
3-94 

(112) 

3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

 (1) 人口の状況 

小樽市及び余市町における平成 27 年～31 年の人口は、表 3.2-1 のとおりである。人口及び世

帯数は、いずれの市町においても減少傾向がみられる。 

 

表 3.2-1 人口(住民基本台帳人口)及び世帯数の推移 

(1 月 1 日時点) 

市名 年 
人口(人) 

世帯数 
男 女 計 

小樽市 

平成 27 年 56,461 68,567 125,028 65,817 

平成 28 年 55,515 67,412 122,927 65,298 

平成 29 年 54,483 66,286 120,769 64,818 

平成 30 年 53,652 65,296 118,948 64,462 

平成 31 年 52,536 63,993 116,529 63,709 

余市町 

平成 27 年 9,334 10,818 20,152 10,146 

平成 28 年 9,214 10,665 19,768 10,117 

平成 29 年 9,077 10,540 19,617 10,060 

平成 30 年 8,888 10,350 19,238 9,986 

平成 31 年 8,744 10,150 18,894 9,927 
出典：「住民基本台帳人口及び世帯数」 

(平成 27 年～平成 31 年、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/900brr/index2.htm) 
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 (2) 産業の状況 

  (a) 産業構造及び産業配置 

小樽市及び余市町における平成 27 年の産業別就業者数は、表 3.2-2 に示すとおりである。 

小樽市では「卸売業、小売業」、「医療、福祉」、余市町では「卸売業、小売業」、「農業、林業」

及び「医療、福祉」の就業人口比率が高い。 

 

表 3.2-2 産業別就業者数(平成 27 年) 

部門 大分類 
小樽市 余市町 

(人) (％) (人) (％) 

第 1 次産業 
農業、林業 362 0.7 1,335 14.9 

漁業 348 0.7 153 1.7 

第 2 次産業 

鉱業、採石業、砂利採取業 19 0.0 11 0.1 

建設業 3,698 7.2 704 7.9 

製造業 5,192 10.1 776 8.7 

第 3 次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 278 0.5 50 0.6 

情報通信業 529 1.0 23 0.3 

運輸業、郵便業 3,567 7.0 359 4.0 

卸売業、小売業 9,296 18.1 1,479 16.5 

金融業、保険業 1,047 2.0 155 1.7 

不動産業、物品賃貸業 826 1.6 82 0.9 

学術研究、専門・技術サービス業 980 1.9 169 1.9 

宿泊業、飲食サービス業 3,862 7.5 407 4.6 

生活関連サービス業、娯楽業 2,149 4.2 298 3.3 

教育、学習支援業 2,046 4.0 449 5.0 

医療、福祉 8,562 16.7 1,384 15.5 

複合サービス事業 486 0.9 171 1.9 

サービス業(他に分類されないもの) 3,952 7.7 450 5.0 

公務(他に分類されるものを除く) 1,928 3.8 456 5.1 

分類不能の産業 2,190 4.3 27 0.3 

総数 51,317 100.0 8,938 100.0 

注)1.比率(%)については、小数点以下を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典：「平成 27 年国勢調査 就業状態等基本集計」(総務省統計局ホームページ  

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka.htm) 
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  (b) 生産品目、生産量及び生産額 

  ① 農業 

小樽市及び余市町における平成 30 年の農業産出額は、表 3.2-3 に示すとおりである。 

小樽市では「野菜」、余市町では「果実」、「野菜」の産出額が多い。 

 

表 3.2-3 農業産出額(平成 30 年) 

(単位：千万円) 

種別 小樽市 余市町 

耕種 

米 1 3 

麦類 - - 

雑穀 0 0 

豆類 0 1 

いも類 1 3 

野菜 46 165 

果実 3 174 

花き 3 x 

工芸農作物 0 0 

その他 0 x 

畜産 

肉用牛 - - 

乳用牛 0 15 

 生乳 x x 

豚 - x 

鶏 - 1 

 
鶏卵 - 1 

ブロイラー - - 

その他畜産物(養蚕含む。) - x 

加工農産物 - - 

合計 54 430 
注)1.「0」は単位に満たないもの、「－」は事実のないもの及び「x」は個人又は法人その他の団体に関する

秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。 

注)2.統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典：「平成 30 年市町村別農業産出額（推計）」(農林水産省ホームページ  

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500249&tstat=00

0001108355&cycle=7&tclass1=000001108375&tclass2=000001138287&cycle_facet=cycle) 

 

  ② 林業 

小樽市及び余市町における平成27年の所有形態別林野面積は、表 3.2-4に示すとおりであり、

小樽市では民有林、余市町では国有林が多い。 

 

表 3.2-4 所有形態別林野面積(平成 27 年) 

(単位：ha) 

区分 小樽市 余市町 

合 計 16,374 9,671 

国 有 6,634 6,104 

民 有 小 計 9,740 3,567 

 独立行政法人等 51 5 

 公 有 640 273 

 私 有 9,049 3,289 

出典：「2015 年農林業センサス報告書 第 1 巻 都道府県別統計書（北海道）」 

(農林水産省ホームページ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1

&layout=datalist&toukei=00500209&tstat=000001032920&cycle=0&tclass1=0000

01077437&tclass2=000001077396&tclass3=000001093235&tclass4=000001093236)
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  ③ 水産業 

小樽市及び余市町における平成 30 年の漁業種類別漁獲量は、表 3.2-5 に示すとおりであり、

漁獲量は、小樽市が 13,191t、余市町が 2,459t であった。 

 

表 3.2-5 漁業種類別漁獲量(平成 30 年) 

(単位：t) 

漁業種類別 小樽市 余市町 

底びき網 

遠洋底びき網 - -

以西底びき網 - -

沖合底びき網
1そうびき 10,281 -

2 そうびき - -

小型底びき網 22 10

船びき網 - -

まき網 
大中型まき網

1そうまき

遠洋かつお・まぐろ - -

近海かつお・まぐろ - -

その他 - -

2 そうまき網 - -

中・小型まき網 - -

刺網 

さけ・ます流し網 - -

かじき等流し網 - -

その他の刺網 980 1,406

敷 網 さんま棒受網 - -

定置網 

大型定置網 - 306

さけ定置網 139 128

小型定置網 10 4

その他の網漁業 84 90

はえ縄 
まぐろはえ縄

遠洋まぐろはえ縄 - -

近海まぐろはえ縄 - -

沿岸まぐろはえ縄 - -

その他のはえ縄 x 109

はえ縄以外の釣 

かつお一本釣

遠洋かつお一本釣 - -

近海かつお一本釣 - -

沿岸かつお一本釣 - -

いか釣 

遠洋いか釣 - -

近海いか釣 x -

沿岸いか釣 - x

ひき縄釣 - -

その他の釣 0 -

採貝・採藻 37 x

その他の漁業 1,152 359

漁獲量計 13,191 2,459

注)1.「-」は事実のないもの、「x」は個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示

す。 

注)2.統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典:「海面漁業生産統計調査 平成 30 年市町村別データ」(農林水産省ホームページ  

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500216&tstat=000001015174&cycle=7

&tclass1=000001042343&tclass2=000001138208&cycle_facet=cycle) 
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  ④ 商業 

小樽市及び余市町における平成 28 年の商業の状況は、表 3.2-6 に示すとおりである。年間商

品販売額は、小樽市が 260,260 百万円、余市町が 32,042 百万円であった。 

 

表 3.2-6 商業の状況(平成 28 年) 

区分 小樽市 余市町 

事業所数 1,382 207 

従業員数(人) 9,116 1,455 

年間商品販売額(百万円) 260,260 32,042 

出典：「平成 28 年経済センサス－活動調査 産業別集計(卸売業,小売業)「産業編（市町村表）」 

統計表データ」(経済産業省ホームページ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?p

age=1&layout=datalist&toukei=00200553&tstat=000001095895&cycle=0&year=20160&month=1

2040606&tclass1=000001106235&tclass2=000001106255&tclass3=000001107035 ) 

 

  ⑤ 工業 

小樽市及び余市町における平成 28 年の工業の状況は、表 3.2-7 に示すとおりである。製造品

出荷額は、小樽市が 18,824,243 万円、余市町が 1,053,672 万円であった。 

 

表 3.2-7 工業の状況(平成 28 年) 

区分 小樽市 余市町 

事業所数 242 37 

従業員数(人) 7,240 611 

製造品出荷額(万円) 18,824,243 1,053,672 

注)1．従業者 4 人以上の事業所を対象としている。 

出典：「平成 28 年経済センサス－活動調査 産業別集計(製造業)「市区町村編」統計表データ」 

(経済産業省ホームページ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&lay

out=datalist&toukei=00200553&tstat=000001095895&cycle=0&tclass1=000001106235&t

class2=000001106255&tclass3=000001106236) 
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3.2.2 土地利用の状況 

 (1) 土地利用 

小樽市及び余市町における平成 26 年～30 年の土地利用の状況は、表 3.2-8 に示すとおりであ

る。小樽市では「その他」、余市町では「山林」の利用が多い。 

 

表 3.2-8 土地利用現況(平成 26 年～30 年) 

(単位：km2) 

土地利用 小樽市 余市町 

田 0.49 1.26

畑 10.88 18.14

宅 地 18.20 5.18

鉱泉地 － 0.00

池 沼 0.00 0.04

山 林 29.32 94.87

牧 場 0.04 0.09

原 野 28.25 12.74

雑種地 14.36 3.82

その他 142.29 4.45

合 計 243.83 140.59
注)1．「―」は該当数字がないもの。 

出典：「第 127 回（令和 2 年）北海道統計書 市区町村別地目別面積」 

(北海道総合政策部統計課  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/920hsy/20.htm) 

 

 (2) 土地利用計画 

対象事業実施区域及びその周囲における「国土利用計画法」(昭和 49 年法律第 92 号)第 9 条に

基づく「土地利用基本計画」の地域の指定状況は、図 3.2-1 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内には、市街化調整区域、農業用地、国有林及び保安林が含まれる。 
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図 3.2-1(1) 

国土利用計画法に基づく 

土地利用の指定状況（都市地域）

出典：「国土数値情報都市地域(平成 30 年)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「LUCKY 土地利用調整総合支援ネットワークシステム」 

(国土交通省ホームページ http://lucky.tochi.mlit.go.jp/ 令和 2年 7 月 27 日閲覧) 
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出典：「国土数値情報農業地域(平成 27 年)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「LUCKY 土地利用調整総合支援ネットワークシステム」 

(国土交通省ホームページ http://lucky.tochi.mlit.go.jp/ 令和 2年 7 月 24 日閲覧) 

図 3.2-1(2) 

国土利用計画法に基づく 

土地利用の指定状況（農業地域） 
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出典：「国土数値情報森林地域(平成 27 年)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「LUCKY 土地利用調整総合支援ネットワークシステム」 

(国土交通省ホームページ http://lucky.tochi.mlit.go.jp/ 令和 2年 7 月 24 日閲覧) 

「森林計画関係資料ダウンロードページ」 

(平成 30 年末現在、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/OPD.htm) 

「石狩空知森林計画図 第 5 次国有林野施業実施計画図 石狩森林管理署(小樽・余市・赤井川)」 

(北海道森林管理局) 

図 3.2-1(3) 

国土利用計画法に基づく 

土地利用の指定状況（森林地域）
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図 3.2-1(4) 

国土利用計画法に基づく土地 

利用の指定状況（自然公園地域）

出典：「国土数値情報自然公園地域(平成 27 年)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 
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3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

 (1) 河川、湖沼及び海域の利用状況 

  (a) 河川及び湖沼 

対象事業実施区域及びその周囲における主な河川及び湖沼は、図 3.2-2 に示すとおりであり、

主な河川として塩谷川、畚部川、勝納川及び余市川があり、湖沼として落合ダム及び常盤貯水池

(常盤ダム)がある。 

余市川の本支流は、表 3.2-9 及び図 3.2-2 に示す遊漁規則による制限がある。 

また、勝納川では、北海道が決定するさけ・ます増殖事業計画の達成を目標に、一般社団法人

日本海さけ・ます増殖事業協会によるサクラマスの稚魚及び幼魚の放流が行われている。勝納川

におけるサクラマス増殖事業実績を表 3.2-10 に示す。 

なお、同協会による令和 2 年度のサクラマス増殖事業計画では、勝納川において稚魚及び幼魚

の放流の予定はない。 

 

表 3.2-9 遊漁規則による制限の概要 

漁業協同組合 河川名 魚種 遊漁期間 
遊漁料等 

券の種類 金額(円) 

余市郡漁業協同

組合 

 

遊漁時間 

日の出～ 

日没まで 

余市川 

本支流 

あゆ 7.1～9.5 
1 日 

全期間 

2,000(税込)

15,000(税込)

やつめうなぎ 1.1～12.31 
1 日 

全期間 

100(税込)

1,050(税込)

わかさぎ 1.1～12.31 
1 日 

全期間 

100(税込)

1,050(税込)
出典：「フィッシングルール 2020 Rule＆Manner」（令和 2 年 3 月、北海道水産林務部） 

 

表 3.2-10 平成 30 年級群サクラマス増殖事業実績(勝納川) 

(単位：千尾) 

水系 
0+春放流 0+秋放流 1+春放流 合計放流数 

放流数 幼魚移行 放流数 スモルト移行 放流数 放流数 

勝納 10.0 - 10.0 - - 20.0 

出典：「年級群別サクラマス増殖事業実績 PDF データ」（一般社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会） 

http://www.nihonkai-sake-masu.or.jp/omona.html 令和 2 年 8 月 28 日閲覧) 

 

小樽市及び余市町の上水道の取水状況を表 3.2-11 に示す。 

小樽市の上水道は、朝里川ダム放流水を水源とする豊倉浄水場、余市川表流水を水源とする天

神浄水場及び銭函川表流水を水源とする銭函浄水場から配水されている。 

余市町の上水道は、余市川を水源とする余市川浄水場、豊丘中の川を水源とする豊丘浄水場、

湯内川を水源とする豊浜浄水場、梅川を水源とする梅川浄水場、登町の湧水を水源とする東部地

区浄水場及び栄町の地下水を水源とする栄地区浄水場から配水されている。 

なお、対象事業実施区域内には、水源となる河川の集水域は含まれない。 

 

出典：「上水道事業年報-平成 30 年度版」(令和元年 11 月、小樽市水道局) 

「余市町水道ビジョン」(平成 24 年 3月、余市調査建設水道部水道課） 
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表 3.2-11 対象事業実施区域及びその周囲の上水道の取水状況 

事業名 地表水(単位:千 m3) 地下水(単位：千 m3) 

湧水 

(千m2) 

浄水 

受水 

(千 m2) 

合計 

(千 m2)ダム 

直接 

ダム 

放流 

湖沼 

水 

表流 

(自流)

水 

伏流水 浅井戸 深井戸

小樽市 0 10,481 － 5,861 0 0 0 0 0 16,342

余市町 0 0 0 623 1,828 0 16 30 0 2,497

出典：「平成 29 年度 北海道の水道」(令和元年 7月、北海道環境生活部環境局環境政策課) 

 

また、勝納川の上流には、小樽市の水道発祥の地である奥沢水源地がある。現在は水道水源と

して使用されていないが、創設水道施設として歴史的な資産であるため、小樽市では「奥沢水源

地 保存・活用基本構想」(平成 25 年 9 月、小樽市水道局)を策定している。 

対象事業実施区域及びその周囲における水道水源、奥沢水源地及び水源となる余市川の集水域

を図 3.2-2 に示す。 
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図 3.2-2 河川及び湖沼の

利用状況 

出典：「国土数値情報 河川(平成 19 年度)」「国土数値情報 流域メッシュデータ」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「フィッシングルール 2019 Rule＆Manner」（平成 31 年 3 月、北海道水産林務部） 

「上水道事業年報-平成 30 年度版」(令和元年 11 月発行、小樽市水道局) 

「余市町水道ビジョン」（平成 24年 3 月、余市調査建設水道部水道課） 

「奥沢水源地 保存・活用基本構想」(平成 25 年 9月、小樽市水道局) 
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  (b) 海域 

