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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲の概況をとりまとめるにあたって、その調査範囲を対象事業実

施区域が存在する豊富町及び近接する稚内市とした。 

 

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. 気象の状況 

対象事業実施区域である稚内地方は日本海とオホーツク海に挟まれた地域であり、冬季には大

陸やオホーツク海からの季節風に晒されている。 

対象事業実施区域及びその周辺の気象観測所として、沼川地域気象観測所、豊富地域気象観測

所、幌延地域雨量観測所が設けられており、経年的な気象データが蓄積されている。各気象観測

所の所在地と位置を表 3.1-1 と図 3.1-1 に示した。 

 

対象事業実施区域に も近い気象観測所は、沼川地域気象観測所であった。 

各気象観測所における気象観測結果については、2014 年～2018 年までの月別及び全年の平均

観測値を表 3.1-2～表 3.1-4 に、気温、降水量、風速の気象データを図 3.1-2～図 3.1-4 に示

した。 

沼川地域気象観測所においては、年の平均気温は 5.6℃、平均風速は 2.3m/s、 多風向は東、

年降水量は 1,112.0mm、年日照時間は 1,432.1 時間であった。内陸に位置するため、年平均気温

や 低気温は低い値を示した。降雪期は 10 月～翌年 4 月迄で、年間の降雪量は 654.8cm、 深

積雪は 108.8cm となっている。 

豊富気象観測所においては、年の平均気温は 6.2℃、平均風速は 3.6 m/s、 多風向は東南東、

年降水量は 913.6mm、年日照時間は 1,442.4 時間であった。 

降雪期は 10 月～翌年４月迄で、年間の降雪量は 590.8cm、 深積雪は 68.8cm となっている 

幌延地域雨量観測所においては、年降水量は 955.5mm であった（降水量のみ観測）。 

 

 

表 3.1-1 気象観測所の所在地 

名 称 所在地 緯度経度 標高 

沼川地域気象観測所 稚内市声問村字沼川 緯度 45°14.9′、経度 141°51.1′ 23m 

豊富地域気象観測所 天塩郡豊富町字上サロベツ 緯度 45°06.4′、経度 141°45.9′ 18m 

幌延地域雨量観測所 天塩郡幌延町上幌延 緯度 45°0.4′、経度 141°51.1′ 5m 

出典：「宗谷地方の観測所の紹介」（稚内地方気象台 http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/index.html） 

「地域気象観測所一覧」（気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf） 

 

注）インターネットの閲覧による資料収集は、令和元年 5月に実施した（個別に記載があるものは除く）。 
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図 3.1-1 各地域気象観測所の位置
出典:「地域気象観測所一覧」 

（気象庁 HP www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf) 
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表 3.1-2 沼川地域気象観測所における地上気象観測結果（2014 年～2018 年） 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

平均気温 

（℃） 
5.6 -6.9 -6.3 -1.5 4.0 9.6 12.4 17.8 18.4 14.5 8.2 1.3 -4.1

高気温の 

平均（℃） 
9.9 2.2 4.3 9.3 17.8 22.8 24.8 28.0 27.5 25.6 19.9 13.3 7.9 

低気温の 

平均（℃） 
0.6 -22.6 -25.1 -17.2 -7.2 -2.8 -0.6 6.5 5.4 0.5 -4.7 -10.8 -16.4

平均風速 

（m/s） 
2.3 1.8 2.1 2.3 3.0 3.1 2.6 2.5 2.2 2.0 2.3 2.0 1.9 

多風向 東 北西 西 南西 南西 南西 東 南南西 東 東 南西 西南西 西 

降水量 

（mm） 
1112.0 81.4 61.0 61.2 49.1 61.0 103.5 139.6 104.5 121.1 127.0 108.4 94.2

日照時間 

（時間） 
1432.1 53.5 81.1 159.4 162.2 172.4 125.2 121.6 142.4 171.2 129.3 66.7 47.2

降雪量 

合計(cm) 
654.8 174.6 138.2 86.6 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 70.6 165.8

降雪量 

大(cm) 
33.2 21.4 22.4 19.4 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 16.4 26.0

深積雪 

(cm) 
108.8 96.0 107.0 95.2 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 25.0 58.4

注）  ：2018 年、欠測 

出典：「気象庁 HP」（http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 

 
表 3.1-3 豊富地域気象観測所における地上気象観測結果（2014 年～2018 年） 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

平均気温 

（℃） 
6.2 -6.2 -5.6 -1.2 4.4 10.0 13.0 18.2 19.0 15.4 8.8 1.9 -3.5 

高気温の

平均（℃） 
10.0 2.6 4.1 9.0 16.8 22.9 25.1 27.6 27.7 26.0 19.6 13.6 8.1 

低気温の 

平均（℃） 
1.8 -20.2 -23.4 -15.1 -5.4 -0.8 0.7 8.0 6.9 2.5 -1.6 -9.8 -14.5

平均風速 

（m/s） 
3.6 3.3 3.7 3.6 4.1 4.0 3.4 3.2 3.0 3.0 3.9 3.6 3.9 

多風向 東南東 東南東 東南東 東南東 南南西 南南西 南南西 南南西 東北東 東南東 東南東 東南東 西北西

降水量 

（mm） 
913.6 48.0 30.3 37.3 36.6 54.7 104.2 129.8 117.0 110.3 112.4 80.0 53.0 

日照時間 

（時間） 
1442.4 48.1 80.4 162.4 158.9 175.6 129.2 127.6 163.3 171.9 122.6 62.0 40.4 

降雪量 

合計(cm) 
590.8 172.6 126.8 90.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 57.4 133.8

降雪量 

大(cm) 
24.0 17.2 17.8 15.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 15.0 19.0 

深積雪 

(cm) 
68.8 62.0 67.4 57.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 20.0 39.6 

出典：「気象庁 HP」（http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 

 
表 3.1-4 幌延地域雨量観測所における地上気象観測結果（2014 年～2018 年） 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

降水量 

（mm） 
955.5 52.6 29.7 46.0 42.3 59.3 99.8 123.4 128.3 117.9 108.3 83.6 65.9 

注）  ：2016 年、欠測 

出典：「気象庁 HP」（http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html）
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図 3.1-2 各気象観測所における平均気温 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-3 各気象観測所における降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-4 各気象観測所における平均風速
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2. 大気質の状況 

(1) 大気汚染発生源の状況 

大気汚染の主な発生源としては、工場等の特定施設によるばい煙発生施設及び自動車交通によ

る排出ガスが考えられる。 

北海道における大気汚染発生源の状況は、「北海道環境白書'18」（平成 31 年 2 月、北海道）に

よると、平成 28 年度末現在の「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）に基づくばい煙発生

施設は 16,151 施設で、そのうちの約 78％をボイラー（12,667 施設）が占めている。一方、粉じ

ん発生施設（4,244 施設）では、鉱物・土石の堆積場が 1,755 施設、ベルトコンベア・バケット

コンベアが 1,630 施設と、共に約 40％を占めている。 

 

(2) 大気質の状況 

大気質の状況については、対象事業実施区域及びその周辺に関する既存資料を基に整理した。 

平成 29 年 3 月 31 日現在、北海道内における自動測定機による測定局は 91 局（一般環境大気：

73 局、自動車排ガス：18 局）で、その内 27 局（全て一般環境大気）を北海道が、42 局（一般

環境大気：29 局、自動車排ガス：13 局）を政令市が、1 局（一般環境大気）を環境科学研究セ

ンターが、21 局（一般環境大気：16 局、自動車排ガス：5局）をその他市町が設置している。 

対象事業実施区域及びその周辺には、国及び地方公共団体が設置している一般環境大気測定局

及び自動車排出ガス測定局は存在しない（「北海道の大気環境」 平成 30 年 8 月、北海道環境生

活部）。 

大気の汚染に係わる環境基準を表 3.1-5 に、北海道における大気汚染に係る環境基準の達成

状況を表 3.1-6 に示す。 
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表 3.1-5 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 評価区分 達成状況の判断 

