
法令等の名称 許認可・届出の名称等 手続きの窓口 電話番号

国土利用計画法
土地に関する権利の移転等の許
可、届出

伊佐市企画政策課 0995-23-1311

大規模取引等事前
指導要綱

事前指導の申出（任意制） 県地域政策課　土地対策係 099-286-2438

鹿児島県土地利用
対策要綱

土地利用協議 県地域政策課 土地対策係 099-286-2438

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

風力発電施設の建設等に関する景
観形成ガイドラインの基準に関する
協議

県エネルギー政策課
再生可能エネルギー推進係
伊佐市企画政策課

099-286-2431

0995-23-1311

環境影響評価法
鹿児島県環境影響
評価条例

環境影響評価の実施
経済産業省 電力安全課
県環境林務課 企画調整係

03-3501-1742
099-286-3332

一般廃棄物処理業の許可

一般廃棄物処理施設の設置許可

産業廃棄物処理業の許可

産業廃棄物処理施設の設置許可

鹿児島県産業廃棄
物等の処理に関す
る指導要綱

産業廃棄物処理施設等の設置及
び県外産業廃棄物の搬入に係る事
前協議

県廃棄物・リサイクル対策課 099-286-2111

自然環境保全法
鹿児島県自然環境
保全条例

自然環境保全地域内での行為の許
可、届出
開発行為の届出

環境省 九州地方環境事務所
国立公園課
県自然保護課 自然公園係

096-322-2412
099-286-2617

自然公園法
県立自然公園条例

自然公園内での行為の許可、届出
環境省 九州地方環境事務所
 野生生物課

096-322-2413 

鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律

特別保護地区内での行為の許可
環境省 九州地方環境事務所
 野生生物課

096-322-2413 

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

生息地等保護区内の許可、届出
環境省 九州地方環境事務所
 野生生物課

096-322-2413 

鹿児島県希少野生
動植物の保護に関
する条例

指定希少野生動植物捕獲等の許
可

県自然保護課 野生生物係 099-286-2616

水質汚濁防止法 特定施設の設置の届出
姶良・伊佐地域振興局
保健福祉環境部衛生・環境課

0995-44-7959

土地の形質変更の届出

自主調査による区域の指定申請

099-286-2111

伊佐市環境政策課 0995-23-1311

県廃棄物・リサイクル対策課

別表１　再生可能エネルギー発電設備の設置に関する主な関係法令・窓口一覧

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

099-286-2629土壌汚染対策法 県環境保全課 水質係



法令等の名称 許認可・届出の名称等 手続きの窓口 電話番号

ばい煙発生施設設置の届出

一般粉じん発生施設設置等の届出

特定粉じん排出等作業の実施の届
出

特定工場における
公害防止組織の整
備に関する法律

公害防止管理者等の選任届 県環境保全課 環境管理係 099-286-2624

騒音規制法
特定施設設置、特定建設作業実施
の届出

伊佐市環境政策課 0995-23-1311

振動規制法
特定施設設置、特定建設作業実施
の届出

伊佐市環境政策課 0995-23-1311

ばい煙、粉じんに係る特定施設設
置の届出

騒音に係る特定施設設置、特定建
設作業実施の届出

悪臭に係る特定施設設置の届出

汚水に係る特定施設設置の届出

工場等の新増設の協議

温泉法
温泉掘削の許可
温泉の増掘、動力装置の設置許可

県生活衛生課 温泉営業係 099-286-2784

工場立地法 工場、事務所の新設、増設の届出 伊佐市企画政策課 0995-23-1311

農業振興地域の整
備に関する法律

市町村農業振興地域整備計画変
更の申出

伊佐市農政課 0995-23-1311

農地転用の制限

農地等の転用目的のための権利移
動の制限

鹿児島県土地改良
財産の管理及び処
分に関する条例

土地改良財産の他目的使用及び
改築の承認

姶良・伊佐地域振興局
建設部建設総務課

0995-63-8351

林地開発の許可

林地開発行為の連絡調整

森林の土地の所有者届出

