自然林であるモミ－シキミ群集は、事業実施想定区域外

である紫尾山頂付近にのみ分布している。また、重要性の高い湿原等は事業実施想定区

域内には分布していない。 

風力発電機配置対象外の事業実施想定区域には、上述のスギ・ヒノキ・サワラ植林地、

常緑広葉樹自然林のほか、二次草地であるススキ群団が分布している。 

このような植生の分布状況を踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う動物の重要な

種に対する影響を予測した。予測結果は第 4.3-8 表のとおりである。 
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第 4.3-3 図 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域 

注：凡例は第 4.3-7 表を参照。 
「第 2～5 回自然環境保全基礎調査（植生調査）」

（環境省、昭和 53 年）1/50,000 植生図「鹿児島

県」の GIS データ（環境省生物多様性センター

HP、閲覧：平成 29 年 7 月）     より作成 
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第 4.3-7 表 現存植生図凡例 

植生区分 図中 No. 凡例名 統一凡例 No. 

ブナクラス域自然植生 
 

1 シラキ－ブナ群集 4033 

ヤブツバキクラス域自然植生 

 

2 アラカシ群落 6042 

 

3 イスノキ－ウラジロガシ群集 6024 

 

4 スダジイ群落 6071 

 

5 ミミズバイ－スダジイ群集 6078 

 

6 タブ群落 6101 

 

7 モミ－シキミ群集 6002 

 

8 オニヤブソテツ－ハマビワ群集 6127 

ヤブツバキクラス域代償植生 

 

9 シイ・カシ萌芽林 7017 

 

10 ササ・タケ群落 7042 

 

11 クズ群落 7096 

 

12 ススキ群団 7054 

 

13 伐跡群落 7036 

河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等  

14 ヨシクラス 8008 

 

15 砂丘植生 8040 

植林地・耕作地植生 

 

16 スギ・ヒノキ・サワラ植林 9016 

 

17 クロマツ植林 9013 

 

18 落葉広葉樹植林 9035 

 

19 モウソウチク林 9060 

 

20 牧草地 9082 

 

21 常緑果樹園 9062 

 

22 畑地雑草群落 9072 

 

23 水田雑草群落 9098 

 

24 休耕田雑草群落 9101 

市街地等 

 

25 市街地 9902 

 

26 緑の多い住宅地 9905 

 

27 造成地 9919 

 

28 開放水域 9931 

注：1．図中 No.は第 4.3-3 図の現存植生図に対応している。 
  2．統一凡例 No.とは、「自然環境保全基礎調査 植生調査 環境省 自然環境局 生物多様性センター」の植生調査

情報提供 HP の 1/50,000 現存植生図に示される 4 桁の統一凡例番号（凡例コード）である。 
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第 4.3-8 表(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

哺乳類 

樹林 
オヒキコウモリ、ヤマネ、ヒメネズミ 

（3 種） 事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境が変化する可能性があると

予測する。 

草地 
キツネ 

（1 種） 
草地・水辺（水

田等） 
カヤネズミ 

（1 種） 

水辺（河川） 
カワネズミ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在する可能性があ

るものの、河川や池沼等は直

接の改変を行わないことか

ら、影響はないと予測する。 

鳥類 

樹林 

ヤマドリ、カラスバト、ミゾゴイ、ハチクマ、ツ

ミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、クマタカ、オ

オコノハズク、コノハズク、ブッポウソウ、ヤイ

ロチョウ、サンショウクイ、キビタキ、ノジコ 
（16 種） 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境が変化する可能性があると

予測する。 
草地 

ウズラ、ヨタカ、オオジシギ、ツバメチドリ、チ

ュウヒ、コジュリン 
（6 種） 

水辺（河川・池

沼・水田等） 

サカツラガン、ヒシクイ、マガン、カリガネ、コ

クガン、ツクシガモ、アカツクシガモ、オシド

リ、トモエガモ、コウノトリ、ヒメウ、サンカノ

ゴイ、ヨシゴイ、チュウサギ、カラシラサギ、ク

ロトキ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、ソデグロ

ヅル、カナダヅル、マナヅル、クロヅル、ナベヅ

ル、アネハヅル、ヒクイナ、ケリ、イカルチド

リ、シロチドリ、セイタカシギ、シベリアオオハ

シシギ、オオソリハシシギ、コシャクシギ、ホウ

ロクシギ、ツルシギ、アカアシシギ、カラフトア

オアシシギ、タカブシギ、ハマシギ、ヘラシギ、

タマシギ、ズグロカモメ、コアジサシ、アジサ

シ、ミサゴ、オジロワシ、ハヤブサ                            
（46 種） 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在する可能性があ

るものの、河川や池沼等は直

接の改変を行わないことか

ら、影響はないと予測する。 

海 
シロハラミズナギドリ、カンムリウミスズメ 

（2 種） 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在しないことか

ら、影響はないと予測する。 

爬虫類 

樹林 
ヤクヤモリ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境が変化する可能性があると

予測する。 

水辺（河川・池

沼・水田等） 
ニホンイシガメ、ニホンスッポン                

（2 種） 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在する可能性があ

るものの、河川や池沼等は直

接の改変を行わないことか

ら、影響はないと予測する。 
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第 4.3-8 表(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

両生類 

樹林・水辺（河

川・池沼・水田

等） 

カスミサンショウウオ、コガタブチサンショウウオ、

ベッコウサンショウウオ、ニホンヒキガエル 
                     （4 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在し、その一

部が改変されることから、

生息環境が変化する可能性

があると予測する。 

草地・水辺（河

川・池沼・水田

等） 

トノサマガエル 
（1 種） 

水辺（河川・池

沼・水田等） 
アカハライモリ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在する可能性

があるものの、河川や池沼

等は直接の改変を行わない

ことから、影響はないと予

測する。 

昆虫類 

樹林 

エサキクチキゴキブリ、エゾハルゼミ、ミヤマセセ

リ、ルーミスシジミ、コツバメ、キリシマミドリシジ

ミ本州以南亜種、アイノミドリシジミ、カラスシジ

ミ、トラフシジミ、フジミドリシジミ、ミドリヒョウ

モン、メスグロヒョウモン、ヤマキマダラヒカゲ本土

亜種、ヒオドシチョウ、オナガアゲハ、ナガトガリ

バ、スギタニアオケンモン、オニクワガタ南九州亜

種、アカマダラハナムグリ、オオチャイロハナムグ

リ、ハラグロオオテントウ、ヒラズゲンセイ、キリシ

マゴマフカミキリ、ソボセダカコブヤハズカミキリ、

ヨツボシカミキリ、トラフカミキリ、キバジュズフシ

アリ 
（27 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在し、その一

部が改変されることから、

生息環境が変化する可能性

があると予測する。 

草地 

ホソバセセリ、ギンイチモンジセセリ、タイワンツバ

メシジミ本土亜種、サカハチチョウ、ウラギンスジヒ

ョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、ウラギンヒ

ョウモン、オオウラギンヒョウモン、ジャノメチョ

ウ、クモガタヒョウモン、ウラナミジャノメ本土亜

種、ツマグロキチョウ、キボシトックリバチ 
（13 種） 

水辺（河川・池

沼・水田等） 

アオイトトンボ、ベニイトトンボ、モートンイトトン

ボ、セスジイトトンボ、オオイトトンボ、アオハダト

ンボ、ネアカヨシヤンマ、キイロサナエ、タベサナ

エ、ムカシヤンマ、ハネビロエゾトンボ、ベッコウト

ンボ、アキアカネ、エサキアメンボ、イトアメンボ、

コオイムシ、タガメ、タイコウチ、ナベブタムシ、カ

ワゴケミズメイガ、ヨドシロヘリハンミョウ、アイヌ

ハンミョウ、ルイスハンミョウ、クロゲンゴロウ、コ

マルケシゲンゴロウ、オオマルケシゲンゴロウ、マル

ケシゲンゴロウ、コウベツブゲンゴロウ、ルイスツブ

ゲンゴロウ、シャープツブゲンゴロウ、コミズスマ

シ、ヒメミズスマシ、ミズスマシ、ガムシ、ヤマトス

ナハキバチ本土亜種、ニッポンハナダカバチ、キバラ

ハキリバチ 
（37 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在する可能性

があるものの、河川や池沼

等は直接の改変を行わない

ことから、影響はないと予

測する。 
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第 4.3-8 表(3) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

魚類 

水辺（汽水域） 

ホコハゼ、チワラスボ、イドミミズハゼ、ヒモハゼ、

チクゼンハゼ、ヒトミハゼ、マサゴハゼ、スナゴハ

ゼ、ゴマハゼ 
（9 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在しないと予

測する。 

水辺（汽水～淡

水域） 
ニホンウナギ、ニゴイ、シロウオ 

（3 種） 
事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在する可能性

があるものの、河川や池沼

等は直接の改変を行わない

ことから、影響はないと予

測する。 

水辺（淡水域） 
ドジョウ、アリアケギバチ、アカザ、ミナミメダカ、

ルリヨシノボリ、オオヨシノボリ 
（6 種） 

底生 
動物 

水辺（汽水域） 

ツバサカノコガイ、ヒロクチカノコガイ、シマカノコ

ガイ、コゲツノブエガイ、カヤノミカニモリガイ、ネ

ジヒダカワニナ、タケノコカワニナ、ウミニナ、イボ

ウミニナ、ヘナタリガイ、カワアイガイ、クリイロカ

ワザンショウガイ、ヨシダカワザンショウガイ、ツブ

カワザンショウガイ、カワザンショウガイ、ヒナタム

シヤドリカワザンショウガイ、オオウスイロヘソカド

ガイ、ヤマトクビキレガイ、カニノテムシロガイ、ベ

ッコウイモ、シチクガイ、カシノメガイ、ナラビオカ

ミミガイ、シイノミミミガイ、オカミミガイ、マキス

ジコミミガイ、クリイロコミミガイ、ハマシイノミガ

イ、キヌカツギハマシイノミガイ、オキヒラシイノミ

ガイ、ハイガイ、マクガイ、イチョウシラトリ、ヤマ

トシジミ、ハマグリ、ハクセンシオマネキ 
（36 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在しないと予

測する。 

水辺（淡水域） 

ドングリカノコガイ、カバクチカノコガイ、ムラクモ

カノコガイ、マルタニシ、オオタニシ、チリメンカワ

ニナ、ミズゴマツボ、ヒメマルマメタニシ、カワコザ

ラガイ、モノアラガイ、ヒラマキミズマイマイ、ヒラ

マキガイモドキ、ニセマツカサガイ、マツカサガイ、

イシガイ、マシジミ、オニヌマエビ、ヤマトヌマエ

ビ、ミナミヌマエビ 
（19 種） 

事業実施想定区域内に主な

生息環境が存在する可能性

があるものの、河川や池沼

等は直接の改変を行わない

ことから、影響はないと予

測する。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働が動物の重要な種及び注

目すべき生息地に与える影響を評価した。 
 

(2)評価結果 

水辺環境のうち、水田、河川、池沼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改変しないことから、重大な影響はないと評価する。 

一方、樹林及び草原、湿地等を主な生息環境とする重要な種については、改変による

生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるが、以下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、また、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し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に、ヒアリングで情報の得られたクマタカ、サシバ、ハヤブサ等の猛禽類につい

ては、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成 24 年）及び「サシバの保護

の進め方」（環境省、平成 25 年）に準拠して生息状況を調査し、影響予測を行う。

また、サシバやツル類、小鳥類等の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し、予測を行う。 

・さらに、コウモリ類については、準拠すべき文献はないものの、捕獲などの調査に

よるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも言及した調査を実施し、予測を行う。 
 
なお、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリが事業実施想定区域上空を利用すること等

を加味した影響を予測するには、風力発電機の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、適切に調査及び予測・評価を実施

する。 
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 植 物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

植物及び植物群落の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリン

グにより調査した。 
 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 
 

(3)調査結果 

①  重要な種の分布状況 

植物の重要な種の選定基準は、第 4.3-9 表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要種は、第 4.3-10 表