二酸化いおう 

1 時間値の 1日平均値

が 0.04ppm 以下であ

り、かつ 1時間値が

0.1ppm 以下であるこ

と。 

短期的評価
1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm

以下であること。 

長期的評価

1日平均値の 2％除外値が 0.04ppm 以下であること。ただ

し、1日平均値が 0.04ppm を超える日が 2 日以上連続した

場合は、上記に関係なく未達成。 

二酸化窒素 

1 時間値の 1日平均値

が 0.04ppm から

0.06ppm までのゾーン

内またはそれ以下であ

ること。 

- 1 日平均値の 98％値が 0.06ppm 以下であること。 

一酸化炭素 

1 時間値の 1日平均値

が 10ppm 以下であり、

かつ 1時間値の 8時間

平均値が 20ppm 以下で

あること。 

短期的評価
1日平均値が10ppm以下であり、かつ、8時間平均値が20ppm

以下であること。 

長期的評価

1日平均値の 2％除外値が 10ppm 以下であること。ただし、

1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続した場合は、

上記に関係なく未達成。 

浮遊粒子状 

物質 

1 時間値の 1日平均値

が 0.1mg/m3以下であ

り、かつ 1時間平均値

が0.2mg/m3以下である

こと。 

短期的評価
1日平均値が 0.1mg/m3以下であり、かつ、1時間値が

0.2mg/m3以下であること。 

長期的評価

1日平均値の 2％除外値が 0.1mg/m3以下であること。ただ

し、1日平均値が 0.1 ㎎/m3を超える日が 2 日以上連続した

場合は、上記に関係なく未達成。 

光化学 

オキシダント 

1 時間値が 0.06ppm 以

下であること。 
- 

昼間（5時から 20 時まで）の 1時間値で評価し、これが

0.06ppm 以下であること。 

微小粒子状 

物質 

1 年平均値が 15μg/m3

以下であり、かつ、1

日平均値が35μg/m3以

下であること。 

-  

長期基準に関する評価は、1年平均値が 15μg/m3以下であ

ること。 

短期基準に関する評価は、1日平均値のうち年間 98 パーセ

ントタイル値が 35μg/m3以下であること。 

この両者のいずれかを満足しない場合は、未達成。 

       

物質 指針 

非メタン 

炭化水素 

光化学オキシダントの日 高 1時間値 0.06ppm に対応する午前 6時から 9時までの 3時間平均値

は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。 

出典：「北海道の大気環境」（平成 30 年 8月、北海道環境生活部） 
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表 3.1-6(1) 大気汚染に係る環境基準の達成状況[一般環境大気測定局] 

物質 環境基準の達成状況 

二酸化いおう 

二酸化いおうについては、全道 64 測定局（有効測定局は 63 局）で測定が行われている。平
成 26 年度では、環境基準の長期的評価（1日平均値の 2％除外値が 0.04ppm 以下）、短期的評
価（1 日平均値が 0.04ppm 以下、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下）とも、全局で環境基準を達
成していた。 

二酸化窒素 

二酸化窒素については、全道 63 測定局（うち有効測定局は 62 局）で測定が行われている。
平成 26 年度では、環境基準（1日平均値の年間 98％値が 0.06ppm 以下）を全局で達成してい
た。また、1 日平均値の年間 98％値が環境基準である 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内で達
成している測定局はなかった。 

一酸化炭素 
一酸化炭素については、全道 1測定局で測定が行われている。平成 26 年度では、環境基準の
長期的評価（1 日平均値の 2％除外値が 10ppm 以下）、短期的評価（1日平均値が 10ppm 以下で、
かつ、8時間平均値が 20ppm 以下）とも、全局で達成していた。 

浮遊粒子状 
物質 

浮遊粒子状物質については、全道 52 測定局（うち有効測定局は 50 局）で測定を行っており、
1日平均値の 2％除外値では 0.065mg/m3以上が 1測定局あるものの、すべての局で 0.10mg/ m3

以下となっている。一方、環境基準の短期的評価（1 日平均値が 0.10mg/m3以下、かつ、1 時
間値が 0.20mg/m3以下）では 3測定局で環境基準未達成となっており、長期的評価（1日平均
値の年間 2％除外値が 0.10mg/m3以下。ただし、1日平均値が 0.10mg/m3を超える日が 2日以上
連続した場合は上記に関係なく未達成。）は 1測定局で、環境基準未達成となっている。 

光化学 
オキシダント 

光化学オキシダントについては、全道 26 測定局で測定が行われている。平成 26 年度では 26
測定局で環境基準（昼間の 1 時間値が 0.06ppm 以下）が未達成となっていたが、大気汚染防
止法に定める緊急時の措置を講ずる場合として、北海道大気汚染緊急時対策実施要綱で定め
る注意報などの発令基準（1時間値が 0.12ppm 以上）を下回っていた。 

微小粒子状 
物質 

微小粒子状物質については、平成 26 年度に全道 13 測定局で測定が行われている。長期基準
に対する環境基準達成率は 11 局（84.6％）であった。 

 

物質 指針の達成状況 

非メタン 
炭化水素 

炭化水素については、全道 8測定局で測定が行われている。平成 26 年度における非メタン炭
化水素は、午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値を指針値の上限値（0.31ppmC）と比較する
と、年平均値では全局で下回っていたが、 高値では 7局で指針値を超えた日があった。 

出典：「北海道の大気環境」（平成 30 年 8月、北海道環境生活部） 

 

表 3.1-6(2) 大気汚染に係る環境基準の達成状況[自動車排出ガス測定局] 

物質 環境基準の達成状況 

窒素酸化物 

全 16 測定局で測定を行っており、二酸化窒素については、全局で環境基準（1 日平均値の年
間 98％値が 0.06ppm 以下）を達成していた。 
また、1 日平均値の年間 98％値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内にある測定局が 5 局あっ
た。 
なお、一酸化窒素及び二酸化窒素の年平均値の経年変化は、近年はほぼ横ばい若しくは減少
傾向で推移していた。 

一酸化炭素 

全 5測定局で測定を行っており、環境基準の長期的評価（1日平均値の 2％除外値が 10ppm 以
下）及び短期的評価（1日平均値が 10ppm 以下で、かつ、8時間平均値が 20ppm 以下）につい
て、全局で環境基準を達成していた。 
また、年平均値の経年変化は、環境基準（10ppm）と比較して低濃度で推移していた。 

浮遊粒子状 
物質 

全 172 測定局で測定を行っており、環境基準の短期的評価（1日平均値が 0.10mg/m3以下、か
つ、1 時間値が 0.20mg/m3以下）では 1 測定局で未達成であったが、長期的評価（1 日平均値
の 2％除外値が 0.10mg/m3以下。ただし、1 日平均値が 0.10mg/m3を超える日が 2日以上連続し
た場合は上記に関係なく未達成。）では、全局で環境基準を達成していた。 
また、1日平均値の 2％除外値は全局で 0.10mg/㎥以下となっており、年平均値の経年変化は、
近年はほぼ横ばいで推移していた。 

微小粒子状 

物質 

全 7 測定局で測定を行っており、全ての測定局で長期基準に対する環境基準を達成している
ものの、2測定局において短期基準に対する環境基準が未達成であった。 

二酸化硫黄 
1 測定局で測定を行っており、長期基準に対する環境基準、短期基準に対する環境基準を達成
していた。 

出典：「北海道の大気環境」（平成 30 年 8月、北海道環境生活部）
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(3) 大気汚染に係る苦情の発生状況 

対象事業実施区域及びその周辺において、苦情の発生状況は公表されていない。 

北海道における大気汚染に係る公害苦情の発生状況については表 3.1-7 に、北海道における

大気汚染に係る発生源別苦情受理の状況を表 3.1-8 に示す。平成 29 年度の苦情件数は 225 件で

あり、個人（会社・事業所以外）に起因するものが 92 件と も多くを占めていた。会社・事業

所関係に限ると、製造業、建設業に起因する苦情件数が多く、それぞれ 23 件、48 件となってい

た。 

 

表 3.1-7 大気汚染に係わる公害苦情件数 

  平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

北海道 264 246 299 258 225 

出典：「平成 29 年度 公害苦情調査」（総務省統計局 HP  

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-29_index.html） 

 

表 3.1-8 大気汚染に係る発生源別苦情受理件数（平成 27 年度） 

発生源 件数 

農業 1 

林業 1 

漁業 0 

鉱業 0 

建設業 48 

製造業 23 

電気・ガス・熱供給・水道業 0 

情報通信業 0 

運輸業 2 

卸売・小売業 1 

金融・保険業 0 

不動産業 2 

飲食店・宿泊業 0 

医療・福祉 1 

教育・学習支援業 0 

複合サービス事業 0 

サービス業（他に分類されないもの） 15 

公務（他に分類されないもの） 0 

分類不能の産業 6 

個人 92 

その他 7 

不明 26 

合計 225 

出典：「平成 29 年度 公害苦情調査」（総務省統計局 HP  

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-29_index.html） 
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3. 騒音の状況 

北海道で系統的に測定されている騒音には、一般環境騒音・自動車騒音・航空機騒音等がある。 

北海道の騒音に係る環境基準の達成状況は、一般地域が91.7％（平成28年度）、自動車が98.1％

（平成 28 年度）であった。これに対し、航空機は 50.0％（平成 29 年度）と低い達成率であっ

た。騒音に係る環境基準の達成状況を表 3.1-9 に示す。 

 

表 3.1-9 北海道の騒音に係る環境基準の達成状況 

 目標(平成 32 年度) 達成状況 

一般地域 100％ 91.7％ 

自動車 100％ 98.1％ 

航空機 100％ 50.0％ 

出典：「平成 30 年度 北海道環境基本計画［第 2 次計画］改定版に基づく施策の進捗状況の点検・評価結果」、ｐ.36 

（平成 30 年 11 月、北海道） 

 

