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第4章 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

本章は、環境影響評価法第 5 条第 1 項 4 の規定に基づき、計画段階配慮事項ごとの調査、予測

及び評価の結果をとりまとめたものである。 

 

4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 

4.1.1 計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(計画段階配慮事項)については、「発電所アセ

ス省令」※の別表第五に示されている影響要因の区分について一般的な事業の内容と本事業の内容

の相違を把握したうえで、地域特性も勘案し、影響要因の区分ごとに重大な影響を受けるおそれ

のある環境要素を選定した。 

 
※「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：平成 28 年経済産業省令 27

号)」(以下「発電所アセス省令」という。) 

 

 (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※ 本事業の内容 比較の結果 

工
事
中
に
関
す
る
内
容 

工事用資材等

の搬出入 

工事用機材の搬出入として、建造

物、工作物等の建設工事に必要な

資材の搬出入、工事関係者の通勤、

残土、伐採樹木、廃材の運搬を行

う。 

工事用機材の搬出入として、建造

物、工作物等の建設工事に必要な

資材の搬出入、工事関係者の通勤、

残土、伐採樹木、廃材の運搬を行

う。 

一般的な事業

の内容に該当

する。 

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を行う。 

建設機械の稼働として、建築物、

工作物等の設置工事を行う。 

一般的な事業

の内容に該当

する。 

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

る整地、搬入道路の造成、整地を

行う。 

造成等の施工として、樹木の伐採

等、掘削、地盤改良、搬入道路の

造成、整地を行う。 

一般的な事業

の内容に該当

する。 

土
地
又
は
工
作
物

の
存
在
及
び
供
用

に
関
す
る
内
容 

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。 

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。 

一般的な事業

の内容に該当

する。 

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

の内容に該当

する。 

※「発電所アセス省令」の「風力発電所別表第五」備考に記載された内容を示す。 
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 (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、表 4.1-2 に示す重大な環境

影響の選定の考え方(「計画段階配慮手続きに係る技術ガイド(環境省計画段階配慮書技術手法に

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、表 4.1-3 に示

すとおり選定した。 

なお、本配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等まで決まる熟度にない

ことから、工事の実施による影響は対象としないこととした。しかしながら、事業計画の熟度が

高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評価を実施する。 

 

表 4.1-2(1) 重大な環境影響の選定の考え方(大気環境、その他環境) 

環境要素 

の区分 

環境影響を受けやすい 

地域又は対象 

環境保全の観点から法令等により 

指定された地域又は対象 

環境が悪化し又は 

そのおそれのある地域 

騒音及び超低

周波 

・住居専用地域、住居地

域、住居、学校、病院、

福祉施設 等 

・騒音規制地域(騒音規制法) 等 ・環境基準(騒音)の未達成地

域 

・要請限度の超過地域(騒音

規制法) 

・公表済みの他の計画によ

り、環境の悪化が考えられ

る地域 等 

地形及び地質 ・重要な地形及び地質 

・干潟、砂浜 等 

・名勝又は天然記念物(文化財保護

法) 

・地方自治体の条例・指針等におけ

る保全対象の地形及び地質 

・自然公園の区域 等 

・海岸浸食等が進行している

地域 

・公表済みの他の計画によ

り、環境の悪化が考えられ

る地域 等 

出典：「計画段階配慮手続きに係る技術ガイド」(平成 25 年 3月、環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会)より作成 
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表 4.1-2(2) 重大な環境影響の考え方(動物、植物、生態系) 

環境要素 

の区分 

環境影響を受けやすい 

種、場等 

環境保全の観点から法令等により 

指定された種、場等 

法令等により指定されてい

ないが地域により注目され

ている種、場等 

動物及び 

植物 

・個体数が少ない、分布

域が限られる、利用す

る生息生育環境が限ら

れる、移動能力が小さ

い種 等 

・環境の変化に対し、個

体数や繁殖率等が変動

しやすい種 等 

・自然林、湿原、藻場、

干潟、サンゴ群集、自

然海岸等の人為的な改

変をほとんど受けてい

ない自然環境又は内

湾・湖沼等の事業の影

響による変化が生じや

すい環境に依存する種

等 

・文化財保護法に基づき指定された

天然記念物及び特別天然記念物、

地方自治体の文化財保護条例に基

づき指定された天然記念物 

・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に基づき定

められた国内希少野生動植物及び

緊急指定種 

・環境省レッドリスト掲載種 

・地方自治体のレッドデータブック

掲載種 

・絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律に基づき定

められた生息地等保護区 

・ラムサール条約に基づく登録簿に

掲載された湿地 

・「植物群落レッドデータブック(財

団法人日本自然保護協会 平成 8

年 4月)」に掲載されている群落 

・地域により注目されている

種、集団繁殖地 等 

生態系 ・自然林、湿原、湧水、

藻場、干潟、サンゴ群

集、自然海岸等の人為

的な改変をほとんど受

けていない自然環境又

は野生生物の重要な生

息・生育の場 

・運河、内湾等の閉鎖性

水域 等 

・文化財保護法に基づき指定された

天然保護区域 

・自然公園(国立公園、国定公園及び

都道府県立自然公園)の区域 

・原生自然環境保全地域、自然環境

保全地域 

・緑地保全地域(都市緑地保全法） 

・鳥獣保護区、ラムサール条約に基

づく登録簿に掲載された湿地 

・保安林等の地域において重要な機

能を有する自然環境 等 

・里地里山(二次林 、人工林、

農地、ため池、草原等)並び

に河川沿いの氾濫原の湿地

帯及び河畔林等のうち、減

少又は劣化しつつある自然

環境 

・都市に残存する樹林地及び緑

地(斜面林、社寺林、屋敷林

等)並びに水辺地等のうち、

地域を特徴づける重要な自

然環境 

・地域で認められている魚類の

産卵場等である浅海域 等 

出典：「計画段階配慮手続きに係る技術ガイド」(平成 25 年 3月、環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会)より作成 
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表 4.1-2(3) 重大な環境影響の選定の考え方(景観、触れ合い活動の状況) 

環境要素 

の区分 

環境影響を受けやすい 

地域又は対象 

環境保全の観点から法令等により 

指定された地域又は対象 

法令等により指定されて 

いないが地域により重要な

場として選定すべき 

地域又は対象 

景観 ・景観資源、眺望点 ・市町村の景観保護条例等による保

護・規制区域 

・自然公園(国立公園、国定公園及び

都道府県立自然公園) 

・自然環境情報図(自然環境保全基礎

調査)における自然景観資源 等 

・市町村による環境基本計画、景観

形成計画での地域の景観目標 等 

・文化財保護法による天然記念物 

等 

・里地里山(二次林、人工林)、

農地、ため池、草原、河畔

林等のうち、地域で減少・

劣化しつつあるもの 

・都市に残存する樹林地及び

緑地(斜面林、社寺林、屋敷

林等)並びに水辺地等のう

ち、地域を特徴づける重要

な自然環境 

・社寺、史跡 等 

・長距離自然歩道 等 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

・地域の主要な人と自然

との触れ合いの活動の

場等(野外レクリエー

ション地の他、里地、

里山、都市農園 等) 

・自然公園(国立公園、国定公園及び

都道府県立自然公園)の区域 

・エコツーリズム推進法により指定

される特定自然観光資源 

・都市緑地保全法、首都圏近郊緑地

保全法、生産緑地法による指定地

域 

・市民農園整備促進法による市民農

園 

・温泉法による指定地域 等 

・里地里山、ため池、草原、

河畔林等のうち、地域で利

用されているもの 

・都市に残存する樹林地及び

緑地のうち、地域で利用さ

れているもの 

・社寺、史跡 等 

・学校 

・野外レクリエーション地

(キャンプ場、海水浴場、散

策路等) 

・長距離自然歩道 等 

出典：「計画段階配慮手続きに係る技術ガイド」(平成 25 年 3月、環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会)より作成 
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表 4.1-3 計画段階配慮事項の項目の選定 

             

                影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 

土地又は工作

物の存在及び

供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的

な
影
響 

地
形
改
変
及
び 

施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

大気環境 大気質 窒素酸化物 × ×    

粉じん等 × ×    

騒音及び超低周

波音 

騒音及び超低周波

音 
× ×   ○ 

振動 振動 × ×    

水環境 水質 水の濁り  × ×   

底質 有害物質  ×    

その他 

環境 

地形及び地質 重要な地形及び地

質 
   ×  

その他 風車の影※     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 重要な種及び注目すべき生息地 

(海域に生息するものを除く) 
  × ○ 

海域に生息する動物   × ×  

植物 重要な種及び重要な群落 

(海域に生育するものを除く) 
  × ○  

海域に生育する植物   × ×  

生態系 地域を特徴づける生態系   × ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

景観 主要な眺望点及び景観資源並びに主

要な眺望景観    ○  

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活動

の場 ×   ○  

環境への負荷の量の

程度により予測され

るべき環境要素 

廃棄物等 産業廃棄物   ×   

残土 
  ×   

一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量 

  ×   

注 1)    は、「発電所アセス省令」の「風力発電所別表第五」の参考項目であることを示す。 

注 2) 「○」は選定した項目、「×」は選定しなかった項目を示す。 

※「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)のことをいう。 
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4.1.2 計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項は、事業特性及び地域特性を踏まえ、土地又は工作物の存在及び供用を対象

とし、風力発電所に関係すると考えられる項目に対して選定した。 

「発電所アセス省令」の別表第五に示されている参考項目に対して、計画段階配慮事項として

選定した理由又は非選定とした理由を表 4.1-4 に示す。 

 

表 4.1-4(1) 計画段階配慮事項の項目の選定及び非選定理由 

環境要素 環境要因 選定 選定及び非選定理由 

大気環境 大気質 窒素酸化物 工事用資材等の 

搬出入 
× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

建設機械の稼働 × 

粉じん等 工事用資材等の 

搬出入 
× 

建設機械の稼働 × 

騒音及び超

低周波音 

騒音 工事用資材等の 

搬出入 
× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

建設機械の稼働 

× 

騒音及び超

低周波音 

施設の稼働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲に住居等が

存在し、これらに対して施設の稼働に伴う騒音

及び超低周波音が影響を及ぼす可能性がある

ことから選定する。 

振動 振動 工事用資材等の 

搬出入 × 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 
建設機械の稼働 × 

水環境 水質 水の濁り 建設機械の稼働 × 現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

造成等の施工によ

る一時的な影響 
× 

底質 有害物質 建設機械の稼働 × 

そ の 他 の

環境 

地形及び地

質 

重要な地形

及び地質 

地形改変及び施設

の存在 
× 

事業実施想定区域内に重要な地形及び地質

が存在しないことから非選定とする。 

その他 風車の影 施設の稼働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲に住居等が

存在し、これらに対して施設の稼働に伴う風車

の影(シャドーフリッカー)が影響を及ぼす可

能性があることから選定する。 

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 4.1-4(2) 計画段階配慮事項の項目の選定及び非選定理由 

環境要素 環境要因 選定 選定及び非選定理由 

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) 

造成等の施工によ

る一時的な影響 

× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

地形改変及び施設

の存在、施設の稼

働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲に重要な種

が生息し、影響を及ぼす可能性があることから

選定する。 

海域に生息する動物 造成等の施工によ

る一時的な影響 
× 

事業実施想定区域は陸地であり海域は改変

しないことから非選定とする。 

地形改変及び施設

の存在 
× 

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) 

造成等の施工によ

る一時的な影響 

× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

地形改変及び施設

の存在 ○ 

事業実施想定区域及びその周囲に重要な種

が生育し、影響を及ぼす可能性があることから

選定する。 

海域に生育する植物 造成等の施工によ

る一時的な影響 
× 

事業実施想定区域は陸地であり海域は改変

しないことから非選定とする。 

地形改変及び施設

の存在 
× 

生態系 地域を特徴づける生態系 造成等の施工によ

る一時的な影響 

× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

地形改変及び施設

の存在、施設の稼

働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲に地域を特

徴づける生態系が存在し、影響を及ぼす可能性

があることから選定する。 

景観 主要な眺望点及び景観資

源並びに主要な眺望景観 

地形改変及び施設

の存在 
○ 

事業実施想定区域の及び周囲に主要な眺望

点が存在し、これらの地点からの眺望景観に施

設の存在が影響を及ぼす可能性があることか

ら選定する。 

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 

工事用資材等の 

搬出入 

× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

地形改変及び施設

の存在 ○ 

事業実施想定区域及びその周囲に人と自然

との触れ合いの活動の場が位置し、影響を及ぼ

す可能性があることから選定する。 

廃棄物等 産業廃棄物 造成等の施工によ

る一時的な影響 
× 

現時点では風力発電機の配置や工事計画が

決定していないため、非選定とする。 

なお、方法書以降の手続きにおいて、事業特

性を踏まえた上で、適切に調査、予測及び評価

を行う。 

残土 造成等の施工によ

る一時的な影響 
× 

放射線の量 造成等の施工によ

る一時的な影響 
× 

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 

4.2.1 調査、予測及び評価の手法の選定 

調査、予測及び評価の手法を、表 4.2-1 に示すとおり選定した。 

 

4.2.2 調査、予測及び評価の手法の選定理由 

調査、予測及び評価の手法は、「発電所アセス省令」第 7～10 条の留意事項、第 23条第 1項第 5

号「風力発電所別表第十」の参考手法、「技術ガイド」を勘案し、事業計画の熟度、事業特性及び

地域特性を踏まえて、適切な手法を環境要素ごとに選定した。 

また、動物、植物、生態系については、既存資料のみでは得られない情報が多いことから、地

域の専門家等へのヒアリングも実施することとした。 

 

表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素 調査手法 予測手法 評価手法 

騒音及び 

超低周波音 

【調査項目】 

・環境影響を受けやすい地域又は対象の状況 

・環境基準等の類型指定等法令による地域の規

制状況 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既

存資料により整理する。 

各風力発電機の配置

検討範囲及びその周囲

において、騒音及び超低

周波音の影響を受けや

すい学校・病院等の施設

及び住居を抽出し、風力

発電機の配置との位置

関係を整理する。 

学校・病院等の施

設及び住居と風力発

電機の配置との位置

関係から評価する。 

風車の影 【調査項目】 

・環境影響を受けやすい地域又は対象の状況 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既

存資料により整理する。 

各風力発電機の配置

検討範囲及びその周囲

において、風車の影(シ

ャドーフリッカー)の影

響を受けやすい学校・病

院等の施設及び住居を

抽出し、風力発電機の配

置との位置関係を整理

する。 

学校・病院等の施

設及び住居と風力発

電機の配置との位置

関係から評価する。 
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表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素 調査手法 予測手法 評価手法 

動物 【調査項目】 

・環境影響を受けやすい種等の状況 

・動物の注目すべき生息地の状況 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既存

資料及び専門家等へのヒアリングにより整理

する。 

各風力発電機の配置

検討範囲及びその周囲

において、生息環境と風

力発電機の配置との位

置関係を整理する。ま

た、注目すべき生息地と

風力発電機の配置との

位置関係を整理する。 

生息環境と風力

発電機の配置との位

置関係から評価す

る。また、注目すべ

き生息地と風力発電

機の配置との位置関

係から評価する。 

植物 【調査項目】 

・環境影響を受けやすい種等の状況 

・注目すべき生育地の状況 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既存

資料及び専門家等へのヒアリングにより整理

する。 

各風力発電機の配置

検討範囲及びその周囲

において、重要な植物の

生育状況、重要な植物群

落、巨樹・巨木と風力発

電機の配置との位置関

係を整理する。また、注

目すべき生育地と風力

発電機の配置との位置

関係を整理する。 

生育環境と風力

発電機の配置との位

置関係から評価す

る。また、注目すべ

き生育地と風力発電

機の配置との位置関

係から評価する。 

生態系 【調査項目】 

・環境影響を受けやすい場等の状況 

・重要な自然環境のまとまりの場の状況 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既存

資料及び専門家等へのヒアリングにより整理

する。 

各風力発電機の配置

検討範囲及びその周囲

において、地域を特徴づ

ける生態系及び環境類

型区分と風力発電機の

配置との位置関係を整

理する。また、重要な自

然環境のまとまりの場

と風力発電機の配置と

の位置関係を整理する。 

地域を特徴づけ

る生態系及び環境類

型区分と風力発電機

の配置との位置関係

から評価する。また、

重要な自然環境のま

とまりの場と風力発

電機の配置との位置

関係から評価する。 

景観 【調査項目】 

・環境影響を受けやすい地域又は対象(景観資源、

眺望点)等の状況 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既存

資料により整理する。 

風力発電機の垂直見

込角が1度以上になる可

能性がある範囲におい

て、主要な眺望点及び景

観資源と風力発電機の

配置との位置関係を整

理する。 

主要な眺望点及

び景観資源と風力発

電機の配置との位置

関係から評価する。 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

【調査項目】 

・人と自然との触れ合いの活動の場 

【調査方法】 

・事業実施想定区域及びその周囲において、既存

資料により整理する。 

各風力発電機の配置

検討範囲及びその周囲

において、主要な人と自

然との触れ合いの場と

風力発電機の配置との

位置関係を整理する。 

主要な人と自然

との触れ合いの活動

の場と風力発電機の

配置との位置関係か

ら評価する。 
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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住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況 

※風力発電機の配置検討範囲：事業実施想定区域のうち輸送ルート及び工事用道路は除いて検討 

・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住居、学校、病

院、福祉施設等の分布状況 

電子地形図 25000（国土地理院）、住宅地図（ゼンリン） 

環境基準等の類型指定など法令による地域指定

の状況 

法令等の整理 

 