のとおり、117 科 580 種であったが、事業実施想定区域における確認位置情報は得ら

れなかった。 
 

②  重要な群落 

「3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 2.植物の生育及び植生の状

況」の「（3）植物の重要な種及び重要な群落」に記載のとおり、事業実施想定区域及

びその周囲における重要な植物群落としては、事業実施想定区域の東側近傍に「紫尾

山頂のアカガシ林」、「紫尾山のブナ－シロモジ群集」が、西側の海岸に「阿久根市及

び川内市の海岸沿いのマサキ－トベラ群集」が存在するが、事業実施想定区域内には

重要な植物群落は存在していない。 
 

第 4.3-9 表(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の 

資料 
重要

な種 
重要な

群落 
① 「文化財保護法」（昭和 25 年法律

第 214 号）に基づく天然記念物 
「鹿児島県文化財保護条例」（昭

和 30 年鹿児島県条例第 48 号）、

「阿久根市文化財保護条例」（昭

和 53 年阿久根市条例第 15 号）、

「薩摩川内市文化財保護条例」

（平成 16年薩摩川内市条例第 112
号）、「出水市文化財保護条例」

（平成 18 年出水市条例第 209
号）及び「さつま町文化財保護

条例」（平成 17 年さつま町条例

第 85 号）に基づく指定文化財 

特天：国指定特別天然記念物 
天 ：国指定天然記念物 
県天：県指定天然記念物 
市天：市指定天然記念物 
町天：町指定天然記念物 
 

「国指定文化財等データ

ベース」（文化庁 HP）、
「鹿児島県の文化財」

（鹿児島県 HP）、「薩摩

川内市内の指定・登録

文化財等」（薩摩川内市

HP）、「阿久根市文化

財」（阿久根市 HP）、
「出水市の指定文化財」

（出水市 HP）、「さつま

町指定文化財」（さつま

町 HP） 
（各 HP、閲覧：平成 29
年 7 月） 

○ ○ 

② 「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）に基づ

く国内希少野生動植物種等 

国内：国内希少野生動植物種 
緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に

関する法律施行令」（平

成 5 年 政令第 17 号） 

○  
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第 4.3-9 表(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の 

資料 
重要

な種 
重要な

群落 
③ 「 レ ッ ド リ ス ト (2017) 

維管束植物」（環境省、

平成 29 年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 
EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 
CR＋EN：絶滅危惧種 I類･･･絶滅の危機に瀕している種。

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、野生での存続が困難なもの 
CR：絶滅危惧 IA 類･･･ごく近い将来における野生での絶

滅の危険性が極めて高いもの 
EN：絶滅危惧 IB 類･･･IA 類ほどではないが、近い将来に

おける野生での絶滅の危険性が高いもの 
VU：絶滅危惧 II 類･･･絶滅の危険が増大している種 
NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生

息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可

能性のある種 
DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立して

いる個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「 レ ッ ド リ ス ト

(2017) 維管束植

物」（環境省、平成

29 年） 

○  

④ 「改訂・鹿児島県の絶滅

のおそれのある野生動植

物  鹿児島県レッドデー

タ ブ ッ ク 2016 （ 動 物

編）」（鹿児島県環境林

務部自然保護課、平成

28 年）の掲載種 
 

＜種・亜種＞ 
絶滅（地絶）：絶滅（地域絶滅）…過去に県内生息・生育

した確実な記録があり、飼育・栽培下を含

め、県内ではすでに絶滅したと考えられる

種 
野絶：野生絶滅…過去に県内に生息・生育したことが確

認されており、飼育・栽培下では存続している

が、県内において野生ではすでに絶滅したと考え

られる種 
Ⅰ類：絶滅危惧Ⅰ類…現在の状態をもたらした圧迫要因

が引き続き作用する場合、県内において近い将来

における野生での絶滅の危険性が高い種 
Ⅱ類：絶滅危惧Ⅱ類…現在の状態をもたらした圧迫要因

が引き続き作用する場合、県内において近い将来

「絶滅危惧 I 類」のランクに移行することが確実と

考えられる種 
準絶：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、

生息・生育状況の推移から見て、「絶滅危惧」とし

て上位ランクに移行する要素を有すると判断され

る種 
＜地域個体群＞ 
地消：消滅…過去にその地域に生息・生育した確実な記

録があり、飼育・栽培下を含め、その地域ではす

でに消滅したと考えられる個体群 
地野：野生消滅…過去にその地域に生息・生育したこと

が確認されており、飼育・栽培下では存続してい

るが、野生ではすでに消滅したと考えられる種 
地Ⅰ類：消滅危惧Ⅰ類…現在の状態をもたらした圧迫要

因が引き続き作用する場合、近い将来における

野生での消滅の危険性が高い地域個体群 
地Ⅱ類：消滅危惧Ⅱ類…現在の状態をもたらした圧迫要

因が引き続き作用する場合、近い将来「消滅危

惧 I類」のランクに移行することが確実と考えら

れる地域個体群 
準消滅：準消滅危惧…現時点での消滅危険度は小さい

が、生息・生育状況の推移から見て、「消滅危

惧」として上位ランクに移行する要素を有する

と判断される個体群 
＜種・亜種、地域個体群共通＞ 
情不：情報不足…環境条件の変化によって、容易に絶滅

危惧・消滅危惧のカテゴリーに移行しうる属性を

持っているが、生息・生育状況をはじめとして、

ランクの決定に足るだけの情報が得られていない

もの 

「改訂・鹿児島県の

絶滅のおそれのあ

る野生動植物 鹿児

島県レッドデータ

ブック 2016（動物

編）」（鹿児島県

環境林務部自然保

護課、平成 28 年） 

○  
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第 4.3-9 表(3) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の 

資料 
重要

な種 
重要な

群落 
⑤ 「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）に基づく指定

希少野生動植物種 

指定：指定希少野生動植物…この条例において「希少野

生動植物」とは、種の存続に支障を来す程度にそ

の種の個体の数が著しく少ないこと、種の個体の

数が著しく減少しつつあるもの、種の個体の主要

な生息地又は生育地が消滅しつつあるもの、種の

個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあ

るもの、前各号に掲げるもののほか、種の存続に

支障を来す事情があるものをいう 

「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） 
○  

⑥ 「第 5 回 自然環境保全基

礎調査 特定植物群落調

査報告書」（環境庁、平

成 12 年）に掲載されて

いる特定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 
B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落また

は個体群 
C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・

隔離分布など分布限界になる産地に見られる植物群落

または個体群 
D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石

灰岩地などの特殊な立地に特有な植物群落または個体

群で、その群落の特徴が典型的なもの 
E：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴

が典型的なもの 
F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林

であっても､長期にわたって伐採などの手が入ってい

ないもの 
G：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極

端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 
H：その他､学術上重要な植物群落 

「第 5 回 自然環境

保全基礎調査 特

定植物群落調査報

告書」（環境庁、平

成 12 年） 

 ○ 

⑦ 「植物群落レッドデー

タ・ブック」（NACS－
J・WWF Japan、平成 8
年）に掲載の植物群落 

4：緊急に対策必要 
3：対策必要 
2：破壊の危惧 
1：要注意 

「植物群落レッドデ

ー タ ・ ブ ッ ク 」

（NACS－ J・WWF 
Japan、平成 8 年） 

 ○ 
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第 4.3-10 表(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 シダ 
植物 

ヒカゲノカズラ ヒモヅル   VU Ⅰ類  山地の疎林中 

2 

 

ヒカゲノカズラ    準絶  日当たりの良い斜面 

3 スギラン   VU Ⅰ類  樹上まれに岩上 

4 ホソバトウゲシバ    準絶  山地林床 

5 ヒモラン   EN Ⅰ類  樹幹または岩上 

6 リュウキュウヒモラン   CR Ⅰ類  樹幹または岩上 

7 ミズニラ シナミズニラ   VU 情不  沼や川 

8 ハナヤスリ フユノハナワラビ    準絶  日当たりの良い山地、原野、路

傍 

9  ヒロハハナヤスリ    準絶  山地の林床、林縁、路傍や山麓
の原野 

10 リュウビンタイ ヒノタニリュウビンタイ   CR Ⅰ類  山地林床 

11 コケシノブ キヨスミコケシノブ    準絶  樹幹、まれに岩上 

12 ヘゴ クロヘゴ    準絶  山中の比較的乾燥した地上 

13 コバノイシカグマ オドリコカグマ    準絶  山地林下の渓流付近 

14 ホングウシダ ホングウシダ    準絶  山中の岩上や湿った泥土上 

15  マルバホングウシダ   NT 準絶  山中の岩上や湿った泥土上 

16 シシラン ナカミシシラン    準絶  山林中の岩山や樹幹 

17 イノモトソウ ホコシダ    準絶  日当たりの良い山麓のやや乾燥
した疎林内、路傍の石垣 

18 

 

オオバノアマクサシダ    準絶  山地林床 

19 ニシノコハチジョウシダ    準絶  海岸近くの向陽地や林縁 

20 アイコハチジョウシダ    準絶  山地林床 

21 ヒノタニシダ 市天  EN Ⅰ類  山地林床 

22 ヤワラハチジョウシダ   EN 準絶  低地の疎林から深林の林床 

23 マツザカシダ    準絶  山麓の斜面や林縁 

24 サツマハチジョウシダ   VU Ⅱ類  常緑林内 

25 ヤクシマハチジョウシダ   VU 準絶  山地林床 

26 チャセンシダ オオタニワタリ   VU Ⅱ類  やや陰湿な山林中の樹幹や岩上 

27  チャセンシダ    準絶  山麓の岩隙や村落の石垣 

28 イヌチャセンシダ    準絶  山麓の岩隙や村落の石垣 

29 シシガシラ オサシダ    準絶  林下の岩上 

30  ハイコモチシダ    準絶  山林中の斜面や崖 

31 オシダ オトコシダ    準絶  低山地の林床 

32 

 

ホソバナライシダ    準絶  山地林床 

33 シビカナワラビ   VU Ⅰ類  山地林床 

34 ミドリカナワラビ    Ⅱ類  山地林下の陰湿な地上 

35 ハカタシダ    準絶  山地林床 

36 リョウメンシダ    準絶  沢沿いの山地林床 

37 ハガクレカナワラビ   VU Ⅱ類  山地林床 

38 キヨスミヒメワラビ    準絶  山林中の比較的湿った林床 

39 サツマシダ   EN Ⅱ類  やや乾燥した林床 

40 イズヤブソテツ    準絶  やや稀に山林、特にスギの植林
中 

41 ヤマヤブソテツ    準絶  山地林床 

42 ホソバヤブソテツ    準絶  山地でやや陰湿な林中 
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第 4.3-10 表(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

43 シダ 
植物 

オシダ ツクシヤブソテツ    準絶  山林中の比較的湿った林床 

44 

 

イワヘゴ    準絶  山地の渓側など、陰地の林床 

45 サイゴクベニシダ    準絶  低山地の林下のやや乾いた斜面

や、山麓、村落 
46 ミサキカグマ    準絶  山地林床 

47 ナチクジャク    準絶  低山地の林床や山麓近くの林縁 

48 ニセヨゴレイタチシダ   NT Ⅰ類  山地の林床のやや乾いた斜面 

49 オオベニシダ    準絶  低山地の林床 

50 ギフベニシダ    情不  山麓の林縁や村落の路傍、石垣 

51 クロミノイタチシダ    準絶  山地のやや湿った林床 

52 ムラサキベニシダ   CR 準絶  山地のやや湿った林床 

53 ワカナシダ    準絶  山地のやや湿った林床 

54 オワセベニシダ    準絶  低山地の斜面の林床、石の多い
場所 

55 ホウノカワシダ    準絶  山地の陰湿な林床 

56 マルバヌカイタチシダモ
ドキ 

  CR 情不  
低山地の林床 

57 ヒメイタチシダ    準絶  低地の林縁など比較的乾いた場

所 
58 イワイタチシダ    準絶  深山の陰湿な森林中の岩壁上 

59 ヤマイタチシダ    準絶  山地の林床や林縁、村落の路傍

や石垣 
60 ヒロハナライシダ   EN Ⅰ類  山地林床 

61 キュウシュウイノデ   CR Ⅰ類  低山地の林床 

62 カタイノデ    Ⅰ類  山地林床 

63 サイゴクイノデ    準絶  山地林床 

64 オニイノデ   VU   山地林床 

65 ヒメカナワラビ    準絶  山地林床 

66 オオキヨスミシダ    情不  山地林床 

67 ヒメシダ ヨコグラヒメワラビ    準絶  低地の明るい森林中 

68 

 

ツクシヤワラシダ    準絶  村落近くの疎林中か、日当たり
の良い林縁、路傍 

69 ミゾシダモドキ    Ⅱ類  山地で、陰湿な林下 

70 ミドリヒメワラビ    準絶  村落近くの疎林中か、日当たり
の良い林縁、路傍 

71 メシダ ウスヒメワラビ    Ⅱ類  山地の陰湿な林床 

72 

 