なお、対象事業実施区域及びその周辺では、騒音規制法、振動規制法に基づく規制地域の指定

がなされていない（図 3.1-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-5 騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の指定市町 

出典：「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」、p.5 

（平成 30 年 3月、北海道環境生活部） 

 

対象事業実施区域 

（赤枠） 
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(1) 一般環境騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、一般環境騒音に係る調査は実施されていない。 

 

(2) 自動車交通騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、自動車交通騒音に係る調査は実施されていない。 

平成 29 年度に稚内市の 3地点で自動車騒音調査が実施されており、緑・富岡環状通、萩ケ

丘 1号線においては昼間、夜間で環境基準を達成していたが、青葉通りにおいては昼間、夜間

ともに超過していた。測定結果を表 3.1-10 に示す。 

 

表 3.1-10 自動車交通騒音の測定結果（平成 29 年度） 

No. 路線名 測定地点 

環
境
基
準
類
型 

車
線
数 

測
定
年
度 

環境基準との比較(LAeq) 

昼 間 夜 間 

測定

値 

環境 

基準 適 

否 

測定 

値 

環境

基準 適 

否 (dB) (dB) (dB) (dB)

1 青葉通り 稚内市栄 1丁目 28 A 2 2017 64 60 × 56 55 × 

2 緑・富岡環状通 稚内市朝日 1 丁目 1 C 2 2017 59 65 ○ 54 60 ○ 

3 萩ケ丘 1号線 稚内市富岡 5 丁目 1 A 2 2017 51 60 ○ 43 55 ○ 
出典：「環境展望 自動車騒音の常時監視結果」（(独)国立環境研究所ホームページ http://tenbou.nies.go.jp/gis） 

 

 

(3) 航空機騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、航空機騒音に係る調査は実施されていない。 

平成 27 年度に稚内市の 2地点で航空機騒音調査が実施されている。測定結果を表 3.1-11 に

示す。 

なお、平成 28 年度及び平成 29 年度は、表 3.1-11 に示す地点において、調査は実施されて

いない。 

 

表 3.1-11 航空機騒音の測定結果（平成 27 年度） 

No. 所在地 測定期間 
評価値 

(ｄB) 

環境基準 

類型 

環境基準 

(ｄB) 

適 

否 

1 稚内市富岡 5-1 平成 27 年 7月 23 日～29 日 35 Ⅰ 57 ○ 

2 稚内市声問 5 丁目 平成 27 年 7月 23 日～29 日 34 Ⅱ 62 ○ 

出典：「北海道環境白書'16」（平成 29 年 2月、北海道環境生活部環境局環境政策課） 
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出典:「騒音・振動の状況（航空機騒音について）」
（北海道環境生活部 HP 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/so
uon-shindou-jyoukyou.htm) 
「自動車騒音の常時監視結果（2015 年度）」（環
境展望台 HP 
http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mo
de=monitoring_map&field=8) 

図 3.1-6 自動車交通騒音及び 

航空機騒音の測定位置 
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(4) 騒音に係る苦情の発生状況 

対象事業実施区域及びその周辺において、苦情の発生状況は公表されていない。 

北海道における騒音に係る発生源別苦情受理の状況を、表 3.1-12 に示す。苦情件数は 348

件であり、建設業に起因するものが 136 件と も多く、次いでその他（会社・事業所以外）が

44 件と多くなっていた。 

 

表 3.1-12 騒音に係る発生源別苦情受理件数（平成 29 年度） 

発生源 件数 

農業 1 

林業 0 

漁業 0 

鉱業 2 

建設業 136 

製造業 13 

電気・ガス・熱供給・水道業 4 

情報通信業 2 

運輸業 10 

卸売・小売業 11 

金融・保険業 0 

不動産業 3 

飲食店・宿泊業 15 

医療・福祉 3 

教育・学習支援業 4 

複合サービス事業 3 

サービス業（他に分類されないもの） 32 

公務（他に分類されないもの） 5 

分類不能の産業 7 

個人 25 

その他 44 

不明 28 

合計 348 

出典：「平成 29 年度 公害苦情調査」（総務省統計局 HP 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-29_index.html） 
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4. 振動の状況 

(1) 振動の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、振動に係る調査は実施されていない。 

なお、「3. 騒音の状況」に記載したように、稚内市には騒音規制法及び振動規制法に基づく

規制地域の指定がなされている（図 3.1-5）。 

 

(2) 振動に係る苦情の発生状況 

対象事業実施区域及びその周辺において、苦情の発生状況は公表されていない。 

北海道における振動に係る発生源別苦情受理の状況を表 3.1-13 に示す。苦情件数は 39 件で

あり、建設業に起因するものが 29 件と も多くを占めていた。次いで、その他が 4 件、個人が

3件、不明が 2件、運輸業が 1件となっていた。 

 

 
 

表 3.1-13 振動に係る発生源別苦情受理件数（平成 29 年度） 

発生源 件数 

農業 0 

林業 0 

漁業 0 

鉱業 0 

建設業 29 

製造業 0 

電気・ガス・熱供給・水道業 0 

情報通信業 0 

運輸業 1 

卸売・小売業 0 

金融・保険業 0 

不動産業 0 

飲食店・宿泊業 0 

医療・福祉 0 

教育・学習支援業 0 

複合サービス事業 0 

サービス業（他に分類されないもの） 0 

公務（他に分類されないもの） 0 

分類不能の産業 0 

個人 3 

その他 4 

不明 2 

合計 39 

出典：「平成 29 年度 公害苦情調査」（総務省統計局 HP 

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-29_index.html） 

 

 

5. その他の大気に係る環境の状況 

(1) 超低周波音の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、超低周波音に係る調査は実施されていない。 
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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 

(1) 河川及び湖沼 

対象事業実施区域及びその周辺の主要な河川及び湖沼の状況を表 3.1-14 及び表 3.1-15、図 

3.1-7 に示す。 

対象事業実施区域には目梨別十九線川が流れている。周辺には、北側にサロベツ川、南側に天

塩川が流れている。また、主な湖沼としては、南西側にペンケ沼、パンケ沼が存在する。 

 

表 3.1-14 対象事業実施区域内の河川の状況 

級種 水系名 河川名 流路延長(㎞) 

普通 天塩川 目梨別十九線川 9.0 

出典：「北海道河川一覧」（北海道土木協会） 

 

表 3.1-15 対象事業実施区域周辺の河川の状況 

級種 水系名 河川名 流路延長(㎞) 

一級 天塩川 天塩川 256 

一級 天塩川 サロベツ川 85 

出典：「一級河川、二級河川及び準用河川調書」、「北海道河川一覧」（北海道土木協会） 

 

 

(2) 湧水 

対 象 事 業 実 施 区 域 及 び そ の 周 辺 で は 、「 名 水 百 選 」（ 環 境 省 HP 、

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/meisui/）及び「平成の名水百選」（環境省

HP、https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/newmeisui/）、「湧水保全ポータルサイ

ト」（環境省水・大気環境局 HP、https://www.env.go.jp/water/yusui/）で「代表的な」として

選定された湧水等は存在しない。なお、北海道全域では 755 箇所で湧水が確認されている。 

 

(3) 海域 

対象事業実施区域は日本海から約 22km、宗谷湾から約 27 ㎞離れており、直接、海域とは接し

ていない。 
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出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(河川、湖沼)」

(国土交通省国土政策局国土情報課 

HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
図 3.1-7(1) 河川及び湖沼（広域）
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図 3.1-7 (2) 河川及び湖沼（詳細）
出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(河川、湖沼)」 

(国土交通省国土政策局国土情報課 

HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
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2. 水質の状況 

国や北海道で系統的に測定されている水質には、河川・湖沼・海域・地下水がある。 

対象事業実施区域及びその周辺では、国土交通省によってサロベツ川 2地点、天塩川 1地点の

計 3地点で水質調査が行われている。水質調査地点を表 3.1-16、図 3.1-8 に示す。 

 

表 3.1-16 公共用水域の水質調査地点 

区分 水系名 河川名 調査地点 調査機関 

河川 天塩川 
サロベツ川 

パンケ沼 

国土交通省 音類橋 

天塩川 天塩大橋 
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出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(河川、湖沼)」

