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第2章 第一種事業の目的及び内容 

2.1 第一種事業の目的 

風力をはじめとする再生可能エネルギーは、二酸化炭素（CO2）等の温室効果ガスの排出に

よる地球温暖化問題、エネルギー自給率の向上及び供給源の多様化等への対応策として期待

されている。国のエネルギー基本計画においても導入拡大が位置付けられており、平成24年7

月には再生可能エネルギーの固定価格買取制度（以下、「FIT」という。）が導入され、普及拡

大が図られているところである。 

寿都町（以降、「本町」という）は、平成元年に全国の自治体として初めて風力発電所の

導入・運営を手がけ、平成11年に自家消費・余剰電力売電として風力発電設備の設置を行い、

平成15年から本格的な売電事業を展開し、現在では市町村で直接運営する風力発電所の設備

容量としては全国1位を誇る「風の町」である。 

 

■風力発電事業へのこれまでの取り組み 

本町は、北海道南西部、札幌市と函館市のほぼ中間に位置する。日本海（寿都湾）に面し

対馬海流（暖流）の影響を受けるため、本町の気候は同緯度他地域と比較して温和であるも

のの、年間を通じて風の強い日が多く、農林漁業や日常生活を営むには厳しい気象条件とな

っている。そのため、第1次産業における生産額は年々大幅な減少傾向にあり、また、高齢化

の顕著な進行に伴い、担い手の確保が大きな課題となっている。 

本町では、厳しい気象条件（強風）を強みにかえるべく、町営風力発電所を活かした環境

にやさしいクリーンなまちづくりを展開しており、これまでの取り組みは次のとおりである。 

 

○全国の自治体として初めての風力発電所を運営（平成元年） 

○温泉施設への電力供給を目的とした風力発電所の設置（平成11年） 

○「寿都町地域新エネルギービジョン」の策定（平成15年） 

…「地球にやさしい風の町・寿都町」の実現をめざした、町民の一人ひとりの暮らしや産

業と結びついたクリーンエネルギーの活用を図ることを町の施策として位置づける。 

○町営風力発電所による本格的な売電事業に着手（平成15年） 

…風力発電事業で得られた売電収入を『藻場造成』『森林保全』『植樹活動』といった環境

保全活動や、福祉や地域医療の充実化に充当 

○「第7次寿都町総合振興計画（計画期間:2010年～2019年）」（平成22年） 

…町営風力発電事業の収益を活用し、さまざまな分野での地域活性化を推進することを町

の重要な施策として位置づける。 

○風力発電施設の増設及び蓄電池の併設（平成23年） 

○「寿都町再生可能エネルギー推進基本計画」の策定 

…「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する

法律」（平成25法律第81号、以下「農山漁村再生可能エネルギー法」という。）に基づき、

「寿都町再生可能エネルギー推進基本計画」を策定し、町内3区域を「再生可能エネルギ
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ー発電設備の整備を促進する区域」（以降、「設備整備区域」という）に設定し、風力発

電事業の導入・誘致を積極的に進めている。 

なお、本町での再生可能エネルギーに関する取り組み（風力発電の積極的な情報発信、風

力発電事業で売電収入の環境保全活動や、福祉や地域医療への充当）が評価され、平成21年

度には、『新エネ百選』（経済産業省、NEDO注））に選定された。 

注）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

■寿都町における町営風力発電事業の位置づけ 

本町の既設風力発電設備による平均的な年間発電量は約34GWh（11,000世帯分の電力）で

あり、その環境効果は年間約20,000トンの温室効果ガスを削減するものである。また、売電

事業による収益は、海づくりとして磯焼け対策や、森林保全活動、まちづくりとして診療所

の運営経費に充当しており、本町における地方創生の大きな財源となっている。人材の育成、

インフラの維持にも寄与しており、本来は町内会で管理する街灯の電気料の全額助成、高校

生の通学定期補助、医学部進学への奨学金、バス路線維持の為の補助事業などにも充当され

ている。 

このように売電事業による収益は町民の生活を支える重要な事業となっている。 

しかしながら、平成31年度から順次既設風力発電施設のFIT調達期間が終了を迎えるため、

町としては、今後も環境保全や地域住民の福祉の向上に還元できる町独自の財源として、町

営の風力発電事業の継続を強く望んでいる。 

また、本町では、既設風力発電設備の導入にあたり、住民とは十分に合意形成を図ってい

ること、売電収入を町の財源の一部としていることから、風力発電事業への理解が深い地域

である。 

加えて、北海道（後志総合振興局）では、「地域の良好な景観資源」として既設風力発電

施設群が選定されていることから、住民の原風景として、風力発電設備がなくてはならない

ものとなっている。よって、風力発電事業の継続には、地域の住民にとっての原風景の保続

と言う意味合いもある。 

こういったことから、町営風力発電事業の実施は、風力発電事業設立当初から目標として

いる寿都町独自のエコサイクルの継続に寄与するものである。また、昨今、風力発電施設を

廃止する自治体が多い中、再生可能エネルギーにより、継続的な地域経済の活性化を図り、

地域共存型の再生可能エネルギー導入の維持、推進をするとともに、エネルギー自給率の向

上と維持、温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業である。 

 

本配慮書は、寿都町（以下、事業者）が実施予定の「(仮称)寿都町風力発電事業」の実施

に際し、周辺環境の現状を把握し、予め環境に及ぼす影響の内容及びその程度について予測・

評価を行うとともに、必要に応じて環境保全措置を講ずることにより、良好な環境の保全を

図りつつ、事業の円滑な実施に資する資料を整備することを目的とする。 
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2.2 第一種事業の内容 

2.2.1 第一種事業の名称 

(仮称)寿都町風力発電事業 

 

2.2.2 第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

(1)事業実施想定区域の設定根拠 

(a)「設備整備区域」による検討措置 

 「寿都町再生可能エネルギー推進基本計画」における「設備整備区域」※を検討対象エリアと

した。（図2.2.2-1参照） 

※農山漁村再生可能エネルギー法は、農山漁村における再生可能エネルギー発電設備の整備について、農林漁業上の土地利

用等との調整を適正に行うとともに、地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を併せて行うこととすることにより、農林

漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進し、農山漁村の活性化を図ることを目的とする。この法律

に基づき、市町村は基本計画を策定し、設備整備区域を設定する。また、当該区域について国が認定することで、再生可能

エネルギー発電設備の整備を農業上の再生利用が困難な土地に誘導することが可能になり、市町村の望ましい土地利用との

整合性が図れ、原則転用不許可の第１種農地であっても、再生利用困難な荒廃農地等であれば、転用できるようになる等の

メリットがある。（農林水産省HPを参考に記載） 

 

(b)社会インフラ整備状況等 

図2.2.2-1に事業実施想定区域周辺の既設風力発電所及び社会インフラの整備状況を示す。 

事業実施想定区域周辺における主要な道路として、一般国道229号線、一般道道9号寿都黒松内

線の利用が可能な地域を念頭に候補地の絞り込みを行った。既存の道路等が整備されている地域

においては、道路の拡幅等を行うことで改変面積等を低減することが可能であり、施工時の資材

等の搬入路として適した環境であると考えられる。 

 

(c)複数案の事業実施想定区域の選定 

「設備整備区域」及び「社会インフラ整備状況」を勘案し、以下の3か所の事業実施想定区域（案）

を選定した。 

複数案の事業実施想定区域（案）は下記の通りであり、その位置を図2.2.2-1に示す。 

【A案】 

事業実施想定区域：北海道寿都郡寿都町字樽岸町建岩、寿都町字樽岸町樽岸、寿都町字湯

別町下湯別、寿都町字湯別町上湯別 

事業の実施が想定される面積：約110ha 

【B案】 

事業実施想定区域：北海道寿都郡寿都町字樽岸町建岩、寿都町字樽岸町樽岸、寿都町字樽

岸町小川、寿都町字樽岸町浜中、寿都町字湯別町下湯別、寿都町字湯

別町上湯別、寿都町字歌棄町歌棄、黒松内町字北作開 

事業の実施が想定される面積：約675ha 

【C案】 

事業実施想定区域：北海道寿都郡寿都町字磯谷町横澗、寿都町字磯谷町島古丹、寿都町字

磯谷町能津登 

事業の実施が想定される面積：約425ha 
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図2.2.2-1 社会インフラの整備状況及
び既存風力発電所位置図 

 出典等：「国土数値情報 行政区分」 

（国土数値情報サービス）を使用して作成した。 

寿都町 

黒松内町 

島牧村 

作開変電所 

1:150000 

国道229号 

道道9号 

JR函館本線 

蘭越町 

A案 

B案 

C案 
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(d)複数案の事業実施想定区域から事業実施想定区域への絞り込み 

「(c)複数案の事業実施想定区域の選定」で選定した3か所の事業実施想定区域（案）から、事

業特性、他民間事業者による風力発電計画等を勘案し、該当する懸念事項から事業実施想定区域

の絞り込みを行った。 

表2.2.1-1に懸念事項及び各事業実施想定区域（案）の比較を示す。 

 

表 2.2.1-1 に懸念事項及び各事業実施想定区域（案）の比較 

懸念事項 A 案 B 案 C 案 

地域との合意形成の状況 △ ○ △ 

事業採算の確実性 △ ○ △ 

既存の輸送ルート ○ ○ × 

事業実施想定区域の面積 × ○ ○ 

他民間風力発電事業の状況 × △ × 

○：懸念事項に該当しない 

△：場合によっては懸念事項に該当する 

×：懸念事項に該当する 

 

○地域との合意形成の状況 

B案は、既設の町営風力発電所が含まれる地域であり、地域住民との合意形成が図られ、町

営風力発電事業への理解が得られやすい。また、これまで当該エリアで事業が成立している

ことから、事業採算性が見込める。 

一方、A案及びC案については、既設の風力発電機がそのエリア内には存在しておらず、周

辺住民への理解に一からの努力が必要な地域である。 

 

○事業採算の確実性 

A案及びC案については、既設の風力発電機がそのエリア内には存在しておらず、事業の採

算性の観点からは、不確実性が多く存在する。 

一方、B案については、当該エリア内で既設の平成15年から町営風力発電事業が展開されて

いることから、事業の採算性について、確実に採算が見込める地域である。 

 

○既存の輸送ルート 

A案及びB案については、既存の道路を利用した輸送ルートの確保が可能である。 

一方、C案については、既存の輸送ルートが存在せず、輸送に当たっては大規模な造成工事

が必要となる可能性がある。 

 

○事業実施想定区域の面積 

B案及びC案については、本事業が計画する「2,000kW～3,500kW×最大14基」の発電規模を

確保する事業面積を有するが、A案については、想定されている「2,000kW～3,500kW×最大14

基」の発電事業の規模を有することは困難である。 
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○他民間風力発電事業の状況 

後述する「2.2.8(3) 周辺における風力発電事業について」に記載の通り、A案及びC案の近

隣では他民間事業による風力発電事業が計画されているため、当該案で町営風力発電事業を

検討する場合には、累積的影響を検討する必要がある。しかしながら、現時点では、累積的

影響の検討手法は十分に確立されていない。一方、B案は事業実施想定区域が広域であるため、

A案、C案に比較すると累積的影響を低減できる可能性が見込まれる。 

 

検討した結果、A 案及び C 案については、懸念事項に「該当する」もしくは、「場合によって

は該当する」となった。一方、B 案については、「他民間発電事業の状況」で「場合によっては

該当する」としているが、それ以外の懸念事項について、「該当しない」となっており、選定さ

れた事業実施想定区域（案）について、事業規模の確保や事業の採算性等の観点から最も優位

であると考えられる。よって、3 か所の事業実施想定区域（案）から B案を抽出することとし

た。 

 

(2)第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

 

事業実施想定区域：北海道寿都郡寿都町字樽岸町建岩、寿都町字樽岸町樽岸、寿都町字樽

岸町小川、寿都町字樽岸町浜中、寿都町字湯別町下湯別、寿都町字湯

別町上湯別、寿都町字歌棄町歌棄、黒松内町字北作開 

事業の実施が想定される面積：約675ha 

 

図 2.2.2-2 に事業実施想定区域の位置等を示す。 
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道南地方拡大図 

図2.2.2-2(1) 事業実施想定区域図 

寿都町 

黒松内町 

出典等：「国土数値情報 行政区分」 

（国土数値情報サービス）を使用して作成した。 

1:50000 
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図2.2.2-2(2) 事業実施想定区域図(空中写真) 

1:50000 

出典等：「Google Earth」を使用して作成した。 
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2.2.3 第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

(1)発電機 

設置する発電機の概要（予定）は、表2.2.3-1、図2.2.3-1に示すとおりである。 

 

表2.2.3-1 設置する風力発電機の概要（予定） 

項目 諸元 

発電機出力（定格） 約2,000kW～約3,500kW 

ブレード枚数 3枚 

ローター径 約80～116m 

ハブ高 約78～92m 

高さ 約118～150m 

 

 

 

図2.2.3-1 設置する風力発電機の概要（予定） 

ハブ高 約78～92ｍ 

ローター径 約80～116m 

地面 

基礎（直径約16～25ｍ） 
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(2)変電施設 

現在検討中である。 

 

(3)送電線 

現在検討中である。 

 

(4)系統連系地点 

現在検討中である。 

 

(5)主要な交通ルート 

風力発電機の輸送にあたっては、隣町の岩内港で水揚げし、一般国道229号線を利用して

本町に輸送する予定である（図2.2.3-2参照）。 

ただし、以上の主要な交通ルートは、今後の詳細な検討や調査結果により変更する場合が

あることを付記しておく。 

 

2.2.4 第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2.2.5 第一種事業により設置される発電所の出力 

 最大49,000kW程度（2,000kW×24基～3,500kW×14基程度を想定） 

 

2.2.6 第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

 現在、風況の状況、関係機関との各種調整等を実施中であり、配置についてはこれらの結

果を踏まえて検討する。 

 

2.2.7 第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

 工事開始時期は平成34年度末から順次行うことを予定している。終了時期は現在、検討中

である。ただし、工事期間については、一般的な工事であることから、概ね2年程度である

と想定している。 
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国道229号 

図2.2.3-2 資機材運搬ルート図 

 出典等：「国土数値情報 緊急輸送道路」 

（国土情報サービス）を使用して作成した。 

1:200000 

岩内港 

一般国道229号 

黒松内町 

島牧村 

岩内町 

寿都町 
蘭越町 
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2.2.8 その他の事項 

(1)複数案の設定について 

本事業における事業実施想定区域は、「2.2.2(1) 事業実施想定区域の設定根拠」に基づいて

複数案の事業実施想定区域から絞り込んだものである。 

一方で、現時点では関係機関との調整や許認可等が進んでいない段階であるため、具体的な

機種の選定、配置等の設定は行えない。従って、「配置・構造に関する複数案」の設定は行わな

かった。 

今後の環境影響評価手続きにおいては、事業の熟度を高めることにより、環境に配慮した配

置、構造等の検討を行うことで、本事業による重大な環境影響の回避、低減が可能であると考

える。 

 

(2)ゼロ・オプションの検討について 

本事業は、「農山漁村再生可能エネルギー法」に基づく基本計画に準じて事業を実施すること

を前提としており、ゼロ・オプションについての検討は非現実的であると考えられるため、検

討は行わなかった。 

 

(3)周辺における風力発電事業について 

「2.2.2(1) 事業実施想定区域の設定根拠」で選定されたA案～C案の事業実施想定区域(案)

の周辺における既設風力発電所及び計画中の風力発電事業を図2.2.8-1に示す。 

寿都町では、既設風力発電所として、「風太風力発電所」、「風太風力第2発電所」、「寿の都風

力発電所」、「寿都温泉ゆべつのゆ風力発電所」が存在する。また、計画中の風力発電事業とし

て、日本風力開発株式会社が建設を計画する「（仮称）月越原野風力発電事業」及び尻別風力開

発株式会社が建設を計画する「（仮称）尻別風力発電事業」が存在する。 

なお、本事業としては、「2.2.2(1) 事業実施想定区域の設定根拠」に示す、B案を事業実施想

定区域として抽出した。 

事業実施想定区域周辺の既設風力発電所及び計画中の風力発電所の諸元を表2.2.8-1に示す。 

 

表 2.2.8-1(1) 事業実施想定区域周辺の既設風力発電所 

発電所名 設置者 基数 定格出力（ｋＷ） 運転開始 

寿都温泉ゆべつのゆ風力発電所 寿都町 1 230 1999 年 4月 

寿の都第 1風力発電所 〃 2 1,200 2003 年 2月 

寿の都第 2風力発電所 〃 1 600 2003 年 2月 

風太風力発電所（1～5号機） 〃 5 9,950 2007 年 12 月 

風太風力発電所（6～7号機） 〃 2 4,600 2011 年 2月 

島牧ウィンドファーム 電源開発㈱ 6 4,500 2000 年 6月 
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表 2.2.8-1(2) 事業実施想定区域周辺の計画中の風力発電所 