対象事業実施区域及びその周囲の海域は、共同漁業権、区画漁業権及び定置漁業権が設定され

ている。 

各漁業権の設定状況は、表 3.2-12 及び図 3.2-3 に示すとおりである。 

 

表 3.2-12(1) 漁業権の設定状況（共同漁業権・区画漁業権） 

免許番号 漁業権の種類 漁業名称 漁期 

後海共第 10 号 第一種 

共同漁業権 

貝類漁業 9件（あかざらがい、あさり、

あわび等）、藻類漁業 8件（ぎんなんそ

う、こんぶ、てんぐさ等）、その他漁業

4件（うに、えむし、なまこ、ほや） 

周年 

後海共第 11 号 第一種 

共同漁業権 

貝類漁業 9件（あかざらがい、あさり、

あわび等）、藻類漁業 8件（ぎんなんそ

う、こんぶ、てんぐさ等）、その他漁業

4件（うに、えむし、なまこ、ほや） 

周年 

後海共第 30 号(1

種),後海共第 31号

(2 種) 

第一種 

共同漁業権 

その他漁業 2 件（しゃこ、たこ） 周年 

第二種 

共同漁業権 

刺し網漁業 11 件（あいなめ・かじか・

そい、あんこう、かれい、さめ、たら、

ちか、ながずか、にしん、はたはた、ひ

らめ、ほっけ・めばる）、小型定置網漁

業 2件（いかなご・いか・ほっけ・ちか）

周年 6件、期間限定 9件（刺し網 4件

（さめ、たら、ちか、ながずか、にし

ん、はたはた、ひらめ）、小型 1件（さ

ば・まぐろ・ぶり）、かご１件 

第三種 

共同漁業権 

ちか・ぼら地びき網漁業 周年 

後海共第 32 号(1

種),後海共第 33号

(2 種) 

第一種 

共同漁業権 

その他漁業 1 件（たこ） 周年 

第二種 

共同漁業権 

刺し網漁業 10 件（あいなめ・かじか・

そい、あんこう、かれい、さめ、たら、

ながずか、にしん、はたはた、ひらめ、

ほっけ・めばる）、小型定置網漁業 2件

（いかなご・いか・ほっけ・ちか） 

周年 7件、期間限定 7件（刺し網 4件

（さめ、たら、ながずか、にしん、は

たはた、ひらめ）、小型 1 件（さば・

まぐろ・ぶり）、かご１件 

第三種 

共同漁業権 

ちか・ぼら地びき網漁業 周年 

後海共第 34 号 第一種 

共同漁業権 

その他漁業 1 件（しゃこ） 周年 

後海共第 39 号 第三種 

共同漁業権 

つきいそ漁業 周年 

後海共第 40 号 第三種 

共同漁業権 

つきいそ漁業 周年 

石後海共第 1 号(1

種),石後海共第 2

号(2 種) 

第一種 

共同漁業権 

その他漁業 1 件（たこ） 周年 

第二種 

共同漁業権 

刺し網漁業 7 件（あんこう、かすべ、か

れい、さめ、たら、はたはた、ひらめ、

ほっけ・めばる） 

周年 4件、期間限定 4件（刺し網（さ

め、たら、はたはた、ひらめ）） 

 

小樽海区第 1 号 第 1種 

区画漁業 

ほたてがい 1/1-12/31 

出典：「海洋状況表示システム」(海上保安庁ホームページ https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html 令和 2 年 7 月 27 日 

閲覧） 
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表 3.2-12(2) 漁業権の設定状況（定置漁業権） 

免許番号 漁業権の種類 漁業の名称 漁期 

小樽小さけ定第 1号 定置漁業 さけ定置漁業 9/3-11/20 

小樽小さけ定第 2号 定置漁業 さけ定置漁業 9/3-11/20 

小樽小さけ定第 3号 定置漁業 さけ定置漁業 9/3-11/20 

小樽小さけ定第 4号 定置漁業 さけ定置漁業 9/3-11/20 

小樽小さけ定第 5号 定置漁業 さけ定置漁業 9/3-11/20 

余さけ定第 1 号 定置漁業 さけ定置漁業 8/20-11/30 

余さけ定第 2 号 定置漁業 さけ定置漁業 8/20-11/30 

出典：「海洋状況表示システム」(海上保安庁ホームページ https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html 令和 2 年 7 月 27 日 

閲覧） 

 

 (2) 地下水の利用状況 

対象事業実施区域及びその周囲では、図 3.2-2 に示すとおり、余市町の上水道の水源として栄

町の地下水(栄町水源地)が利用されている。 

また、「平成 29 年度 北海道の水道」(令和元年 6 月、北海道環境生活部環境局環境政策課)に

よると、対象事業実施区域及びその周囲では、図 3.2-2 に示すとおり、小樽市の専用水道として

「医療法人双葉会老人保健施設マイトリーおたる・おたる港南クリニック」、「財団法人おたる自

然の村」において地下水が利用されている。 
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図 3.2-3 漁港区域及び漁業権

の設定状況 

出典：「海洋状況表示システム」 

(海上保安庁ホームページ https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html 令和 2年 7 月 27 日閲覧） 

後海共第 40 号

後海共第 10 号 

後海共第 32 号(1 種) 

後海共第 33 号(2 種) 

後海共第 34 号 

後海共第 32 号(1 種)

後海共第 33 号(2 種)

後海共第 32 号(1 種)

後海共第 11 号 

後海共第 30 号 

(1 種) 

後海共第 31 号 

(2 種) 

後海共第 30 号(1 種) 

後海共第 10 号 

後海共第 39 号 

後海共第 30 号(1 種) 

後海共第 10 号 

石後海共第 1 号(1 種),石後海共第 2号(2 種) 

後海共第 32 号(1 種) 

後海共第 33 号(2 種) 

後海共第 34 号 

後海共第 11 号 

小樽小さけ定第 5号 

小樽小さけ定第 4号

小樽小さけ定第 3号

小樽小さけ定第 4号

小樽小さけ定第 1号 

余さけ定第 2 号 

余さけ定第 1 号 

小樽海区第 1 号 
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3.2.4 交通の状況 

 (1) 道路 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は、図 3.2-4 に示すとおりである。 

また、平成 27 年度道路交通センサスによる交通量の状況は、表 3.2-13 に示すとおりである。 

 

表 3.2-13 一般交通量調査の状況(平成 27 年度) 

 
注)1.起点・終点及び交通量が明らかになっていない場合は「－」とする。 

出典：「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査 集計表」 

(国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/road/census/h27/) 

 

 (2) 鉄道 

対象事業実施区域及びその周囲における鉄道の状況は、図 3.2-4 に示すとおりであり、JR 函館

本線が通過している。 

 

  

12時間 24時間

1 一般国道５号 1300050780 10090 余市町・小樽市境 小樽環状線 12,781 15,819
2 一般国道５号 1300050790 10100 小樽環状線 小樽港稲穂線 18,992 23,550
3 一般国道５号 1300050800 10110 小樽港稲穂線 天神南小樽停車場線 20,760 26,110
4 一般国道５号 1300050810 10110 天神南小樽停車場線 一般国道３９３号 20,760 26,110
5 一般国道３９３号 1303930010 10460 一般国道５号 天神南小樽停車場線 10,368 12,960
6 一般国道３９３号 1303930020 10470 天神南小樽停車場線 小樽環状線 4,308 5,104
7 小樽港線 1400170010 40070 - 小樽海岸公園線 20,225 25,484
8 小樽港線 1400170020 40070 小樽海岸公園線 札樽自動車道 20,225 25,484
9 小樽海岸公園線 1604540020 60380 小樽港稲穂線 小樽港線 15,996 19,995
10 小樽港稲穂線 1608200010 60690 小樽海岸公園線 一般国道５号 15,996 19,995
11 小樽環状線 1609560010 60780 一般国道５号 天神南小樽停車場線 4,907 6,036
12 余市赤井川線 1400360010 40090 一般国道５号 登余市停車場線 1,713 1,928

路　線　名No.

交通量
(単位:台)観測区間(終点)観測区間(起点)

調査単位
区間番号

基本区間



3-111 

(129) 

 

図 3.2-4 主要な交通の状況 

出典：「国土数値情報 鉄道(平成 28 年)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)一般交通量調査 集計表」(国土交通省ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/road/census/h27/) 
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3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置

の概況 

 (1) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に

必要な施設(以下、「配慮が特に必要な施設」という。)の状況は、表 3.2-14、表 3.2-15、図 3.2-5

及び図 3.2-6 に示すとおりである。 

 

表 3.2-14(1) 配慮が特に必要な施設(学校・幼稚園・図書館等) 

No. 区分 施設名 所在地 

1 小学校 奥沢小学校 小樽市奥沢 2-5-1 

2  花園小学校 小樽市花園 5-4-1 

3  稲穂小学校 小樽市富岡 1-5-1 

4  忍路中央小学校 小樽市忍路 1-171 

5  塩谷小学校 小樽市塩谷 2-18-1 

6  長橋小学校 小樽市長橋 4-5-1 

7  手宮中央小学校 小樽市末広町 13-5 

8  幸小学校 小樽市幸 4-21-1 

9  高島小学校 小樽市高島 5-6-1 

10  山の手小学校 小樽市花園 5 丁目 2-20 

11  登小学校 余市町登町 1015 

12  赤井川小学校 赤井川村字赤井川 72 

13 中学校 向陽中学校 小樽市天神 1-7-11 

14  松ヶ枝中学校 小樽市松ヶ枝 2-4-1 

16  菁園中学校 小樽市花園 5-4-2 

17  西陵中学校 小樽市富岡 2-26-1 

18  忍路中学校 小樽市蘭島 1-28-1 

19  長橋中学校 小樽市長橋 4-16-1 

20  北稜中学校 小樽市清水町 5-1 

21  旭中学校 余市町大川町 16 丁目 1 

22  赤井川中学校 赤井川村字赤井川 72 

23 高等学校 小樽潮陵高等学校 小樽市潮見台 2-1-1 

24  北照高等学校 小樽市 上 2-5-1 

25  小樽明峰高等学校 小樽市 上 1-14-17 

26  双葉高等学校 小樽市住ノ江 1-3-1 

27  北星学園余市高等学校 余市町黒川町 19-2-1 

28  小樽商業高等学校 小樽市緑 3-4-1 

29  小樽桜陽高等学校 小樽市長橋 3-19-1 

30  小樽未来創造高等学校 小樽市 上 1 丁目 29-1 

31 大学 小樽商科大学 小樽市緑 3-5-21 

32 幼稚園 まや幼稚園 小樽市緑 1丁目 23 番 8号 

33  長橋幼稚園 小樽市長橋 3 丁目 13 番 9号 

34  小樽高田幼稚園 小樽市住ノ江 2丁目 3 番 11 号 

35  塩谷大谷幼稚園 小樽市塩谷 1 丁目 19 番 20 号 

36  小樽藤幼稚園 小樽市富岡 1 丁目 21 番 12 号 

37  小樽中央幼稚園 小樽市富岡 1 丁目 4番 13 号 

38  小樽幼稚園 小樽市若松 1 丁目 4番 17 号 

39  ロース幼稚園 小樽市富岡 1 丁目 8番 2号 
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表 3.2-14(2) 配慮が特に必要な施設(学校・幼稚園・図書館等) 

No. 区分 施設名 所在地 

40 認定こども園 手宮幼稚園 小樽市梅ヶ枝町 11 番 12 号 

41  いなほ幼稚園 小樽市稲穂 4 丁目 11 番 8号 

42  小樽オリーブ幼稚園 小樽市松ヶ枝 1丁目 9 番 5号 

43  小樽杉の子幼稚園 小樽市幸 4丁目 25 番 14 号 

44  あかつき保育園 小樽市塩谷 1 丁目 25 番 20 号 

45 図書館 市立小樽図書館 小樽市花園 5 丁目 1番 1号 
出典：「小樽市立小中学校学校施設一覧表」(小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/gakko_kyoiku/sisetu/gakkouitiran.html 令和 2 年 8 月 3 日閲覧) 

「市内私立幼稚園一覧」(小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/kosodate/youchen/youchi.html 令和 2 年 8 月 3 日閲覧) 

「平成 30 年度 北海道学校一覧について」(北海道教育委員会 

平成 30 年 5 月 1 日現在 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2018gakkou-i.htm) 

「北海道内の公共図書館（室）／市町村別」(北海道立図書館ホームページ  

http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/librarys/list/qulnh00000000383.html 令和 2 年 8 月 3 日閲覧) 
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図 3.2-5 

配慮が特に必要な施設 

(学校・幼稚園・図書館等) 出典：表 3.2-14 に示す。  

最も近い学校(忍路中央小学校)との距離 

対象事業実施区域(輸送ルート・工事用道路検討範囲を除く)から約 2,750m 

風力発電機配置検討範囲から約 3,110m 
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表 3.2-15(1) 配慮が特に必要な施設(病院・福祉施設) 

No. 区分 施設名 所在地 

1 病院 医療法人北仁会石橋病院 小樽市長橋 3-7-7 

2  小樽掖済会病院 小樽市稲穂 1-4-1 

3  小樽市立病院 小樽市若松 1-1-1 

4  医療法人社団北匠会小樽中央病院 小樽市入船 2-2-18 

5  
社会福祉法人北海道社会事業協会小

樽病院 
小樽市住ノ江 1-6-15 

6  
社会福祉法人恩賜財団済生会支部北

海道済生会西小樽病院 
小樽市長橋 3-24-1 

7  医療法人西病院 小樽市花園 2-11-5 

8  医療法人社団心優会野口病院 小樽市稲穂 2-22-6 

9  医療法人社団三ツ山病院 小樽市稲穂 1-9-2 

10  
社会福祉法人北海道社会事業協会余

市病院 

余市郡余市町黒川町19丁目1

番地 1 

11 福祉施設 特別養護老人ホーム やすらぎ荘 小樽市オタモイ 1-20-18 

12   特別養護老人ホームはる 小樽市赤岩 2 丁目 18 番 22 号

13   ラポールなんたる 小樽市若松 2 丁目 8番 20 号 

14   フルーツ・シャトーよいち 余市町黒川町19丁目1番地2

15  養護老人ホーム 小樽育成院 小樽市オタモイ 1-20-20 

16  
軽費老人ホーム 

（Ａ型・B型・ケアハウス）
ケアハウスはる 小樽市赤岩 2 丁目 18 番 22 

17  有料老人ホーム ゆたか荘 小樽市長橋 5 丁目 6番 44 号 

18   シルバーハイツ寿楽 小樽市塩谷 2 丁目 42－10 

19   カーム入船 小樽市入船 4 丁目 5番 15 号 

20   ヴェリセ・ヴィラおたる 小樽市若松 2 丁目 7番 12 号 

21   シルバーマンションほっと 小樽市長橋 5 丁目 6番 14 号 

22   アイケアハウス小樽 小樽市奥沢 1 丁目 17 番 19 号

23   アイケアハウスコーナー奥沢口 小樽市奥沢 1 丁目 17 番 1号 

24   アイケア南小樽 小樽市入船 1 丁目 6-6 

25  共同生活援助 ライフサポート・たかしま館 小樽市手宮 1 丁目 5番 24 号 

26  （グループホーム） グループホーム幸 小樽市幸 4丁目 7番 4号 

27   いっぽ亭 小樽市長橋 2 丁目 10 番 4号 

28   エーアイメゾン 小樽市花園 3 丁目 14 番 11 号

29  施設入所支援 北海道宏栄社 小樽市天神 2 丁目 8番 2号

30  
児童の通所サービス 

(児童発達支援・ 
小樽市こども発達支援センター 

小樽市花園5丁目10番1号小

樽市教育委員会庁舎内 

31  放課後等デイサービス) サンシャインキッズ 小樽市入船 5 丁目 22 番 9号 

32   くれよん 小樽市豊川町 2番 1号 

33   音の森おたる 
小樽市入船 1 丁目 1 番 10 号

ONO レジデンス南小樽 1階 

34   児童デイといといとい 小樽市入船 4 丁目 17 番 19 号

35   スクールセンター未来 小樽市清水町 9-13 

36   児童デイサービスだるまちゃん 小樽市花園 4 丁目 4-5 

37   
児童発達支援・放課後等デイサービス

はもれび 
小樽市緑 2丁目 2番 5号 

38   児童発達サポート かがやき 余市町黒川町 20 目 5番地 8 

39   児童発達サポート はばたき 
余市町黒川町 20 丁目 5 番地

11 

40  宿泊型自立訓練 せせらぎ 小樽市塩谷 4 丁目 72 番地 

41 保育所 奥沢保育所 小樽市奥沢 3－22－1 

42 

 