(国土交通省国土政策局国土情報課 

HP http://nlftp.mlit.go.jp/ks j/index.h tml) 
図 3.1-8 公共用水域 

水質測点地点 
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(1) 生活環境項目 

対象事業実施区域及びその周辺における水質調査の結果を表 3.1-17 に示す。 

 
表 3.1-17 水質測定結果 

水系名 河川名 調査地点 調査日 pH 値

生物化学的 化学的酸素
浮遊物質量 

（SS） 

全リン

（T-P）

全窒素

（T-N）
酸素要求量 要求量 

（BOD） （COD） 

天塩川 

サロベツ川 

パンケ沼 

H30.1.15 6.6 0.6 - 4 0.078 1.1 

H30.5.9 8.4 2.7 - 17 0.083 0.59 

H30.6.5 7.7 3.4 - 13 0.1 0.76 

H30.7.10 8.5 4.4 - 14 0.12 0.99 

H30.8.6 7.5 4.7 - 18 0.1 0.95 

H30.9.4 7.1 3.5 - 26 0.081 0.79 

H30.10.2 7.5 3.2 - 34 0.1 0.77 

H30.11.6 7.4 1.7 - 20 0.1 0.9 

音類橋 

H30.1.15 6.6 1.3 - 5 0.18 1.5 

H30.5.9 6.9 1 - 16 0.097 0.88 

H30.6.5 7.4 2.2 - 10 0.13 0.82 

H30.7.10 7.1 3 - 12 0.13 1 

H30.8.6 7.3 3.2 - 16 0.091 0.82 

H30.9.4 7 1.6 - 11 0.1 0.96 

H30.10.2 7.4 1.5 - 4 0.063 0.66 

H30.11.6 7.2 1.4 - 21 0.12 1 

天塩川 天塩大橋 H30.9.12 7.4 - - 1 - - 

出典：「水質水文データベース」（国土交通省 HP http://www1.river.go.jp/） 
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また、北海道の平成 27 年度における水質に係る環境基準の達成状況を表 3.1-18 に示す。達

成状況は、河川が 97.8％、海域が 81.5％であったのに対し、湖沼が 54.5％と低い達成率であっ

た。なお、対象事業実施区域及びその周辺には、水質環境基準類型指定水系はない。 

 

表 3.1-18 北海道の水質に係わる環境基準の達成状況 

 目標 達成状況 

河川 100％ 97.8％ 

湖沼 100％ 54.5％ 

海域 100％ 81.5％ 

出典：「北海道環境白書'18」（平成 31 年 2月、北海道環境生活部環境局環境政策課） 

 

 

(2) 健康項目 

健康項目として、カドミウム等の 27 項目が設定されている。しかし、対象事業実施区域及び

その周辺では健康項目に関する調査は実施されていない（「北海道環境白書'18」平成 31 年 2

月、北海道）。 

 

(3) ダイオキシン類 

対象事業実施区域及びその周辺では、ダイオキシン類に関する調査は実施されていない（「北

海道環境白書'18」平成 31 年 2 月、北海道）。 

 

(4) 苦情の発生状況 

対象事業実施区域及びその周辺において、苦情の発生状況は公表されていない。 

北海道における水質汚濁に係る発生源別苦情受理の状況を、表 3.1-19 に示す。苦情件数は 37

件であり、不明が 10 件と も多くを占めていた。次いで、個人が 6 件、製造業が 4 件となって

いた。 
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表 3.1-19 水質汚濁に係る発生源別苦情受理件数（平成 29 年度） 

発生源 件数 

農業 3 

林業 0 

漁業 0 

鉱業 0 

建設業 1 

製造業 4 

電気・ガス・熱供給・水道業 1 

情報通信業 0 

運輸業 2 

卸売・小売業 2 

金融・保険業 0 

不動産業 0 

飲食店・宿泊業 2 

医療・福祉 0 

教育・学習支援業 1 

複合サービス事業 0 

サービス業（他に分類されないもの） 1 

公務（他に分類されないもの） 1 

分類不能の産業 1 

個人 6 

その他 2 

不明 10 

合計 37 

出典：「平成 29 年度 公害苦情調査」（総務省統計局 HP      

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-29_index.html） 

 

3. 水底の底質の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、国土交通省によって天塩川の 1地点で水底の底質の調査

が行われている。調査地点を図 3.1-9 に示す。 

 

(1) 底質一般項目 

対象事業実施区域及びその周辺における底質調査の結果を表 3.1-20 に示す。 

 

表 3.1-20 底質測定結果 

水系名 河川名 調査地点 調査日 
含水率

(%) 

強熱減量

(%)  
pH 値

化学的酸素

要求量 

（COD） 

全硫化物 

（mg/g）  

全窒素 

（T-N）

全リン

（T-P）

天塩川 天塩川 天塩大橋 H30.9.12 36.6 4.45 - - - - - 

出典：「水質水文データベース」（国土交通省 HP http://www1.river.go.jp/） 

 

 

4. 地下水の状況 

対象事業実施区域及びその周辺では、地下水に関する調査は実施されていない（「北海道環

境白書'18」平成 31 年 2 月、北海道）。 
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図 3.1-9 底質調査地点 
出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(河川、湖沼)」

(国土交通省国土政策局国土情報課 

HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
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3.1.3 土壌及び地盤の状況 

1. 土壌の状況 

(1) 土壌 

対象事業実施区域及びその周辺の土壌状況を図 3.1-10 に示す。 

対象事業実施区域は主に「褐色森林土壌」に覆われており、一部に「灰色台地土壌」が分布し

ている。 

 

(2) 土壌汚染 

対象事業実施区域及びその周辺には、「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域や形質変更時要

届出区域の指定地域は存在していない。また、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基

づく農用地土壌汚染対策地域も存在していない。 

 

2. 地盤の状況 

対象事業実施区域及びその周辺には、地盤沈下に関する記載はない（「北海道環境白書'18」

平成 31 年 2 月、北海道）。 
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図 3.1-10(1) 土壌図（広域）出典:「1/20,000 土地分類基本調査[宗谷・留萌]（土壌図）」 
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP 
http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html） 
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図 3.1-10(2) 土壌図（詳細）出典:「1/20,000 土地分類基本調査[宗谷・留萌]（土壌図）」 
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP 
http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html） 
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3.1.4 地形及び地質の状況 

1. 地形の状況 

宗谷地方はオホーツク海に向かって南北に伸びている低山性の北見山地で、声問川が湿地帯を

形成して宗谷海域へと流れている。また、宗谷地方西部にはサロベツ原野が広がっており、日本

海に接している。宗谷地方南部では徳志別川、幌別川、頓別川等が平野を形成して、オホーツク

海へと流れている。 

宗谷地方の地形区分を表 3.1-21、対象事業実施区域及びその周辺の地形分類図を図 3.1-11

に示す。 

対象事業実施区域は、中央に「小起伏丘陵地」が南北に分布し、それを挟むように東側に「岩

石台地（中位）」が、西側に「砂礫台地（中位）」がみられる。 

 

表 3.1-21 宗谷地方の地形区分一覧 

Ａ 山地・火山地 ＡⅠ ポロヌプリ山地  

 ＡⅡ 敏音知山地  

 ＡⅢ ペンケ山地  

 ＡⅣ 北部北見山地  

 ＡⅦ 礼文山地  

 ＡⅧ 利尻火山地  

Ｂ 丘陵地 ＢⅠ 枝幸丘陵  

 ＢⅡ 歌登丘陵  

 ＢⅢ 頓別丘陵  

 ＢⅣ 宗谷丘陵  

 ＢⅤ 西部丘陵群 ＢⅤ-1 タツナラシ丘陵 

  ＢⅤ-2 更喜苫内丘陵 

  ＢⅤ-3 稚内丘陵 

  ＢⅤ-4 抜海丘陵 

  ＢⅤ-5 瑞穂丘陵 

  ＢⅤ-6 徳満丘陵 

  ＢⅤ-7 豊富丘陵 

 ＢⅦ 礼文丘陵  

Ｃ 台地・段丘 ＣⅠ 宗谷岬台地  

 ＣⅡ 北オホーツク台地群 ＣⅡ-1 猿払台地 

  ＣⅡ-2 浜頓別台地 

  ＣⅡ-3 豊寒別台地 

 ＣⅢ 枝幸台地  

 ＣⅣ 乙忠部台地  

 ＣⅤ 東南部内陸台地群 ＣⅤ-1 中頓別台地 

  ＣⅤ-2 歌登台地 

  ＣⅤ-3 志美宇丹台地 

 ＣⅥ 西部台地群 ＣⅥ-1 増幌台地 

  ＣⅥ-2 沼川台地 

  ＣⅥ-3 ウェンナイ台地 

  ＣⅥ-4 兜沼台地 

  ＣⅥ-5 豊徳台地 

 ＣⅨ 礼文北部台地  

Ｄ 低地 ＤⅠ 頓別低地  

 ＤⅡ 下幌別低地  

 ＤⅢ 幕別低地  

 ＤⅣ 稚内低地  

 ＤⅤ 抜海低地  

 ＤⅥ 北部サロベツ低地  

 ＤⅥ 南部サロベツ低地  

出典：「土地分類図 01（北海道宗谷・留萌支庁）」（昭和 53 年、財団法人日本地図センター） 
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2. 地質の状況 

