
 

4-1 

(201) 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じであるが、ゴシック体の箇所につ

いては、配慮書に係る関係機関等との協議結果をふまえて内容の一部を修正、追記したものである。 

第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価

の結果 
 

4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 

計画段階配慮事項は、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに

当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに

当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境保

全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年、通商産業省令第 54 号）（以下、「発電所

アセス省令」という。）の第 5 条の規定に基づき選定した。 

発電所アセス省令の第 21 条第 1 項に定められた「6 風力発電所 別表第 6」の風力発電事業に係る

参考項目について、第 2 章及び第 3章にて整理した結果を勘案し、計画段階配慮事項を選定した。 
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 (1) 主な事業特性 

工事の実施並びに土地又は工作物の存在及び供用について、一般的な事業の内容と本事業の内

容とを比較した結果を表 4.1-1 に示す。 

 

表 4.1-1 一般的な事業の内容と本事業の内容との比較 

影響要因の区分 一般的な事業の内容※1 本事業の内容 比較の結果 

イ．工事の実施

に関する事項 

工事用資材

等の搬出入 

工事用資材等の搬出入とし

て、建築物、工作物等の建築工

事に必要な資材の搬出入、工事

関係者の通勤、残土、伐採樹木、

廃材の搬出を行う。 

工事用資材等の搬出入とし

て、建築物、工作物等の建築工

事に必要な資材の搬出入、工事

関係者の通勤、残土、伐採樹木、

廃材の搬出を行う。 

工事に伴い発生する土砂は、

極力埋め戻し、盛土等に利用す

る。 

陸域に設置する場合の

一般的な事業の内容と同

様である。 

建設機械の

稼働 

建設機械の稼働として、建築

物、工作物等の設置工事（既設

工作物の撤去又は廃棄を含

む。）を行う。 

なお、海域に設置される場合

は、しゅんせつ工事を含む。

建設機械の稼働として、建築

物、工作物等の設置工事（既設

工作物の撤去又は廃棄を含

む。）を行う。 

なお、海域には設置しない。 

陸域に設置する場合の

一般的な事業の内容と同

様である。 

造成等の施

工による一

時的な影響 

造成等の施工として、樹木の

伐採等、掘削、地盤改良、盛土

等による敷地、搬入道路の造

成、整地を行う。 

なお、海域に設置される場合

は、海底の掘削等を含む。 

造成等の施工として、樹木の

伐採等、掘削、盛土等による敷

地、搬入道路の造成、整地を行

う。地盤改良の実施は現段階で

は未定である 

なお、海域には設置しない。 

陸域に設置する場合の

一般的な事業の内容と同

様である。 

ロ．土地又は工

作物の存在及び

供用に関する事

項 

地形改変及

び施設の存

在 

地形改変及び施設の存在と

して、地形改変等を実施し建設

された風力発電所を有する。

なお、海域に設置される場合

は、海域における地形改変等を

伴う。 

地形改変及び施設の存在と

して、地形改変等を実施し建設

された風力発電所を有する。 

なお、海域には設置しない。 

陸域に設置する場合の

一般的な事業の内容と同

様である。 

施設の稼働 
施設の稼働として、風力発電

所の運転を行う。 

施設の稼働として、風力発電

所の運転を行う。 

一般的な事業の内容と

同様である。 
※1 「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手

法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指

針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成 10 年通商産業省令第 54 号、最終改正：令和 2 年経済産業省

令 17 号)」(以下「発電所アセス省令」という。)。 

 

 (2) 計画段階配慮事項の選定 

計画段階配慮事項については、事業特性及び地域特性を勘案して、「計画段階配慮手続に係る技術

ガイド(環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会 平成 25 年 3 月)」（以下、「技術ガイド」とい

う。）を参考に検討し環境要素を選定した。 

なお、工事中の項目については、現段階では工事計画の熟度が低いため、方法書以降で取り扱う

ものとした。選定した結果は表 4.1-2 に示すとおりであり、「騒音及び超低周波音」、「風車の影」、

「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」及び「人と自然との触れ合いの活動の場」の 7 項目を選定し

た。計画段階配慮事項として選定又は選定しない理由は、表 4.1-3 に示すとおりである。 
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表 4.1-2 計画段階配慮事項の選定 
 

影響要因の区分

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施※1 
土地又は工作物

の存在及び供用

工
事
用
資
材
等
の
搬

出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ

る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び 

施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として

調査、予測及び評

価されるべき環境

要素 
大気環境

大気質 

窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び 

超低周波音 

騒音     

○ 

超低周波音     

振動 振動      

水環境 

水質 水の濁り      

底質 有害物質      

その他 

の環境 

地形及び地質 重要な地形及び地質    ×  

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨と

して調査、予測及

び評価されるべき

環境要素 

動物 

重要な種及び注目す

べき生息地（海域に生

息するものを除く） 

   ○ 

海域に生息する動物 
 

 
  ×  

植物 

重要な種及び重要な

群落（海域に生育する

ものを除く） 

   ○  

海域に生育する植物 
 

 
  ×  

生態系 
地域を特徴づける生

態系 
   ○ 

人と自然との豊か

な触れ合いの確保

を旨として調査、

予測及び評価され

るべき項目 

景観 

主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な

眺望景観 

   ○  

人と自然との触れ合いの

活動の場 

主要な人と自然との

触れ合いの活動の場 
   ○  

環境への負荷の量

の程度により予測

及び評価されるべ

き環境要素 

廃棄物等 

産業廃棄物      

残土      

一般般環境中の放 

射性物質について

調査、予測及び評

価されるべき環境

要素 

放射線の量      

注)1.■は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項に定める「風力発電所 別表第 6」に示す参考項目である。 

■は同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

注)2.「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。 

 「×」は、計画段階配慮事項として選定しない項目を示す。 

注)3.※1：本配慮書においては、工事計画の熟度が低く、工事中の影響を検討するための情報が少ないことから、工事の実施に関する

影響要因は対象としないこととした。 
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表 4.1-3(1) 計画段階配慮事項の選定又は選定しない理由 

【土地又は工作物の存在及び供用】 

環境要素の区分 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大
気
環
境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及び 

超低周波音 

施設の稼働 

○ 

施設の稼働に伴い騒音及び超低周波音の発生のおそれが

あり、事業実施想定区域の周囲には住居等及び特に配慮が

必要な施設等が存在するため、影響の程度を把握するため

に、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。

そ
の
他
の
環
境 

地形及

び地質 

重要な地形及び

地質 

地形改変及び

施設の存在 
× 

既存資料調査により、事業実施想定区域内に重要な地形及

び地質が含まれず、地形改変及び施設の存在による影響が

生じるおそれがないことから、重大な影響のおそれのある

環境要素として選定しない。 

その他 風車の影 施設の稼働 

○ 

施設の稼働に伴う風車の影の発生のおそれがあり、事業実

施想定区域の周囲には住居等及び特に配慮が必要な施設

等が存在するため、影響の程度を把握するために、重大な

影響のおそれのある環境要素として選定する。 

動
物 

重要な種及び注目すべき

生息地（海域に生息するも

のを除く） 

地形改変及び

施設の存在 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲にお

いて、エゾシマリス、エゾサンショウウオ等の重要な種が

確認されており、地形改変及び施設の存在による影響のお

それがあることから、周囲への影響の程度を把握するため

に、重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。

施設の稼働 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲にお

いて、ハイタカ、オジロワシ等の重要な種が確認されてお

り、施設の稼働による影響のおそれがあることから、周囲

への影響の程度を把握するために、重大な影響のおそれの

ある環境要素として選定する。 

海域に生息する動物 地形改変及び

施設の存在 × 

本事業の実施により海域への影響が生じるおそれがない

ことから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定

しない。 

植
物 

重要な種及び重要な群落

（海域に生育するものを

除く） 

地形改変及び

施設の存在 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲にお

いて、シラネアオイ、サルメンエビネ等の重要な種及び自

然植生等が確認されており、地形改変及び施設の存在によ

る影響のおそれがあることから、周囲への影響の程度を把

握するために、重大な影響のおそれのある環境要素として

選定する。 

海域に生育する植物 地形改変及び

施設の存在 × 

本事業の実施により海域への影響が生じるおそれがない

ことから、重大な影響のおそれのある環境要素として選定

しない。 

生
態
系 

地域を特徴づける 

生態系 

地形改変及び

施設の存在 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲にお

いて、自然林・自然草原、特定植物群落、国定公園、鳥獣

保護区、保安林等の重要な自然環境のまとまりの場が確認

されており、地形改変及び施設の存在による影響のおそれ

があることから、周囲への影響の程度を把握するために、

重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

施設の稼働 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲にお

いて、自然林・自然草原、特定植物群落、国定公園、鳥獣

保護区、保安林等の重要な自然環境のまとまりの場が確認

されており、施設の稼働による影響のおそれがあることか

ら、周囲への影響の程度を把握するために、重大な影響の

恐れのある環境要素として選定する。 

注)1.「○」は、選定した項目、「×」は、選定しなかった項目を示す。 
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表 4.1-3(2) 計画段階配慮事項の選定又は選定しない理由 

【土地又は工作物の存在及び供用】 

環境要素の区分 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

景
観 

主要な眺望点及び

景観資源並びに主

要な眺望景観 

地形改変及び

施設の存在 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲において、

天狗山展望台、祝津パノラマ展望台等の眺望点及び於古発山、

忍路兜岬等の景観資源が確認されており、地形改変及び施設の

存在に伴う景観への影響のおそれがあることから、周囲への影

響の程度を把握するために、重大な影響のおそれのある環境要

素として選定する。 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場 

地形改変及び

施設の存在 

○ 

既存資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲において、

小樽自然探勝路、塩谷海水浴場、おたる自然の村等の人と自然

との触れ合いの活動の場が確認されており、地形改変及び施設

の存在に伴う人と自然との触れ合いの活動の場への影響のおそ

れがあることから、周囲への影響の程度を把握するために、重

大な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

注)1.「○」は、選定した項目、「×」は、選定しなかった項目を示す。 
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4.2 調査、予測及び評価の手法の選定 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法を表 4.2-1 に示す。 

 

表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素 影響要因 調査の手法 予測の手法 評価の手法 

騒音及び超

低周波音 

施設の稼働 既存文献により、事業実施想定

区域及びその周囲の住居等、学

校、病院、福祉施設等の分布状

況を調査する。また、環境基準

等の類型指定の状況も調査す

る。 

事業実施想定区域と住居等、学

校、病院、福祉施設等との位置

関係を整理し、事業実施想定区

域から外側2.0km※1範囲につい

て 0.5km 間隔で件数を整理す

る。 

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

風車の影 施設の稼働 既存文献により、事業実施想定

区域及びその周囲の住居等、学

校、病院、福祉施設等の分布状

況を調査する。 

事業実施想定区域と住居等、学

校、病院、福祉施設等との位置

関係を整理し、事業実施想定区

域から外側1.3km※2範囲につい

て 0.5km 間隔で件数を整理す

る。 

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

動物 地形改変及

び施設の存

在 

既存文献及び専門家ヒアリン

グにより、事業実施想定区域及

びその周囲の重要な動物の生

息状況、重要な生息地の分布状

況を調査する。 

事業実施想定区域及びその周

囲における重要な動物の生息

環境及び重要な生息地を抽出

し、分布状況及び位置関係を整

理する。 

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

施設の稼働 既存文献及び専門家ヒアリン

グにより、事業実施想定区域及

びその周囲の重要な動物の生

息状況、重要な生息地の分布状

況を調査する。 

事業実施想定区域及びその周

囲における重要な動物の生息

環境及び重要な生息地を抽出

し、分布状況及び位置関係を整

理する。 

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

植物 地形改変及

び施設の存

在 

既存文献及び専門家ヒアリン

グにより、事業実施想定区域及

びその周囲の重要な植物の生

育状況、重要な植物群落、巨

樹・巨木林の分布状況を調査す

る。 

事業実施想定区域及びその周

囲における重要な植物の生育

環境及び重要な群落等を抽出

し、分布状況及び位置関係を整

理する。 

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

生態系 地形改変及

び施設の存

在 

既存文献により、事業実施想定

区域及びその周囲の重要な自

然環境のまとまりの場の分布

状況を調査する。 

事業実施想定区域及びその周

囲における重要な自然環境の

まとまりの場を抽出し、分布状

況及び位置関係を整理する。

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

施設の稼働 既存文献により、事業実施想定

区域及びその周囲の重要な自

然環境のまとまりの場の分布

状況を調査する。 

事業実施想定区域及びその周

囲における重要な自然環境の

まとまりの場を抽出し、分布状

況及び位置関係を整理する。

予測結果を基に、重大な環境影

響が実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されてい

るかどうかを評価する。 

 

 

 

 

 

                                            

※1 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（平成 25 年、環境省）によれば、国内の先行モデル事業における検討事例で

は 2.0km 以内に存在する影響対象(住居等)を 0.5km 毎に整理する予測方法を採用している。また、「改訂・発電所に係る環境影響

評価の手引」（平成 31 年、経済産業省）によれば、影響を受ける範囲の考え方として供用中の騒音の影響は距離により減衰してい

くため1km離れれば影響はほとんどないとしている。以上のことから、ここでは安全側の2.0kmの範囲を影響範囲として設定した。 

※2 「Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(英国エネルギー・気候変動省,2011)によれば、英国における風車

の影の影響の考慮すべき範囲は「ローター径の 10 倍」としており、現在検討中の風力発電機のローター径(120～130m)より 1.3km

を 1 つの基準とし、ここでは事業実施想定区域から 1.3km の範囲を影響範囲として設定した。  
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表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素 影響要因 調査の手法 予測の手法 評価の手法 

景観 地形改変及

び施設の存

在 

既存文献により、事業実施想

定区域及びその周囲の主要

な眺望点及び景観資源の分

布状況を調査する。 

①主要な眺望点及び景観資

源への直接的な影響 

 地形改変及び施設の存在

に伴う主要な眺望点及び景

観資源への影響について、分

布状況及び位置関係を整理

し、直接改変の有無を把握す

る。 

②主要な眺望景観への影響 

事業実施想定区域から外

側8.6km※3範囲に位置する主

要な眺望点及び景観資源を

抽出し、分布状況及び位置関

係を整理する。また、主要な

眺望点からの可視の状況を

もとに、眺望景観の変化の程

度を整理する。 

予測結果を基に、重大な環境

影響が実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減さ

れているかどうかを評価す

る。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

地形改変及

び施設の存

在 

既存文献により、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

活動の場の分布状況を調査

する。 

事業実施想定区域及びその

周囲に位置する主要な人と

自然との触れ合いの活動の

場を抽出し、分布状況及び位

置関係を整理する。 

予測結果を基に、重大な環境

影響が実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減さ

れているかどうかを評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

※3 「景観対策ガイドライン(案)」（昭和 56 年、UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会）の「垂直視角と鉄塔の見え方」によると、「景