  (c) 調査地域 

風力発電施設から発生する騒音等について、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」

（平成 29 年 5 月）では、風車騒音に関する指針値が定められている。同指針によると、「風車騒

音に関する指針値は、全国一律の値ではなく、地域の状況に応じたものとし、残留騒音に 5dB加

えた値とする」とされているが、地域の状況に応じて下限値を設定しており、「残留騒音が 30dB

を下回る場合、学校や病院等の施設があり特に静音を要する場合、又は地域において保存すべき

音環境がある場合(略)においては下限値を 35dBとし、それ以外の地域においては 40dBとする。」

とされている。 

騒音及び超低周波音に係る風力発電施設と住居等の離隔距離に関する明確な基準はないが、

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」(平成 28 年 11 月 風力発電施設から発

生する騒音等の評価手法に関する検討会)では、「風力発電施設から測定点までの水平距離と風車

騒音の関係」が示されている（図 4.3-1）。この図によると、ウインドファームの場合、最近接

風車までの距離が概ね 1,000m 以上になると、残留騒音が 30dB を下回る場合の指針値である 35dB

もしくは 40dB 以下となっている。また、同資料には、「風力発電施設の機種や測定時の向きとの

関係、地形・植生、気象条件などによって、発生する音やその伝搬が異なることから、距離と等

価騒音レベルとの関係にはばらつきが生じている。」との記載がある。 

以上より、上述の指針値を満たす最近接風車までの概ねの距離 1,000m に、ばらつきを踏まえ

て安全側を考慮し、事業実施想定区域(輸送ルート及び工事用道路を除く)から 2kmの範囲を騒音

及び超低周波音の影響を受けるおそれのある範囲として、調査地域に設定した。 

  

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから一部修正(ゴシック)を加えたものである。 
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図 4.3-1 風力発電施設から測定点までの水平距離と風車騒音の関係 
出典：「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」(平成 28 年 11 月、風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する

検討会)より引用 

 

  (d) 調査結果 

調査結果は、図 4.3-2～図 4.3-3 に示すとおりである。 

また、増毛町においては、事業実施想定区域周囲に、「騒音に係る環境基準」の類型指定地域

及び「騒音規制法」による規制区域があり（図 3.2-15、図 3.2-16 参照）、「騒音規制法」による

規制区域の一部が、搬入路として拡幅の可能性がある範囲に含まれる（図 3.2-18、図 3.2-19 参

照）。事業実施想定区域内には「騒音に係る環境基準」の類型指定地域及び「騒音規制法」によ

る規制区域はない。 

 
出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29 年、国土地理院)より作成 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「平成 28年度 北海道学校一覧について」(平成 29 年 2 月 3日現在、北海道教育委員会 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2016gakkou-i.htm) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 平成 29年 5 月 9日閲覧) 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 医療機関」（平成 26年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 福祉施設」（平成 27年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「全保険医療機関・保険薬局一覧表」(平成 29 年 5月 9 日現在、北海道厚生局 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan//zentai_ichiran.html) 

「介護サービス情報公共システム」(厚生労働省 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 平成 29年 5 月 18日閲覧) 

「保育所」(北竜町役場 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi23.php 平成 29年 5 月 19日閲覧) 

「保育園」(雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/hoikuen.html 平成 28 年 10 月 1日現在) 

「道内許可保育所一覧表」(平成 27 年 4 月 1日現在、北海道保険福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/shisetsu.html) 

  

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから一部修正(ゴシック)を加えたものである。 



4-12 

(198)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

図 4.3-2 事業実施想定区域及び

その周囲の住居、学校、病院、福祉

施設等の分布状況(広域) 

 

 

 

出典：4.3.1 騒音及び超低周波音(1)調査(d)調査結果に示す。 

 

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから事業実施想定区域から 2km の範囲を修正したもの

である。 
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図 4.3-3(1) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況(拡大) 

 
出典：4.3.1 騒音及び超低周波音(1)調査(d)調査結果に示す。 
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図 4.3-3(2) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況(拡大) 

 
出典：4.3.1 騒音及び超低周波音(1)調査(d)調査結果に示す。 
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図 4.3-3(3) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況(拡大) 

 
出典：4.3.1 騒音及び超低周波音(1)調査(d)調査結果に示す。 
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内容と同じである。 

 (2) 予測 

  (a) 予測項目 

予測項目は以下のとおりとした。 

・風力発電機の配置検討範囲 A～B案及びその周囲の住居、学校、病院、福祉施設等への影響 

※風力発電機の配置検討範囲：風力発電機の配置検討範囲のうち輸送ルート及び工事用道路は除いて検討 

 

  (b) 予測手法 

風力発電機からの騒音及び超低周波音の減衰状況を示す予測式による予測は、騒音及び超低周

波音による影響の程度を示す意味では有効であるが、風力発電機の配置検討範囲及び機種が決定

していない段階では、複数案に対する環境影響を評価する指標としては適していない。 

そこで、騒音は距離とともに減衰することを踏まえ、風力発電機の配置検討範囲から配慮が特

に必要な施設及び住居までの距離を算出した。 

また、各風力発電機の配置検討範囲及びその周囲の住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況

を重ね合わせ、風力発電機の配置検討範囲から 2kmの範囲について 500m間隔で住居地域(住居が

密集している地域：市街地及び集落)の有無、住居数及び施設数を整理し、事業による影響を予

測した。 

 

  (c) 予測地域 

風力発電機の配置検討範囲(輸送ルート及び工事用道路を除く)A～B案及びその周囲2kmとした。 

 

  (d) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-2 及び図 4.3-4～図 4.3-7 に示すとおりである。 

各風力発電機の配置検討範囲内には、住居地域(住居が密集している地域)、学校、病院及び福

祉施設等は含まれない。 

A 案から 1kmの範囲に住居地域(住居が密集している地域)、病院、福祉施設等は含まれないが、

1.0km～1.5km の範囲に 347 戸の住居等が、1.5～2.0km の範囲に 374 戸の住居等が含まれる。こ

のため、これらの住居等では事業実施により騒音及び超低周波音による影響が生じる可能性があ

ると予測する。 

B 案から 1kmの範囲に住居地域(住居が密集している地域)、病院、福祉施設等は含まれないが、

1.0km～1.5km の範囲に 645 戸の住居等が、1.5～2.0km の範囲に 401 戸の住居等及び老人福祉施

設「グループホーム別苅」が含まれる。このため、これらの住居、施設では事業実施により騒音

及び超低周波音による影響が生じる可能性があると予測する。 
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表 4.3-2(1) 住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況(A 案) 

町名 種別 
配置検討 

範囲内 

配置検討範囲からの距離 
合計 

0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

増毛町 
学校（図書

館を含む） 
- - - - - - 

 保育所 - - - - - - 

 病院 - - - - - - 

 福祉施設等 - - - - - - 

 住居 - - - 住居等 347戸 住居等 374戸 住居等 721戸 

※留萌市、北竜町、雨竜町には配置検討範囲から 2kmの範囲は分布しない 

 

表 4.3-2(2) 住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況(B 案) 

町名 種別 
配置検討 

範囲内 

配置検討範囲からの距離 
合計 

0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

増毛町 
学校（図書

館を含む） 
- - - - - - 

 保育所 - - - - - - 

 病院 - - - - - - 

 福祉施設等 - - - - 1 箇所 1 箇所 

 住居 - - - 住居等 645戸 住居等 401戸 住居等 1046 戸 

※留萌市、北竜町、雨竜町には配置検討範囲から 2kmの範囲は分布しない 

 
出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29 年、国土地理院)より作成 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「平成 28年度 北海道学校一覧について」(平成 29 年 2 月 3日現在、北海道教育委員会 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2016gakkou-i.htm) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 平成 29年 5 月 9日閲覧) 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 医療機関」（平成 26年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 福祉施設」（平成 27年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「全保険医療機関・保険薬局一覧表」(平成 29 年 5月 9 日現在、北海道厚生局 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan//zentai_ichiran.html) 

「介護サービス情報公共システム」(厚生労働省 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 平成 29年 5 月 18日閲覧) 

「保育所」(北竜町役場 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi23.php 平成 29年 5 月 19日閲覧) 

「保育園」(雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/hoikuen.html 平成 28 年 10 月 1日現在) 

「道内許可保育所一覧表」(平成 27 年 4 月 1日現在、北海道保険福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/shisetsu.html) 
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図 4.3-4 A 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(広域) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-5(1) A 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 
出典：表 4.3-2 に示す。 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-5(2) A案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-5(3) A 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-6 B 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(広域) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-7(1) B 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 

1.60km 

グループホーム別苅 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-7(2) B 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 
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内容と同じである。 

 

図 4.3-7(3) B案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-2 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

設定した複数案ごとの予測結果を整理し、その結果を比較した。また、重大な環境影響の可能

性について整理した。 

 

  (b) 評価結果 

騒音及び超低周波音に係る風力発電施設と住居等の離隔距離に関する明確な基準はないが、風

力発電施設設置のガイドラインを有している地方公共団体のガイドラインによると、風力発電施

設と住居等との距離を 500m 及び全高の 4 倍以上(全高 160m の場合、680m)※としているものがあ

る。また、海外の事例によると、デンマークでは、風力発電施設から最も近い住居までの距離は

少なくとも風力発電施設の全高の 4 倍(ハブ高さの約 6倍)であるべきとしており、米国ウィスコ

ンシン州の地方自治体では、居住地(学校や病院等を含む)からの距離を 2,640 フィート(約 805m)

と設定、フランスにおける調査研究報告では 2.5MWを超える風力発電施設については風力発電施

設と住居との間を 1,500m 以上離すことを推奨している。※※ 評価においては、各種ガイドライン

等を参考に、1～2kmの離隔距離を目安として評価を行う。 

A 案及び B案の予測結果について、比較した結果を表 4.3-3 に示す。最近接の学校、病院及び

福祉施設等については、A 案では風力発電機の配置検討範囲から約 2.6km の離隔があるが、B 案

では約 1.6km の離隔となっており、影響の目安として設定した 1～2km の離隔距離内にある。ま

た、配慮が必要な住居等については、両案ともに影響の目安として設定した 1～2km の離隔距離

内にあるが、配置検討範囲から 1m～2km 間で、A 案では合計 721 戸の住居等が、B 案では 1,046

戸の住居等が分布しており、B案に比べて A案の方が 1～2km の離隔距離内に分布する住居戸数が

少ない。これらのことから、A 案の方が配慮が必要な住居等への影響を回避又は低減できる可能

性が高いと評価する。 

さらに、風力発電機の配置検討範囲の計画等にあたり、いずれの案も以降に示す「(c) 方法書

以降の手続き等において留意する事項」に留意することにより、重大な影響を回避又は低減でき

る可能性が高いと評価する。 
※  「平成 23年度風力発電施設の騒音・低周波音に関する検討調査業務報告書」(平成 24 年 3月、公益法人騒音制御工学会) 

※※「諸外国における風力発電施設から発生する騒音・低周波音に係る基準等の状況について(暫定版)」(平成 21 年 3月、平成

20 年度移動発生源等の低周波音に関する検討会) 

 

表 4.3-3 住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況の比較 

種別 

配置検討範囲からの距離 

1.0km 以下 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

A 案 B 案 A 案 B 案 A 案 B 案 

学校（図書館を含む） - - - - - - 

保育所 - - - - - - 

病院 - - - - - - 

福祉施設等 - - - - - 1 箇所 

住居 - - 住居等 347 戸 住居等 645 戸 住居等 374 戸 住居等 401 戸 
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内容と同じである。 

 

  (c) 方法書以降の手続き等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮が特に必要な施設及び住居からの距離に留意して風力発電機の配置検討範囲を検討する。 

・方法書以降の手続きにおいては、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（平成 29

年）及び「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平成 29年 5 月、環境省）を

踏まえ、超低周波音を含めた音環境の現況を把握し、風力発電機の選定状況に応じたパワー

レベル(発電機から発生する音の大きさ)を設定した上で適切に騒音及び超低周波音の影響

の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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内容と同じである。 

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住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況 

※風力発電機の配置検討範囲：事業実施想定区域のうち輸送ルート及び工事用道路は除いて検討 

 

  (b) 調査手法 

調査手法は、表 4.3-4 に示すとおりとした。 

 

表 4.3-4 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住居、学校、病

院、福祉施設等の分布状況 

電子地形図 25000（国土地理院）、住宅地図（ゼンリン） 

 

  (c) 調査地域 

調査地域は、風車の影により影響を受ける範囲は一般的にローター径の 10 倍の範囲内とされ

ている※ことをふまえ、ローター径(117m)より 1km 程度を 1 つの基準とし、より広い範囲での居

住居の分布状況を把握するため、事業実施想定区域から 2km の範囲とした。 
※「Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(2011、英国エネルギー・気候変動省)によれば、英国にお

ける風車の影の影響を考慮すべき範囲として「ローター径の 10倍」が言及されている。 

 

  (d) 調査結果 

調査結果は、図 4.3-8～図 4.3-9 に示すとおりである。 

 
出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29 年、国土地理院)より作成 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「平成 28年度 北海道学校一覧について」(平成 29 年 2 月 3日現在、北海道教育委員会 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2016gakkou-i.htm) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 平成 29年 5 月 9日閲覧) 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 医療機関」（平成 26年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 福祉施設」（平成 27年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「全保険医療機関・保険薬局一覧表」(平成 29 年 5月 9 日現在、北海道厚生局 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan//zentai_ichiran.html) 

「介護サービス情報公共システム」(厚生労働省 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 平成 29年 5 月 18日閲覧) 

「保育所」(北竜町役場 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi23.php 平成 29年 5 月 19日閲覧) 

「保育園」(雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/hoikuen.html 平成 28 年 10 月 1日現在) 

「道内許可保育所一覧表」(平成 27 年 4 月 1日現在、北海道保険福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/shisetsu.html) 
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図 4.3-8 事業実施想定区域及び

その周囲の住居、学校、病院、福祉

施設等の分布状況(広域) 

 
出典：4.3.2 風車の影(1)調査(d)調査結果に示す。 



4-30 

(216)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

図 4.3-9(1) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況(拡大) 

 
出典：4.3.2 風車の影(1)調査(d)調査結果に示す。 
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図 4.3-9(2) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況(拡大) 

 
出典：4.3.2 風車の影(1)調査(d)調査結果に示す。 



4-32 

(218)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

図 4.3-9(3) 事業実施想定区域

及びその周囲の住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況(拡大) 

 

出典：4.3.2 風車の影(1)調査(d)調査結果に示す。 
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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。 

・風力発電機の配置検討範囲 A～B案及びその周囲の住居、学校、病院、福祉施設等への影響 

※風力発電機の配置検討範囲：風力発電機の配置検討範囲のうち輸送ルート及び工事用道路は除いて検討 

 

  (b) 予測手法 

予測手法は、各風力発電機の配置検討範囲及びその周囲の住居、学校、病院、福祉施設等の分

布状況と風力発電機の配置検討範囲を重ね合わせ、風力発電機の配置検討範囲から 2km の範囲に

ついて 500m 間隔で住居地域(住居が密集している地域：市街地及び集落)の有無、住居数及び施

設数を整理し、事業による影響を予測した。 

 

  (c) 予測地域 

風力発電機の配置検討範囲(輸送ルート及び工事用道路を除く)A～B案及びその周囲2kmとした。 

 

  (d) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-5 及び図 4.3-10～図 4.3-13 に示すとおりである。 

各風力発電機の配置検討範囲内には、住居地域(住居が密集している地域)、学校、病院及び福

祉施設等は含まれない。 

A 案から 1kmの範囲に住居地域(住居が密集している地域)、病院、福祉施設等は含まれないが、

1.0km～1.5km の範囲に 347 戸の住居等が、1.5～2.0km の範囲に 374 戸の住居等が含まれる。こ

のため、これらの住居等では事業実施により風車の影による影響が生じる可能性があると予測す

る。 

B 案から 1kmの範囲に住居地域(住居が密集している地域)、病院、福祉施設等は含まれないが、

1.0km～1.5km の範囲に 645 戸の住居等が、1.5～2.0km の範囲に 401 戸の住居等及び老人福祉施

設「グループホーム別苅」が含まれる。このため、これらの住居、施設では事業実施により風車

の影による影響が生じる可能性があると予測する。 
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表 4.3-5(1) 住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況(A 案) 

町名 種別 
配置検討 

範囲内 

配置検討範囲からの距離 
合計 

0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

増毛町 
学校（図書

館を含む） 
- - - - - - 

 保育所 - - - - - - 

 病院 - - - - - - 

 福祉施設等 - - - - - - 

 住居 - - - 住居等 347戸 住居等 374戸 住居等 721戸 

※留萌市、北竜町、雨竜町には配置検討範囲から 2kmの範囲は分布しない 

 

表 4.3-5(2) 住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況(B 案) 

町名 種別 
配置検討 

範囲内 

配置検討範囲からの距離 
合計 

0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

増毛町 
学校（図書

館を含む） 
- - - - - - 

 保育所 - - - - - - 

 病院 - - - - - - 

 福祉施設等 - - - - 1 箇所 1 箇所 

 住居 - - - 住居等 645戸 住居等 401戸 住居等 1046 戸 

※留萌市、北竜町、雨竜町には配置検討範囲から 2kmの範囲は分布しない 

 

出典：「電子地形図 25000」(平成 27～29 年、国土地理院)より作成 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「平成 28年度 北海道学校一覧について」(平成 29 年 2 月 3日現在、北海道教育委員会 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chosa/gakkou-i/2016gakkou-i.htm) 

「道内図書館一覧」(北海道立図書館 http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 平成 29年 5 月 9日閲覧) 

「国土数値情報 公共施設」(平成 18年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 医療機関」（平成 26年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「国土数値情報 福祉施設」（平成 27年度、国土交通省 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「全保険医療機関・保険薬局一覧表」(平成 29 年 5月 9 日現在、北海道厚生局 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan//zentai_ichiran.html) 

「介護サービス情報公共システム」(厚生労働省 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 平成 29年 5 月 18日閲覧) 

「保育所」(北竜町役場 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi23.php 平成 29年 5 月 19日閲覧) 

「保育園」(雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/hoikuen.html 平成 28 年 10 月 1日現在) 

「道内許可保育所一覧表」(平成 27 年 4 月 1日現在、北海道保険福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/shisetsu.html) 
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図 4.3-10 A 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(広域) 

 

出典：表 4.3-5 に示す。 
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図 4.3-11(1) A 案及びその周囲

の住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 
出典：表 4.3-5 に示す。 
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図 4.3-11(2) A 案及びその周囲