カラクサイヌワラビ    Ⅱ類  山地の陰湿な林床 

73 ホソバイヌワラビ    準絶  山地林床 

74 トガリバイヌワラビ    準絶  山地林床 

75 シビイヌワラビ   CR Ⅰ類  山地の湿った地上 

76 アリサンイヌワラビ    準絶  山地のやや湿った地上 

77 ヌリワラビ    準絶  山地の湿った地上 

78 タカサゴイヌワラビ   CR Ⅰ類  山地林床 

79 ホウライイヌワラビ   EN Ⅱ類  山地林床の樹陰や渓流沿い等の
湿地 

80 ヤマイヌワラビ    Ⅱ類  山地のやや湿った地上 

81 アオグキイヌワラビ   EN Ⅰ類  山地林床 

82 ヒロハイヌワラビ    準絶  山地林床 
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第 4.3-10 表(3) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

83 シダ 
植物 

メシダ タカオシケチシダ    準絶  低地の山林中のやや湿った地上 

84 

 

アリサンシケチシダ    準絶  山地の陰湿な林下 

85 ナンゴクシケチシダ   VU 準絶  山地の陰湿な林下 

86 ホソバシケシダ    準絶  山地林床 

87 セイタカシケシダ    準絶  よく茂った森林の林床 

88 ハクモウイノデ    準絶  山地の明るい林中から陰湿な林
床 

89 イワヤシダ    Ⅱ類  山地の陰湿な林下 

90 イブダケキノボリシダ   NT 準絶  山林中のやや湿った地上 

91 ヒロハノコギリシダ    準絶※1  山地林下の湿った場所 

92 シマシロヤマシダ    情不  山地林床 

93 ウスバミヤマノコギリシ

ダ 
   準絶  

山地林床 

94 イヨクジャク   EN Ⅰ類  山地林下の渓流沿いなど、やや

陰湿な地上 
95 フクレギシダ   CR Ⅰ類  山地林下の湿った場所 

96 イヌガンソク    準絶  山地林床や路傍 

97 ウラボシ コマチイワヒトデ   EN 準絶  山地林床 

98 

 

ヒトツバイワヒトデ    準絶  低地の林中の岩上か地上 

99 ホテイシダ    情不  温帯から暖帯上部の明るい林中
の樹幹や岩上 

100 ヒメノキシノブ    準絶  山地の樹幹や岩上 

101 ツクシノキシノブ    準絶  谷あいの林中で、岩上、樹幹や
樹枝上 

102 コウラボシ    Ⅱ類  海岸に近いところの岩上 

103 ミヤマノキシノブ    準絶  山地の樹幹や岩上 

104 サジラン    Ⅱ類  山地の樹幹や岩上 

105 ヒメサジラン    情不  深山の林中の陰湿な場所の岩上 

106 ヤノネシダ    準絶  山地の地上や岩上、稀に樹上 

107 アオネカズラ    準絶  低地の樹幹や岩上 

108 イワオモダカ    準絶  山地の樹幹や岩上 

109 ヒメウラボシ オオクボシダ    準絶  山地の樹幹や岩上 

110 デンジソウ デンジソウ   VU Ⅱ類  低地の水田や池沼 

111 アカウキクサ アカウキクサ   EN Ⅰ類  水田や池、湖沼、溝等 

112 裸子 
植物 

マツ ヒメコマツ    Ⅰ類  山地の尾根や岩上、溶岩流の上 

113 イヌガヤ イヌガヤ    準絶  暗い湿った広葉樹林やスギ林 

114 イチイ イチイ    Ⅱ類  亜高山帯や寒冷地 

115  カヤ    準絶  山地 

116 離弁 
花類 

ツチトリモチ ツチトリモチ    準絶  暖地の海岸に近い自然林 

117  キイレツチトリモチ    準絶  海岸近くの自然林 

118 クルミ オニグルミ    Ⅱ類  谷沿いのやや湿った林 

119  ノグルミ    Ⅰ類  山腹斜面 

120 サワグルミ    Ⅱ類  谷沿いの河岸林 

121 ヤナギ サツマヤナギ    情不  河岸や池端 

122  タチヤナギ    準絶  河岸や池端 

123 カバノキ ハンノキ    Ⅰ類  低湿地や湿原 

124  オオバヤシャブシ    情不  山腹斜面 
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第 4.3-10 表(4) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

125 離弁 
花類 

カバノキ ミズメ    Ⅱ類※2  山地 

126  クマシデ    準絶  谷筋の明るい林 

127 ブナ ブナ    Ⅱ類  標高 1,000m 以上の高地 

128 

 

カシワ    準絶  やや乾いた山腹斜面 

129 イチイガシ    準絶  山腹斜面 

130 ハナガガシ   VU Ⅱ類  山腹斜面下部から平地 

131 アキニレ    情不  河岸や路傍 

132 ケヤキ    準絶  丘陵や山地 

133 イラクサ カタバヤブマオ    準絶  山地の湿った林縁 

134 

 

クサコアカソ    準絶  山野 

135 ケナガバヤブマオ    準絶  山野 

136 ヤブマオ    準絶※3  山野 

137 ナガバヤブマオ    準絶  山野 

138 ムカゴイラクサ    準絶  山地 

139 カテンソウ    情不  林床や林縁 

140 トウカテンソウ   CR Ⅰ類  山地林床 

141 ナガバサンショウソウ   VU Ⅰ類  低山の照葉樹林内 

142 ミズ    準絶  林床や林縁 

143 ヤマミズ    準絶  林床や林縁 

144 アオミズ    Ⅱ類  山地の湿った場所 

145 イラクサ    準絶  山地林床 

146 タデ ウナギツカミ    情不  水辺や溝 

147 

 

ナガバノヤノネグサ    準絶※4  湿った林縁 

148 サクラタデ    準絶  林床や林縁 

149 ミヤマタニソバ    Ⅰ類  林床や林縁 

150 サイコクヌカボ   VU Ⅰ類  湿地や水辺 

151 ヤナギヌカボ   VU 情不  湿地や水辺 

152 シマヒメタデ    Ⅱ類  湿地や水辺 

153 タニソバ    Ⅱ類  やや湿った林床や林縁 

154 ハナタデ    準絶  やや湿った林床や林縁 

155 ミチヤナギ    準絶  道端や荒地 

156 アキノミチヤナギ    準絶  路傍や荒地 

157 コギシギシ   VU Ⅱ類  田のあぜ、川岸等 

158 ヤマゴボウ マルミノヤマゴボウ    Ⅱ類  林床や林縁 

159 ナデシコ ハマナデシコ    準絶  海岸近くの草原、砂浜 

160 

 

カワラナデシコ    Ⅱ類  低地や山地の日当たりの良い草
原、河原 

161 フシグロセンノウ    情不  林縁や明るい林床 

162 タチハコベ   VU Ⅱ類  山地林床 

163 ワチガイソウ    Ⅰ類  やや湿った林床 

164 フシグロ    準絶  低地から山地の日当たりの良い

場所 
165 ミヤマハコベ    Ⅰ類  湿った谷沿いの林床 

166  アカザ ホソバノハマアカザ    準絶  砂浜海岸 
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第 4.3-10 表(5) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

167 離弁 
花類 

モクレン ホオノキ    Ⅱ類  谷沿いの林 

168 マツブサ マツブサ    Ⅱ類  林内や林縁 

169 クスノキ ニッケイ   NT 準絶  石灰岩地の常緑自然林中 

170 
 

ケクロモジ    Ⅱ類  明るい林床や林縁 

171 ウスゲクロモジ    準絶  明るい林床や林縁 

172 シロモジ    準絶  明るい林床や林縁 

173 フサザクラ フサザクラ    情不  谷沿いの林 

174 キンポウゲ シコクフクジュソウ   VU 情不  林床や林縁 

175 

 

ヤマオダマキ    Ⅰ類  山地の草原 

176 フジセンニンソウ    準絶  林縁や明るい林床 

177 サバノオ    Ⅰ類  湿った林床や林縁 

178 ヒメバイカモ   EN Ⅰ類  流水 

179 スイレン ジュンサイ    Ⅱ類  古い池 

180 

 

オニバス   VU Ⅰ類  池 

181 コウホネ    Ⅱ類  泥質の浅い水域 

182 サイコクヒメコウホネ    Ⅰ類※5  泥質の浅い水域 

183 ヒメコウホネ   VU   泥質の浅い水域 

184 ヒツジグサ    Ⅱ類  泥質の浅い水域 

185 マツモ マツモ    Ⅰ類  池や川 

186 ウマノスズクサ サンヨウアオイ    Ⅱ類  山地林床 

187 
 

ツクシアオイ   VU Ⅰ類  山地林床や林縁 

188 キンチャクアオイ   VU   山地林床 

189 ウンゼンカンアオイ   VU Ⅱ類  常緑樹林の林床 

190 マタタビ サルナシ    準絶  山地の林内や林縁 

191 オトギリソウ ハイオトギリ    準絶  湿った路傍や草地 

192  ナガサキオトギリ    準絶  山地のやや湿った路傍や岩上 

193 クモイオトギリ    情不  湿った路傍や草地 

194 ケシ ホザキケマン    準絶  林床や林縁 

195  シマキケマン    準絶  林床や林縁 

196 フウチョウソウ ギョボク    準絶  沿海地 

197 アブラナ ハタザオ    準絶  山野 

198 

 

ハマハタザオ    Ⅰ類  海岸の砂地 

199 ミツバコンロンソウ    Ⅰ類  やや湿った林縁や明るい林床 

200 ミズタガラシ    Ⅱ類  水田や湿地 

201 ユリワサビ    Ⅰ類  渓流沿いや湿潤な林床 

202 コイヌガラシ   NT 準絶  水湿地 

203 ベンケイソウ コゴメマンネングサ    準絶  海岸の岩場 

204 
 

ヒメレンゲ    準絶  沢沿いや岩上 

205 タカネマンネングサ    情不  沢沿いや岩上 

206 アオミヤママンネングサ    情不  沢沿いや岩上 

207 ユキノシタ イワボタン    準絶  谷川沿いの湿った岩場 

208   タチネコノメソウ    Ⅱ類  やや湿った明るい林床や林縁 
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第 4.3-10 表(6) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

209 離弁 
花類 

ユキノシタ ヤマアジサイ    Ⅱ類  山地の谷沿いや湿った斜面 

210 

 

ゴトウヅル    準絶  林床や林縁 

211 ガクウツギ    Ⅱ類  山地の沢沿いの斜面や林縁 

212 ヤハズアジサイ    Ⅰ類  林床や林縁 

213 オオチャルメルソウ    Ⅱ類  谷沿いの多湿な林縁 

214 タコノアシ   NT Ⅱ類  泥湿地、沼、水田、河原 

215 ダイモンジソウ    Ⅱ類  湿潤な岩場 

216 ウチワダイモンジソウ    Ⅱ類  湿潤な岩場 

217 バラ ヤマブキ    準絶  林床や林縁 

218 

 

カナメモチ    準絶  林縁や明るい林内 

219 ツルキジムシロ    準絶  路傍や草地 

220 オヘビイチゴ    準絶  路傍や草地 

221 ツルキンバイ    Ⅰ類  路傍や草地 

222 ワタゲカマツカ    準絶  山地の日当たりの良い林縁 

223 イヌザクラ    準絶  谷沿いの森林中 

224 マルバノシャリンバイ    準絶※6  海岸付近の山地 

225 ツクシイバラ    準絶  林床や林縁 

226 ニオイイバラ    準絶※7  林床や林縁 

227 ミヤコイバラ    準絶  林床や林縁 

228 ヤマイバラ    準絶  林床や林縁 

229 リュウキュウテリハノイ

バラ 
   準絶  

林床や林縁 

230 ミヤマフユイチゴ    準絶  山地林床 

231 コジキイチゴ    準絶  林床や林縁 

232 ウラジロノキ    Ⅱ類  尾根筋や山腹斜面 

233 マメ ジャケツイバラ    準絶  林床や林縁 

234 

 

タヌキマメ    準絶  平地や丘陵などの日当たりの良
い草地や道端 

235 ヒメノハギ    Ⅱ類  低地の日当たりの良い乾いた草
地 

236 フジカンゾウ    準絶  山地林床 

237 ヤブハギ    準絶  林床や林縁 

238 ミヤマトベラ    準絶  照葉樹林内 

239 マルバヤハズソウ    準絶  路傍や草地 

240 イヌハギ   VU Ⅱ類  河原や海に近い日当たりの良い

砂地 
241 ハネミイヌエンジュ    準絶  林縁、川岸、湿地 

242 フジ    準絶  林床や林縁 

243 カワゴケソウ カワゴケソウ 県天  EN Ⅱ類  流水中の岩上 

244 カタバミ コミヤマカタバミ    準絶  林床 

245 トウダイグサ ナツトウダイ    準絶  落葉樹林の林床 

246  ヒトツバハギ    情不  明るい林床や林縁 

247 ミカン タチバナ   NT Ⅱ類  常緑樹林内 

248  コクサギ    準絶  やや湿った林縁や林内 

249 キハダ    準絶  山地斜面下部 

250  ヒメハギ ヒナノキンチャク   EN 情不  日当たりのよい山野や石灰岩地 
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第 4.3-10 表(7) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