観的にはほとんど気にならない」とされる垂直見込角は 1 度以下、「シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合

には、ほとんど気にならない」とされる垂直見込角は 2 度以下である。これをふまえ、事業実施想定区域から垂直見込角 1 度以上

の範囲を影響範囲として設定し、現在検討中の風力発電機の最大高さ 150m から垂直見込角 1 度の離隔距離を算出すると事業実施

想定区域から 8.6km の範囲となる。 
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4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 騒音及び超低周波音 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の特に配慮が必要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住

居等の分布状況 

・環境基準等の類型指定など法令による地域の規制状況 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は、表 4.3-1 に示すとおりとした。 

 

表 4.3-1 調査手法 

調査項目 調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲の特に配慮が必

要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住居等

の分布状況 

数値地図（国土基本情報）、住宅地図（ゼンリン）から

情報を収集し整理を行ったうえで、近傍の住居等につ

いては適宜現地踏査により居住の状況を確認 

環境基準等の類型指定など法令による地域の規

制状況 

法令等の整理 

 

  (c) 調査地域 

調査地域は、騒音及び超低周波音の影響が生じる範囲として、事業実施想定区域から 2.0km の

範囲とした。 

 

  (d) 調査結果 

調査結果は、表 4.3-2 及び図 4.3-1～図 4.3-4 に示すとおりである。 

事業実施想定区域から 2.0km の範囲には、「騒音に係る環境基準」に係る地域の類型及び「騒

音規制法」に基づく規制区域はない。 
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 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は以下のとおりとした。 

・特に配慮が必要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住居等への影響 

 

  (b) 予測手法 

事業実施想定区域及びその周囲の特に配慮が必要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住居

等の分布状況と事業実施想定区域を重ね合わせ、事業実施想定区域から2kmの範囲について0.5km

間隔で整理し、事業による影響を予測した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  (d) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-2 及び図 4.3-1～図 4.3-4 に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲2.0㎞の範囲には、環境保全について特に配慮が必要な施設(学

校等・病院・福祉施設)は存在しない。また、事業実施想定区域及びその周囲 0.0～0.5km の範囲

には、住居等は存在しない。また、0.5～1.0 ㎞の範囲には、住居等が 36 件(小樽市 20 件、余市

町 16 件)、1.0km～1.5km の範囲には、住居等が 77 件(小樽市 61 件、余市町 16 件)、1.5 ㎞～2.0

㎞の範囲には住居等 168 件(小樽市 123 件、余市町 45 件)存在する。事業実施想定区域から最も

近い住居等の距離は約 590m(余市町)であった。 

なお、事業実施想定区域からの距離は、いずれも事業実施想定区域の端部からの離隔であり、

風力発電機からの離隔を示したものではない。 
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表 4.3-2 事業実施想定区域及びその周囲の学校等、病院、福祉施設及び住居等の分布状況 

単位：件 

市町名 種別 
事業実施 

想定区域内 

事業実施想定区域からの距離 

0.0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 合計 

小樽市 

学校等 - - - - - - 

病院 - - - - - - 

福祉施設 - - - - - - 

住居等 - - 20 61 123 204 

合計 - - 住居等 20 住居等 61 住居等 123 住居等 204 

余市町 

学校等 - - - - - - 

病院 - - - - - - 

福祉施設 - - - - - - 

住居等 - - 16 16 45 77 

合計 - - 住居等 16 住居等 16 住居等 45 住居等 77 

合計 - - 住居等 36 住居等 77 住居等 168 住居等 281 

注)1.「-」は、分布がないことを示す。 

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 2 月 6 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 2 月 6 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 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2018gakkou-i.htm 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「小樽市内の病院一覧」(令和 2 年 1 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」(令和元年 10 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 2 月 5 日更新、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm) 

「保育所・幼稚園等のご案内」(平成 31 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) 

「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)」（令和元年 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）」(令和元年 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 1 月 31 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm) 

「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 2 月 3 日閲覧) 
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出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km

図 4.3-1 事業実施想定区域及び

その周囲の住居等の分布状況 

(広域) 

最も近い住居等との距離 

約 590m 
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図 4.3-2(1) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km 
1.5km

1.0km0.5km
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図 4.3-2(2) 事業実施想定区域及

びその周囲の住居等の分布状況 

(拡大) 
出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km

1.5km

1.0km 

0.5km 
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図 4.3-2(3) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km 

1.5km 

1.0km 

0.5km 
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図 4.3-2(4) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km
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図 4.3-2(5) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km
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図 4.3-2(6) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 
出典：表 4.3-2 に示す。 

2.0km 
1.5km

1.0km

0.5km

最も近い住居等との距離 

約 590m 



 

4-18 

(218) 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じであるが、ゴシック体の箇所につ

いては、配慮書に係る関係機関等との協議結果をふまえて内容の一部を修正、追記したものである。 

  

図 4.3-3 事業実施想定区域及び

その周囲の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 

http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index.asp) 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km
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図 4.3-4 事業実施想定区域及び

その周囲の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 

http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index.asp) 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、環境保全について特に配慮が必要な施設(学校等・病院・福祉施設)及び住居

等への重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているかどうかを評

価した。 

 

  (b) 評価結果 

事業実施想定区域及びその周囲0.5㎞の範囲には、環境保全について特に配慮が必要な施設(学

校等・病院・福祉施設)及び住居等は存在しない。また、0.5～1.0 ㎞の範囲には、住居等が 36 件、

1.0km～1.5km の範囲には、住居等が 77 件、1.5 ㎞～2.0 ㎞の範囲には住居等が 168 件存在する。

事業実施想定区域から最も近い住居等までの距離は約 590m である。 

このため、施設の稼働に伴い騒音及び超低周波音の影響を受ける可能性があると評価する。 

ただし、これら住居等までの距離はいずれも事業実施想定区域の端部からの離隔であり、風力

発電機からの距離ではないこと、さらに事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法

書以降の対象事業実施区域の絞り込み及び風力発電機配置の配慮によりこれらの環境影響を回

避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下の事項に留意すること

で施設の稼働による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性が高い。 

・環境保全について特に配慮が必要な施設及び住居等からの距離に留意して、風力発電機の機

種及び配置を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境の現況を適切に把握し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレ

ベルを設定した上で予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を把握し、

必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

  



 

4-21 

(221) 

本ページに記載した内容は、基本的に計画段階環境配慮書に記載した内容と同じであるが、ゴシック体の箇所につ

いては、配慮書に係る関係機関等との協議結果をふまえて内容の一部を修正、追記したものである。 

4.3.2 風車の影 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の特に配慮が必要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住

居等の分布状況 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は、表 4.3-3 に示すとおりとした。 

 

表 4.3-3 調査手法 

調査項目 調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲の特に配慮が必

要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住居等

の分布状況 

数値地図（国土基本情報）、住宅地図（ゼンリン）から

情報を収集し整理を行ったうえで、近傍の住居等につ

いては適宜現地踏査により居住の状況を確認 

 

  (c) 調査地域 

調査地域は、風車の影の影響を受ける範囲として、現在検討中の風力発電機のローター径(120

～130m)より 1.3 ㎞を目安※1 とし、その上で本配慮書では安全側として事業実施想定区域から

2.0km の範囲とした。 

 

  (d) 調査結果 

調査結果は、表 4.3-4 及び図 4.3-5～図 4.3-6 に示すとおりである。 

 

 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は以下のとおりとした。 

・特に配慮が必要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住居等への影響 

 

  (b) 予測手法 

事業実施想定区域及びその周囲の特に配慮が必要な施設（学校等、病院、福祉施設）及び住居

等の分布状況と事業実施想定区域を重ね合わせ、事業実施想定区域から 2.0km の範囲について

0.5km 間隔及び事業実施想定区域から 1.3km の範囲で整理し、事業による影響を予測した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

                                            

※1 「Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(英国エネルギー・気候変動省,2011)によれば、英国における風車

の影の影響の考慮すべき範囲は「ローター径の 10 倍」としており、現在検討中の風力発電機のローター径(120～130m)より 1.3km

を 1 つの基準とし、ここでは事業実施想定区域から 1.3km の範囲を影響範囲として設定した。  
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  (d) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-4 及び図 4.3-5～図 4.3-6 に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲2.0㎞の範囲には、環境保全について特に配慮が必要な施設(学

校等・病院・福祉施設)は存在しない。また、事業実施想定区域及びその周囲 0.0～0.5km の範囲

には、住居等は存在しない。また、0.5～1.0 ㎞の範囲には、住居等が 36 件(小樽市 20 件、余市

町 16 件)、1.0km～1.5km の範囲には、住居等が 77 件(小樽市 61 件、余市町 16 件)、1.5 ㎞～2.0

㎞の範囲には住居等が 168 件(小樽市 123 件、余市町 45 件)存在する。事業実施想定区域から最

も近い住居等の距離は約 590m(余市町)であった。 

現在検討中の風力発電機のローター径(120～130ｍ)より 10 倍の範囲内を目安とした事業実施

想定区域及びその周囲 1.3km の範囲には、住居等が 84 件(小樽市 54 件、余市町 30 件)存在する。 

なお、事業実施想定区域からの距離は、いずれも事業実施想定区域の端部からの離隔であり、

風力発電機からの離隔を示したものではない。 
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表 4.3-4 事業実施想定区域及びその周囲の学校等、病院、福祉施設及び住居等の分布状況 

単位：件 

市町名 種別 

事業実施 

想定区域 

内 

事業実施想定区域からの距離 

0.0～ 

0.5km 

0.5～ 

1.0km 

1.0～ 

1.5km 

1.5～ 

2.0km 
合計 

0.0～ 

1.3km 

小樽市 

学校等 - - - - - - - 

病院 - - - - - - - 

福祉施設 - - - - - - - 

住居等 - - 20 61 123 204 54 

合計 - - 住居等 20 住居等 61 住居等 123 住居等 204 住居等 54 

余市町 

学校等 - - - - - - - 

病院 - - - - - - - 

福祉施設 - - - - - - - 

住居等 - - 16 16 45 77 30 

合計 - - 住居等 16 住居等 16 住居等 45 住居等 77 住居等 30 

合計 - - 住居等 36 住居等 77 住居等 168 住居等 281 住居等 84 

注)1.「-」は、分布がないことを示す。 

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 2 月 6 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 2 月 6 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 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2018gakkou-i.htm 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 令和 2 年 2 月 6 日閲覧) 

「小樽市内の病院一覧」(令和 2 年 1 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」(令和元年 10 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 2 月 5 日更新、北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm) 

「保育所・幼稚園等のご案内」(平成 31 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) 

「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)」（令和元年 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）」(令和元年 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 1 月 31 日現在、北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kyoutsuu/ichiran/ichiran.htm 

「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 2 月 3 日閲覧) 
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出典：表 4.3-4 に示す。 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km

図 4.3-5 事業実施想定区域及び

その周囲の住居等の分布状況 

(広域) 

1.3km

最も近い住居等との距離 

約 590m 
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図 4.3-6(1) 事業実施想定区域及

びその周囲の住居等の分布状況 

(拡大) 

2.0km 1.5km1.0km0.5km 1.3km

出典：表 4.3-4 に示す。 
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図 4.3-6(2) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 

2.0km

1.5km

1.0km 

0.5km 

1.3km

出典：表 4.3-4 に示す。 
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図 4.3-6(3) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 

2.0km 

1.5km 

1.0km 

0.5km 

1.3km 

出典：表 4.3-4 に示す。 
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図 4.3-6(4) 事業実施想定区域

及びの周囲の住居等の分布状況 

(拡大) 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km

1.3km

出典：表 4.3-4 に示す。 
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図 4.3-6(5) 事業実施想定区域及

びその周囲の住居等の分布状況 

(拡大) 

2.0km

1.5km

1.0km

0.5km

1.3km

出典：表 4.3-4 に示す。 
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図 4.3-6(6) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居等の分布状況

(拡大) 

2.0km 
1.5km

1.0km

0.5km

最も近い住居等との距離 

約 590m 

1.3km

出典：表 4.3-4 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

どうかを評価した。 

 

  (b) 評価結果 

事業実施想定区域及びその周囲0.5㎞の範囲には、環境保全について特に配慮が必要な施設(学

校等・病院・福祉施設)及び住居等は存在しない。また、0.5～1.0 ㎞の範囲には、住居等が 36 件、

1.0km～1.5km の範囲には、住居等が 77 件、1.5 ㎞～2.0 ㎞の範囲には住居等が 168 件存在する。

事業実施想定区域から最も近い住居等までの距離は約 590m である。 

風車の影の影響を受ける範囲として、現在検討中の風力発電機のローター径(120～130ｍ)より

10 倍の範囲内を目安とした事業実施想定区域から 1.3km の範囲には、住居等が 84 件(小樽市 54

件、余市町 30 件)存在する。 

このため、施設の稼働に伴い風車の影の影響を受ける可能性があると評価する。 

ただし、これら住居等までの距離はいずれも事業実施想定区域の端部からの離隔であり、風力

発電機からの距離ではないこと、さらに事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法

書以降の対象事業実施区域の絞り込み及び風力発電機の配置の配慮によりこれらの環境影響を

回避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下の事項に留意すること

で施設の稼働による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性が高い。 

・環境保全について特に配慮が必要な施設及び住居等からの距離に留意して、風力発電機の機

種及び配置を検討する。 

・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その影響の程度を把握し、必要

に応じて環境保全措置を検討する。 
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4.3.3 動物 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な動物の生息状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な生息地の分布状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の鳥類の渡り経路等の状況 

 

  (b) 調査方法 

調査手法は既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングとした。 

 