手宮保育所 小樽市梅ヶ枝町 3－23 

43 赤岩保育所 小樽市赤岩 2－21－1 

44 上保育所 小樽市 上 2－9－10 

45  中央保育所 小樽市堺町 2－9 

46  相愛保育所 小樽市長橋 1 丁目 2番 20 号 

47  日本赤十字社小樽保育所 小樽市緑 1丁目 9番 9号 

48  龍徳保育園 小樽市真栄 1-3-8 
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表 3.2-15(2) 配慮が特に必要な施設(病院・福祉施設) 

No. 区分 施設名 所在地 

49 保育所 愛育保育園 小樽市花園 4 丁目 3番 14 号 

50  ゆりかご保育園 小樽市入船 5 丁目 24 番 12 号

51  杉の子保育園 小樽市入船 1 丁目 5番 16 号 

52  龍徳オタモイ保育園 
小樽市オタモイ1丁目19番 6

号 

53  蘭島保育園 小樽市蘭島 1 丁目 3番 27 号 

54  キッズルームアップルはなぞの 小樽市花園 5－6－17 

55  キッズルームアップルいりふね 小樽市入船 4-30-24 

56  小樽藤保育所 小樽市富岡 1-21-1 

57 へき地保育所 赤井川へき地保育所 
余市郡赤井川村字赤井川

318-1 
出典：「小樽市内の病院一覧」(令和 2 年 7 月 1 日現在、小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/hokenjo/iryou/iryou_byouin.html) 

「道内医療機関の名簿について 病院」(令和 2 年 4 月 1 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/iryoukikanmeibo.htm) 

「社会福祉法人・施設等の一覧表 特別老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム」 

(令和 2 年 8 月 1 日現在、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm) 

「保育所・幼稚園等の御案内」(令和 2 年年 4 月 1 日現在、小樽市福祉部子育て支援室こども育成課 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/kosodate/hoikusho/index.data/goannai20200228.pdf) 

「保育所・保育サービス等・保育サービス等」（平成 26 年 4 月 1 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/homepage/hoikusho.htm） 

「13.障害福祉サービス(移住系サービス)」（令和 2 年 6 月現在、小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/shogai_fukusi/syogaisya-handbook/handbook13_4.html) 

「13.障害福祉サービス（児童の通所サービス）」(令和 2 年 6 月現在、小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/shogai_fukusi/syogaisya-handbook/handbook13_5.html) 

「障害児通所支援事業所・入所施設一覧」(令和 2 年 3 月 1 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/syofuku/jidou2.htm#08-1) 

 

 (2) 住居等の配置の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における住居等の配置の状況は、図 3.2-7 及び図 3.2-8 に示す

とおりである。 

なお、住居等は「国土基盤地図情報 建築物」(国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 令和 2 年 7 月 24 日閲覧)のうち、普通建物・堅ろう

建物を掲載しており、住宅以外の建物も含まれる。 
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図 3.2-6 配慮が特に必要な施設 

(病院・福祉施設) 

出典：図 3.2-15 に示す。 

最も近い福祉施設(シルバーハイツ寿楽)との距離 

対象事業実施区域(輸送ルート・工事用道路検討範囲を除く)から約 2,830m 

風力発電機配置検討範囲から約 3,070m
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図 3.2-7 

住居等の配置の状況 出典：「国土基盤地図情報 建築物(普通建物・堅ろう建物)」 

(国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 令和 2 年 7月 24 日閲覧) 

最も近い住居等との距離 

対象事業実施区域(輸送ルート・工事用道路検討範囲を除く)から約 960m 

風力発電機配置検討範囲から約 1,370m 
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図 3.2-8(1) 住居等の配置の

状況(拡大図) 
出典：図 3.2-7 に示す。 

最も近い住居等との距離 

対象事業実施区域(輸送ルート・工事用道路検討範囲を除く)から約 960m 

風力発電機配置検討範囲から約 1,370m 
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図 3.2-8(2) 住居等の配置の

状況(拡大図) 
出典：図 3.2-7 に示す。 
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3.2.6 下水道の整備状況 

小樽市及び余市町における下水道の整備状況は、表 3.2-16 に示すとおりである。 

 

表 3.2-16 下水道処理人口・普及率（平成 30 年度末） 

市町名 普及率(％) 処理人口(人) 行政人口(人) 

小樽市 99.0 114,487 115,621 

余市町 81.2 15,171 18,675 
出典：「北海道の下水道・汚水処理普及状況 市町村別下水道処理人口普及率データ(平成 30 年度末)」 

(北海道建設部まちづくり局都市環境課下水道グループ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/homepage/gesui/H24gesuidousyorihukyuujyoukyou.htm) 

 

3.2.7 廃棄物の状況 

 (1) 一般廃棄物 

小樽市及び余市町における一般廃棄物処理事業実態調査結果(平成 30 年度実績)は、表 3.2-17

に示すとおりである。 

一般廃棄物処理の 終処分量は、小樽市 9,277t、余市町 400t、であり、北海道全体では 322,027t

であった。 

 

 

表 3.2-17 一般廃棄物処理事業実態調査結果(平成 30 年度実績) 

項目 小樽市 余市町 北海道 

総排出量(t) 48,722 7,251 1,875,810 

直接焼却量(t) 32,320 4,035 1,112,945 

直接 終処分量(t) 3,050 0 148,361 

その他(t) 11,028 2,356 459,527 

直接資源化量(t) 0 720 33,774 

終処分量(t) 9,277 400 322,027 

リサイクル率(%) 16.2 28.7 23.9 
注)1.リサイクル率(%)：([資源化量合計＋集団回収量]/[ごみ処理量＋集団回収量]) 

出典:「一般廃棄物処理事業実態調査結果(平成 30 年度調査結果)」(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h30/index.html) 
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 (2) 産業廃棄物 

北海道産業廃棄物処理状況調査の結果、平成 29 年度における道内の産業廃棄物の処理状況は図 

3.2-9 のとおりであり、40,736 千 t 発生し、発生量から有価物量 1,995 千 t を除いた 38,741 千 t

が排出されている。このうち、中間処理を経て 16,553 千 t が減量化、21,498 千 t が再生利用、679

千 t が 終処分、11 千 t が自己保管等されている。 

 

 
出典：「北海道における産業廃棄物の処理状況（平成 29 年度(2017 年度)実績）」 

(北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/syorijyoukyou_H29.htm) 

図 3.2-9 産業廃棄物の発生及び処理状況 

 

小樽市及び余市町が属する後志総合振興局における平成 29 年度の産業廃棄物の発生量及び処

理・処分状況は、表 3.2-18 に示すとおりである。 
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表 3.2-18 後志総合振興局の産業廃棄物の発生量及び処理・処分量(平成 29 年度実績) 
(単位：千 t) 

種類 排出量 中間処理量 再生利用量 減量化量 終処分量 

燃え殻 2,170 529 1,659 0 511 

汚泥 269,282 260,748 30,656 231,156 7,295 

廃油 1,408 1,140 524 671 212 

廃酸 477 471 378 92 8 

廃アルカリ 101 99 11 73 16 

廃プラスチック類 12,500 10,937 7,096 1,553 3,779 

紙くず 747 658 553 53 141 

木くず 37,284 35,137 33,944 644 2,695 

繊維くず 111 46 21 10 79 

動植物性残さ 9,494 6,71 6,912 1,298 1,284 

動物系固形不要物 103 103 - 84 18 

ゴムくず 285 6 180 1 103 

金属くず 4,441 3,666 3,413 - 1,006 

ガラスくず、 

コンクリートくず 

及び陶磁器くず 

28,745 24,004 24,667 295 3,783 

鉱さい 857 124 114 - 743 

がれき類 251,502 241,626 241,880 3 9,446 

動物のふん尿 323,313 323,313 240,459 82,854 0 

動物の死体 252 252 138 100 15 

ばいじん 2,040 579 1,926 0 114 

処分するために 

処理したもの 
1 1 - - 1 

建設系混合廃棄物 3,661 2,134 641 155 2,866 

廃石こうボード 2,672 1,398 1,007 - 1,665 

廃家電品 128 127 111 - 17 

廃バッテリー 27 26 26 - 0 

廃自動車 165 165 165 - - 

水銀廃棄物 46 43 33 - 13 

感染性廃棄物 1,267 1,236 122 966 179 

PCB 廃棄物等、 

PCB 汚染物 
91 81 79 - 2 

廃石綿等 232 90 1 - 232 

その他産業廃棄物 1,224 1,162 312 480 432 

合計 954,626 916,617 597,028 320,487 36,657 

注)1.「-」は記載がないものを示す。 

注)2.統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典：「北海道における産業廃棄物の処理状況（平成 29 年度実績）」 

(北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/syorijyoukyou_H29.htm) 
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対象事業実施区域から半径50kmの範囲に係る市町村の産業廃棄物の中間処理及び 終処分場の

施設と位置は表 3.2-19 及び図 3.2-10 に示すとおりである。 

 

表 3.2-19 産業廃棄物処理業者数(令和 2 年 3月 31 日現在) 

振興局 市町村名 
中間処理施設

[件] 

終処分場

[件] 

中間処理施設・ 

終処分場[件] 

石狩振興局 恵庭市 13 1 0 

 江別市 14 6 3 

 札幌市 13 2 0 

 石狩市 17 1 2 

 千歳市 14 1 0 

 当別町 4 0 1 

 北広島市 18 2 0 

後志総合振興局 ニセコ町 0 0 1 

 岩内町 4 0 0 

 喜茂別町 3 0 1 

 共和町 4 0 0 

 倶知安町 1 0 1 

 小樽市 19 1 0 

 真狩村 0 0 1 

 仁木町 1 1 1 

 赤井川村 1 0 0 

 余市町 3 0 0 

 蘭越町 1 0 0 

胆振総合振興局 伊達市 5 5 2 

 洞爺湖町 5 1 0 

 豊浦町 2 0 1 

合計 142 21 14 
出典：「産業廃棄物処理業者名簿」(令和 2 年 3 月 31 日現在、北海道ホームページ http://www.

pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/meibo01/meibo_main.htm) 

「【全道版】平成 31 年産業廃棄物処理施設一覧」 

(令和 2 年 9 月 8 日資料提供、環境生活部環境局循環型社会推進課) 
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図 3.2-10 産業廃棄物処理施設 

出典：「産業廃棄物処理業者名簿」(令和 2 年 3 月 31 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/meibo01/meibo_main.htm) 

「【全道版】平成 31 年産業廃棄物処理施設一覧」 

(令和 2 年 9 月 8 日資料提供、環境生活部環境局循環型社会推進課) 
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3.2.8 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の 

内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

 (1) 公害関係法令等 

  (a) 環境基準 

  ① 大気汚染 

大気の汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号)並びに「ダイオキシン類

対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号）に基づき全国一律に定められており、「大気の汚染

に係る環境基準」(昭和 48 年環境庁告示第 25 号)、「二酸化窒素に係る環境基準」(昭和 53 年環

境庁告示第 38 号)、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成 9 年環境庁告

示第 4 号)、「ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境基準」(平成 11 年環境庁告示第 68 号)

及び「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境省告示第 33

号）により、表 3.2-20 及び表 3.2-21 に示すとおり定められている。また、「光化学オキシダン

トの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針」(昭和 51 年中央公害対策審議会通知)は、表 

3.2-22 に示すとおりである。 

なお、環境基準は工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活しない地域または場所には適

用されない。 

 

表 3.2-20 大気の汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

二酸化いおう(SO2) 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素(CO) 1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質(SPM) 1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

二酸化窒素(NO2) 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント(OX) 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

微小粒子状物質（PM2.5） 1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3以下であること。 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 

3.二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン

内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カ

リウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。 

「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年環境庁告示第 25 号) 

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第 38 号) 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成 21 年環境省告示第 33 号) 

 

表 3.2-21 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものである

ことにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努め

るものとする。 

「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成 9 年環境庁告示第 4 号) 
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表 3.2-22 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

物質 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

非メタン炭化水素 
光化学オキシダントの日 高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタ

ン炭化水素の 3時間平均値は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。(S51.8.13 通知) 
「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について(答申)」(昭和 51 年中央公害対策審議会)   

 

  ② 騒音 

騒音に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5年法律第 91 号)に基づく「騒音に係る環境基準

について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号)により、表 3.2-23 に示すとおり定められている。 

また、小樽市における騒音に係る環境基準の地域の類型は、表 3.2-24 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲における騒音に係る環境基準の類型指定状況を図 3.2-11 に示

す。 

 

表 3.2-23 騒音に係る環境基準 

地域の区分及び類型 

基準値 

昼間 

(6:00-22:00) 

夜間 

(22:00-6:00)

一般地域 

環境基準 AA 類型 50dB 以下 40dB 以下 

環境基準 A 及び B 類型 55dB 以下 45dB 以下 

環境基準 C 類型 60dB 以下 50dB 以下 

道路に 

面する地域 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB 以下 55dB 以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C 地域のう

ち車線を有する道路に面する地域 
65dB 以下 60dB 以下 

幹線交通を担う道路に近接する空間における特例値 70dB 以下 65dB 以下 
注) 

1.時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。 

2.AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域とする。 

3.A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

4.B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

5.C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

備考 

車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

 また、幹線交通を担う道路に近接する空間における特例値において、個別の住居等において騒音の影響の受けやすい面の窓を主として閉め

た生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては、40dB 以下)によること

ができる。 

「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号) 

 

表 3.2-24 騒音に係る環境基準の地域の類型(小樽市) 

地域の類型 地域の区分 

A 

平成 27 年小樽市告示第 168 号により騒音規制法に基づく規制地域として指定された地域（以下「指定地域」

という。）のうち、第 1種区域及び第 2種区域（第 2種区域にあっては、都市計画法(昭和 43 年法律第 100

号)第 8条第 1 項第 1号の規定により定められた第 1種中高層住居専用地域に限る。） 

B 指定地域のうち、第 2種区域（Ａ類型を当てはめる地域を除く。） 

C 
指定地域のうち、第 3 種区域及び第 4 種区域（都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた工

業専用地域を除く。） 
「環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定の告示」（令和 2 年小樽市告示第 70 号）
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図 3.2-11 騒音に係る環境

基準の地域の類型指定状況 

出典：「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」(平成 29 年 5 月 1 日現在、 

北海道環境生活部環境局環境政策課環境保全グループ 

http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index.html) 
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  ③ 水質汚濁 

水質汚濁に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号)に基づき「水質汚濁に係る

環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号)により、公共用水域の水質についての人の健

康の保護に関する環境基準及び生活環境の保全に関する環境基準が、表 3.2-25 及び表 3.2-26

に示すとおり定められている。 

また、対象事業実施区域及びその周囲における水質汚濁に係る環境基準の類型指定状況は、表 

3.2-27 及び図 3.2-12 に示すとおりである。 

 

表 3.2-25 人の健康の保護に関する環境基準 

項目 水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、 高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、

その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 によ

り測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものと規格43.1 により測

定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 
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表 3.2-26(1) 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

ア 

  項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン

濃度(pH) 

生物化学的 

酸素要求量 

(BOD) 

浮遊 

物質量 

(SS) 

溶存 

酸素量 

(DO) 

大腸菌 

群数 

AA 
水道 1級、自然環境保全及び 

A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100ml 以下

A 
水道 2級、水産 1級、水浴 

及び B以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/

100ml 以下

B 
水道 3級、水産 2級及び 

C 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

5,000MPN/

100ml 以下

C 
水産 3級、工業用水 1級 

及び D以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

D 
工業用水 2級、農業用水 

及び Eの欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ 

E 工業用水 3級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

2mg/L 

以上 
－ 

備考 

1.基準値は、日間平均値とする(湖沼・海域もこれに準ずる)。 

2.農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準ずる)。 

3.水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能

を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼海域もこれに準ずる。）。 

4. 確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml･･････のように連続した４段階（試料量が 0.1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用いる。）を５本