251 離弁 
花類 

ウルシ チャンチンモドキ   EN Ⅱ類  谷筋の明るい場所 

252  ツタウルシ    準絶  山地の明るい林の老木の樹幹や

岩場 
253 カエデ チドリノキ    Ⅰ類  谷沿いの明るい林床や林縁 

254 モチノキ ツゲモチ    準絶  丘陵から山地 

255 

 

アオハダ    準絶  山地のやや乾燥した斜面 

256 タマミズキ    Ⅰ類  山地斜面、多くは崩壊跡地 

257 ウメモドキ    準絶  湿地 

258 イヌウメモドキ    準絶  湿地 

259 ニシキギ イワウメヅル    情不  山野の林縁 

260 

 

オオツルウメモドキ    準絶  山野の林縁 

261 ニシキギ    準絶  林縁や明るい林内 

262 オオコマユミ    準絶  林縁や明るい林内 

263 ツルマサキ    準絶  林縁や明るい林内 

264 ツルオオバマサキ    準絶  林縁や明るい林内 

265 リュウキュウマユミ    準絶  林縁や明るい林内 

266 ツリバナ    準絶  谷沿いの林縁 

267 アオツリバナ   VU Ⅱ類  岩上や樹上 

268 クロウメモドキ オオクマヤナギ    準絶  丘陵から山地 

269  ハマナツメ   VU Ⅱ類  沿岸地の湿地、海跡湖周辺 

270 ブドウ ケサンカクヅル    準絶  林床や林縁 

271 シナノキ ヘラノキ    準絶  丘陵から山地 

272 グミ タイワンアキグミ    準絶  林床や林縁 

273 スミレ リュウキュウシロスミレ    準絶  草地や明るい林床 

274  ヒメスミレ    準絶  人里近くの草地 

275 ウリ ゴキヅル    準絶  水田や湿地 

276  モミジカラスウリ    準絶  林縁や山道の路傍 

277 ミソハギ ヒメミソハギ    準絶  水田や湿地 

278 
 

エゾミソハギ    準絶  湿原 

279 ミズキカシグサ   VU 準絶  水田や湿地 

280 ミズマツバ   VU 準絶  水田や湿地 

281 ヒシ オニビシ    準絶  池や沼 

282 アリノトウグサ オグラノフサモ   VU Ⅰ類  池や沼 

283 ミズキ ヤマボウシ    準絶  林縁や明るい林内 

284  コバノハナイカダ    準絶  林縁や明るい林内 

285 ウコギ ウド    準絶  谷川沿い等の湿潤な明るい場所 

286  トチバニンジン    準絶  山地の林床 

287 セリ ヤクシマセントウソウ   EN 準絶  林床や林縁 

288 
 

ハマゼリ    Ⅱ類  海岸の砂地 

289 コダチボタンボウフウ    準絶  海岸沿いの草地 

290 カワラボウフウ    準絶  山野の日当たりが良い場所 

291 合弁 
花類 イチヤクソウ シャクジョウソウ    Ⅱ類  

山地の林中のやや暗い場所 
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第 4.3-10 表(8) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

292 合弁 
花類 

イチヤクソウ アキノギンリョウソウ    準絶  林中のやや暗い場所 

293  イチヤクソウ    準絶  低山の林中 

294 マルバイチヤクソウ    情不  林床や林縁 

295 ツツジ シロドウダン    準絶  尾根筋の林内や林縁 

296 

 

ヒメマルバサツキ    準絶  林床や林縁 

297 ミヤマキリシマ    準絶  高山の斜面 

298 キリシマミツバツツジ   VU 準絶  林縁や明るい林内、岩場 

299 コバノミツバツツジ    Ⅱ類  林縁や明るい林内 

300 サクラソウ ミヤマタゴボウ    準絶  湿潤な林床や林縁 

301  オニコナスビ   EN 情不  九州の中北部の山地 

302 イソマツ ハマサジ   NT Ⅱ類  海岸の砂地 

303 モクセイ ウスギモクセイ   NT Ⅱ類  谷沿いの斜面 

304 リンドウ イヌセンブリ   VU Ⅱ類  山野の湿地 

305  センブリ    準絶  林縁や草原 

306 ミツガシワ ヒメシロアサザ   VU Ⅰ類  沼や水田 

307  ガガブタ   NT 情不  沼や水田 

308 ガガイモ ロクオンソウ   VU 準絶  明るい草原や林縁 

309  ツクシガシワ    Ⅰ類  落葉樹林の林床 

310 イヨカズラ    準絶  海岸に近い乾いた草地や疎林 

311 アカネ ヘツカニガキ    Ⅱ類  常緑樹林内 

312 

 

ホソバオオアリドオシ    Ⅰ類  低山の常緑樹林内 

313 ジュズネノキ    Ⅰ類  山地林床 

314 キクムグラ    準絶  林縁や農耕地周辺 

315 ミヤマムグラ    Ⅰ類  山地林床 

316 ヨツバムグラ    準絶  田畑のあぜや丘陵地の草むら 

317 ホソバノヨツバムグラ    準絶  草丈の低い沼沢地 

318 オククルマムグラ    Ⅰ類  低地～亜高山帯の林床 

319 キバナカワラマツバ    準絶  日当たりのよい草地 

320 コリンクチナシ    準絶  山地林床 

321 ツルアリドオシ    準絶  山地林床 

322 ヒロハコンロンカ    準絶  山地の樹林内や渓流沿い 

323 イナモリソウ    準絶  山地林床 

324 ミサオノキ    準絶  常緑樹林の林床 

325 オオアカネ    準絶  林床や林縁 

326 ハクチョウゲ   EN   岩山等 

327 ヒルガオ ネナシカズラ    準絶  低地の草原や耕作地 

328 ムラサキ オニルリソウ    準絶  明るい林縁 

329  オオルリソウ    準絶  山間の草地 

330 クマツヅラ ビロードムラサキ   VU Ⅱ類  林縁 

331  カワリバハマゴウ    準絶  砂浜 

332 アワゴケ ミズハコベ    準絶  浅水中 

333  シソ ヒメキランソウ    準絶  林床や林縁 
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第 4.3-10 表(9) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

334 合弁 
花類 

シソ ミズネコノオ   NT Ⅱ類  水田や低湿地 

335 

 

キセワタ   VU Ⅰ類  山や丘陵の草地 

336 コシロネ    準絶  湿地 

337 ヒカゲヒメジソ    準絶  林縁の半陰地 

338 ヤマジソ   NT Ⅱ類  日当たりの良い丘陵や裸地 

339 トラノオジソ    Ⅱ類  山地の湿り気のある木陰 

340 ウツボグサ    準絶  日当たりのよい草原や道端 

341 ホソバアキノタムラソウ    準絶  渓流環境 

342 キバナアキギリ    Ⅰ類  林床や林縁 

343 ミヤマコトジソウ    Ⅰ類  山地の林床や林縁 

344 ミゾコウジュ   NT 準絶  湿った草地やあぜ 

345 タツナミソウ    準絶  丘陵地の半日陰 

346 シソバタツナミソウ    準絶※8  山地林床 

347 ケミヤマナミキ   EN Ⅱ類  山地の林床 

348 ツルニガクサ    準絶  林床や林縁 

349 ナス ヤマホオズキ   EN Ⅱ類  湿地のやや湿った林下 

350  ヤマホロシ    Ⅰ類  林縁等 

351 マルバノホロシ    Ⅰ類  山地の林縁 

352 ゴマノハグサ ゴマクサ   VU Ⅱ類  日当たりの良い湿地 

353 

 

マルバノサワトウガラシ   VU※9 Ⅱ類  湿地 

354 シコクママコナ    Ⅱ類  林縁や草地 

355 スズメハコベ   VU 準絶  湿地 

356 コシオガマ    準絶  低山の日当たりの良い草地 

357 ハマクワガタ   VU   暖地の海近くの荒地 

358 コクワガタソウ    Ⅰ類※10  林床や林縁 

359 イヌノフグリ   VU Ⅱ類  土手や道端等 

360 カワヂシャ   NT 準絶  川岸、溝のふちや田 

361 トラノオスズカケ    準絶  暖地の林内 

362 キツネノマゴ ハグロソウ    準絶  林縁等の日陰 

363 イワタバコ シシンラン   VU Ⅰ類 指定 樹幹 

364 ハマウツボ ハマウツボ   VU Ⅰ類  海岸や河原の砂地 

365  キヨスミウツボ    Ⅱ類  山地の木陰 

366 タヌキモ ノタヌキモ   VU Ⅱ類  池 

367 

 

イヌタヌキモ   NT Ⅱ類  低地の池、特に溜池 

368 ミカワタヌキモ   VU Ⅰ類  低地の池、特に溜池 

369 タヌキモ   NT   古い池 

370 ムラサキミミカキグサ   NT Ⅰ類  湿地の泥上 

371 ハマジンチョウ ハマジンチョウ 県天  VU Ⅰ類  塩性の泥湿地 

372 スイカズラ キバナコツクバネウツギ    準絶  林床や林縁 

373 
 

ケハマニンドウ    準絶  平地から山地の林縁 

374 ミヤマウグイスカグラ    Ⅰ類  林床や林縁 

375  テリハコバノガマズミ    準絶  林床や林縁 
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第 4.3-10 表(10) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

376 合弁 
花類 スイカズラ オトコヨウゾメ    Ⅱ類  700m 以上の山地の林縁や明るい

林床 
377 オミナエシ オミナエシ    準絶  日当たりの良い山の草地 

378  カノコソウ    準絶  湿った草地 

379 キキョウ ホタルブクロ    Ⅱ類  山野、丘陵 

380 

 

ツルギキョウ   VU Ⅱ類  山地 

381 ツルニンジン    準絶  山麓の林下 

382 エダウチタニギキョウ    Ⅰ類  やや湿った明るい林床 

383 ツクシタニギキョウ    準絶  湿潤な明るい林床 

384 キキョウ   VU Ⅱ類  山野の草地 

385 キク ノブキ    準絶  谷沿いの多湿な林床や林縁 

386 

  

マルバテイショウソウ   VU Ⅰ類  山地の林床 

387 ホソバノヤマハハコ    準絶  山頂や尾根の岩場 

388 シロヨメナ    準絶  明るい林縁 

389 シオン   VU 情不  温帯の山地の湿草原 

390 ウラギク   NT Ⅱ類  海岸の湿地 

391 センダングサ    準絶  家の付近や藪 

392 ヤブタバコ    準絶  家の付近や藪 

393 ホソバガンクビソウ    準絶  やや湿った林床 

394 バンジンガンクビソウ    準絶  やや湿った林床 

395 ノジギク    準絶  海岸付近の崖 

396 キセルアザミ    情不  水湿地 

397 ツクシアザミ    準絶  林縁や自然草原 

398 イズハハコ   VU 準絶  日当たりの良い崖 

399 カンツワブキ    準絶  渓流沿いの岩場 

400 マンシュウスイラン   NT※11 Ⅰ類  水湿地 

401 タカサゴソウ   VU Ⅰ類  乾いた草原 

402 ハイニガナ    準絶  山地のシバ草原や路傍 

403 ヤナギニガナ   VU※12 準絶  渓流沿いの湿った岩場 

404 オオユウガギク    準絶  日当たりのよい草地 

405 チョウセンヤマニガナ    準絶  山地の林の縁や草原 

406 コケセンボンギク   CR Ⅰ類  やや乾いた林床 

407 センボンヤリ    準絶  山地や丘陵 

408 ハンカイソウ    Ⅱ類  山地の林下や湿草原 

409 サワギク    Ⅱ類  渓流沿いの湿潤な林床や林縁 

410 サワオグルマ    Ⅰ類  日当たりの良い山間の湿地 

411 シロバナタンポポ    準絶  日当たりの良い草原 

412 ツクシタンポポ   VU Ⅰ類  路傍 

413 オナモミ   VU   荒地 

414 単 子
葉 植

物 

オモダカ ヘラオモダカ    Ⅱ類  河川、湿地、水路、休耕田 

415 
 

ウリカワ    Ⅱ類  水田や浅い池 

416 マルミスブタ   VU Ⅱ類  水田や溝 

417  スブタ   VU Ⅱ類  水田や溝 
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第 4.3-10 表(11) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