発電所名 設置者 基数 定格出力（ｋＷ） 運転開始(予定) 

尻別風力発電所 風力開発㈱ 6 12,000 2019 年 12 月 

月越原野風力発電所 日本風力開発㈱ 25 50,000 未定 
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図2.2.8-1(1) 事業実施想定区域(案)周辺
における風力発電事業 

出典等：日本風力開発株式会社ホームページ(各環境影響評

価図書縦覧期間中)を参考に作成した。 

 

寿都町 

黒松内町 

島牧村 

蘭越町 

1:150000 

A案 

B案 

C案 
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図2.2.8-1(2) 事業実施想定区域(案)周辺
における風力発電事業 

（既存風車周辺拡大図） 

 

1:25000 

寿都町 

黒松内町 
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第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

関係地域は、事業により環境影響が想定される寿都郡寿都町及び黒松内町とした。 

事業実施想定区域及びその周囲の概況では、事業実施想定区域を包括し、かつ住居等の分布状

況及び幹線道路からのアクセスを考慮し設定した範囲を「基本的な調査対象範囲」とした。 

ただし、動植物の生息又は生育の状況に関する項目（植生、生態系を除く）については、調査

に用いる既存資料等により抽出できる範囲が異なるため、当該資料ごとに設定した（基本的な調

査対象範囲(動植物)）。同様に、社会的状況の一部の項目についても、調査に用いる統計資料等

により抽出できる範囲が異なるため、当該資料ごとに設定した。 

また、景観の状況については広域的な状況を把握するため、「事業実施想定区域より半径10km

圏内」相当を「基本的な調査対象範囲（景観）」とした。 

 

 

 

3.1  自然的状況 

3.1.1  気象、大気質、騒音、振動、その他の大気に係る環境の状況 

(1)気象 

基本的な調査対象範囲では寿都特別地域気象観測所において地上気象が観測されている。 

寿都特別地域気象観測所の年平均気温は8.6℃、平均風速は4.2m/s、平均最大風速は14.4m/s、

最多風向は4月～10月が南南東、11月～3月が北西となっている。また、降雪量は77.4cmとなって

いる。 

なお、局所風況マップ（NEDO）によると、事業実施想定区域における地上高70mの風速区分

（年平均風速）は7.0m/s以上に属し、上空の風速が安定して高いことを示している。 

 

 

(2)大気質 

基本的な調査対象範囲においては、「環境基本法」及び「大気汚染防止法」に基づく環境基準

の評価の対象となる一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局は設置されておらず、大気質

測定は実施されていない。 

そのため、参考として、事業実施想定区域に最寄りの測定局における測定結果を整理した。 

 

(a)二酸化硫黄（SO2） 

事業実施想定区域に最寄りの二酸化硫黄の測定局は豊浦小学校である。 

平成27年度の二酸化硫黄の年平均値は0.003ppm、日平均値の2%除外値は0.005ppm、1時間値の

最高値は0.013ppmとなっており、環境基準に適合している。 

 

(b)窒素酸化物 

①一酸化窒素（NO）及び窒素酸化物（NO＋NO2） 

事業実施想定区域に最寄りの一酸化窒素及び窒素酸化物の測定局は豊浦小学校である。 
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平成27年度の一酸化窒素の年平均値は0.003ppm、日平均値の年間98％値は0.011ppm、1時間値

の最高値は0.091ppmとなっている。また、窒素酸化物の年平均値は0.008ppm、日平均値の年間

98％値は0.025ppm、1時間値の最高値は0.120ppmとなっている。 

なお、一酸化窒素及び窒素酸化物に係る環境基準は設定されていない。 

 

②二酸化窒素（NO2） 

事業実施想定区域に最寄りの二酸化窒素の測定局は豊浦小学校である。 

平成27年度の二酸化窒素の年平均値は0.005ppm、日平均値の年間98％値は0.014ppm、1時間値

の最高値は0.046ppmとなっており、環境基準に適合している。 

 

(c)微小粒子状物質（PM2.5） 

事業実施想定区域に最寄りの微小粒子状物質の測定局は勝納である。 

勝納測定局におけるPM2.5の年平均値は8.0μg/m3、日平均値の98％値は21.4μg/m3となってお

り、長期基準、短期基準ともに環境基準に適合している。 

 

(d)ダイオキシン類（大気環境） 

基本的な調査対象範囲においては、大気質に係るダイオキシン類調査（一般環境調査・固定発

生源調査・沿道調査）は実施されていない。 

 

 

(3)騒音等 

(a)騒音（一般環境騒音） 

基本的な調査対象範囲においては、「騒音規制法」に基づく規制地域は指定されていない。そ

のため、工場・事業場、建設作業の届出受理、立入検査及び指導等の実務や騒音の測定は行われ

ていない。 

 

(b)騒音（自動車交通騒音） 

基本的な調査対象範囲においては、「騒音に係る環境基準」の評価の対象となる自動車騒音常

時監視測定局は設置されていない。 

事業実施想定区域に最寄りの測定地点は岩内町の国道229号であり、平成28年度の測定結果で

は、当該道路の近接空間及び非近接空間ともに環境基準を満たしている。 

 

(c)超低周波音 

基本的な調査対象範囲における超低周波音の状況については、調査を実施したが情報を得られ

なかった。 
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(4)振動 

(a)振動（一般環境振動） 

基本的な調査対象範囲においては、「振動規制法」に基づく規制地域は指定されていないため、

同法に基づく工場・事業場の届出管理、立入検査及び指導等の実務や振動の測定は行われていな

い。 

 

(b)振動（自動車交通振動） 

基本的な調査対象範囲においては、「振動に係る環境基準」の評価の対象となる自動車振動常

時監視測定局は設置されていない。 

事業実施想定区域に最寄りの測定地点は伊達市長和町420番地1付近（伊達警察署長和駐在所）

であり、測定値は道路交通振動限度に適合している。 

 

 

 

3.1.2  水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況 

(1)水象の状況 

(a)河川及び湖沼の状況 

基本的な調査対象範囲には一級河川、二級河川及びそれ以外の河川が流下し、主な河川として

は、朱太川、歌島川及び折川等が挙げられる。 

 

(b)湧水の状況 

基本的な調査対象範囲においては、環境省が選定した「昭和の名水百選」及び「平成の名水百

選」に該当する湧水はない。 

 

(2)水質の状況 

(a)河川 

基本的な調査対象範囲内では、公共用水域水質測定地点は存在していない。 

事業実施想定区域の最寄りの地点となる初田橋（尻別川下流）では、大腸菌群数を除き、環境

基準（河川A類型）に適合している。また、名駒捕獲場(尻別川下流)では、全ての項目が環境基

準(河川A類型)に適合している。 

朱太川は水質汚濁に係わる類型は指定されていないが、大腸菌群数を除き、環境基準（河川A

類型）に適合する水質となっている。 

 

(b)海域 

基本的な調査対象範囲においては、海域に関する公共用水域水質調査は実施されていない。 

事業実施想定区域に最寄りの測定地点となる岩内海域では、環境基準(海域A類型)に適合して

いる。 
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(c)水底の底質の状況 

基本的な調査対象範囲においては、水底の底質の状況に関する調査は実施されていない。 

事業実施想定区域に最寄りの測定地点となる名駒では、環境基準に適合している。 

 

 

3.1.3  土壌及び地盤の状況 

(1)土壌の状況 

(a)土壌 

事業実施想定区域は砂丘未熟土壌、褐色森林土Ⅳ、灰色低地土壌、粗粒褐色低地土壌で構成さ

れている。 

 

(b)土壌汚染 

北海道における土壌汚染対策法の施行状況は、要措置区域の指定件数が0件、形質変更時用届

出区域の指定件数が28件となっているが、基本的な調査対象範囲においては、土壌汚染対策法に

基づく区域は指定されていない。 

 

(c)ダイオキシン類(土壌) 

基本的な調査対象範囲において、土壌中のダイオキシンに関する一般環境調査及び固定発生源

周辺調査は実施されていない。 

事業実施想定区域に最寄りの調査地点である歌才森林公園では、一般環境調査が行われており、

測定結果は環境基準に適合している。 

 

 

(2)地盤の状況 

基本的な調査対象範囲において、地盤沈下は確認されていない。 

 

 

 

3.1.4  地形及び地質の状況 

(1)地形の状況 

事業実施想定区域は、朱太川に由来する三角州性低地、扇状地性低地、砂礫台地（上位）のほ

か、寿都湾に面して自然堤防・砂州・砂丘、河川・湖沼で構成されている。 

 

 

(2)地質の状況 

事業実施想定区域は、朱太川に由来する未団結の砂、礫・砂、礫・砂・粘土の他、火山角礫

岩・凝灰角礫岩が分布する。 
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(3)重要な地形･地質 

基本的な調査対象範囲には、重要な地形・地質である弁慶岬海岸（海食崖）、寿都段丘（海成

段丘）、朱太川（自然河川）、歌棄～磯谷段丘（海成段丘）が分布する。 

 

 

3.1.5  動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

(1)動物の生息状況 

(a)動物相の状況 

①哺乳類相 

基本的な調査対象範囲（動植物）では6目9科19種の哺乳類が抽出された。 

当該範囲は広域かつ低地から山地までの環境を含むことを反映し、人家付近に生息するドブネ

ズミ、ハツカネズミのほか、亜高山帯、高山帯までを活動域とするテン、ヒグマなどの多様な種

が含まれている。 

 

②鳥類相 

基本的な調査対象範囲（動植物）では11目32科82種の鳥類が抽出された。 

当該範囲は広域かつ海岸から山地までの環境を含むことを反映し、シギ類、チドリ類などの湿

地性の鳥類のほか、海上を主な生息地とするウミスズメ類、エゾムシクイといった亜高山帯に生

息する種などの多様な種が含まれている。 

 

③爬虫類・両生類 

基本的な調査対象範囲（動植物）では1目3科4種の爬虫類、1目2科3種の両生類が抽出された。 

抽出された爬虫類（ニホンカナヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ニホンマムシ）及び両生類

（ニホンアマガエル、ヤマアカガエル、エゾアカガエル）は、人家、農耕地から山地にかけて広

く分布する種である。 

 

④魚類 

基本的な調査対象範囲（動植物）では6目9科17種の魚類が抽出された。 

河川の上流域から下流域にまで生息する種が抽出され、朱太川における漁業対象種となってい

るカワヤツメ、アユなども含まれている。また、ニホンイトヨ、トミヨ属淡水型といった湧水の

ある小河川などに生息する種も含まれている。 

 

⑤昆虫類 

基本的な調査対象範囲（動植物）では9目41科59種の昆虫類が抽出された。 

抽出された種には、止水域を利用する種（アオイトトンボ、ゲンゴロウ、ヘイケボタルなど）、

流水域を利用する種（オニヤンマ、ヘビトンボ）、人家周辺や農耕地、草地を利用する種（モン

キチョウ、オオヒカゲなど）、樹林地を利用する種（エゾマイマイカブリ、フジミドリシジミな

ど）が含まれている。また、河畔林を利用する種（キベリタテハ）なども含まれている。 
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⑥底生生物 

基本的な調査対象範囲（動植物）では2目4科4種の底生生物が抽出された。 

河川の上流域から下流域などに生息する種が含まれており、カワシンジュガイやニホンザリガ

ニといった清涼な水質を好む種なども含まれている。 

 

(b)重要な種及び注目すべき生息地 

①重要な動物 

・哺乳類：エゾシマリス、エゾクロテン（2 目 2 科 2種） 

・鳥 類：オシドリ、イカルチドリ、シロチドリ、メダイチドリ、オオジシギ、オオソリハシシ

ギ、ハマシギ、ウミネコ、ウミガラス、ウミスズメ、エトピリカ、ハイタカ、ホオア

カ（4目7科13種） 

・爬虫類：確認なし 

・両生類：確認なし 

・魚 類：カワヤツメ、ドジョウ、アユ、オショロコマ、サクラマス、ハナカジカ（4目5科6種） 

・昆虫類：ゲンゴロウ、ミズスマシ、ダイコクコガネ、フジミドリシジミ（2目4科4種） 

・その他：カワシンジュガイ、モクズガニ、ニホンザリガニ（2目3科3種） 

 

②注目すべき生息地 

基本的な調査対象範囲においては、注目すべき生息地は確認されなかった。 

 

 

(2)植物の生息状況 

(a)植物相の状況 

基本的な調査対象範囲（動植物）では142科1,283種の維管束植物が抽出された。 

 

(b)植生の状況 

当該範囲はブナクラス域に属し、寿都湾両岸の海成段丘や丘陵などには、自然植生が残存する。

また、集落に近い地域などを中心に代償植生などがみられる。 

事業実施想定区域は主として、畑地、水田、クロマツ植林、市街地等が分布するが、一部にエ

ゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－ブナ群団が残存する。このことを反映し、当該区域には、

植生自然度が1、2、5、6、9の群落等が含まれている。 

 

(c)植物の重要な種 

イソスミレ、ハマウツボ、タヌキモなど44科101種が確認された。 

 

(d)重要な群落等 

基本的な調査対象範囲では、エゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－ブナ群団等の植生自然

度 9 以上の植生のほか、北海道自然環境等保全条例における記念保護樹木（2 箇所）が確認され

た。 
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(2)生態系 

(a)生態系の状況 

事業実施想定区域内には、耕作地・二次草地等が広く分布し、寿都湾に面した海岸は海浜植生、

朱太川沿いには水辺植生がみられる。また、一部には樹林地（自然林・二次林）がみられる。 

また、これらを基盤としたヒグマ、キタキツネなどを上位とする食物連鎖が構成されていると

考えられる。 

 

(b)重要な自然環境のまとまりの場 

基本的な調査対象範囲においては、植生自然度区分 9 以上の群落（海岸断崖植生、高茎草原、

エゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－ブナ群団、ヤナギ低木群落）のほか、北海道自然環境

等保全条例における記念保護樹木が分布する。 

 

 

 

3.1.6  景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 

(1)景観の状況 

基本的な調査対象範囲（景観）においては、自然環境保全上重要な要素である自然景観や後志

総合振興局が選定する地域の良好な景観資源（泊～弁慶岬段丘、寿都段丘など10箇所）が確認さ

れた。 

なお、寿都町の町営風力発電所群が北海道後志総合振興局の選定する「地域の良好な景観資源」

となっている。 

また、主要な眺望点については、寿都神社、月越高原、弁慶岬、歌島高原の4地点が分布する。 

 

(2)人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

基本的な調査対象範囲においては、寿都湾浜中パークゴルフ場、浜中海岸野営場、朱太川など

10地点が分布する。 

 

 

 

3.1.7  一般環境中の放射性物質の状況 

基本的な調査対象範囲では、寿都町磯谷において空間線量率が測定されている。平成29年度に

おける空間線量率の平均値は0.04μGy/hであった。 
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3.2  社会的状況 

3.2.1  人口及び産業の状況 

(1)人口 

寿都町、黒松内町では平成25年から平成29年にかけて人口及び世帯数は減少傾向にある。平成

29年の人口は、寿都町3,094人、黒松内町2,977人となっている。また世帯数は、寿都町1,728世

帯、黒松内町1,543世帯となっている。 

 

 

(2)産業 

(a)産業構造及び産業配置 

寿都町、黒松内町において第3次産業の就業者が最も多く、寿都町で67.6%、黒松内で73.6%と

半数以上を占めている(平成27年度)。 

 

(b)生産品目、生産量及び生産額 

①農業 

寿都町、黒松内町の農業産出額は合計で 245 千万円であり、内訳は豚、乳用牛の農業産出額が

多くなっている(平成 18 年度)。 

 

②林業 

寿都町では公有林の割合が最も高く、黒松内町では私有林の割合が最も高い(平成 27 年度)。 

 

③商業 

寿都町及び黒松内町における事業所数は 79 件で、その従業員数は 272人である。また、年間

商品販売額は 483,419 百万円である(平成 26 年度)。 

 

④水産業 

寿都町では、さけ定置網が最も多く、次いで小型定置網が多い(平成 27年度)。 

 

⑤工業 

寿都町及び黒松内町の事業所数は 13 件であり、従業員数は 290 人である。また、製造品出荷

額の総額は 461,770 万円である(平成 26 年度)。 

 

 

 

3.2.2  土地利用の状況 

寿都町では「原野」が多く、黒松内町では「山林」が多い(平成23～27年)。 

また、事業実施想定区域の一部は、森林地域、保安林、農業地域、農用地区域に、地域森林計

画対象民有林に指定されている。 
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3.2.3  河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

(1)河川、湖沼及び地下水の利用状況 

基本的な調査対象範囲においては、朱太川に内水面共同漁業権（第五種共同漁業権）が設定さ

れており、あゆ漁業、やつめうなぎ漁業が操業されている。 

また、寿都町及び黒松内町では、簡易水道による取水が行われている。 

 