ずつ BGLB 醗酵管に移殖し、35〜37℃、48±３時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における

陽性管数を求め、これから 100ml 中の 確数を 確数表を用いて算出する。この際、試料はその 大量を移殖したものの全部か

又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また 少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希

釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。 
注)1. 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3.水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

4.工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 

イ 

 項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキル 

ベンゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生育する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生

生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 Bの欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の

生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

備考 

1.基準値は、年間平均値とする(湖沼・海域もこれに準ずる)。 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 
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表 3.2-26(2) 生活環境の保全に関する環境基準 

（湖沼(天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が 4日間以上である人工湖)） 

ア 

  項目 

 

 

類型  

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン

濃度(pH) 

化学的酸素 

要求量 

(COD) 

浮遊 

物質量 

(SS) 

溶存 

酸素量 

(DO) 

大腸菌 

群数 

AA 

水道 1 級、水産 1 級、自

然環境保全及び A 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

1mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100ml 以下 

A 

水道 2、3級、水産 2級、

水浴及び B 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100ml 以下 

B 

水産 3級、工業用水 1級、

農業用水及び C の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

15mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

C 工業用水 2級環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

ごみ等の浮遊が

認められないこ

と。 

2mg/L 

以上 
－ 

備考 

水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 
注)1. 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2、3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3.水産 1 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

4.工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

5.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 

イ 

  項目 

 

類型 

利用目的の適応性 
基準値 

全窒素 全燐 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 

Ⅱ 
水道 1、2、3 級(特殊なものを除く。)、 

水産 1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 
0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

Ⅲ 水道 3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅳ 水産 2種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅴ 水産 3種、工業用水、農業用水、環境保全 1mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。 

2.水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、 

全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 

3.農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

注)1. 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものを

いう。) 

3.水産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用 

水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

4.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 
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ウ 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキル 

ベンゼンスルホン酸

及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物

及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特 A 

生物 Aの水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生

物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として

特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこ

れらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特 B 

生物 A又は生物 Bの水域のうち、生物 Bの欄に掲

げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 

エ 

項目 

 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又

は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する

水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保

全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生

物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/Ｌ以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、

再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水

域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/Ｌ以上 

備考 

1.基準値は日間平均値とする。 

2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 

 

表 3.2-26(3) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン

濃度 

(pH) 

化学的酸素 

要求量 

(COD) 

溶存 

酸素量 

(DO) 

大腸菌 

群数 

n-ヘキサン

抽出物質 

(油分等) 

A 
水産 1級水浴自然環境保全 

及び B以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

2mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100ml 以下 

検出されな

いこと。 

B 
水産 2級工業用水及び 

C の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

検出されな

いこと。 

C 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 

8mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ － 

備考 

水産 1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100ml 以下とする。 
注)1. 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用 

水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

3.環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 
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イ 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基 準 値 

全窒素 全燐 

I 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産 2種及び 3種を除く。) 
0.2mg/L 

以下 

0.02mg/L

以下 

Ⅱ 水産 1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産 2種及び 3種を除く。)
0.3mg/L 

以下 

0.03mg/L

以下 

Ⅲ 水産 2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産 3 種を除く。) 
0.6mg/L 

以下 

0.05mg/L

以下 

Ⅳ 水産 3種、工業用水、生物生息環境保全 
1 mg/L 

以下 

0.09mg/L

以下 
備考 

1.基準値は、年間平均値とする。 

2.水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 
注)1. 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

3.生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 

ウ 

 項目 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン

酸及びその塩 

生物 A 水生生物の生息する水域 
0.02mg/L 

以下 

0.001mg／L 

以下 

0.01mg/L 

以下 

生物特 A 

生物 Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)

又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水

域 

0.01mg/L 

以下 

0.0007mg／L 

以下 

0.006mg/L 

以下 

「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 

エ 

項目 

 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又

は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する

水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保

全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生

物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、

再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水

域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

備考 

1.基準値は日間平均値とする。 

2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 
「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年環境庁告示第 59 号) 
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表 3.2-27 環境基準の類型指定状況(海域) 

水域名 水域範囲 類型 
達成＊ 

期間 

指定 

年月日 

小樽海域(1) 

小樽港南防波堤､同港南防波堤北端と島堤南端を結ぶ線､島堤､島堤北端

と同港北防波堤南端を結ぶ線､同港北防波堤及び陸岸により囲まれた海

域 

C イ 1973/3/15 

注)1.達成期間の区分及び留意事項 

「イ」：直ちに達成 

「ロ」：5 年以内で可及的速やかに達成 

「ハ」：5 年を超える期間で可及的速やかに達成 

出典：「海域類型指定状況」(平成 27 年 3 月 27 日現在、北海道環境生活部ホームページ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/contents/mizukankyo/down/down.htm) 
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図 3.2-12 

水質汚濁に係る環境基準の類型

指定の状況 

出典：「海域類型指定状況」(北海道環境生活部ホームページ 平成 27 年 3月 27 日現在、 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/contents/mizukankyo/down/down.htm) 
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  ④ 地下水 

地下水の水質汚濁に係る環境基準は「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号)に基づく「地下水

の水質汚濁に係る環境基準について」(平成 9年環境庁告示第 10 号)により、表 3.2-28 に示すと

おり定められている。 

 

表 3.2-28 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項 目 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン 

(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 
0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、 高値とする。 

2．「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を

下回ることをいう。 

3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオン

の濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたもの

の和とする。 

4.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、

5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成 9 年環境庁告示第 10 号) 
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  ⑤ 土壌の汚染 

土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成 5 年法律第 91 号)に基づく「土壌の汚染に係

る環境基準について」(平成 3 年環境庁告示第 46 号)により、表 3.2-29 に示すとおり定められて

いる。 

 

表 3.2-29 土壌の汚染に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1 ㎏に

つき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地(田に限る。)において

は、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る。)において、土壌 1㎏につき 125mg 未満であること。

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン(別名塩化ビニル又

は塩化ビニルモノマー) 
検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 
備考 

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うも

のとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係

る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞ

れ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それ

ぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定

量限界を下回ることをいう。 

4.有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 

5.1，2－ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日本工業

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成 3 年環境庁告示第 46 号) 
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  ⑥ ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11 年法律第 105

号)に基づく「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び

土壌の汚染に係る環境基準について」(平成 11 年環境庁告示 68 号)により、表 3.2-30 に示すと

おり定められている。 

 

表 3.2-30 ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

大気 0.6pg-TEQ/m3以下 

水質(水底の底質を除く。) 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 

1.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

2.大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 

3.土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析

計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質分析計により測定する方法

(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下｢簡易測定法｣という。)により測定した値(以下｢簡易測定値｣とい

う。)に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げ

る測定方法により測定した値とみなす。 

4.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以上の場

合(簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合)には、必

要な調査を実施することとする。 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」 

(平成 11 年環境庁告示第 68 号) 

 

  (b) 規制基準等 

  ① 大気汚染 

いおう酸化物の排出基準は、「大気汚染防止法施行規則」(昭和 46 年厚生省・通商産業省令第 1

号)に基づき以下の式により算出したいおう酸化物の量とされている。この式において地域ごと

に定められている K 値は、対象事業実施区域及びその周囲では小樽市が 8.0、余市町が 17.5 とな

っている。 

 

q = K × 10-3He2 

 

q：いおう酸化物の許容量(N m3／h) 

He：規定する方法により補正された排出口の高さ(m) 

K：大気汚染防止法第 3条第 2 項第 1 号で定める地域ごとの値 

 

なお、ばいじん、有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第

97 号)に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められている。 
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  ② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する 

特別措置 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物

質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成 4 年法律第 70 号)第 6 条第 1 項

及び第 8 条第 1 項に規定する規制地域の指定はない。 

 

  ③ 騒音 

騒音に関しては、「騒音規制法」(昭和 43 年法律第 98 号)に基づき、特定工場騒音に関する規

制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が定め

られており、表 3.2-31～表 3.2-34 及び図 3.2-13 に示すとおり、用途地域に応じた、規制地域

及び基準値の指定を行っている。 

 

表 3.2-31 工場・事業場騒音の規制基準 

時間区分
 
 
区域区分 

昼間 
(8:00～19:00) 

朝 
(6:00～8:00) 

夕 
(19:00～22:00) 

夜間 
(22:00～6:00) 

第 1 種区域 
第 1種低層住居専用地域、 

第 2種低層住居専用地域 
45dB 40dB 40dB 

第 2 種区域 

第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種住居地

域、第 2種住居地域、準住居地域 

55dB 45dB 40dB 

第 3 種区域 
近隣商業地域、商業地域、準工業地

域 
65dB 55dB 50dB 

第 4 種区域 工業地域 70dB 65dB 60dB 
注)1. 

第 1 種区域、第 2 種区域、第 3 種区域及び第 4 種区域とは、それぞれ特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴っ

て発生する騒音について規制する地域（昭和 63 年北海道告示第 315 号）により、指定された第 1 種区域、第 2 種区域、第 3 種区

域及び第 4 種区域をいう。 

「騒音規制法の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準」(昭和 43 年厚生省・農林省・通産省・運輸省告示第 1 号) 

(昭和 46 年北海道告示 3169 号) 

 

表 3.2-32 特定工場等において発生する騒音の規制基準(小樽市) 

時間区分 

 

 

区域の区分 

昼間 
(8:00～19:00) 

朝 
(6:00～8:00) 

夕 
(19:00～22:00) 

夜間 
(22:00～6:00) 

第 1 種区域 45dB 40dB 40dB 

第 2 種区域 55dB 45dB 40dB 

第 3 種区域 65dB 55dB 50dB 

第 4 種区域 70dB 65dB 60dB 
注)1. 

指定地域のうち、第 1 種区域及び第 2 種区域の全域並びに第 3 種区域及び第 4 種区域内の学校教育法（昭和 22 年法律

第 26 号）第１条に規定する学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法（昭

和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるた

めの施設を有するもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法（昭和 38

年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲お

おむね 80 メートルの区域内 

「騒音規制法等に基づく規制地域及び規制基準の告示」(平成 27 年小樽市告示第 168 号) 
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表 3.2-33 特定建設作業に係る騒音の規制基準 

規制種別 第 1号区域 第 2号区域 

基準値 85dB(敷地境界線) 

作業禁止時間 19:00～7:00 22:00～6:00 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作業期間 連続 6日以内 

作業禁止日 日曜日その他の休日 
注)1. 

第 1 号区域：表 3.2-33 に示す区域区分のうち、第 1 種区域及び第 2 種区域の全域並びに第 3 種区域及び第 4 種区域内の学校教育法

第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同

条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書

館、老人福祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の境界線から 80 メートルまでの区域 

第 2 号区域：表 3.2-33 に示す区域区分のうち、前号に掲げる区域以外の区域 

「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」(昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号) 

「騒音規制法等に基づく規制地域及び規制基準の告示」(平成 27 年小樽市告示第 168 号) 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の規定により知事が指定する区域」(昭和 46 年北海道告示 3170 号) 

 

表 3.2-34 自動車騒音の要請限度 

区域の区分 
昼間 

(6:00～22:00) 

夜間 

(22:00～6:00) 

a 区域及び b区域のうち 1車線を有する道路に面する区域 65dB 55dB 

a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70dB 65dB 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 

及び c区域のうち車線を有する道路に面する区域 
75dB 70dB 

幹線交通を担う道路に近接する区域 75dB 70dB 
注)1. 

a 区域：専ら住居の用に供される区域 

b 区域：主として住居の用に供される区域 

c 区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」(平成 12 年総理府令第 15 号) 

「騒音規制法等に基づく規制地域及び規制基準の告示」(平成 27 年小樽市告示第 168 号) 

「騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の規定により知事が定める区域及び時間」 

(平成 12 年北海道告示第 522 号) 
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図 3.2-13 騒音に係る規制地域 

出典：「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」(平成 29 年 5 月 1 日現在、 

北海道環境生活部環境局環境政策課環境保全グループ 

http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index.html) 
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  ④ 振動 

振動の規制に関しては、「振動規制法」(昭和 51 年法律第 64 号)に基づき、特定工場振動に関

する規制基準、特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準が定められており、表 

3.2-35～表 3.2-38 及び図 3.2-14 に示すとおり、用途地域に応じた、規制地域及び基準値の指

定を行っている。 

 

表 3.2-35 工場・事業場振動の規制基準 

時間区分

区域区分 

昼間 

(8:00～19:00) 

夜間 

(19:00～8:00) 

第 1 種区域 

第 1種低層住居専用地域、第 2種低層住

居専用地域、第 1 種中高層住居専用地

域、第 2種中高層住居専用地域、第 1種

住居地域、第 2種住居地域、準住居地域

60dB 55dB 

第 2 種区域 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域 
65dB 60dB 

注) 

1.第 1 種区域及び第 2 種区域とは、昭和 63 年北海道告示第 317 号（振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建

設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定）により、それぞれ指定された第 1 種区域及び第 2 種区域をいう。 

2 区域のうち、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条第 1 項

に規定する保育所、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患

者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第１項に規定する図書館並びに老人福祉法（昭

和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホームの敷地並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2条第 7項に規定する幼保連携型認定こども園の周囲 50 メートル内においては、

それぞれ規制値から 5 デシベルを減じた値を適用するものとする。 

「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和 51 年環告第 90 号) 

「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準の設定」(昭和 53 年北海道告示第 784 号) 

 

表 3.2-36 特定工場等において発生する振動の規制基準(小樽市) 

時間区分

区域の区分 

昼間 

(8:00～19:00) 

夜間 

(19:00～8:00) 

第 1 種区域 60dB 55dB 

第 2 種区域 65dB 60dB 
注) 

1.表の区域のうち、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院

及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和 25 年法律

第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別

養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法

律第 77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね 50 メートル内においては、

それぞれ規制値から 5 デシベルを減じた値を適用するものとする。 

2.府令別表第 1 の付表第 1 号の規定による市長が指定する区域を次のとおり定める。 

指定地域のうち、第 1 種区域の全域並びに第 2 種区域内の学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定す

る学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法（昭和 23 年法律第 205

号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有

するもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館、老人福祉法（昭和 38 年法律第

133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲お

おむね 80 メートルの区域内 

「振動規制法に基づく規制地域及び規制基準の告示」(平成 27 年小樽市告示第 169 号) 
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表 3.2-37 特定建設作業に係る振動の規制基準 

規制種別 第 1号区域 第 2号区域 

基準値 75dB(敷地境界線) 

作業禁止時間 19:00～7:00 22:00～6:00 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作業期間 連続 6日以内 

作業禁止日 日曜日その他の休日 

注)1. 

第 1 号区域：表 3.2-37 に示す区域区分のうち、第 1 種区域及び第 2 種区域の全域並びに第 3 種区域及び第 4 種区域内の学校教育法

第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条

第 2 項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館、

老人福祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の境界線から 80 メートルまでの区域 

第 2 号区域：表 3.2-37 に示す区域区分のうち、前号に掲げる区域以外の区域 

「振動規制法施行規則」(昭和 51 年総理府令第 58 号) 

「振動規制法施行規則に基づき特定建設作業の規制に関する基準の知事の指定する区域の指定」(昭和 53 年北海道告示第 785 号) 

「振動規制法に基づく規制地域及び規制基準の告示」(平成 27 年小樽市告示第 169 号) 

 

表 3.2-38 道路交通振動の要請限度 

区域の区分 昼間(8:00～19:00) 夜間(19:00～8:00) 

第 1 種区域 65dB 60dB 

第 2 種区域 70dB 65dB 
注)1. 