418 単 子
葉 植

物 

トチカガミ ヤナギスブタ    Ⅰ類  水田や溝 

419 

 

クロモ    Ⅱ類  沼や流水中 

420 トチカガミ   NT Ⅰ類  池や溝 

421 オオミズオオバコ    情不  水田や溝 

422 ミズオオバコ   VU Ⅱ類  水田や溝 

423 セキショウモ    Ⅱ類  池や小川 

424 ホロムイソウ シバナ   NT Ⅰ類  河口や干潟の縁の塩分を含む湿
地 

425 ヒルムシロ イトモ   NT Ⅱ類  池や流水中 

426 

 

コバノヒルムシロ   VU 情不  池や流水中 

427 ササバモ    Ⅱ類  流水中 

428 ホソバミズヒキモ    Ⅱ類  流水中 

429 ミズヒキモ    Ⅱ類  池 

430 ツツイトモ   VU 情不  池や流水中 

431 カワツルモ   NT Ⅰ類  河口・海岸近くの淡水と海水が
混合する場所 

432 アマモ アマモ    Ⅱ類  汽水域 

433 イバラモ イバラモ    Ⅱ類  池やゆるい流水中 

434  トリゲモ   VU Ⅱ類  淡水及び汽水中 

435 ユリ タマムラサキ    Ⅱ類  やや乾燥する草地、海岸に近い

地域 
436 

 

ヤマラッキョウ    準絶  山地の草原 

437 ハマタマボウキ   EN Ⅰ類  砂浜 

438 ハラン    Ⅱ類  常緑樹林内の林床や林縁 

439 キバナチゴユリ    Ⅰ類  林縁や明るい林床 

440 ホウチャクソウ    Ⅱ類  明るい林床や林縁 

441 ヒメホウチャクソウ    準絶  林縁や路傍の草地 

442 ツクシショウジョウバカ
マ 

   準絶  山野のやや湿った場所 

443 ニシノハマカンゾウ    準絶  海岸の岩場草地 

444 コバギボウシ    準絶  日当たりの良い湿地 

445 ノヒメユリ   EN Ⅰ類  山地の草原 

446 ジャノヒゲ    準絶  山野の林床 

447 ツクバネソウ    Ⅱ類  林床や林縁 

448 ナルコユリ    準絶  明るい林床や林縁 

449 オモト    準絶  暖かい地方の林床 

450 シオデ    準絶  林縁や草地 

451 ヤマカシュウ    Ⅰ類  林縁等 

452 サツマホトトギス   CR 情不  林床や林縁 

453 ホソバシュロソウ    Ⅰ類  草原や林縁 

454 ビャクブ ナベワリ    情不  林床や林縁 

455 ヒガンバナ オオキツネノカミソリ    Ⅱ類  落葉樹林の林床や林縁 

456 キンバイザサ キンバイザサ    準絶  暖地の山地 

457 ヤマノイモ キクバドコロ    情不  林縁等 

458 アヤメ ヒオウギ    準絶  山地の草原 

459   アヤメ    情不  山地のやや乾いた草原 
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第 4.3-10 表(12) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

460 単 子
葉 植

物 

イグサ ハナビゼキショウ    Ⅰ類  日当たりの良い湿地 

461 

 

ヒメコウガイゼキショウ    準絶  砂地 

462 タチコウガイゼキショウ    Ⅱ類  水湿地 

463 ヤマスズメノヒエ    準絶  山野の草地 

464 ヌカボシソウ    Ⅱ類  林床や林縁 

465 ホシクサ アマノホシクサ   CR Ⅰ類  湿地 

466 

 

オオホシクサ    Ⅱ類  湿地 

467 イヌノヒゲ    Ⅰ類  湿地 

468 ツクシクロイヌノヒゲ   VU Ⅱ類  山間の湿地 

469 サツマホシクサ    情不  湿地 

470 クロホシクサ   VU Ⅱ類  水田や湿地 

471 ヒロハイヌノヒゲ    準絶  水田や湿地 

472 ゴマシオホシクサ   EN Ⅰ類  湿地 

473 イネ タチカモジグサ    準絶  路傍 

474 

 

スズメノチャヒキ    準絶  やや乾いた草地 

475 チョウセンガリヤス    Ⅱ類  やや乾いた草地 

476 ウンヌケモドキ   NT Ⅱ類  ススキ草原 

477 ウンヌケ   VU 情不  低山草原 

478 ムツオレグサ    準絶  平地の湿地や水中 

479 ドジョウツナギ    準絶  水田、池沼、渓流等の水湿地 

480 ウシノシッペイ    準絶  低地の湿地、河川敷 

481 カモノハシ    準絶  貧栄養な溜池畔 

482 アシカキ    Ⅱ類  水湿地 

483 ハイシバ    準絶  海岸の砂地 

484 トウササクサ    準絶  林床 

485 オオササガヤ    準絶  半日陰の林道沿いや林縁 

486 ミヤマササガヤ    Ⅰ類  林床や林縁 

487 カリヤスモドキ    情不  日当たりの良い草原 

488 クサヨシ    準絶  川、水路、池等の縁の湿地 

489 フシダカシノ    準絶  林床や林縁 

490 オオイチゴツナギ    情不  人家に近い草地 

491 ウキシバ    Ⅱ類  水湿地や静水中 

492 スズダケ    準絶 
※13 

 
山地 

493 イヌアワ    準絶  暖地の林床 

494 コモロコシガヤ   CR Ⅱ類  山野の明るい草原 

495 ナガミノオニシバ    準絶  内湾や汽水域の礫浜や砂浜 

496 ヤシ ビロウ    準絶  沿海地の林床 

497 サトイモ ヤマコンニャク   VU 準絶  山地の林床 

498 

 

ツクシマムシグサ    準絶  山地の林床 

499 ヒトヨシテンナンショウ    準絶  平地から山地の野原、林縁、林

下 
500 リュウキュウハンゲ    準絶  山地の林床 

501  ウキクサ ヒメウキクサ    準絶  水田、池沼、渓流等の水湿地 
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第 4.3-10 表(13) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

502 単 子
葉 植

物 

ウキクサ ミジンコウキクサ    準絶  水田、池沼、渓流等の水湿地 

503 ミクリ ミクリ   NT Ⅰ類  池や溝の浅い水中 

504  ナガエミクリ   NT Ⅱ類  浅い水中 

505 ガマ ガマ    準絶  古い池の浅い水中 

506 カヤツリグサ イトハナビテンツキ    準絶  平地の日当たりの良い荒地また
は畑地 

507 
 

イトテンツキ   NT 準絶  平地の日当たりの良い荒地また
は畑地 

508 クロカワズスゲ    Ⅰ類  砂質の草地、湿地の周辺及び海

岸の砂地 
509 ベンケイヤワラスゲ    Ⅰ類  水辺、河岸 

510 アワボスゲ    Ⅰ類  平地または丘陵地の半日陰 

511 アゼナルコ    準絶  湿地や河川敷 

512 ヒメジュズスゲ    Ⅰ類  900m 以上の山地の草地 

513 タイワンスゲ   VU Ⅱ類  林床や林縁 

514 サナギスゲ    準絶  樹林内の岩場や斜面 

515 アオバスゲ    情不  シイ・カシ帯～ブナ帯下部の樹

林内 

516 テキリスゲ    準絶  山地の渓谷や河原等の水湿地の
ある斜面 

517 ナキリスゲ    準絶  林床や林縁 

518 カタスゲ    準絶  やや乾燥した林床や林縁 

519 ケクサスゲ    Ⅰ類 
※14 

 
高地の明るい林縁や草地 

520 フサスゲ    Ⅰ類  沿海地の草地 

521 コジュズスゲ    Ⅱ類  林縁等 

522 シラコスゲ    準絶  平地～丘陵地の樹林内の水辺や

湿地 
523 ワタリスゲ    情不  シイ・カシ帯～ブナ帯の樹林内 

524 ジングウスゲ   NT Ⅱ類  平地の疎林 

525 アブラシバ    準絶  山地のガレ場や河原 

526 ツクシナルコ   EN Ⅱ類  湿地 

527 ツルナシオオイトスゲ    Ⅱ類  滝の近くや川辺 

528 モエギスゲ    Ⅱ類  乾いた草地 

529 ウシクグ    準絶  湿田や原野の湿地 

530 ムギガラガヤツリ   CR Ⅰ類  湿地や路傍 

531 ヤリハリイ    準絶  池の周辺や湿地 

532 イヌシカクイ    準絶  低山地～山地の湿地 

533 オノエテンツキ   VU 準絶  海岸沿いの日当たりの良い草地 

534 ナガボテンツキ    準絶  海岸の草地 

535 ヤリテンツキ   NT 準絶  海岸沿いの日当たりの良い草地 

536 シマテンツキ    Ⅰ類  海岸の草地 

537 イヌノハナヒゲ    準絶  海岸沿いの日当たりの良い草地 

538 イトイヌノハナヒゲ    準絶  湿性草地 

539 コイヌノハナヒゲ    準絶  平地または丘陵地の湿地 

540 ヒメカンガレイ   VU Ⅰ類  池や湿地 

541 ツクシアブラガヤ   EN Ⅱ類  平地や山地の湿地 
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第 4.3-10 表(14) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科 名 種 名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

542 単 子
葉 植

物 

カヤツリグサ カガシラ   VU Ⅱ類  低地の湿地、湿原 

543 
 

ケシンジュガヤ    準絶  低地の湿原 

544 ラン オキナワチドリ   VU 準絶  湿った岩上の割れ目 

545 マメヅタラン   NT Ⅱ類  山地の樹幹または岩の上 

546 ムギラン   NT Ⅱ類  常緑樹林内の樹上や岩上 

547 キリシマエビネ   EN Ⅰ類 指定 常緑広葉樹林下 

548 エビネ   NT Ⅱ類  山地の林内や竹林等 

549 ナツエビネ   VU Ⅱ類  やや湿った落葉樹林下 

550 キエビネ   EN Ⅱ類  暖地の樹林下 

551 キンラン   VU Ⅱ類  山や丘陵地の疎林下 

552 シュンラン    準絶  乾いた落葉樹林の林床 

553 カンラン   EN Ⅰ類 指定 常緑広葉樹林下 

554 セッコク    準絶  常緑樹林内の樹上や岩上 

555 オサラン   VU Ⅱ類  常緑樹林内の樹上または岩上 

556 カキラン    準絶  日当たりの良い湿地 

557 ツチアケビ    Ⅱ類  落葉樹林下またはササの群落中 

558 カゴメラン    準絶  常緑樹林の林床 

559 ヒゲナガムカゴトンボ    情不  常緑樹林の林床 

560 ヒゲナガトンボ   CR 情不  常緑樹林の林床 

561 ダケトンボ    Ⅰ類  常緑樹林の林床 

562 サギソウ   NT Ⅰ類 指定 日当たりの良い湿地 

563 ミズトンボ   VU Ⅰ類  日当たりの良い湿地 

564 ヒメノヤガラ   VU Ⅱ類  常緑樹林下 

565 クロムヨウラン    Ⅰ類  常緑広葉樹林下 

566 チケイラン   VU Ⅱ類  コケの生えた岩上、または樹上 

567 セイタカスズムシソウ    Ⅱ類  山地樹林下 

568 ジガバチソウ    Ⅱ類  山地樹林下 

569 フウラン   VU Ⅰ類 指定 常緑広葉樹林内の樹幹や岩石上 

570 ムカゴサイシン   EN Ⅰ類  常緑樹林下 

571 ウチョウラン   VU Ⅰ類 指定 山地の湿った岩壁、稀に人家の
岩壁 

572 コケイラン    Ⅱ類  林床のやや湿った場所 

573 ガンゼキラン   VU Ⅱ類 指定 常緑樹林下 

574 ジンバイソウ    Ⅰ類  ブナ帯の森林樹下 

575 オオバノトンボソウ    準絶  丘陵地の疎林下 

576 ヤマトキソウ    Ⅱ類  山地、丘陵の日当たりの良い草

地 
577 カシノキラン   VU Ⅱ類  常緑広葉樹林内の樹幹 

578 ナゴラン   EN Ⅰ類 指定 常緑広葉樹林内の樹幹または岩

上 
579 コオロギラン   VU Ⅰ類  常緑広葉樹林下または杉林下 

580 クモラン    Ⅰ類  日当たりの良い大型の低木 

計 5 類 117 科 580 種 3 種 0 種 157 種 573 種 8 種  
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注：1．種名については主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 28 年度生物リスト」（河川環境データベース 国土