の住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 
出典：表 4.3-5 に示す。 



4-38 

(224)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

図 4.3-11(3) A 案及びその周囲

の住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-5 に示す。 
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図 4.3-12 B 案及びその周囲の

住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(広域) 

 

出典：表 4.3-5 に示す。 
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図 4.3-13(1) B 案及びその周囲

の住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-5 に示す。 

1.60km 

グループホーム別苅 
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図 4.3-13(2) B 案及びその周囲

の住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-5 に示す。 
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図 4.3-13(3) B 案及びその周囲

の住居、学校、病院、福祉施設等の

分布状況(拡大) 

 

出典：表 4.3-5 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

設定した複数案ごとの予測結果を整理し、その結果を比較した。また、重大な環境影響の可能

性について整理した。 

 

  (b) 評価結果 

風車の影により影響を受ける範囲は一般的にローター径の10倍の範囲内とされている※ことを

ふまえ、ローター径(117m)より 1km程度を 1つの基準とし、風車の影による影響が生じる可能性

のある離隔距離の目安を 1～2km とし、評価を行う。 

A 案及び B案の予測結果について、比較した結果を表 4.3-6 に示す。最近接の学校、病院及び

福祉施設等については、A 案では風力発電機の配置検討範囲から約 2.6km の離隔があるが、B 案

では約 1.6km の離隔となっており、影響の目安として設定した 1～2km の離隔距離内にある。ま

た、配慮が必要な住居等については、両案ともに影響の目安として設定した 1～2km の離隔距離

内にあるが、配置検討範囲から 1m～2km 間で、A 案では合計 721 戸の住居等が、B 案では 1,046

戸の住居等が分布しており、B案に比べて A案の方が 1～2km の離隔距離内に分布する住居戸数が

少ない。これらのことから、A 案の方が配慮が必要な住居等への影響を回避又は低減できる可能

性が高いと評価する。 

さらに、風力発電機の配置検討範囲の計画等にあたり、いずれの案も以降に示す「(c) 方法書

以降の手続き等において留意する事項」に留意することにより、重大な影響を回避又は低減でき

る可能性が高いと評価する。 
※「Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(2011、英国エネルギー・気候変動省)によれば、英国にお

ける風車の影の影響を考慮すべき範囲として「ローター径の 10倍」が言及されている。 

 

表 4.3-6 住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況の比較 

種別 

配置検討範囲からの距離 

1.0km 以下 1.0～1.5km 1.5～2.0km 

A 案 B 案 A 案 B 案 A 案 B 案 

学校（図書館を含む） - - - - - - 

保育所 - - - - - - 

病院 - - - - - - 

福祉施設等 - - - - - 1 箇所 

住居 - - 住居等 347 戸 住居等 645 戸 住居等 374 戸 住居等 401 戸 

 

  (c) 方法書以降の手続き等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮が特に必要な施設及び住居からの位置関係に留意して風力発電機配置を検討する。 

・方法書以降の手続きにおいて、適切に風車の影の影響の程度を予測し、必要に応じて環境保

全措置を検討する。 
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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。 

・重要な動物の生息状況 

・重要な生息地の分布状況 

 

  (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 重要な動物の生息状況 

既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングの結果、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 11種、鳥類 69種、爬虫類 2種、両生類 1種、昆虫類 70 種、

魚類 21 種、底生動物 9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、主に表 4.3-8 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 4.3-7 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 4.3-7 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 

A 「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(天) 

B 

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

「増毛町文化財保護条例」(昭和 46 年 12 月 17 日 条例第 21 号 改正

平成 4 年 3月 25日 条例第 8号) 

「留萌市文化財保護条例」(昭和 58 年 10 月１日 条例第 21号 改正平

成 18 年 3 月 9日 条例第 14 号) 

「北竜町文化財保護条例」(昭和 61 年 6 月 24 日 条例第 13号) 

「雨竜町文化財保護条例」(昭和 45 年 9 月 29 日 条例第 9 号) 

・北海道指定天然記念物(道天) 

・町指定天然記念物(町天) 

C 
「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) 

D 
「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) 

・特定希少野生動植物種(特定) 

E 「環境省レッドリスト 2017」(平成 29 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) 

F 

「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）」 

（平成 27年、平成 28 年、平成 29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） 

G 「日本のラムサール条約湿地」(平成 13年、環境省) ・ラムサール条約登録湿地 

H 「鳥獣保護区」 ・鳥獣保護区特別保護地区 

I 「重要野鳥生息地(IBA)」 ・重要野鳥生息地 

J 
「植物群落レッドデータブック」(平成 8年、 

我が国における保護上重要な植物種及び群落研究委員会) 
動物では該当しない。 

K 

「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) 

動物では該当しない。 

L 

「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 3 月 31 日現在、奥
多摩町森林館 http://www.kyoju.jp/data/) 

動物では該当しない。 

注 1)選定基準は、動物と植物で統一した。ただし、網掛けにした選定基準は、動物では該当しないため、対象としないこととした。 

 

  



4-46 

(232)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

表 4.3-8(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 

分類群 No. 種 名 
選定基準 

生息環境 
A B C D E F 

哺乳類 

1 ヒメホオヒゲコウモリ     
 

Nt 森林 

2 ヒナコウモリ      Nt 森林 

3 ウサギコウモリ     
 

Nt 森林 

4 コテングコウモリ     
 

N 樹林 

5 エゾナキウサギ     NT Nt 堆礫地 

6 エゾシマリス     DD Dd 樹林 

7 カラフトアカネズミ      N 森林 

8 エゾヒグマ     LP Lp 樹林 

9 エゾクロテン     NT Nt 樹林 

10 エゾオコジョ     NT Vu 樹林 

11 トド     NT Nt 海域 

11 種 - - - - 6 種 11 種 - 

鳥 類 

1 オオミズナギドリ      Cr 海域 

2 ヒメウ     EN En 海域 

3 チシマウガラス   国内  CR Cr 海域 

4 チュウサギ     NT  水域・水辺 

5 コウノトリ 特天  国内  CR Cr 水域・水辺 

6 コクガン 天    VU N 水域・水辺 

7 マガン 天    NT N 水域・水辺 

8 カリガネ     EN Nt 水域・水辺 

9 ヒシクイ 天    VU N 水域・水辺 

10 サカツラガン     DD Dd 水域・水辺 

11 ツクシガモ     VU Dd 水域・水辺 

12 オシドリ     DD Nt 水域・水辺 

13 シノリガモ     LP  水域・水辺 

14 ミサゴ     NT Nt 水域・水辺 

15 ハチクマ     NT Nt 森林 

16 オジロワシ 天  国内  VU Vu 水域・水辺 

17 オオワシ 天  国内  VU Vu 水域・水辺 

18 オオタカ     NT Nt 森林 

19 ツミ      Dd 森林 

20 ハイタカ     NT Nt 森林 

21 クマタカ   国内  EN En 森林 

22 イヌワシ 天  国内  EN Dd 草地・崖地 

23 チュウヒ     EN En 草地 

24 シロハヤブサ      Dd 草地 

25 ハヤブサ   国内  VU Vu 草地・崖地 

26 エゾライチョウ     DD Nt 森林 

27 ウズラ     VU Nt 草地 

28 ヒクイナ     NT Dd 水域・水辺 

29 タマシギ     VU  水域・水辺 

30 イカルチドリ      Dd 水域・水辺 

31 シロチドリ     VU Nt 水域・水辺 

32 ハマシギ     NT Nt 水域・水辺 

33 ツルシギ     VU Vu 水域・水辺 

34 タカブシギ     VU Vu 水域・水辺 

35 オオソリハシシギ     VU Dd 水域・水辺 

36 ホウロクシギ     VU Vu 水域・水辺 

37 ヤマシギ      N 草地～森林 

38 オオジシギ     NT Nt 草地 

39 セイタカシギ     VU Nt 水域・水辺 

40 オオセグロカモメ      Nt 水域・水辺 

41 ウミネコ      Nt 水域・水辺 
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表 4.3-8(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 

分類群 No. 種 名 
選定基準 

生息環境 
A B C D E F 

鳥類 

42 コアジサシ     VU  水域・水辺 

43 ウミガラス   国内  CR Cr 海域 

44 ケイマフリ     VU Vu 海域 

45 マダラウミスズメ     DD Dd 海域 

46 ウミスズメ     CR Vu 海域 

47 エトピリカ   国内  CR Cr 海域 

48 シロフクロウ      Dd 草地 

49 ワシミミズク   国内  CR Cr 草地・崖地 

50 シマフクロウ 天  国内  CR Cr 森林 

51 トラフズク      Nt 森林 

52 オオコノハズク      Nt 森林 

53 アオバズク      Dd 森林 

54 ヨタカ     NT Nt 草地～森林 

55 ヤマセミ*1      N 水域・水辺 

56 アカショウビン      Vu 森林 

57 ブッポウソウ     EN  森林 

58 クマゲラ 天    VU Vu 森林 

59 オオアカゲラ*2      Dd 森林 

60 ツメナガセキレイ      Nt 草地 

61 サンショウクイ     VU Dd 森林 

62 チゴモズ     CR  森林 

63 アカモズ     EN En 草地～森林 

64 マキノセンニュウ     NT Nt 草地 

65 メボソムシクイ上種     DD※ Lp※ 森林 

66 シマアオジ     CR Cr 草地 

67 コジュリン     VU Dd 草地 

68 ホオアカ      Nt 草地 

69 ノジコ     NT  草地～森林 

69 種 9 種 - 11 種 - 53 種 62 種 - 

爬虫類 

1 アカウミガメ     EN  海域 

2 コモチカナヘビ     VU Vu 草地 

2種 - - - - 2 種 1 種 - 

両生類 
1 エゾサンショウウオ     DD N 水辺 

1種 - - - - 1 種 1 種 - 

昆虫類 

1 オオイトトンボ      R 水辺 

2 ムカシトンボ      N 水辺 

3 コシボソヤンマ      R 水辺 

4 ナツアカネ      R 水辺 

5 ヨツカギトワダカワゲラ      R 水辺 

6 ダイセツタカネフキバッタ      R 草地 

7 Diplocolenus evansi      R 林縁・草地 

8 クロスジコアオカスミカメ      R 草地 

9 プライヤーヒロバカゲロウ      R 水辺 

10 セボシクサカゲロウ      R 森林 

11 ヒメアミメトビケラ      R 水辺 

12 ゴマフトビケラ      R 水辺 

13 ハイイロボクトウ     NT  水辺 

14 ダイミョウセセリ      Nt 林縁・草地 

15 ギンイチモンジセセリ     NT Dd 草地 

16 カバイロシジミ     NT  草地 

17 ゴマシジミ北海道・東北亜種     NT N 草地 

18 アサマシジミ北海道亜種   国内  CR En 草地 

19 ウラギンスジヒョウモン     VU  草地 
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内容と同じである。 

表 4.3-8(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 

分類群 No. 種 名 
選定基準 

生息環境 
A B C D E F 

昆虫類 

20 ヒョウモンチョウ東北以北亜種     NT Dd 草地 

21 カラフトヒョウモン     NT  林縁・草地 

22 ゴマダラチョウ本土亜種      N 森林 

23 オオイチモンジ     VU  森林 

24 オオムラサキ     NT N 森林 

25 ヒメギフチョウ北海道亜種     NT  森林 

26 オナガミズアオ     NT  森林 

27 ヒメスズメ     NT Nt 草地 

28 ガマヨトウ     VU  水辺 

29 キスジウスキヨトウ     VU  水辺 

30 オオチャバネヨトウ     VU  水辺 

31 ネグロクサアブ     DD  森林 

32 フタオビアリノスアブ      R 森林 

33 キバネクロバエ      R 森林 

34 ルリマルクビゴミムシ      R 水辺 

35 ショカンベツチビゴミムシ      R 水辺 

36 ゲンゴロウ     VU R 水辺 

37 エゾゲンゴロウモドキ     VU N 水辺 

38 キボシツブゲンゴロウ     NT R 水辺 

39 キベリマメゲンゴロウ     NT  水辺 

40 オオミズスマシ     NT  水辺 

41 ミズスマシ     VU R 水辺 

42 エゾコオナガミズスマシ     NT R 水辺 

43 マルドロムシ      R 水辺 

44 コガムシ     DD  水辺 

45 ガムシ     NT  水辺 

46 ダイコクコガネ     VU R 草地 

47 ベニボタル      R 森林 

48 ケマダラカミキリ      N 草地 

49 ジャコウカミキリ      R 森林 

50 エゾカミキリ      R 森林 

51 アイヌホソコバネカミキリ      R 森林 

52 コトラカミキリ     NT  森林 

53 クロヒラタカミキリ     NT  森林 

54 キボシマダラカミキリ      R 森林 

55 ムネモンチャイロトラカミキリ      R 森林 

56 カワカミハムシ      R 草地 

57 シリジロヒゲナガゾウムシ      R 森林 

58 キスジヒゲナガゾウムシ      R 森林 

59 シロヒゲナガゾウムシ      R 森林 

60 ミズバチ     DD  水辺 

61 ケブカクロオオアリ      R 林縁・草地 

62 エゾアカヤマアリ     VU  林縁・草地 

63 テラニシケアリ     NT  森林 

64 アミメアリ      R 林縁・草地 
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表 4.3-8(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 

分類群 No. 種 名 
選定基準 

生息環境 
A B C D E F 

昆虫類 

65 ヤドリホオナガスズメバチ     DD  森林 

66 キオビホオナガスズメバチ     DD  森林 

67 ニッポンホオナガスズメバチ     DD  森林 

68 モンスズメバチ     DD  森林 

69 チャイロスズメバチ      R 森林 

70 クロマルハナバチ     NT  森林 

70 種 - - 1 種 - 37 種 45 種 - 

魚 類 

1 スナヤツメ北方種     VU  淡水域 

2 シベリアヤツメ     NT R 淡水域 

3 カワヤツメ     VU  淡水域 

4 ヤチウグイ     NT  淡水域 

5 ジュウサンウグイ      N 淡水域 

6 エゾウグイ      N 淡水域 

7 ドジョウ     DD  淡水域 

8 エゾホトケドジョウ     EN En 淡水域 

9 イシカリワカサギ     NT R 淡水域 

10 アユ      R 淡水域 

11 シラウオ      R 汽水域 

12 イトウ     EN Cr 淡水域 

13 オショロコマ     VU R 淡水域 

14 ベニザケ     CR Cr 淡水域 

- ヒメマス     CR Cr 淡水域 

15 サクラマス     NT N 淡水域 

- サクラマス(ヤマメ)     NT N 淡水域 

16 ニホンイトヨ*3      N 淡水域 

17 トミヨ属淡水型      R 淡水域 

18 ハナカジカ      N 淡水域 

19 ミミズハゼ      R 汽水域 

20 ジュズカケハゼ     NT  淡水域 

21 マハゼ      R 汽水域 

21 種 - - - - 14 種 18 種 - 

底生動物 

1 マルタニシ     VU  水辺 

2 オオタニシ     NT  水辺 

3 モノアラガイ     NT  水辺 

4 カワシンジュガイ     VU  水辺 

5 カラスガイ     NT  水辺 

6 ヤマトシジミ     NT  汽水域 

7 マシジミ     VU  水辺 

8 オオノガイ     NT  海域 

9 ザリガニ     VU  水辺 

9種 - - - - 9 種 - - 
注 1)選定基準は表 4.3-7 に対応する。 

※ オオムシクイは、「環境省レッドリスト 2017」で「DD」、「北海道レッドリスト【鳥類編】改訂版（2017 年）」で「Lp」にそれぞれ

指定されている。文献調査で確認されたメボソムシクイ上種は、オオムシクイを構成種として含むことから、これらに該当する

可能性があるため重要種に含めた。 

*1「北海道レッドリスト【鳥類編】改訂版（2017年）」では亜種エゾヤマセミが記載されている。 

*2「北海道レッドリスト【鳥類編】改訂版（2017年）」では亜種エゾオオアカゲラが記載されている。 

*3「北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック 2001」では「イトヨ（日本海型）」が記載されている。   

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから一部修正(ゴシック)を加えたものである。 
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  ② 重要な生息地の分布状況 

調査の結果、図 4.3-14 に示すとおり、動物の重要な生息地として、事業実施想定区域及びそ

の周囲において道指定鳥獣保護区の指定があり、雨竜沼湿原はラムサール条約湿地に指定されて

いる。 
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図 4.3-14 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 

出典：「ラムサール条約と条約湿地 日本の条約湿地」 

(環境省 http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/2-3.html 

平成 29 年 5 月 23日閲覧) 

「平成 28年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」(平成 28 年、北海道) 
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  ③ 専門家等へのヒアリング 

既存資料整理では把握しきれない情報を補完するため、専門家及び団体等へのヒアリングを実

施した。ヒアリングにより得られた情報を表 4.3-9(1)～表 4.3-9(3)に示す。 

 

表 4.3-9 (1) 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 

大学教員 

(哺乳類・両生類・ 

爬虫類) 

(1)事業実施による哺乳類への影響について 

û 哺乳類にとっては、面的に改変されるより線的に改変され、生息地が分断され

る方が問題である。 

û 海外では風車にぶつかった動物を食べにくる哺乳類についての影響が問題にな

っている。死体を食べるために肉食性の哺乳類が集まることによって、捕食者

の密度が高くなり、地域の生態系に影響を与える可能性がある。 

 

(2)事業実施にあたっての留意種等について 

û 増毛から留萌にかけては、ヒグマがよく見られるが、ねぐらがあるかどうかは

不明である。 

û 他の地域に比べると当該地域にはタヌキが比較的多く確認される傾向がある。

外来種であるアライグマも増えていると考えられる。 

û クロテンが生息している可能性があるが、当該地域周辺は移入種であるホンド

テンとの分布の境目が不明確である。 

û モモンガは改変によって森林が飛び地になってしまうと、生息できなくなる。

木の高さの約 3 倍の距離を滑空することができ、進行方向の障害物をあまり気

にしない性質も持っているため、そこに障害物があると衝突する可能性はある

が、予定している風車の高さを飛翔することはないと思われる。 

 

(3)調査方法 

û 調査は一般的な相調査の方法でよいが、踏査だけでは生息が確認できないシマ

リス等についても留意してほしい。その際は、シャーマントラップか自動撮影

カメラを使用するとよい。 

大学教員(鳥類) 