 

(2)地下水の利用状況 

黒松内町では、簡易水道の水源として地下水を取水しており、取水量水源別構成割合は8.0%と

なっている。 

 

 

(3)湧水の利用状況 

寿都町では、簡易水道の水源として湧水が利用されており、取水量水源別構成割合は22.7%と

なっている。 

 

 

(4)海域の利用状況 

基本的な調査対象範囲の海面の沿岸部では、「漁業法」(昭和24年12月15日法律第267号 最終

改正：平成26年6月13日法律第69号)に基づき、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権が設定され

ている。 

 

 

 

3.2.4  交通の状況 

事業実施想定区域内を通過する一般国道 229 号の平日交通量は 2,153 台（12 時間）から 2,777

台（24 時間）と推計される(平成 27 年度)。 

 

 

 

3.2.5  学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び

住宅の配置の概況 

 

教育施設においては、潮路小学校が事業実施想定区域から最も近い。また、介護福祉施設であ

る歌棄慈光園、寿都寿海荘及び併設する医療機関である寿都寿海荘診療所が事業実施想定区域内

に存在する。 

集落・市街地は沿岸部及び内陸に点在している。 
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3.2.6  下水道の整備状況 

寿都町、黒松内町の下水道処理普及率はそれぞれ60.5%、75.4%である。また、汚水処理人口普

及率はそれぞれ85.7%、88.9%である(平成28年度末)。 

 

 

 

3.2.7  廃棄物の状況 

寿都町及び黒松内町が属する後志総合振興局における平成27年度の産業廃棄物処理処分状況は、

総排出量が808,406t、最終処分量が27,929t（再生利用量：445,577t、減量化量335,003t）であ

る。 

また、事業実施想定区域から50km以内における産業廃棄物処理業者数は、中間処理施設が21件、

最終処分施設が10件となっている。 

 

 

 

3.2.8  環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に   

係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

 

(1)公害関係法令等 

(a)環境基準等 

①大気の汚染に係る環境基準 

大気汚染物質に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき全国一律に定

められている。 

なお、環境基準は、工業専用地域及び車道その他一般公衆が通常生活しない地域又は場所には

適用されない。 

 

②騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護

するうえで維持されることが望ましい条件として、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づ

き定められている。 

基本的な調査対象範囲には騒音の類型指定地域はない。 

 

③風力発電施設から発生する騒音に関する指針について 

環境基準とは異なるが、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」（平成 29 年、

環境省）において、風車騒音に関する指針値が設定されている。これ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を加えた値とされている。しかし、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穏を要する場合、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。 
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④水質汚濁に係る環境基準 

公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき

定められている。 

基本的な調査対象範囲には水質汚濁に係る環境基準の類型指定がなされている水域はない。 

 

⑤地下水に係る環境基準 

地下水に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき定められている。 

 

⑥土壌の汚染に係る環境基準 

土壌の汚染に係る環境基準は「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき全国一律に定めら

れている。 

 

⑦ダイオキシン類に係る環境基準 

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

号)に基づき全国一律に定められている。 

 

(b)規制基準等 

①大気汚染防止法 

「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)により、工場及び事業場における事業活動にともな

って発生するばい煙の硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質についてそれぞれ排出基準が設定され

ている。 

基本的な調査対象範囲における硫黄酸化物の排出基準はK値により設定されており17.5となっ

ている。 

 

②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法 

基本的な調査対象範囲においては、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定

地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)第6条第1項及び第8条第1

項に規定する規制地域の指定はない。 

 

③騒音規制法 

基本的な調査対象範囲においては、「騒音規制法」(昭和43年6月10日法律第98号)に基づく規

制地域の指定はない。 

なお「騒音規制法」により、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準及び規制

対象となる特定建設作業が定められているほか、第17条第1項に基づき、自動車騒音の要請限度

が定められている。 
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④幹線道路の沿道の整備に関する法律 

基本的な調査対象範囲においては、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(昭和55年5月1日

法律第34号 最終改正：平成26年5月30日法律第42号)第5条第1項に規定する規制地域の指定はな

い。 

 

⑤振動規制法 

基本的な調査対象範囲においては、「振動規制法」(昭和51年法律第64号)に基づく規制地域の

指定はない。 

なお「振動規制法」により、特定建設作業に伴って発生する振動に関する基準及び規制対象と

なる特定建設作業が定められているほか、第16条第1項に基づく道路交通振動の要請限度が定め

られている。 

 

⑥悪臭防止法 

「悪臭防止法」（昭和46年法律第91号）では、事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規

制するため、規制地域内のすべての工場・事業場を対象に規制基準を定めている。規制基準は、

特定悪臭物質の濃度によって規制する場合と、臭気指数によって規制する場合の2通りがある。 

 

⑦水質汚濁防止法 

基本的な調査対象範囲における工場及び事業所からの排出水については、「水質汚濁防止法」

(昭和45年法律第138号)に基づき、全国一律の排水基準(有害物質28物質、生活環境項目15項目)

が定められている。 

なお、基本的な調査対象範囲においては、排出基準を定める省令別表第2の備考6及び7の規定

により指定された湖沼及び海域はない。 

 

⑧土壌汚染対策法 

基本的な調査対象範囲には、「土壌汚染対策法」(平成14年5月29日法律第53号 最終改正：平

成29年6月2日法律第45号)第6条に規定する規制地域の指定はない。 

 

⑨北海道公害防止条例 

北海道では、「北海道公害防止条例」に基づいて、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭

に関する上乗せ基準を設定している。 

基本的な調査対象範囲においては、尻別川水域に、北海道が条例で定める排水基準(上乗せ排

水基準)が適用される業種及び施設がある。 
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(2)自然関係法令等 

(a)自然公園 

基本的な調査対象範囲には、道立自然公園（狩場茂津多道立自然公園）が含まれている。 

 

(b)自然環境保全地域等 

基本的な調査対象範囲における「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保

全地域は存在しない。 

ただし、「北海道自然環境等保全条例」(昭和48年北海道条例第64号)に基づく記念保護樹木

（2箇所）が含まれる。 

 

(c)世界遺産 

基本的な調査対象範囲においては、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平

成4年9月28日条約第7号 平成4年9月30日発効(平成4外務省告示460))による世界遺産の指定はな

い。 

 

(d)緑地保全地域等 

基本的な調査対象範囲においては、「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地域

及び特別緑地保全地区はない。 

 

(e)生息地等保護区 

基本的な調査対象範囲においては、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

(平成4年6月5日法律第75号)の第36条第1項により指定された生息地等保護区はない。 

 

(f)鳥獣保護区 

基本的な調査対象範囲においては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年7

月12日法律第88号 最終改正：平成26年5月30日法律第46号)の第28条第1項により指定された鳥

獣保護区は存在していない。 

 

(g)ラムサール条約登録湿地 

基本的な調査対象範囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」

(昭和55年9月22日条約第28号)の第2条1の登録簿に記載された湿地の区域はない。 

 

(h)史跡・名勝・天然記念物、埋蔵文化財包蔵地等 

基本的な調査対象範囲においては、「北海道文化財保護条例」(昭和30年北海道条例第83号)に

基づく有形文化財（1箇所）のほか、周知の埋蔵文化財包蔵地（66箇所）が分布する。 
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(i)保護水面・資源保護水面等 

基本的な調査対象範囲においては「水産資源保護法」(昭和 26年法律第 313 号、最終改正：平

成 21 年 9 月 18 日 法律第 70号）に基づき、尻別川、朱太川において河口禁止区域、資源保護

水面、遊漁規則等が設定されている。 

 

(j)都市計画法に基づく指定地域 

①都市計画区域  

基本的な調査対象範囲においては、「都市計画法」(昭和43年6月15日法律第100号)による都市

計画区域の指定はない。 

 

②風致地区 

基本的な調査対象範囲においては、「都市計画法」(昭和43年6月15日法律第100号)による風致

地区の指定はない。 

 

(k)景観法に基づく指定地域 

基本的な調査対象範囲においては、黒松内町は景観行政団体である。また、寿都町は「景観法」

(平成16年6月18日法律第110号)第61号第1項に基づき定められた「北海道景観計画」(平成26年8

月)による景観計画区域に指定されており、景観形成の基準が定められている。なお、平成26年4

月1日に行われた「北海道景観計画」の一部変更に伴い、風力発電設備に対する届出の規模要件

が明確化されている。 

 

(l)森林法に基づく指定地域 

基本的な調査対象範囲には、「森林法」(昭和26年6月26日法律第249号)第25条の規定により指

定された保安林が含まれており、事業実施想定区域内にも風致保安林が分布している。 

 

(m)河川法に基づく指定地域 

基本的な調査対象範囲においては、「河川法」(昭和39年7月10日法律第167号)に基づき指定さ

れた一級河川及び二級河川(尻別川、朱太川、歌島川及び折川等)がある。なお、基本的な調査対

象範囲においては、河川法に基づく河川保全区域の指定はない。 

 

(n)海岸法に基づく指定地域 

基本的な調査対象範囲においては、「海岸法」(昭和31年法律101号)に基づき指定された海岸

保全区域の指定はない。 

 

(o)港湾法に基づく指定地域 

基本的な調査対象範囲においては、特筆すべき重要な港湾は無い。 
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(p)砂防三法に基づく指定地域 

①砂防指定地 

基本的な調査対象範囲においては、「砂防法」(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定地が含

まれている。また、事業実施想定区域の一部が砂防指定地に指定されている。 

 

②急傾斜地崩壊危険区域 

基本的な調査対象範囲においては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和

44年7月1日法律第57号 最終改正：平成17年7月6日法律第82号)に基づく急傾斜地崩壊危険箇所

が含まれている。 

 

③地すべり防止区域等 

基本的な調査対象範囲においては、「地すべり等防止法」(昭和33年3月31日法律第30号)に基

づく地すべり防止区域等はない。 

 

(q)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく指定等 

基本的な調査対象範囲においては、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律」(土砂災害防止法)(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害危険箇所が含まれている。 

 また、事業実施想定区域近辺には林野庁の山地災害危険調査要領に基づく山地災害危険地区の

指定箇所が存在する。 

 

 

(3)その他環境保全計画等 

(a)北海道及び寿都町と黒松内町の環境保全に関する条例等 

北海道では、環境の保全について基本理念を定めた｢北海道環境基本条例｣(平成8年10月14日北

海道条例第37号)や、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、道民の健康を保護する

とともに生活環境を保全することを目的とする「北海道公害防止条例」(昭和46年10月21日北海

道条例第38号 最終改正：平成21年3月31日北海道条例第15号)を制定している。 

その他、大規模な開発を行う事業に対しては、｢北海道環境影響評価条例｣(平成10年北海道条

例第42号)を定め、環境影響評価制度の充実強化を図っている。 

黒松内町では、環境の保全及び創造について基本理念を定めた「黒松内町環境基本条例」(平

成11年黒松内条例第2号)を制定している。 

 

(b)北海道環境基本計画 

北海道では、「北海道環境基本条例」(平成8年10月14日北海道条例第37号)に基づき、よりよ

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

月に「北海道環境基本計画」が策定されている。また、社会情勢の変化等を踏まえ、今後の施策

の展開方向を示すため、新しい環境基本計画「北海道環境基本計画［第2次計画］」が平成20年3

月に策定され、平成28年3月に改定されている。 
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(c)北海道自然環境保全指針 

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

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

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

と方向を示したものである。 

保全を図るべき自然環境は、「すぐれた自然地域」と「身近な自然地域」の二つに区分して整

理されている。 

このうち、事業実施想定区域内では、すぐれた自然地域として寿都海岸の中規模海蝕崖、身近

な自然地域として浜中海水浴場及び朱太川が該当している。 
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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 

 

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 

計画段階配慮事項については、「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6月12日、

通商産業省令第54号、最終改正：平成27年6月1日、経済産業省令第49号）（以下、主務省令と

記載）別表第5及び第11に示される風力発電所に係る参考項目（影響を受けるおそれがあると

される環境要素に係る項目）を勘案し、事業特性及び地域特性を踏まえて、重大な影響のおそ

れのある環境要素を選定した。 

計画段階配慮事項の選定結果は、表4.1.1-1に示すとおりである。 

「土地又は工作物の存在及び供用」に係る影響要因である「騒音及び超低周波音」、「重要な

地形及び地質」、「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8項目を選定した。 

なお、「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（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）において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していない

ため予測評価が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まった段階で検

討の対象とすることが望ましい。」とされている。 

本事業においても、工事計画については、現在、検討中であることから、工事の実施による

影響は対象としないこととした。ただし、方法書以降の手続きにおいては、工事計画等の熟度

を高め、「工事用資材等の搬出入」、「建設機械の稼働」及び「造成等の施工による一時的な影

響」に係る予測及び評価を実施することとする。 
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表 4.1.1-1 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 

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 

     

一般環境中の放射性

物質 

放射線の量 
     

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

2．「○」は、重大な影響のおそれがある環境要素として選定した項目を示す。 

3．   は、「発電所アセス省令」の「別表第十一」の参考項目であることを示す。 

 
  

4-2

（34）



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、風力発電所に係る項目に対して前述の表4.1.1-1のとおり選定した。 

選定した理由及び非選定の理由を表4.1.2-1に示す。 

 

表 4.1.2-1 計画段階配慮事項として選定する項目又は選定しない項目 

環境要素 影響要因 選定 選定及び非選定理由 

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 ○ 事業実施想定区域及びその周囲に環境影響

を受けやすい対象が存在し、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。 

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 

○ 事業実施想定区域に重要な地形・地質が存

在し、影響を及ぼす可能性があることから選

定する。 

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環境影響

を受けやすい対象が存在し、これらに対して

施設の稼働に伴う風車の影が影響を及ぼす可

能性があることから選定する。 

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、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 地形改変及び

施設の存在 

× 事業実施想定区域は海域でないこと、また、

海域に影響を及ぼす事業ではないことから選

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 

○ 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 地形改変及び

施設の存在 

× 事業実施想定区域は海域でないこと、また、

海域に影響を及ぼす事業ではないことから選

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、施

設の稼働 

○ 地域を特徴づける生態系に影響を及ぼす可

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 

○ 事業実施想定区域及びその周囲に主要な眺

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 

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存在し、影響を及

ぼす可能性があることから選定する。 

注)1．「○」は、選定した項目を示す。 

2．「×」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 

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は表4.2.1-1に示す。 

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

ス省令」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」、「改定・発電

所に係る環境影響評価の手引き」（平成27年7月、経済産業省）を勘案し、適切な手法を環境要

素毎に選定した。 

 

表 4.2.1-1(1) 計画段階配慮事項の調査、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】 
・ 事業実施想定区域及びその周囲において、

既存資料収集により整理する。 
・ 整理する項目は、住居、学校、病院、福祉

施設等の分布状況、環境基準等の類型指定
等法令による地域の規制状況である。 

【手法の選定理由】 
保全すべき対象の位置の把握が可能な手法
である。 

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
及び住宅を抽出し、事
業実施想定区域との
位置関係を整理する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

学校・病院等の施
設及び住宅と事業実
施想定区域との位置
関係から評価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 

重要な地形
及び地質 

【調査項目】 
・ 事業実施想定区域及びその周囲において、

既存資料収集により整理する。 
・ 整理する項目は、重要な地形及び地質の状

況である。 
【手法の選定理由】 

保全すべき対象の位置の把握が可能な手法
である。 

重要な地形及び地
質と事業実施想定区
域の重ね合わせによ
り、変化の程度を整理
する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

重要な地形及び地
質と事業実施想定区
域の重ね合わせによ
り、変化の程度を評
価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 

風車の影 【調査項目】 
・ 事業実施想定区域及びその周囲において、

既存資料収集により整理する。 
・ 整理する項目は、住居、学校、病院、福祉

施設等の分布状況である。 
【手法の選定理由】 

保全すべき対象の位置の把握が可能な手法
である。 

風車の影の影響を
受けやすい住宅等を
抽出し、事業実施想定
区域との位置関係を
整理する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

住宅等と事業実施
想定区域との位置関
係から評価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 

動物 【調査項目】 
・ 事業実施想定区域、事業実施想定区域及び

その周囲において、既存資料収集により整
理する。 

・ 整理する項目は、既存文献による重要な種
の生息状況、重要な生息地の分布状況等で
ある。 

【手法の選定理由】 
重要な種及び重要な生息地の状況の把握が
可能な手法である。 

重要な動物の生息
環境、重要な種の生息
地と事業実施想定区
域の重ね合わせによ
り、変化の程度を整理
する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

重要な動物の生息
環境、重要な種の生
息地と事業実施想定
区域の重ね合わせに
より、変化の程度か
ら評価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 
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表 4.2.1-1(2) 計画段階配慮事項の調査、予測及び評価の手法 