交通省、平成 28 年）に準拠した。 
  2．「鹿児島県レッドデータブック 2016」分布特性上重要な種については、分布の境界ではあるが県内で比較的普通に見られ

る種のため、選定基準から除外した。 
  3．選定基準は、第 4.3-9 表に対応する。各選定基準の原記載は次のとおりである。 

※1：ウライシダで記載、※2：ヨグソミネバリで記載、※3：ノコバメヤブマオで記載、※4：ナガバヤノネグサで記載、

※5：サイコクヒメコホネで記載、※6：マルバシャリンバイで記載、※7：ヤブイバラで記載、※8：シソバタツナミで記

載、※9：マルバサワトウガラシで記載、※10：コクワガタで記載、※11：チョウセンスイランで記載、※12：アツバニガ

ナで記載、※13：スズタケで記載、※14：ケヒエスゲで記載。 
  4．生育環境は以下の文献を参考にした。 

「日本の野生植物Ⅰ」（平凡社、昭和 57 年） 
「日本の野生植物Ⅱ」（平凡社、昭和 57 年） 
「日本の野生植物Ⅲ」（平凡社、昭和 56 年） 
「日本の野生植物シダ」（平凡社、平成 4 年） 
「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平凡社、平成元年） 
「日本の野生植物 木本Ⅱ」（平凡社、平成元年） 
「日本のスゲ」（文一総合出版、平成 17 年） 
「カヤツリグサ科入門図鑑」（全国農村教育協会、平成 19 年） 
「日本の水草」（文一総合出版、平成 26 年） 
「改訂・鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物 鹿児島県レッドデータブック 2016（植物編）」（鹿児島県環境林務部自

然保護課、平成 28 年） 
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③  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒ

アリングを実施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生育する種及び注目すべき生育地に

ついて第 4.3-11 表に示す情報が得られた。 

 

第 4.3-11 表 専門家等へのヒアリング結果概要 

専門分野 概 要 

植物・植生 
【所属：大学 
非常勤講師】 

・ 環境省の植生図について、昨年整備されたので、今年度内には公表され

ると思う。公表された折には、最新のデータに差し替えが必要である。 
・ 1/50,000 の植生図において、事業実施想定区域付近でヤブツバキクラス域

自然植生の「スダジイ群落」と表記されている場所については、自然林

であれば「ミミズバイ－スダジイ群集」、二次林ならば「スダジイ群落」

ではなく、周辺の 1/25,000 の植生図凡例では、「シイ・カシ二次林」を凡

例として採用しているが、二次林であっても自然度が高い植分と考えら

れることから、確認が必要である。 
・ 事業実施想定区域の周辺は、多くはスギやヒノキの植林が占め、常緑広

葉樹林が分散している。 
・ 現存植生図の凡例について、以下のことがいえる。 

・事業実施想定区域付近にはサワラはないので、「スギ・ヒノキ植林」

となる。 
・「アラカシ群落」は谷沿いに分布し、紫尾山系には多くはない。 
・「モミ－シキミ群集」600～800m 以上、「シラキ－ブナ群集」は 900m

以上に分布する。 
・自然林として注目するのは、「イスノキ－ウラジロガシ群集」「ミミズ

バイ－スダジイ群集」の位置になるだろう。 
・ 紫尾山系の北西側斜面は湿潤でシダ植物が豊富である。南東側斜面には

アカガシなどの樹林が連続する。 
・ 薩摩高城駅付近の海岸沿いには、重要な塩沼地が存在する。 
・ 林野の伐採方法として、谷部と尾根部を残す施業をしてきた経緯があ

り、植生図に残る植林地以外の部分は、そのような部分である。 
・ 薩摩川内市水引町の裸島池にはオニバスが自生している。 
・ 重要種のリストの中で、気になる種は以下のとおり、 

・ヒノタニシダは、紫尾山の北西側の谷沿いに生育する。 
・ヒメコマツは、高熊山だけだろう。 
・イチイは、霧島などの 1,000m 前後の標高に生育する。 
・カシワは自生ではなく、牧場の防火帯として植栽されたものである。 
・ケヤキは自生ではなく、植栽されたものである。 
・カワゴケソウは、宮野城や大口に生育し、紫尾山付近には分布しな

い。 
・ハマジンチョウは、阿久根市内の市街地に生育地がある。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等

を基に、事業実施想定区域内の各種の生育環境の有無を整理した。これらを踏まえ、改

変による生育環境の変化に伴う影響について予測した。 

なお、事業実施想定区域内は主に樹林である。 

その他、河川等の水辺環境への改変は行わない計画である。 
 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 
 

(3)予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域との重ね合わせを行った結果

は、第 4.3-3 図のとおりである。 

事業実施想定区域内のうち、風力発電機の配置が想定される範囲には、主に常緑広葉

樹自然林であるイスノキ－ウラジロガシ群集やスダジイ群落、ミミズバイ－スダジイ群

集、植林地であるスギ・ヒノキ・サワラ植林地が分布している。また、一部に草地・低

木林に区分される、ススキ群団及び伐跡群落が分布している。シラキ－ブナ群集及びモ

ミ－シキミ群集は、改変の可能性の低い事業実施想定区域周辺の紫尾山山頂付近に分布

している。なお、重要性の高い群落等は事業実施想定区域内には分布していない。 

風力発電機配置対象外の事業実施想定区域には、スギ・ヒノキ・サワラ植林地、イス

ノキ－ウラジロガシ群集、スダジイ群落、ミミズバイ－スダジイ群集が分布している。 

このような植生の分布状況を踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う植物の重要な

種に対する影響を予測した。予測結果は第 4.3-12 表のとおりである。 
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第 4.3-12 表(1) 植物の重要な種への影響の予測結果 
主な 

生育環境 種 名 影響の予測結果 

樹 林 

ヒモヅル、スギラン、ホソバトウゲシバ、ヒモラン、リュウキュウヒ
モラン、ヒロハハナヤスリ、ヒノタニリュウビンタイ、キヨスミコケ
シノブ、クロヘゴ、オドリコカグマ、ホングウシダ、マルバホングウ
シダ、ナカミシシラン、ホコシダ、オオバノアマクサシダ、ニシノコ
ハチジョウシダ、アイコハチジョウシダ、ヒノタニシダ、ヤワラハチ
ジョウシダ、マツザカシダ、サツマハチジョウシダ、ヤクシマハチジ
ョウシダ、オオタニワタリ、オサシダ、オトコシダ、ホソバナライシ
ダ、シビカナワラビ、ミドリカナワラビ、ハカタシダ、リョウメンシ
ダ、ハガクレカナワラビ、キヨスミヒメワラビ、サツマシダ、イズヤ
ブソテツ、ヤマヤブソテツ、ホソバヤブソテツ、ツクシヤブソテツ、
イワヘゴ、サイゴクベニシダ、ミサキカグマ、ナチクジャク、ニセヨ
ゴレイタチシダ、オオベニシダ、ギフベニシダ、クロミノイタチシ
ダ、ムラサキベニシダ、ワカナシダ、オワセベニシダ、ホウノカワシ
ダ、マルバヌカイタチシダモドキ、ヒメイタチシダ、イワイタチシ
ダ、ヤマイタチシダ、ヒロハナライシダ、キュウシュウイノデ、カタ
イノデ、サイゴクイノデ、オニイノデ、ヒメカナワラビ、オオキヨス
ミシダ、ヨコグラヒメワラビ、ツクシヤワラシダ、ミゾシダモドキ、
ミドリヒメワラビ、ウスヒメワラビ、カラクサイヌワラビ、ホソバイ
ヌワラビ、トガリバイヌワラビ、シビイヌワラビ、アリサンイヌワラ
ビ、ヌリワラビ、タカサゴイヌワラビ、ホウライイヌワラビ、ヤマイ
ヌワラビ、アオグキイヌワラビ、ヒロハイヌワラビ、タカオシケチシ
ダ、アリサンシケチシダ、ナンゴクシケチシダ、ホソバシケシダ、セ
イタカシケシダ、ハクモウイノデ、イワヤシダ、イブダケキノボリシ
ダ、ヒロハノコギリシダ、シマシロヤマシダ、ウスバミヤマノコギリ
シダ、イヨクジャク、フクレギシダ、イヌガンソク、コマチイワヒト
デ、ヒトツバイワヒトデ、ホテイシダ、ヒメノキシノブ、ツクシノキ
シノブ、ミヤマノキシノブ、サジラン、ヤノネシダ、アオネカズラ、
イワオモダカ、オオクボシダ、イヌガヤ、イチイ、カヤ、ツチトリモ
チ、キイレツチトリモチ、オニグルミ、ノグルミ、サワグルミ、オオ
バヤシャブシ、ミズメ、クマシデ、ブナ、カシワ、イチイガシ、ハナ
ガガシ、ケヤキ、カタバヤブマオ、クサコアカソ、ケナガバヤブマ
オ、ヤブマオ、ナガバヤブマオ、ムカゴイラクサ、カテンソウ、トウ
カテンソウ、ナガバサンショウソウ、ミズ、ヤマミズ、アオミズ、イ
ラクサ、ナガバノヤノネグサ、サクラタデ、ミヤマタニソバ、タニソ
バ、ハナタデ、マルミノヤマゴボウ、フシグロセンノウ、タチハコ
ベ、ワチガイソウ、ホオノキ、マツブサ、ニッケイ、ケクロモジ、ウ
スゲクロモジ、シロモジ、フサザクラ、シコクフクジュソウ、フジセ
ンニンソウ、サバノオ、サンヨウアオイ、ツクシアオイ、キンチャク
アオイ、ウンゼンカンアオイ、サルナシ、ナガサキオトギリ、ホザキ
ケマン、シマキケマン、ミツバコンロンソウ、ユリワサビ、タチネコ
ノメソウ、ヤマアジサイ、ゴトウヅル、ガクウツギ、ヤハズアジサ
イ、オオチャルメルソウ、ダイモンジソウ、ウチワダイモンジソウ、
ヤマブキ、カナメモチ、ワタゲカマツカ、イヌザクラ、マルバノシャ
リンバイ、ツクシイバラ、ニオイイバラ、ミヤコイバラ、ヤマイバ
ラ、リュウキュウテリハノイバラ、ミヤマフユイチゴ、コジキイチ
ゴ、ウラジロノキ、ジャケツイバラ、フジカンゾウ、ヤブハギ、ミヤ
マトベラ、フジ、コミヤマカタバミ、ナツトウダイ、ヒトツバハギ、
タチバナ、コクサギ、キハダ、チャンチンモドキ、ツタウルシ、チド
リノキ、ツゲモチ、アオハダ、タマミズキ、イワウメヅル、オオツル
ウメモドキ、ニシキギ、オオコマユミ、ツルマサキ、ツルオオバマサ
キ、リュウキュウマユミ、ツリバナ、アオツリバナ、オオクマヤナ
ギ、ケサンカクヅル、ヘラノキ、タイワンアキグミ、モミジカラスウ
リ、ヤマボウシ、コバノハナイカダ、ウド、トチバニンジン、ヤクシ
マセントウソウ、カワラボウフウ、シャクジョウソウ、アキノギンリ
ョウソウ、イチヤクソウ、マルバイチヤクソウ、シロドウダン、ヒメ
マルバサツキ、ミヤマキリシマ、キリシマミツバツツジ、コバノミツ
バツツジ、ミヤマタゴボウ、オニコナスビ、ウスギモクセイ、ツクシ
ガシワ、ヘツカニガキ、ホソバオオアリドオシ、ジュズネノキ、ミヤ
マムグラ、オククルマムグラ、コリンクチナシ、ツルアリドオシ、ヒ
ロハコンロンカ、イナモリソウ、ミサオノキ、オオアカネ、オニルリ
ソウ、ビロードムラサキ、ヒメキランソウ、ヒカゲヒメジソ、トラノ
オジソ、ホソバアキノタムラソウ、キバナアキギリ 

事業実施想定区域
内に主な生育環境
が存在し、その一
部が改変されるこ
とから、生育環境
が変化する可能性
が あ る と 予 測 す
る。 
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第 4.3-12 表(2) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な 
生育環境 種 名 影響の予測結果 