第 1 種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏

の保持を必要とする区域 

第 2 種区域：住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するた

め、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内

の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 

「振動規制法施行規則」(昭和 51 年総理府令第 58 号) 

「振動規制法に基づく規制地域及び規制基準の告示」(平成 27 年小樽市告示第 169 号) 

「振動規制法施行規則に基づき道路交通振動の限度の知事の定める区域及び時間の設定」(昭和 53 年北海道告示第 786 号) 
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図 3.2-14 振動に係る規制地域 

出典：「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」(平成 29 年 5 月 1 日現在、 

北海道環境生活部環境局環境政策課環境保全グループ 

http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index.html 
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  ⑤ 水質汚濁 

工場及び事業所からの排出水に関しては、「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号)に基づ

き全国一律の排水基準が定められており、表 3.2-39 及び表 3.2-40 に示すとおりである。 

また、北海道では「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭

和 47 年北海道条例第 27 号)に基づき上乗せ排水基準が設定されている。対象事業実施区域及び

その周囲では、余市川水域及び小樽海域が同条例に基づく適用区域となっており、これらの上乗

せ排水基準等は表 3.2-41 及び表 3.2-42 に示すとおりである。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲では、湖沼を含む公共用水域の水質汚濁防止のための「湖

沼水質保全特別措置法」（昭和 59 年法律第 61 号）に基づく湖沼は、指定されていない。 

 

表 3.2-39(1) 特定事業場に係る排水基準を定める省令(有害物質に係る排水基準:一律排水基準) 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 カドミウム 0.03mg/L 

シアン化合物 シアン 1mg/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。） 1mg/L 

鉛及びその化合物 鉛 0.1mg/L 

六価クロム化合物 六価クロム 0.5mg/L 

砒素及びその化合物 砒素 0.1mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀 0.005mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

チウラム 0.06mg/L 

シマジン 0.03mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 セレン 0.1mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域 ほう素 230mg/L 

その他 ほう素 10mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域 ふっ素 15mg/L 

その他 ふっ素 8mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

（アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量） 
100mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 

備考 

1.「検出されないこと。」とは、第 2 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合におい

て、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2.砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の

一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）

第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、

適用しない。 

｢排水基準を定める省令｣(昭和 46 年総理府令第 35 号) 
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表 3.2-39(2) 特定事業場に係る排水基準を定める省令(有害物質に係る排水基準：地下浸透基準) 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.001mg/L 

シアン化合物 0.1mg/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。） 0.1mg/L 

鉛及びその化合物 0.005mg/L 

六価クロム化合物 0.04mg/L 

砒素及びその化合物 0.005mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005mg/L 

アルキル水銀化合物 0.0005mg/L 

ポリ塩化ビフェニル 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 0.002mg/L 

テトラクロロエチレン 0.0005mg/L 

ジクロロメタン 0.002mg/L 

四塩化炭素 0.0002mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.0004mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 0.002mg/L 

1,2-ジクロロエチレン 
シス体 0.004mg/L 

トランス体 0.004mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 0.0005mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.0002mg/L 

チウラム 0.0006mg/L 

シマジン 0.0003mg/L 

チオベンカルブ 0.002mg/L 

ベンゼン 0.001mg/L 

セレン及びその化合物 0.002mg/L 

ほう素及びその化合物 0.2mg/L 

ふっ素及びその化合物 0.2mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

アンモニア性窒素：0.7mg/L 

亜硝酸性窒素：0.2mg/L 

硝酸性窒素：0.2mg/L 

塩化ビニルモノマー 0.0002mg/L 

1,4-ジオキサン 0.005mg/L 

「水質汚濁防止法施行規則第 6 条の 2 の規定に基づく環境大臣が定める検定方法」（平成元年 8 月 21 日環境庁告示 39 号）
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表 3.2-40 排水基準を定める省令(生活環境項目) 

種類又は項目 許容限度 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度(pH) 海域 5.0～9.0 

その他 5.8～8.6 

生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/L(日間平均 120mg/L) 

化学的酸素要求量(COD) 160mg/L(日間平均 120mg/L) 

浮遊物質(SS) 200mg/L(日間平均 150mg/L) 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分) 鉱油含有量 5mg/L 

動植物油脂類含有量 30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量(Cu) 3mg/L 

亜鉛含有量(Zn) 2mg/L 

溶解性鉄含有量(Fe) 10mg/L 

溶解性マンガン含有量(Mn) 10mg/L 

クロム含有量(Cr) 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量(T-N) 120mg/L(日間平均 60mg/L) 

燐含有量(T-P) 16mg/L(日間平均 8mg/L) 

備考 

1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2.この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50 立方メートル以上である工場又は事業場に係る

排出水について適用する。 

3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含

む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水

基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現に

ゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、

化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環

境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオ

ン含有量が 1 リットルにつき 9,000 ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及び

これらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

7.燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼

として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定

める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

｢排水基準を定める省令｣(昭和 46 年総理府令第 35 号) 

 

表 3.2-41 北海道が条例で定める排水基準(上乗せ排水基準) 有害物質 

[水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和 47 年 4 月 3 日北海道条例第 27 号)] 

適用区域 

(設定年) 
業種 

許容限度(mg/L) 

カドミウム

及び 

その 

化合物 

シアン 

化合物 

有機燐

化合物

六価クロ

ム化合物 

砒素及び

その 

化合物 

水銀及び

アルキル

水銀その

他の水銀

化合物 

(一律排水基準) 0.03 1 1 0.5 0.1 0.005 

余市川水域 

(昭和 50 年) 
特定金属鉱業 - 0.3 - - - - 

小樽海域 

(昭和 50 年) 

全業種 

（2,000m3/日以上） 
0.01 

検出され

ないこと

検出され

ないこと
0.05 0.05 0.0005 

出典：「水質汚濁防止法に基づく届出の手引き」(令和元年 12 月、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/mizukankyo/suidakuboushi.htm) 
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表 3.2-42 北海道が条例で定める排水基準(上乗せ排水基準) 生活環境項目 

[水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和 47 年 4 月 3 日北海道条例第 27 号)] 

適用区域 

(設定年) 
業種又は施設 

許容限度(mg/L) (( )内は日間平均) 

生物化学的酸素 

要求量(BOD) 

化学的酸素要求量 

(COD) 

浮遊物質量 

(SS) 

(一律排水基準) 160(120) 160(120) 200(150) 

余市川水域 

(昭和 50 年) 

肉製品製造業 80(60) - 70(50) 

蒸りゅう酒・混成酒製造業 80(60) - 120(100) 

小樽海域 

(昭和 50 年) 

肉製品製造業 - 70(50) 70(50) 

水産食料品製造業(20m3/日以上 50m3/日未満) - 1,300(1,000) - 

魚粉飼料製造業(フィッシュソリュブル製造業

を含む。)(20m3/日以上 50m3/日未満) 
- 780(600) - 

と畜業 - - 70(50) 

屎尿浄化漕(昭和46年9月23日以前に設置され

たものであって処理対象人員が 501 人以上のも

のに限る。) 

- 120(90) - 

屎尿浄化漕(昭和46年9月24日以後に設置され

たものであって処理対象人員が 501 人以上のも

のに限る。) 

- 40(30) 90(70) 

下水道終末処理施設 - (60) (70) 

備考 

1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2.この表に掲げる排水基準は、この表に特別の定めがあるものを除くほか、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3以

上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 
出典：「水質汚濁防止法に基づく届出の手引き」(令和元年 12 月、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/mizukankyo/suidakuboushi.htm) 
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  ⑥ 悪臭 

「悪臭防止法」(昭和 46 年法律第 91 号)に基づく規制基準は、表 3.2-43 に示すとおり定めら

れている。また、小樽市においては、表 3.2-44 に示す規制基準が定められている。 

対象事業実施区域及びその周囲の規制地域は、図 3.2-15 に示すとおりである。 

 

表 3.2-43(1) 悪臭防止法に基づく事業場の敷地境界線の地表における規制基準(第 1 号規制)  

悪臭物質 A 区域(ppm) B 区域(ppm) C 区域(ppm) 

アンモニア 1 2 5 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 

硫化水素 0.02 0.06 0.2 

硫化メチル 0.01 0.05 0.2 

二硫化メチル 0.009 0.03 0.1 

トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01 

イソブタノール 0.9 4 20 

酢酸エチル 3 7 20 

メチルイソブチルケトン 1 3 6 

トルエン 10 30 60 

スチレン 0.4 0.8 2 

キシレン 1 2 5 

プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 

イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01 

備考 

A 区域、B区域及び C区域とは、それぞれ工場その他の事業場における事業活動

に伴って発生する特定悪臭物質の排出を規制する地域（平成 24 年北海道告示第

183 号）により、指定された A区域、B区域及び C区域をいう。 
「悪臭防止法に基づく規制基準の設定」(平成 24 年北海道告示第 184 号) 

 

表 3.2-43(2) 悪臭防止法に基づく事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準(第 2号規制) 

表 3.2-43(1)で定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第 3条に定める方法により、特定悪臭物

質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノ

ルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに算出して得た流量。 
「悪臭防止法に基づく規制基準の設定」(平成 24 年北海道告示第 184 号) 

 

表 3.2-43(3) 悪臭防止法に基づく事業場の排出水の敷地外における規制基準(第 3 号規制) 

表 3.2-43(1)で定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出したメ

チルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルの種類ごとの排出水中の濃度の値。ただし、

メチルメルカプタンは、環境省令第 4 条の規定により算出した排出水中の濃度の値が 1 リットルにつき

0.002 ミリグラム未満の場合は、1リットルにつき 0.002 ミリグラムとする。 
「悪臭防止法に基づく規制基準の設定」(平成 24 年北海道告示第 184 号) 
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表 3.2-44(1) 小樽市 悪臭防止法に基づく事業場の敷地境界線の地表における規制基準(第1号規制) 

規制物質                   区域の区分 A区域 

アンモニア ppm 1 

メチルメルカプタン ppm 0.002 

硫化水素 ppm 0.02 

硫化メチル ppm 0.01 

二硫化メチル ppm 0.009 

トリメチルアミン ppm 0.005 

アセトアルデヒド ppm 0.05 

プロピオンアルデヒド ppm 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド ppm 0.009 

イソブチルアルデヒド ppm 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド ppm 0.009 

イソバレルアルデヒド ppm 0.003 

イソブタノール ppm 0.9 

酢酸エチル ppm 3 

メチルイソブチルケトン ppm 1 

トルエン ppm 10 

スチレン ppm 0.4 

キシレン ppm 1 

プロピオン酸 ppm 0.03 

ノルマル酪酸 ppm 0.001 

ノルマル吉草酸 ppm 0.0009 

イソ吉草酸 ppm 0.001 
「悪臭防止法第 3 条の規定による工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域及び 

第 4 条第 1 項の規定による特定悪臭物の規制基準」(平成 24 年 小樽市告示第 79 号) 

 

表 3.2-44(2) 小樽市 悪臭防止法に基づく事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準 

(第 2 号規制) 

表 3.2-44(1)で定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則（昭和 47 年総理府令第 39 号。以下「環

境省令」という。）第 3 条に定める方法により、特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二

硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉

草酸を除く。）の種類ごとに算出して得た流量数 
備考)特定悪臭物質の測定は、昭和 47 年 5 月 30 日環境庁告示第 9 号に定める方法によることとする。 

「悪臭防止法第 3 条の規定による工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域及び 

第 4 条第 1 項の規定による特定悪臭物の規制基準」(平成 24 年 小樽市告示第 79 号) 

 

表 3.2-44(3) 小樽市 悪臭防止法に基づく事業場の排出水の敷地外における規制基準(第 3号規制) 

表 3.2-44(1)で定める規制基準を基礎として環境省令第４条に規定する方法により算出したメチルメ

ルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルの種類ごとの排出水中の濃度の値。ただし、メ

チルメルカプタンは、環境省令第４条の規定により算出した排出水中の濃度の値が１リットルにつき

0.002 ミリグラム未満の場合は、1リットルにつき 0.002 ミリグラムとする。 
備考)特定悪臭物質の測定は、昭和 47 年 5 月 30 日環境庁告示第 9 号に定める方法によることとする。 

「悪臭防止法第 3 条の規定による工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域及び 

第 4 条第 1 項の規定による特定悪臭物の規制基準」(平成 24 年 小樽市告示第 79 号) 
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図 3.2-15 

悪臭防止法に基づく規制地域の

指定状況 

出典：「騒音・振動・悪臭規制地域マップ」(平成 29 年 5 月 1 日現在、 

北海道環境生活部環境局環境政策課環境保全グループ 

http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index.html 
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  ⑦ 水底の底質 

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和 45 年法律第 136 号)に基づく水底土砂

の判定基準は、表 3.2-45 に示すとおりである。 

 

表 3.2-45 水底土砂に係る判定基準 

項目 判定基準 

アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 

水銀又はその化合物 検液 1リットルにつき 0.005mg 以下 

カドミウム又はその化合物 検液 1リットルにつき 0.1mg 以下 

鉛又はその化合物 検液 1リットルにつき 0.1mg 以下 

有機りん化合物 検液 1リットルにつき 1mg 以下 

六価クロム化合物 検液 1リットルにつき 0.5mg 以下 

ひ素又はその化合物 検液 1リットルにつき 0.1mg 以下 

シアン化合物 検液 1リットルにつき 1mg 以下 

ポリ塩化ビフェニル 検液 1リットルにつき 0.003mg 以下 

銅又はその化合物 検液 1リットルにつき 3mg 以下 

亜鉛又はその化合物 検液 1リットルにつき 2mg 以下 

ふつ化物 検液 1リットルにつき 15mg 以下 

トリクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.3mg 以下 

テトラクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.1mg 以下 

ベリリウム又はその化合物 検液 1リットルにつき 2.5mg 以下 

クロム又はその化合物 検液 1リットルにつき 2mg 以下 

ニッケル又はその化合物 検液 1リットルにつき 1.2mg 以下 

バナジウム又はその化合物 検液 1リットルにつき 1.5mg 以下 

有機塩素化合物 試料 1キログラムにつき 40mg 以下 

ジクロロメタン 検液 1リットルにつき 0.2mg 以下 

四塩化炭素 検液 1リットルにつき 0.02mg 以下 

1,2-ジクロロエタン 検液 1リットルにつき 0.04mg 以下 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1リットルにつき 1mg 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.4mg 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1リットルにつき 3mg 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1リットルにつき 0.06mg 以下 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1リットルにつき 0.02mg 以下 

チウラム 検液 1リットルにつき 0.06mg 以下 

シマジン 検液 1リットルにつき 0.03mg 以下 

チオベンカルブ 検液 1リットルにつき 0.2mg 以下 

ベンゼン 検液 1リットルにつき 0.1mg 以下 

セレン又はその化合物 検液 1リットルにつき 0.1mg 以下 

1,4-ジオキサン 検液 1リットルにつき 0.5mg 以下 

ダイオキシン類 検液 1リットルにつき 10pg-TEQ 以下 
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第 1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を

含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号） 
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  ⑧ 土壌汚染 

「土壌汚染対策法」(平成 14 年法律第 53 号)における指定区域の指定に係る特定有害物質とそ

の指定基準は、表 3.2-46 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲における土壌汚染対策法第6条第 1項に基づく形質変更時要届

出区域の指定状況は表 3.2-47 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内には、形質変更時要届出区域の指定箇所はない。 

なお、現在、北海道における要措置区域の指定箇所はない。 

 

表 3.2-46 特定有害物質及び指定区域の指定基準 

特定有害物質 分類

地下水等の摂取 

によるリスク 

直接摂取 

によるリスク 

土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

(mg/L 以下) (mg/kg 以下) 

クロロエチレン 

第
１
種
特
定
有
害
物
質 

(

揮
発
性
有
機
化
合
物)

 

0.002 － 

四塩化炭素 0.002 － 

1,2－ジクロロエタン 0.004 － 

1,1－ジクロロエチレン 0.02 － 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.04 － 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 － 

ジクロロメタン 0.02 － 

テトラクロロエチレン 0.01 － 

1,1,1－トリクロロエタン 1 － 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006 － 

トリクロロエチレン 0.03 － 

ベンゼン 0.01 － 

カドミウム及びその化合物 

第
２
種
特
定
有
害
物
質 

(

重
金
属
等)

 