  (c) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (d) 調査結果 

  ① 重要な動物の生息状況 

調査の結果、事業実施想定区域及びその周囲において、重要な動物として、哺乳類 6 種、鳥類

44 種、両生類 1 種、昆虫類 53 種、魚類 17 種、その他無脊椎 4 種が確認された。調査結果及び生

態的特性から、これらの重要な動物は、表 4.3-6 に示す環境に生息すると考えられる。 

なお、動物の重要な種及び重要な生息地の選定は、表 4.3-5 に示す法令や規制等の選定基準に

基づいて行った。 
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表 4.3-5 動物の重要な種及び重要な生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 
・特別天然記念物(特天) 

・天然記念物(国天) 

② 

「北海道文化財保護条例」(昭和 30 年 11 月 30 日 条例第 83 号) 

「小樽市文化財保護条例」(昭和 41 年 3 月 23 日 条例第 18 号) 

「余市町文化財保護条例」（昭和 31 年 7 月 20 日 条例第 1 号） 

・北海道指定天然記念物(道天) 

・市指定天然記念物(市天) 

・町指定天然記念物(町天) 

③ 
「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) 

・国内希少野生動植物種(国内) 

・生息地等保護区(生息) 

④ 
「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」 

(平成 25 年 北海道条例第 9 号) 

・指定希少野生動植物種(指定) 

・生息地等保護区(道息) 

⑤ 「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年 3 月、環境省) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 I 類(CR+EN) 

・絶滅危惧 IA 類(CR)  

・絶滅危惧 IB 類(EN) 

・絶滅危惧 II 類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

⑥ 

「北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック 2001」 

(平成 13 年、北海道) 

・絶滅種(Ex) 

・野生絶滅種(Ew) 

・絶滅危機種(Cr) 

・絶滅危惧種(En) 

・絶滅危急種(Vu) 

・希少種(R) 

・地域個体群(Lp) 

・留意種(N) 

「北海道レッドリスト【両生類・爬虫類編】改訂版（2015 年）」 

「北海道レッドリスト【昆虫>チョウ目編】改訂版（2016 年）」 

「北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版（2016 年）」 

「北海道レッドリスト【鳥類編】改訂版（2017 年）」 

「北海道レッドリスト【魚類編（淡水・汽水）】改訂版（2018 年）」 

「北海道レッドリスト【昆虫>コウチュウ目編】改訂版（2019 年）」 

（平成 27 年、平成 28 年、平成 29 年、平成 30 年、平成 31 年 北海道）

・絶滅（Ex） 

・野生絶滅（Ew） 

・絶滅危惧 IA 類（Cr） 

・絶滅危惧 IB 類（En） 

・絶滅危惧 II 類（Vu） 

・準絶滅危惧（Nt） 

・情報不足（Dd） 

・留意（N） 

・絶滅のおそれのある地域個体群（Lp） 

A 「日本のラムサール条約湿地」(平成 27 年、環境省) ・ラムサール条約湿地 

B 「鳥獣保護区」 
・鳥獣保護区(鳥) 

・特別保護地区(鳥特) 

C 「重要野鳥生息地(IBA)」 ・重要野鳥生息地 

D 「生物多様性保全の鍵になる地域(KBA)」 ・生物多様性保全の鍵になる地域 

E 

「海鳥コロニーデータベース」 

(環境省ホームページ ttps://www.sizenken.biodic.go.jp/seabirds/

令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

・海鳥の繁殖地 

F 「北海道自然環境等保全条例」(昭和 48 年北海道条例第 64 号) 

・道自然環境保全地域(道自) 

・環境緑地保護地区(道環) 

・自然景観保護地区(道自) 

・学術自然保護地区(道学) 

G 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」 ・重要湿地 

注)1.網掛けにした選定基準は、事業実施想定区域及びその周囲では該当しなかった。 

注)2.⑥「北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック 2001」は、昆虫のコウチュウ目・チョウ目以外の選定基準となる。 
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表 4.3-6(1) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（哺乳類） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ③ ⑤ ⑥ 

1 コウモリ ヒナコウモリ クロオオアブラコウモリ   DD Nt 不明 

2   ヒナコウモリ    Nt 樹洞 

3   ウサギコウモリ    Nt 森林 

4 ネズミ リス エゾシマリス   DD Dd 森林 

5 ネコ クマ エゾヒグマ   LP Lp 森林 

6 アザラシ アシカ トド   NT Nt 海域 

計 4 目 4 科 6 種 0 種 0 種 4 種 6 種 - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-5 のとおりである。 

注)2.種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注)3.ウサギコウモリは、選定基準⑥に記載の和名ニホンウサギコウモリに該当する。 

注)4.エゾヒグマは、選定基準⑥に記載の和名エゾヒグマ積丹・恵庭（石狩西部）個体群に該当する。 

 

表 4.3-6(2) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（鳥類 1/2） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
渡りの

有無 ① ③ ⑤ ⑥ 

1 キジ キジ エゾライチョウ   DD Nt 森林  

2   ウズラ   VU Nt 草原・疎林 ● 

3 カモ カモ マガン 国天  NT N 河川・湖沼 ● 

4   オシドリ   DD Nt 河川・湖沼・湿地 ● 

5 カツオドリ ウ ヒメウ   EN En 海域 ● 

6 ペリカン サギ オオヨシゴイ   CR Dd 河川・湖沼・湿地 ● 

7   チュウサギ   NT  河川・湖沼・湿地 ● 

8 ツル クイナ ヒクイナ   NT Dd 河川・湖沼・湿地 ● 

9 ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT Nt 森林 ● 

10 チドリ チドリ イカルチドリ    Dd 河川・湖沼・湿地 ● 

11   シロチドリ   VU Nt 河川・湖沼・湿地 ● 

12  シギ ヤマシギ    N 森林 ● 

13   オオジシギ   NT Nt 草原、湿地 ● 

14   ハマシギ   NT Nt 河川・湖沼・湿地 ● 

15  ツバメチドリ ツバメチドリ   VU Dd 河川・湖沼・湿地 ● 

16  カモメ ウミネコ    Nt 海岸 ● 

17   オオセグロカモメ    Nt 海岸 ● 

18  ウミスズメ ウミガラス  国内 CR Cr 海域 ● 

19   ケイマフリ   VU Vu 海域 ● 

20   マダラウミスズメ   DD Dd 海域 ● 

21   ウミスズメ   CR Vu 海域 ● 

22 タカ ミサゴ ミサゴ   NT Nt 河川・湖沼 ● 

23  タカ ハチクマ   NT Nt 森林 ● 

24   オジロワシ 国天 国内 VU Vu 河川・湖沼 ● 

25   オオワシ 国天 国内 VU Vu 河川 ● 

26   ツミ    Dd 森林 ● 

27   ハイタカ   NT Nt 森林 ● 

28   オオタカ   NT Nt 森林 ● 

29   イヌワシ 国天 国内 EN Dd 森林  

30   クマタカ  国内 EN En 森林  

31 フクロウ フクロウ オオコノハズク    Nt 森林 ● 

32   アオバズク    Dd 森林 ● 

33 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン    Vu 森林 ● 

34   ヤマセミ    N 河川・湖沼  

35 キツツキ キツツキ コアカゲラ    Dd 森林  

36   オオアカゲラ    Dd 森林  

37   クマゲラ 国天  VU Vu 森林  

38 ハヤブサ ハヤブサ シロハヤブサ    Dd 海岸 ● 

39   ハヤブサ  国内 VU Vu 海岸  
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表 4.3-6(3) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（鳥類 2/2） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
渡りの

有無 ① ③ ⑤ ⑥ 

40 スズメ モズ アカモズ   EN En 草地 ● 

41  センニュウ マキノセンニュウ   NT Nt 森林 ● 

42  セキレイ ツメナガセキレイ    Nt 湿地 ● 

43  アトリ ギンザンマシコ    Nt 森林  

44  ホオジロ ホオアカ    Nt 草原 ● 

計 13 目 22 科 44 種 5 種 6 種 29 種 43 種 - - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-5 のとおりである。 

注)2 種の分類、配列は「日本鳥類目録改訂第 7 版」（平成 24 年、日本鳥学会）に準拠した。 

注)3.ヤマセミは、選定基準⑥に記載の和名エゾヤマセミに該当する。 

注)4.オオアカゲラは、選定基準⑥に記載の和名エゾオオアカゲラに該当する。 

注)5.渡りの有無は、「北海道鳥類目録改定 4 版」（2012 年、極東鳥類研究所・美唄）を参照し、留鳥以外に区分されている種を 

「●」とした。 

 

 

表 4.3-6(4) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（両生類） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ③ ⑤ ⑥ 

1 有尾 サンショウウオ エゾサンショウウオ   DD N/Lp 注 3 水辺 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 1 種 1 種 - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-5 のとおりである。 

注)2.種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注)3.エゾサンショウウオは、選定基準⑥に記載の石狩平野個体群が Lp に該当する。 

 

表 4.3-6(5) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（昆虫類 1/2） 
No. 

 
目名 科名 種名 

選定基準 
生息環境 

① ③ ⑤ ⑥ 

1 トンボ アオイトトンボ オオアオイトトンボ    R 水辺 

2  イトトンボ カラカネイトトンボ    R 湿地 

3   セスジイトトンボ    R 水辺 

4   オオイトトンボ    R 湿地 

5  ムカシトンボ ムカシトンボ    N 水辺 

6  ヤンマ マダラヤンマ   NT R 湿地 

7  トンボ ナツアカネ    R 水辺 

8   ヒメアカネ    R 湿地 

9   ヒメリスアカネ    R 湿地 

10 カワゲラ トワダカワゲラ フタカギトワダカワゲラ    R 水辺 

11  アミメカワゲラ フライソンアミメカワゲラ   NT  水辺 

12 カメムシ ツノゼミ マルツノゼミ    R 森林 

13  アワフキムシ トドマツアワフキ    R 森林 

14  ヨコバイ ヒロオビフトヨコバイ    R 草地 

15  グンバイムシ ヒラシママルグンバイ    R 草地 

16  コオイムシ オオコオイムシ    R 水辺 

17 トビケラ キブネクダトビケラ キブネクダトビケラ    R 水辺 

18  カメノコヒメトビケラ カメノコヒメトビケラ    R 水辺 

19  トビケラ ヒメアミメトビケラ    R 水辺 

20 チョウ セセリチョウ ギンイチモンジセセリ   NT Dd 草地 

21   
スジグロチャバネセセリ北海

道・本州・九州亜種 
  NT Nt 草地 

22  シジミチョウ カバイロシジミ   NT  草地 

23   ゴマシジミ北海道・東北亜種   NT N 草地 

24  タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン   VU  草地 

25   ヒョウモンチョウ東北以北亜種   NT Dd 草地 

26   ゴマダラチョウ本土亜種    N 森林 

27   オオイチモンジ   VU  森林 

28   オオムラサキ   NT N 森林 

29  シロチョウ 
ヒメシロチョウ北海道・本州亜

種 
  EN Vu 草地 

30  ヤママユガ オナガミズアオ本土亜種   NT  森林 

31  スズメガ ヒメスズメ   NT Nt 草地 
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表 4.3-6(6) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（昆虫類 2/2） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ③ ⑤ ⑥ 

32 (チョウ) ヤガ エゾヘリグロヨトウ    Nt 森林 

33   ヒメシロシタバ   NT  森林 

34   ウスアオヨトウ    Vu 森林 

35 ハエ クサアブ ネグロクサアブ   DD  森林 

36  ハナアブ ジョウザンナガハナアブ    R 森林 

37  クロバエ エゾクロバエ    R 森林 

38  ニクバエ キタシリアカニクバエ    R 森林 

39 コウチュウ オサムシ ウメヤルリミズギワゴミムシ    Nt 湿地 

40   エゾアオゴミムシ    Nt 湿地 

41  ハンミョウ ホソハンミョウ   VU Nt 草地 

42  ゲンゴロウ キベリマメゲンゴロウ   NT  水辺 

43  ガムシ ガムシ   NT  水辺 

44  ジョウカイボン クロヒゲナガジョウカイ    Nt 森林 

45  シバンムシ ホソナガシバンムシ    Nt 森林 

46  ハムシ カワカミハムシ    Nt 草地 

47   ミソハギハムシ    Nt 草地 

48  ヒゲナガゾウムシ シロモンヒゲナガゾウムシ    Nt 草地 

49 ハチ スズメバチ ヤドリホオナガスズメバチ   DD  森林 

50   キオビホオナガスズメバチ   DD  森林 

51   モンスズメバチ   DD  森林 

52   チャイロスズメバチ    R 森林 

53  ケアシハナバチ シロアシクサレダマバチ    R 草地 

計 8 目 36 科 53 種 0 種 0 種 21 種 41 種 - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-5 のとおりである。 

注)2.種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注)3.スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種は、選定基準⑥に記載の和名スジグロチャバネセセリに該当する。 

注)4.ヒョウモンチョウ東北以北亜種は、選定基準⑥に記載の和名ヒョウモンチョウ北日本亜種に該当する。 

注)5.ゴマダラチョウ本土亜種は、選定基準⑥に記載の和名ゴマダラチョウに該当する。 

注)6.ヒメシロチョウ北海道・本州亜種は、選定基準⑥に記載の和名ヒメシロチョウに該当する。 

注)7.シロモンヒゲナガゾウムシは、選定基準⑥に記載の和名エゾシロモンヒゲナガゾウムシに該当する。 

注)8.シロアシクサレダマバチは、選定基準⑥に記載の和名クロツヤケアシハナバチに該当する。 
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表 4.3-6(7) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（魚類） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ③ ⑤ ⑥ 

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ北方種   VU  河川・湖沼

2   カワヤツメ   VU Nt 河川・湖沼

3 コイ コイ ジュウサンウグイ    N 河川・湖沼

4   エゾウグイ    N 河川・湖沼

5  ドジョウ ドジョウ属   NT/DD※  河川・湖沼

6  フクドジョウ エゾホトケドジョウ   EN En 河川・湖沼

7 サケ キュウリウオ イシカリワカサギ   NT Dd 河川・湖沼

8  アユ アユ    Nt 河川・湖沼

9  シラウオ シラウオ    Vu 河川・湖沼

10  サケ オショロコマ   VU Nt 河川・湖沼

11   サクラマス   NT N 河川・湖沼

-   サクラマス（ヤマメ）※   NT N 河川・湖沼

12 トゲウオ トゲウオ ニホンイトヨ    N 河川・湖沼

13 スズキ カジカ カンキョウカジカ    N 河川・湖沼

14   ハナカジカ    N 河川・湖沼

15  ハゼ ミミズハゼ    Nt 河川・湖沼

16   ルリヨシノボリ    Nt 河川・湖沼

17   ジュズカケハゼ   NT  河川・湖沼

計 5 目 11 科 17 種 0 種 0 種 8 種 14 種 - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-5 のとおりである。 