植物 【調査項目】 
・ 事業実施想定区域、事業実施想定区域及び

その周囲において、既存資料収集により整
理する。 

・ 整理する項目は、既存文献による重要な植
物の生育状況、重要な植物群落、巨樹・巨
木林の分布状況等である。 

【手法の選定理由】 
重要な種及び重要な植物群落、巨樹・巨木
の分布状況の把握が可能な手法である。 

重要な植物の生育
環境、重要な植物群
落、巨樹・巨木と事業
実施想定区域の重ね
合わせにより、変化の
程度を整理する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

重要な植物の生育
環境、重要な植物群
落、巨樹・巨木と事
業実施想定区域の重
ね合わせにより、変
化の程度をから評価
する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 

生態系 【調査項目】 
・ 事業実施想定区域及びその周囲において、

既存資料収集により整理する。 
・ 整理する項目は、環境影響を受けやすい場

等(自然林、湿原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)まとまりの場の状況で
ある。 

【手法の選定理由】 
重要な自然環境のまとまりの場の状況の把
握が可能な手法である。 

地域を特徴づける
重要な自然環境のま
とまりの場と事業実
施想定区域の重ね合
わせにより、変化の程
度を整理する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

地域を特徴づける
重要な自然環境のま
とまりの場と事業実
施想定区域の重ね合
わせにより、変化の
程度を評価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 

景観 【調査項目】 
・ 事業実施想定区域及びその周囲において、

既存資料収集により整理する。 
・ 整理する項目は、環境影響を受けやすい対

象(景観資源、眺望点)等の状況である。 
【手法の選定理由】 

保全すべき対象の位置の把握が可能な手法
である。 

事業実施想定区域
から半径 10km 圏内相
当の範囲において、主
要な眺望点、景観資源
と事業実施想定区域
との位置関係を整理
する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

主要な眺望点、景
観資源と事象実施想
定区域との位置関係
から評価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
る。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

【調査項目】 
・ 事業実施想定区域及びその周囲において、

既存資料収集により整理する。 
・ 整理する項目は、環境影響を受けやすい対

象(主要な人と自然との触れ合い活動の場)
等の状況である。 

【手法の選定理由】 
保全すべき対象の位置の把握が可能な手法
である。 

主要な人と自然と
の触れ合いの活動の
場と事業実施想定区
域の重ね合わせによ
り、変化の程度を整理
する。 
【手法の選定理由】 
保全すべき対象へ

の影響の程度の把握
が可能な手法である。 

主要な人と自然と
の触れ合いの活動の
場と事業実施想定区
域の重ね合わせによ
り、変化の程度を評
価する。 
【手法の選定理由】 

重大な影響が実行
可能な範囲で回避、
低減できているか判
断できる手法であ
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、以下に示す通りとした。 

・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 

・事業実施想定区域及びその周囲の環境基準等の類型指定など法令による地域の指定状況 

 

(b)調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲において、環境の保全についての配慮が特に必要な施設（学校、

病院、福祉施設等）及び住居を国土数値情報や基盤地図等の既存資料収集により整理した。また、

環境基準の類型指定の状況等の法令等を整理した。 

 

(c)調査地域 

 調査地域は、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

①病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置 

 調査結果を、「3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置

の状況及び住宅の配置の概況」及び図4.3.1-1に示す。 

 

②環境基準等の類型指定など法令による地域の指定状況 

各事業実施想定区域内で、法令で指定された環境基準等の類型指定区域は存在しない。 
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(2)予測 

(a)予測項目 

予測項目は、以下に示す通りとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲における、環境の保全についての配慮が特に必要な施設とし

て学校、病院、福祉施設等の施設数、及び住居の分布状況 

 

(b)予測手法 

風車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の

影響範囲の状況を示す手法として有効である。しかし、風車の配置及び風車の機種が決定してい

ない段階では、環境影響の程度を把握する予測手法として適していない。 

そこで、騒音は距離とともに減衰することを踏まえ、事業実施想定区域と、住居、学校、病院、

福祉施設等の分布状況と事業実施想定区域を重ね合わせ、対象の施設及び、住居の分布状況を事

業実施想定区域から2km＊の範囲において距離毎に整理し、環境影響の程度を予測した。 

＊「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６月12日 通商産業省令第54号）では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる

地域は、事業実施想定区域及びその周囲１kmの範囲内としている。よって、本配慮書では、安全面を考慮し、

その範囲を2kmとした。 

 

(c)予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域及びその周囲2kmとした。 

 

(d)予測結果 

事業実施想定区域内には、寿都寿海荘、寿都寿海荘医務室、歌棄慈光園が存在する。 

また、事業実施想定区域及びその周囲2kmの範囲には、複数の住居が存在する。また、環境の保

全についての配慮が特に必要な施設として、学校、医療機関、福祉施設等の施設が分布する。 

予測結果を、表 4.3.1-1及び、図4.3.1-1に示す。 

事業実施想定区域から2km圏内に存在する住居等は、事業の実施により影響を受ける可能性があ

る。また、これらの施設の近傍に風車を設置する場合は、事業の実施により重大な影響を受ける

可能性があると予測した。 

 

表4.3.1-1 予測結果（事業実施想定区域からの距離毎の住居等戸数） 

 

 

 

  

0～0.5km 0.5～1.0km 1.0～1.5km 1.5～2.0km

字六条町 - - - 3 17 20
字樽岸町建岩 0 15 0 1 0 16
字樽岸町樽岸 44 29 0 0 0 73
字湯別町上湯別 17 11 0 0 0 28
字湯別町下湯別 74 1 0 0 0 75
字歌棄町歌棄 35 82 12 0 0 129
字歌棄町有戸 - - - 15 20 35
字北作開 54 30 22 2 0 108
字南作開 - - 0 21 11 32
字五十嵐 - - - - 0 0

224 168 34 42 48 516

町名 地区名
事業実施

想定区域内
事業実施想定区域内からの距離

合計

寿都町

黒松内町

合計

予測結果

事業実施想定区
域から2km圏内に
存在する住居等
は、事業の実施
により影響を受
ける可能性があ
る
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図4.3.1-1(1) 住居、学校、病院、福祉施設等
の分布状況と騒音及び超低周波
音予測結果 

出典等：「国土数値情報 学校」、「国土数値情報 医療機関」、「国土

数値情報 福祉施設」（以上、国土数値情報サービス）及

び「建築物の外周線」（基盤地図情報ダウンロードサービ

ス）を参考に作成した。 

500m 

1000m 

1500m 

2000m 島牧村

寿都町 

黒松内町 

1:100000 
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図4.3.1-1(2) 住居、学校、病院、福祉施設等
の分布状況と騒音及び超低周波
音予測結果（拡大図） 

出典等：「国土数値情報 学校」、「国土数値情報 医療機関」、「国土

数値情報 福祉施設」（以上、国土数値情報サービス）及

び「建築物の外周線」（基盤地図情報ダウンロードサービ

ス）を参考に作成した。 

1:50000 

500m 

1000m 

1500m 

2000m 

歌棄洗心学園 歌棄慈光園 

寿都寿海荘 

作開保健福祉館 

寿都町立寿都診療所 

寿都中学校 

寿都町保育園 

潮路小学校 

寿都町 

黒松内町 
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(3)評価 

(a)評価手法 

予測結果から重大な影響が発生する可能性の可否を示し、今後、風車配置や機種の選定等、詳

細な事業計画を検討する過程で配慮が必要とされる事項を整理した上で、事業者が実行可能な範

囲で、重大な環境影響が回避又は低減されるかを評価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

 予測の結果、事業実施想定区域内の範囲には法令で指定された類型指定区域や規制地域は存

在していなかった。しかし、事業実施想定区域及びその周囲2kmの範囲には、複数の住居が存在す

る。また、環境の保全についての配慮が特に必要な施設として、学校、医療機関、福祉施設等の

施設が分布する。従って、これらの住居及び、施設は、風車の稼働により、騒音及び超低周波音

による影響を受ける可能性が示唆された。また、これらの施設の近傍に風車を設置する場合は、

事業の実施により重大な影響を受ける可能性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価した。 

 

○住民説明会等の機会を利用し、住民意見を積極的に聴取した上で、住民の意見等に配慮した風

力発電機の配置の検討を行う。 

○環境の保全についての配慮が特に必要な施設での騒音及び、超低周波音の影響の程度に留意し

た風力発電機の配置を検討する。 

○「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（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）等の基準との整合を図る。 

○方法書以降の手続きにおいて、音環境の現況を把握し、風力発電機の選定機種に応じたパワー

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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4.3.2 重要な地形及び地質 

(1)調査 

(a)調査項目 

調査項目は、以下に示す通りとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な地形及び地質の分布状況 

 

(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、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

調査結果は、「3.1.4 地形及び地質の状況 (3)重要な地形・地質」及び図4.3.2-1に示す。 
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(2)予測 

(a)予測項目 

予測項目は、以下に示す通りとした。 

・重要な地形及び地質の改変の程度 

 

(b)予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な地形及び地質の重ね合わせにより、直接改変に伴う重

要な地形及び地質の改変の程度を整理した。 

 

(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おいては、表4.3.2-1に示す朱太川、寿都段丘、歌棄～磯谷段丘の一部が

含まれており、これらの重要な地形及び地質は事業の実施による影響を受ける可能性がある。ま

た、これらの重要な地形及び地質を直接改変する場合は、重大な影響を受ける可能性があると予

測した。 

 

表4.3.2-1 各事業実施想定区域に含まれる重要な地形の予測結果 

名称 備考 予測結果 

朱太川 自然河川 
事業実施想定区域内に含まれるため、事業の実施

による影響を受ける可能性がある。 

弁慶岬海岸 海食崖 
事業実施想定区域内に含まれていないため、事業

の実施による影響を受ける可能性はない。 

寿都段丘 海成段丘 
事業実施想定区域内に含まれるため、事業の実施

による影響を受ける可能性がある。 

歌棄～磯谷段丘 海成段丘 
事業実施想定区域内に含まれるため、事業の実施

による影響を受ける可能性がある。 
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  弁慶岬海岸 

寿都段丘 

歌棄～磯谷海岸 

朱太川 

出典等：「日本の典型地形 国土地理院技術資料D1-No.357」 

(国土交通省国土地理院 閲覧日：平成29年11月9日) 

「第3回自然環境保全基礎調査 日本の自然景観」 

(環境庁, 平成元年<http://www.biodic.go.jp/kiso/19/19_keika.html>) 

「日本の地形レッドデータブック第1集」(小泉武栄・青木賢人(編),1994) 

「河川」(国土数値情報ダウンロードサービス 

<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>(データ作成年度:平成21年度)) 
を参考に作成した。 

図 4.3.2-1 重要な地形位置図及び 

予測結果 

島牧村

黒松内町 

寿都町 

1:100000 
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(3)評価 

(a)評価手法 

予測結果から重大な影響が発生する可能性の可否を示し、今後、風車配置や機種の選定等、詳

細な事業計画を検討する過程で配慮が必要とされる事項を整理した上で、事業者が実行可能な範

囲で、重大な環境影響が回避又は低減されるかを評価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

 予測の結果、表4.3.2-1に示す朱太川、寿都段丘、歌棄～磯谷段丘の一部が事業実施想定区域に

含まれており、これらの重要な地形及び地質は事業の実施による影響を受ける可能性があると示

唆された。また、これらの重要な地形及び地質を直接改変する場合は、重大な影響を受ける可能

性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価した。 

 

○重要な地形及び地質に留意し、風力発電機の配置等を検討する。 

○組み立てサイトの検討に当たっては、重要な地形及び地質への影響に配慮し、大規模な造成を

行わないようにする。 
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4.3.3 風車の影 

(1)調査 

(a)調査項目 

調査項目は以下の通りとした。 

・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 

 

(b)調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲において、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特

に必要な施設及び住居を国土数値情報や基盤地図等の既存資料により整理した。 

 

(c)調査地域 

 調査地域は、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

調査結果を「3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の

状況及び住宅の配置の概況」及び図4.3.3-1に示す。 
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(2)予測 

(a)予測項目 

 予測項目は以下に示す。 

 ・事業実施想定区域及びその周囲1.16km＊の住居、学校、病院、福祉施設等の分布状況 

＊“Planning for Renewable Energy : A Companion Guide to PPS22”(Office of the Deputy Prime Minister, 

2004)によれば、風車の影（シャドーフリッカー）は、風力発電機のローター直径の10倍の範囲内で発生するとさ

れている。よって、本事業で計画されている最大の風車の直径の10倍の距離、1.16kmを影響範囲として設定した。 

 

(b)予測手法 

 予測手法は、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と事

業実施想定区域の周辺1.16kmの範囲を重ね合わせ分布状況を整理するものとした。 

 

(c)予測地域 

 予測地域は、事業実施想定区域及びその周囲1.16kmとした。 

 

(d)予測結果 

事業実施想定区域内には、寿都寿海荘、寿都寿海荘医務室、歌棄慈光園が存在する。 

また、事業実施想定区域から1.16kmの範囲には、複数の住居及び学校、医療機関、福祉施設等

の施設が分布する。 

予測結果を、表4.3.3-1、図4.3.3-1に示す。 

事業実施想定区域から1.16km圏内に存在する住居等は、事業の実施により影響を受ける可能性

がある。また、これらの施設の近傍に風車を設置する場合は、事業の実施により重大な影響を受

ける可能性があると予測した。 

 

表4.3.3-1 予測結果（事業実施想定区域からの距離毎の住居等戸数） 

 

  
字樽岸町建岩 0 21 21
字樽岸町樽岸 44 29 73
字湯別町上湯別 17 11 28
字湯別町下湯別 74 3 77
字歌棄町歌棄 35 97 132
字歌棄町有戸 - 3 3
字北作開 54 68 122
字南作開 - 10 10

224 242 466

合計

黒松内町

事業実施想定区
域内から1.16km

事業実施
想定区域内

合計

町名 予測結果

事業実施想定区
域から1.16km圏
内に存在する住
居等は、事業の
実施により影響
を受ける可能性
がある

地区名

寿都町
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図4.3.3-1(1) 住居、学校、病院、福祉施設

等の分布状況及び風車の影予

測結果 

出典等：「国土数値情報 学校」、「国土数値情報 医療機関」、「国土

数値情報 福祉施設」（以上、国土数値情報サービス）及

び「建築物の外周線」（基盤地図情報ダウンロードサービ

ス）を参考に作成した。 

1:100000 

1160m 

島牧村

黒松内町 

寿都町 
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寿都町 

黒松内町 

図4.3.3-1(2) 住居、学校、病院、福祉施設

等の分布状況及び風車の影予

測結果（拡大図） 

出典等：「国土数値情報 学校」、「国土数値情報 医療機関」、「国土

数値情報 福祉施設」（以上、国土数値情報サービス）及

び「建築物の外周線」（基盤地図情報ダウンロードサービ

ス）を参考に作成した。 

歌棄洗心学園 歌棄慈光園 

寿都寿海荘 

作開保健福祉館 

寿都町立寿都診療所 

寿都中学校 

寿都町保育園 

潮路小学校 

1:50000 
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(3)評価 

(a)評価手法 

予測結果から重大な影響が発生する可能性の可否を示し、今後、風車配置や機種の選定等、詳

細な事業計画を検討する過程で配慮が必要とされる事項を整理した上で、事業者が実行可能な範

囲で、重大な環境影響が回避又は低減されるかを評価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

事業実施想定区域周辺1.16kmの範囲には、複数の住居及び学校、医療機関、福祉施設等の施設

が分布する。従って、これらの住居及び、施設は、風車の存在により、風車の影による影響を受

ける可能性が示唆された。また、これらの施設の近傍に風車を設置する場合は、事業の実施によ

り重大な影響を受ける可能性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価した。 

 

○住民説明会等の機会を利用し、住民意見を積極的に聴取した上で、住民の意見等に配慮した風

力発電機の配置の検討を行う。 

○環境の保全についての配慮が特に必要な施設での風車の影の影響の程度に留意した風力発電機

の配置を検討する。 

○方法書以降の手続きにおいて、風車の影に関するシミュレーションを実施し、影響範囲及び時

間を定量的に把握し、環境影響の程度を把握した上で、必要な保全措置の検討を行う。 
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4.3.4 動物 

(1)調査 

(a)調査項目 

 調査項目は、以下に示す。 

 ・事業実施想定区域内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 

 

(b)調査手法 

 事業実施想定区域及びその周辺における動物の生息状況について、既存資料収集を行うことに

より整理した。 

 

(c)調査地域 

 調査地域は、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

①重要な動物の生息状況 

調査地域内では、重要な動物は30種確認された。確認された重要種を表4.3.4-1に、選定基準を

表4.3.4-2にそれぞれ示す。 
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表4.3.4-1 重要な種の生息環境 

 