(1)事業実施にあたっての留意種等について 

û 周辺河川沿いの河畔林や段丘などにはオジロワシの、林地においてはオオタカ

やクマタカなどの猛禽類が営巣している可能性がある。これらが繁殖している

可能性を念頭においた現地調査を実施し、繁殖が確認された場合は営巣地、餌

場、飛行の経路や高度について事業の影響を適切に予測できるような手法で調

査を実施すること。 

û 河川沿いの段丘や段丘上の林地にはオジロワシが営巣する可能性があるほか、

飛行経路として利用され得る点にも留意すべき環境である。サクラマスを含め

たサケマスの遡上する河川の周辺は、春～初冬にかけて留鳥・渡りの海ワシ類

の生息域となる可能性が高いので留意すること。 

û ガン類、ハクチョウ類の 春秋の渡り経路と事業計画地との関連については、ガ

ン類の保護団体の有識者等への聞き取りや現地調査による確認が必要。 

 

(2)その他事項 

û 自然度の高い山岳地域である暑寒別国定公園区域の周辺には希少なものも含め

た鳥類が生息している可能性もあることから、一般鳥類も含めて十分な調査を

実施すべきである。 
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表 4.3-9 (2) 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 

個人研究家(鳥類) 

(1)事業実施にあたっての留意種等について 

û 対象事業実施区域は台地上の地形でササ原が多い。さらに雪が多く春が遅いた

め、当該地で繁殖している鳥類は比較的少ないと考えられる。 

û オオジシギは草地で繁殖している可能性が高いと考えられるが、北海道の平坦

な伐開地には比較的よく確認できる種である。 

û クマタカが周辺の森林を利用しているのを確認しているが、当該地においては

分散後の若鳥が一時的に利用することはあっても長期間の滞在はしないと考え

られる。当該地周辺は、クマタカが営巣可能となるような大径木のある急傾斜

地は殆どなく、主要な生息エリアではないと考えられる。 

û 猛禽類の餌動物となりうる、ノウサギが確認されており、エゾヤチネズミなど

のノネズミ類も多いと思われるが、ササ原や草地主体の環境であり、クマタカ

の主要な生息地とはなっていない。 

û ノスリは当該地の草地を中心に餌場として利用している可能性が高い。 

û 近年、全道的にオジロワシの繁殖確認は増えており、信砂川周辺においてもオ

ジロワシは周年観察されるようになっており、営巣している可能性がある。オ

ジロワシは主に海岸沿いに生息する、カモメ類などの鳥類を餌としているよう

である。 

û 増毛港の近くであれば、ハヤブサも生息しているが、当該地は渡り時期の通過

個体以外は殆ど利用しない。 

公益団体顧問 

(魚類・底生動物) 

(1)事業実施にあたっての留意種等について 

û 暑寒別川、信砂川は、どちらも水産資源保護法に基づく保護水面となっており、

サクラマスを保護するための川である。一切の動植物の捕獲が禁止されている。 

û 暑寒別川にはカワシンジュガイが多く生息している。また、コガタカワシンジ

ュガイも生息している。類似河川である信砂川にも生息している可能性はある。 

û 当該地区における河川は水温が低い場所なので、サクラマスのほか、ハナカジ

カ、アメマス等が生息していると思われる。 

û 底生動物としては、ムカシトンボが生息している可能性がある。細流や沢には

ザリガニも生息している可能性がある。 

û 地図上では対象事業実施区域内に池沼があるようなので、現地調査の際に留意

すること。 

û 当該地域の生息種を把握する上で、追加で確認すべき文献はない。現地調査で

確認するのが良い。 

 

(2)さけ・ますの増殖状況について 
û 昔はどちらの川でもサケとサクラマスを孵化・放流していたが、今はサケのみ

を捕獲、放流している。現在は、サケのふ化場はなく、羊蹄山の方の孵化場へ

持って行き、孵化させたものを放流している。湧水がない川なので、孵化場に

は不向きである。 

û サケの捕獲は河口付近で実施している。 

 

(3)調査方法について 

û 魚類調査は 6月と 10月に実施するのが良い。浮上直後のサクラマス当歳魚を確

認する時期としては、6月上旬が適期だが、その時期は川の水量も多く、6月下

旬でないと安定しないと思われる。また、10 月上旬に調査を実施すれば、9 月

下旬をピークに産卵するサクラマスの産卵床を確認できると思われる。 
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表 4.3-9 (3) 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 

大学教員(昆虫類) 

(1)事業実施による昆虫類への影響について 

û 対象事業実施区域周辺に位置する暑寒別や雨竜沼湿原は自然環境的にも景観的

にも改変は避けるべき地域である。 

û 風力発電施設の稼働による昆虫類への影響については想定しにくいが、保安林

や河川はなるべく避けること。林道の拡幅や取り付け道路の工事時における改

変等には、配慮が必要である。 

 

(2)事業実施にあたっての留意種等について 

û ムカシトンボは、北海道では比較的生息地が知られているが、配慮すべき種の

1つである。 

û 当該地域に開けた草原がある場合、草原性のチョウ類（ギンイチモンジセセリ、

ガバイロシジミ、ゴマシジミ北海道・東北亜種、アサマシジミ北海道亜種、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、カラフトヒョウモン）

やアリ類に留意すること。 

û ゲンゴロウ類やミズスマシは高標高地の池沼に生息しているため、そのような

環境があれば留意すること。 
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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。 

・重要な動物への影響 

・重要な生息地への影響 

 

  (b) 予測手法 

施設の存在及び施設の稼働が動物の重要な種に与える影響について、調査結果から、各種の主

な生息環境等の生態特性を基に、風力発電機の配置検討範囲内の各種の生息環境と風力発電機の

配置検討範囲との位置関係を整理した。それを踏まえ、直接改変による生息環境の変化及び施設

の稼働に伴う影響について予測した。 

 

  (c) 予測地域 

風力発電機の配置検討範囲 A～B案とした。 

なお、重要な動物の生息状況については、分布位置が不明のため、「(1)調査(d)調査結果」で

把握した種を対象とした。 

 

  (d) 予測結果 

  ① 重要な動物への影響 

調査結果に示した重要な動物の生息環境を踏まえ、重要な動物への影響について、表 4.3-10

に示すとおり予測する。なお、哺乳類のトド、鳥類のオオミズナギドリ、ヒメウ、チシマウガラ

ス、ウミガラス、ケイマフリ、マダラウミスズメ、ウミスズメ、エトピリカ、爬虫類のアカウミ

ガメは海域のみに生息する種のため影響予測から除外した。 

 

  ② 重要な生息地への影響 

各風力発電機の配置検討範囲と動物の重要な生息地を図 4.3-15～図 4.3-16 に示す。 

調査結果により各風力発電機の配置検討範囲内には、動物の重要な生息地は含まないことから、

重大な影響はないと予測する。 

  



4-56 

(242)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

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 

ヒメホオヒゲコウモリ、ヒナコウモリ、

ウサギコウモリ、コテングコウモリ、

エゾシマリス、カラフトアカネズミ、

エゾヒグマ、エゾクロテン、エゾオコ

ジョ(9種) 

森林 

森林に主に生息することから、風力発電機の配置検討範囲

に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。また、コウモリ類

については、飛翔することから、風力発電機への接触等に

よる影響を受ける可能性があると予測する。 

エゾナキウサギ(1 種) 

堆礫地 

堆礫地に主に生息することから、風力発電機の配置検討範

囲に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変さ

れ、影響を受ける可能性があると予測する。 

 

鳥 類 

ハチクマ、オオタカ、ツミ、ハイタカ、

クマタカ、エゾライチョウ、シマフク

ロウ、トラフズク、オオコノハズク、

アオバズク、アカショウビン、ブッポ

ウソウ、クマゲラ、オオアカゲラ、サ

ンショウクイ、チゴモズ、メボソムシ

クイ上種 (17 種) 

森林 

森林に主に生息することから、風力発電機の配置検討範囲

に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。また、飛翔するこ

とから、風力発電機への接触等による影響を受ける可能性

があると予測する。 

チュウヒ、シロハヤブサ、ウズラ、オ

オジシギ、シロフクロウ、ツメナガセ

キレイ、マキノセンニュウ、シマアオ

ジ、コジュリン、ホオアカ(10 種) 

草地 

草地に主に生息することから、風力発電機の配置検討範囲

に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。また、飛翔するこ

とから、風力発電機への接触等による影響を受ける可能性

があると予測する。 

イヌワシ、ハヤブサ、ワシミミズク(3

種) 

草地・崖地 

草地・崖地に主に生息することから、風力発電機の配置検

討範囲に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改

変され、影響を受ける可能性があると予測する。また、飛

翔することから、風力発電機への接触等による影響を受け

る可能性があると予測する。 

ヤマシギ、ヨタカ、アカモズ、ノジコ

(4 種) 草地 

～ 

森林 

草地～森林に主に生息することから、風力発電機の配置検

討範囲に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改

変され、影響を受ける可能性があると予測する。また、飛

翔することから、風力発電機への接触等による影響を受け

る可能性があると予測する。 

チュウサギ、コウノトリ、コクガン、

マガン、カリガネ、ヒシクイ、サカツ

ラガン、ツクシガモ、オシドリ、シノ

リガモ、ミサゴ、オジロワシ、オオワ

シ、ヒクイナ、タマシギ、イカルチド

リ、シロチドリ、ハマシギ、ツルシギ、

タカブシギ、オオソリハシシギ、ホウ

ロクシギ、セイタカシギ、オオセグロ

カモメ、ウミネコ、コアジサシ、ヤマ

セミ (27 種) 

水域 

・ 

水辺 

河川、沼や湿地などの水域・水辺に主に生息することから、

風力発電機の配置検討範囲に主な生息環境が存在し、事業

によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があると

予測する。また、飛翔することから、風力発電機への接触

等による影響を受ける可能性があると予測する。 

爬虫類 

コモチカナヘビ(1 種) 

草地 

主に原野等の草地に生息することから、風力発電機の配置

検討範囲に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が

改変され、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 

森林の水辺に主に生息することから、風力発電機の配置検

討範囲に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改

変され、影響を受ける可能性があると予測する。 
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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 

セボシクサカゲロウ、ゴマダラチョウ

本土亜種、オオイチモンジ、オオムラ

サキ、ヒメギフチョウ北海道亜種、オ

ナガミズアオ、ネグロクサアブ、フタ

オビアリノスアブ、キバネクロバエ、

ベニボタル、ジャコウカミキリ、エゾ

カミキリ、アイヌホソコバネカミキリ、

コトラカミキリ、クロヒラタカミキリ、

キボシマダラカミキリ、ムネモンチャ

イロトラカミキリ、シリジロヒゲナガ

ゾウムシ、キスジヒゲナガゾウムシ、

シロヒゲナガゾウムシ、テラニシケア

リ、ヤドリホオナガスズメバチ、キオ

ビホオナガスズメバチ、ニッポンホオ

ナガスズメバチ、モンスズメバチ、チ

ャイロスズメバチ、クロマルハナバチ

(27 種) 

森林 

森林に主に生息することから、風力発電機の配置検討範囲

に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。 

Diplocolenus evansi、ダイミョウセセ

リ、カラフトヒョウモン、ケブカクロ

オオアリ、エゾアカヤマアリ、アミメ

アリ(6種) 

林縁 

・ 

草地 

林縁～草原に主に生息することから、風力発電機の配置検

討範囲に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改

変され、影響を受ける可能性があると予測する。 

ダイセツタカネフキバッタ、クロスジ

コアオカスミカメ、ギンイチモンジセ

セリ、カバイロシジミ、ゴマシジミ北

海道・東北亜種、アサマシジミ北海道

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、ヒメスズ

メ、ダイコクコガネ、ケマダラカミキ

リ、カワカミハムシ(12 種) 

草地 

草地に主に生息することから、風力発電機の配置検討範囲

に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。 

オオイトトンボ、ムカシトンボ、コシ

ボソヤンマ、ナツアカネ、ヨツカギト

ワダカワゲラ、プライヤーヒロバカゲ

ロウ、ヒメアミメトビケラ、ゴマフト

ビケラ、ハイイロボクトウ、ガマヨト

ウ、キスジウスキヨトウ、オオチャバ

ネヨトウ、ルリマルクビゴミムシ、シ

ョカンベツチビゴミムシ、ゲンゴロウ、

エゾゲンゴロウモドキ、キボシツブゲ

ンゴロウ、キベリマメゲンゴロウ、オ

オミズスマシ、ミズスマシ、エゾコオ

ナガミズスマシ、マルドロムシ、コガ

ムシ、ガムシ、ミズアブ(25 種) 

水辺 

河川や沼などの水辺に主に生息することから、風力発電機

の配置検討範囲に主な生息環境が存在し、事業によりその

一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測する。 

魚 類 

スナヤツメ北方種、シベリアヤツメ、

カワヤツメ、ヤチウグイ、ジュウサン

ウグイ、エゾウグイ、ドジョウ、エゾ

ホトケドジョウ、イシカリワカサギ、

アユ、イトウ、オショロコマ、ベニザ

ケ及びヒメマス、サクラマス及びサク

ラマス（ヤマメ）、イトヨ、トミヨ属淡

水型、ハナカジカ、ジュズカケハゼ (18

種) 

淡水域 

淡水域のみ、または海域にも出るが淡水域を生活環境の一

部にしている種であり、河川や沼などに主に生息すること

から、風力発電機の配置検討範囲に主な生息環境が存在し、

事業によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があ

ると予測する。 

シラウオ、ミミズハゼ、マハゼ(3種) 

 汽水域 

汽水域を主な生息域にしている種であり、河川河口域に主

に生息することから、風力発電機の配置検討範囲に主な生

育環境はなく、事業実施による影響はないと予測する。 

底 生 

動 物 

マルタニシ、オオタニシ、モノアラガ

イ、カワシンジュガイ、カラスガイ、

マシジミ、ザリガニ(7種) 
水辺 

淡水域を主な生息域にしている種であり、河川や沼などの

水域に主に生息することから、風力発電機の配置検討範囲

に主な生息環境が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。 

ヤマトシジミ（1 種） 

汽水域 

汽水域を主な生息域にしている種であり、河川河口域に主

に生息することから、風力発電機の配置検討範囲に主な生

育環境はなく、事業実施による影響はないと予測する。 
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図 4.3-15 A 案及びその周囲の

重要な生息地の分布状況 

出典：「平成 28年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」（平成 28 年、北海道) 
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図 4.3-16 B 案及びその周囲の

重要な生息地の分布状況 

出典：「平成 28年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」（平成 28 年、北海道) 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な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。 

なお、複数案比較については、今回把握した動物の分布は文献によるため、分布位置の詳細は

不明で比較検討できない。従って、2 案のうち、いずれの案を採用する場合においても、今後の

調査及び予測評価において、重要な動物種を保全するよう配慮していくこととする。 

 

  (b) 評価結果 

重要な動物(哺乳類 10 種、鳥類 61 種、爬虫類 1 種、両生類 1 種、昆虫類 70 種、魚類 21 種、

底生動物 8 種)のうち「森林」「草地」「堆礫地」「崖地」「林縁」「水域・水辺」「淡水域」を主な

生息環境とする一部の種について、生息環境の事業による一部改変及び風力発電機の稼働による

影響の可能性が予測された。しかしながら、以下に示す「(c) 方法書以降の手続き等において留

意する事項」を留意することにより、重大な環境影響は回避又は低減されるものと評価する。な

お、「汽水域」を主な生育環境とする重要な種(4 種)については、これらの環境が風力発電機の配

置検討範囲内に存在しないことから、直接改変による生育環境の変化に伴う重大な影響はないと

評価する。 

 

  (c) 方法書以降の手続等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・動物の生息状況の現況を現地調査等により把握し、また、適切に重要な種及び注目すべき生

息地への影響の程度を予測し、必要に応じて「風力発電機の配置計画の適宜見直し」、「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検討する。 

・特に猛禽類は繁殖・生息状況を「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成 24 年）に

準拠した調査を実施し、予測を行う。また、渡り鳥にも留意し移動ルートを把握できるよう

調査を実施し、予測を行う。 
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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。 

・重要な植物の生育状況 

・重要な植物群落の分布状況 

・巨樹・巨木林の分布状況 

 

  (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 

既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングの結果、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、113 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、主に表 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 

A 「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(天) 

B 

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

「増毛町文化財保護条例」(昭和 46 年 12 月 17日 条例第 21 号 改正平成 4 年 3

月 25 日 条例第 8 号) 

「留萌市文化財保護条例」(昭和 58 年 10 月１日 条例第 21号 改正平成 18 年 3

月 9 日 条例第 14 号) 

「北竜町文化財保護条例」(昭和 61 年 6 月 24 日 条例第 13号) 

「雨竜町文化財保護条例」(昭和 45 年 9 月 29 日 条例第 9 号) 

・北海道指定天然記念物(道天) 

・町指定天然記念物(町天) 

C 
「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) 

D 
「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) 
・特定希少野生動植物種(特定) 

E 「環境省レッドリスト 2017」(平成 29 年 3月、環境省) 

・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) 

・絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 

F 
「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) 

G 「日本のラムサール条約湿地」(平成 13年、環境省) 植物では該当しない。 

H 「鳥獣保護区」 植物では該当しない。 

I 「重要野鳥生息地(IBA)」 植物では該当しない。 

J 
「植物群落レッドデータブック」(平成 8年、 

我が国における保護上重要な植物種及び群落研究委員会) 
・植物群落 

K 

「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 

L 

「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 4 月 29日現在、奥多摩町森林

館 http://www.kyoju.jp/data/) 

・巨樹・巨木林 

注 1)選定基準は、動物と植物で統一した。ただし、網掛けにした選定基準は、植物では該当しないため、対象としないこととした。 
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表 4.3-12(1) 事業実施想定区域及びその周囲における植物の重要な種の生育状況 

