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1．会社概要（事業者プロフィール）

社名 自然電力株式会社

設立 2011年6月

所在地 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目1番6号福岡大濠ビル3階

代表取締役 磯野謙、川戸健司、長谷川雅也

従業員数 265名（2022年1月1日時点）

資本金 607,149,150円 （資本準備金含む）

事業内容
太陽光・風力・小水力・バイオマス等の自然エネルギー発電所の
発電事業、個人・法人向け電力小売事業 等
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1．会社概要（グループ実績）
（2021年2月末時点）

保守・点検 発電所資産管理
保守・点検 発電所資産管理（うち風力 271MW）

開発実績
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2．事業計画の概要（事業内容及び目的）

名称 （仮称）京丹後市磯砂山風力発電所

原動力の種類 風力（陸上）

場所 京都府京丹後市峰山町、大宮町 付近

規模 最大出力 58,800kW（最大14基）

風車出力 4,200kW程度

目的

環境負荷の少ない再生可能エネルギーを供給すること
で、事業を通して地域社会及び地域産業の健全な発展
や、わが国のエネルギーの自給率向上、地球温暖化対
策に寄与することを目的とする。
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※現時点の計画であり、今後の環境影響評価等により変更の可能性がございます。



画像：国土地理院
※現時点の計画であり、今後の環境影響評価等により変更の可能性がございます。

2．事業計画の概要（計画位置図）

凡 例

事業実施想定区域（約971ha）

風力発電機の
設置予定範囲（約71ha）
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※現時点の計画であり、今後の環境影響評価等により変更の可能性がございます。

画像：Google Earth

2．事業計画の概要（計画位置航空写真）

凡 例

事業実施想定区域（約971ha）

風力発電機の設置予定範囲（約71ha）
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2．事業計画の概要（事業実施想定区域の選定経緯）
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2．事業計画の概要（風況条件の確認）

事業実施想定区域付近における地上高30mでの風速
（出典：「局所風況マップ」NEDO）

凡 例

事業実施想定区域

風力発電機の
設置予定範囲

NEDO局所風況マップより、好風況地点を確認
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2．事業計画の概要（社会インフラ整備状況の確認）
一般国道、主要地方道、一般府道等の既存道路を確認

9

ｖ

ｖ



2．事業計画の概要（法令等による制約の確認）
国定公園、急傾斜地崩壊危険区域を除外
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2．事業計画の概要（住宅等への配慮）
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学校、保育所、福祉施設及び住宅等から半径500m以内を除外



※現時点の計画であり、調査結果等により変更となります。

直径約130m

約110m

地上約175m

2．事業計画の概要（風力発電機の概要）
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2．事業計画の概要（工事計画の概要）

※現時点の計画であり、調査結果等により変更となります。

＜主な工事内容＞
○ 造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、

基礎工事等

○ 電気・計装工事：送電線工事、所内配電線工事、変電所工事、
建屋電気工事・計装工事

○ 据付工事：風力発電機据付工事（輸送含む。）

＜工事工程＞
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※現時点の計画であり、調査結果等により変更となります。

2．事業計画の概要（輸送計画）
舞鶴港より輸送予定
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2．事業計画の概要（周辺の他事業）
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（最大7,490kW）

（最大51,600kW）

（最大64,500kW）



3．事業実施想定区域及びその周囲の概況
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※「地域森林計画の対象民有林」を追加予定



4．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
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※「水環境」
配慮書時点では具体的な工事計画が定
まっていないことから選定項目として
いませんが、方法書以降の手続きにお
いて調査、予測、評価を実施します。

※「重要な地形及び地質」
経済産業省「発電所に係る環境影響評
価の手引」の中で最新の文献その他の
資料として挙げられている文献の情報
を踏まえ、計画段階配慮事項として選
定しておりません。
ただし、環境影響評価とは別に林地開
発許可制度の手続きの中で厳正な審査
を受けるとともに、現地において設計
上必要な調査を行ったうえで開発行為
による災害を発生させるおそれのない
事業計画を検討します。

※工事の実施にともなう環境要素は、
工事計画の熟度が高まった方法書段階

において選定します。
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風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

騒音及び超低周波音/風車の影の調査、予測
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評価結果

風力発電機の設置予定範囲から、配慮
が特に必要な施設等までの最短距離は、
住宅等は約1.1km、住宅等以外は約2.0km 
である。また、事業実施想定区域から
2.0kmの範囲における配慮が特に必要な施
設等は合計487 戸、このうち住宅等が486 
戸、住宅等以外が1 戸である。
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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 配慮が特に必要な施設等からの距離
に留意して、風力発電機の配置及び
機種を検討する。