0.01 150 

六価クロム化合物 0.05 250 

シアン化合物 不検出 遊離シアン 50 

水銀及びその化合物 
水銀 0.0005 

アルキル水銀不検出
15 

セレン及びその化合物 0.01 150 

鉛及びその化合物 0.01 150 

砒素及びその化合物 0.01 150 

ふっ素及びその化合物 0.8 4000 

ほう素及びその化合物 1 4000 

シマジン 第
３
種
特
定
有
害
物
質

(

農
薬
等)

 

0.003 － 

チオベンカルブ 0.02 － 

チウラム 0.006 － 

ポリ塩化ビフェニル 不検出 － 

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メ

チルジメトン、EPN に限る。) 
不検出 － 

「土壌汚染対策法施行規則」(平成 14 年環境省令第 29 号) 
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表 3.2-47 土壌汚染対策法に基づく区域指定状況 

指定区域 指定年月日 所在地 面積(㎡)

項目 

特定有害物質の種類 
溶

出

含

有

形質変更時 

要届出区域 

H22.10.29 
北海道小樽市手宮 1 丁目 110 番 2 の一

部､110 番 3 の一部､110 番 9 の一部 
1,208.50 鉛及びその化合物 ○ ○

H26.10.17 
北海道小樽市銭函 3 丁目 520 番 1､520

番 2､520 番 3、520 番 4 
82,941.17

六価クロム化合物 

セレン及びその化合物 

鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

○ ○

H27.3.20 
北海道小樽市稲穂 1 丁目 9 番 29､9 番

30 の一部 
236.46 テトラクロロエチレン ○ －

H29.9.1 北海道小樽市花園 4 丁目 110 番の一部 100.00 ベンゼン ○ －

H30.3.13 

一部追加 

H30.8.28 

北海道小樽市塩谷 2 丁目 4 番 10 の一

部､5 番の一部､6 番 1 の一部､7 番 1 の

一部､571 番の一部､572 番 1､572 番 2､

572 番 3 の一部 

1,025.62
鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 
○ ○

出典：「土壌汚染対策法に基づく要措置区域等一覧(令和 2 年 6 月 30 日現在)」(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/water/dojo/wpcl.html） 

「形質変更時要届出区域の指定状況(令和 2 年 4 月 17 日現在」（北海道ホームページ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/contents/dojo/6_11_14zyou.htm） 

 

  ⑨ 地盤沈下 

対象事業実施区域及びその周囲では、地盤沈下の情報は確認されていない。 

 

  ⑩ 温室効果ガス 

小樽市では「第 3 次小樽市温暖化対策推進実行計画」(平成 24 年)、余市町では「第 2 期余市

町地球温暖化実行計画」(平成 29 年、余市町)を策定し、温室効果ガスの削減に努めている。取

組状況は表 3.2-48 に示すとおりである。 

 

表 3.2-48 地球温暖化対策取組状況 

市名 計画の名称 策定年月 
計画

期間

基準年の排出量 現況年の排出量 目標年の排出量
目標

削減

(年度) (t-CO2) (年度) (t-CO2) (年度) (t-CO2) (%)

小樽市 
第 3次小樽市温暖化 

対策推進実行計画 
平成 24 年 10 年間 H23 34,290 H30 29,010 R3 30,861 10<

余市町 
余市町地球温暖化対策

実行計画 
平成29年3月 5年間 H27 4,547 H30 4,306 R3 4,320 5 

出典：「第 3 次小樽市温暖化対策推進実行計画」の平成 30 年度推進状況(小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kankyo/kankyo_kougai/earthon/30jikkou.html 令和 2 年 7 月 27 日閲覧） 

「地球温暖化対策 第 2 期余市町地球温暖化対策実行計画温室効果ガス削減結果」(余市町ホームページ

https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojouhou/eisei-gomi/kankyoutyousa.html 令和2年7月27日閲覧) 

「北海道地球温暖化対策推進計画」に基づく平成 30 年度の施策の実施状況等について」 

（令和 2(2020)年 1 月(令和 2(2020)年 7 月更新、北海道環境生活部環境局気候変動対策課) 
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  ⑪ 航空法 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「航空法」(昭和 27 年法律第 231 号)第 49 条の規

定による空港周辺における物件の高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)のある空域はない。 

 

  (c) その他環境保全計画等 

  ① 北海道環境基本計画 

北海道では、「北海道環境基本条例」(平成 8 年北海道条例第 37 号)に基づき、よりよい環境を

未来に引き継ぐ環境重視型社会を形成していくための基本的な計画として、平成 10 年 3 月に「北

海道環境基本計画」が策定されている。また、社会情勢の変化等をふまえ、今後の施策の展開方

向を示すため、新しい環境基本計画「北海道環境基本計画［第 2 次計画］」(以下「［第 2 次計画］」)

が平成 20 年 3 月に策定されている。さらに、［第 2 次計画］の見直し規定に基づき、［第 2 次計

画］策定後の施策の進捗状況に関する点検・評価の結果や、環境及び社会経済の状況の変化をふ

まえ、主に施策の方向や重要事項等「施策の基本的事項」に関して所要の改訂を行った「北海道

環境基本計画［第 2 次計画］改訂版」が平成 28 年 3 月に策定されている。 

「北海道環境基本計画［第 2 次計画］改訂版」における施策の基本事項は表 3.2-49 に示すと

おりである。 

 

表 3.2-49 北海道環境基本計画［第 2 次計画］改訂版における施策の基本的事項 

分類 施策展開 

分野別の施策展開 

地域から取り組む地球環境の保全 

北海道らしい循環型社会の形成 

自然との共生を基本とした環境の保全と創造 

安全・安心な地域環境の確保 

各分野に共通する施策展開 

環境に配慮する人づくりの推進 

環境と経済の好循環の創出 

環境と調和したまちづくり 

基盤的な施策（調査研究・情報提供・国際的な取組） 

出典：「北海道環境基本計画［第 2 次計画］改訂版」(平成 28 年 3 月、北海道) 

 

  ② 北海道循環型社会形成推進基本計画 

北海道では、平成 20 年 10 月に循環型社会の形成を一層加速させるための新たな制度的枠組み

として「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」が制定されている。この条例に基づき、循

環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針や、北海道が総合的かつ計画的に講ずべき

施策などの事項を定めた「北海道循環型社会形成推進基本計画」（平成 22 年 4 月）が策定されて

いる。この計画では、「3R の推進」、「廃棄物の適正処理の推進」、「バイオマスの利活用の推進」、

「リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興」の 4 つを柱として施策展開がさ

れている。さらに、目標年次を計画中間年度である平成 26 年度に設定し、その時点での進捗状

況の確認及び見直しを行うこととしており、目標の達成状況の検証結果などをふまえ、「北海道

循環型社会形成推進基本計画［改訂版］」(平成 27 年 3 月)が策定されている。また、「北海道循

環型社会形成推進基本計画［改訂版］」は、循環条例に基づく「循環型社会の形成に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画」として、北海道が目指す循環型社会の具体

的な指針であるとともに、平成 20 年 3 月に策定されている「北海道環境基本計画［第 2 次計画］」

の循環型社会の構築に係る個別計画として位置付けられている。 
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  ③ 北海道生物多様性保全計画 

北海道では、北海道らしい自然共生社会の実現を図るため、自然環境を守る取組全般を「生物

多様性の保全と持続可能な利用」という視点でまとめなおし、今後の北海道における目標と方針

を示した「北海道生物多様性保全計画」が平成 22 年 7 月に策定されている。その後、国の生物

多様性国家戦略の改定（平成 24 年 9 月）や北海道生物の多様性の保全等に関する条例の制定（平

成 25 年 3 月）など、計画を取り巻く状況に変化が生じたことから、平成 27 年 9 月に計画の一部

変更が行われている。 

また、「北海道生物多様性保全計画」は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する目標や

総合的・計画的に講ずべき施策を掲げた北海道の生物多様性地域戦略にあたる。さらに、「北海

道環境基本計画［第 2 次計画］」の「重点的に取り組む事項」のひとつである「北海道らしい自

然共生社会の実現」における「生物多様性保全に関する基本プログラム」に該当し、重点的に取

り組む事項として別に掲げた「北海道の特性を生かした地球温暖化対策の推進」を図るための計

画及び「地域資源を活用した循環型社会の形成」を図るための計画とともに「北海道環境基本計

画［第 2 次計画］」の個別計画とされている。 

「北海道生物多様性保全計画」の目標と基本方針を表 3.2-50 に示す。 

 

表 3.2-50 北海道生物多様性保全計画における目標と基本方針 

目標 基本方針 

地域の特性に応じた多様な生態

系や動植物の保全 

地域の特性を認識するため、生態系やそれを構成する生物などの現状把握を図る

絶滅のおそれのある動植物や重要な生態系の保全を図る 

安定的な生態系やそれを形成する動植物の維持を図る 

地域の特性に応じた生態系構成

要素の持続可能な利用 

生物多様性に及ぼす影響を少なくする生態系構成要素の持続的な利用を図る 

生物多様性に及ぼす影響を少なくする土地利用を図る 

出典：北海道生物多様性保全計画(平成 22 年 7 月(平成 27 年 9 月一部変更)、北海道) 

 

  ④ 北海道水資源の保全に関する条例 

北海道では、「北海道水資源の保全に関する条例」(平成 24 年 3 月 30 日条例第 9 号)に基づく

水資源保全地域の指定区域は図 3.2-16 のとおりであり、対象事業実施区域及びその周囲には「赤

井川村常盤地区水資源保全地域」が指定されている。 

水資源保全地域は、対象事業実施区域には含まれない。 
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図 3.2-16 水資源保全地域 

出典：「水資源保全地域一覧」(令和元年 12 月 25 日現在、 

北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen_hozentiikikariR11225.htm 
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  ⑤ 小樽市景観計画 

小樽市では、平成 18 年 11 月に景観法に基づく景観行政団体となり、本市の景観行政の指針と

なる「小樽市景観計画」を平成 21 年 2 月に策定している。景観計画区域は市域全域とし、景観

計画区域のうち、歴史、文化等からみて小樽らしい良好な景観を形成している重要な区域を「小

樽歴史景観区域」(131.6ha)として指定している。 

景観形成の基本目標は、表 3.2-51 に示すとおりである。 

 

表 3.2-51 景観形成の基本目標 

自然景観の保全を図り、自然と街並みの調和がとれたまちづくりを進めます。 

歴史景観の保全を図り、歴史と文化の香り高いまちづくりを進めます。 

小樽らしい都市景観の創出を図り、潤いと活力に満ちたまちづくりを進めます。 
出典：「小樽市景観計画」(平成 21 年 2 月、小樽市) 

 

  ⑥ 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例 

景観法で定めている建築物や工作物の建築等の行為のうち、景観行政団体が条例で定める行為

（特定届出対象行為）については、景観計画に規定されている行為の制限に適合しない場合に変

更命令などを行うことができる。 

このことから、良好な都市景観の形成をさらに進めるため、特定届出対象行為を『小樽の歴史

と自然を生かしたまちづくり景観条例』に盛り込むなどの条例の改正を行い、平成 21 年 4 月か

ら施行している。 
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 (2) 自然関係法令等 

対象事業実施区域及びその周囲における自然関係法令等による規制状況は、表 3.2-52 に示すと

おりである。 

 

表 3.2-52 自然関係法令等による規制状況一覧 

法令等 地域地区等の名称 

指定の有無 

対象事業 

実施区域 

対象事業 

実施区域 

の周囲 

小樽市 余市町

自然公園法 

国立公園 - - - - 

国定公園 - ○ ○ ○ 

道立自然公園 - - - - 

自然環境保全法 
原生自然環境保全地域 - - - - 

自然環境保全地域 - - - - 

北海道自然環境等保全条例 
道自然環境保全地域 - - - - 

環境緑地保護地区等 - ○ ○ - 

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり

景観条例 
保存樹木等 - ○ ○ - 

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関

する条約 

世界文化遺産 - - - - 

世界自然遺産 - - - - 

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 - - - - 

北海道生物の多様性の保全等に関する条

例 
生息地等保護区 - - - - 

北海道自然環境保全指針※ 
すぐれた自然地域※ - ○ ○ ○ 

身近な自然地域※ - ○ ○ ○ 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律 
鳥獣保護区 - ○ ○ ○ 

特に水鳥の生息地として国際的に重要な

湿地に関する条約（ラムサール条約） 
ラムサール条約登録湿地 - - - - 

文化財保護法 

国指定史跡・名勝・ 

天然記念物 
- ○ ○ ○ 

道指定史跡・名勝・ 

天然記念物 
- ○ ○ ○ 

市町村指定史跡・名勝・ 

天然記念物 
- ○ ○ ○ 

都市計画法 

都市計画区域 ○ ○ ○ ○ 

風致地区 - - - - 

緑地保全地域 - - - - 

自然再生推進法 
自然再生事業実施計画 - - - - 

自然再生協議会 - - - - 

景観法 
景観計画区域 ○ ○ ○ ○ 

景観行政団体 ○ ○ ○ - 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 - ○ ○ ○ 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 - ○ ○ ○ 

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 - ○ ○ - 

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 

土砂災害警戒区域・ 

土砂災害特別警戒区域 
- ○ ○ ○ 

土砂災害危険箇所 土石流危険渓流 ○ ○ ○ ○ 

農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域 ○ ○ ○ ○ 

水産資源保護法 保護水面 - - - - 
注)1.表中「○」は指定あり、「-」は指定なし 

注)2.※すぐれた自然及び身近な自然地域の位置情報は「北海道自然環境保全指針」に示されていない。 
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  (a) 自然公園 

対象事業実施区域及びその周囲における「自然公園法」(昭和 32 年法律第 161 号)及び「北海

道立自然公園条例」(昭和 33 年条例第 36 号)に基づく自然公園指定の状況は、図 3.2-17 に示す

とおり、「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」が指定されているが、対象事業実施区域内には含まれ

ない。 

 

  (b) 自然環境保全地域等 

対象事業実施区域及びその周囲における、「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 85 号)及び「北

海道自然環境等保全条例」(昭和 48 年条例第 64 号)に基づく原生自然環境保全地域、自然環境保

全地域、道自然環境保全地域はない。 

 

  (c) 環境緑地保護地区等 

対象事業実施区域及びその周囲における「北海道自然環境等保全条例」(昭和 48 年北海道条例

第 64 号)に基づく指定は、表 3.2-53 及び図 3.2-18 に示すとおりである。 

小樽市では、「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」(全部改正 平成 20 年小樽市

条例第 47 号)に基づく保護樹木、保全樹林、保全樹林公共指定が指定されており、表 3.2-54 及

び図 3.2-18 に示すとおりである。 

いずれも対象事業実施区域内には含まれない。 

 

表 3.2-53 北海道自然環境等保全条例に基づく指定 

名称 種類 位置 
面積

(ha)
特徴 

赤岩山南 環境緑地保護地区 
小樽市国有林札幌事業区174から176の

各林班 
246.2 ダケカンバ、トドマツ等の樹林地 

小樽苗畑林 環境緑地保護地区 小樽市国有林札幌事業区183林班い小班 19.76 スギ、ヒノキ、アカマツ等の樹林地

住吉神社 環境緑地保護地区 小樽市住ノ江 2 丁目 100 の 1 2.57
神社境内のカラマツ、ハルニレ等の樹

林地 

奥沢水源地 自然景観保護地区 小樽市天神 2 丁目 105 他 438.54
水源地周辺の自然景観､広葉樹二次

林､野鳥 

小樽天狗山 自然景観保護地区 小樽市国有林札幌事業区 144 林班他 222.23 天狗山周辺の広葉樹林等の自然景観

出典：「環境緑地保護地区等指定一覧表 平成 29 年 7 月 28 日」 

「記念保護樹木指定一覧表 令和元年 8 月 20 日」(北海道環境局生物多様性保全課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/kouen/hozen.htm)  
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表 3.2-54 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例に基づく指定 