注1）重要種の選定基準については、表4.3.4-2に示す。 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

エゾシマリス DD Dd 海岸林、森林

エゾクロテン NT Nt 低木の森林、時として高標高のハイマツ帯

オシドリ DD R 山地の林に囲まれた河川、湖沼、ダム湖

イカルチドリ Dd
河川中流域から上流域で多くみられ、河原や中洲で繁
殖

シロチドリ VU Nt 砂浜や干潟などの海岸域や河川

メダイチドリ 国際 干潟を中心とした各地の湿地

オオジシギ NT R 湿原や低木の混じった草原、牧場、農耕地

オオソリハシシギ VU Dd 沿岸部の干潟などの湿地

ハマシギ NT Nt 干潟を中心とした各地の湿地

ウミネコ Nt 沿岸部や河口、干潟に生息

ウミガラス 国内 CR Cr 海上や海岸

ウミスズメ CR Vu 北海道沿岸、海上、人の近づけない崖などに巣を作る

エトピリカ 国内 CR Cr 島や海岸の崖上部

ハイタカ NT Vu 平野部から山地の森林

ホオアカ Nt 平地から山地の草原や河川敷、農耕地に生息

カワヤツメ VU 河川中流の淵や下流のやわらかい泥の中

ドジョウ DD
河川中・下流域、用水路などの流れの緩やかな泥底
初夏に水田など浅い湿地に進入して産卵

アユ R
河川中流域、餌場として良好な瀬と休み場として良好
な淵とが隣あっている所

オショロコマ VU R 減少
水質が清冽で、河床材料は大・中型の玉石、岩盤、砂
等からなる渓流環境

サクラマス（ヤマメ） NT N 減少
川形態Aa型の山地渓流が適している。
北海道では、中小河川ではAa-Bb移行型の河口付近ま
で高密に分布していることも珍しくない

ハナカジカ N 礫底の渓流環境

ゲンゴロウ VU Nt 平地から丘陵の水辺環境

ミズスマシ VU Nt 水田やため池等

ダイコクコガネ VU Nt
放牧地では、草丈の短い草地か裸地上の新鮮な牛糞大
型野性獣が多く生息しているエリアでは、付近に牧場
がなくとも林内に生息する

フジミドリシジミ Dd 山地性の種であり、ブナ科の樹木を食樹とする。

カワシンジュガイ VU
夏季の水温が20℃を超えない、清冽な水が緩やかに流
れる水域の礫～泥底

モクズガニ 減少傾向 河口域から上流域にかけての広い流域

ニホンザリガニ VU 危急 流量が少ない小川の礫底、山間部の湖の転石地

0種 3種 0種 20種 22種 4種 -28種

哺乳類

分類群 種名 生息環境
選定基準

底生
動物

魚類

鳥類

昆虫類
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表4.3.4-2 重要な動物の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

Ⅰ 

「文化財保護法」 

(昭和25年5月30日法律第214号  

最終改正：平成26年6月13日法律第69号) 

「北海道文化財保護条例」 

(昭和30年11月30日条例第83号  

最終改正：平成21年3月31日条例第15号) 

特天：国指定特別天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

道天：北海道指定天然記念物 

Ⅱ 

「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6月5日法律第75号 

最終改正：平成26年6月13日法律第69号) 

国内：国内希少野生動植物種 

国際：国際希少野生動植物種 

Ⅲ 
「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」 

(北海道,平成25年3月29日条例第9号) 

指定：指定希少野生動植物種 

Ⅳ 

「環境省レッドリスト2017」 

(環境省,平成29年) 

EX:絶滅 

EW:野生絶滅 

CR＋EN:絶滅危惧Ⅰ類 

CR:絶滅危惧ⅠA類 

EN:絶滅危惧ⅠB類 

VU:絶滅危惧Ⅱ類 

NT:準絶滅危惧 

DD:情報不足 

LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

Ⅴ 

「北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版(2016)」 

(北海道 平成28年) 

「北海道レッドリスト【鳥類編】改訂版(2017) 

(北海道 平成29年) 

「北海道レッドリスト【両生類・爬虫類編】改訂版

(2015)」(北海道 平成27年) 

「北海道レッドリスト【昆虫チョウ目編】改訂版(2016)」

(北海道 平成28年) 

Ex:絶滅 

Ew:野生絶滅 

Cr:絶滅危惧ⅠA類 

En:絶滅危惧ⅠB類 

Vu:絶滅危惧Ⅱ類 

Nt:準絶滅危惧 

N:留意 

Dd:情報不足 

Lp:絶滅のおそれのある地域個体群 

「北海道レッドリスト」（北海道 平成13年） Ex:絶滅種 

Ew:野生絶滅種 

Cr:絶滅危機種 

En:絶滅危惧種 

Vu:絶滅危急種 

R:希少種 

N:留意種 

Lp:地域個体群 

Ⅵ 

「日本の希少な野生水生生物に関する 

データブック(水産庁編)」 

(水産庁,平成12年3月) 

危惧：絶滅の危機に瀕している種・亜種 

危急：絶滅の危険が増大している種・亜種 

希少：存続基盤が脆弱な種・亜種 

減少：明らかに減少しているもの 

傾向：長期的にみて減少しつつあるもの 

地域：保護に留意すべき地域個体 

注）カテゴリーに示す略称は、表 4.3.4-1 における略称を示す。 

 

 

②重要な動物の生息地への影響 

事業実施想定区域及びその周囲では、重要な生息地が確認されなかった。 

なお、表4.3.4-3に重要な生息地の選定基準を示す。 
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表4.3.4-3 重要な生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

Ⅰ 

「文化財保護法」 
(昭和25年5月30日法律第214号  
最終改正：平成26年6月13日法律第69号) 

「北海道文化財保護条例」 
(昭和30年11月30日条例第83号  
最終改正：平成21年3月31日条例第15号) 

特天：国指定特別天然記念物 
国天：国指定天然記念物 
道天：北海道指定天然記念物 

Ⅱ 

「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）」で定められた下
記の基準によって指定された湿地 
（外務省、1975年） 

【基準1】特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少なタ
イプの湿地 

【基準2】絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地 
【基準3】生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えて

いる湿地 
【基準4】動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。

または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地 
【基準5】定期的に２万羽以上の水鳥を支える湿地 
【基準6】水鳥の１種または１亜種の個体群で、個体数の１％以上を

定期的に支えている湿地 
【基準7】固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えている湿地。

また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活
史の諸段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによっ
て世界の生物多様性に貢献するような湿地 

【基準8】魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。
あるいは湿地内外における漁業資源の重要な回遊経路とな
っている湿地 

【基準9】湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種の個
体群で、その個体群の１パーセントを定期的に支えている
湿地 

Ⅲ 

「日本の重要湿地500」 
環境省が生物多様性保全の観点から、以下の基準
で選定した重要湿地 
（環境省） 

【基準1】湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングローブ林、藻
場、サンゴ礁のうち、生物の生育・生息地として典型的ま
たは相当の規模の面積を有している場合 

【基準2】希少種、固有種等が生育・生息している場合 
【基準3】多様な生物相を有している場合 
【基準4】特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生息す

る場合 
【基準5】生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、産卵場等)であ

る場合 

Ⅳ 

「重要野鳥生息地（IBA）」 
BirdLife InterNationnalが以下の基準で選定し
た重要野鳥生息地 
（BirdLife InterNationnal (財)日本野鳥の会） 

【基準1】…世界的に絶滅の危機にある種が生息している。 
【基準2】…限定された地域に生息する種、または固有種が生息して 

いる。 
【基準3】…あるバイオームに特徴的な種の相当種が生息している。 
【基準4】…多くの渡り鳥が利用／生息している。 

Ⅴ 

「Key Biodiversity Area（KBA、生物多様性の保
全の鍵になる重要な地域）」 
CONSERVATION INTERNATIONNAL JAPANが以下の基準
で選定した地域 
（CONSERVATION INTERNATIONNAL JAPAN） 

【危機性】…KBA対象種リストにおけるCR、ENに該当する種が1個体
でも存在するサイト ／VUにあたる種が30個体、あるい
は10ペア以上存在するサイト 

【非代替性a】…世界で50,000km 以下の限られた範囲にしか分布しな
い種の個体数の5%が集中して分布するサイト 

【非代替性b】…世界的個体数の1%がある特定の季節(時期)に集まる
サイト 

【非代替性c】…世界的個体数の1%がある特定の季節(時期)に集まる
サイト 

【非代替性d】…他の個体群への個体の供給数が、全世界の個体数の
1%以上を占める個体群がいるサイト 

Ⅵ 
「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のため
の手引き」 
(平成23年1月、平成27年9月修正版、環境省) 

・渡り経路(渡) 

Ⅶ 
「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） 

・鳥獣保護区（鳥） 
・特別保護地区（特） 
・特別保護指定区域（特指） 
・鳥獣保護区（道鳥） 
・特別保護地区（道特） 

Ⅷ 

「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） 
「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） 

・生息地等保護区（生） 
・生息地等保護区（道生） 

Ⅸ 
「北海道自然環境等保全条例」 
（昭和48年12月11日、条例64号） 

学自：学術自然保護地域 
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(2)予測 

(a)予測項目 

 予測項目は、以下に示す通りとした。 

 ・事業実施想定区域内における、重要な動物の生息環境の変化の程度 

 ・事業実施想定区域及びその周囲における、重要な生息地の変化の程度 

 

(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状況、重要な生息地の重ね合わせにより、

直接改変及び施設の稼働に伴う生息環境及び重要な生息地の変化の程度を整理するものとした。 

 

(C)予測地域 

予測地域は、調査地域と同様にした。 

 

(d)予測結果 

①重要な動物の生息状況 

予測地域の地形は寿都湾に流下する朱太川由来の扇状地性低地とその両岸の岩石台地、小起

伏・中起伏山地などから形成されており、ブナクラス域の自然植生が残存するものの、集落に近

い地域などでは代償植生となっている。 

事業実施想定区域は寿都湾に面した朱太川下流域の低地及び山麓に位置し、主に、畑地、水田、

クロマツ植林、市街地等が分布する。また、一部にはエゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－

ブナ群団が残存する。 

以上の環境を踏まえた予測の結果は表4.3.4-4に示すとおりであり、離島などを主たる生息地と

する一部の種を除く25種については、事業実施想定区域とその周辺域に主な生息環境が存在する

ため、施設の存在により生息環境が変化する可能性があると予測した。また、風車の配置が重要

な動物の主たる生息地や移動ルートに重なる場合は、事業の実施により重大な影響を受ける可能

性があると予測した。 
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表4.3.4-4 重要な動物への影響の予測結果 

 
注）予測結果欄に示される○×は、下記の内容を意味している。 

○：主な生息環境が事業実施想定区域に含まれないため、施設の存在により生息環境が変化する可能性はない。 

×：主な生息環境が事業実施想定区域に含まれるため、施設の存在により生息環境が変化する可能性がある。 

エゾシマリス 海岸林、森林 ×

エゾクロテン 低木の森林、時として高標高のハイマツ帯 ×

オシドリ 山地の林に囲まれた河川、湖沼、ダム湖 ×

イカルチドリ
河川中流域から上流域で多くみられ、河原や中洲で繁
殖

×

シロチドリ 砂浜や干潟などの海岸域や河川 ×

メダイチドリ 干潟を中心とした各地の湿地 ×

オオジシギ 湿原や低木の混じった草原、牧場、農耕地 ×

オオソリハシシギ 沿岸部の干潟などの湿地 ×

ハマシギ 干潟を中心とした各地の湿地 ×

ウミネコ 沿岸部や河口、干潟に生息 ×

ウミガラス 海上や海岸 ○

ウミスズメ 北海道沿岸、海上、人の近づけない崖などに巣を作る ○

エトピリカ 島や海岸の崖上部 ○

ハイタカ 平野部から山地の森林 ×

ホオアカ 平地から山地の草原や河川敷、農耕地に生息 ×

カワヤツメ 河川中流の淵や下流のやわらかい泥の中 ×

ドジョウ
河川中・下流域、用水路などの流れの緩やかな泥底
初夏に水田など浅い湿地に進入して産卵

×

アユ
河川中流域、餌場として良好な瀬と休み場として良好
な淵とが隣あっている所

×

オショロコマ
水質が清冽で、河床材料は大・中型の玉石、岩盤、砂
等からなる渓流環境

×

サクラマス（ヤマメ）
川形態Aa型の山地渓流が適している。
北海道では、中小河川ではAa-Bb移行型の河口付近ま
で高密に分布していることも珍しくない

×

ハナカジカ 礫底の渓流環境 ×

ゲンゴロウ 平地から丘陵の水辺環境 ×

ミズスマシ 水田やため池等 ×

ダイコクコガネ
放牧地では、草丈の短い草地か裸地上の新鮮な牛糞大
型野性獣が多く生息しているエリアでは、付近に牧場
がなくとも林内に生息する

×

フジミドリシジミ 山地性の種であり、ブナ科の樹木を食樹とする。 ×

カワシンジュガイ
夏季の水温が20℃を超えない、清冽な水が緩やかに流
れる水域の礫～泥底

×

モクズガニ 河口域から上流域にかけての広い流域 ×

ニホンザリガニ 流量が少ない小川の礫底、山間部の湖の転石地 ×

- -28種

哺乳類

分類群 種名 生息環境

底生
動物

魚類

鳥類

昆虫類

予測結果
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②重要な動物の生息地への影響 

事業実施想定区域及びその周囲では、重要な生息地が確認されなかった。 

(3)評価 

(a)評価手法 

 評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後、事業計画を検討する上

で配慮が必要とされる事項を整理した上で、重大な環境影響が回避又は低減されるかどうかを評

価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域及びその周辺域に主な生息環境があるものと予測される27種に

ついては、生息地の直接改変や施設の存在及び施設の稼働により、影響を受ける可能性があると

示唆された。また、風車の配置が重要な動物の主たる生息地や移動ルートに重なる場合は、事業

の実施により重大な影響を受ける可能性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価する。 

 

○現地調査を実施し、風力発電機の配置等を検討する。検討にあたっては、主に以下の点に配慮

する。 

・希少猛禽類の飛翔状況、特に営巣、探餌・ディスプレイ行動に着目する。 

・渡り鳥の移動ルート 

○専門家等へヒアリングを行い、配置等の検討や動物の調査期間、頻度、手法等に反映する。 

○改変面積の抑制に努めるとともに、重要な動物の生息地に配慮した、風力発電機の配置等を検

討する。 
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4.3.5 植物 

(1)調査 

(a)調査項目 

 調査項目は以下に示す。 

 ・事業実施想定区域内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 

 

(b)調査手法 

 事業実施想定区域及びその周辺における植物の生育状況について、既存資料収集を行うことに

より整理した。 

 

(c)調査地域 

 調査地域は、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

①重要な植物の生育状況 

調査地域内では、重要な植物は101種確認された。確認された重要種を表4.3.5-1に、選定基準

を表4.3.5-2に示す。 
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表4.3.5-1(1) 重要な植物の生育環境 

 
※1 重要種の選定基準及びカテゴリーについては、表4.3.5-2に示す。 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ

イワヒバ R 山地の岩壁などにくっついて生える

チシマヒメドクサ CR R 山地の川岸などの湿地

エゾミヤマヤナギ NT R 高山～亜高山

コオノオレ NT 山地の尾根上で、日の当たる乾燥した場所に自生

エゾエノキ R 山すそなどに生える

タチゲヒカゲミズ VU 低地の湿ったところ

エゾノミズタデ Vu 池や沼の中や周りの湿地

ヒメタデ VU 畑地や水湿地に生える

ホソバイヌタデ NT 河川敷内の自然湿地

ヤナギヌカボ VU R 水辺に生える

ノダイオウ VU 湿地や水辺に生える

エゾマンテマ VU Vu 温帯。海岸や川原の岩礫地

フクジュソウ Vu 温帯。丘陵地や山地の落葉樹林縁や林下に生える

チャボカラマツ VU 石灰岩の岩壁に生育する。

シラネアオイ Vu
温帯北部。山地や高山の木陰や雪渓・雪田のそばに群
生

ネムロコウホネ VU Vu 池や沼の水中に生える

オクエゾサイシン R 雪の多い山の斜面などに生える

ヤマシャクヤク NT R 低山地の広葉樹林内

ベニバナヤマシャクヤク VU En
丘陵地や山地の、主として針広混交林や落葉広葉樹林
の下に生える

エゾオトギリ VU 石灰岩地帯の岩礫の割れ目や岩上に生育する

エゾノジャニンジン VU 高山の乾いた草原

シリべシナズナ CR En 高山の岩壁に生える

モイワナズナ EN Vu 山地の岩場

ワサビ R 山地の清水の湧き出る湿地や水中

コモチレンゲ VU 海岸の岩上に生える

エゾノチャルメルソウ R 山地の沢などの湿地

エゾサンザシ VU Cr 高山草原に生える

チョウノスケソウ R 高山の湿った礫地や岩地、草地

カラフトイバラ R 日当たりのよい平地の草原の縁など

エゾシモツケ VU 山地の岩石地

タイツリオウギ R 高山の岩地やその周辺

ノウルシ NT R 川岸などの湿った所に群生

オオバタチツボスミレ NT 低地から山地の湿地

シロコスミレ CR 湿り気があり日当たりのよい草地

ナガハシスミレ R 丘陵地や山地に生える

イソスミレ VU R 海岸の砂地

ミズスギナ CR 池や湿地に生える

オオウメガサソウ NT やや乾燥した林中や林縁

種名
選定基準

生育環境分類群

植物
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表4.3.5-1(2) 重要な植物の生育環境 

 