• 「風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）等を参考に現地調査を実施する。
現地調査結果を基に、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。そ
のうえで、騒音及び超低周波音の影
響の程度を把握
し、必要に応じて風力発電機の配置
及び機種を検討する。予測計算に際
しては、地形による回折効果、空気
吸収による減衰及び地表面の影響に
よる減衰を考慮する。

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

騒音及び超低周波音の評価
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4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

風車の影の評価

評価結果

風力発電機の設置予定範囲から、配慮
が特に必要な施設等までの最短距離は、
住宅等は約1.1km、住宅等以外は約2.0km 
である。また、事業実施想定区域から
2.0kmの範囲における配慮が特に必要な施
設等は合計487 戸、このうち住宅等が486 
戸、住宅等以外が1 戸である。
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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 配慮が特に必要な施設等からの距離
に留意して、風力発電機の配置及び
機種を検討する。

• 風車の影の影響範囲及び時間を数値
シミュレーションにより把握し、必
要に応じて風力発電機の再配置等の
環境保全措置を実施する。
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➀重要な種

• 哺乳類：10種

• 鳥類：133種

• 爬虫類：11種

• 両生類：15種

• 昆虫類：91種

• 魚類：23種

• 底生動物：6種

➁注目すべき生息地

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

動物の調査、予測
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評価結果

河川や池沼等の水域や水辺・湿地を主な生息環境
とする重要な種については、事業実施想定区域に主
な生息環境が存在するが、河川や池沼等の水域や水
辺・湿地は、直接改変を行わないことから、直接改
変により生息環境が変化する可能性は低く、重大な
影響はないと評価する。ただし、今後検討する工事
計画によっては、濁水の流入等の間接的な影響が生
じる可能性が考えられる。
樹林、草地、耕作地やその他（崖地、岩上、岩場

等）を主な生息環境とする重要な種については、事
業実施想定区域内に主な生息環境が存在し、その一
部が直接改変される可能性があることから、生息環
境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。
なお、事業実施想定区域上空を飛翔する可能性が

ある
コウモリ類や鳥類については、施設の稼働に伴いバ
ットストライク及びバードストライクが生じる可能
性がある。
しかしながら、事業計画の熟度が高まる方法書以

降の環境影響評価手続きにおいて、右記に示す事項
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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 動物の生息状況を現地調査等により把握し、
得られた調査結果を基に、重要な種への影
響の程度を適切に予測し、必要に応じて環
境保全措置を実施する。

• クマタカ、オオタカ、サシバ等の希少猛禽
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）
等に準拠して生息状況を調査し、適切に影
響予測を行う。

• 猛禽類やガン・カモ・ハクチョウ類等の渡
り鳥のほか、コウノトリの移動ルートにも
留意し、移動状況を把握できるよう調査を
実施し、適切に影響予測を行う。

• コウモリ類については、捕獲などの調査に
よるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度に
も留意した調査を実施し、適切に影響予測
を行う。

• コウモリ類及び鳥類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
査及び影響予測を行う。

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

動物（➀重要な種）の評価
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評価結果

注目すべき生息地については、善王寺長岡アベサ
ンショウウオ生息地保護区、アベサンショウウオ基
準産地、丹後・但馬地域のアベサンショウウオの生
息地は事業実施想定区域外であることから、直接
改変により生息環境が変化する可能性は低く、重大
な影響はないと評価する。
一方、生物多様性保全上重要な里地里山の大宮町

善王寺地区及び峰山町長岡地区、生物多様性の保
全の鍵になる重要な地域（KBA）の丹後半島、「環
境アセスメントデータベースセンシティビティマ
ップ」の注意喚起レベルC は事業実施想定区域に存
在する。生物多様性の保全の鍵になる重要な地域
（KBA）の丹後半島には、IUCNのレッドリストの地
域絶滅危惧種CR に指定されているアベサンショウ
ウオが生息しており、改変により生息環境が変化す
る可能性がある。また「環境アセスメントデータベ
ースセンシティビティマップ」（環境省HP、閲
覧：令和3 年12 月）の注意喚起レベルC はクマタカ
が生息していることから、改変により生息環境が変
化する可能性がある。
しかしながら、事業計画の熟度が高まる方法書以

降の環境影響評価手続きにおいて、右記に示す事項
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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 動物の生息状況を現地調査等により
把握し、得られた調査結果を基に、
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
全措置を実施する。

• アベサンショウウオについては、専
門家への意見聴取を行った上で生息
状況を調査し、適切に影響予測を行
う。

• クマタカについては、「猛禽類保護
の進め方（改訂版）」（環境省、平
成24 年）に準拠して生息状況を調
査し、適切に影響予測を行う。

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

動物（➁注目すべき生息地）の評価

※下線部につき修正の可能性あり
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➀重要な種

• 103科416種を確認。

• 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。

➁重要な群落

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

植物の調査、予測
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4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