注)2. 種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注)3.※ドジョウ属は、ドジョウであった場合、選定基準⑤の NT、キタドジョウであった場合、選定基準⑤の DD に該当する。 

注)4.ドジョウは、北海道ブルーリストの国内外来種カテゴリーB に選定されている。 

注)5.ジュウサンウグイは、選定基準⑥に記載のマルタに該当する。 

注)6.NO.「-」は、サクラマス(ヤマメ)はサクラマスの河川残留型(陸封型)であることから、種数を計上しないことを示す。 

 

 

表 4.3-6(8) 事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物の生息状況（その他無脊椎） 

No. 目名 科名 種名 
 

生息環境 
① ③ ⑤ ⑥ 

1 新生腹足 タニシ オオタニシ   NT  河川・湖沼

2 汎有肺 モノアラガイ イグチモノアラガイ   DD  河川・湖沼

3   モノアラガイ   NT  河川・湖沼

4  ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマイ   DD  河川・湖沼

計 2 目 3 科 4 種 0 種 0 種 4 種 0 種 - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-5 のとおりである。 

注)2.種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 
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  ② 重要な生息地の分布状況 

動物の重要な生息地として、表 4.3-7 に示す鳥獣保護区の「小樽水源地鳥獣保護区」等、海鳥

の繁殖地としてウミウ、ウミネコ、オオセグロカモメの繁殖地、環境緑地保護地区及び自然景観

保護地区が存在する。 

 

表 4.3-7 動物の重要な生息地 

No. 市町村 名称 
選定基準注1 

B E F 

1 小樽市 小樽市旭町鳥獣保護区 鳥   

2  赤岩鳥獣保護区 鳥   

3  小樽水源地鳥獣保護区 鳥   

4 小樽市 赤岩(オオセグロカモメの繁殖地)  ○  

5  桃内(オオセグロカモメの繁殖地)  ○  

6  桃内(ウミネコの繁殖地)  ○  

7  忍路(ウミウの繁殖地)  ○  

8  祝津(オオセグロカモメの繁殖地)  ○  

9  オタモイ～塩谷（つるかけ岩～窓岩）(ウミウの繁殖地)  ○  

10  オタモイ～塩谷（つるかけ岩～窓岩）(オオセグロカモメの繁殖地)  ○  

11  塩谷（窓岩～舘岩）(ウミウの繁殖地)  ○  

12  塩谷（窓岩～舘岩）(オオセグロカモメの繁殖地)  ○  

13  塩谷（窓岩～舘岩）(ウミネコの繁殖地)  ○  

14  塩谷（舘岩～塩谷漁港）(ウミウの繁殖地)  ○  

15 小樽市 赤岩山南(環境緑地保護区)   道環

16  小樽苗畑林(環境緑地保護区)   道環

17  住吉神社(環境緑地保護区)   道環

18  奥沢水源地   道自

19  小樽天狗山   道自
注)1.選定基準の英数字は表 4.3-5 に示すとおりである。 

出典：「令和元年度 鳥獣保護区等位置図」(北海道) 

「海鳥コロニーデータベース」 

(環境省ホームページ https://www.sizenken.biodic.go.jp/seabirds/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

「環境緑地保護地区等指定一覧表 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) 

 

  ③ 鳥類の渡り経路等の状況 

鳥類の渡り経路等の状況として、事業実施想定区域及びその周囲では、ノスリの渡り経路と塩

谷湾周辺でオジロワシ、オオワシの越冬期の生息情報がある。 

また、「EADAS センシティビティマップ(注意喚起メッシュ）(環境省 環境アセスメントデータ

ベース(EADAS))」によると、事業実施想定区域内は、オジロワシ、オオワシ、イヌワシ及びクマ

タカの生息情報があり、「注意喚起レベル A3」、「注意喚起レベル C」のいずれかに該当する。 
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  ④ 専門家等へのヒアリング 

専門家等へのヒアリングにより得られた情報を表 4.3-8 に示す。 

 

表 4.3-8 動物の重要な生息地 

専門家等の所属 

（専門分野） 
意見の概要 

研究者 

（鳥類） 

 

【R2.2 聞き取り】 

・事業地周辺は山地樹林であることから、当該地域で見られる主な猛禽類としてクマタカ、

オオタカ等が挙げられるほか、夏季にはハチクマが飛来する可能性もある。 

・事業地周辺では、かつてイヌワシが渡来したことが話題になったが、繁殖には至らなかっ

た。 

・事業地付近の海岸沿いでは、ハヤブサの繁殖が確認されている。ハヤブサの主な行動圏は

7㎞ほどになるが、海岸沿いで繁殖しているハヤブサの主な採餌圏（行動圏）は海岸付近。

・オジロワシは 2000 年以降個体数が増加し、これまで繁殖が見られなかった内陸や市街地

付近の河畔林でも営巣するようになった。石狩平野や道南地方に繁殖域を拡大し、近年で

は本州北部でも繁殖しているため、これまで繁殖記録がない地域においても留意が必要で

ある。 

・森林の伐採やダム等による開発行為は、ハヤブサの採餌に適した開放空間を造成すること

になるため、ダム湖や砂防ダム等の造成・開発にともなって、繁殖地が内陸部へ拡大した

事例がある。 
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 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は以下のとおりとした。 

・調査地域の重要な動物への影響 

 

  (b) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な動物の生息環境、重要な生息地及び鳥類の渡り経路等

との重ね合わせにより、生息環境の一部改変及び風力発電機の稼働に伴う影響の程度を整理した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  (d) 予測結果 

  ① 重要な動物の生息状況 

事業実施想定区域内における自然環境類型環境区分及び植生の面積を表 4.3-9、自然環境類型

区分を図 4.3-7 に示す。 

事業実施想定区域内の自然環境類型区分は、エゾイタヤ－シナノキ群落を主体とした自然林と

落葉針葉樹植林を主体とした植林地が広く分布し、小面積のササ、ススキの草原がみられる。 

調査結果に示した重要な動物の主な生息環境と事業実施想定区域内の自然環境類型区分の状

況をふまえ、これらの種への影響について予測した。予測結果は、表 4.3-10 に示すとおりであ

る。 

 

表 4.3-9 自然環境類型区分及び植生の面積(事業実施想定区域内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)1.植生図の作成時期は、第 2 回…S54 年度、第 3 回…S58～61 年度、第 4 回…H1～5 年度、第 5 回…H6～10 年度 

注)2.※自然裸地については、岩場の可能性も考えられる。 

注)3.「-」は、現存植生図によると、事業実施想定区域内に該当群落の分布がないことを示す。 

出典：「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」(環境省 生物多様性センターホームページ 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/)より作成  

No. 自然環境類型区分 植生 面積(ha) 割合(％) 

1 自然林 
エゾイタヤ－シナノキ群落、

下部針広混交林 
513.6 35.57 

2 二次林 伐採跡地に成立した二次林 16.7 1.16 

3 自然草原 - - - 

4 草原 ササ草原、ススキ草原 18.4 1.27 

5 植林地 
トドマツ植林、アカエゾマツ

植林、落葉針葉樹植林 
894.7 61.96 

6 耕作地 - - - 

7 市街地等 - - - 

8 水辺 - - - 

9 牧草地 - - - 

10 開放水域 - - - 

11 その他 自然裸地※ 0.6 0.04 
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  ② 動物の重要な生息地への影響 

事業実施想定区域及びその周囲における動物の重要な生息地は、表 4.3-7、図 4.3-8 に示すと

おりであり、「小樽水源地鳥獣保護区」等、海鳥の繁殖地としてウミウ、ウミネコ、オオセグロ

カモメの繁殖地及び環境緑地保護地区が存在するが、いずれも事業実施想定区域外位置するため、

事業実施による影響はないと予測する。 

 

  ③ 鳥類の渡り経路等への影響 

事業実施想定区域及びその周囲における鳥類の渡り経路等の状況として、ノスリの渡り経路と

塩谷湾周辺でオジロワシ、オオワシの越冬期の生息情報がある。 

また、「EADAS センシティビティマップ(注意喚起メッシュ）(環境省 環境アセスメントデータ

ベース(EADAS))」によると、事業実施想定区域内は、オジロワシ、オオワシ、イヌワシ及びクマ

タカの生息情報があり、「注意喚起レベル A3」、「注意喚起レベル C」のいずれかに該当する。 

事業実施想定区域内に鳥類の渡り経路等が存在する可能性があることから、事業実施による影

響を生じる可能性があると予測する。 
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図 4.3-7 自然環境類型区分 

出典：「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」 

(環境省 生物多様性センター http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

※植生図の作成時期は、第 2 回…S54 年度、第 3 回…58～61 年度、第 4 回…H1～5 年度、第 5 回…H6～10 年度、

第 6 回…H11～16 年度、第 7 回…H17 年度～ 
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表 4.3-10(1) 重要な動物への影響の予測結果 

分類群 重要な動物 
主な 

生息環境
予測結果 

哺乳類 

ヒナコウモリ、ウサギコウモリ、エゾシマリス、

エゾヒグマ 

(4 種) 森林 

主に森林に生息し、事業実施想定区域内に主な生息環境が分布

するため、事業によりその一部が改変され、地形改変及び施設

の存在による影響を受ける可能性がある。 

また、コウモリ類(2 種)については、風力発電機への接触等の

施設の稼働による影響を受ける可能性があると予測する。 

トド 

(1 種) 海域 

主に海域に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息環境は

分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な影響は

ないと予測する。 

クロオオアブラコウモリ 

(1 種) 

不明 

文献等に生態情報の記載がなく、生息環境は不明であるが、事

業実施想定区域内に主な生息環境が分布するため、事業により

その一部が改変され、地形改変及び施設の存在による影響を受

ける可能性がある。 

また、本種は、風力発電機への接触等の施設の稼働による影響

を受ける可能性があると予測する。 

鳥 類 

エゾライチョウ、ヨタカ、ヤマシギ、ハチクマ、

ツミ、ハイタカ、オオタカ、イヌワシ、クマタ

カ、オオコノハズク、アオバズク、アカショウ

ビン、コアカゲラ、オオアカゲラ、クマゲラ、

マキノセンニュウ、ギンザンマシコ(17 種) 

森林 

主に森林に生息し、事業実施想定区域内に主な生息環境が分布

するため、事業によりその一部が改変され、地形改変及び施設

の存在による影響を受ける可能性があると予測する。 

また、渡り鳥(10 種)については、春季及び秋季の渡り期に風力

発電機への接触等の施設の稼働による影響を受ける可能性が

あると予測する。 

ウズラ、オオジシギ、アカモズ、ホオアカ 

(4 種) 

草地 

主に草地に生息し、事業実施想定区域内に主な生息環境が分布

するため、事業によりその一部が改変され、地形改変及び施設

の存在による影響を受ける可能性があると予測する。 

また、渡り鳥(4 種)については、春季及び秋季の渡り期に風力

発電機への接触等の施設の稼働による影響を受ける可能性が

あると予測する。 

マガン、オシドリ、オオヨシゴイ、チュウサギ、

ヒクイナ、イカルチドリ、シロチドリ、ハマシ

ギ、ツバメチドリ、ミサゴ、オジロワシ、オオ

ワシ、ヤマセミ、ツメナガセキレイ 

(14 種) 

水辺 

・ 

湿地 

主に水辺・湿地に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息

環境は分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な

影響はないと予測する。 

なお、渡り鳥(13 種)については、春季及び秋季の渡り期に風力

発電機への接触等の施設の稼働による影響を受ける可能性が

あると予測する。 

ヒメウ、ウミネコ、オオセグロカモメ、ウミガ

ラス、ケイマフリ、マダラウミスズメ、ウミス

ズメ、シロハヤブサ、ハヤブサ 

(9 種) 
海域 

主に海域に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息環境は

分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な影響は

ないと予測する。 

なお、渡り鳥(8 種)については、春季及び秋季の渡り期に風力

発電機への接触等の施設の稼働による影響を受ける可能性が

あると予測する。 

両生類 

エゾサンショウウオ 

(1 種) 水辺 

主に水辺に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息環境は

分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な影響は

ないと予測する。 

注)1.鳥類のうち、下線の種は渡り鳥を示す。 
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表 4.3-10(2) 重要な動物への影響の予測結果 

分類群 重要な動物 
主な 

生息環境
予測結果 

昆虫類 

マルツノゼミ、トドマツアワフキ、ゴマダラチ

ョウ本土亜種、オオイチモンジ、オオムラサキ、

オナガミズアオ本土亜種、エゾヘリグロヨト

ウ、ヒメシロシタバ、ウスアオヨトウ、ネグロ

クサアブ、ジョウザンナガハナアブ、エゾクロ

バエ、キタシリアカニクバエ、クロヒゲナガジ

ョウカイ、ヤドリホオナガスズメバチ、キオビ

ホオナガスズメバチ、ホソナガシバンムシ 

、モンスズメバチ、チャイロスズメバチ(19 種)

森林 

主に森林に生息し、事業実施想定区域内に主な生息環境が分布

するため、事業によりその一部が改変され、地形改変及び施設

の存在による影響を受ける可能性があると予測する。 

ヒロオビフトヨコバイ、ヒラシママルグンバ

イ、ギンイチモンジセセリ、スジグロチャバネ

セセリ北海道・本州・九州亜種、カバイロシジ

ミ、ゴマシジミ北海道・東北亜種、ウラギンス

ジヒョウモン、ヒョウモンチョウ東北以北亜

種、ヒメシロチョウ北海道・本州亜種、ヒメス

ズメ、ホソハンミョウ、カワカミハムシ、ミソ

ハギハムシ、シロモンヒゲナガゾウムシ、シロ

アシクサレダマバチ(15 種) 