対象事業実施区域及びその周辺の表層地質を図 3.1-12 に示す。 

対象事業実施区域の表層地質は、そのほとんどが「泥岩（第三紀）」で構成されており、東側

の一部に「砂岩・泥岩互層（第三紀）」が、目梨別十九線川沿いに「礫・砂・粘土」が分布して

いる。 

 

3. 重要な地形・地質 

対象事業実施区域及びその周辺における重要な地形・地質を表 3.1-22～表 3.1-24 に整理し

た。選定にあたっては、「日本の地形レッドデータブック第 2 集－保存すべき地形－」（平成 14

年、小泉、青木（編））、「日本の典型地形」（国土地理院 HP）及び「第 3 回自然環境保全基礎調

査」（平成元年、環境庁）を参考にした。 

対象事業実施区域には、重要な地形・地質に該当する地形・地質は存在しない。しかし、対象

事業実施区域の周辺には、表 3.1-23 に示すように「サロベツ湿原」等の重要な地形・地質が分

布している。 

 

表 3.1-22 重要な地形・地質（日本の地形レッドデータブック） 

カテゴリー※1 保存すべき地形 地形の特性 選定基準※2 ランク※3 保全状況※4 

Ⅲ サロベツ湿原 低層～中間湿原 
(一部高層湿原) 

① C 国立 

Ⅳ 宗谷丘陵の周氷河性波状地 周氷河性波状地 ① B － 

※1） カテゴリー：Ⅰ 変動地形、Ⅱ 火山地形、Ⅲ 河川のつくる地形、Ⅳ 気候を反映した地形、Ⅴ 海岸地形、Ⅵ 地質を

反映した地形、Ⅶ その他の重要な地形 

※2） 選定基準：① 日本の地形を代表する典型的かつ希少、貴重な地形。② ①に準じ、地形学の教育上重要な地形もしくは地

形学の研究の進展に伴って新たに注目したほうがよいと考えられる地形。③ 多数存在するが、なかでも典型的な形態を示

し、保存することが望ましい地形。④ 動物や植物の生育地として重要な地形。 

※3） ランク（現在の保存状況）：A 現在の保存状況がよく、今後もその継続が求められる地形。B 現時点で低強度の破壊を受

けている地形。今後、破壊が継続されれば、消滅が危惧される。C 現在著しく破壊されつつある地形。また、大規模開発計

画などで破壊が危惧される地形。このランクに属する地形は現状のままでは消滅すると考えられるので、 も緊急な保全が

要求される。D 重要な地形でありながら、すでに破壊され、現存しない地形。 

※4） 保全状況（現在の保全状況）：国天然 国指定天然記念物、国立 国立公園、ラム ラムサール条約登録湿地、道天然 道

指定天然記念物、国定 国定公園、市天然 市指定天然記念物、道立 道立公園、－ 指定なし 

出典：「日本の地形レッドデータブック第 2集―保存すべき地形―」（平成 14 年、小泉・青木（編）） 

 

表 3.1-23 重要な地形・地質（日本の典型地形） 

対照番号 名 称 所在地 地形項目 備 考 

01-4-29-2 天塩川 
天塩郡天塩町・ 
幌延町 

自然堤防   

01-4-31-2 天塩川 
天塩郡天塩町・ 
幌延町 

後背湿地   

01-4-33-2 天塩川 
天塩郡天塩町・ 
幌延町 

三日月湖   

01-6-08-1 宗谷丘陵 稚内市 周氷河性波状地  

01-6-09-2 宗谷丘陵 稚内市 デレ  

01-7-13-1 サロベツ湿原 
天塩郡豊富町・ 
幌延町 

高層湿原・池塘 一部が利尻礼文サロベツ国立公園 

01-7-14-1 サロベツ湿原 
天塩郡豊富町・ 
幌延町 

中間湿原 一部が利尻礼文サロベツ国立公園 

出典：「日本の典型地形 国土地理院技術資料 D1-No.357」（国土地理院 HP http://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei.html） 
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表 3.1-24 重要な地形・地質（自然景観資源） 

No. 自然景観資源名 所在地 名称 出典 

1 湖沼 豊富町 兜沼 1，2 

2 湖沼 豊富町 ペンケ沼 1，2 

3 湖沼 豊富町 パンケ沼 1，2 

4 湿原 豊富町 サロベツ湿原 1，2 

出典 

1：「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書 日本の自然景観 北海道編」（平成元年、環境庁） 

2：「第 3 回自然環境保全基礎調査 北海道自然環境情報図 留萌、宗谷」（平成元年、環境庁） 
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出典:「1/20,000 土地分類基本調査[宗谷・留萌]（地形分類図）」
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP 
 http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html） 

図 3.1-11(1) 地形分類図(広域) 
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図 3.1-11(2) 地形分類図（詳細）
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図 3.1-12(1) 表層地質図（広域）
出典:「1/20,000 土地分類基本調査[宗谷・留萌]（表層地質図）」
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP 
 http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html） 
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図 3.1-12(2) 表層地質図(詳細)
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出典:「日本の典型地形」(国土地理院 HP http://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei.html)

図 3.1-13 重要な地形 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

対象事業実施区域及びその周辺における動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況を把握

するために収集した文献やその他資料を、表 3.1-25 に示す。 

 

表 3.1-25(1) 収集した文献その他の資料 

No. 文献・資料名 

1 橋本亨, 1968. サロベツ原野の開発の歴史と総合調査. 農業土木学会誌, 36(2): 11-16 

2 北海道開発局サロベツ総合調査委員会, 1972. サロベツ総合調査報告書 泥炭地の生態 VII 生物部門.  

3 北海道開発局サロベツ総合調査委員会, 1972. サロベツ総合調査報告書 泥炭地の生態 III 社会経済部門.  

4 北海道開発局サロベツ総合調査委員会, 1972. サロベツ総合調査報告書 泥炭地の生態 IV 気象部門.  

5 稚内地域農業構造改善促進協議会, 1973. 稚内市農村再開発計画基本構想.  

6 野中長平, 1977. 風土記稚内百年史(改訂版).  

7 斎藤新一郎・水井憲雄, 1979. 稚内市清浜におけるトドマツ天然生林の群落学的研究. 北海道林業試験場報告, 17: 51-62 

8 環境庁自然保護局, 1980. 国立、国定公園内特別地域内指定植物図鑑-北海道編- 

9 松本英明, 1980. 北海道のゴミムシ類について(I). jezoensis, 7:  49-64 

10 橘ヒサ子・伊藤浩司, 1980. サロベツ湿原の植物生態学的研究. 北海道大学大学院環境科学研究科紀要, 3(1): 73-134 

11 環境省北海道地方環境事務所. 利尻礼文サロベツ国立公園 https://hokkaido.env.go.jp/nature/mat/park/rishiri/ 

12 環境庁, 1981. 日本の重要な両生類・は虫類(北海道版). 

13 稚内市教育委員会, 1981. 稚内の文化財（総合編）.  

14 松本英明, 1981. 北海道のゴミムシ類について(II). jezoensis, 8:  47-68 

15 斎藤新一郎, 1981. 稚内市サラキトマナイの国道 40 号線における防雪林の造成試験(1). 氷雪, 43(2): 101-106 

16 第 2 回自然環境保全基礎調査動植物分布図(1981) 

17 宗谷 4H クラブ連絡協議会, 1982. 宗谷 4H クラブ連絡協議会創立 30 周年記念誌.  

18 安部直哉・黒澤收, 1984. ハシブトガラとコガラの形態上の相異についての補記. 山階鳥研報, 16:  142-150 

19 前田喜四雄, 1985. 北海道におけるウスリードーベントンコウモリの新産地と、外部及び頭骨形質の変異性. 哺道学誌, 10(3): 159-164

20 豊富町史編さん委員会, 1986. 豊富町史.  

21 前田喜四雄, 1986. 日本産翼手目の採集記録(II). 哺乳類科学, 52:  79-97 

22 楠井善久, 1986. 稚内市周辺のハネカクシ類について(利尻島・礼文島を含む）. jezoensis, 13:  99-100 

23 高桑純・伊藤浩司, 1986. 湿原におけるササの生態的動向. 北海道大学大学院環境科学研究報文紀要, 2: 47-65 

24 楠井善久, 1987. 稚内市周辺と利尻島・礼文島のゾウムシ採集記録. jezoensis, 14:  109-110 

25 木暮翠, 1988. キタベニヒカゲの新産地等の記録(1986 年以降). jezoensis, 15:  1-6 

26 Yoshiyuki,  M.  1989.  A Systematic Study of the Japanese Chiroptera.  National Science Museum monographs,7:1-242

27 芳賀馨, 1989. 宗谷支庁・天北線沿線で採集した甲虫について. jezoensis, 16:  103-121 

28 木暮翠, 1989. '88 年 8 月末の稚内市の蝶. jezoensis, 16:  49 

29 豊富町農業協同組合, 1990. 豊富町農業協同組合史.  