伐採及び伐採後の造林の届出

保安林解除の申請

保安林内立木伐採許可の申請

保安林内立木伐採届出

保安林内作業許可の申請

農地法

森林法

0995-23-1311

099-286-2627大気汚染防止法

鹿児島県公害防止
条例

伊佐市農業委員会事務局

県環境保全課 大気係

姶良・伊佐地域振興局
農林水産部林務水産課

伊佐市林務課

0995-63-8164

0995-23-1311

県環境保全課
大気係
水質係

099-286-2627
099-286-2629



法令等の名称 許認可・届出の名称等 手続きの窓口 電話番号

道路の占用許可

道路予定区域の行為許可

道路の工事施行承認

河川の流水の占用の許可又は登録

河川区域内の土地の占用許可

河川区域内の土石等の採取許可

河川区域内の工作物の新築等の許
可

河川区域内の土地の掘削等の許可

河川保全区域内又は河川予定地
内の行為の制限

砂防法 砂防指定地内行為許可
姶良・伊佐地域振興局
建設部建設総務課

0995-63-8351

急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に
関する法律

急傾斜地崩壊危険区域内の行為
許可

姶良・伊佐地域振興局
建設部建設総務課

0995-63-8351

土砂災害特別警戒区域内の特定
開発行為許可

県砂防課 管理係 099-286-3616

土砂災害特別警戒区域内の居室を
有する建築物に対する建築確認申
請

姶良・伊佐地域振興局建設部
伊佐市駐在

0995-23-5155

地すべり等防止法 地すべり防止区域内行為許可
姶良・伊佐地域振興局
建設部建設総務課

0995-63-8351

都市計画法 開発行為の許可 鹿児島県土木部建築課 099-286-2111

建築基準法 建築確認申請、完了検査申請
姶良・伊佐地域振興局建設部
伊佐市駐在

0995-23-5155

航空法
制限表面に抵触する物件に対する
設置承認

国土交通省 大阪航空局
鹿児島空港事務所
県港湾空港課 調整係

0995-58-4440
099-286-3653

工事中に遺跡が発見された場合の
届出、通知（96条・97条関係）

史跡、名称、天然記念物指定地等
における現状変更の制限

鹿児島県文化財保
護条例

現状変更等の制限
教育庁文化財課
指定文化財係
埋蔵文化財係

099-286-5355
099-286-5357

周知の埋蔵文化財包蔵地内におけ
る土木工事の事前届出（93条・94条
関係）

0995-63-8351

0995-23-1311

文化財保護法

河川法

土砂災害警戒区域
等における土砂災
害防止対策の推進
に関する法律

姶良伊佐地域振興局
建設部建設総務課

伊佐市建設課

道路法

姶良・伊佐地域振興局
建設部建設総務課

伊佐市建設課

0995-63-8351

0995-23-1311

伊佐市教育委員会
社会教育課

0995-23-1311



法令等の名称 許認可・届出の名称等 手続きの窓口 電話番号

工事計画の届出

使用前自己確認の届出

主任技術者の選任及び届出

保安規程の届出

溶接事業者検査

使用前安全管理検査

定期安全管理検査

供給計画の届出 電力広域的運営推進機関 03-6632-0903

消防法 消防法に基づく申請等 伊佐市総務課 0995-23-1311

道路使用許可 伊佐警察署 0995-22-0110

制限外積載許可手続
車両の出発地を管轄する警察
署

各警察署

景観法 景観法等に基づく届出 伊佐市企画政策課 0995-23-1311

水産資源保護法 保護水面内での工事許可 水産庁栽培養殖課 03-6744-2385

高圧ガス保安法 高圧ガス貯蔵所設置許可・届出 県消防保安課 保安係 099-286-2262

準用事業開始届出書

設備設置（変更）報告書

土地区画整理法
土地区画整理事業の施行地区内
における建築行為等の許可

伊佐市建設課 0995-23-1311

電波法
伝搬障害防止区域における高層建
築物等に係る届出

九州総合通信局
無線通信部 陸上課

096-326-7859

092-482-5519

経済産業省
九州産業保安監督部 保安課

092-482-5527ガス事業法

道路交通法

経済産業省
九州産業保安監督部
電力安全課

電気事業法

経済産業省
九州産業保安監督部
電力安全課
登録安全管理審査機関

092-482-5519