草地 

主に草地に生息し、事業実施想定区域内に主な生息環境が分布

するため、事業によりその一部が改変され、地形改変及び施設

の存在による影響を受ける可能性があると予測する。 

オオアオイトトンボ、カラカネイトトンボ、セ

スジイトトンボ、オオイトトンボ、ムカシトン

ボ、マダラヤンマ、ナツアカネ、ヒメアカネ、

ヒメリスアカネ、フタカギトワダカワゲラ、フ

ライソンアミメカワゲラ、オオコオイムシ、キ

ブネクダトビケラ、カメノコヒメトビケラ、ヒ

メアミメトビケラ、ウメヤルリミズギワゴミム

シ、エゾアオゴミムシ、キベリマメゲンゴロウ、

ガムシ(19 種) 

水辺 

・ 

湿地 

主に水辺、湿地に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息

環境は分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な

影響はないと予測する。 

 

魚 類 

スナヤツメ北方種、カワヤツメ、ジュウサンウ

グイ、エゾウグイ、ドジョウ属、エゾホトケド

ジョウ、イシカリワカサギ、アユ、シラウオ、

オショロコマ、サクラマス（ヤマメ）、ニホン

イトヨ、カンキョウカジカ、ハナカジカ、ミミ

ズハゼ、ルリヨシノボリ、ジュズカケハゼ 

(17 種) 

水域 

主に淡水域に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息環境

は分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な影響

はないと予測する。 

 

その他 

無脊椎 

オオタニシ、イグチモノアラガイ、モノアラガ

イ、ヒラマキミズマイマイ 

(4 種) 
水域 

主に淡水域に生息するが、事業実施想定区域内に主な生息環境

は分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大な影響

はないと予測する。 
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図 4.3-8 動物の重要な生息地 

注)1.図中の番号は表 4.3-7 に示す。 

出典：表 4.3-7 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

どうかを評価した。 

 

  (b) 評価結果 

地形改変及び施設の存在による影響については、水辺・湿地、水域及び海域に主に生息する 65

種(哺乳類 1 種、鳥類 23 種、両生類 1 種、昆虫類 19 種、魚類 17 種、その他無脊椎 4 種)は、事

業実施想定区域内に主な生息環境は分布しないほか、動物の重要な生息地はいずれも事業実施想

定区域外に位置することから、重大な環境影響はないと評価する。 

一方、それ以外の 60 種（哺乳類 5 種、鳥類 21 種、昆虫類 34 種）は、事業に伴う生息環境の

一部改変により、影響を受ける可能性があると評価する。 

施設の稼働による影響については、コウモリ類(3 種)及び渡りを行う鳥類(35 種)は、風力発電

機への接触等の影響を受ける可能性があると評価する。 

また、事業実施想定区域及びその周囲では、ノスリの渡り経路と塩谷湾周辺でオジロワシ、オ

オワシの越冬期の生息情報があるほか、「EADAS センシティビティマップ(注意喚起メッシュ）(環

境省 環境アセスメントデータベース(EADAS))」によると、事業実施想定区域内は、オジロワシ、

オオワシ、イヌワシ及びクマタカの生息情報があり、「注意喚起レベル A3」、「注意喚起レベル C」

のいずれかに該当することから、風力発電機への接触等の影響を受ける可能性があると評価する。 

 

ただし、事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法書以降の対象事業実施区域の

絞り込みによりこれらの環境影響を回避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意することで

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性

が高い。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び注目すべき生息地への影響

の程度を適切に予測する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成 24 年、環境

省）に準拠して生息状況調査を行い、また、猛禽類やガンカモ類等の渡り状況も調査した上

で適切に影響予測を行う。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふまえて、風力発電機の配置計画、既設林道等の

活用など土地改変及び樹木伐採の最小限化、濁水対策等の環境保全措置を必要に応じて検討

する。 
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4.3.4 植物 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物の生育状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物群落の分布状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林の分布状況 

・事業実施想定区域及びその周囲のその他の分布状況 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングとした。 

 

  (c) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (d) 調査結果 

  ① 重要な植物の生育状況 

調査の結果、事業実施想定区域及びその周囲において、重要な植物として 43 種が確認された。

調査結果及び生態的特性から、これらの重要な植物は、表 4.3-12 に示す環境に生育すると考え

られる。 

なお、植物の重要な種及び重要な植物群落等の選定は、表 4.3-11 に示す法律や規制等の選定

基準に基づいて行った。 
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表 4.3-11 植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 
・特別天然記念物(特天) 

・天然記念物(国天) 

② 

「北海道文化財保護条例」(昭和 30 年 11 月 30 日 条例第 83 号) 

「小樽市文化財保護条例」(昭和 41 年 3 月 23 日 条例第 18 号) 

「余市町文化財保護条例」（昭和 31 年 7 月 20 日 条例第 1 号） 

・北海道指定天然記念物(道天) 

・市指定天然記念物(市天) 

・町指定天然記念物(町天) 

③ 
「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) 

・国内希少野生動植物種(国内) 

・生息地等保護区 

④ 
「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」 

(平成 25 年 北海道条例第 9 号) 

・指定希少野生動植物種(指定) 

・生息地等保護区 

⑤ 「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年 3 月、環境省) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 I 類(CR+EN) 

・絶滅危惧 IA 類(CR)  

・絶滅危惧 IB 類(EN) 

・絶滅危惧 II 類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

⑥ 
「北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック 2001」 

(平成 13 年、北海道) 

・絶滅種(Ex) 

・野生絶滅種(Ew) 

・絶滅危機種(Cr) 

・絶滅危惧種(En) 

・絶滅危急種(Vu) 

・希少種(R) 

・地域個体群(Lp) 

・留意種(N) 

A 

「第 2 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書(北海道版)」 

(昭和 55 年、環境庁) 

「第 3 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書(北海道版)」 

(昭和 63 年、環境庁) 

「第 5 回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書」 

(平成 12 年、環境庁) 

・特定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物

群落または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南限、

北限、隔離分布等分布限界になる産地に見られ

る植物群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、

高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群

落または個体群で、その群落の特徴が典型的な

もの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群

落の特徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明ら

かな森林であっても、長期にわたって伐採等の

手が入っていないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、当該都道

府県内で極端に少なくなるおそれのある植物

群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

B 

「第 4 回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林 北海道・東北版」 

(平成 3 年、環境庁) 

「第 6 回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」 

(平成 13 年 3 月、環境省自然環境局生物多様性センター) 

「全国巨樹・巨木林巨樹データベース」(平成 29 年 8 月 10 日現在、奥多摩町森林館

http://www.kyoju.jp/data/) 

・巨樹・巨木林 

C 
「植物群落レッドデータ・ブック」(平成 8 年、(財)日本自然保護協会(NACS-J) (財)

世界自然保護基金日本委員会(WWFJapan)) 

ランク 4:緊急に対策必要 ランク 3:対策必要 

ランク 2:破壊の危惧 ランク 1 要注意 

D 

「自然環境保全基礎調査 植生調査 第 2 回～5 回」における自然草原、自然林 

(植生図の作成時期は、第 2 回…S54 年度、第 3 回…S58～61 年度、 

第 4 回…H1～5 年度、第 5 回…H6～10 年度) 

・自然林(植生自然度 9) 

・自然草原(植生自然度 10) 

E 「北海道自然環境等保全条例」(昭和 48 年北海道条例第 64 号) 

・道自然環境保全地域 

・環境緑地保護地区 

・自然景観保護地区 

・学術自然保護地区 

・記念保護樹木 

F 
「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) 

・保存樹木 

・保全樹林 

・保全樹林公共指定 

注)1.網掛けにした選定基準は、事業実施想定区域及びその周囲では該当しなかった。 
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表 4.3-12 事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物の生育状況 

No. 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
⑤ ⑥ 

1 ハナヤスリ ハマハナヤスリ R 海浜 

2  ヒロハハナヤスリ R 森林 

3 チャセンシダ アオチャセンシダ R 岩場 

4 オシダ ミサキカグマ R 森林 

5  カラフトメンマ R 森林 

6 ヒメシダ イワハリガネワラビ R 森林 

7 ニレ エゾエノキ R 森林 

8 ナデシコ エゾマンテマ VU Vu 岩場 

9 キンポウゲ フクジュソウ Vu 森林 

10  チャボカラマツ VU 岩場 

11 シラネアオイ シラネアオイ Vu 森林 

12 ウマノスズクサ オクエゾサイシン R 森林 

13 ボタン ヤマシャクヤク NT R 森林 

14  ベニバナヤマシャクヤク VU En 森林 

15 ユキノシタ エゾノチャルメルソウ R 湿地 

16 サクラソウ サクラソウモドキ EN R 湿地 

17  エゾコザクラ R 岩場 

18  ハイハマボッス NT Vu 湿地 

19 キョウチクトウ バシクルモン VU Vu 草地 

20 アカネ エゾムグラ VU R 草地 

21 シソ キセワタ VU R 草地 

22  エゾナミキソウ VU 海浜 

23 ハマウツボ キヨスミウツボ R 森林 

24 タヌキモ タヌキモ NT R 水域 

25 スイカズラ エゾヒョウタンボク VU 森林 

26 キク キタノコギリソウ VU 海浜 

27  イワヨモギ VU 森林 

28  コハマギク R 岩場 

29  ピレオギク VU Vu 岩場 

30  イワギク VU 岩場 

31 ユリ カタクリ N 森林 

32  コジマエンレイソウ VU R 森林 

33 イネ ササガヤ  R 森林 

34 ミクリ ミクリ NT R 水域 

35 カヤツリグサ イトヒキスゲ VU  森林 

36 ラン エビネ NT Vu 森林 

37  サルメンエビネ VU En 森林 

38  クゲヌマラン VU  森林 

39  クマガイソウ VU En 森林 

40  ギボウシラン EN R 森林 

41  オオフガクスズムシ EN  森林 

42  フタバラン  R 森林 

43  タカネトンボ VU  森林 

計 24 科 43 種 26 種 33 種 - 

注)1.重要な種の選定基準の欄の丸数字及び略号は、表 4.3-11 のとおりである。 

注)2.種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注)3.種数のカウントは亜種及び変種を含む。 
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  ② 重要な植物群落の分布状況 

調査の結果、表 4.3-13、表 4.3-14 及び図 4.3-9 に示す重要な植物群落が確認された。 

事業実施想定区域内には、植生自然度の高い群落としてエゾイタヤ－シナノキ群落、下部針広

混交林が含まれる。 

 

表 4.3-13 重要な植物群落の分布状況 

No. 名称 選定基準※ 相観区分 調査回 

1 小樽海岸海岸段崖植物群落 D 岩上，多礫地草本植生 第 3回 

2 忍路カブト岬エゾイタヤ林 D 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3回 
注)1.選定基準 

D: 砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特

徴が典型的なもの 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年度 

 

 

表 4.3-14 事業実施想定区域及びその周囲の植生自然度の高い群落 

選定基準 群落名 

自然草原(植生自然度 10) 

【ブナクラス域自然植生】 

・高茎草原 

・自然草原 

【亜寒帯・亜高山帯自然植生】 

・ササ自然草原 

【河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生】 

・ヨシクラス 

自然林(植生自然度 9) 

【ブナクラス域自然植生】 

・エゾイタヤ－シナノキ群落 

・エゾイタヤ群落 

・下部針広混交林 

【亜寒帯・亜高山帯自然植生】 

・エゾマツ－ダケカンバ群落 

・ササ－ダケカンバ群落 

・エゾイタヤ－シナノキ群落 
注)1.植生図の作成時期は、第 2 回…S54 年度、第 3 回…S58～61 年度、第 4 回…H1～5 年度、 

第 5 回…H6～10 年度 

出典：「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」(環境省 生物多様性センターホームページ  

http://gis.biodic.go.jp/webgis/)より作成 

 

  ③ 巨樹・巨木林の分布状況 

調査の結果、事業実施想定区域及びその周囲において、表 4.3-11 の選定基準に該当する巨樹・

巨木林はない。 
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  ④ その他の分布状況 

事業実施想定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)に基づく環境緑地保護地区、自然景観保護地区の指定は、表 4.3-15 及び図 4.3-9

に示すとおりである。 

また、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)に基づく保存樹木、保全樹林及び保全樹林公共指定が指定されており、

表 4.3-16 及び図 4.3-9 に示すとおりである。 

いずれの指定地も事業実施想定区域外に位置する。 

 

表 4.3-15 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」 (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) 

 

表 4.3-16 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、事業実施想定区域及びその周囲の範囲外に位置することを示す。 

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) 
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図 4.3-9 重要な植物群落等の

分布状況 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5回…H9～10 年度 

「環境緑地保護地区等指定一覧表 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) 

「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) 

注)1.図中の番号は表 4.3-16 に示す。 
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  ⑤ 専門家等へのヒアリング 

専門家等へのヒアリングにより得られた情報を表 4.3-17 に示す。 

 

表 4.3-17 専門家等への意見聴取の内容 

専門家等の所属 

（専門分野） 
意見の概要 

研究者 

（植物、植生、緑化） 

 

【R2.3 聞き取り】 

・事業実施想定区域周辺は、渡島地方からの道南植生と石狩地方の植生との境界に位置している地

域である。そのため、道南方面の植物が確認される可能性がある。 

・文献調査結果について、収集した既存資料は、妥当と考えられる。当該区域に関する新たな資料

は、把握していない。 

・事業実施にあたって留意すべき事項について、現地調査は、概ね林道沿いの 5～10m 程度の幅を確

認すればよいと考えられる。 

・重要な種が見つかった場合は、施工ヤードや工事法面に移植するとよい。風力発電事業の他事例

を参考にしつつ、移植先の光条件に留意することで、保全対策は十分に可能であると考えられる。

なお、移植後のモニタリングは、3年程度を実施することが望ましい。 

・輸送路として林道を改変した場合も、緑化、修復をすれば特に問題はないと考えられる。 

・当該区域は、現存植生図のブナクラス域自然植生(エゾイタヤ-シナノキ群落)が含まれるが、天然

林ではないと考えられる。エゾイタヤ、シナノキについても、事業後の緑化は十分に可能である。
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 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は以下のとおりとした。 

・調査地域の重要な植物への影響 

・調査地域の重要な植物群落への影響 

・調査地域の巨樹・巨木林への影響 

・調査地域のその他への影響 

 

  (b) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な植物の生育環境、重要な植物群落、巨樹・巨木林及び

その他の状況の重ね合わせにより、生育環境の一部改変に伴う影響の程度を整理した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  (d) 予測結果 