30 保田信紀, 1992. サロベツ原野における地表性甲虫類群集. 層雲峡ビジターセンター研究報告, 12:  31-57 

31 佐々木恵一・長尾康・鈴木敏春, 1993. 北海道のカミキリムシ科の分布について. jezoensis, 20:  49-162 

32 稚内農業協同組合, 1994. 勇知地区開拓史.  

33 雛倉正人, 1994. ヒメハンミョウ海浜型北海道北端部に産す. jezoensis, 21:  59-60 

34 榎戸良裕, 1994. 北海道のハンミョウ類の記録(第 4 報). jezoensis, 21:  61-62 

35 大桃定洋, 1995. 北海道で採集した 5 種の水生甲虫. 月刊むし, No. 298:  16-17 

36 梅田安治・井上京, 1995. 北海道における泥炭地湿原の保全対策. 農業土木学会誌, 63(3): 13-18 

37 西川洋子・宮本雅美・堀繁久, 1996. 25 年間におけるサロベツ湿原の変化と保全対策. 北海道環境科学センター所報, 23:58-63

38 豊富町, 1997. 豊富地区林業地域総合整備事業 全体計画調査報告書. 

39 北海道開発コンサルタント, 1997. サロベツ川 1河川環境調査業務報告書. 

40 清水一, 1997. サロベツ原野周辺におけるコナラ属の分布と地形発達の関係. 日本林学会北海道支部論文集, 45: 41-44 

41 北海道開発局, 1999. サロベツ川流域自然環境調査総合報告書 概要版.  

42 株式会社建設環境研究所, 1996. サロベツ川流域自然環境調査総合報告書. 

43 稚内市史編さん委員会, 1999. 稚内市史 第 2巻.  
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表 3.1-25(2) 収集した文献その他の資料 

No. 文献・資料名 

44 大桃定洋, 1999. 北海道で採集した水生甲虫 5種. 月刊むし, No. 341:  44-45 

45 工藤晃央・稲毛真・佐川志朗・門崎允昭, 2000. サロベツ湿原のコモチカナヘビ. 森林野生動物研究会誌, 25・26: 99-107 

46 北海道レッドデータブック_稚内 http://rdb. hokkaido-ies.go.jp/page/answer_city.asp?branch=08&city=214 

47 北海道レッドデータブック_豊富町 http://rdb.hokkaido-ies.go.jp/page/answer_city.asp?branch=08&city=516 

48 佐藤雅彦・前田喜四雄・赤澤泰, 2001. 豊富町と幌延町におけるコウモリ類の分布. 利尻研究, 20:  23-28 

49 
吉富博之・松井英司・堀繁久・秋田勝巳・山川雄大, 2001. レッドデータ水生甲虫類の分布記録 I エゾコガムシの分布記録

のまとめ. 甲虫ニュース, 135: 7-9 

50 豊富町史編さん委員会, 2002. 豊富町史 第 2巻.  
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1. 動物の生息の状況 

(1) 動物相の状況 

収集した文献その他の資料による、当該地域に生息する動物の確認状況を表 3.1-26 に示す。 

 

表 3.1-26 文献その他の資料による動物相の概況 

項目 確認種 種数 

動物 

哺乳類 

エゾトガリネズミ、オオアシトガリネズミ、ドーベントン

コウモリ、ヒナコウモリ、コテングコウモリ、エゾユキウ

サギ、エゾリス、エゾモモンガ、エゾヤチネズミ、エゾア

カネズミ、エゾヒグマ、キタキツネ、エゾクロテン、エゾ

シカ等 

14 科 40 種 

鳥類 

ヒシクイ、マガモ、ミコアイサ、キジバト、ウミウ、アオ

サギ、タンチョウ、バン、カッコウ、オオジシギ、ウミネ

コ、ミサゴ、オジロワシ、チュウヒ、カワセミ、アカゲラ、

ハヤブサ、モズ、ハシボソガラス、シジュウカラ、ヒバリ、

ヒヨドリ、エナガ、ウグイス、ノゴマ、ハクセキレイ、カ

ワラヒワ、アオジ等 

50 科 206 種 

爬虫類 コモチカナヘビ、シマヘビ、ジムグリ、アオダイショウ 2 科 4種 

両生類 エゾサンショウウオ、エゾアカガエル、ニホンアマガエル 3 科 3種 

昆虫類 

キタイトトンボ、コキマダラセセリ、ルリシジミ、ヒメア

カタテハ、ミヤマカラスアゲハ、スジグロシロチョウ、ジ

ャノメチョウ、オビカレハ、キタオオルリオサムシ、アオ

ゴミムシ、アイヌキンオサムシ、ゲンゴロウモドキ、ヒラ

タシデムシ、アオカナブン、ナナホシテントウ、ヨツスジ

ハナカミキリ、ヨモギハムシ、ニッポンハナダカバチ等 

163 科 1,047 種 

魚類 

スナヤツメ北方種、エゾウグイ、フクドジョウ、ワカサギ、

サケ、サクラマス（ヤマメ）、エゾトミヨ、ウキゴリ、旧

トウヨシノボリ類等 

18 科 47 種 

底生動物 

マルタニシ、モノアラガイ、ヤマトシジミ、ニホンマメシ

ジミ、ドブシジミ、ヌマビル、ミズムシ、スジエビ、ザリ

ガニ（ニホンザリガニ）、モクズガニ、エゾゲンゴロウモ

ドキ等 

21 科 28 種 
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(2) 動物の重要な種及び重要な生息地 

重要な種及び重要な生息地の選定は、表 3.1-27 に示す法令や規制等の選定基準に基づいて行

った。 

 

表 3.1-27（1） 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） 
天然記念物のうち、世界的に又は国家的に価値が特に

高いもの、として特別に指定されたもの 

・天然記念物（天） 

動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む）、植物（自

生地を含む）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じ

ている土地を含む）で我が国にとつて学術上価値の高

いもの 

「北海道文化財保護条例」（昭和

30 年 11 月 30 日条例第 83 号） 
・北海道指定天然記念物（道天）

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 182 条第 2

項の規定に基づき、国による指定を受けたもの以外で

北海道の区域内に存するもののうち道にとって重要な

もの 

「稚内市文化財保護条例」（昭和

40 年条例第 22 号） 
・稚内市指定天然記念物（稚内天）

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 182 条第 2

項の規定に基づき、国および北海道による指定を受け

たもの以外で稚内市の区域内に存するもののうち市に

とって重要なもの 

B 

「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） 

・国際希少野生動植物種（国際）

国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶

滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植

物種を除く）であって、政令で定めるもの 

・国内希少野生動植物種（国内）
その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれの

ある野生動植物の種であって、政令で定めるもの 

・特定国内希少野生動植物種（特）

国内希少野生動植物種にあって、商業的に個体の繁殖

をさせることができるもの、かつ国際的に協力して種

の保存を図ることとされているもの 

・緊急指定種（急） 

国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外

の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要がある

と認められた種 

・生息地等保護区 

国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認め

るときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと

一体的にその保護を図る必要がある区域であって、そ

の個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は

生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保

存のため重要と認めるもの 

C 

「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）
希少野生動植物種のうち、特に保護を図る必要がある

ものについて指定するもの 

・特定希少野生動植物種（特定）
指定希少野生動植物の種のうち、譲渡し・譲受けの監

視が必要なものについて指定するもの 

・生息地等保護区 

指定希少野生動植物種の保護のために、その生息地又

は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要が

ある区域で、 分布状況及び生態その他その生息又は生

育の状況を勘案して重要と認めるもの 
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表 3.1-27（2） 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 

D 
「環境省レッドリスト 2018」 

（平成 30 年、環境省） 

・絶滅（EX） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

・野生絶滅（EW） 
飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化

した状態でのみ存続している種 

・絶滅危惧 IA 類（CR）  
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い

もの 

・絶滅危惧 IB 類（EN） 
IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危

険性が高いもの 

・絶滅危惧 II 類（VU） 

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場

合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行するこ

とが確実と考えられるもの 

・準絶滅危惧（NT） 
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ

ては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

・情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種 

・絶滅のおそれのある地域

個体群（LP） 
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

E 注) 