植物（➀重要な種）の評価

評価結果

河川や池沼等の水域や水辺・湿地を主
な生育環境とする重要な種については、
事業実施想定区域に主な生育環境が存在
するが、河川や池沼等の水域や水辺・湿
地は、直接改変を行わないことから、直
接改変により生息環境が変化する可能性
は低く、重大な影響はないと評価する。
ただし、今後検討する工事計画によって
は、濁水の流入等の間接的な影響が生じ
る可能性が考えられる。
樹林、草地、耕作地やその他（崖地、

岩上、岩場等）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
に主な生育環境が存在し、その一部が直
接改変される可能性があることから、生
育環境の変化に伴う影響が生じる可能性
がある。
しかしながら、事業計画の熟度が高ま

る方法書以降の環境影響評価手続きにお
いて、右記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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 植物の生育状況を現地調査により把
握し、得られた調査結果を基に、重
要な種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。

• 土地の改変による濁水等の流入が生
じないような計画や工法について検
討し、重要な種の生育環境への影響
の低減を図る。
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4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

植物（➁重要な群落）の評価

評価結果

特定植物群落の「大宮町のアカマツ林」は事業実施想
定区域外であることから、直接改変により生育環境が変
化する可能性は低く、重大な影響はないと評価する。な
お、「植物群落レッドデータ・ブック」(NACS-J,WWF
Japan、平成8 年)に掲載されている植物群落として、京
丹後市（旧中郡大宮町）のアカマツ林の1 件が挙げられ
ており、特定植物群落の「大宮町のアカマツ林」と同
一と考えられる。
「京都府レッドデータブック2015」（京都府HP、閲

覧：令和3 年12 月）の地域生態系－京都府内の保護上
重要な植物群落に掲載されている植物群落については、
詳細な位置情報は示されていないものの、府内での分布
として掲載されているおおよその位置情報より、すべて
事業実施想定区域外であると考えられることから、直接
改変による重大な影響はないと評価する。また、自然植
生（植生自然度10 及び植生自然度9）についても、事業
実施想定区域外であることから、直接改変による重大な
影響はないと評価する。
上記に加え、事業計画の熟度が高まる方法書以降の環

境影響評価手続きにおいて、右記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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 自然植生（植生自然度10 及び植生
自然度9）などの重要な群落の分布
状況を現地調査により把握し、得ら
れた調査結果を基に、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。



27※差替え予定

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

生態系の調査、予測

※差替え予定
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4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

生態系の評価

評価結果

自然植生、自然公園（丹後天橋立大江山国
定公園）、特定植物群落、天然記念物（生息
地、植物）、生物多様性の観点から重要度の
高い湿地、生息地等保護区（善王寺長岡アベ
サンショウウオ生息地保護区）については、
事業実施想定区域外であるため、直接改変を
行わないことから、重大な影響はないと評価
する。
一方、事業実施想定区域に含まれる、保安

林、巨樹・
巨木林、生物多様性保全上重要な里地里山、
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域
（KBA）の一部は事業実施想定区域に含まれ
ることから、施設の配置などの事業計画の内
容によっては、一部が直接改変されることに
より、重要な自然環境のまとまりの場の面積
が減少することによる影響が生じる可能性が
ある。
しかしながら、事業計画の熟度が高まる方

法書以降の環境影響評価手続きにおいて、右
記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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 動物や植物の現況を現地調査により
把握し、得られた調査結果を基に、
重要な自然環境のまとまりの場への
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実施する。

• 事業実施想定区域には主に樹林が分
布していることから、現地の状況を
踏まえて保安林など自然環境のまと
まりの場を多く残存させるよう検討
する。
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4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

景観の調査、予測



30

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

景観の評価

評価結果

主要な眺望点及び景観資源について、
いずれも事業実施想定区域に含まれず、
直接的な改変は生じないことから、重大
な影響はないと評価する。
また、主要な眺望景観の変化に影響す

る可能性はあるが、今後の環境影響評価
手続き及び詳細設計において、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と評価する。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 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、
風力発電機の配置及び高さを検討す
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自然になじみ
やすい色（環境融和塗色）にするこ
とを検討する。
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4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

人と自然との触れ合いの活動の場の調査、予測
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評価結果

「磯砂山」以外の地点については、い
ずれも事業実施想定区域に含まれず、直
接的な改変は生じないことから重大な影
響はないと評価する。
「磯砂山」については、一部に直接的

な改変が生じる可能性があるが、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。

方法書以降の手続き等における
留意事項

• 「磯砂山」をはじめ、事業実施想定
区域及びその周囲の主要な人と自然
との触れ合いの活動の場について、
利用環境及び利用状況等の現況調査
を実施し、今後の事業計画を検討す
る際はそれらの結果を踏まえるとと
もに、適切な環境保全措置を検討す
る。

4．計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果

人と自然との触れ合いの活動の場の評価