  ① 重要な植物への影響 

事業実施想定区域の現存植生は、アカエゾマツ植林、トドマツ植林、落葉針葉樹植林を主体と

した植林地が広がり、エゾイタヤ－シナノキ群落を主体とした自然林が東側に分布する。 

調査結果に示した重要な植物の生育環境をふまえ、これらの種への影響について予測した。予

測結果は、表 4.3-18 に示すとおりである。 
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表 4.3-18 重要な植物への影響の予測結果 

重要な植物 
主な 

生育環境
予測結果 

ヒロハハナヤスリ、ミサキカグマ、カラフトメ

ンマ、イワハリガネワラビ、エゾエノキ、フク

ジュソウ、シラネアオイ、オクエゾサイシン、

ヤマシャクヤク、ベニバナヤマシャクヤク、キ

ヨスミウツボ、エゾヒョウタンボク、イワヨモ

ギ、カタクリ、コジマエンレイソウ、ササガヤ、

イトヒキスゲ、エビネ、サルメンエビネ、クゲ

ヌマラン、クマガイソウ、ギボウシラン、オオ

フガクスズムシ、フタバラン、タカネトンボ 

(25 種) 

森林 

主に林内から林縁に生育し、事業実施想定区域内に主な

生育環境が分布するため、事業によりその一部が改変さ

れ、地形改変及び施設の存在による影響を受ける可能性

があると予測する。 

バシクルモン、エゾムグラ、キセワタ 

(3 種) 
草地 

主に草地に生育し、事業実施想定区域内に主な生育環境

が分布するため、事業によりその一部が改変され、地形

改変及び施設の存在による影響を受ける可能性があると

予測する。 

エゾノチャルメルソウ、サクラソウモドキ、ハ

イハマボッス 

(3 種) 湿地 

主に沢部や湿原、斜面林床などの湿った草地に生育し、

事業実施想定区域内に主な生育環境は分布しないため、

地形改変及び施設の存在による重大な影響はないと予測

する。 

アオチャセンシダ、エゾマンテマ、チャボカラ

マツ、エゾコザクラ、コハマギク、ピレオギク、

イワギク 

(7 種) 

岩場※ 

主に岩場に生育し、事業実施想定区域内に主な生育環境

が分布するため、事業によりその一部が改変され、地形

改変及び施設の存在による影響を受ける可能性があると

予測する。 

タヌキモ、ミクリ 

(2 種) 水域 

主に水域に生育し、事業実施想定区域内に主な生育環境

は分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大

な影響はないと予測する。 

ハマハナヤスリ、エゾナミキソウ、キタノコギ

リソウ 

(3 種) 

海浜 

主に海浜に生育し、事業実施想定区域内に主な生育環境

は分布しないため、地形改変及び施設の存在による重大

な影響はないと予測する。 

注)1.※岩場については、現存植生図の自然裸地に該当する範囲に存在する可能性がある。 
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  ② 重要な植物群落への影響 

事業実施想定区域内に、現存植生図による植生自然度 9に該当する自然林が分布するため、事

業実施による影響が生じる可能性があると予測する。 

 

  ③ 巨樹・巨木林への影響 

事業実施想定区域及びその周囲において、巨樹・巨木林はないため、事業実施による影響はな

いと予測する。 

 

  ④ その他への影響 

「北海道自然環境等保全条例」(昭和 48 年北海道条例第 64 号)及び「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)に基づく指定は、事業実施

想定区域外に位置するため、事業実施による影響はないと予測される。 

 

 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

どうかを評価した。 

 

  (b) 評価結果 

植生自然度 9 に該当する自然林を除く重要な植物群落、その他指定等については、事業実施想

定区域外に位置するため、地形改変及び施設の存在による重大な環境影響はないと評価する。 

一方、重要な植物のうち、湿地、水域、海浜に主に生育する 8 種を除く 35 種及び植生自然度 9

に該当する自然林については、事業実施想定区域内に生育及び分布することから、事業による地

形改変の影響を受ける可能性があると評価する。 

 

ただし、事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法書以降の対象事業実施区域の

絞り込みによりこれらの環境影響を回避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意することで

地形改変及び施設の存在による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性が高い。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握し、影響の程度を適切に予測す

る。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふまえて、風力発電機の配置計画、既設林道等の

活用など土地改変及び樹木伐採の最小限化、濁水対策等の環境保全措置を必要に応じて検討

する。 
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4.3.5 生態系 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場の分布状況 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

  (c) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (d) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、表

4.3-19 に示す選定基準に基づき、まとまりの場を抽出した。 
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表 4.3-19 重要な自然環境のまとまりの場の選定基準 

選定基準 選定基準 

事業実施想定区域及び 

その周囲に該当する 

重要な自然環境のまとまりの場

自然林 

自然草原 

「自然環境保全基礎調査 植生調査 第 2 回～5 回」 

における自然草原、自然林(植生自然度 9 又は 10 の区域) 

※植生自然度及び植生等から左記の区分とした 

自然林(植生自然度 9) 

・ブナクラス域自然植生 

・亜寒帯・亜高山帯自然植生 

自然草原(植生自然度 10) 

・ブナクラス域自然植生 

・亜寒帯・亜高山帯自然植生 

・河辺・湿原・沼沢地・砂丘植生

特定植物群落 
「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査 第 2、3、5 回」におけ

る特定植物群落 

・小樽海岸海岸断崖植物群落 

・忍路カブト岬エゾイタヤ林 

自然公園地域 

(国立公園、国定公園、

県立自然公園等) 

「自然公園法」(昭和 32 年、法律第 161 号)、における自然公園の区

域 
・ニセコ積丹小樽海岸国定公園 

自然環境保全地域 

緑地環境保全地域等 

「自然環境保全法」(昭和 47 年、法律第 85 号)における原生自然環

境保全地域及び自然環境保全地域 

「北海道自然環境等保全条例」(昭和 48 年、条例第 64 号)における

道自然環境保全地域、環境緑地保護地区、自然景観保護地区、学術

自然保護地区及び記念保護樹木 

・環境緑地保護地区 

・自然景観保護地区 

保存樹木等 
「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」(平成 20 年、

条例第 47 号)における保存樹木、保全樹林及び保全樹林公共指定 

・保存樹木 

・保全樹林 

・保全樹林公共指定 

鳥獣保護区 
「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)における国指定鳥獣保護区及び道指定鳥獣保護区
・道指定鳥獣保護区 

ラムサール条約湿地 
「ラムサール条約(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)」に登録された湿地 
該当なし 

重要野鳥生息地(IBA) 「鳥類を指標とした重要な自然環境」に指定された区域 該当なし 

生物多様性保全の鍵に

なる地域(KBA) 
「日本国内にある世界の生物多様性保全にとって重要な地域」 該当なし 

保安林 「森林法」(昭和 26 年、法律第 249 号)における保安林 ・保安林 

海鳥の繁殖地 

「海鳥コロニーデータベース」(環境省ホームページ 

https://www.sizenken.biodic.go.jp/seabirds/令和 2年 2月 3日閲

覧)  

・海鳥の繁殖地 

(ウミウ、ウミネコ、オオセグロ

カモメ) 

重要湿地 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」 該当なし 

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」 

(平成 25 年条例第 9 号) 
該当なし 

すぐれた自然 
「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7 月、北海道)に指定されて

いるすぐれた自然 
小樽海岸※ 

注)1.網掛けにした選定基準は、事業実施想定区域及びその周囲では該当しなかった。 

注)2.※小樽海岸の位置情報は「北海道自然環境保全指針」に示されていない。 

出典：「平成 30 年度鳥獣保護区等位置図」(令和元年 10 月、北海道) 

「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) 

「環境緑地保護地区等指定一覧表 平成 29 年 7 月 28 日」(北海道環境局生物多様性保全課ホームページ 

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

「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ホームページ 

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) 

「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」 

(環境省 生物多様性センターホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/) 

※植生図の作成時期は、第 2 回…S54 年度、第 3 回…S58～61 年度、第 4 回…H1～5 年度、第 5 回…H6～10 年度 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年度 

「海鳥コロニーデータベース」(環境省ホームページ https://www.sizenken.biodic.go.jp/seabirds/ 令和元年 2 月 3 日閲覧) 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省ホームページ  

http://www.env.go.jp/nature/important_wetland/wetland/w055.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

「北海道自然環境保全指針」(平成元年 7 月、北海道) 

「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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 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場への影響 

 

  (b) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより事業実施

想定区域との重複及び風力発電機の稼働に伴う影響の程度を整理した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  (d) 予測結果 

事業実施想定区域内には、自然林(エゾイタヤ－シナノキ群落、下部針広混交林)及び保安林が

分布する。 

予測結果は、表 4.3-20 及び図 4.3-10 に示すとおりである。 

 

表 4.3-20(1) 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場 予測結果 

自然林 

・エゾイタヤ－シナノキ群落 

・下部針広混交林 

事業実施想定区域内に分布するため、事業によ

る地形改変の影響を受ける可能性があると予測

する。 

・下部針広混交林 

・エゾマツ－ダケカンバ群落 

・ササ－ダケカンバ群落 

・エゾイタヤ－シナノキ群落 事業実施想定区域外に分布するため、事業実施

による影響はないと予測する。 

自然草原 

・高茎草原 

・自然草原 

・ササ自然草原 

・ヨシクラス 

特定植物群落 
・小樽海岸海岸段崖植物群落 

・忍路カブト岬エゾイタヤ林 

事業実施想定区域外に位置するため、事業実施

による影響はないと予測する。 

自然公園 ・ニセコ積丹小樽海岸国定公園 

環境緑地保護地区 

・赤岩山南 

・小樽苗畑林 

・住吉神社 

自然景観保護地区 
・奥沢水源地 

・小樽天狗山 
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表 4.3-20(2) 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場 予測結果 

保存樹木 

・アカマツ 

・イチョウ 

・ハリギリ 

・クロマツ、イチョウ 

・クロマツ、アカマツ、ハルニレ 

・イチョウ 

・クワ・イチイ 

事業実施想定区域外に位置するため、事業実施

による影響はないと予測する。 保全樹林 

・クリ、ミズナラ等 

・アカマツ等 

・ハルニレ等 

・イチイ、ミズナラ、サクラ、カエデ等 

・ハルニレ、カエデ等 

保全樹林公共指定 ・クリ 

鳥獣保護区 

・小樽市旭町鳥獣保護区 

・赤岩鳥獣保護区 

・小樽水源地鳥獣保護区 

保安林 

事業実施想定区域内に分布するため、事業によ

る地形改変の影響を受ける可能性があると予測

する。 

海鳥の繁殖地 

・ウミウ 

・ウミネコ 

・オオセグロカモメ 事業実施想定区域外に位置するため、事業実施

による影響はないと予測する。 

すぐれた自然 ・小樽海岸 

注)1.※小樽海岸の位置情報は「北海道自然環境保全指針」に示されていないが、海岸であることから事業実施想定区域外とした。 

出典：表 4.3-19 に示す。  
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出典：表 4.3-19 に示す。 

図 4.3-10 重要な自然環境の 

まとまりの場の状況 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

どうかを評価した。 

 

  (b) 評価結果 

自然林（エゾイタヤ－シナノキ群落、下部針広混交林）及び保安林を除く重要な自然環境のま

とまりの場については、いずれも事業実施想定区域外に位置するため、地形改変及び施設の存在

並びに施設の稼働による重大な環境影響はないと評価する。 

一方、自然林（エゾイタヤ－シナノキ群落、下部針広混交林）及び保安林は、事業実施想定区

域内に分布するため、事業に伴う環境の一部改変及び風力発電機の稼働により影響を受ける可能

性があると評価する。 

 

ただし、事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法書以降の対象事業実施区域の

絞り込みによりこれらの環境影響を回避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下の事項に留意することで

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性

が高い。 

・生態系の現況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び注目すべき生息地・生育地へ

の影響の程度を適切に予測する。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふまえて、風力発電機の配置計画、既設林道等の

活用など土地改変及び樹木伐採の最小限化、濁水対策等の環境保全措置を必要に応じて検討

する。 
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4.3.6 景観 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点の分布状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の景観資源の分布状況 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

  (c) 調査地域 

主要な眺望点の調査地域は、「景観対策ガイドライン(案)」（昭和 56 年、UHV 送電特別委員会環

境部会立地分科会）の「垂直見込角と鉄塔の見え方の知見」より、熟視角（対象をはっきりと見

ることのできる視角）を 1 度とし、現在検討中の風力発電機の高さ（最大 150m）より、垂直見込

角が 1 度以上になる範囲を算出し、眺望景観の変化に影響が生じる範囲として、事業実施想定区

域から約 8.6km の範囲とした。垂直見込角の考え方は、図 4.3-11 に示すとおりである。 

景観資源の調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲を範囲とした。 

 

 

図 4.3-11 垂直見込角の考え方 

 

 

  (d) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な眺望点は、表 4.3-21 に示すとおり「毛無山展

望所」、「天狗山展望台」、「農場離着陸場」等の 20 地点が存在する。 

事業実施想定区域及びその周囲における景観資源は、表 4.3-22 に示すとおり「赤岩山」、「忍

路兜岬」等の 12 地点及び「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」が存在する。 

 

 

  

150m 
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表 4.3-21 事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点 

No. 名称 概要 出典 

1 平磯公園 
小樽築港エリアを手前に、奥には手宮方向を見渡せる桜のスポットとしても知られる公園。

(小樽市重要眺望地点) 
1 

2 毛無山展望所 

毛無山（標高 548.2m）の山腹の標高約 470m にある展望所。小樽の市街地や石狩湾、晴れた

日には遠く暑寒別連峰(増毛連山)を望むことができ、夜景スポットとしても人気がある。駐

車場は、国道 393 号道道小樽環状線交差点より南へ約 5.0km。(毛無山：小樽市重要眺望地

点) 

1,2 

3 天狗山展望台 
標高 532.4m の天狗山にある展望台。眼下に小樽の市街地、小樽港や石狩湾、晴れた日には

暑寒別連邦(増毛連山)、積丹半島まで望むことができる。(天狗山：小樽市重要眺望地点) 
1 

4 水天宮 

小樽市中心部の高台にあり、小樽港を間近に見下ろすことができ、後方には天狗山を望む。

小樽三大祭りのひとつとも言われる神社で、桜を見に春には多くの人が訪れる。(小樽市重

要眺望地点) 