※1 重要種の選定基準及びカテゴリーについては、表4.3.5-2に示す。 

  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

イチゲイチヤクソウ CR En 大雪山系の針葉樹林の暗い林床

エゾイチヤクソウ EN 針葉樹林下に生える

エゾムラサキツツジ VU 山地の岩場

クリンソウ Vu 谷間の湿地

エゾオオサクラソウ R 高山の林縁や谷沿いの湿気の多いところ

ハイハマボッス NT Vu 海近くの湿った湿地

バシクルモン VU Vu 海岸の草地

ヒメヨツバムグラ R 日当たりのよい土手や丘陵地

ハクチョウゲ EN 庭園や公園などに広く植栽されている

カラフトハナシノブ EN Vu 草原や広葉樹林に生える

ミヤマハナシノブ VU R 高山または山間の草地

ムシャリンドウ VU Vu 日当たりのよい草地

エゾニガクサ EN 山地に生える

ミヤマママコナ R 深山の林縁や草地。

ハマウツボ VU R 砂地の河原や砂丘。

キヨスミウツボ R 山地の木陰

タヌキモ NT R 湖沼などに生える。

ヤチコタヌキモ VU R 古くて浅い池に生える

エゾヒョウタンボク VU 山地の岩礫地とその周辺

ネムロブシダマ VU 山林。

バアソブ VU 山地林下に生える

キキョウ VU Vu 山野の草地に生える

キタノコギリソウ VU 北地の海岸に生える

イワヨモギ VU 山中や海岸の岩場

ピレオギク VU Vu 海岸の岩の裂け目など

エゾタカネニガナ VU R 蛇紋岩の崩壊地など

オオヒラウスユキソウ 指定 VU Cr 石灰岩の礫地に生える

フォーリーアザミ VU 林間の草地に生える

エゾヨモギギク VU En 原野や海岸に生える

オダサムタンポポ NT R 山地から湿地に生える

オナモミ VU 道端などに生える

オオシバナ NT 塩性湿地

イトモ NT 湖沼や溜池、河川、水路。

ナガバエビモ CR 湖沼や水路などにまれに生育

カタクリ N 北向きで適湿な落葉樹林内

コナギ Vu 水田や池に生える

ミノゴメ R 比較的自然度の高い湿田、休耕田、用水路、溜池畔

エゾムギ CR 深山の林中に生育

分類群 生育環境

植物

種名
選定基準
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表4.3.5-1(3) 重要な植物の生育環境 

※1 重要種の選定基準及びカテゴリーについては、表4.3.5-2に示す。 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

エゾヤマコウボウ R 山地に生える

タチイチゴツナギ EN 北海道、本州中部以北には牧草として栽培、帰化

ハイドジョウツナギ R 水辺に生える

ヒメカイウ NT
低地から山地～亜高山帯の湿原や湖沼の湖岸、用水路
などの水域

ミクリ NT R 湖沼や小川などの水中

タマミクリ NT 山地帯から亜高山帯の沼地や湿地に生える。

エゾミクリ R 湖沼や流れのある水の中

ネムロスゲ NT 海岸の砂地から礫浜に生育

エゾツリスゲ Vu 丘陵地から山地の湿地。

ヒロハイッポンスゲ EN ミズゴケ湿原に生える

シコタンスゲ VU 高海岸の岩上に生える

オノエスゲ VU 高山帯の草地に生える

コイヌノハナヒゲ R 高層湿原や湿地

キンセイラン VU En 広葉樹林の縁

サルメンエビネ VU En 落葉広葉樹林に生える

アツモリソウ 国内 VU Cr 高山の日当たりのよい草地や明るい林

コイチヨウラン En
山地～亜高山帯の針葉樹林あるいは夏緑広葉樹林の林
床

カキラン Vu 日当たりの良い湿地

ギボウシラン EN R 常緑樹林内や湿った林内

アリドオシラン R 亜高山帯の針葉樹林の下

エゾサカネラン Cr 落葉広葉樹林下に生える

サカネラン VU Cr 落葉広葉樹林下に生える

ヒロハトンボソウ VU 夏緑広葉樹林の林床や林縁

ミヤマチドリ R 高山の針葉樹林や低木林に生える

トキソウ NT Vu 日当たりのよい湿地

0種 1種 1種 71種 64種 -101種

生育環境分類群 種名
選定基準

植物
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表 4.3.5-2 重要な植物の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

Ⅰ 

「文化財保護法」 

(昭和25年5月30日法律第214号  

最終改正：平成26年6月13日法律第69号) 

「北海道文化財保護条例」 

(昭和30年11月30日条例第83号  

最終改正：平成21年3月31日条例第15号) 

特天：国指定特別天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

道天：北海道指定天然記念物 

Ⅱ 

「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6月5日法律第75号 

最終改正：平成26年6月13日法律第69号) 

国内：国内希少野生動植物種 

国際：国際希少野生動植物種 

Ⅲ 
「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」 

(北海道,平成25年3月29日条例第9号) 

指定：指定希少野生動植物種 

Ⅳ 

「環境省レッドリスト2017」 

(環境省,平成29年) 

EX:絶滅 

EW:野生絶滅 

CR＋EN:絶滅危惧Ⅰ類 

CR:絶滅危惧ⅠA類 

EN:絶滅危惧ⅠB類 

VU:絶滅危惧Ⅱ類 

NT:準絶滅危惧 

DD:情報不足 

LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

Ⅴ 

「北海道レッドリスト 植物編」 

(北海道 平成13年) 

Ex:絶滅 

Ew:野生絶滅 

Cr:絶滅危機種 

En:絶滅危惧種 

Vu:絶滅危急種 

Nt:希少種 

※未改訂版(魚類編、植物)は旧表記のRと記載 

Lp:地域個体群 

N:留意種 
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②重要な植物群落の分布状況 

調査結果を表4.3.5-3及び図4.3.5-2に示す。 

 

表4.3.5-3 重要な植物群落の分布状況 

No 名称 
選定根拠 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

① 
旧役場庁舎 
(イチョウ・キタコブシ・クロマツ) 

 
記念保

護樹木 
   

② 西光寺のケヤキ  
記念保

護樹木 
   

- エゾイタヤ－シナノキ群落   9   

- チシマザサ－ブナ群団   9   

- ヤナギ低木群落   9   

- 海岸断崖植生   10   

- 自然草原   10   

- 高茎草原   10   

※) 選定基準は、「第2回自然環境保全基礎調査要綱 特定植物群落選定基準（昭和53年、環境庁）」である。 

  また、カテゴリーは、表3.1.5-18に示すとおりである。 
注）No.は図4.3.5-2の図中の番号に対応する。 

 

 

③巨樹・巨木林の分布状況 

調査結果を表4.3.5-4及び図4.3.5-2に示す。 

 

表4.3.5-4 巨樹・巨木の分布状況 

町村名 No 名称 所在地 カテゴリー※ 

寿都町 
① 

旧役場庁舎 

(イチョウ・キタコブシ・ 

クロマツ) 

寿都郡寿都町字渡島町 

寿都保育園 記念保護樹木 

② 西光寺のケヤキ 寿都町字歌棄町歌棄440 記念保護樹木 

※) 選定基準は、「第4回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林選定基準（平成2年、環境庁）」である。 

  また、カテゴリーは、表3.1.5-18に示すとおりである。 
注）No.は図4.3.5-2の図中の番号に対応する。 
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図4.3.5-2 重要な植物群落及び巨樹・巨木の
分布状況 

1:100000 

① 

② 

※図中の数字は、表4.3.5-4に示すNoと対応する。 

島牧村

黒松内町 

寿都町 

出典等：「第4回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木調査」 
(環境庁 昭和63年)、「第5回自然環境保全基礎調査
(植生調査)」(環境省生物多様性センター)を参考に
作成した。 
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(2)予測 

(a)予測項目 

 予測項目は以下に示す通りとした。 

 ・事業実施想定区域内における、重要な植物の生育環境の変化の程度 

 ・事業実施想定区域及びその周囲における、重要な植物群落の変化程度 

 ・事業実施想定区域及びその周囲における、巨樹、巨木林の変化の程度 

 

(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状況、重要な植物群落、巨樹・巨木林の重

ね合わせにより、直接改変に伴う生育環境、重要な植物群落、巨樹・巨木林の程度を整理するも

のとした。 

 

(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 

予測地域の地形は寿都湾に流下する朱太川由来の扇状地性低地とその両岸の岩石台地、小起

伏・中起伏山地などから形成されており、ブナクラス域の自然植生が残存するものの、集落に近

い地域などでは代償植生となっている。 

事業実施想定区域は寿都湾に面した朱太川下流域の低地及び山麓に位置し、主に、畑地、水田、

クロマツ植林、市街地等が分布する。また、一部にはエゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－

ブナ群団が残存する。 

以上の環境を踏まえた予測の結果は表4.3.4-5に示すとおりであり、高山帯や高層湿地などに生

育する一部の種を除く81種については、事業実施想定区域内に主な生育環境が存在するため、施

設の存在により生育環境が変化する可能性があると予測した。また、風車の配置が重要な植物の

生育地に重なる場合は、事業の実施により重大な影響を受ける可能性があると予測した。 
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表4.3.5-5(1) 重要な植物への影響の予測結果 

 
注）○：主な生育環境が事業実施想定区域に含まれないため、施設の存在により生育環境が変化する可能性はない。 

×：主な生育環境が事業実施想定区域に含まれるため、施設の存在により生育環境が変化する可能性がある。 

イワヒバ 山地の岩壁などにくっついて生える ○

チシマヒメドクサ 山地の川岸などの湿地 ○

エゾミヤマヤナギ 高山～亜高山 ○

コオノオレ 山地の尾根上で、日の当たる乾燥した場所に自生 ○

エゾエノキ 山すそなどに生える ×

タチゲヒカゲミズ 低地の湿ったところ ×

エゾノミズタデ 池や沼の中や周りの湿地 ×

ヒメタデ 畑地や水湿地に生える ×

ホソバイヌタデ 河川敷内の自然湿地 ×

ヤナギヌカボ 水辺に生える ×

ノダイオウ 湿地や水辺に生える ×

エゾマンテマ 温帯。海岸や川原の岩礫地 ×

フクジュソウ 温帯。丘陵地や山地の落葉樹林縁や林下に生える ×

チャボカラマツ 石灰岩の岩壁に生育する。 ×

シラネアオイ
温帯北部。山地や高山の木陰や雪渓・雪田のそばに群
生

○

ネムロコウホネ 池や沼の水中に生える ×

オクエゾサイシン 雪の多い山の斜面などに生える ×

ヤマシャクヤク 低山地の広葉樹林内 ×

ベニバナヤマシャクヤク
丘陵地や山地の、主として針広混交林や落葉広葉樹林
の下に生える

×

エゾオトギリ 石灰岩地帯の岩礫の割れ目や岩上に生育する ×

エゾノジャニンジン 高山の乾いた草原 ○

シリべシナズナ 高山の岩壁に生える ○

モイワナズナ 山地の岩場 ×

ワサビ 山地の清水の湧き出る湿地や水中 ×

コモチレンゲ 海岸の岩上に生える ×

エゾノチャルメルソウ 山地の沢などの湿地 ×

エゾサンザシ 高山草原に生える ○

チョウノスケソウ 高山の湿った礫地や岩地、草地 ○

カラフトイバラ 日当たりのよい平地の草原の縁など ×

エゾシモツケ 山地の岩石地 ×

タイツリオウギ 高山の岩地やその周辺 ○

ノウルシ 川岸などの湿った所に群生 ×

オオバタチツボスミレ 低地から山地の湿地 ×

シロコスミレ 湿り気があり日当たりのよい草地 ×

ナガハシスミレ 丘陵地や山地に生える ×

イソスミレ 海岸の砂地 ×

ミズスギナ 池や湿地に生える ×

オオウメガサソウ やや乾燥した林中や林縁 ×

種名 生育環境 予測結果分類群

植物
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表4.3.5-5(2) 重要な植物への影響の予測結果 

 

注）○：主な生育環境が事業実施想定区域に含まれないため、施設の存在により生育環境が変化する可能性はない。 

×：主な生育環境が事業実施想定区域に含まれるため、施設の存在により生育環境が変化する可能性がある。 

イチゲイチヤクソウ 大雪山系の針葉樹林の暗い林床 ○

エゾイチヤクソウ 針葉樹林下に生える ×

エゾムラサキツツジ 山地の岩場 ×

クリンソウ 谷間の湿地 ×

エゾオオサクラソウ 高山の林縁や谷沿いの湿気の多いところ ×

ハイハマボッス 海近くの湿った湿地 ×

バシクルモン 海岸の草地 ×

ヒメヨツバムグラ 日当たりのよい土手や丘陵地 ×

ハクチョウゲ 庭園や公園などに広く植栽されている ×

カラフトハナシノブ 草原や広葉樹林に生える ×

ミヤマハナシノブ 高山または山間の草地 ×

ムシャリンドウ 日当たりのよい草地 ×

エゾニガクサ 山地に生える ×

ミヤマママコナ 深山の林縁や草地。 ×

ハマウツボ 砂地の河原や砂丘。 ×

キヨスミウツボ 山地の木陰 ×

タヌキモ 湖沼などに生える。 ×

ヤチコタヌキモ 古くて浅い池に生える ×

エゾヒョウタンボク 山地の岩礫地とその周辺 ×

ネムロブシダマ 山林。 ×

バアソブ 山地林下に生える ×

キキョウ 山野の草地に生える ×

キタノコギリソウ 北地の海岸に生える ×

イワヨモギ 山中や海岸の岩場 ×

ピレオギク 海岸の岩の裂け目など ×

エゾタカネニガナ 蛇紋岩の崩壊地など ○

オオヒラウスユキソウ 石灰岩の礫地に生える ○

フォーリーアザミ 林間の草地に生える ×

エゾヨモギギク 原野や海岸に生える ×

オダサムタンポポ 山地から湿地に生える ×

オナモミ 道端などに生える ×

オオシバナ 塩性湿地 ×

イトモ 湖沼や溜池、河川、水路。 ×

ナガバエビモ 湖沼や水路などにまれに生育 ×

カタクリ 北向きで適湿な落葉樹林内 ×

コナギ 水田や池に生える ×

ミノゴメ 比較的自然度の高い湿田、休耕田、用水路、溜池畔 ×

エゾムギ 深山の林中に生育 ×

分類群 生育環境

植物

種名 予測結果
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表4.3.5-5(3) 重要な植物への影響の予測結果 

 

注）○：主な生育環境が事業実施想定区域に含まれないため、施設の存在により生育環境が変化する可能性はない。 

×：主な生育環境が事業実施想定区域に含まれるため、施設の存在により生育環境が変化する可能性がある。 

  

エゾヤマコウボウ 山地に生える ×

タチイチゴツナギ 北海道、本州中部以北には牧草として栽培、帰化 ×

ハイドジョウツナギ 水辺に生える ×

ヒメカイウ
低地から山地～亜高山帯の湿原や湖沼の湖岸、用水路
などの水域

×

ミクリ 湖沼や小川などの水中 ×

タマミクリ 山地帯から亜高山帯の沼地や湿地に生える。 ×

エゾミクリ 湖沼や流れのある水の中 ×

ネムロスゲ 海岸の砂地から礫浜に生育 ×

エゾツリスゲ 丘陵地から山地の湿地。 ×

ヒロハイッポンスゲ ミズゴケ湿原に生える ○

シコタンスゲ 高海岸の岩上に生える ×

オノエスゲ 高山帯の草地に生える ○

コイヌノハナヒゲ 高層湿原や湿地 ○

キンセイラン 広葉樹林の縁 ×

サルメンエビネ 落葉広葉樹林に生える ×

アツモリソウ 高山の日当たりのよい草地や明るい林 ○

コイチヨウラン
山地～亜高山帯の針葉樹林あるいは夏緑広葉樹林の林
床

○

カキラン 日当たりの良い湿地 ×

ギボウシラン 常緑樹林内や湿った林内 ×

アリドオシラン 亜高山帯の針葉樹林の下 ○

エゾサカネラン 落葉広葉樹林下に生える ×

サカネラン 落葉広葉樹林下に生える ×

ヒロハトンボソウ 夏緑広葉樹林の林床や林縁 ×

ミヤマチドリ 高山の針葉樹林や低木林に生える ○

トキソウ 日当たりのよい湿地 ×

- -101種

生育環境分類群 種名 予測結果

植物
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②重要な植物群落への影響 

予測結果は表4.3.5-6に示すとおりであり、事業実施想定区域内にはエゾイタヤ－シナノキ群落

及びチシマザサ－ブナ群団が存在し、これらの植物群落は事業による影響を受ける可能性がある。

また、これらの植物群落上に風車を設置する場合は重大な影響を受ける可能性があると予測した。

なお、旧役場庁舎のイチョウ・キタコブシ・クロマツ、西光寺のケヤキ、ヤナギ低木群落、海岸

断崖植生、自然草原、高茎草原については、事業実施想定区域内に存在しないため、事業実施に

伴う影響はないと予測した。 

 