No. 種 名 
選定基準 

生育環境 
A B C D E F 

1 フサスギナ     VU Vu 湿地 

2 ミヤマイワデンダ     NT R 高山の堆礫地 

3 オオエゾデンダ     EN R 森林 

4 ミヤマビャクシン      Vu 高山の堆礫地 

5 ケショウヤナギ      R 河畔 

6 ヒダカミネヤナギ     VU Vu 高山の堆礫地 

7 エゾミヤマヤナギ     NT R 高山の堆礫地 

8 エゾマメヤナギ     CR  高山の堆礫地 

9 ミヤマヤチヤナギ     NT R 高山の湿原 

10 エゾノタカネヤナギ     EN  高山の堆礫地 

11 アポイカンバ     CR R 高山の堆礫地 

12 コオノオレ     NT  森林 

13 ヤチカンバ    指定 EN Vu 湿地 

14 エゾエノキ      R 森林 

15 エゾノミズタデ      Vu 湿地 

16 ノダイオウ     VU  湿地 

17 エゾマンテマ     VU Vu 岩場 

18 アッケシソウ     VU R 塩沼地 

19 マシケレイジンソウ     VU  高山の湿原 

20 キタミフクジュソウ      Vu 草地 

21 フクジュソウ      Vu 森林 

22 クロバナハンショウヅル     VU R 草地 

23 コキツネノボタン     VU  湿地 

24 チャボカラマツ     VU  岩場 

25 ノカラマツ     VU  草地 

26 シラネアオイ      Vu 森林 

27 イカリソウ      R 森林 

28 ネムロコウホネ     VU Vu 水域 

29 オゼコウホネ     VU R 水域 

30 オクエゾサイシン      R 森林 

31 ウスバサイシン      R 森林 

32 ヤマシャクヤク     NT R 森林 

33 マシケオトギリ      R 高山の草地 

34 エゾオトギリ     VU  岩場 

35 イワレンゲ     VU  岩場 

36 エゾノチャルメルソウ      R 湿地 

37 エゾシモツケ     VU  草地 

38 リシリオウギ     VU R 高山の草地 

39 タイツリオウギ      R 高山の堆礫地 

40 イワオウギ      R 高山の堆礫地 

41 マシケゲンゲ     EN R 高山の堆礫地 

42 マルミノウルシ     NT Vu 草地 

43 ケウスバスミレ     VU R 高山の湿地 

44 タカネスミレ     NT  高山の堆礫地 

45 オオバタチツボスミレ     NT  湿地 

  

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した
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表 4.3-12(2) 事業実施想定区域及びその周囲における植物の重要な種の生育状況 

No. 種 名 
選定基準 

生育環境 
A B C D E F 

46 ミズスギナ     CR  水域 

47 エゾミズタマソウ     VU  森林 

48 レブンサイコ     EN  高山の堆礫地 

49 オオウメガサソウ     NT  森林 

50 エゾムラサキツツジ     VU  岩場 

51 ヒメツルコケモモ     VU Vu 湿地 

52 クリンソウ      Vu 湿地 

53 オオサクラソウ      R 湿地 

54 エゾオオサクラソウ      R 湿地 

55 レブンコザクラ     VU R 海岸の風衝地 

56 ホロムイリンドウ      R 湿地 

57 ホソバツルリンドウ     VU  草地 

58 チョウジソウ     NT Vu 湿地 

59 バシクルモン     VU Vu 海岸の風衝地 

60 エゾルリソウ     CR  高山の草地 

61 ムシャリンドウ     VU Vu 草地 

62 オオアブノメ     VU  湿地 

63 エゾヒメクワガタ     VU  高山の草地 

64 タヌキモ     NT R 水域 

65 ヒメタヌキモ     NT Vu 水域 

66 ムラサキミミカキグサ     NT Vu 湿地 

67 エゾヒョウタンボク     VU  森林 

68 チシマヒョウタンボク     VU  高山の草地 

69 バアソブ     VU  森林 

70 ホロマンノコギリソウ     VU  草地 

71 ホソバエゾノコギリ     EN En 高山の堆礫地 

72 イワヨモギ     VU  海岸の風衝地 

73 コモチミミコウモリ     NT  森林 

74 ピレオギク     VU Vu 海岸の風衝地 

75 フォーリーアザミ     VU  草地 

76 タカネタンポポ     EN Vu 高山の堆礫地 

77 オナモミ     VU  草地 

78 シバナ     NT  塩沼地 

79 イトモ     NT  水域 

80 ササバモ      R 水域 

81 ササエビモ     VU  水域 

82 カタクリ      N 森林 

83 クロユリ      R 湿地 

84 ミズアオイ     NT Vu 湿地 

85 コナギ      Vu 湿地 

86 カキツバタ     NT  湿地 

87 ミヤマイ     NT  湿地 

88 ホロムイコウガイ     EN Vu 湿地 

89 エゾヤマコウボウ      R 岩場 

90 リシリカニツリ     VU  高山の堆礫地 

91 ヒンジモ     VU En 水域 

92 ミクリ     NT R 湿地 

  

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから一部修正を加えたものである。 
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表 4.3-12(3) 事業実施想定区域及びその周囲における植物の重要な種の生育状況 

No. 種 名 
選定基準 

生育環境 
A B C D E F 

93 タマミクリ     NT  湿地 

94 シラスゲ      R 森林 

95 テキリスゲ      R 湿地 

96 イトナルコスゲ     VU Vu 湿地 

97 ホロムイクグ     VU Vu 湿地 

98 タカネハリスゲ     NT  湿地 

99 シコタンスゲ     VU  海岸の風衝地 

100 オノエスゲ     VU  高山の草地 

101 シロミノハリイ     VU Vu 湿地 

102 シズイ      R 湿地 

103 キンセイラン     VU En 森林 

104 サルメンエビネ     VU En 森林 

105 アツモリソウ   国内  VU Cr 草地 

106 サワラン      Vu 湿地 

107 コイチヨウラン      En 森林 

108 カキラン      Vu 湿地 

109 ツリシュスラン      Vu 森林 

110 オゼノサワトンボ      Vu 湿地 

111 トキソウ     NT Vu 湿地 

112 ヤマトキソウ      En 草地 

112種 - - 1 種 1 種 80種 72種  

注 1)選定基準は表 4.3-11 に対応する。 
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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 及び図 4.3-17 に示す特定植物群落が確認された。 

 

表 4.3-13 重要な植物群落の分布状況 

No. 名 称 相観区分 
面積(ha) 

事業実施想定区域内 全体 

1 暑寒別岳の高山植生 亜寒帯植生  932 

2 雨竜沼高地の湿原植生 湿地植生  471 
注 1)選定基準は表 4.3-11 に対応する。 

 

  ③ 巨樹・巨木林の分布状況 

調査の結果、表 4.3-14 及び図 4.3-17 に示す巨樹が確認された。 

 

表 4.3-14 巨樹・巨木林の分布状況 

No. 名 称 樹種 所在地 
幹周 

(cm) 

樹高 

(m) 
調査年 

1 カシワ単独木 カシワ 留萌市大町 300 7 2000 

2 セイヨウハコヤナギ単独木 セイヨウハコヤナギ 増毛郡増毛 365 16 1988 

3 ミズナラ単独木 ミズナラ 雨竜町国領 530 18 2000 

4 竜神の松 イチイ 北竜町恵岱別 480 14 2000 
注 1)選定基準は表 4.3-11 に対応する。 
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図 4.3-17 事業実施想定区域及び

その周辺の重要な植物群落等 

出典：「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) 

「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) 

「自然環境調査 Web-GIS」(生物多様センター 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html 平成 29 年 5月 18日閲覧 
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  ④ 専門家等へのヒアリング 

既存資料整理では把握しきれない情報を補完するため、専門家及び団体等へのヒアリングを実

施した。ヒアリングにより得られた情報を表 4.3-15 に示す。 

 

表 4.3-15 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 

公益団体顧問 

(植物・植生) 

(1)事業実施にあたっての留意種等について 

û 留萌地方の沿岸は、比較的暖かい地方の植物が天然分布していることがあるの

で留意すること。植物種も比較的豊富で小平あたりまで、クズが確認できる。 

û ササ草地の場合は、以前、森林だったところでは 2 次林でも昔の名残で重要種

が残っていることがある。一度、畑地にしたような箇所では、あまり重要種が

残っていないことが多い。 

û 移植は、だいたいの種で対応が可能である。ブロック移植をすれば概ねうまく

いく。 

û ラン科の植物は移植が難しいものがある。 

û シラカンバやケヤマハンノキのように、種子由来から始まる樹林には、あまり

重要種が生育していないことが多い。伐り株が残っていて、樹林地の更新が進

んでいるようであれば、株の根元等に重要種が生息していることがある。 

 

(2)調査方法について 

û 年 2 回の調査（晩春、秋）で、ある程度、ベースとなる植物の生育情報を把握

することができる。 
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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。 

・植物の重要な種への影響 

・重要な植物群落への影響 

・巨樹・巨木林への影響 

 

  (b) 予測手法 

  ① 植物の重要な種への影響 

施設の存在及び施設の稼働が植物の重要な種に与える影響について、調査結果から、各種の主

な生育環境等を基に、風力発電機の配置検討範囲内の各種の生育環境と風力発電機の配置検討範

囲との位置関係を整理した。それを踏まえ、直接改変による生育環境の変化に伴う影響について

予測した。 

 

  ② 重要な植物群落への影響 

施設の存在が重要な群落に与える影響について、既存資料調査結果及び専門家等へのヒアリン

グ結果から、重要な群落と風力発電機の配置検討範囲との位置関係を整理した。それを踏まえ、

直接改変による生育環境の変化に伴う影響について予測した。 

 

  ③ 巨樹・巨木林への影響 

施設の存在が重要な樹木に与える影響について、既存資料調査結果及び専門家等へのヒアリン

グ結果から、重要な樹木と風力発電機の配置検討範囲との位置関係を整理した。それを踏まえ、

直接改変による生育環境の変化に伴う影響について予測した。 

 

  (c) 予測地域 

風力発電機の配置検討範囲 A～B 案とした。なお、植物の重要な種への影響については、分布

位置が不明のため、「(1)調査(d)調査結果」で把握した種を対象とした。 

 

  (d) 予測結果 

  ① 植物の重要な種への影響 

調査結果に示した植物の重要な種の生育環境を踏まえ、これらの種への影響について、表 

4.3-16 に示すとおり予測する。 
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表 4.3-16 植物の重要な種への影響の予測結果 

重要な植物 
主な 

生育環境 
予測結果 

オオエゾデンダ、コオノオレ、エゾエノキ、フ

クジュソウ、シラネアオイ、イカリソウ、オク

エゾサイシン、ウスバサイシン、ヤマシャクヤ

ク、エゾミズタマソウ、オオウメガサソウ、エ

ゾヒョウタンボク、バアソブ、コモチミミコウ

モリ、カタクリ、シラスゲ、キンセイラン、サ

ルメンエビネ、コイチヨウラン、ツリシュスラ

ン(20 種) 

森林 

林内から林縁に主に生育することから、風力発電

機の配置検討範囲に主な生育環境が存在し、事業に

よりその一部が改変され、影響を受ける可能性があ

ると予測する。 

キタミフクジュソウ、クロバナハンショウヅ

ル、ノカラマツ、エゾシモツケ、マルミノウル

シ、ホソバツルリンドウ、ムシャリンドウ、ホ

ロマンノコギリソウ、フォーリーアザミ、オナ

モミ、アツモリソウ、ヤマトキソウ(12 種) 

草地 

草原に主に生育することから、風力発電機の配置

検討範囲に主な生育環境が存在し、事業によりその

一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測

する。 

フサスギナ、ヤチカンバ、エゾノミズタデ、ノ

ダイオウ、コキツネノボタン、エゾノチャルメ

ルソウ、オオバタチツボスミレ、ヒメツルコケ

モモ、クリンソウ、オオサクラソウ、エゾオオ

サクラソウ、ホロムイリンドウ、チョウジソウ、

オオアブノメ、ムラサキミミカキグサ、クロユ

リ、ミズアオイ、コナギ、カキツバタ、ミヤマ

イ、ホロムイコウガイ、テキリスゲ、イトナル

コスゲ、ホロムイクグ、タカネハリスゲ、シロ

ミノハリイ、シズイ、サワラン、カキラン、オ

ゼノサワトンボ、トキソウ(31 種) 

湿地 

湿った草地に主に生育することから、風力発電機

の配置検討範囲に主な生育環境が存在し、事業によ

りその一部が改変され、影響を受ける可能性がある

と予測する。 

ケショウヤナギ(1種) 

河畔 

河畔に主に生育することから、風力発電機の配置

検討範囲に主な生育環境が存在し、事業によりその

一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測

する。 

エゾマンテマ、チャボカラマツ、エゾオトギリ、

イワレンゲ、エゾムラサキツツジ、エゾヤマコ

ウボウ(6種) 
岩場 

岩場に主に生育することから、風力発電機の配置

検討範囲に主な生育環境が存在し、事業によりその

一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測

する。 

ミヤマイワデンダ、ミヤマビャクシン、ヒダカ

ミネヤナギ、エゾミヤマヤナギ、エゾマメヤナ

ギ、ミヤマヤチヤナギ、エゾタカネヤナギ（マ

ルバヤナギ）、アポイカンバ、マシケレイジン

ソウ、マシケオトギリ、リシリオウギ、タイツ

リオウギ、イワオウギ、マシケゲンゲ、ケウス

バスミレ、タカネスミレ、レブンサイコ、エゾ

ルリソウ、エゾヒメクワガタ、チシマヒョウタ

ンボク、ホソバエゾノコギリ、タカネタンポポ、

リシリカニツリ、オノエスゲ(24種) 

高山 

高山の堆礫地や草地、湿原に主に生育することか

ら、風力発電機の配置検討範囲に主な生育環境はな

く、事業実施による影響はないと予測する。 

ネムロコウホネ、オゼコウホネ、ミズスギナ、

タヌキモ、ヒメタヌキモ、イトモ、ササバモ、

ササエビモ、ヒンジモ、ミクリ、タマミクリ、

(11 種) 

水域 

池沼などの水域・水辺に主に生育することから、

風力発電機の配置検討範囲に主な生育環境が存在

し、事業によりその一部が改変され、影響を受ける

可能性があると予測する。 

アッケシソウ、レブンコザクラ、バシクルモン、

イワヨモギ、ピレオギク、シバナ、シコタンス

ゲ(7種) 

海浜 

海岸の湿地や岩場に主に生育することから、風力

発電機の配置検討範囲に主な生育環境はなく、事業

実施による影響はないと予測する。 
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  ② 重要な植物群落への影響 

各風力発電機の配置検討範囲と重要な群落の位置関係を図 4.3-18～図 4.3-19 に示す。 

調査結果により各風力発電機の配置検討範囲内には、重要な群落は含まれていないことから、

重大な影響はないと予測する。 

 

  ③ 巨樹・巨木林への影響 

各風力発電機の配置検討範囲と重要な群落の位置関係を図 4.3-18～図 4.3-19 に示す。 

調査結果により各風力発電機の配置検討範囲内には、巨樹・巨木林は含まれていないことから、

重大な影響はないと予測する。 
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図 4.3-18 A案及びその周囲の

重要な植物群落等 

出典：「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) 

「自然環境調査 Web-GIS」(生物多様センター   

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html 平成 29 年 5月 18日閲覧) 
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図 4.3-19 B 案及びその周囲の

重要な植物群落等 

出典：「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) 

「自然環境調査 Web-GIS」(生物多様センター 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html 平成 29 年 5月 18日閲覧) 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

予測結果を基に、重大な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。 

なお、複数案比較については、今回把握した植物の分布は文献によるため、分布位置の詳細は

不明で比較検討できない。従って、2 案のうち、いずれの案を採用する場合においても、今後の

調査及び予測評価において、重要な植物種を保全するよう配慮していくこととする。 

 

  (b) 評価結果 

重要な種(113 種)のうち「森林」「草地」「湿地」「河畔」「岩場」「水域」を主な生息環境とする

一部の種については、施設の存在に伴う直接改変により主な生育環境の一部が消失し、環境影響

が生じる可能性が予測された。しかしながら、以下に示す「(c) 方法書以降の手続き等において

留意する事項」を留意することにより、重大な影響は回避又は低減できるものと評価する。なお、

「高山」及び「海浜」を主な生育環境とする重要な種(32 種)については、これらの環境が風力発

電機の配置検討範囲内に存在しないことから、直接改変による生育環境の変化に伴う重大な影響

はないと評価する。 

また、重要な群落として既存資料により事業実施想定区域及びその周囲には、重要な群落とし

て選定した特定植物群落の「暑寒別岳の高山植生」、「雨竜沼高地の湿原植生」、巨樹として選定

した「カシワ単独木」、「セイヨウハコヤナギ単独木」、「ミズナラ単独木」、「竜神の松」が存在す

るが、各風力発電機の配置検討範囲のいずれにも含まないことから、事業実施による影響はない

ものと評価する。 

 

  (c) 方法書以降の手続き等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握し、また、適切に重要な種及び

重要な群落への影響の程度を予測し、必要に応じて「風力発電機の配置計画の適宜見直し」、

「土地改変及び樹木伐採の最小限化」、「濁水対策」、「緑化・移植」等の環境保全措置を検討

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。 

・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及び専門家等へのヒアリングとした。 

 

  (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自然環境において抽出した重要な自然環境のまとまりの場

を表 4.3-17 及び図 4.3-20 に示す。 

 

表 4.3-17 重要な自然環境のまとまりの場と選定基準 

選定基準 選定根拠 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 第 2～5回基礎調査 植生調査」(環境省自
然環境局生物多様性センター 自然環境情報 GIS 提供システム)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 