1 

5 旭展望台 

小樽駅の裏手にある標高 190m の丘陵地にある展望台。小樽の街並みと港を間近に見下ろす

ことができ、晴れた日には遠く暑寒別連峰（増毛連山）を望むことができる。(小樽市重要

眺望地点) 

1 

6 手宮公園 小樽市の北側に位置する公園。桜、紅葉のスポットとして知られる。(小樽市重要眺望地点) 1 

7 蘭島海水浴場 札樽自動車道小樽 IC から国道 5 号を余市方面へ 15km にある海水浴場。 3 

8 塩谷海水浴場 中央バス（17）塩谷線「塩谷海岸」下車後徒歩 1 分にある海水浴場。 3 

9 浜中・モイレ海水浴場 シリパ岬とモイレ山に囲まれた、余市町内で唯一遊泳可能なビーチ。海浜キャンプも可能。 6 

10 フゴッペ洞窟 
岩壁彫刻、土器、骨角器、炉跡などが残る世界的にも貴重な国指定史跡。12 月中旬～4 月中

旬は、閉館している。 
6 

11 透明りんご 
シリパ岬を望む丘に建てられたモニュメント。新しい観光スポットであり、フォトロケーシ

ョンとして知られている。 
5 

12 
農場離着陸場 

(アップルポート余市) 

小高い丘に位置しており、シリパ岬と市街地のほとんどを一望することができる。スカイス

ポーツの教室、秋には「味覚の祭典」等の各種イベント会場としても利用されている。 
6 

13 冷水峠 
平成 16 年の台風により国有林がなぎ倒され、木に遮られて峠からは見えなかった赤井川市

街地が一望できるようになった。晴れた日の早朝には雲海が発生することがある。 
7 

14 落合ダム(親水広場) 水資源の観光利用とし、駐車場、トイレなどがあり、カヤック体験が行われている。 7 

15 
道の駅スペース・アッ

プルよいち 

宇宙記念館、ニッカウヰスキー余市蒸留所に隣接しており、余市味覚マルシェが 5 月上旬～

11 月の金・土・日・祝日に開催される。 
6 

16 
農村公園フルーツパー

クにき 

ラベンダーやコスモスが広がる公園。レストラン、地域特産品販売所、展望ジャンボ滑り台

等の遊具もある。 
8 

17 オタモイ 3 丁目公園 小樽市オタモイの金沢ニュータウン地区にある公園。身近な眺望点として選定。 4 

18 桃内神社 小樽市桃内にある神社。身近な眺望点として選定 - 

19 三吉神社 余市町大川街にある神社。身近な眺望点として選定。 - 

20 塩谷丸山 

JR 塩谷駅から 10 分程度で登山口にアクセスでき、利便性の良さから登山初心者や家族登山

に人気がある。山頂からは余市湾をはじめ積丹の山々の眺望を楽しむことができる。標高

629.9m。 

9 

注)1.出典の「-」は、身近な眺望点として地図上から選定したため、主要な眺望点としての出典は使用していない。 

出典： 

1.「小樽市へようこそ ビューポイント」（小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/kankou/miru_asobu_tomaru/view/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧） 

2.「ビューポイントパーキング(北海道)」(国土交通省北海道開発局 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000l4lv.html 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

3.「小樽市へようこそ 見る・遊ぶ・泊まる」（小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/kankou/miru_asobu_tomaru/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧） 

4.「小樽の公園」 (小樽市ホームページ https://www.city.otaru.lg.jp/simin/sumai/koen_iji/  

令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

5.「観光スポット」（一般法人余市観光協会（北後志総合案内所）http://www.yoichi-kankoukyoukai.com/spot.html 

令和 2 年 2 月 3 日閲覧） 

6.「よいち観光ガイドブック」（平成 28 年 9 月現在、余市町経済部商工観光課） 

7.「施設案内:景勝地」(赤井川村ホームページ https://www.akaigawa.com/kanko/shisetsu/cate4/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

8.「NIKI TOWN HOKKAIDO」(仁木町観光協会 https://www.niki-kanko.jp/brochure/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

9.「分県登山ガイド 00 北海道の山」(平成 29 年、伊藤健次(著))   
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表 4.3-22 事業実施想定区域及びその周囲の景観資源 

No. 景観資源名 名称 

1 火山景観 火山群 赤井川 

2 山地（非火山性）景観 非火山性弧峰 於古発山 

3   赤岩山 

4 陸景 特殊地学景観 陸景 岩脈 忍路兜岬 

5 河川景観 滝 雨乞滝 

6   穴滝 

7 海岸景観 海食崖 オタモイ海岸 

8   ポンマイ岬海岸 

9   赤石山海岸 

10   桃内海岸 

11   竜ヶ岬海岸 

12 水景 特殊地学景観 水景 節理 忍路ポンマイ岬 
出典：「国土数値情報 地域資源(平成 24 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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 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度 

  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

 

  (b) 予測手法 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度 

予測手法は、主要な眺望点及び景観資源と事業実施想定区域の重ね合わせにより、改変の有無

の把握を行った。 

 

  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

予測手法は、眺望点からの可視の程度から把握した。可視の程度は、以下の観点から整理した。 

・主要な眺望点から事業実施想定区域までの最短距離とその垂直見込角 

・主要な眺望点からの眺望景観における主な視対象及び主な視方向 

・事業実施想定区域からの可視領域※1 

 

  (a) 予測地域 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  (b) 予測結果 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度 

主要な眺望点及び景観資源は図 4.3-12 に示すとおり、事業実施想定区域内には、景観資源の

うち「於古発山」が含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

※1 風力発電機の高さ 150m、事業実施想定区域内に密に風車が設置された状態を仮定し、国土地理院の基盤地図情報(10m 標高メッシュ)

を用いて作成した。 
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図 4.3-12 主要な眺望点及び

景観資源 

注)1.図中の番号は表 4.3-21 及び表 4.3-22 のうち、 

事業実施想定区域及びその周囲に含まれる地点を示す。 

注)2．図中の番号の色分けは、以下の区分を示す。 

：主要な眺望点 

：主要な景観資源 

出典：表 4.3-21 及び表 4.3-22 に示す。 

No. 

No. 
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  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点から事業実施想定区域までの最短距離とその垂直見込角及び主要な眺望点の主

な視方向及び主な視対象は表 4.3-24 に示すとおりである。なお、垂直見込角の評価は、「景観対

策ガイドライン(案)」(昭和 56 年、UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会)に示す知見(表 

4.3-23)を参考にした。 

 

表 4.3-23 垂直見込角と鉄塔の見え方の知見 

垂直見込角 鉄塔の見え方の知見 

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

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

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

ならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない。光線の加減によって

は見えないこともある。 

3 度 比較的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6度 やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線も良く見えるようになる。圧

迫感はあまり受けない（上限か）。 

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

ては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20 度 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

出典：「景観対策ガイドライン(案)」（昭和 56 年、UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会） 
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表 4.3-24(1) 事業実施想定区域に係る主要な眺望景観の変化の程度の予測結果 

No. 名称 

最短 

距離 

主な眺望 

方向 視認 

可能性
予測結果 

垂直 

見込角 

主な眺望 

対象 

1 平磯公園 

7.1km 北 

○ 

事業実施想定区域は西方向に視認でき、主な眺望方向とは

重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「環境

融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない」

程度であると予測する。 1.2 度 
小樽築港 

手宮 

2 毛無山展望所 

5.5km 北 

○ 

事業実施想定区域は西方向に視認でき、主な眺望方向とは

重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「環境

融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない」

程度であると予測する。 
1.6 度 

小樽市街地

石狩湾 

3 天狗山展望台 

2.2km 北西～北東

○ 

事業実施想定区域は西方向に視認でき、主な眺望方向とは

重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「やや

大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）」

であると予測する。 
3.9 度 

暑寒別連峰

積丹半島 

4 水天宮 

5.7km 東、南西 

○ 

事業実施想定区域は西から南西方向に視認でき、主な眺望

方向とは重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさ

は「環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にな

らない」程度であると予測する。 
1.5 度 

小樽港 

天狗山 

5 旭展望台 

4.6km 東 

○ 

事業実施想定区域は西から南西方向に視認でき、主な眺望

方向とは重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさ

は「環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にな

らない」程度であると予測する。 
1.9 度 

小樽市街地

小樽港 

6 手宮公園 

6.6km 東 

○ 

事業実施想定区域は南東方向に視認でき主な眺望方向と

は重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「環

境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならな

い」程度であると予測する。 
1.3 度 石狩湾 

7 蘭島海水浴場 

3.2km 北西～北東

○ 

事業実施想定区域は南西方向に視認でき、主な眺望方向と

は重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「比

較的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は

受けない。」程度であると予測する。 
2.7 度 

石狩湾 

蘭島 

8 塩谷海水浴場 

3.6km 北西～北東

○ 

事業実施想定区域は南方向に視認でき、主な眺望方向とは

重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「比較

的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は受

けない。」程度であると予測する。 
2.4 度 

石狩湾 

赤岩山 

9 
浜中・モイレ海水

浴場 

8.1km 北西～北東

○ 

事業実施想定区域は南東方向に視認でき、主な眺望方向と

は重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「環

境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならな

い」程度であると予測する。 

1.1 度 
余市湾 

シリパ岬 

10 フゴッペ洞窟 

3.7km - 

○ 

事業実施想定区域は南西方向に視認できる。また、風力発

電機の見え方の大きさは「比較的細部まで良く見えるよう

になり、気になる。圧迫感は受けない。」程度であると予

測する。 
2.3 度 - 

11 透明りんご 

5.1km 南西～北 

○ 

事業実施想定区域は東方向に視認でき、主な眺望方向とは

重ならない。また、風力発電機の見え方の大きさは「環境

融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない」

程度であると予測する。 1.7 度 
市街地 

シリパ岬 

12 

農場離着陸場 

(アップルポート 

余市) 

5.5km 全方位 

○ 

事業実施想定区域は東方向に視認でき、眺望に風力発電機

が介在する。また、風力発電機の見え方の大きさは「環境

融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない」

程度であると予測する。 
1.6 度 

市街地 

シリパ岬 

13 冷水峠 

6.2km 東、西 

× 
事業実施想定区域は北東方向に位置するが、地形の遮蔽に

より視認できないため、視覚的影響はないと予測する。1.4 度 
丸山 

羊蹄山 

14 
落合ダム 

(親水広場) 

4.9km 南西 
× 

事業実施想定区域は北方向に位置するが、地形の遮蔽によ

り視認できないため、視覚的影響はないと予測する。 1.7 度 ダム湖 

15 
道の駅スペース・

アップルよいち 

7.4km - 
○ 

事業実施想定区域は南東方向に視認できる。また、風力発

電機の見え方の大きさは「環境融和塗色がされている場合

には、ほとんど気にならない」程度であると予測する。1.2 度 - 

16 

農村公園 

フルーツパーク 

にき 

7.3km 西～北 

× 
事業実施想定区域は東方向に位置するが、地形の遮蔽によ

り視認できないため、視覚的影響はないと予測する。 
1.2 度 

果樹園 

余市湾 
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表 4.3-24(2) 事業実施想定区域に係る主要な眺望景観の変化の程度の予測結果 

No. 名称 

最短 

距離 

主な眺望 

方向 視認 

可能性
予測結果 

垂直 

見込角 

主な眺望 

対象 

17 
オタモイ 3 丁目公

園 

5.8km - 
○ 

事業実施想定区域は南東方向に視認できる。また、風力発

電機の見え方の大きさは「環境融和塗色がされている場合

には、ほとんど気にならない」程度であると予測する。1.5 度 - 

18 桃内神社 
2.6km - 

○ 

事業実施想定区域は南方向に視認できる。また、風力発電

機の見え方の大きさは「やや大きく見え、景観的にも大き

な影響がある（構図を乱す）」であると予測する。 3.3 度 - 

19 三吉神社 

6.8km - 

○ 

事業実施想定区域は北東方向に視認できる。た、風力発電

機の見え方の大きさは「環境融和塗色がされている場合に

は、ほとんど気にならない」程度であると予測する。 1.3 度 - 

20 塩谷丸山 

1.0km 北西～北東

○ 

事業実施想定区域は西から南東に視認できる。また風力発

電機の見え方の大きさは、「目いっぱいに大きくなり、圧

迫感を受けるようになる」ものと予測する。 8.3 度 

塩谷湾 

・ 

余市湾 

注)1.視認可能性は、図 4.3-13 に示す事業実施想定区域からの可視領域により判断した。 

2.視認可能性は、○：視認可能 ×：見えないを示す。 

3.「-」は、史跡及び身近な眺望点として選定したため、特定の主な眺望方向及び主な眺望対象がないことを示す。 
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図 4.3-13 主要な眺望点及び

風力発電機の可視領域 
出典：表 4.3-21 及び表 4.3-22 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

どうかを評価した。 

 

  (b) 評価結果 

  ① 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度 

主要な眺望点及び景観資源のうち、「於古発山」が事業実施想定区域内に存在するため、地形

改変及び施設の存在による影響が生じる可能性があると評価する。 

 

  ② 主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点のうち、「冷水峠」、「落合ダム」、「農村公園フルーツパークにき」の 3 地点は、

地形の遮蔽により風力発電機が視認できないため、視覚的影響はないと評価する。 

「平磯公園」、「毛無山展望所」、「水天宮」、「旭展望台」、「手宮公園」、「浜中・モイ

レ海水浴場」、「透明りんご」の 7 地点については、主な眺望方向に事業実施想定区域は含まれ

ず、「農場離着陸場」、「道の駅スペース・アップルよいち」、「オタモイ 3丁目公園」「三吉

神社」の 4 地点については、眺望に風力発電機が介入する。これらの 11 地点は、いずれも垂直

見込角 2 度以下で風力発電機の見え方の大きさは「ほとんど気にならない」となるため、地形改

変及び施設の存在による重大な環境影響はないと評価する。 

「蘭島海水浴場」、「塩谷海水浴場」は、垂直見込角 3 度以下で風力発電機の見え方の大きさは

「比較的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない」となるが、主な眺望方

向に事業実施想定区域が含まれないため、地形改変及び施設の存在による重大な環境影響はない

と評価する。 

「フゴッペ洞窟」は、眺望に風力発電機が介入し、垂直見込角 3 度以下で風力発電機の見え方

の大きさは「比較的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない」となり、地

形改変及び施設の存在による影響が生じる可能性があると評価する。 

「天狗山展望台」は、垂直見込角 3度以上 6 度未満となり、風力発電機の見え方の大きさは「や

や大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）」となるが、主な眺望方向に事業実

施想定区域が含まれないため、地形改変及び施設の存在による重大な環境影響はないと評価する。 

一方、「桃内神社」は、眺望に風力発電機が介入し、垂直見込角 3 度以上 6 度未満となり、風

力発電機の見え方の大きさは「やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）」

となり、地形改変及び施設の存在による影響が生じる可能性があると評価する。 

「塩谷丸山」は、眺望に風力発電機が介入し、垂直見込角 6 度以上 12 度未満となり、風力発

電機の見え方の大きさは「目いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる」ため、主な眺

望方向に事業実施想定区域は含まれないが、地形改変及び施設の存在による影響が生じる可能性

があると評価する。 
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ただし、これらの垂直見込角は風力発電機の位置ではなく事業実施想定区域の端部からの距離