表4.3.5-6 重要な植物群落への影響の予測結果 

No 名称 
選定根拠 

予測結果 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

① 

旧役場庁舎 
(イチョウ・キタ
コブシ・クロマ
ツ) 

 
記念保

護樹木 
   

事業実施想定区域外に位置する
ことから、事業実施に伴う影響
はないと予測する。 

② 西光寺のケヤキ  
記念保

護樹木 
   

事業実施想定区域外に位置する
ことから、事業実施に伴う影響
はないと予測する。 

 
エゾイタヤ－シ
ナノキ群落 

  9   
事業実施想定区域内に存在する
ため、事業実施に伴う影響を受
ける可能性があると予測する。 

 
チシマザサ－ブ
ナ群団 

  9   
事業実施想定区域内に存在する
ため、事業実施に伴う影響を受
ける可能性があると予測する。 

 ヤナギ低木群落   9   
事業実施想定区域外に位置する
ことから、事業実施に伴う影響
はないと予測する。 

 海岸断崖植生   10   
事業実施想定区域外に位置する
ことから、事業実施に伴う影響
はないと予測する。 

 自然草原   10   
事業実施想定区域外に位置する
ことから、事業実施に伴う影響
はないと予測する。 

 高茎草原   10   
事業実施想定区域外に位置する
ことから、事業実施に伴う影響
はないと予測する。 

注）No.は図4.3.5-2の図中の番号に対応する。 

 

③巨樹・巨木林への影響 

予測結果は、表4.3.5-7に示すとおりであり、事業実施想定区域内には巨樹・巨木林は存在しな

いため、事業実施に伴う影響はないと予測した。 

 

表4.3.5-7 巨樹・巨木林への影響の予測結果 

No 名称 所在地 予測結果 

① 

旧役場庁舎 

(イチョウ・キタコブシ・ 

クロマツ) 

寿都郡寿都町字渡島町 

寿都保育園 

事業実施想定区域外に位置することか

ら、事業実施に伴う影響はないと予測し

た。 

② 西光寺のケヤキ 寿都町字歌棄町歌棄440 
注）No.は図4.3.5-2の図中の番号に対応する。 
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(3)評価 

(a)評価手法 

 評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後、事業計画を検討する上

で配慮が必要とされる事項を整理した上で、重大な環境影響が回避又は低減されるかどうかを評

価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域に主な生育環境が存在するものと予測される81種の重要な植物

及びエゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－ブナ群団については、生育地の直接改変、施設の

存在により影響を受ける可能性があると示唆された。また、これらの重要な植物の生育地や植物

群落上に風車を設置する場合は重大な影響を受ける可能性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価する。 

 

○絶滅危惧種等の重要な種の生育状況に留意して、風力発電機の配置及び環境保全措置を検討す

る。 

○専門家等へヒアリングを行い、配置等の検討や動物の調査期間、手法に反映する。 

○改変面積の抑制に努めるとともに、重要な植物の生育地に配慮した、風力発電機の配置等を検

討する。 
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4.3.6 生態系 

(1)調査 

(a)調査項目 

 調査項目は、以下に示す。 

 ・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、表4.3.6-1によって抽出した。重要な自然環境のまとまりの場の選定は、表4.3.6-1

に示す選定基準に基づいて行った。 

 

(c)調査地域 

 調査地域は、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 
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表 4.3.6-1(1) 重要な自然環境のまとまりの場の調査手法及び選定根拠 

選定根拠 カテゴリー 

Ⅰ 

「文化財保護法」 
(昭和25年5月30日法律第214号  
最終改正：平成26年6月13日法律第69号) 

「北海道文化財保護条例」 
(昭和30年11月30日条例第83号  
最終改正：平成21年3月31日条例第15号) 

特天：国指定特別天然記念物 
国天：国指定天然記念物 
道天：北海道指定天然記念物 

Ⅱ 

「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）」で定め
られた下記の基準によって指定された湿地 
（外務省、1975年） 

【基準1】特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希
少なタイプの湿地 

【基準2】絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地 
【基準3】生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物

を支えている湿地 
【基準4】動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている

湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所と
なる湿地 

【基準5】定期的に２万羽以上の水鳥を支える湿地 
【基準6】水鳥の１種または１亜種の個体群で、個体数の１％

以上を定期的に支えている湿地 
【基準7】固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えてい

る湿地。また湿地というものの価値を代表するよう
な、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体
群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献す
るような湿地 

【基準8】魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な
湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な
回遊経路となっている湿地 

【基準9】湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜
種の個体群で、その個体群の１パーセントを定期的
に支えている湿地 

Ⅲ 

「日本の重要湿地500」 
環境省が生物多様性保全の観点から、以下の
基準で選定した重要湿地 
（環境省） 

【基準1】湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングローブ
林、藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・生息地と
して典型的または相当の規模の面積を有している
場合 

【基準2】希少種、固有種等が生育・生息している場合 
【基準3】多様な生物相を有している場合 
【基準4】特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が

生息する場合 
【基準5】生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、産卵場

等)である場合 

Ⅳ 

「重要野鳥生息地（IBA）」 
BirdLife InterNationnalが以下の基準で選
定した重要野鳥生息地 
（BirdLife InterNationnal (財)日本野鳥の
会） 

【基準1】…世界的に絶滅の危機にある種が生息している。 
【基準2】…限定された地域に生息する種、または固有種が生

息している。 
【基準3】…あるバイオームに特徴的な種の相当種が生息して

いる。 
【基準4】…多くの渡り鳥が利用／生息している。 

Ⅴ 

「Key Biodiversity Area（KBA、生物多様性
の保全の鍵になる重要な地域）」 
CONSERVATION INTERNATIONNAL JAPANが以下
の基準で選定した地域 
（CONSERVATION INTERNATIONNAL JAPAN） 

【危機性】…KBA対象種リストにおけるCR、ENに該当する種
が1個体でも存在するサイト ／VUにあたる種が
30個体、あるいは10ペア以上存在するサイト 

【非代替性ａ】…世界で50,000km 以下の限られた範囲にしか
分布しない種の個体数の5%が集中して
分布するサイト 

【非代替性ｂ】…世界的個体数の1%がある特定の季節(時期)
に集まるサイト 

【非代替性ｃ】…世界的個体数の1%がある特定の季節(時期)
に集まるサイト 

【非代替性ｄ】…他の個体群への個体の供給数が、全世界の
個体数の1%以上を占める個体群がいる
サイト 

Ⅵ 
「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化
のための手引き」 
(平成23年1月、平成27年9月修正版、環境省) 

・渡り経路(渡) 

4-41

（73）



 

 

表 4.3.6-1(2) 重要な自然環境のまとまりの場の調査手法及び選定根拠 

選定根拠 カテゴリー 

Ⅶ 
「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） 

・鳥獣保護区（鳥） 
・特別保護地区（特） 
・特別保護指定区域（特指） 
・鳥獣保護区（道鳥） 
・特別保護地区（道特） 

Ⅷ 

「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） 
「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） 

・生息地等保護区（生） 
・生息地等保護区（道生） 

Ⅸ 

北海道自然環境等保全条例 
(昭和48年12月11日条例第64号 
最終改正：平成26年3月28日北海道条例第
23号) 

環境緑地保護地区：市町村の市街地及びその周辺地のうち、
環境緑地として維持又は造成すること
が必要な地区 

自然景観保護地区：森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、湖沼、
河川、海岸等の所在する地域のうち、良
好な自然景観地として保護することが必
要な地区 

学術自然保護地区：動物の生息地、植物の生育地及び地質鉱
物の所在地のうち、学術上価値のあるも
のとして保護することが必要な地区 

記念保護樹木：由緒・由来のある樹木又は住民に親しまれて
いる樹木のうち、郷土の記念樹木として保護
することが必要なもの 

Ⅹ 

自然環境保全調査報告書(第１回緑の国
勢調査) 

植生自然度 
(昭和51年、環境庁) 

10：高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層
の植物社会を形成する地区  

9：エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多
層の植物社会を形成する地区  

  

第2回自然環境保全基礎調査要綱 
特定植物群落選定基準 
(昭和53年、環境庁) 

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 

  
第4回自然環境保全基礎調査 
巨樹・巨木林選定基準 
（平成2年、環境庁） 

地上から1.3mの高さでの幹周りが3m以上の端木、樹林、並木 

ⅩⅢ 

「自然公園法」 
（昭和32年、法律第85号） 
「北海道立自然公園条例」 
（昭和33年、条例第36号） 

・国立公園（国立） 
・国定公園（国定） 
・道立自然公園（道） 

ⅩⅣ 

「自然環境保全法」 
（昭和47年、法律第85号） 
「北海道自然環境等保全条例」 
（昭和48年、条例第64号） 

・原生自然環境保全地域（原） 
・自然環境保全地域（自） 
・北海道自然環境保全地域（道自） 
・北海道緑地環境保全地域（道緑） 

ⅩⅤ 
「森林法」 
（昭和26年、法第249号） 

・保安林（保） 

ⅩⅥ 
「北海道自然環境保全指針」 
（平成元年） 

・すぐれた自然地域 
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(d)調査結果 

 調査結果は、表4.3.6-2及び図4.3.6-1に示す通りである。 

 調査の結果、事業実施想定区域及びその周囲において、植生自然度区分9以上の群落（エゾイタヤ

-シナノキ群落、チシマザサ－ブナ群団、ヤナギ低木群落、海岸断崖植生、自然草原、高茎草原）、

巨樹・巨木（旧役場庁舎のイチョウ・キタコブシ・クロマツ、西光寺のケヤキ）、狩場茂津多道立自

然公園、保安林及び中規模海蝕崖が確認された。 

 

表4.3.6-2 重要自然環境のまとまりの場の分布状況の調査結果 

No 名称 選定根拠 カテゴリー 

 エゾイタヤ－シナノキ群落 

Ⅹ 

9  チシマザサ－ブナ群団 

 ヤナギ低木群落 

 海岸断崖植生 

10  自然草原 

 高茎草原 

① 
旧役場庁舎 
(イチョウ・キタコブシ・ク
ロマツ)   記念保護樹木 

② 西光寺のケヤキ 

- 狩場茂津多道立自然公園 ⅩⅢ 道 

- 保安林 ⅩⅤ 保 

- 中規模海蝕崖 ⅩⅥ  

※選定基準及びカテゴリーは、表4.3.6-1に対応する。 
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1:100000 

図4.3.6-1(1) 重要な自然環境のまとまり
の場の状況 

出典等：表4.3.6-1の文献データを使用して作成した。 

寿都町 

黒松内町 

島牧村 

旧役場庁舎(イチョ

ウ・キタコブシ・ク

ロマツ) 

西光寺のケヤキ 
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1:100000 

図4.3.6-1(2) 重要な自然環境のまとまり
の場の状況 

出典等：表4.3.6-1の文献データを使用して作成した。 

寿都町 

黒松内町 

島牧村 
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(2)予測 

(a)予測項目 

 予測項目は以下の通りとした。 

 ・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の変化の程度 

 

(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施設存在

及び施設の稼働に伴う重要な自然環境のまとまりの場の変化の程度を整理するものとした。 

 

(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4.3.6-3に示すとおりであり、事業実施想定区域内にはエゾイタヤ－シナノキ群

落及びチシマザサ－ブナ群団、保安林、中規模海蝕崖が存在し、これらは事業による影響を受け

る可能性がある。また、これらの自然環境のまとまりの場上に風車を設置する場合は重大な影響

を受ける可能性があると予測した。なお、ヤナギ低木群落、海岸断崖植生、自然草原、高茎草原、

旧役場庁舎のイチョウ・キタコブシ・クロマツ、西光寺のケヤキ、狩場茂津多道立自然公園につ

いては、事業実施想定区域内に存在しないため、事業実施に伴う影響はないと予測した。 

 

表4.3.6-3 重要な自然環境のまとまりの場の変化の程度の予測結果 
No 名称 選定根拠 カテゴリー 予測結果 

 エゾイタヤ－シナノキ群落 

Ⅹ 

9 

重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域内に存在するため、事業実
施による影響を受ける可能性がある。  チシマザサ－ブナ群団 

 ヤナギ低木群落 
重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域外に位置するため、事業実
施による影響を受ける可能性はない。 

 海岸断崖植生 

10 
重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域外に位置するため、事業実
施による影響を受ける可能性はない。 

 自然草原 

 高茎草原 

① 
旧役場庁舎 
(イチョウ・キタコブシ・ク
ロマツ)   

記念保護 
樹木 

重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域外に位置するため、事業実
施による影響を受ける可能性はない。 

② 西光寺のケヤキ 

 狩場茂津多道立自然公園 ⅩⅢ 道 
重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域外に位置するため、事業実
施による影響を受ける可能性はない。 

 保安林 ⅩⅤ 保 

重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域内に存在するため、事業実
施による影響を受ける可能性がある。 

 中規模海蝕崖 ⅩⅥ  

重要な自然環境のまとまりの場は、事業
実施想定区域内に存在するため、事業実
施による影響を受ける可能性がある。 
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(3)評価 

(a)評価手法 

 評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後、事業計画を検討する上

で配慮が必要とされる事項を整理した上で、重大な環境影響が回避又は低減されるかどうかを評

価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

 予測の結果、事業実施想定区域と重ならず、また、距離が離れている重要な自然環境のまとま

りの場について、施設の存在及び施設の稼働により重大な影響を受ける可能性はほとんどない。 

しかし、事業実施想定区域に含まれるエゾイタヤ－シナノキ群落、チシマザサ－ブナ群団、保

安林、中規模海蝕崖といった重要な自然環境のまとまりの場については、直接改変、施設の存在

及び施設の稼働により影響を受ける可能性があると示唆された。また、これらの自然環境のまと

まりの場上に風車を設置する場合は重大な影響を受ける可能性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価する。 

 

○風力発電機の設置に当たっては、改変面積を最小限に留めるなど配慮し、自然林のような重要

な自然環境のまとまりの場を多く残存させるよう配慮する。 

○自然林のような自然環境のまとまりの場において、比較的、動植物の生息・生育状況が多い場

について影響を低減させるよう、風力発電機の配置等の保全措置の検討を行う。 

○風力発電機の配置等を検討するにあたって保安林内を対象とする場合は、北海道水産林務部林

務局治山課や所轄する森林管理局と調整を行う。 
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4.3.7 景観 

(1)調査 

(a)調査項目 

 調査項目は、以下に示す通りとした。 

・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 

 

(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、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

 調査結果は、「3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況(1) 景観の状況」に示す通

りである。 
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(2)予測 

(a)予測項目 

 予測項目は以下に示す通りとした。 

 ・事業実施想定区域及びその周囲の景観資源及び主要な眺望点の改変の程度 

 ・事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

 ・事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望景観の変化の程度 

 

(b)予測手法 

①主要な景観資源の改変の程度 

 予測手法は、主要な景観資源と事業実施想定区域の重ね合わせにより、改変の有無を把握した。 

 

②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点は、コンピュータ解析によって作成した可視領域図に基づき、主要な眺望点から

の風力発電機ごと（仮配置場所）の視認可能性について把握を行うものとした。 

なお、可視領域図の作成及び視認可能性の把握に際しての条件は以下のとおりである。 

 ・風力発電機の最高高さは、ブレード上端部の地上150mとした。 

 ・風力発電機の視認の有無は、上端部（風力発電機の最高高さ150m）で予測した。 

 ・風力発電機の配置は、事業者が地形等を考慮し、配置可能であると考える「仮配置場所」を

想定した。（図4.3.7-2参照）。仮配置に配置される風力発電機は、本事業で予想される最大

発電量である最大49,000kW程度（3,500kW×14基を想定）を想定した。 

・可視領域図の作成に際しては、標高データとして、国土地理院の基盤地図情報（10m標高メ

ッシュ）を使用した。なお、樹木や人口構造物等による遮蔽は考慮していない。 

 