樹 林 

ミヤマコトジソウ、タツナミソウ、シソバタツナミソウ、ケミヤマナ
ミキ、ツルニガクサ、ヤマホオズキ、ヤマホロシ、マルバノホロシ、
コクワガタソウ、トラノオスズカケ、ハグロソウ、シシンラン、キヨ
スミウツボ、キバナコツクバネウツギ、ケハマニンドウ、ミヤマウグ
イスカグラ、テリハコバノガマズミ、オトコヨウゾメ、ツルギキョ
ウ、ツルニンジン、エダウチタニギキョウ、ツクシタニギキョウ、ノ
ブキ、マルバテイショウソウ、ホソバノヤマハハコ、シロヨメナ、ホ
ソバガンクビソウ、バンジンガンクビソウ、コケセンボンギク、ハン
カイソウ、サワギク、ハラン、キバナチゴユリ、ホウチャクソウ、ジ
ャノヒゲ、ツクバネソウ、ナルコユリ、オモト、シオデ、ヤマカシュ
ウ、サツマホトトギス、ホソバシュロソウ、ナベワリ、オオキツネノ
カミソリ、キンバイザサ、キクバドコロ、ヌカボシソウ、トウササク
サ、オオササガヤ、ミヤマササガヤ、フシダカシノ、スズダケ、イヌ
アワ、ビロウ、ヤマコンニャク、ツクシマムシグサ、ヒトヨシテンナ
ンショウ、リュウキュウハンゲ、タイワンスゲ、サナギスゲ、アオバ
スゲ、ナキリスゲ、カタスゲ、コジュズスゲ、ワタリスゲ、ジングウ
スゲ、アブラシバ、マメヅタラン、ムギラン、キリシマエビネ、エビ
ネ、ナツエビネ、キエビネ、キンラン、シュンラン、カンラン、セッ
コク、オサラン、ツチアケビ、カゴメラン、ヒゲナガムカゴトンボ、
ヒゲナガトンボ、ダケトンボ、ヒメノヤガラ、クロムヨウラン、チケ
イラン、セイタカスズムシソウ、ジガバチソウ、フウラン、ムカゴサ
イシン、コケイラン、ガンゼキラン、ジンバイソウ、オオバノトンボ
ソウ、カシノキラン、ナゴラン、コオロギラン、クモラン 

（346 種） 

事業実施想定区域
内に主な生育環境
が存在し、その一
部が改変されるこ
とから、生育環境
が変化する可能性
が あ る と 予 測 す
る。 

草 地 

ヒカゲノカズラ、フユノハナワラビ、ミチヤナギ、アキノミチヤナ
ギ、コギシギシ、カワラナデシコ、フシグロ、ミヤマハコベ、ヤマオ
ダマキ、ハイオトギリ、クモイオトギリ、ギョボク、ハタザオ、ツル
キジムシロ、オヘビイチゴ、ツルキンバイ、タヌキマメ、ヒメノハ
ギ、マルバヤハズソウ、イヌハギ、ヒナノキンチャク、リュウキュウ
シロスミレ、ヒメスミレ、センブリ、ロクオンソウ、イヨカズラ、キ
クムグラ、ヨツバムグラ、キバナカワラマツバ、ハクチョウゲ、ネナ
シカズラ、オオルリソウ、カワリバハマゴウ、キセワタ、ヤマジソ、
ウツボグサ、シコクママコナ、コシオガマ、イヌノフグリ、オミナエ
シ、カノコソウ、ホタルブクロ、キキョウ、センダングサ、ヤブタバ
コ、ツクシアザミ、タカサゴソウ、ハイニガナ、オオユウガギク、チ
ョウセンヤマニガナ、センボンヤリ、シロバナタンポポ、ツクシタン
ポポ、オナモミ、タマムラサキ、ヤマラッキョウ、ヒメホウチャクソ
ウ、ツクシショウジョウバカマ、ノヒメユリ、ヒオウギ、アヤメ、ヒ
メコウガイゼキショウ、ヤマスズメノヒエ、タチカモジグサ、スズメ
ノチャヒキ、チョウセンガリヤス、ウンヌケモドキ、ウンヌケ、カリ
ヤスモドキ、オオイチゴツナギ、コモロコシガヤ、ナガミノオニシ
バ、イトハナビテンツキ、イトテンツキ、クロカワズスゲ、アワボス
ゲ、ヒメジュズスゲ、ケクサスゲ、モエギスゲ、ヤマトキソウ 

（80 種） 

事業実施想定区域
内に主な生育環境
が存在し、その一
部が改変されるこ
とから、生育環境
が変化する可能性
が あ る と 予 測 す
る。 
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第 4.3-12 表(3) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な 
生育環境 種 名 影響の予測結果 

水 辺 
（湿地、池沼） 

シナミズニラ、デンジソウ、アカウキクサ、ハンノキ、ウナギツカ
ミ、サイコクヌカボ、ヤナギヌカボ、シマヒメタデ、ジュンサイ、オ
ニバス、コウホネ、サイコクヒメコウホネ、ヒメコウホネ、ヒツジグ
サ、マツモ、ミズタガラシ、コイヌガラシ、タコノアシ、ハネミイヌ
エンジュ、ウメモドキ、イヌウメモドキ、ハマナツメ、ゴキヅル、ヒ
メミソハギ、エゾミソハギ、ミズキカシグサ、ミズマツバ、オニビ
シ、オグラノフサモ、イヌセンブリ、ヒメシロアサザ、ガガブタ、ホ
ソバノヨツバムグラ、ミズハコベ、ミズネコノオ、コシロネ、ミゾコ
ウジュ、ゴマクサ、マルバノサワトウガラシ、スズメハコベ、ノタヌ
キモ、イヌタヌキモ、ミカワタヌキモ、タヌキモ、ムラサキミミカキ
グサ、シオン、キセルアザミ、マンシュウスイラン、サワオグルマ、
ヘラオモダカ、ウリカワ、マルミスブタ、スブタ、ヤナギスブタ、ク
ロモ、トチカガミ、オオミズオオバコ、ミズオオバコ、シバナ、イト
モ、イバラモ、コバギボウシ、ハナビゼキショウ、タチコウガイゼキ
ショウ、アマノホシクサ、オオホシクサ、イヌノヒゲ、ツクシクロイ
ヌノヒゲ、サツマホシクサ、クロホシクサ、ヒロハイヌノヒゲ、ゴマ
シオホシクサ、ムツオレグサ、ドジョウツナギ、ウシノシッペイ、カ
モノハシ、アシカキ、クサヨシ、ウキシバ、ヒメウキクサ、ミジンコ
ウキクサ、ミクリ、ナガエミクリ、ガマ、アゼナルコ、テキリスゲ、
シラコスゲ、ツクシナルコ、ツルナシオオイトスゲ、ウシクグ、ムギ
ガラガヤツリ、ヤリハリイ、イヌシカクイ、イトイヌノハナヒゲ、コ
イヌノハナヒゲ、ヒメカンガレイ、ツクシアブラガヤ、カガシラ、ケ
シンジュガヤ、カキラン、サギソウ、ミズトンボ 

（102 種） 

事業実施想定区域
内に主な生育環境
が存在せず、事業
の実施による改変
はないことから、
影響はないと予測
する。 

 

水 辺 
（河川） 

サツマヤナギ、タチヤナギ、アキニレ、ヒメバイカモ、カワゴケソ
ウ、カワヂシャ、セキショウモ、コバノヒルムシロ、ササバモ、ホソ
バミズヒキモ、ミズヒキモ、ツツイトモ、カワツルモ、アマモ、トリ
ゲモ、ベンケイヤワラスゲ 
 

（16 種） 

事業実施想定区域
内に主な生育環境
が存在せず、事業
の実施による改変
はないことから、
影響はないと予測
する。 

その他 
（砂浜、露岩地等） 

チャセンシダ、イヌチャセンシダ、ハイコモチシダ、コウラボシ、ヒ
メサジラン、ヒメコマツ、ハマナデシコ、ホソバノハマアカザ、ハマ
ハタザオ、コゴメマンネングサ、ヒメレンゲ、タカネマンネングサ、
アオミヤママンネングサ、イワボタン、ハマゼリ、コダチボタンボウ
フウ、ハマサジ、ハマクワガタ、ハマウツボ、ハマジンチョウ、ウラ
ギク、ノジギク、イズハハコ、カンツワブキ、ヤナギニガナ、ハマタ
マボウキ、ニシノハマカンゾウ、ハイシバ、フサスゲ、オノエテンツ
キ、ナガボテンツキ、ヤリテンツキ、シマテンツキ、イヌノハナヒ
ゲ、オキナワチドリ、ウチョウラン 

（36 種） 

事業実施想定区域
内に主な生育環境
が存在し、その一
部が改変されるこ
とから、生育環境
が変化する可能性
が あ る と 予 測 す
る。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在が植物の重要な種及び重要な群落に与える

影響を評価した。 
 

(2)評価結果 

水辺環境のうち、河川、湿地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改変しないことから、重大な影響はないと評価する。 
樹林、草地及びその他（砂浜、露岩地等）を主な生育環境とする重要な種については、

改変による生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測するが、以下に示す

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現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。 
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 生態系 

1. 調 査 

(1)調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場について、文献その他の資料により分布状況を調査し

た。 
 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 
 

(3)調査結果 

文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場の状況を抽出した。これらの

分布状況等は、第 4.3-4 図のとおりである。 
 

①  環境影響を受けやすい種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 
・事業実施想定区域及びその周囲に分布するまとまりのある自然植生（海岸自然林、

山地自然林） 
 

②  保全の観点から法令等により指定された種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 
・自然公園（川内川流域県立自然公園） 
・保安林 

 
③  法令等により指定されていないが地域により注目されている種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 
・特定植物群落 

 

2. 予 測 

(1)予測手法 

文献その他の資料から抽出した、重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域

との位置関係を整理した。 
 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 
 

(3)予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は、第 4.3-4 図のとおり

である。 
事業実施想定区域には、特定植物群落は分布していない。 
一方で、まとまりのある自然植生（山地自然林）、自然公園及び保安林は、事業実施

想定区域内に含まれる。施設の配置等事業の計画内容によっては、一部が改変されるこ

とにより、生育・生息環境が変化する可能性があると予測する。 
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第 4.3-4 図 重要な自然環境のまとまりの場の状況

「国土数値情報（自然公園地域、森林地域、鳥獣保護区、自

然保全地域データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課

HP、閲覧：平成 29 年 7 月）、「第 2 回 自然環境保全基礎調

査 特定植物群落調査報告書」（環境庁、昭和 53 年）「第 3
回 自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環

境庁、昭和 63 年）「第 5 回 自然環境保全基礎調査 特定植

物群落調査報告書」（環境庁、平成 12 年）、「第 2～5 回自然

環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省、昭和 53 年）

1/50,000 植生図「鹿児島県」の GIS データ（環境省生物多様

性センターHP、閲覧：平成 29 年 7 月）     より作成 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働が重要な自然環境のまと

まりの場に与える影響を評価した。 
 

(2)評価結果 

特定植物群落、紫尾山頂付近の自然林については、事業実施想定区域外であるため、

重大な影響はないと評価する。一方、まとまりのある自然植生（山地自然林）、自然公園

及び保安林の一部は事業実施想定区域に該当すると予測するが、以下に示す事項に留意

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。 
 
・事業実施想定区域には主に樹林が含まれていることから、自然林や二次林、保安林

といった自然環境のまとまりの場を多く残存させるよう検討する。また、保安林に

ついてはやむを得ない場合に限り、法令規則に基づき影響が最小限となるよう風力

発電機の配置位置を検討する。 

・生態系の現況を現地調査等により把握し、また、重要な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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 景 観 

1. 調 査 

(1)調査手法 

主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。 
 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 
 

(3)調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、主要な眺望点及び景観資源の状況を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な眺望点は第 4.3-13 表及び第 4.3-5 図、自