・寒帯・高山帯自然植生 

・亜寒帯・亜高山帯自然植生 
・ブナクラス域自然植生 

自然草原 

・自然草原 
・砂丘植生・海岸段崖植生 

・湿原植生 

特定植物群落 

「自然環境保全基礎調査 第 5 回基礎調査 特定植物群落調査」(環

境省自然環境局生物多様性センター 自然環境情報 GIS 提供システ
ム)における特定植物群落 

・暑寒別岳の高山植生 

・雨竜沼高地の湿原植生 

国立公園 

国定公園 
道立自然公園 

「自然公園法」(昭和 32年、法律第 161 号)、「北海道立自然公園条例」

(昭和 33 年、条例第 36号)における自然公園の区域 

・暑寒別天売焼尻国定公園 

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 

・小平町本郷公園鳥獣保護区 

・るるもっぺ憩いの森鳥獣保護区 

・藤山鳥獣保護区 

・恵岱別鳥獣保護区 

・雨竜沼鳥獣保護区 

・オシラリカ鳥獣保護区 

ラムサール条約 

登録湿地 

「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 

・雨竜沼湿原 

保安林 「森林法」(昭和 26年、法律第 249 号)における保安林  

出典：「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」 

(平成 29 年 3月現在、環境省 生物多様性センター http://www.vegetation.biodic.go.jp/)より作成 

「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) 

「ラムサール条約と条約湿地 日本の条約湿地」 

(環境省 http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/2-3.html)より作成 

「平成 28年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」(平成 28年、北海道) 

「国土数値情報 森林地域」(平成 27年度、国土交通省） 

「保安林の指定状況」(平成 29年 5 月 9日、水産林務部林務局治山課聞き取り)  
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図 4.3-20 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 
出典：表 4.3-17 に示す。 
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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。 

・重要な自然環境のまとまりの場への影響 

 

  (b) 予測手法 

各風力発電機の配置検討範囲を対象に重要な自然環境のまとまりの場と風力発電機の配置検

討範囲との位置関係を整理した。それを踏まえ、直接改変による生育環境の変化及び施設の稼働

に伴う影響について予測した。 

 

  (c) 予測地域 

風力発電機の配置検討範囲 A～B案とした。 

 

  (d) 予測結果 

各風力発電機の配置検討範囲と重要な自然環境のまとまりの場の位置関係を図 4.3-21～図 

4.3-22 に示す。各風力発電機の配置検討範囲内には、自然林、自然草原及び保安林が含まれる。 

予測結果は、表 4.3-18 に示すとおりである。 

 

表 4.3-18(1) 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果(A 案) 

A 案 面積 4,130ha(内、輸送ルートとして使用予定の既存林道等 976ha) 

重要な自然環境のまとまりの場 予測結果 

自然林 

寒帯・亜寒帯自然植生 
風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 

亜寒帯・亜高山帯自然植生 

風力発電機の配置検討範囲内には、エゾマツ－ダケカンバ群落、ササ－

ダケカンバ群落の約 56ha が含まれることから、事業によりその一部が改

変され、影響を受ける可能性があると予測する。 

ブナクラス域自然植生 

風力発電機の配置検討範囲内には、エゾイタヤ－シナノキ群落、ヤナギ

低木群落、下部針広混交林の約 2,356haが含まれることから、事業によ

りその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測する。 

自然草原 

自然草原 

風力発電機の配置検討範囲内には、高茎草原の約 9haが含まれることか

ら、事業によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測

する。 

砂丘植生・海岸段崖植生 風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 湿原植生 

特定 

植物群落 

暑寒別岳の高山植生 風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 雨竜沼高地の湿原植生 

国立公園 

国定公園 
道立自然公園 

暑寒別天売焼尻国定公園 
風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 

鳥獣 

保護区 

小平町本郷公園鳥獣保護区 
風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。ただし、周辺にマガンやヒシクイ、ハクチョウ等の渡り鳥

の飛翔経路が存在する可能性が考えられることから、風力発電機への接

触等による影響を受ける可能性があると予測する。 

るるもっぺ憩いの森鳥獣保護区 
藤山鳥獣保護区 

恵岱別鳥獣保護区 
雨竜沼鳥獣保護区 

オシラリカ鳥獣保護区 

ラムサール条約 

登録湿地 
雨竜沼湿原 

風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。ただし、周辺にマガンやヒシクイ、ハクチョウ等の渡り鳥

の飛翔経路が存在する可能性が考えられることから、風力発電機への接

触等による影響を受ける可能性があると予測する。 

保安林 
風力発電機の配置検討範囲内には、約 585haが含まれることから、事業

によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測する。 
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表 4.3-18(2) 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果(B 案) 

B 案 面積 3,509ha(内、輸送ルートとして使用予定の既存林道等 300ha) 

重要な自然環境のまとまりの場 予測結果 

自然林 

寒帯・亜寒帯自然植生 
風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 

亜寒帯・亜高山帯自然植生 

風力発電機の配置検討範囲内には、エゾマツ－トドマツ群集、エゾマツ

－ダケカンバ群落、ササ－ダケカンバ群落の約241haが含まれることか

ら、事業によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測

する。 

ブナクラス域自然植生 

風力発電機の配置検討範囲内には、エゾイタヤ－シナノキ群落、ヤナギ

低木群落、下部針広混交林の約 2,139haが含まれることから、事業によ

りその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測する。 

自然草原 

自然草原 
風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 
砂丘植生・海岸段崖植生 

湿原植生 

特定 

植物群落 

暑寒別岳の高山植生 風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 雨竜沼高地の湿原植生 

国立公園 

国定公園 

道立自然公園 
暑寒別天売焼尻国定公園 

風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。 

鳥獣 

保護区 

小平町本郷公園鳥獣保護区 

風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。ただし、周辺にマガンやヒシクイ、ハクチョウ等の渡り鳥

の飛翔経路が存在する可能性が考えられることから、風力発電機への接

触等による影響を受ける可能性があると予測する。 

るるもっぺ憩いの森鳥獣保護区 
藤山鳥獣保護区 

恵岱別鳥獣保護区 
雨竜沼鳥獣保護区 

オシラリカ鳥獣保護区 

ラムサール条約 
登録湿地 

雨竜沼湿原 

風力発電機の配置検討範囲内に含まれないため、改変による影響はない

と予測する。ただし、周辺にマガンやヒシクイ、ハクチョウ等の渡り鳥

の飛翔経路が存在する可能性が考えられることから、風力発電機への接

触等による影響を受ける可能性があると予測する。 

保安林 
風力発電機の配置検討範囲内には、約 991haが含まれることから、事業

によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測する。 
出典：「自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供」 

(平成 29 年 3月現在、環境省 生物多様性センター http://www.vegetation.biodic.go.jp/)より作成 

「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) 

「ラムサール条約と条約湿地 日本の条約湿地」 

(環境省 http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/2-3.html)より作成 

「平成 28年度鳥獣保護区等位置図(地図編)」(平成 28年、北海道) 

「国土数値情報 森林地域」(平成 27年度、国土交通省） 

「保安林の指定状況」(平成 29年 5 月 9日、水産林務部林務局治山課聞き取り)  
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図 4.3-21 A 案及びその周囲の

重要な自然環境のまとまりの場 

出典：表 4.3-18 に示す。 
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図 4.3-22 B 案及びその周囲の

重要な自然環境のまとまりの場 

出典：表 4.3-18 に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

設定した複数案ごとの予測結果を整理し、その結果を比較した。また、重大な環境影響の有無

を整理した。 

 

  (b) 評価結果 

A 案及び B 案の予測結果について、比較した結果を表 4.3-19 に示す。A 案においては、「亜寒

帯・亜高山帯自然植生」、「ブナクラス域自然植生」、「自然草原」及び「保安林」の合計約 2,514ha

が、B案においては、「亜寒帯・亜高山帯自然植生」、「ブナクラス域自然植生」及び「保安林」の

合計約 2,645haが、各風力発電機の配置検討範囲内に含まれることから、両案ともに直接改変に

よる影響が生じる可能性があると予測される。ただし、B 案に比べて A 案の風力発電機の配置検

討範囲内に含まれる重要な自然環境のまとまりの場の面積が小さいことから、A 案の方がより直

接改変による影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

また、両案ともに「雨竜沼湿原」及び「雨竜沼鳥獣保護区」では、周辺にマガンやヒシクイ、

ハクチョウ等の渡り鳥の飛翔経路が存在する可能性が考えられることから、風力発電機への接触

等による影響を受ける可能性があると予測される。 

しかしながら、以降に示す「(c) 方法書以降の手続き等において留意する事項」を留意するこ

とにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

 

表 4.3-19 生態系の予測結果の比較 

重要な自然環境のまとまりの場 

直接改変による生育環境の変化 

（直接改変の面積(注 1） 
施設の稼働 

A案 B 案 A 案 B 案 

自然林 

（植生自然度 9） 

寒帯・亜寒帯自然植生 - - - - 

亜寒帯・亜高山帯自然植生 約 56ha 約 241ha - - 

ブナクラス域自然植生 約 2,356ha 約 2,139ha - - 

自然草原 

（植生自然度 10） 

自然草原 約 9ha 

- 

- - 

砂丘植生・海岸段崖植生 - - - 

湿原植生 - - - 

特定 

植物群落 

暑寒別岳の高山植生 - 
- 

- - 

雨竜沼高地の湿原植生 - - - 
国立公園 

国定公園 
道立自然公園 

暑寒別天売焼尻国定公園 - - - - 

鳥獣 

保護区 

小平町本郷公園鳥獣保護区 

- - 
渡り鳥の風

力発電機へ

の接触等に

よる影響 

渡り鳥の風

力発電機へ

の接触等に

よる影響 

るるもっぺ憩いの森鳥獣保護区 
藤山鳥獣保護区 

恵岱別鳥獣保護区 
雨竜沼鳥獣保護区 

オシラリカ鳥獣保護区 
ラムサール条約 

登録湿地 
雨竜沼湿原 - - 

保安林 約 585ha 約 991ha - - 

合計(注 2 約 2,514h 約 2,645ha - - 

注 1) 本表で示す「直接改変の面積」は、事業実施想定区域（搬入路含む）に含まれる「自然環境のまとまりの場」の面積を示しており、

実際の改変面積とは異なる。風力発電機の配置位置等に応じ、この一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測される。 

注 2) 直接改変の面積の合計は、直接改変を受ける自然環境のまとまりの場のうち、重複する部分を差し引いた面積の合計を示す。  

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから一部修正(ゴシック)を加えたものである。 
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  (c) 方法書以降の手続き等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・樹林及び草地に風力発電機を設置する計画であることから、自然林や保安林といった重要な

自然環境のまとまりの場を多く残存させるよう検討する。 

・生態系の現況を現地調査等により把握し、また適切に注目種及び注目すべき生息・生育の場

への影響の程度を予測し、必要に応じて「風力発電機の配置計画の適宜見直し」、「土地改変

及び樹木伐採の最小限化」、「濁水対策」、「緑化、移植」等の環境保全措置を検討する。なお、

現地調査に際しては、渡り鳥にも留意し移動経路を把握できるような調査を実施し、影響予

測及び環境保全措置を検討する。 

 

  

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した
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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景観資源の分布状況 

・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 

※風力発電機の配置検討範囲：事業実施想定区域のうち輸送ルート及び工事用道路は除いて検討 

 

  (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 

  ① 景観資源・主要な眺望点 

景観資源においては、図 4.3-23 に示すとおり、「暑寒別岳」、「日方岬海岸」、「雨竜沼湿原」等

の 17 点が存在する。 
出典 1： 

「第 3回自然環境保全基礎調査 日本の自然景観」(平成元年、環境庁) 

「第 3回自然環境保全基礎調査 北海道自然環境情報図 渡島・桧山・後志」(平成元年、環境庁) 

「「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」リスト」（平成 29年 5 月現在、留萌振興局 

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ksd/machizukuri.htm/) 

「るもい風土資産一覧表」（平成 29 年 5月現在、国土交通省 北海道開発局 

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.htm/) 

 

 

主要な眺望点においては、図 4.3-24 に示すとおり、「暑寒別岳」、「陣屋展望台」、「雨竜沼湿原

展望台」等の 15 点が存在する。 
出典 2： 

「「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」リスト」 

（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ksd/machizukuri.htm 平成 29年 5 月 16日閲覧) 

「るもい風土資産一覧表」（国土交通省 北海道開発局  

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.html 平成 29 年 5 月 12 日閲覧) 

「管内のみどころ 自然・景観」 

（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm 平成 29 年 5月 12日閲覧) 

「留萌めぐり」（NPO 法人留萌観光協会 http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/rumoimeguri/ 平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「増毛観光情報局 観光スポット（増毛町観光協会  

http://mashike.jp/tourism/66-2/%e8%a6%b3%e5%85%89%e6%96%bd%e8%a8%ad/ 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「増毛町内観光関連施設」（増毛町役場  

http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kanko/riyoudekiru/mashike-kankou3.html 平成 29 年 5月 16日閲覧) 

「全国観るなび 北海道」より「増毛町」「留萌市」「雨竜町」 

(公益財団法人日本環境振興協会 www.nihon-kankou.or.jp/ 平成 29 年 5 月 16日閲覧) 

「雨竜町観光協会 Website 雨竜沼湿原登山ガイド」 

（雨竜町観光協会 http://www.uryunuma.info/?eid=191 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「人気・おすすめスポット」（雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/life/6/26/126/ 平成 29 年 5 月 23 日閲覧) 

 

 

 

  

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm
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図 4.3-23 事業実施想定区域及び

その周囲の景観資源 
出典：4.3.6 景観(1)調査(d)調査結果 出典 1に示す。 
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図 4.3-24 事業実施想定区域及び

その周囲の主要な眺望点 

出典：4.3.6景観(1)調査(d)調査結果 出典2に示す。 

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから雨竜沼湿原展望台の位置を修正したものである。 
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  ② 専門家等へのヒアリング 

既存資料整理では把握しきれない情報を補完するため、専門家及び団体等へのヒアリングを実

施した。ヒアリングにより得られた情報を表 4.3-20 に示す。 

 

表 4.3-20 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 

増毛町 

（景観） 

(1)参考とした資料について 

û 特に追加すべき情報はない。  

(2)主要な眺望点、景観資源について 

û 特に追加すべき情報はない。 

留萌市 

（景観） 

(1)参考とした資料について 

û 特に追加すべき情報はない。  

(2)主要な眺望点、景観資源について 

û 特に追加すべき情報はない。 
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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。 

・景観資源及び主要な眺望点の改変の程度 

・主要な眺望景観の変化の程度 

 

  (b) 予測手法 

  ① 景観資源 

予測手法は、景観資源及び主要な眺望点と風力発電機の配置検討範囲 A～B 案の重ね合わせに

より、改変の有無の把握を行った。 

 

  ② 主要な眺望点の改変の程度及び主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点の改変の程度の予測手法は、主要な眺望点と風力発電機の配置検討範囲 A～B 案

の重ね合わせにより、改変の有無の把握を行った。 

主要な眺望景観の変化の程度の予測においては、主要な眺望点から風力発電機の配置検討範囲

A～B 案までの最短距離及び垂直見込角、主要な眺望点の主な視方向及び主な視対象、風力発電機

の可視領域を整理した。 

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

見込角と鉄塔の見え方」によると、表 4.3-21 に示すとおり、「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°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°以下である。 

これを踏まえ、主要な眺望点から各風力発電機の配置検討範囲までに垂直見込角 1°以上の範

囲に位置する主要な眺望点を抽出した。 

なお、風力発電機の高さは 143.5 m を予定していることから、垂直見込角が 1°以上となる範

囲は、各風力発電機の配置検討範囲から約 8 km の範囲となる。また、風力発電機の可視領域図

は、事業実施想定区域の尾根部を含む辺縁部に便宜的に風力発電機（高さ 143.5ｍ）を仮配置し、

国土地理院の基盤地図情報(10m 標高メッシュ)を用いて作成した。 

 

表 4.3-21 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° 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° 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° 

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° 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° 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見えるようになる。

圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

10～12° 
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° 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)より作成 
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  (c) 予測地域 

  ① 景観資源 

予測地域は、風力発電機の配置検討範囲 A～B案とした。 

 

  ② 主要な眺望点の改変の程度及び主要な眺望景観の変化の程度 

予測地域は、風力発電機の配置検討範囲(輸送ルート及び工事用道路を除く)A～B案及びその周

囲とした。 

 

  (d) 予測結果 

  ① 景観資源 

景観資源の予測結果は、図 4.3-25～図 4.3-26 に示すとおり、各風力発電機の配置検討範囲に

景観資源が含まれないことから、改変の影響はないと予測する。 

 
出典： 

「第 3回自然環境保全基礎調査 日本の自然景観」(平成元年、環境庁) 

「第 3回自然環境保全基礎調査 北海道自然環境情報図 渡島・桧山・後志」(平成元年、環境庁) 

「「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」リスト」（平成 29年 5 月現在、留萌振興局 

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ksd/machizukuri.htm/) 

「るもい風土資産一覧表」（平成 29 年 5月現在、国土交通省 北海道開発局 

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.htm/) 

 

  ② 主要な眺望点の改変の程度及び主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点の改変の程度についての予測結果は、図 4.3-27～図 4.3-28 に示すとおり、各風

力発電機の配置検討範囲に主要な眺望点が含まれていないことから、事業の実施により影響を受

ける可能性はないと予測する。 

主要な眺望景観の変化の程度についての予測結果は、A案においては、表 4.3-22及び図 4.3-27

に示すとおり、垂直見込角 3°以上の範囲には、「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」の 2箇所が含

まれており、事業の実施により影響を受ける可能性があると予測する。 

B 案においては、表 4.3-23 及び図 4.3-28 に示すとおり、垂直見込角 3°以上の範囲には、「渓

流の森」、「暑寒別岳スキー場」、「リバーサイドパークオートキャンプ場」の 3箇所が含まれてお

り、事業の実施により影響を受ける可能性があると予測する。 

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 4.3-21)を参考にした。 
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図 4.3-25 A 案及びその周囲の

景観資源 
出典：4.3.6 景観(2)予測(d)予測結果①景観資源に示す。 



4-90 

(276)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

図 4.3-26 B 案及びその周囲の

景観資源 
出典：4.3.6 景観(2)予測(d)予測結果①景観資源に示す。 
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表 4.3-22(1) 風力発電機の配置検討範囲に係る主要な眺望景観の変化の程度の予測結果(A 案) 