を基にした値であること、事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法書以降の対象

事業実施区域の絞り込みによりこれらの環境影響を回避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下の事項に留意すること

で地形改変及び施設の存在による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性が高い。 

・主要な眺望点及び景観資源への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて風力発電機の配置

を検討する。 

・眺望景観の状況や眺望の方向、眺望点の利用状況等をふまえて事業計画を策定する。 

・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）

により主要な眺望景観への影響の程度を予測し、環境融和塗色等の環境保全措置を必要に応

じて検討する。 
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4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場 

 (1) 調査 

  (a) 調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・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の分布状況 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

  (c) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  (d) 調査結果 

調査結果を表 4.3-25 に示す。 

事業実施想定区域及びその周囲には、「小樽自然探勝路」、「小樽公園」、「塩谷海水浴場」等の

13 地点が存在する。 
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表 4.3-25 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 

No. 項目 名称 概要 出典 

1 フットパス 小樽自然探勝路 
国定公園にも指定されている美しい海岸(祝津→赤岩駐車場→オタモ

イ)の風景と野山の動植物を楽しむことができる。 
1,2 

2  小樽周辺自然遊歩道 

天狗山周辺には遠藤山や於古発(おこばち)山があり、気軽に散策でき

るコースである。また、市民に人気の塩谷丸山や穴滝を巡り、奥沢水

源地までのコースもある。 

1 

3  
旭展望台周辺自然歩

道 

18 コースの遊歩道(旭町→富岡)が整備されており、小林多喜二の文

学碑や小田観蛍の歌碑も建ち、市民の憩いの場となっている。 
1,2 

4  ソーラン街道 

東西横断道のニセコから、かつてのニシン漁の繁栄の面影を残す余

市、明治時代に商都として栄華を誇った小樽、サケ漁の石狩、厚田と、

ソーラン節の歌声が聞こえてくるような海辺の町や村を訪ね、月形で

再び東西横断道に合流する。 

3 

5 公園 小樽公園 

市内の中心部にあり、日本庭園、石川啄木の歌碑などがあり約 900

本の桜のほかツツジ約 3,000 本とシラカンバ約 1,500 本、クリ、ナラ、

センなど約 4,000 本からなる天然林があり、緑と花の公園として親し

まれている。 

1,4 

6  手宮公園 
約 700 本の桜、約 230 本の栗林があり、自然林としては北限といわれ

ている。花見のほか、秋にはクリ拾いなど、市民に親しまれている。 
1,4 

7  長橋なえぼ公園 
野鳥や小動物などを観察できる「自然生態観察公園」。約 5,000 本の

桜の名所として知られ、市民の憩いの場となっている。 
1,4 

8  運河公園 
噴水池や室内の遊具施設があり、旧日本郵船(株)小樽支店など歴史的

な景観も楽しめる。 
4,5 

9  落合ダム(親水広場) 
水資源の観光利用とし、駐車場、トイレなどがあり、カヤック体験が

行われている。 
6 

10 海水浴場 塩谷海水浴場 中央バス（17）塩谷線「塩谷海岸」下車後徒歩 1 分にある海水浴場。 4 

11  蘭島海水浴場 
札樽自動車道小樽 IC から国道 5 号を余市方面へ 15km にある海水浴

場。 
4 

12 

パーク 

ゴルフ場・ 

キャンプ場 

おたる自然の村 
キャンプ場や 18 ホールを備えたパークゴルフ場などがあり山の自然

を楽しめる。また、市民農園も開園している。 
4 

13 スキー場 小樽天狗山スキー場 
小樽市街に一番近いスキー場。初級〜上級まで幅広いコースがあり、

市内の小中学校のスキー学習にも利用されている。 
4 

出典： 

1.「後志総合振興局 観光資源一覧」（後志総合振興局ホームページ 

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kankou/kankou/kankoushigen.htm 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

2.「北海道ウォーキングルート情報」（北海道経済部観光局 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/walkingroute.htm 令和 2 年 2 月 3 日閲覧） 

3.「北海道自然歩道整備状況」(北海道環境局生物多様性保全課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/shisetsu/hodo_seibijyoukyou.htm 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 

4.「小樽市へようこそ 見る・遊ぶ・泊まる」（小樽市ホームページ 

https://www.city.otaru.lg.jp/kankou/miru_asobu_tomaru/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧） 

5.「情緒あふれる北運河コース」(平成 31 年 2 月改訂、小樽市産業港湾部観光振興室) 

6.「施設案内:景勝地」(赤井川村ホームページ https://www.akaigawa.com/kanko/shisetsu/cate4/ 令和 2 年 2 月 3 日閲覧) 
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 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・調査地域の主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響 

 

  (b) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と人と自然との触れ合いの活動の場の重ね合わせにより、事業

実施想定区域との重複の程度を整理した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

  (d) 予測結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場は図 4.3-14 に示すとおり、事業実施想定区域内に「小

樽周辺自然遊歩道」の一部が含まれる。 
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図 4.3-14 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の状況出典：表 4.3-25 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

どうかを評価した。 

 

  (b) 評価結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「小樽周辺自然遊歩道」の一部が事業実施想

定区域内に位置するため、地形改変及び施設の存在による影響が生じる可能性があると評価する。 

 

ただし、事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法書以降の対象事業実施区域の

絞り込みによりこれらの環境影響を回避又は低減できる余地がある。 

したがって、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下の事項に留意すること

で施設の稼働による重大な環境影響を回避又は低減できる可能性が高い。 

・方法書以降の手続きにおいて、施設の管理者ヒアリングや現地調査を実施し、実際の人と自

然との触れ合いの活動の場の利用環境及び利用状況を適切に把握する。 

・上記の現地調査の結果をふまえ、人と自然との触れ合いの活動の場への影響の程度を適切に

予測し、必要に応じて風力発電機の配置を検討する。 
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4.4 総合的な評価 

重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表 4.4-1 に示すとおりである。 

騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の

場の事項について影響が生じる可能性があると評価する。 

ただし、事業実施想定区域は広めに設定していることから、方法書以降の対象事業実施区域の

絞り込みによりこれらの環境影響を回避又は低減できる余地があり、今後の環境影響評価手続き

及び詳細設計においては、現地調査及びその調査結果を基にした風力発電機の配置等の事業計画

及びより具体的な環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響を回避又は低減できる可

能性が高い。 

 

表 4.4-1(1) 重大な環境影響が考えられる項目の評価結果 

環境要素 評価結果 
重大な環境影響を回避又は低減するため 

方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

騒音及び

超低周波

音 

事業実施想定区域及びその周囲0.5㎞の範

囲には、環境保全について特に配慮が必要な

施設(学校等・病院・福祉施設)及び住居等は

存在しない。また、0.5～1.0 ㎞の範囲には、

住居等が 36 件、1.0km～1.5km の範囲には、

住居等が 77 件、1.5 ㎞～2.0 ㎞の範囲には住

居等が 168 件存在する。事業実施想定区域か

ら最も近い住居等までの距離は約 590m であ

る。 

このため、施設の稼働に伴い騒音及び超低

周波音の影響を受ける可能性があると評価

する。 

・環境保全について特に配慮が必要な施設及び住

居等からの距離に留意して、風力発電機の機種

及び配置を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境の現況を適切に把握

し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベ

ルを設定した上で予測計算を行うとともに、騒

音及び超低周波音の影響の程度を把握し、必要

に応じて環境保全措置を検討する。 

風車の影 

事業実施想定区域及びその周囲0.5㎞の範

囲には、環境保全について特に配慮が必要な

施設(学校等・病院・福祉施設)及び住居等は

存在しない。また、0.5～1.0 ㎞の範囲には、

住居等が 36 件、1.0km～1.5km の範囲には、

住居等が 77 件、1.5 ㎞～2.0 ㎞の範囲には住

居等が 168 件存在する。事業実施想定区域か

ら最も近い住居等までの距離は約 590m であ

る。 

風車の影の影響を受ける範囲として、現在

検討中の風力発電機のローター径(120～130

ｍ)より10倍の範囲内※1を目安とした事業実

施想定区域から 1.3km の範囲には、住居等が

84 件(小樽市 54 件、余市町 30 件)存在する。

このため、施設の稼働に伴い風車の影の影

響を受ける可能性があると評価する。 

・環境保全について特に配慮が必要な施設及び住

居等からの距離に留意して、風力発電機の機種

及び配置を検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレー

ションによりその影響の程度を把握し、必要に

応じて環境保全措置を検討する。 

 

 

 

                                            

※1 「Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(英国エネルギー・気候変動省,2011)によれば、英国における風車

の影の影響の考慮すべき範囲は「ローター径の 10 倍」としており、現在検討中のローター径(120～130m)より 1.3km を 1 つの基準

とし、ここでは事業実施想定区域から 1.3km の範囲を影響範囲として設定した。 
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表 4.4-1(2) 重大な環境影響が考えられる項目の評価結果 

環境要素 評価結果 
重大な環境影響を回避又は低減するため 

方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

動物 

地形改変及び施設の存在による影響について

は、重要な種のうち、60 種（哺乳類 5種、鳥類

21 種、昆虫類 34 種）が、事業に伴う生息環境

の一部改変により、影響を受ける可能性がある

と評価する。 

施設の稼働による影響については、コウモリ

類(3 種)及び渡りを行う鳥類(35 種)が、風力発

電機への接触等の影響を受ける可能性があると

評価する。 

また、事業実施想定区域及びその周囲では、

ノスリの渡り経路と塩谷湾周辺でオジロワシ、

オオワシの越冬期の生息情報があるほか、

「EADASセンシティビティマップ(注意喚起メッ

シュ）(環境省 環境アセスメントデータベース

(EADAS))」によると、事業実施想定区域内は、

オジロワシ、オオワシ、イヌワシ及びクマタカ

の生息情報があり、「注意喚起レベル A3」、「注

意喚起レベル C」のいずれかに該当することか

ら、風力発電機への接触等の影響を受ける可能

性があると評価する。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、

また、重要な種及び注目すべき生息地への影

響の程度を適切に予測する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、「猛禽

類保護の進め方（改訂版）」（平成 24 年、環境

省）に準拠して生息状況調査を行い、また、

猛禽類やガンカモ類等の渡り状況も調査した

上で適切に影響予測を行う。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふ

まえて、風力発電機の配置計画、既設林道等

の活用など土地改変及び樹木伐採の最小限

化、濁水対策等の環境保全措置を必要に応じ

て検討する。 

植物 

重要な植物のうち、湿地、水域、海浜に主に

生育する 8種を除く35種及び植生自然度9に該

当する自然林については、事業による地形改変

の影響を受ける可能性があると評価する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調

査等により把握し、影響の程度を適切に予測

する。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふ

まえて、風力発電機の配置計画、既設林道等

の活用など土地改変及び樹木伐採の最小限

化、濁水対策等の環境保全措置を必要に応じ

て検討する。 

生態系 

自然林（エゾイタヤ－シナノキ群落、下部針

広混交林）及び保安林は、事業実施想定区域内

に分布するため、事業に伴う環境の一部改変及

び風力発電機の稼働により影響を受ける可能性

があると評価する。 

・生態系の現況を現地調査等により把握し、ま

た、重要な種及び注目すべき生息地・生育地

への影響の程度を適切に予測する。 

・事業計画の策定においては、影響の程度をふ

まえて、風力発電機の配置計画、既設林道等

の活用など土地改変及び樹木伐採の最小限

化、濁水対策等の環境保全措置を必要に応じ

て検討する。 
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表 4.4-1(3) 重大な環境影響が考えられる項目の評価結果 

環境要素 評価結果 
重大な環境影響を回避又は低減するため 

方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

景観 

①主要な眺望点及び景観資源の改変の程度 

主要な眺望点及び景観資源のうち、「於古発

山」が事業実施想定区域内に存在するため、地

形改変及び施設の存在による影響が生じる可能

性があると評価する。 

① 

・主要な眺望点及び景観資源への影響の程度を

適切に予測し、必要に応じて風力発電機の配

置を検討する。 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点のうち、「フゴッペ洞窟」、「桃内

神社」及び「塩谷丸山」は、地形改変及び施設

の存在による影響が生じる可能性があると評価

する。 

② 

・眺望景観の状況や眺望の方向、眺望点の利用

状況等をふまえて事業計画を策定する。 

・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）により主要な眺望景観への影響の程度を

予測し、環境融和塗色等の環境保全措置を必

要に応じて検討する。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のう

ち、「小樽周辺自然遊歩道」の一部が事業実施想

定区域内に位置するため、地形改変及び施設の

存在による影響が生じる可能性があると評価す

る。 

・施設の管理者ヒアリングや現地調査を実施

し、実際の人と自然との触れ合いの活動の場

の利用環境及び利用状況を適切に把握する。

・上記の現地調査の結果をふまえ、人と自然と

の触れ合いの活動の場への影響の程度を適

切に予測し、必要に応じて風力発電機の配置

を検討する。 
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（白紙のページ） 

 

 


	第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果
	4.1 計画段階配慮事項の選定の結果
	4.2 調査、予測及び評価の手法の選定
	4.3 調査、予測及び評価の結果
	4.3.1 騒音及び超低周波音
	4.3.2 風車の影
	4.3.3 動物
	4.3.4 植物
	4.3.5 生態系
	4.3.6 景観
	4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場

	4.4 総合的な評価