然景観資源は第 4.3-14 表及び第 4.3-6 図のとおりである。 
 

第 4.3-13 表 主要な眺望点 

番号 眺望点 眺望点の概要 

① 高野山公園 

紫尾山系を背景に出水平野、八代海、天草を一望でき、70m のローラ

ースライダーを始めとする数多くの遊具施設がある観光レクリエーシ

ョン公園である。県推奨の「森林浴の森」にも指定されている。春は

桜やツツジの花見、夏はキャンプ、一年を通して利用できるバーベキ

ュー施設などがあり、四季を通して利用されている。 

② 紫尾山 

古くから山伏の修験道の鍛錬の場として知られた名峰で、標高は

1,067m。頂上まで車で登ることができ、山頂には紫尾山公園が整備さ

れている。360 度のパノラマで、天気が良ければ遠くは天草諸島や桜

島、霧島連山が見渡せる。川内川流域県立自然公園にも指定されてい

る。 

③ とうごう五色親水公園 
川内川の支流「田海川」の川縁にある公園。流れのおだやかな田海川

の清流を利用していろいろな川遊びができる自然公園。キャンプ場や

散策道、展望台も整備されている。 

④ 唐浜みなと公園 
薩摩川内市街地の北西部に位置し、白砂浜が約 2 キロに渡って広がる

東シナ海に臨む唐浜海水浴場近くの公園。 

⑤ 道の駅阿久根 
東シナ海を一望できる阿久根市南部の国道 3 号線沿いにあり、物産館

では新鮮な魚介類、野菜、特産品など展示販売されている。 

⑥ 番所丘公園 

阿久根市役所の南西約 1km の丘陵に位置し、市街地や甑島、紫尾山系

など 360 度の眺望が楽しめる。春は桜、秋はコスモスなど、一年を通

して季節の花々が楽しめる。丘のふもとから一直線に上る 365 段の一

年階段のほか、ゴーカートのコースや人工スキー場などの施設も充実

している。 
「薩摩川内市ふるさと景観計画」「薩摩川内市観光物産ガイド」（薩摩川内市 HP） 
「北薩地区 棚田マップ」（棚田等保全協議会かごしま HP） 
「鹿児島県観光サイト」（公益社団法人鹿児島県観光連盟 HP） 
「阿久根市観光サイト」（阿久根市 HP） 
「観光情報」（さつま町 HP） 
「出水ナビ」（出水市 HP） 
「やさしい鹿児島スイスイなび」（鹿児島県 HP） 

（各 HP 閲覧：平成 29 年 7 月）より作成 
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第 4.3-5 図 主要な眺望点

注：図に示す情報の出典は第 4.3-13 表と同様で
ある。 
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第 4.3-14 表 自然景観資源 

区 分 名 称 

火山群 藺牟田火山 

非火山性高原 

上床（寺山） 

下木場高原 

笠山 

亀嶺高原 

非火山性孤峰 丸山 

特徴的な稜線 紫尾山 

断崖・岩壁 天狗鼻 

岩塊斜面・岩海 紫尾山 

岩峰・岩柱 古城滑石 

節理 寺山の板状節理 

峡谷・渓谷 

泊野川渓谷 

大洞渓谷 

熊八重渓谷 

中屋敷渓谷 

自由蛇行河川 川内川の蛇行 

瀞 
ヒグイ 

椎入 

甌穴群 広瀬川流域甌穴群 

滝 

紫尾の滝 

轟滝 

轟脇の滝 

轟の瀬 

市野滝 

千尋の滝 

湯の滝 

天然橋・岩門・石門 石橋観音 

湖沼 

須貫段池 

一角池 

藺牟田池 

江口の湖沼 

寄田の湖沼→小比良池 

久見崎町の湖沼 

みやま池 

砂州 川内川河口 

陸けい砂州 佐潟鼻 

砂丘 
唐浜 

久見崎 

海食崖 長島南端 

潮流・渦流 黒ノ瀬戸 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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第 4.3-6 図 自然景観資源

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報

図」（環境庁、平成元年）     より作成 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業

実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）との位置関係より直接改変の有無

を予測した。 

 

②  主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによる

コンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域とし

て予測した。予測にあたり、風力発電機の高さは地上 148.0mとした。また、可視領域

図は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）に 100m 間隔で風力発電

機を仮配置し、国土地理院の基盤地図情報（10m 標高メッシュ）を用いて作成した。 

 

③  主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）のうち、各眺望点の最寄り

の地点に風力発電機が配置されると仮定した。風力発電機の高さは地上 148.0mとし、

各眺望点と事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）の最寄り地点まで

の最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ（最大垂直視野角）について予測した。 

なお、風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、風力発電機の手前に

存在する樹木や建物等の遮蔽物及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性」

の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

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予測する。 

景観資源のうち、「泊野川渓谷」及び「市野滝」以外は、いずれも事業実施想定区

域（風力発電機の設置対象外を除く。）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予測する。「泊野川渓谷」及び「市野滝」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。）と重複しているが、直接的な改変

は行わないため、重大な影響はないと予測する。 

 

②  主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲の可視領域は、第 4.3-7 図のとおりである。 
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主要な眺望点のうち、「紫尾山」、「とうごう五色親水公園」、「唐浜みなと公園」、

「道の駅阿久根」及び「番所丘公園」からは、風力発電機が視認される可能性がある

と予測する。一方、「高野山公園」からは風力発電施設が視認される可能性が小さい

と予測する。 
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第 4.3-7 図 主要な眺望点の周囲の可視領域 

注：図に示す情報の出典は第 4.3-13 表と同様で
ある。 
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③  主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは第 4.3-15 表のとおりである。 

最も近くに位置する眺望点は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除

く。）より約 1.4kmの距離に位置する「紫尾山」で、風力発電機の見えの大きさ（垂直

視野角）は最大約 6.0 度と予測する。最も遠くに位置する「唐浜みなと公園」までの

距離は約 7.1km で、風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）は最大約 1.2 度と予測

する。 
 
第 4.3-15 表 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ（予測） 

番

号 
主要な眺望点 

主要な眺望点から事業実施想定区域

（風力発電機の設置対象外を除く。）

の最寄り地点までの距離 
(km) 

風力発電機の見えの大きさ 
(最大垂直視野角) 

(度) 

① 高野山公園 約 6.1 約 1.4 

② 紫尾山 約 1.4 約 6.0 

③ とうごう五色親水公園 約 5.8 約 1.5 

④ 唐浜みなと公園 約 7.1 約 1.2 

⑤ 道の駅阿久根 約 2.1 約 4.1 

⑥ 番所丘公園 約 6.5 約 1.3 

注：1．風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、最大垂直視野角を計算した。 
  2．風力発電機の手前に存在する樹木や建物等及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視認可

能性」の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 
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なお、参考として、見えの大きさ（垂直視角）について、「自然との触れ合い分野

の環境影響評価技術（Ⅱ） 調査・予測の進め方について ～資料編～」（環境省 自

然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）における知見は

第 4.3-16 表及び第 4.3-8 図のとおりである。 
 

第 4.3-16 表 見えの大きさ（垂直視角）について（参考） 

人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ（熟視角）は、研究例によって解釈

が異なるが、一般的には 1～2 度が用いられている。 

垂直見込角 ※の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の

見込角が 2 度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。 
 

表 垂直視角※と送電鉄塔の見え方（参考） 

垂直視角 鉄塔の場合の見え方 

0.5 度 輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1 度 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 

1.5～2 度 
シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。

シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気になら

ない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3 度 比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6 度 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見えるよ

うになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

10～12 度 
眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の

景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20 度 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年）より作成〕 

「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について ～資料編～」 
（環境省 自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年） より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について ～資料編～」 
（環境省 自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年） より作成 

第 4.3-8 図 見えの大きさ（垂直視角）について（参考）  

                                                        
※参考として掲載している文献等において使用されている「垂直視角」及び「垂直見込角」の用語は、本図

書において使用している「垂直視野角」の用語と同意義である。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

①  主要な眺望点及び景観資源の直接改変の程度 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

に含まれず、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。 

景観資源のうち、「泊野川渓谷」及び「市野滝」以外は、いずれも事業実施想定区

域（風力発電機の設置対象外を除く。）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。「泊野川渓谷」及び「市野滝」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。）と重複しているが、直接的な改変

は行わないため、重大な影響はないと評価する。 

 

②  主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、「紫尾山」、「とうごう五色

親水公園」、「唐浜みなと公園」、「道の駅阿久根」及び「番所丘公園」から風力発電機

が視認される可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の

見え方（参考）」（第 4.3-16 表）によると、最も近い「紫尾山」からの風力発電機の見

えの大きさは、配置によっては「やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構

図を乱す）。架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。」程

度となる可能性がある。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下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。 

・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。 

 

③  「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」における評価 

今後の事業計画の具体化にあたっては、鹿児島県が平成 22 年に策定した「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」（以下「ガイドライン」とい

う。）との整合に留意し、関係機関との協議を行う。ガイドラインに定める手順や基

準に則ることにより、さらに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。  
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 総合的な評価 

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、第 4.4-1 表のとおりである。 

騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系及び景観については、今後の環境

影響評価における現地調査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する。 

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

るものとする。 
 

第 4.4-1表(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 899 戸の住

宅等が存在している。また、住宅以外の

環境保全上配慮すべき施設については、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外を除く。）から 2.0km 内に合計 5 戸

存在しており、最短距離は薩摩川内市西

方診療所、西風園及び特別養護老人ホー

ムはまかぜで約 1.6km である。 
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。 

・環境保全上配慮すべき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 899 戸の住

宅等が存在している。また、住宅以外の

環境保全上配慮すべき施設については、

事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外を除く。）から 2.0km 内に合計 5 戸

存在しており、最短距離は薩摩川内市西

方診療所、西風園及び特別養護老人ホー

ムはまかぜで約 1.6km である。 
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。 

・環境保全上配慮すべき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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第 4.4-1表(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 

水辺環境のうち、水田、河川、池沼等を

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改変しない

ことから、重大な影響はないと評価する。 
一方、樹林及び草原、湿地等を主な生息

環境とする重要な種については、改変によ

る生息環境の変化に伴う影響が生じる可能

性があるが、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、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモ

リが事業実施想定区域上空を利用すること

等を加味した影響を予測するには、風力発

電機の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、適切に調査及び予測・評

価を実施する。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握

し、また、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し、必要に応

じて環境保全措置を検討する。 
・特に、ヒアリングで情報の得られたクマタ

カ、サシバ、ハヤブサ等の猛禽類について

は、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境

省、平成 24 年）及び「サシバの保護の進め

方」（環境省、平成 25 年）に準拠して生息

状況を調査し、影響予測を行う。また、サ

シバやツル類、小鳥類等の渡り鳥の移動ル

ートにも留意し、移動状況を把握できるよ

う調査を実施し、予測を行う。 
・さらに、コウモリ類については、準拠すべ

き文献はないものの、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

言及した調査を実施し、予測を行う。 

植 物 

水辺環境のうち、河川、湿地を主な生育

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改変しないことか

ら、重大な影響はないと評価する。 
樹林、草地及びその他（砂浜、露岩地

等）を主な生育環境とする重要な種につい

ては、改変による生育環境の変化に伴う影

響が生じる可能性があると予測するが、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現況を現地

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。 

生態系 

特定植物群落、紫尾山頂付近の自然林に

ついては、事業実施想定区域外であるた

め、重大な影響はないと評価する。 
一方、まとまりのある自然植生（山地自

然林）及び自然公園及び保安林の一部は事

業実施想定区域に該当すると予測するが、

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。 

・事業実施想定区域には主に樹林が含まれて

いることから、自然林や二次林、保安林と

いった自然環境のまとまりの場を多く残存

させるよう検討する。また、保安林につい

てはやむを得ない場合に限り、法令規則に

基づき影響が最小限となるよう風力発電機

の配置位置を検討する。 
・生態系の現況を現地調査等により把握し、

また、重要な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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第 4.4-1表(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程度 
主要な眺望点は、いずれも事業実施想定

区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

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、「泊野川渓谷」及び

「市野滝」以外は、いずれも事業実施想定

区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

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。「泊

野川渓谷」及び「市野滝」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。）と重複しているが、直接的な改

変は行わないため、重大な影響はないと評

価する。 

 

②主要な眺望景観の変化の程度 
主要な眺望点からの風力発電機の視認可

能性について、「紫尾山」、「とうごう五色

親水公園」、「唐浜みなと公園」、「道の駅阿

久根」及び「番所丘公園」から風力発電機

が視認される可能性があると予測する。 
主要な眺望点からの風力発電機の見えの

大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の

見え方（参考）」（第 4.3-16 表）によると、

最も近い「紫尾山」からの風力発電機の見

えの大きさは、配置によっては「やや大き

く見え、景観的にも大きな影響がある（構

図を乱す）。架線もよく見えるようにな

る。圧迫感はあまり受けない（上限か）。」

程度となる可能性がある。 
今後の環境影響評価手続き及び詳細設計

においては、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。 

・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。 

③「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」における評価 
「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」を踏まえ、ガイ

ドラインに定める手順や基準に則ることに

より、さらに、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。 

・今後の事業計画の具体化にあたっては、鹿

児島県が平成 22 年に策定した「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」との整合に留意し、関係機関と

の協議を行う。 
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