「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） すでに絶滅したと考えられる種または亜種 

・野生絶滅種（Ew） 
本道の自然界ではすでに絶滅したと考えられているが、飼

育等の状態で生存が確認されている種または亜種 

・絶滅危機種（Cr） 絶滅の危機に直面している種または亜種 

・絶滅危惧種（En） 絶滅の危機に瀕している種または亜種 

・絶滅危急種（Vu） 絶滅の危機が増大している種または亜種 

・希少種（R） 

存続基盤が脆弱な種または亜種（現在のところ、上位ラン

クには該当しないが、生息・生育条件の変化によって容易

に上位ランクに移行する要素を有するもの） 

・地域個体群（Lp） 保護に留意すべき地域個体群 

・留意種（N） 
保護に留意すべき種または亜種（本道においては個体群、

生息生育ともに安定しており特に絶滅のおそれはない） 

F 

「北海道レッドリスト【両生

類・爬虫類編】改訂版（2015

年）」 

（平成 27 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【昆虫＞

チョウ目編】改訂版（2016 年）」 

（平成 28 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【哺乳類

編】改訂版（2016 年）」 

（平成 28 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【鳥類

編】改訂版（2017 年）」 

（平成 29 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【魚類

編】改訂版（2018 年）」 

（平成 30 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【昆虫類

＞コウチュウ目編】改訂版

（2019 年）」 

（平成 31 年、北海道） 

・絶滅（Ex） すでに絶滅したと考えられる種 

・野生絶滅（Ew） 
本道の自然界ではすでに絶滅したと考えられているが、飼

育等の状態で生存が確認されている種 

・絶滅危惧 IA 類（Cr） 

絶滅の危機に瀕している種、現在の状態をもたらした圧迫

要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの

ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い

もの 

・絶滅危惧 IB 類（En） 

絶滅の危機に瀕している種、現在の状態をもたらした圧迫

要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの

IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危

険性が高いもの 

・絶滅危惧 II 類（Vu） 

絶滅の危険が増大している種 

現在の状態がもたらした圧迫要因が引き続き作用する場

合、近い将来「絶滅危惧 I類」のカテゴリーに移行するこ

とが確実と考えられるもの 

・準絶滅危惧（Nt） 

存続基盤が脆弱な種 

現時点での絶滅危険度は小さいが、生息・生育条件の変化

によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する

要素を有するもの 

・留意（N） 
保護に留意すべき種（現時点では、個体群、生息・生育域

ともに安定しており、特に絶滅のおそれはない） 

・情報不足（Dd） 評価するだけの情報が不足している種 

・絶滅のおそれのある地域

個体群（Lp） 
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

注） F に掲載されている分類群を除く。 
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表 3.1-27（3） 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 

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 

条約に加入する国々は、自国の湿地を条約で定められ

た国際的な基準に従って指定し、条約事務局へ通知す

ることにより「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に

登録されたもの 

【国際的な基準】 

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％を定期的に支えて

いる湿地 

【日本の条件】 

条件 1：国際的に重要な湿地であること（国際的な基準

のうちいずれかに該当すること） 

条件 2：国の法律（自然公園法、鳥獣保護法など）によ

り、将来にわたって、自然環境の保全が図られること

条件 3：地元住民などから登録への賛意が得られること

H 

「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（国指定） 

鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥

獣の保護を図るため特に必要があると認められたと

き、環境大臣によって、国際的又は全国的な鳥獣の保

護のため重要と認める区域 

・鳥獣保護区（道指定） 

鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥

獣の保護を図るため特に必要があると認められたと

き、国指定以外の区域で、都道府県知事によって、当

該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と認める

区域 

・鳥獣保護区特別保護地区 

（特別） 

鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の

保護を図るため特に必要があると認める区域 
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表 3.1-27（4） 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 

I 「重要野鳥生息地」（IBA） 

・基準 A1 

世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の

必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息している

生息地 

・基準 A2 
生息地域限定種（Restricted-range species）が相当

数生息するか、生息している可能性がある生息地 

・基準 A3 

ある１種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1 つの

バイオームに含まれている場合で、そのような特徴を

もつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくは

その可能性がある生息地 

・基準 A4ⅰ 
群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1％以上が定期

的に生息するか、または生息すると考えられるサイト

・基準 A4ⅱ 

群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の 1％以上

が定期的に生息するか、または生息すると考えられる

サイト 

・基準 A4ⅲ 

1 種以上で 2万羽以上の水鳥、または 1 万つがい以上の

海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えら

れるサイト 

・基準 A4ⅳ 
渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超える

渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイト 

J 

「生物多様性の保全の鍵にな

る重要な地域（KBA）」 

（コンサベーション・インター

ナショナル・ジャパン HP 平成

31 年４月閲覧） 

・危機性 
IUCN のレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）

に分類された種が生息／生育する 

・非代替性 

a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）が生息／

生育する、b) 広い範囲に分布するが特定の場所に集中

している種が生息／生育する、c) 世界的にみて個体が

一時的に集中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著な

個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定される種群

が生息／生育する 

K 

「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。   

L 
「第 2 回自然環境保全基礎調

査」（昭和 56 年、環境庁） 
・重要な生息地   

M 

「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） 

動物では該当しない。   

N 

「自然環境保全基礎調査 第 6

回、第 7 回植生調査」 

（環境省 HP 令和元年 5 月閲

覧） 

動物では該当しない。  

注）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。 
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表 3.1-27（5） 動物の重要な種及び重要な生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

O 

「生物多様性の観点から重要

度の高い湿地」(平成 28 年、環

境省) 

・重要湿地 

【選定基準】 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マ

ングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、

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（ただし、外来

種を除く） 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数

が生育・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、繁

殖場等)である場合   

P 

「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） 

・道自然環境保全地域 

自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の

周辺の自然的社会的諸条件からみて、自然環境を保全

することが特に必要な地域 

・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 動物では該当しない。 

注）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。 
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(a) 動物の重要な種 

対象事業実施区域及びその周辺に分布する重要な動物として、哺乳類 5目 7科 17 種、鳥類 14

目 23 科 50 種、爬虫類 1 目 1 科 1 種、両生類 1 目 1 科 1 種、昆虫類 6 目 24 科 41 種、魚類 7 目

11 科 22 種、その他動物（底生動物）6目 7科 11 種が確認されている。重要な種を分類群ごとに

表 3.1-28～表 3.1-34 に示した。 

 

表 3.1-28 哺乳類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 モグラ トガリネズミ トウキョウトガリネズミ    VU  Vu 

2 コウモリ ヒナコウモリ ヒメホオヒゲコウモリ      Nt 

3   ウスリホオヒゲコウモリ注 3)    VU  Nt 

4   カグヤコウモリ      Nt 

5   ヒメヒナコウモリ      Nt 

6   ドーベントンコウモリ注 3)      N 

7   ヒナコウモリ      Nt 

8   チチブコウモリ      Nt 

9   ウサギコウモリ注 3)      Nt 

10   コテングコウモリ      N 

11   テングコウモリ      Nt 

12  オヒキコウモリ オヒキコウモリ    VU  Dd 

13 ネズミ リス エゾシマリス    DD  Dd 

14  ネズミ ミヤマムクゲネズミ注 3)    NT  Nt 

15 ネコ イタチ エゾクロテン    NT  Nt 

16   エゾオコジョ    NT  Vu 

17 アザラシ アシカ トド    NT  Nt 

計 5 目 ７科 17 種 0 種 0 種 0種 8 種 0 種 17 種

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（平成 29 年、国土交通省）に準拠した。 

注 3）下記の種については、「北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版（2016 年）」において下記の種名で記載されている。 

・「ウスリホオヒゲコウモリ」→北海道レッドリスト：「ウスリーホオヒゲコウモリ」 

・「ドーベントンコウモリ」→北海道レッドリスト：「ウスリドーベントンコウモリ」 

・「ウサギコウモリ」→北海道レッドリスト：「ニホンウサギコウモリ」 

・「ミヤマムクゲネズミ」→北海道レッドリスト：「ムクゲネズミ」 
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表 3.1-29 鳥類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 キジ キジ エゾライチョウ    DD  Nt 

2   ウズラ    VU  Nt 

3 カモ カモ ヒシクイ 天   NT,VU 注 3  N 

4   マガン 天   NT  N 

5   カリガネ    EN  Nt 

6   ハクガン    CR  N 

7   コクガン 天   VU  N 

8   オシドリ    DD  Nt 

9   トモエガモ    VU  N 

10 コウノトリ コウノトリ コウノトリ 特天 国内  CR  Cr 

11 カツオドリ ウ ヒメウ    EN  En 

12 ペリカン サギ オオヨシゴイ    CR  Dd 

13  トキ クロツラヘラサギ    EN  Dd 

14 ツル ツル タンチョウ 特天 国内  VU  Vu 

15 ヨタカ ヨタカ ヨタカ    NT  Nt 

16 チドリ チドリ イカルチドリ      Dd 

17  セイタカシギ セイタカシギ    VU  Nt 

18  シギ ヤマシギ      N 

19   オオジシギ    NT  Nt 

20   ホウロクシギ    VU  Vu 

21   ツルシギ    VU  Vu 

22   アカアシシギ    VU  Vu 

23   タカブシギ    VU  Nt 

24  カモメ ハマシギ      Nt 

25   ズグロカモメ    VU   

26   ウミネコ      Nt 

27   オオセグロカモメ      Nt 

28  ウミスズメ ウミガラス  国内  CR  Cr 

29 タカ ミサゴ ミサゴ    NT  Nt 

30  タカ ハチクマ    NT  Nt 

31   オジロワシ 天 国内  VU  Vu 

32   オオワシ 天 国内  VU  Vu 

33   チュウヒ    EN  En 

34   ツミ      Dd 

35   ハイタカ    NT  Nt 

36   オオタカ    NT  Nt 

37   クマタカ  国内  EN  En 

38 フクロウ フクロウ シロフクロウ      Dd 

39   オオコノハズク      Nt 

40   トラフズク      Nt 

41 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン      Vu 

42 キツツキ キツツキ 
オオアカゲラ 
(エゾオオアカゲラ)