主要な眺望点 
最短距離 主な視方向 

予測結果 
垂直見込角 主な視対象 

暑寒別岳 

6.4 km 全周 配置検討範囲は北北西から北東に視認される。垂直見

込角が 1.3°となるため確認ができるが、風力発電機

の見えの大きさは「ほとんど気にならない」程度であ

り、影響は小さいと予測する。 
1.3° 

暑寒別(火山群)、カ

ムイエト岬、日方岬

海岸、日本海 

渓流の森 

0.4 km 南 配置検討範囲は北から北東に視認される。垂直見込角

が 20.1°以上と大きく、風力発電機の見えの大きさ

は「見上げるような仰角にあり、圧迫感を受けるよう

になる」程度であるため、配置によっては影響が大き

いと予測する。 
20.1° 

暑寒別(火山群)、群

別岳、天狗岳、暑寒

別岳、雄冬山・浜益

御殿・浜益岳 

暑寒別岳スキー場 

0.2 km 全周 
配置検討範囲は眺望点を包括するように位置する。垂

直見込角が 36.4°と大きく、風力発電機の見えの大

きさは「見上げるような仰角にあり、圧迫感を受ける

ようになる」程度であるため、配置によっては影響が

大きいと予測する。 
36.4° 

暑寒別(火山群)、 

群別岳、天狗岳、暑

寒別岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益岳、日

方岬海岸、カムイエ

ト岬 

リバーサイドパー

クオートキャンプ

場 

3.0 km 全周 
配置検討範囲は南南西から南西に視認される。垂直見

込角が 2.7°となるため、風力発電機の見えの大きさ

は、「場合によっては気になり出す、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

ることから、影響は小さいと予測する。 

2.7° 

暑寒別(火山群)、群

別岳、天狗岳、暑寒

別岳、雄冬山・浜益

御殿・浜益岳、暑寒

別川 

増毛リンクス 

4.1 km 南西、西 
配置検討範囲は南東から南西に視認される。垂直見込

角が 2.0°となるため、風力発電機の見えの大きさ

は、「場合によっては気になり出す、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

ることから、影響は小さいと予測する。 
2.0° 

暑寒別(火山群)、 

群別岳、天狗岳、暑

寒別岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益岳、日

方岬海岸、カムイエ

ト岬 

陣屋展望台 

3.8 km 西 
配置検討範囲は南南西から南西に視認される。垂直見

込角が 2.2°となるため、風力発電機の見えの大きさ

は、「場合によっては気になり出す、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

ることから、影響は小さいと予測する。 
2.2° 

日本海、日方岬海

岸、カムイエト岬 

黄金岬海浜公園 
11.6 km 西 

配置検討範囲は南南東から南西に視認される。垂直見

込角が 0.7°と小さいことから風力発電機の見えの

大きさは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さい

と予測する。 0.7° 日本海 

千望台 

8.9 km 西、北西 配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角

が 0.9°と小さいことから風力発電機の見えの大き

さは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予

測する。 
0.9° 留萌市街地、日本海 
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表 4.3-22 (2) 風力発電機の配置検討範囲に係る主要な眺望景観の変化の程度の予測結果(A 案) 

主要な眺望点 
最短距離 主な視方向 

予測結果 
垂直見込角 主な視対象 

神居岩総合公園 

12.0 km 西 
配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角

が 0.7°と小さいことから風力発電機の見えの大き

さは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予

測する。 0.7° 日本海 

ゴールデンビーチ

るもい 

9.8 km 南、西、北 
配置検討範囲は南南東から南西に視認される。垂直見

込角が 0.8°と小さいことから風力発電機の見えの

大きさは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さい

と予測する。 

0.8° 

暑寒別(火山群)、群

別岳、天狗岳、暑寒

別岳、雄冬山・浜益

御殿・浜益岳、黄金

岬、日本海 

マサリベツ望洋の

森 

12.1 km 西 
配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角

が 0.7°と小さいことから風力発電機の見えの大き

さは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予

測する。 0.7° 黄金岬、日本海 

るるもっぺ憩いの

森 

7.8 km 西、北西 
配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角

が 1.0°となるため確認ができるが、風力発電機の見

えの大きさは「ほとんど気にならない」程度であり、

影響は小さいと予測する。 1.0° 
留萌市街地、黄金

岬、日本海 

礼受牧場(風車) 

7.9 km 西、南南西   
配置検討範囲は南南東から南西に視認される。垂直見

込角が 1.0°となるため確認ができるが、風力発電機

の見えの大きさは「ほとんど気にならない」程度であ

り、影響は小さいと予測する。 

1.0° 

暑寒別(火山群)、群

別岳、天狗岳、暑寒

別岳、雄冬山・浜益

御殿・浜益岳、日本

海 

雨竜沼湿原展望台 

9.2 km 全周 
配置検討範囲は北西から北北東に視認される。垂直見

込角が 0.9°と小さいことから風力発電機の見えの

大きさは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さい

と予測する。 0.9° 雨竜沼湿原 

尾白利加ダム 

19.7 km 西北西 
配置検討範囲は北西から北北西に視認される。垂直見

込角が 0.4°と小さいことから風力発電機の見えの

大きさは「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さい

と予測する。 0.4° 恵岱岳 

 

出典：  

「「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」リスト」 

（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ksd/machizukuri.htm 平成 29年 5 月 16日閲覧) 

「るもい風土資産一覧表」（国土交通省 北海道開発局  

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.html 平成 29 年 5 月 12 日閲覧) 

「管内のみどころ 自然・景観」 

（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm 平成 29 年 5月 12日閲覧) 

「留萌めぐり」（NPO 法人留萌観光協会 http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/rumoimeguri/ 平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「増毛観光情報局 観光スポット（増毛町観光協会  

http://mashike.jp/tourism/66-2/%e8%a6%b3%e5%85%89%e6%96%bd%e8%a8%ad/ 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「増毛町内観光関連施設」（増毛町役場  

http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kanko/riyoudekiru/mashike-kankou3.html 平成 29 年 5月 16日閲覧) 

「全国観るなび 北海道」より「増毛町」「留萌市」「雨竜町」 

(公益財団法人日本環境振興協会 www.nihon-kankou.or.jp/ 平成 29 年 5 月 16日閲覧) 

「雨竜町観光協会 Website 雨竜沼湿原登山ガイド」 

（雨竜町観光協会 http://www.uryunuma.info/?eid=191 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「人気・おすすめスポット」（雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/life/6/26/126/ 平成 29 年 5 月 23 日閲覧) 

  

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm
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図 4.3-27 A 案及びその周囲の

主要な眺望点 

は表 4.3-22 の主な視方向を示す。 

出典：表 4.3-22 に示す。 

恵岱岳 

暑寒別（火山群） 

日本海 

留萌市街地 

雨竜沼湿原 

日方岬海岸 

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから雨竜沼湿原展望台の位置を修正したものである。 
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表 4.3-23(1) 風力発電機の配置検討範囲に係る主要な眺望景観の変化の程度の予測結果(B 案) 

主要な眺望点 
最短距離 主な視方向 

予測結果 
垂直見込角 主な視対象 

暑寒別岳 

6.4 km 全周 配置検討範囲は北北西から北東に視認される。垂直見込角

が 1.3°となるため確認ができるが、風力発電機の見えの

大きさは「ほとんど気にならない」程度であり、影響は小

さいと予測する。 1.3° 

暑寒別(火山

群)、カムイエ

ト岬、日方岬海

岸、日本海 

渓流の森 

0.4 km 南 配置検討範囲は北から北東に視認される。垂直見込角が

20.1°と大きく、風力発電機の見えの大きさは「見上げる

ような仰角にあり、圧迫感を受けるようになる」程度であ

るため、配置によっては影響が大きいと予測する。 
20.1° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒別

岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益岳 

暑寒別岳スキー場 

0.2 km 全周 
配置検討範囲は眺望点を包括するように位置する。垂直見

込角が 36.4°と大きく、風力発電機の見えの大きさは「見

上げるような仰角にあり、圧迫感を受けるようになる」程

度であるため、配置によっては影響が大きいと予測する。 

36.4° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒別

岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益

岳、日方岬海

岸、カムイエト

岬 

リバーサイドパー

クオートキャンプ

場 

2.1 km 全周 
配置検討範囲は南南西から南西に視認される。垂直見込角

が 3.9°となるため、風力発電機の見えの大きさは「圧迫

感は受けないが気になる」程度となり、配置によっては影

響が大きいと予測する。 

3.9° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒別

岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益

岳、暑寒別川 

増毛リンクス 

5.0 km 南西、西 
配置検討範囲は南東から南西に視認される。垂直見込角が

1.6°となるため、風力発電機の見えの大きさは、「場合に

よっては気になり出す、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」程度であることから、影響は小

さいと予測する。 

1.6° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒別

岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益

岳、日方岬海

岸、カムイエト

岬 

陣屋展望台 

2.8 km 西 
配置検討範囲は南南西から南西に視認される。垂直見込角

が 2.9°となるため、風力発電機の見えの大きさは、「場

合によっては気になり出す、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」程度であることから、影響

は小さいと予測する。 
2.9° 

日本海、日方岬

海岸、カムイエ

ト岬 

黄金岬海浜公園 
12.9 km 西 

配置検討範囲は南南東から南西に視認される。垂直見込角

が 0.6°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは

「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 0.6° 日本海 

千望台 

11.1 km 西、北西 配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角が

0.7°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 
0.7° 

留萌市街地、日

本海 
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表 4.3-23(2) 風力発電機の配置検討範囲に係る主要な眺望景観の変化の程度の予測結果(B 案) 

主要な眺望点 
最短距離 主な視方向 

予測結果 
垂直見込角 主な視対象 

神居岩総合公園 

14.6 km 西 
配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角が

0.6°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.6° 日本海 

ゴールデンビーチ

るもい 

11.2 km 南、西、北 
配置検討範囲は南南東から南西に視認される。垂直見込角

が 0.7°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは

「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.7° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒別

岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益

岳、黄金岬、日

本海 

マサリベツ望洋の

森 

14.0 km 西 
配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角が

0.6°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.6° 黄金岬、日本海 

るるもっぺ憩いの

森 

10.1 km 西、北西 
配置検討範囲は南から南西に視認される。垂直見込角が

0.8°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは「輪

郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.8° 
留萌市街地、黄

金岬、日本海 

礼受牧場(風車) 

9.1 km 西、南南西   
配置検討範囲は南南東から南西に視認される。垂直見込角

が 0.9°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは

「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.9° 

暑寒別(火山

群)、群別岳、

天狗岳、暑寒別

岳、雄冬山・浜

益御殿・浜益

岳、日本海 

雨竜沼湿原展望台 

9.2 km 全周 
配置検討範囲は北西から北北東に視認される。垂直見込角

が 0.9°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは

「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.9° 雨竜沼湿原 

尾白利加ダム 

19.1 km 西北西 
配置検討範囲は北西から北北西に視認される。垂直見込角

が 0.4°と小さいことから風力発電機の見えの大きさは

「輪郭がわかる」程度であり、影響は小さいと予測する。 

0.4° 恵岱岳 

出典：  

「「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」リスト」 

（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ksd/machizukuri.htm 平成 29年 5 月 16日閲覧) 

「るもい風土資産一覧表」（国土交通省 北海道開発局  

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.html 平成 29 年 5 月 12 日閲覧) 

「管内のみどころ 自然・景観」 

（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm 平成 29 年 5月 12日閲覧) 

「留萌めぐり」（NPO 法人留萌観光協会 http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/rumoimeguri/ 平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「増毛観光情報局 観光スポット（増毛町観光協会  

http://mashike.jp/tourism/66-2/%e8%a6%b3%e5%85%89%e6%96%bd%e8%a8%ad/ 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「増毛町内観光関連施設」（増毛町役場  

http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kanko/riyoudekiru/mashike-kankou3.html 平成 29 年 5月 16日閲覧) 

「全国観るなび 北海道」より「増毛町」「留萌市」「雨竜町」 

(公益財団法人日本環境振興協会 www.nihon-kankou.or.jp/ 平成 29 年 5 月 16日閲覧) 

「雨竜町観光協会 Website 雨竜沼湿原登山ガイド」 

（雨竜町観光協会 http://www.uryunuma.info/?eid=191 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「人気・おすすめスポット」（雨竜町役場 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/life/6/26/126/ 平成 29 年 5 月 23 日閲覧)  

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm
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図 4.3-28 B 案及びその周囲の

主要な眺望点 

出典：表 4.3-23 に示す。 

は表 4.3-23 の主な視方向を示す。 

恵岱岳 

暑寒別等 

日本海 

留萌市街地 

雨竜沼湿原 

日方岬海岸 

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから雨竜沼湿原展望台の位置を修正したものである。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

設定した複数案ごとの予測結果を整理し、その結果を比較した。また、重大な環境影響の有無

を整理した。 

 

  (b) 評価結果 

  ① 景観資源 

景観資源の影響の程度について、A 案及び B 案のいずれにおいても、風力発電機の配置検討範

囲に景観資源が含まれないため、変わらず残存することから、影響は小さいものと評価する。 

 

  ② 主要な眺望点の改変の程度及び主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点の改変の程度については、A 案及び B 案のいずれにおいても、風力発電機の配置

検討範囲に含まれないため、変わらず残存することから、影響は小さいものと評価する。 

主要な眺望景観の変化の程度については、垂直見込角から判断する見え方の知見（表 4.3-21

参照）より、風力発電機の見え方が「圧迫は受けないが気になる」程度となる垂直見込角 3°を

目安として評価した。 

A 案及び B案の予測結果について、比較した結果を表 4.3-24 に示す。垂直見込角 3°以上の範

囲に含まれる主要な眺望点は、A 案において「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」の 2 地点が、B

案において「リバーサイドパークオートキャンプ場」、「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」の 3地

点が存在している。B 案で垂直見込角 3°以上となる「リバーサイドパークオートキャンプ場」

は、A案では 3°以下となるため、B案に比べて A案の方がより景観に対する環境影響は低減され

るものと評価する。しかしながら、両案とも垂直見込角が 20°以上となる「渓流の森」、「暑寒別

岳スキー場」が存在しており、風力発電機の見えの大きさが「見上げるような仰角にあり、圧迫

感を受けるようになる」程度であるため、配置によっては影響が大きいと予測される。これらの

主要な眺望点については、以降に示す「(c) 方法書以降の手続き等において留意する事項」を留

意することにより、景観に対する重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

 

表 4.3-24 主要な眺望景観の変化の程度についての予測結果の比較 

垂直見込角 
垂直見込角から判断する見え方 

（表 4.3-21 より） 

主要な眺望点の数 

A案 B 案 

3°未満 

風力発電機の見えの大きさは最大でも「場

合によっては気になり出す、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」程度のため、影響は小さいと予測する。 

13 地点 12 地点 

3°以上 

風力発電機の見えの大きさは「圧迫感は受

けないが気になる」程度となり、配置によ

っては影響が大きいと予測する。 

なし 1 地点（リバーサイド

パークオートキャン

プ場） 

20°以上 

風力発電機の見えの大きさは「見上げるよ

うな仰角にあり、圧迫感を受けるようにな

る」程度であるため、配置によっては影響

が大きいと予測する。 

2 地点（渓流の森、暑

寒別スキー場） 

 

2 地点（渓流の森、暑

寒別スキー場） 

 

 

 

  (c) 方法書以降の手続き等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 
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・主要な眺望点からの位置関係に留意して風車配置、機種等を検討する。 

・景観資源の状況、眺望景観の状況や眺望の方向、眺望点の利用状況等を踏まえ事業計画を検

討する。 

・方法書以降の手続きにおいて、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、必要に応じ

て環境保全措置を検討する。  



4-99 

(285)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

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。 

・人と自然との触れ合いの活動の場 

 

  (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において、主要な人と自然との触れ合いの活動の

場を既存資料により整理した。 

 

  (d) 調査結果 

  ① 人と自然との触れ合いの活動の場 

事業実施想定区域及びその周囲には、図 4.3-29 に示すとおり、「渓流の森」、「リバーサイドパ

ークオートキャンプ場」、「暑寒公園」、「礼受牧場」等の 19 箇所が含まれる。 
出典： 

「るもい風土資産一覧表」（国土交通省 北海道開発局  

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.html 平成 29 年 5 月 12 日閲覧) 

「管内のみどころ 自然・景観」（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm  

平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「留萌めぐり」（NPO 法人留萌観光協会 http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/rumoimeguri/ 平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「増毛観光情報局 観光スポット」（増毛町観光協会  

http://mashike.jp/tourism/66-2/%e8%a6%b3%e5%85%89%e6%96%bd%e8%a8%ad/ 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「観光情報」（増毛町役場  

http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kanko/kankou-top/mashike-kankou1.html 平成 29 年 5 月 16 日閲覧) 

「全国観るなび 北海道」より「増毛町」「留萌市」「雨竜町」(公益財団法人日本環境振興協会  

www.nihon-kankou.or.jp/ 平成 29 年 5 月 16 日閲覧) 

「人気・おすすめスポット」（雨竜町役場  

https://www.town.uryu.hokkaido.jp/life/6/26/126/ 平成 29 年 5月 23 日閲覧) 

 

 

  

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm
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図 4.3-29 事業実施想定区域及び

その周囲の人と自然との触れ合いの

活動の場 出典：4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場(1)調査(d)調査結果に示す。 

本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

ものから暑寒別天売焼尻国定公園の範囲を正しく表示した

ものである。 
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  ② 専門家等へのヒアリング 

既存資料整理では把握しきれない情報を補完するため、専門家及び団体等へのヒアリングを実

施した。ヒアリングにより得られた情報を表 4.3-25 に示す。 

 

表 4.3-25 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 

増毛町 

（人と自然との触れ

合いの活動の場） 

(1)参考とした資料について 

û 特に追加すべき情報はない。  

(2)人と自然との触れ合いの活動の場について 

û 特に追加すべき情報はない。 

留萌市 

（人と自然との触れ

合いの活動の場） 

(1)参考とした資料について 

û 特に追加すべき情報はない。  

(2)人と自然との触れ合いの活動の場について 

û 特に追加すべき情報はない。 
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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。 

・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、風力発電機の配置検討範囲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、配置検討範囲との重複の程度を整理した。 

 