No. 名称 樹種 本数・面積 保存樹木等の概要 

1 保存樹木 アカマツ 4 本 
アカマツは別名女松と言われ、日本の風景を代表する樹

種である。 

2  イチョウ 1 本 古くから植えられている。 

3  ハリギリ 1 本 ナナカマドが宿り木して珍しい。 

4  
クロマツ 

イチョウ 

3 本 

3 本 

古くからあり、大変立派である。 

5  

クロマツ 

アカマツ 

ハルニレ 

3 本 

2 本 

1 本 

風除けとして残されたものと思われ、市内で大変貴重な

巨木である。 

6  イチョウ 2 本 
市民には銀杏の取れる夫婦イチョウとして親しまれてい

る。 

-  
クワ 

イチイ 

1 本 

1 本 

文久 3 年創建の神社境内にあり、クワは日本でも珍しい

大樹で、北海道の名木に指定されている。 

7 保全樹林 クリ、ミズナラ等 14,000m2 
明治43年神社の新築移転当時よりあった貴重な自然林で

ある。 

8  アカマツ等 20,600m2 
周辺の農村風景とともに独特の雰囲気を醸し出してい

る。 

9  ハルニレ等 13,500m2 市民には住吉神社の森として親しまれている。 

10  
イチイ、ミズナラ、 

サクラ、カエデ等 
43,800m2 

春の花見、秋には紅葉と、毎年市民に利用されている。

11  ハルニレ、カエデ等 7,000m2 良好な自然林として貴重である。 

12 
保全樹林 

公共指定 
クリ 90,000m2 

古木からの実生自然繁殖と考えられ貴重である。 

(手宮公園) 

注)1.No.「-」は、対象事業実施区域及びその周囲の範囲外に位置する。 

出典：「保存樹木等の指定一覧表」(平成 29 年 11 月 1 日作成、小樽市) 

「小樽市環境基本計画」(平成 27 年 4 月発行、小樽市生活環境部環境課) 

 

  (d) 世界の文化遺産及び自然遺産 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条

約」(平成 4年条約第 7号)に基づく世界遺産はない。 

 

  (e) 生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「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)の第 36 条第 1 項、及び「北海道生物の多様性の保全等に関す

る条例」(平成 25 年条例第 9 号)により指定された生息地等保護区はない。 
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図 3.2-17 

自然公園等の指定状況 

出典：「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年度)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 
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図 3.2-18 環境緑地保護地区等 

の指定状況 

出典：「環境緑地保護地区等指定一覧表 平成 29 年 7 月 28 日」 

「記念保護樹木指定一覧表 平成 29 年 7 月 28 日」(北海道環境局生物多様性保全課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/kouen/hozen.htm) 

「保存樹木等の指定一覧表」(平成 29 年 11 月 1 日作成、小樽市) 

「小樽市環境基本計画」(平成 27 年 4 月発行、小樽市生活環境部環境課) 
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  (f) 北海道自然環境保全指針 

北海道自然環境保全指針とは、北海道の良好な自然環境を適切に保全するため、北海道におけ

る自然の現状を的確に把握し、これを評価して、北海道の保全を図るべき自然を明らかにすると

ともに、それらの自然環境の保護と利用に関する施策を総合的かつ計画的に展開するための目標

と方向を示すものである。 

保全を図るべき自然地域は、「すぐれた自然地域」と「身近な自然地域」の 2 つに区分して整

理されている。 

 

  ① すぐれた自然地域 

対象事業実施区域及びその周囲のすぐれた自然地域は、表 3.2-55 に示すとおりである。 

なお、位置情報については「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7月、北海道)に示されてい

ないが、海岸であることから対象事業実施区域内には含まれないと考えられる。 

 

表 3.2-55 すぐれた自然地域の指定状況 

No. 
すぐれた 

自然地域 
要素 内容 主要な位置 

1 

小樽海岸 

すぐれた海岸植生 

エゾイタヤ群落 

オショロソウ 

アオノイワレンゲ 

ハマオトコヨモギ 

ミヤマビャクシン等 

忍路カブト岬 

蘭島～祝津 

2 森林性鳥類繁殖地 アオバト 張碓 

3 海鳥類繁殖地 ウミウ、カモメ類等 塩谷海岸 

4 特異な昆虫生息地 ミンミンゼミ 蘭島 

5 中規模海蝕崖 - 小樽海岸一帯 

6 良好な展望地 - 祝津・オタモイ 

注)1.すぐれた自然位置情報は「北海道自然環境保全指針」に示されていない。 

出典：「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7 月、北海道) 

 

  ② 身近な自然地域 

対象事業実施区域及びその周囲の身近な自然地域は、表 3.2-56 に示すとおりである。 

なお、位置情報については「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7月、北海道)に示されてい

ないが、いずれの地域も対象事業実施区域内には含まれないと考えられる。 

 

表 3.2-56(1) 身近な自然地域の指定状況 

No. 
身近な 

自然地域 
市町名 概略面積 立地条件 

活用 

形態 

環境緑地 

保護地区 

土地 

所有 

1 カヤシマ岬 小樽市 20.1～50ha 
海岸・ 

干潟等 

眺望 

行楽・ 

スポーツ 

非指定地 国有地

2 小樽稲荷神社 小樽市 2ha 以下 
社寺林・ 

公園等 

保健・休養 

景観形成 
非指定地 民有地

3 小樽苗畑林 小樽市 20.1～50ha 
農耕地・ 

人工草地 

眺望 

学習・遊び 
指定地 国有地

4 旭公園 小樽市 2.1～5ha 
社寺林・ 

公園等 

眺望 

景観形成 
非指定地 公有地

5 旭展望台 小樽市 2.1～5ha 
社寺林・ 

公園等 

眺望 

景観形成 
非指定地 公有地

注)1.身近な自然地域の位置情報は「北海道自然環境保全指針」に示されていない。 

出典：「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7 月、北海道) 
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表 3.2-56(2) 身近な自然地域の指定状況 

No. 
身近な 

自然地域 
市町名 概略面積 立地条件 

活用 

形態 

環境緑地 

保護地区 

土地 

所有 

6 淨応寺 小樽市 2ha 以下 
社寺林・ 

公園等 

保健・休養 

景観形成 
非指定地 民有地

7 水天宮 小樽市 2ha 以下 その他 
眺望 

景観形成 
非指定地 民有地

8 小樽公園 小樽市 20.1～50ha 
社寺林・ 

公園等 

行楽・ 

スポーツ 

学習・遊び 

非指定地 公有地

9 もがみ公園 小樽市 2.1～5ha 
社寺林・ 

公園等 
保健・休養 非指定地 公有地

10 金毘羅大本院 小樽市 2ha 以下 その他 
保健・休養 

景観形成 
非指定地 民有地

11 天満宮 小樽市 2ha 以下 
社寺林・ 

公園等 

保健・休養 

景観形成 
非指定地 民有地

12 毛無山山麓※ 小樽市 50.1ha 以上
山岳・ 

丘陵地等 

眺望 

行楽・ 

スポーツ 

非指定地 国有地

13 丸山 小樽市 20.1～50ha 
山岳・ 

丘陵地等 

眺望 

保健・休養 
非指定地 国有地

14 おたる自然の村 小樽市 5.1～20ha 
山岳・ 

丘陵地等 

行楽・ 

スポーツ 

学習・遊び 

非指定地 国有地

15 オタモイ海岸 小樽市 5.1～20ha 
海岸・ 

干潟等 

行楽・ 

スポーツ 
非指定地 国有地

16 桃岩周辺 小樽市 2.1～5ha 
海岸・ 

干潟等 
眺望 非指定地 国有地

17 忍路環状列石 小樽市 2ha 以下 その他 その他 非指定地 国有地

18 兜岬周辺 小樽市 2.1～5ha 
海岸・ 

干潟等 

行楽・ 

スポーツ 
非指定地 国有地

19 
西崎山ストーンサークル 

周辺 
余市町 2ha 以下 その他 

眺望・ 

その他 
非指定地 民有地

20 手宮公園 小樽市 20.1～50ha 
社寺林・ 

公園等 

学習・遊び 

保健・休養 
非指定地 公有地

21 フゴッペ海岸 余市町 5.1～20ha 
海岸・ 

干潟等 

行楽・ 

スポーツ 
非指定地 民有地

22 リンゴ園 余市町 50.1ha 以上
農耕地・ 

人工草地 

行楽・ 

スポーツ 
非指定地 民有地

23 ブドウ園 余市町 50.1ha 以上
農耕地・ 

人工草地 

行楽・ 

スポーツ 
非指定地 民有地

24 サクランボ園 余市町 50.1ha 以上
農耕地・ 

人工草地 

行楽・ 

スポーツ 
非指定地 民有地

25 カルデラ公園 赤井川村 2ha 以下 
社寺林・ 

公園等 
その他 非指定地 公有地

注)1.※毛無山は小樽市に 2 つあるが、身近な自然地域である「毛無山山麓」は、小樽市の重要眺望地点であり、展望所が設

置されていることから、対象事業実施区域より東側に位置する毛無山を示していると考えられる。 

出典：「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7 月、北海道)  
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  (g) 鳥獣保護区 

対象事業実施区域及びその周囲における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」(平成 14 年法律第 88 号)第 28 条の規定により設定された鳥獣保護区及び特別保護地区の指

定状況は、表 3.2-57 及び図 3.2-19 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲には、道指定鳥獣保護区が 3 件指定されているが、対象事業実

施区域内には含まれない。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲においては、同法第 29 条の規定により設定された特別

保護地区の指定はない。 

 

表 3.2-57 鳥獣保護区の指定状況 

区分 名称 面積(ha) 所在地 

道指定鳥獣保護区 小樽市旭町鳥獣保護区 322 

小樽市  赤岩鳥獣保護区 395 

 小樽水源地鳥獣保護区 125 

出典：「令和元年度 鳥獣保護区等位置図」(令和元年 10 月、北海道) 

 

  (h) ラムサール条約登録湿地 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に

関する条約（ラムサール条約）」(昭和 55 年条約第 28 号)に基づく湿地の登録はない。 
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図 3.2-19 

鳥獣保護区の指定状況 

出典：「平成 30 年度鳥獣保護区等位置図」(令和元年 10 月、北海道) 
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  (i) 史跡・名勝・天然記念物等 

対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号)、「北海道

文化財保護条例」(昭和 30 年北海道条例第 83 号)、「小樽市文化財保護条例」(昭和 41 年小樽市

条例第 18 号)、「余市町文化財保護条例」（昭和 31 年条例第 1 号）に基づく、史跡及び名勝は、

表 3.2-58 及び図 3.2-20 に示すとおりである。 

いずれの所在地も対象事業実施区域内には含まれない。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲においては、同法、同条例に基づく天然記念物の指定は

ない。 

 

表 3.2-58 対象事業実施区域及びその周囲の史跡・名勝・天然記念物 

項目 指定 No. 名称 所在地 

史跡 国指定 1 忍路環状列石 小樽市忍路二丁目 

  2 手宮洞窟 小樽市手宮一丁目 

  3 フゴッペ洞窟 余市郡余市町 

  4 大谷地貝塚 余市郡余市町 

 道指定 5 地鎮山環状列石 小樽市忍路 2 丁目 

  6 西崎山環状列石 余市町栄町 

 市指定 7 北海道鉄道開通起点 小樽市手宮 1 丁目(小樽市総合博物館構内) 
出典：「北海道の文化財」(北海道教育委員会ホームページ  

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bunka_hogo_toppage.htm 令和 2 年 7 月 27 日閲覧) 
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図 3.2-20 史跡、名勝、

天然記念物等の指定状況 

出典：「北海道の文化財」(北海道教育委員会ホームページ  

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bunka_hogo_toppage.htm 令和 2年 7 月 27 日閲覧) 
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また、対象事業実施区域及びその周囲における周知の埋蔵文化財包蔵地の情報は、表 3.2-59

及び図 3.2-21 に示すとおりである。いずれの所在地も対象事業実施区域内には含まれない。 

 

表 3.2-59 対象事業実施区域及びその周囲の埋蔵文化財包蔵地 

No. 名称 No 名称 No 名称 

1 忍路土場遺跡 51 手宮公園下遺跡 101 忍路 15 遺跡 

2 板小屋沢遺跡 52 蘭島 2遺跡 102 忍路 16 遺跡 

3 忍路環状列石 53 大浜中貴人の塚 103 栄町 6遺跡 

4 フゴッペ貝塚 54 栄町 1遺跡 104 忍路 17 遺跡 

5 館巖沢遺跡 55 日の出遺跡 105 忍路 18 遺跡 

6 地鎮山環状列石 56 苗圃遺跡 106 栄町 7遺跡 

7 大浜中遺跡 57 西崎山環状列石 107 忍路 19 遺跡 

8 日の出 2遺跡 58 登町西山遺跡 108 桃内 4遺跡 

9 日の出 3遺跡 59 登町政五郎沢遺跡 109 桃内 5遺跡 

10 日の出 4遺跡 60 フゴッペ洞窟 110 黒川 1遺跡 

11 ホッケ澗遺跡 61 旭ヶ丘遺跡 111 赤井川 17 遺跡 

12 日の出 5遺跡 62 日の出 7遺跡 112 登町 11 遺跡 

13 館巖沢 2遺跡 63 川上山ケルン 113 登川右岸遺跡 

14 赤井川 1遺跡 64 モンガク古墳 114 黒川 2遺跡 

15 日の出 6遺跡 65 手宮洞窟 115 赤井川 19 遺跡 

16 大谷地貝塚 66 赤井川 4遺跡 116 忍路神社遺跡 

17 赤井川 2遺跡 67 赤井川 5遺跡 117 日の出 11 遺跡 

18 桃内貝塚 68 赤井川 6遺跡 118 登町 13 遺跡 

19 赤井川 3遺跡 69 塩谷伍助沢遺跡 119 奥沢遺跡 

20 蘭島餅屋沢遺跡 70 安芸遺跡 120 オンネナイ遺跡 

21 蘭島餅屋沢 2 遺跡 71 赤井川 7遺跡 121 天満宮裏遺跡 

22 蘭島遺跡 72 栄町 2遺跡 122 オタモイ 1遺跡 

23 登町 4遺跡 73 忍路遺跡 123 オタモイ 2遺跡 

24 登町 5遺跡 74 旭町遺跡 124 ホッケ澗 3遺跡 

25 八幡山遺跡 75 登町 3遺跡 125 塩谷 3遺跡 

26 忍路 5遺跡 76 登町 2遺跡 126 塩谷 4遺跡 

27 旧登川右岸遺跡 77 蘭島餅屋沢 3 遺跡 127 塩谷 5遺跡 

28 忍路 6遺跡 78 栄町 3遺跡 128 塩谷 6遺跡 

29 忍路 7遺跡 79 赤井川 8遺跡 129 塩谷 7遺跡 

30 追分遺跡 80 忍路 2遺跡 130 桃内川右岸遺跡 

31 忍路 11 遺跡 81 忍路 3遺跡 131 桃内西尾根遺跡 

32 日の出 8遺跡 82 登町 6遺跡 132 忍路 20 遺跡 

33 日の出 9遺跡 83 忍路 4遺跡 133 忍路 21 遺跡 

34 塩谷 2遺跡 84 忍路 8遺跡 134 忍路 22 遺跡 

35 文庫歌遺跡 85 忍路 9遺跡 135 忍路 23 遺跡 

36 赤井川 13 遺跡 86 忍路 10 遺跡 136 忍路 24 遺跡 

37 チブタシナイ遺跡 87 桃内 1遺跡 137 蘭島餅屋沢 4 遺跡 

38 赤井川 14 遺跡 88 桃内 2遺跡 138 ポンモイチャシ 

39 登町 10 遺跡 89 赤井川 9遺跡 139 塩谷 8遺跡 

40 桃内遺跡 90 桃内 3遺跡 140 忍路 25 遺跡 

41 ホッケ澗 2遺跡 91 塩谷 1遺跡 141 チブタシナイ 2遺跡 

42 日の出 10 遺跡 92 桃内海岸遺跡 142 桃内トンネル上遺跡 

43 赤井川 18 遺跡 93 登町 7遺跡 143 伍助沢 2遺跡 

44 赤岩山神社遺跡 94 栄町 4遺跡 144 伍助沢 3遺跡 

45 水田の沢 1遺跡 95 忍路 12 遺跡 145 塩谷小学校グランド裏遺跡 

46 恵比須神社遺跡 96 栄町 5遺跡 146 豊井浜遺跡 

47 水田の沢 2遺跡 97 忍路 13 遺跡 147 チブタシナイ 3遺跡 

48 手宮公園遺跡 98 登町 8遺跡 148 塩谷 9遺跡 

49 登町 12 遺跡 99 忍路 14 遺跡 149 幸 1 遺跡 

50 西崎山ストーンサークル遺跡 100 登町 9遺跡 150 豊川町 1遺跡 

出典：「埋蔵文化財包蔵地（GIS データ）」（令和元年 7 月 13 日更新、北海道 https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1245.html） 
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図 3.2-21 埋蔵文化財包蔵地 