③主要な眺望地点からの景観の変化の程度 

 予測手法は、各眺望点における風力発電機（仮配置場所）までの最短距離と、風力発電機（仮

配置場所）の垂直見込み角の程度から、風力発電機ごとに主要な眺望地点からの景観の変化の程

度を把握した。 
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(c)予測地域及び予測地点 

①景観資源及び主要な眺望点の改変の程度 

 予測地域は、調査地域と同様とした。 

  

②主要な眺望景観 

予測地点を表4.3.7-1及び図4.3.7-1に示す。 

 

 表4.3.7-1 事業実施想定区域に含まれる主要な景観資源 

町名 名称 概要 

島牧村 
泊～弁慶岬段丘 海成段丘 
歌島沼 湖沼 
ヒヤミズ沢渓谷 峡谷・渓谷 

寿都町
島牧村 

弁慶岬海岸 海食崖 

寿都町 

寿都段丘 海成段丘 
歌棄～磯谷段丘 海成段丘 

北海道有形文化財指定 
カクジュウ佐藤家 
(漁場建築佐藤家) 

義経の家臣、佐藤継信の末裔が明治初期に建てた魚場建築
の代表的な建築物。 

風力発電所施設群 
寿都町では、クリーンなエネルギーとして、平成元年に全
国自治体初の風力発電所を開設。環境に優しいクリーンな
まちづくりのシンボルとなっている。 

蘭越町 
雷電火山群 火山群 
港町海岸 砂丘 
尻別川 河川 

 

③主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

 予測地点を表4.3.7-2及び図4.3.7-2に示す。 

 

 表4.3.7-2 可視領域内に位置する主要な眺望点 

No 名称 町村名 概要 

① 寿都神社 寿都町 国道229号から高台に上った渡島に建つ古い歴史のある神社。 

② 月越高原 
島牧村 

黒松内町 

島牧村と黒松内町の境界にある高原。一般道道523号美川黒松内線が

通る。 

③ 弁慶岬 寿都町 
寿都町と島牧村の境界にある岬。弁慶像の他、駐車場、休憩所、ト

イレ、展望スペースもある。 

④ 歌島高原 寿都町 島牧村歌島にある高原。歌島林道を車で上り、標高364ｍに位置する。 
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(d)予測結果 

①主要な景観資源の改変の程度 

予測の結果は図4.3.7-1に示すとおりであり、「風力発電所施設群」、「寿都段丘」、「歌棄～磯谷

段丘」が事業実施想定区域内に存在し、施設の存在及び施設の稼働に伴う影響を受ける可能性が

ある。また、これらの景観資源を直接改変する場合は重大な影響があると予測した。 

一方、「雷電火山群」、「尻別川」、「北海道有形文化財指定カクジュウ佐藤家(漁場建築佐藤家)」、

「弁慶岬海岸」、「泊～弁慶岬段丘」、「歌島沼」、「ヒヤミズ沢渓谷」については事業実施想定区域

に含まれないため、施設の存在及び施設の稼働に伴う影響を受ける可能性はないと予測した。 

 

②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

予測の結果を表4.3.7-3及び図4.3.7-2に示す。なお、予測に際して、樹木や人工構造物等によ

る遮蔽は考慮していない。 

可視領域図上では、主要な眺望点4地点のうち、「寿都神社」、「月越高原」の2地点では風力発電

機が視認される可能性が高いと予測した。また、「弁慶岬」、「歌島高原」の2地点については、風

力発電機が視認される可能性が低いと予測した。 
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寿都段丘 

雷電火山群 

尻別川 
弁慶岬海岸 

北海道有形文化財指定カクジ

ュウ佐藤家(漁場建築佐藤家) 

ヒヤミズ沢渓谷 

図4.3.7-1 主要な景観資源の状況及び 

予測結果 

出典等：「第3回自然環境保全基礎調査 日本の自然景
観」(環境庁、平成元年)、「地域の良好な景

観資源」(後志総合振興局公表資料)を使用し

て作成した。 

歌棄～磯谷段丘 

1:150000 

泊～弁慶岬段丘 

歌島沼 

風力発電所施設群 

黒松内町 

島牧村 

寿都町 

港町海岸 
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図4.3.7-2(1) 主要な眺望点からの風力発電
機の視認可能性の状況 

出典等：表3.1.6-4に示す参考資料を使用して作成した。 

黒松内町 

1:150000 

島牧村 

寿都町 

眺望方向 

360°方向 
（明確な眺望対象無しを含む） 
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図4.3.7-2(2) 主要な眺望点からの風力発電
機の視認可能性の状況 

出典等：表3.1.6-4に示す参考資料を使用して作成した。 

1:100000 

黒松内町 

島牧村 

寿都町 

眺望方向 

360°方向 
（明確な眺望対象無しを含む） 
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③主要な眺望景観の変化の程度 

予測の結果は、表4.3.7-3に示す通りである。 

主要な眺望景観の変化の程度について、各主要な眺望点における風力発電機の垂直見込み角が

2°を超えないため、眺望景観に視覚的な変化はないと予測した。 

 

表4.3.7-3 主要な眺望景観の変化の程度の予測結果（主要な眺望点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）No.は図4.3.7-2の図中の番号に対応する。 

 

 

表4.3.7-4 垂直見込角と鉄塔の見え方の知見 

 
出典等：「景観対策ガイドライン（案）」（1981年、ＬＨＶ 送電特別委員会環境部会立地分科会）を使用し 

て作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 予測に際しては、表4.3.7-4に示す「景観対策ガイドライン(案)」(1981年、UHV送電特別委員会環境部会立地

文科会)による垂直見込角と鉄塔の見え方の知見を参考とし、垂直見込角が2°を超える場合に、眺望景観に視覚

的な変化が生じるとして予測を行った。 

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° 十分に見えるけれど、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
よらず、さらに環境融和塗色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° 比較的細部までよ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°
め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査しえない。

20° 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。

風車設置予定位置
までの最短距離

No 地点名称 垂直見込角

約4.9km

1.7°

約5.4km

1.6°

約9.9km

0.9°

約8.9km

1.0°

予測地点
事業実施想
定区域から
の方位

視認可能性
の程度

予測結果

① 寿都神社 北西 高い
風力発電機の見え方は「場合によっては気になり
だす」、「環境融和塗装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。

② 月越高原 南西 高い

風力発電機の見え方は「場合によっては気になり

だす」、「環境融和塗装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。

③ 弁慶岬 北西 低い

風力発電機の見え方は「十分に見えるけれど、景

観的にはほとんど気にならない」程度であると予
測する。

④ 歌島高原 北西 低い
風力発電機の見え方は「十分に見えるけれど、景
観的にはほとんど気にならない」程度であると予
測する。

狩場山・茂津多・
積丹・雷電の岬

無

島牧村
羊蹄山

無

眺望対象
風車介在
の有無

日本海 無

360°方向 有
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(3)評価 

(a)評価手法 

 評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後、事業計画を検討する上

で配慮が必要とされる事項を整理した上で、重大な環境影響が回避又は低減されるかどうかを評

価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

①主要な景観資源の改変の程度 

予測の結果、事業実施想定区域内に存在する「風力発電所施設群」、「寿都段丘」及び「歌棄～

磯谷段丘」おいて、施設の存在及び施設の稼働に伴う影響を受ける可能性があり、事業の実施に

よる影響を受ける可能性があると示唆された。また、これらの景観資源を改変する場合は重大な

影響があると示唆された。 

しかし、今後、事業計画の検討にあたっては、主要な景観資源の分布状況に配慮して風力発電

機の配置計画等を検討し、景観資源について、直接的な改変を行わない等に配慮に努めることで、

重大な環境影響が回避又は低減されるものと評価する。 

  

②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

予測の結果、主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性については、下記の通りである。 

可視領域図上では、主要な眺望点4地点のうち、「寿都神社」、「月越高原」の2地点で風力発電機

の視認の可能性ある。 

しかし、今後、事業計画の検討にあたっては、主要な眺望点の分布状況に配慮して風力発電機

の配置計画等を検討し、主要な眺望点から風力発電機まで可能な限り距離の確保等に努めること

で、環境影響が回避又は低減されるものと評価する。 

 

③主要な眺望景観の変化の程度 

予測の結果は、表4.3.7-3に示す通りである。 

主要な眺望景観の変化の程度について、各主要な眺望点における風力発電機の垂直見込み角が

2°を超えないため、眺望景観に視覚的な変化は生じず、事業の実施に伴う影響はないと評価する。 
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4.3.8 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、以下に示す。 

・人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

 

(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、「第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況」と同じ範囲とした。 

 

(d)調査結果 

 調査結果は、「3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況(2) 人と自然との触れ合い

の活動の場」及び図4.3.8-1に示す。 
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図4.3.8-1 人と自然との触れ合いの活動
の場の状況 

出典等：表3.1.6-6に示す参考資料を使用して作成した。 

島牧村

黒松内町 

寿都町 

1:100000 
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(2)予測 

(a)予測項目 

 予測項目は以下の通りとした。 

 ・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、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、直接

改変の程度を整理した。 

 

(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 

 予測結果は表4.3.8-1に示すとおりであり、「浜中海岸野営場」、「寿都湾浜中パークゴルフ場」、

「朱太川」、「寿都温泉ゆべつのゆ」が事業実施想定区域に位置することから、これらについては

事業の実施により改変を受ける可能性がある。また、これらの施設の近傍に風車を設置する場合

は、重大な影響を受ける可能性があると予測した。 

 

表4.3.8-1 人と自然との触れ合いの活動の場への予測結果 

町村名 名称 予測結果 

寿都町 

歌島高原 
事業実施想定区域外に位置することから、事業実

施に伴う影響は無いと予測する。 

弁慶岬 
事業実施想定区域外に位置することから、事業実

施に伴う影響は無いと予測する。 

寿都温泉ゆべつのゆ 
事業実施想定区域内に存在しているため、事業実

施による影響を受ける可能性があると予測する。 

浜中海岸野営場 
事業実施想定区域内に存在しているため、事業実

施による影響を受ける可能性があると予測する。 

寿都町民スキー場 
事業実施想定区域外に位置することから、事業実

施に伴う影響は無いと予測する。 
寿都湾浜中 

パークゴルフ場 

事業実施想定区域内に存在しているため、事業実

施による影響を受ける可能性があると予測する。 
島牧村 

黒松内町 
月越高原 

事業実施想定区域外に位置することから、事業実

施に伴う影響は無いと予測する。 
寿都町 

黒松内町 
朱太川 

事業実施想定区域内に存在しているため、事業実

施による影響を受ける可能性があると予測する。 

黒松内町 

添別ブナ林 
事業実施想定区域外に位置することから、事業実

施に伴う影響は無いと予測する。 
黒松内ぶなの森 

自然学校 

事業実施想定区域外に位置することから、事業実

施に伴う影響は無いと予測する。 
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(3)評価 

(a)評価手法 

 評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後、事業計画を検討する上

で配慮が必要とされる事項を整理した上で、重大な環境影響が回避又は低減されるかどうかを評

価する手法とした。 

 

(b)評価結果 

 予測の結果、「浜中海岸野営場」、「寿都湾浜中パークゴルフ場」、「朱太川」、「寿都温泉ゆべつの

ゆ」は事業実施想定区域内に位置することから、これらの施設は事業の実施による影響を受ける

可能性があると示唆された。また、これらの施設の近傍に風車を設置する場合は、重大な影響を

受ける可能性があると示唆された。 

しかし、風力発電機の配置等の検討にあたって主に以下の点に留意することによって、重大な

環境影響が回避又は低減されるものと評価する。 

 

○人と自然との触れ合いの活動の場の分布に留意し、風力発電機の配置等を検討する。 

○風力発電機の配置等が人と自然との触れ合いの活動の場に近接する場合は、関係する自治体担

当課と調整を行う。 

 

4-60

（92）



 

 

4.4 総合的な評価 

事業実施想定区域に風力発電機を配置することにより、周辺環境に与える影響を検討した。

その結果、事業の計画段階で風力発電機の配置の検討等の環境配慮行うことで、重大な影響は、

回避、低減されるものと評価した。 

各境要素における環境影響が懸念される概要と、事業計画段階での環境配慮の内容を表

4.4-1 に示す。 
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表 4.4-1 環境影響の概要と環境配慮の内容 

環境要素 環境配慮の内容 評価結果

騒音及び超低周波音

騒音等の環境影響を回避、低減するために、
以下の環境配慮を行う。
○住民説明会等での住民意見を聴取した上
で、配置の検討を行う。
○学校や福祉施設等の施設での騒音等に留意
した風力発電機の配置を検討する。
○準備書段階において、音環境の現況を把握
し、風力発電機のパワーレベルを設定した上
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。

重要な地形及び地質

○重要な地形及び地質の分布に留意し、風力
発電機の配置等を検討する。
○組み立てサイトの検討に当たっては、重要
な地形及び地質への影響に配慮し、大規模な
造成を行わないようにする。

風車の影

風車の影の環境影響を回避、低減するため
に、以下の環境配慮を行う。
○住民説明会等での住民意見を聴取した上
で、配置の検討を行う。
○学校や福祉施設での風車の影の影響の程度
に留意した風力発電機の配置を検討する。
○準備書段階において、風車の影に関する影
響範囲及び時間を定量的に把握し、環境影響
の程度を把握した上で、必要な保全措置の検
討を行う。

動物

重要な動物種及び重要な生息地に配慮した配
置を検討する。また、土地改変、樹木の伐採
等を最小限に留めるなどの環境配慮を行う。

植物

重要な植物種及び重要な生育地に配慮した配
置を検討する。また、土地改変、樹木の伐採
等を最小限に留めるなどの環境配慮を行う。

生態系

重要な自然環境のまとまりの場に配慮した配
置を検討する。また、土地改変、樹木の伐採
等を最小限に留めるなどの環境配慮を行う。

主
要
な
景
観
資
源

主要な景観資源のうち、「寿都段
丘」、「歌棄～磯谷段丘」、「風力発
電所施設群」が施設の存在に伴う影響
が懸念される。

主要な景観資源の分布状況に配慮して風力発
電機の配置計画等を検討し、景観資源につい
て、直接的な改変を行わない等の環境配慮を
行う。

主
要
な
眺
望
景
観

施設の存在、施設の稼働により影響が
懸念される主要な眺望景観はない。

主
要
な
眺
望
点

主要な眺望点4地点のうち、「寿都神
社」、「月越高原」の2地点で施設の存
在に伴う影響が懸念される。

人と自然との触れ合
いの活動の場

○人と自然との触れ合いの活動の分布に留意
し、風力発電機の配置等を検討する。
○風力発電機の配置等を検討するにあたって
人と自然との触れ合いの活動を対象とする場
合は、関係する自治体担当課と調整を行う。

景観

主要な眺望景観に配慮して風力発電機の配置
計画等を検討し、景観資源について、直接的
な改変を行わない等の環境配慮を行う。

人と自然との触れ合いの活動の場のうち、
「浜中海岸野営場」、「寿都湾浜中パーク
ゴルフ場」、「朱太川」、「寿都温泉ゆべ
つのゆ」について、施設の存在、施設の稼
働により影響が懸念される。

環境影響が懸念される概要

事業実施想定区域内には、環境の保全につ
いての配慮が特に必要な施設として、寿都
寿海荘、寿都寿海荘医務室、歌棄慈光園が
存在する。また、224戸の住居等が分布す
る。
事業実施想定区域及びその周囲2kmの範囲に
は、小学校1校、医療機関1施設、福祉施設4
施設が存在する。また、同範囲には516戸の
住居等の施設が存在する。

左記の環境配慮を実施
することで、各案とも
に重大な影響を回避・
低減できる。

事業実施想定区域内には、「朱太川」、
「寿都段丘」、「歌棄～磯谷段丘」が含ま
れている。

事業実施想定区域内には、環境の保全につ
いての配慮が特に必要な施設として、寿都
寿海荘、寿都寿海荘医務室、歌棄慈光園が
存在する。また、224戸の住居等が分布す
る。
事業実施想定区域及びその周囲1.16kmの範
囲には、小学校1校、医療機関1施設、福祉
施設4施設が存在する。また、同範囲には
466戸の住居等の施設が存在する。

重要な動物（哺乳類2種、鳥類10種、魚類6
種、昆虫類4種、底生動物3種の合計25種）
について、施設の存在、施設の稼働により
生息環境への影響が懸念される。

重要な植物種（81種）について、施設の存
在、施設の稼働により生育環境への影響が
懸念される。

重要な自然環境のまとまりの場として「エ
ゾイタヤ-シナノキ群落」、「チシマザサ－
ブナ群団」、「保安林」、「すぐれた自然
地域」が事業実施想定区域に含まれ、施設
の存在、施設の稼働により影響が懸念され
る。施設の存在、施設の稼働により影響が
懸念される。
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