  (c) 予測地域 

予測地域は、風力発電機の配置検討範囲 A～B案とした。 

 

  (d) 予測結果 

人と自然との触れ合いの活動の場の予測結果は、図 4.3-30～図 4.3-31 に示すとおり、各風力

発電機の配置検討範囲に人と自然との触れ合いの活動の場は含まれないため、重大な影響はない

と予測する。 

 
出典： 

「るもい風土資産一覧表」（国土交通省 北海道開発局  

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tiiki_sinkou/c2dl9l0000000po1.html 平成 29 年 5 月 12 日閲覧) 

「管内のみどころ 自然・景観」（留萌振興局 http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm  

平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「留萌めぐり」（NPO 法人留萌観光協会 http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/rumoimeguri/ 平成 29年 5 月 12日閲覧) 

「増毛観光情報局 観光スポット」（増毛町観光協会 

http://mashike.jp/tourism/66-2/%e8%a6%b3%e5%85%89%e6%96%bd%e8%a8%ad/ 平成 29年 5 月 15日閲覧) 

「観光情報」（増毛町役場 http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kanko/kankou-top/mashike-kankou1.html  

平成 29年 5 月 16日閲覧) 

「全国観るなび 北海道」より「増毛町」「留萌市」「雨竜町」(公益財団法人日本環境振興協会  

www.nihon-kankou.or.jp/ 平成 29 年 5 月 16 日閲覧) 

「人気・おすすめスポット」（雨竜町役場  

https://www.town.uryu.hokkaido.jp/life/6/26/126/ 平成 29 年 5月 23 日閲覧) 

 

  

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/view_nature.htm
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図 4.3-30 A案及びその周囲

の人と自然との触れ合いの活

動の状況 
出典：4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場(2)予測(d)予測結果に示す。 



4-104 

(290)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した

内容と同じである。 

 

図 4.3-31 B 案及びその周

囲の人と自然との触れ合いの

活動の状況 
出典：4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場 (2)予測(d)予測結果に示す。 
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 (3) 評価 

  (a) 評価手法 

設定した複数案ごとの予測結果を整理し、その結果を比較した。また、重大な環境影響の有無

を整理した。 

 

  (b) 評価結果 

A 案及び B 案のいずれにおいても、風力発電機の配置検討範囲内に人と自然との触れ合いの活

動の場は含まれず、変わらず残存するため、地形改変及び施設の存在による影響は小さいものと

評価する。 

 

  (c) 方法書以降の手続き等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・風車配置及び機種等を検討する際には、主要な人と自然との触れ合いの活動の場からの距離

に留意する。ただし、止むを得ず、近傍に風力発電機を設置する場合には、人と自然との触

れ合いの活動の場の利用状況等詳細な調査を実施し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・調査の際は、地域住民の日常的な自然との触れ合いの活動の場を含めた現況を把握する。 
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4.4 総合的な評価 

「風力発電機の配置計画の複数案の設定」において設定した風力発電機の配置検討範囲(複数案)

のそれぞれについて、風力発電施設を設置することによる環境要素ごとの環境影響が懸念される内

容と、計画段階配慮事項の概要及び評価の結果を表 4.4-1 にまとめた。 

 

表 4.4-1(1) 環境影響が懸念される内容と計画段階配慮事項の概要 

環境要素 

配置 

検討 

範囲 

予測結果 評価結果 
方法書の手続きにおける 

留意事項 

騒音及び 

超低周波音 

Ａ案 

風力発電機の配置検討範囲内には、住

居地域(住居が密集している地域)、学
校、病院及び福祉施設等は含まれない。 

検討範囲から 1km の範囲に住居地域

(住居が密集している地域)、病院、福祉
施設等は含まれないが、1.0km～1.5km の

範囲に 347戸の住居等が、1.5～2.0km の

範囲に 374戸の住居等が含まれる。この
ため、これらの住居等では事業実施によ

り騒音及び超低周波音による影響が生

じる可能性があると予測する。 

最近接の学校、病院及び福祉施設

等については、A 案では風力発電機
の配置検討範囲から約2.6kmの離隔

があるが、B案では約 1.6km の離隔

となっており、影響の目安として設
定した1～2kmの離隔距離内にある。

また、配慮が必要な住居等について

は、両案ともに影響の目安として設
定した 1～2km の離隔距離内にある

が、配置検討範囲から1m～2km間で、

A 案では合計 721 戸の住居等が、B
案では1,046戸の住居等が分布して

おり、B 案に比べて A 案の方が 1～

2km の離隔距離内に分布する住居戸
数が少ない。これらのことから、A

案の方が配慮が必要な住居等への

影響を回避又は低減できる可能性
が高いと評価する。 

さらに、風力発電機の配置検討範

囲の計画等にあたっては、いずれの
案も右に示す事項に留意すること

により、重大な影響を回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

配慮が特に必要な施設及び

住居からの距離に留意して風
力発電機の配置等を検討す

る。 

方法書以降の手続きにおい
て、超低周波音を含めた音環

境の現況を把握し、風力発電

機の選定状況に応じたパワー
レベル(発電機から発生する

音の大きさ)を設定した上で

適切に騒音及び超低周波音の
影響の程度を予測し、必要に

応じて環境保全措置を検討す

る。 

Ｂ案 

風力発電機の配置検討範囲内には、住

居地域(住居が密集している地域)、学

校、病院及び福祉施設等は含まれない。 
検討範囲から 1km の範囲に住居地域

(住居が密集している地域)、病院、福祉

施設等は含まれないが、1.0km～1.5km の
範囲に 645戸の住居等が、1.5～2.0km の

範囲に 401戸の住居等及び老人福祉施設

「グループホーム別苅」が含まれる。こ
のため、これらの住居、施設では事業実

施により騒音及び超低周波音による影

響が生じる可能性があると予測する。 

風車の影 

Ａ案 

風力発電機の配置検討範囲内には、住

居地域(住居が密集している地域)、学

校、病院及び福祉施設等は含まれない。 
検討範囲から 1km の範囲に住居地域

(住居が密集している地域)、病院、福祉

施設等は含まれないが、1.0km～1.5km の
範囲に 347戸の住居等が、1.5～2.0km の

範囲に 374戸の住居等が含まれる。この

ため、これらの住居等では事業実施によ
り風車の影による影響が生じる可能性

があると予測する。 

最近接の学校、病院及び福祉施設

等については、A 案では風力発電機

の配置検討範囲から約2.6kmの離隔
があるが、B案では約 1.6km の離隔

となっており、影響の目安として設

定した1～2kmの離隔距離内にある。
また、配慮が必要な住居等について

は、両案ともに影響の目安として設

定した 1～2km の離隔距離内にある
が、配置検討範囲から1m～2km間で、

A 案では合計 721 戸の住居等が、B

案では1,046戸の住居等が分布して
おり、B 案に比べて A 案の方が 1～

2km の離隔距離内に分布する住居戸

数が少ない。これらのことから、A
案の方が配慮が必要な住居等への

影響を回避又は低減できる可能性

が高いと評価する。 
さらに、風力発電機の配置検討に

あたっては、いずれの案も右に示す

事項に留意することにより、重大な
影響を回避又は低減できる可能性

が高いと評価する。 

配慮が特に必要な施設及び

住居からの位置関係に留意し

て風力発電機の配置等を検討
する。 

方法書以降の手続きにおい

て、適切に風車の影の影響の
程度を予測し、必要に応じて

環境保全措置を検討する。 

Ｂ案 

風力発電機の配置検討範囲内には、住
居地域(住居が密集している地域)、学

校、病院及び福祉施設等は含まれない。 

検討範囲から 1km の範囲に住居地域
(住居が密集している地域)、病院、福祉

施設等は含まれないが、1.0km～1.5km の

範囲に 645戸の住居等が、1.5～2.0km の
範囲に 401戸の住居等及び老人福祉施設

「グループホーム別苅」が含まれる。こ

のため、これらの住居、施設では事業実
施により風車の影による影響が生じる

可能性があると予測する。 
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ものから一部修正を加えたものである。 



4-107 

(293)  
本ページに記載した内容は計画段階環境配慮書に記載した
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表 4.4-1(2) 環境影響が懸念される内容と計画段階配慮事項の概要 

環境要素 

配置 

検討 

範囲 

予測結果 評価結果 
方法書の手続きに 

おける留意事項 

動物 

Ａ案 

<重要な種> 

動物の重要な種は、既存資料で哺乳
類 11 種、鳥類 69 種、爬虫類 2種、両

生類 1種、昆虫類 70種、魚類 21種、

底生動物9種が選定された。このうち、
森林、林縁、草地、堆礫地、水辺・水

域、淡水域を主な生息環境とする重要

な種については、各風力発電機の配置
検討範囲にその生息環境が含まれる

ことから、直接改変による生息環境の

変化及び風力発電機の稼働に伴う影
響が生じる可能性があると予測する。

(文献による調査のため、分布位置の

詳細は不明につき、比較検討を行わな
かった。) 

<注目すべき生息地> 

既存資料により各風力発電機の配
置検討範囲内には、動物の重要な生息

地は含まないことから、重大な影響は

ないと予測する。 

各風力発電機の配置検討範囲内

に生息する重要な種については、右
に示す事項に留意することにより、

重大な影響を回避又は低減できる

可能性が高いと評価する。 
各風力発電機の配置検討範囲内

には動物の重要な生息地を含んで

いないため、事業実施による動物の
重要な生息地への影響は小さいも

のと評価する。 

動物の生息状況の現

況を現地調査等により
把握し、また、適切に重

要な種及び注目すべき

生息地への影響の程度
を予測し、必要に応じて

「風力発電機の配置計

画の適宜見直し」、「土地
改変及び樹木伐採の最

小限化」、「濁水対策」等

の環境保全措置を検討
する。 

特に猛禽類は繁殖・生

息状況を「猛禽類保護の
進め方（改訂版）」（環境

省、平成 24 年）に準拠

した調査を実施し、予測
を行う。また、渡り鳥に

も留意し移動ルートを

把握できるよう調査を
実施し、予測を行う。 

Ｂ案 

植物 

Ａ案 

<重要な種> 

植物の重要な種は、既存資料で 113
種が選定された。このうち、森林、草

地、湿地、河畔、岩場、水域を主な生

育環境とする重要な種については、風
力発電機の配置検討範囲内に生息環

境が含まれることから、直接改変によ

る生育環境の変化に伴う影響が生じ
る可能性があると予測する。(文献に

よる調査のため、分布位置の詳細は不

明につき、比較検討を行わなかった。) 
<重要な群落> 

既存資料により各風力発電機の配

置検討範囲内には、重要な群落は含ま
ないことから、重大な影響はないと予

測する。 

<巨樹・巨木林> 
既存資料により各風力発電機の配

置検討範囲内には、巨樹・巨木林は含

まないことから、重大な影響はないと
予測する。 

各風力発電機の配置検討範囲内

に生育する重要な種については、右
に示す事項に留意することにより、

重大な影響を回避又は低減できる

可能性が高いと評価する。 
各風力発電機の配置検討範囲内

には重要な群落及び巨樹・巨木林を

含んでいないため、事業実施による
重要な群落への影響は小さいもの

と評価する。 

植物の生育状況及び

植物群落の現況を現地
調査等により把握し、ま

た、適切に重要な種及び

重要な群落への影響の
程度を予測し、必要に応

じて「風力発電機の配置

計画の適宜見直し」、「土
地改変及び樹木伐採の

最小限化」、「濁水対策」、

「緑化・移植」等の環境
保全措置を検討する。 

Ｂ案 
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表 4.4-1(3) 環境影響が懸念される内容と計画段階配慮事項の概要 

環境要素 

配置 

検討 

範囲 

予測結果 評価結果 
方法書の手続きにおける 

留意事項 

生態系 

Ａ案 

風力発電機の配置検討範囲内には、

自然林のうち、亜寒帯・亜高山帯自然
植生に該当する群落が 56ha、ブナクラ

ス域自然植生に該当する群落が

2,356ha、自然草原に該当する群落は
9ha、保安林が 585ha 含まれるため、

直接改変による影響が生じる可能性

があると予測する。 

重要な自然環境のまとまりの場

については、A 案においては約
3,006ha が、 B 案においては約

3,371ha が、各風力発電機の配置検

討範囲内に含まれることから、両案
ともに直接改変による影響が生じ

る可能性があると予測される。ただ

し、B案に比べて A案の風力発電機
の配置検討範囲内に含まれる面積

が小さいことから、A案の方がより

直接改変による影響を回避又は低
減できる可能性が高いと評価する。 

また、両案ともに「雨竜沼湿原」

及び「雨竜沼鳥獣保護区」では、周
辺にマガンやヒシクイ、ハクチョウ

等の渡り鳥の飛翔経路が存在する

可能性が考えられることから、風力
発電機への接触等による影響を受

ける可能性があると予測される。 

しかしながら、右に示す事項に留
意することにより、重大な影響を回

避又は低減できる可能性が高いと

評価する。 

樹林及び草地に風力発

電機を設置する計画であ
ることから、特定植物群落

や自然度の高い植生など

の重要な自然環境のまと
まりの場を多く残存させ

るよう検討する。 

生態系の現況を現地調
査等により把握し、また適

切に重要な種及び注目す

べき生息・生育の場への影
響の程度を予測し、必要に

応じて環境保全措置を検

討する。なお、現地調査に
際しては、渡り鳥にも留意

し移動経路を把握できる

ような調査を実施し、影響
予測及び環境保全措置を

検討する。 

Ｂ案 

風力発電機の配置検討範囲内には、

自然林のうち、亜寒帯・亜高山帯自然

植生に該当する群落が 241ha、ブナク
ラス域自然植生に該当する群落が

2,139ha、保安林が 991ha 含まれるた

め、直接改変による重大な影響が生じ
る可能性があると予測する。 

景観 

Ａ案 

景観資源の改変の程度については、

風力発電機の配置検討範囲内に含ま

れないことから、重大な影響はないと
予測する。 

主要な眺望点の改変の程度につい

ては、風力発電機の配置検討範囲に主
要な眺望点が含まれていないことか

ら、事業の実施により影響を受ける可

能性はないと予測する。 
主要な眺望景観については、風力発

電機の配置検討範囲より垂直見込角

3°以上の範囲には、「渓流の森」、「暑
寒別岳スキー場」の 2 箇所が含まれて

おり、事業の実施により影響を受ける

可能性があると予測する。 

景観資源の改変の程度について、

A 案及び B 案のいずれにおいても、

風力発電機の配置検討範囲内に景
観資源は含まれないことから、変わ

らず残存するため、影響は小さいも

のと評価する。 
主要な眺望点の改変の程度につ

いては、A 案及び B案のいずれにお

いても、風力発電機の配置検討範囲
に含まれないため、変わらず残存す

ることから、影響は小さいものと評

価する。 
主要な眺望景観の変化の程度に

ついては、垂直見込角から判断する

見え方の知見より、風力発電機の見
え方が「圧迫は受けないが気にな

る」程度となる垂直見込角 3°を目

安として評価した。 
A 案及び B 案の予測結果につい

て、垂直見込角 3°以上の範囲に含

まれる主要な眺望点は、A案におい
て「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」

の 2 地点が、B案において「リバー

サイドパークオートキャンプ場」、
「渓流の森」、「暑寒別岳スキー場」

の 3 地点が存在している。B案で垂

直見込角 3°以上となる「リバーサ
イドパークオートキャンプ場」は、

A 案では 3°以下となるため、B 案に

比べてA案の方がより景観に対する
環境影響は低減されるものと評価

する。しかしながら、両案とも垂直

見込角が 20°以上となる「渓流の
森」、「暑寒別岳スキー場」が存在し

ており、風力発電機の見えの大きさ

が「見上げるような仰角にあり、圧
迫感を受けるようになる」程度であ

るため、配置によっては影響が大き

いと予測される。これらの主要な眺
望点については、右に示す事項に留

意することにより、景観に対する重

大な影響を回避又は低減できる可
能性が高いと評価する。 

主要な眺望点からの位

置関係に留意して風車配

置、機種等を検討する。 
景観資源の状況や眺望

の方向、眺望点の利用状況

等を踏まえ事業計画を検
討する。 

方法書以降の手続きに

おいて、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)
などにより主要な眺望景

観への影響の程度を予測

し、必要に応じて環境保全
措置を検討する。 

 

Ｂ案 

景観資源の改変の程度については、

風力発電機の配置検討範囲に主要な

眺望点が含まれていないことから、事
業の実施により影響を受ける可能性

はないと予測する。 

主要な眺望点の改変の程度につい
ては、風力発電機の配置検討範囲に主

要な眺望点が含まれていないことか

ら、事業の実施により影響を受ける可
能性はないと予測する。 

主要な眺望景観については、風力発

電機の配置検討範囲より垂直見込角
3°以上の範囲には、「渓流の森」、「暑

寒別岳スキー場」、「リバーサイドパー

クオートキャンプ場」の 3箇所が含ま
れており、事業の実施により影響を受

ける可能性があると予測する。 
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表 4.4-1(4) 環境影響が懸念される内容と計画段階配慮事項の概要 

環境要素 

配置 

検討 

範囲 

予測結果 評価結果 
方法書の手続きにおける 

留意事項 

人と自然と

の触れ合い
の活動の場 

Ａ案 

風力発電機の配置検討範囲に人と
自然との触れ合いの活動の場は含ま

れないため、重大な影響はないと予測

する。 

A 案及び B 案のいずれにおいて
も、風力発電機の配置検討範囲内に

人と自然との触れ合いの活動の場

は含まれず、変わらず残存するた
め、地形改変及び施設の存在による

影響は小さいものと評価する。 

風車配置及び機種等を検
討する際には、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場

からの距離に留意する。ただ
し、止むを得ず、近傍に風力

発電機を設置する場合には、

人と自然との触れ合いの活
動の場の利用状況等詳細な

調査を実施し、必要に応じて

環境保全措置を検討する。 
調査の際は、地域住民の日

常的な自然との触れ合いの

活動の場を含めた現況を把
握する。 

Ｂ案 

風力発電機の配置検討範囲に人と

自然との触れ合いの活動の場は含ま

れないため、重大な影響はないと予測
する。 
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