出典：「埋蔵文化財包蔵地（GIS データ）」（令和元年 12 月 25 日更新、北海道 

https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1245.html） 
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  (j) 都市計画法の指定地域 

  ① 都市計画区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく都

市計画区域の指定状況は、図 3.2-22 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内には、市街化調整区域が含まれる。 

 

  ② 風致地区 

対象事業実施区域及びその周囲における「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく風

致地区の指定はない。 

 

  ③ 緑地保全地域 

対象事業実施区域及びその周囲における「都市緑地法」(昭和 48 年法律第 72 号)に基づく緑地

保全地域の指定はない。 

 

  (k) 自然再生事業実施計画・自然再生協議会 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「自然再生推進法」(平成 14 年法律第 148 号)に基

づく自然再生事業実施計画、自然再生協議会はない。 

 

  (l) 景観法等の指定地域 

対象事業実施区域及びその周囲における「景観法」(平成 16 年法律第 110 号)に基づく景観計

画区域は、図 3.2-23 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲全域(ただし、景観行政団体市町村の区域及び適用除外区域を

除く)が「景観法」(平成 16 年法律第 110 号)に基づき定められた「北海道景観計画」(平成 20 年

6 月策定(平成 29 年 4 月一部変更))による景観計画区域に指定されており、太陽光発電設備及び

風力発電設備に係る届出行為への位置付けが明確化されている。風力発電設備に対する届出の規

模要件を表 3.2-60 に、景観形成の基準を表 3.2-61 に示す。 

また、景観行政団体である小樽市には届出が必要(北海道への届出が不要)である。 

 

表 3.2-60 「北海道景観計画」に基づく届出対象行為(一般地域) 

届出対象行為 規 模 

 次に掲げる工作物(建築物を除く。以下同じ。)で

その高さ又は面積が右欄に掲げる規模を超えるも

のの新設、増築(増築後の高さ又は面積が当該規模

を超えることとなるものを含む。)、改築(改築後

の高さ又は面積が当該規模を超えることとなるも

のを含む。)又は移転  

 

ウ 風力発電設備(ア、イ、エ～シ省略) 

次の表の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の右欄

に定めるとおり  

(ア、オ～シ省略) 
 

イからエまでに掲げる工

作物 

高さ 15 メートル 

(建築物と一体となって

設置される場合にあって

は、当該工作物の高さが 5

メートル、かつ、地盤面

から当該工作物の上端ま

での高さが 15 メートル) 

出典：「北海道景観計画」(平成 20 年 6月 20 日策定（平成 29 年 4月 1 日一部変更）、 

北海道建設部まちづくり局都市計画課 基本計画・景観グループ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/keikaku.htm)より抜粋 
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表 3.2-61 「北海道景観計画」に基づく景観形成の基準(一般地域) 

対象 

行為 
区分 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

位置・ 

配置  

 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位

置・配置とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、

歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対

して、周辺からの眺望に配慮した位置・配置とする

こと。 

勧告・協議基準  

(1) 建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の位

置・配置が地域の特性や周辺景観との調和を欠くことに

より、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての

眺望を大きく遮る位置に建築物等を建設するとき。  

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、

当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 

規 模  

 

(1) 地域の特性や周辺の建築物又は工作物との連

続性を考慮して、街並みや周辺景観との調和に配慮

した規模とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、

歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対

して、周辺からの眺望に配慮した規模とすること。

勧告・協議基準  

(1) 建築物等の規模が地域の特性や周辺景観との調和を

欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての

眺望を大きく遮る規模で建築物等を建設するとき。  

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地に、当該景観資源に

対する眺望を著しく阻害する規模の建築物等を建設する

とき。 

形 態 又

は 色 彩

そ の 他

の 意 匠

( 以 下

「 形 態

意匠」と

いう。)  

 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形

態意匠とすること。  

(2) 全体としてまとまりのある形態意匠とするこ

と。  

(3) 外観には、周辺景観と調和する色彩を用いるこ

と。  

(4) 多くの色彩やアクセント色を使用する場合は、

その数、色彩相互の調和及びバランスに配慮するこ

と。  

(5) オイルタンクや室外機など、建築物に附属する

設備等は、可能な限り目立たない位置へ設置し、又

は目隠しをする等の工夫をすること。 

勧告・協議基準  

(1) 建築物等の形態意匠が地域の特性や周辺景観との調

和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2) 建築物等の外観にけばけばしい色彩を用いることに

より、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(3) 建築物に附属する設備等を目立つ位置に設置し、又

は露出させることにより、周辺景観が著しく阻害される

と認められるとき。  

命令基準  

(1) 上記(2)の場合で、特に良好と認められる周辺景観を

著しく阻害するとき。 

敷 地 の

外構  

・その他  

(1) 敷地内は、周辺環境との調和を図り、可能な限

り修景を行うこと。特に、道路等の公共空間に面し

た空間は、街並みにふさわしい修景を行うよう配慮

すること。  

(2) 敷地内の既存の樹木は、可能な限り保存し、又

は移植することとし、やむを得ず伐採する場合は、

補植や緑化に配慮すること。  

(3) 堆雪スペース等の設置を考慮するとともに、積

雪期以外におけるこれらの施設と周辺景観との調

和にも配慮すること。 

勧告・協議基準  

(1) 建築物等の敷地の外構が地域の特性や周辺景観との

調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2) 良好な景観の形成に重要な樹木を伐採することによ

り、周辺景観を著しく阻害するとき。 

開
発
行
為 

位 置  

 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位

置とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、

歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対

して、周辺からの眺望に配慮した位置とすること。

勧告・協議基準  

(1) 開発行為の位置が地域の特性や周辺景観との調和を

欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての

眺望に大きな影響を及ぼす位置で開発行為を行うとき。 

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地で、当該景観資源に

対する眺望を著しく阻害する開発行為を行うとき。 

規 模  

 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した規

模とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、

歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対

して、周辺からの眺望に配慮した規模とすること。

勧告・協議基準  

(1) 開発行為の規模が地域の特性や周辺景観との調和を

欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての

眺望に大きな影響を及ぼす規模で開発行為を行うとき。 

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地で、当該景観を著し

く阻害する規模の開発行為を行うとき。 

形状・ 

緑化等  

 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形

状とすること。  

(2) 開発区域内にある河川、水辺、表土等は可能な

限り保全し、活用すること。  

(3) 開発区域内の既存樹木は、可能な限り保存し、

又は移植することとし、やむを得ず伐採する場合

は、補植や緑化に配慮すること。 

勧告・協議基準  

(1) 開発行為の形状が地域の特性や周辺景観との調和を

欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2) 河川、水辺、表土等を保全しないことにより、周辺

景観を著しく阻害するとき。  

(3) 地域で親しまれている景観の保全に重要な樹木を伐

採することにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

出典：「北海道景観計画」(平成 20 年 6月 20 日策定（平成 29 年 4月 1 日一部変更）、 

北海道建設部まちづくり局都市計画課 基本計画・景観グループ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/k

eikaku.htm)より抜粋 

  



3-174 

(192) 

小樽市では、景観計画区域を行政区域である「市域全域」とし、景観計画区域のうち、歴史、

文化等からみて小樽らしい良好な景観を形成している重要な区域を「小樽歴史景観区域」

(131.6ha)として指定している。なお、「小樽歴史景観区域」は、対象事業実施区域には含まれな

い。 

小樽市域全域における良好な景観形成のための行為の制限に関する事項を表 3.2-62～表 

3.2-64 に示す。 

 

表 3.2-62 「小樽市景観計画」に基づく届出対象行為(市域全域) 

行為の区分 規模 

1.景観法第 16 条

第 1項第 1号に

掲げる行為 

建築物の新築、増築、

改築又は移転 

高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が 15 メートル又は延べ面積(増築にあ

っては、増築後の延べ面積)が 500 平方メートルを超えるもの。ただし、この

規模を超える増築のうち、増築に係る部分の床面積が 50 平方メートル以下の

ものを除く。 

建築物の外観を変更

することとなる修繕

若しくは模様替又は

色彩の変更 

上記前段の規模に該当するもので、一壁面の変更面積(増築を伴うものにあっ

ては、増築部分の壁面の面積を含む。)がその面の過半となるもの 

2.景観法第 16 条

第 1項第 2号に

掲げる行為 

工作物(木柱、鉄柱、

鉄筋コンクリート柱

その他これらに類す

るものに限る。)の新

設、増築、改築又は

移転 

高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が 15 メートルを超えるもの 

工作物(上記以外の

もの。)の新設、増築、

改築又は移転 

高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が 8メートル(建築物に設置される場合

は、15 メートル)を超えるもの 

工作物の外観を変更

することとなる修繕

若しくは模様替又は

色彩の変更 

上記の規模に該当するもので、変更面積(増築を伴うものにあっては、増築部

分の面積を含む。)が全体の過半となるもの 

注)1.表中の「高さ」については、すべて地盤面からの高さとする。 
出典：「小樽市景観計画」(平成 21 年 2月、小樽市)  
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表 3.2-63 「小樽市景観計画」に基づく景観形成のための行為の制限(市域全域) 

項目 基準 
建
築
物 

高さ ・低層な建築物が多く建てられている地域に建設する大規模な建築物は、街並みとの調和を保つため道路

に面する部分は街並みに合わせるとともに高層部分は段階的にセットバックさせるなど周辺と調和した

高さとするよう努める。 

・主要な眺望地点からの景観を阻害しないよう努める。 

配置 ・大きな壁面を持つ建築物は、周辺からの眺望を阻害しない配置となるよう努める。 

形態 

・ 

意匠 

・高層建築物は、周辺の街並みとのボリューム感と調和させるため、壁面の分節化や頂部の意匠を工夫す

るよう努める。 

・大きな壁面を持つ建築物は、周辺への圧迫感を軽減させるため、壁面の分節化に努めるとともに、無開

口の壁面をつくらないよう開口部の配置などを工夫するよう努める。 

・歴史的建造物が隣接する場合などは、建築物の意匠を歴史的建造物と調和するよう努める。 

色彩 ・別表 1の「市域全域における色彩基準」による。 

その他 ・建築物に設ける建築設備(屋上設備を含む。)は、道路から見えない位置に設置するか目隠しするなど、

周辺の街並みとの調和に努める。 
工
作
物 

色彩 ・別表 1の「市域全域における色彩基準」による。 

その他 ・建築物に設ける工作物は、道路から見えない位置に設置するか目隠しするなど、周辺の街並みとの調和

を図る。また、建築物と一体となるような形態・色彩とするよう努める。 

・自走式の立体駐車場は、駐車中の車両が見えないように、壁や植栽などで目隠しをし、周辺の街並みと

調和した意匠とするよう努める。 

・高層の立体駐車場は、単調な壁面とならないよう、周辺の街並みと調和した意匠とするよう努めるとと

もに壁面などへの大きな表示は避ける。 

・タンク、プラント、塔などは、周辺の景観との調和に配慮するとともに、主要な眺望地点からの景観を

阻害しないよう努める。 

出典：「小樽市景観計画」(平成 21 年 2月、小樽市) 

 

表 3.2-64 「小樽市景観計画」に基づく色彩基準(市域全域) 

①基調色（ベースカラー) 

建築物等の外観(屋根を除く)に使用できる色彩の範囲は、下表のとおりとする。ただし、下記のいずれ

かに該当する部分(場合)については、この限りでない。 

・着色をしていない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分 

・②に該当する場合 

 

 

 

②強調色(アクセントカラー) 

基調色以外の色彩を使用する場合は、1箇所当たり 3平方メートル以下、かつ合計 10 平方メートル以

下とする。 

使用する色相 明度 彩度 

R、YR、Y 2 以上する 6 以下とする 

上記以外 4 以下とする 

◆色彩基準の数値について 

色彩基準の数値は、日本工業規格 Z8721 に基づくマンセル表示系による。表示は、色相(色合い)、明度

(明るさ)、彩度(あざやかさ)の 3つの属性によって色彩を表している。 

 

例：5YR  3.5  ／ 4 

色相  明度  彩度 

出典：「小樽市景観計画」(平成 21 年 2月、小樽市) 
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  (m) 保安林 

対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条の規定に

より指定された保安林の指定状況は、図 3.2-24 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内には保安林のうち、水源かん養保安林及び東側の一部に水源かん養保安

林・保健保安林が含まれる。 

 

  (n) 砂防指定地 

対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」（明治 30 年法律第 29 号）に基づく砂防指

定地の指定状況は、図 3.2-25 に示すとおりである。 

いずれの指定地も対象事業実施区域内には含まれない。 

 

  (o) 地すべり防止区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「地すべり等防止法」（平成 25 年法律第 76 号）に基

づく指定区域の指定状況は、図 3.2-25 に示すとおりである。 

いずれの指定地も対象事業実施区域内には含まれない。 

 

  (p) 急傾斜地崩壊危険区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭

和 44 年法律第 57 号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定状況は、図 3.2-25 に示すとおりで

あり、対象事業実施区域内には含まれない。 

 

  (q) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「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」(平成 12 年法律第 57 号)に基づく指定区域の指定状況は、図 3.2-26 に示すと

おりである。 

いずれの指定地も対象事業実施区域内には含まれない。 

 

  (r) 土石流危険渓流 

対象事業実施区域及びその周囲における国土交通省の点検要領に基づき都道府県が調査を実

施し公表された「土砂災害危険箇所」のうち、土石流危険渓流の指定状況は図 3.2-26 に示すと

おりであり、対象事業実施区域内に含まれる。 

 

  (s) 農用地区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和 44 年法律

第 58 号)に基づく農用地区域の指定状況は、図 3.2-27 に示すとおりである 

対象事業実施区域のうち、輸送ルート・工事用道路検討範囲に含まれる。 

 

  (t) 保護水面 

対象事業実施区域及びその周囲においては、「水産資源保護法」(昭和 26 年法律第 313 号)に基

づく保護水面はない。  
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図 3.2-22 

都市計画区域の指定状況 

出典：「国土数値情報都市地域(平成 30 年)」(国土交通省ホームページ 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 



3-178 

(196) 

 

図 3.2-23 景観計画区域の

指定状況 

出典：「国土数値情報 景観計画区域(平成 26 年)」(国土交通省ホームページ 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 
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図 3.2-24 保安林指定状況 

出典：「森林計画関係資料ダウンロードページ」 

(平成 30 年末現在、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/OPD.htm) 

「石狩空知森林計画図 第 5 次国有林野施業実施計画図 石狩森林管理署(小樽・余市・赤井川)」 

(北海道森林管理局) 
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図 3.2-25 砂防指定地、地すべ

り防止区域及び急傾斜地崩壊危

険区域の指定状況 

出典：「国土調査 20 万分の 1 土地保全基本調査」 

（国土交通省国土政策局国土情報課ホームページ 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_20-1.html 

令和 2 年 7 月 27 日閲覧) 
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図 3.2-26 土砂災害警戒区域等

及び土石流危険渓流の指定状況 

出典：「国土数値情報 土砂災害警戒区域(平成 30 年度)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土調査 20 万分の 1 土地保全基本調査」 

（国土交通省国土政策局国土情報課 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_20-1.html 

令和 2 年 7 月 27 日閲覧) 



3-182 

(200) 

 

図 3.2-27 農用地区域の

指定状況 

出典：「国土数値情報農業地域(平成 27 年)」 

(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「LUCKY 土地利用調整総合支援ネットワークシステム」(国土交通省ホームページ  

http://lucky.tochi.mlit.go.jp/ 令和 2 年 7月 27 日閲覧) 
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