     Dd 

43   クマゲラ 天   VU  Vu 

44 ハヤブサ ハヤブサ シロハヤブサ      Dd 

45   ハヤブサ  国内  VU  Vu 

46 スズメ モズ アカモズ    EN  En 

47  センニュウ マキノセンニュウ    NT  Nt 

48  セキレイ ツメナガセキレイ      Nt 

49  ホオジロ ホオアカ      Nt 

50   シマアオジ    CR  Cr 

計 14 目 23 科 50 種 8 種 7 種 0 種 36 種 0 種 49 種 

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

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

注 3）NT：オオヒシクイ、VU：ヒシクイ 

注 4）下記の種については、「北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版（2016 年）」において下記の種名で記載されている。 

  ・「オオアカゲラ」→北海道レッドリスト：「エゾオオアカゲラ」（オオアカゲラとエゾオオアカゲラは同種として扱った。） 
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表 3.1-30 爬虫類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 有鱗 カナヘビ コモチカナヘビ    VU  Vu 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0種 1 種 0 種 1 種

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（平成 29 年、国土交通省）に準拠した。 

 

表 3.1-31 両生類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 有尾 サンショウウオ エゾサンショウウオ    DD  N 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0種 1 種 0 種 1 種

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（平成 29 年、国土交通省）に準拠した。 

 

表 3.1-32(1) 昆虫類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 トンボ イトトンボ カラカネイトトンボ     R  

2  ヤンマ イイジマルリボシヤンマ    NT R  

3 カメムシ ヨコバイ Anoscopus flavostriatus     R  

4 トビケラ トビケラ ヒメアミメトビケラ     R  

5 チョウ ボクトウガ ハイイロボクトウ    NT   

6  シジミチョウ ゴマシジミ北海道・東北亜種    NT  N 

7  タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン    VU   

8   ヒョウモンチョウ東北以北亜種    NT  Dd 

9  アゲハチョウ ヒメギフチョウ北海道亜種    NT   

10  ツトガ モリオカツトガ    NT  Nt 

11  スズメガ ヒメスズメ    NT  Nt 

12  ドクガ スゲドクガ    NT   

13  ヤガ マガリスジコヤガ    VU   

14 コウチュウ オサムシ リシリマルガタゴミムシ      Nt 

15   ウミミズギワゴミムシ    NT  Nt 

16   アナバネゴミムシ      Nt 

17   セアカオサムシ    NT   

18   クマガイクロアオゴミムシ    NT  Nt 

19   エゾアオゴミムシ      Nt 

20   ルリマルクビゴミムシ      Nt 

21   イグチケブカゴミムシ    NT  Nt 

22  ゲンゴロウ ダイセツマメゲンゴロウ      Nt 

23   エゾヒラタヒメゲンゴロウ      Nt 

24   ゲンゴロウ    VU  Nt 

25   カラフトマルガタゲンゴロウ    NT  Nt 

26   サロベツナガケシゲンゴロウ      Nt 

27   ケシゲンゴロウ    NT   

28   キボシツブゲンゴロウ    NT  Nt 

29   キベリマメゲンゴロウ    NT   

30   キタヒメゲンゴロウ      Nt 

31  ミズスマシ エゾコオナガミズスマシ    NT  Nt 

32  ガムシ エゾコガムシ    NT  N 
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表 3.1-32(2) 昆虫類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

33 コウチュウ コガネムシ チャバネエンマコガネ    VU  Vu 

34  コメツキムシ サロベツツヤミズギワコメツキ      Nt 

35  カミキリムシ エトロフハナカミキリ      Nt 

36   カラフトヨツスジハナカミキリ      Nt 

37  ハムシ クロルリハムシ      Nt 

38 ハチ ハバチ ルリコシアカハバチ    DD   

39  アリ エゾアカヤマアリ    VU   

40  スズメバチ モンスズメバチ    DD   

41  ドロバチモドキ ニッポンハナダカバチ    VU N  

計 6 目 24 科 41 種 0 種 0 種 0種 26 種 5 種 25 種

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（平成 29 年、国土交通省）に準拠した。 

 

表 3.1-33 魚類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ北方種    VU   

2   シベリアヤツメ    NT  Nt 

3   カワヤツメ    VU  Nt 

4 チョウザメ チョウザメ チョウザメ    EX  Ex 

5 ウナギ ウナギ ニホンウナギ注4)    EN  Dd 

6 コイ コイ ゲンゴロウブナ注3)    EN   

7   キンブナ注3)    VU   

8   ヤチウグイ    NT  Nt 

9   ジュウサンウグイ注4)      N 

10   エゾウグイ      N 

11  ドジョウ ドジョウ注3)    DD   

12   エゾホトケドジョウ    EN  En 

13 サケ キュウリウオ イシカリワカサギ    NT  Dd 

14  アユ アユ      Nt 

15  シラウオ シラウオ      Vu 

16  サケ イトウ    EN  En 

17   サクラマス（ヤマメ）    NT  N 

18 トゲウオ トゲウオ トミヨ属汽水型注4)    NT  Nt 

19   エゾトミヨ    VU  Nt 

20 カサゴ カジカ カンキョウカジカ      N 

21   ハナカジカ      N 

22   ジュズカケハゼ    NT   

計 7 目 11 科 22 種 0 種 0 種 0種 16 種 0 種 17 種

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（平成 29 年、国土交通省）に準拠した。 

注 3）「ゲンゴロウブナ」、「キンブナ」、「ドジョウ」は、「北海道ブルーリスト-2010-」に国内外来種として記載されている。 

注 4）下記の種については、「北海道レッドデータブック 2001」において下記の種名で記載されていた。 

・「ニホンウナギ」→北海道レッドデータブック：「ウナギ」 

・「ジュウサンウグイ」→北海道レッドデータブック：「マルタウグイ」 

・「トミヨ属汽水型」→北海道レッドデータブック：「イバラトミヨ（汽水型）」 
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表 3.1-34 その他動物の重要な種（底生動物） 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 新生腹足目 タニシ マルタニシ    VU   

2   オオタニシ    NT   

3 汎有肺目 モノアラガイ コシダカヒメモノアラガイ    DD   

4   モノアラガイ    NT   

5  ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマイ    DD   

6   ヒラマキガイモドキ    NT   

7 イシガイ カワシンジュガイ カワシンジュガイ    VU   

8 マルスダレガイ シジミ ヤマトシジミ    NT   

9   マシジミ    VU   

10 エビ アメリカザリガニ ザリガニ(ニホンザリガニ)    VU   

11 コウチュウ ゲンゴロウ エゾゲンゴロウモドキ    VU  N 

計 6 目 7 科 11 種 0 種 0 種 0種 11 種 0 種 1 種

注 1）選定基準は表 3.1-27 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 29 年度生物リスト」（平成 29 年、国土交通省）に準拠した。 

 

(b) 動物の重要な生息地 

対象事業実施区域及びその周辺は、北海道の北部に位置し、地理・地質学的にシベリア等のア

ジア大陸と動植物の生息・生育が深く関係していることが知られている。また、この地域はシベ

リア等に向けた鳥類の渡りの重要なコースでもある。この視点に立ち、分布上重要な動物の生息

状況を調査し、整理した。 

 

① 動物の重要な生息地 

対象事業実施区域及びその周辺に分布する動物の重要な生息地として、表 3.1-35 及び図 

3.1-14 に示す「サロベツ原野（サロベツ湿原）」、「サロベツ川・天塩川」、「兜沼」、「幌延」、「北

大天塩研究林」、「長沼湖沼群」が存在する。 

 

表 3.1-35 動物の重要な生息地 

名 称 
選定基準 

A B C D E F G H I J K M O P 

サロベツ原野（サロベツ湿原） 
      

 ○ 国特別 ○ 
 

 ○  

サロベツ川・天塩川       
 

   
危機性、 

非代替性 
   

兜沼         道指定 ○     

幌延 
      

 
 

道指定
  

   

北大天塩研究林         道指定      

長沼湖沼群          ○     
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出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(鳥獣保護区)」 

(国土交通省国土政策局国土情報課HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)  

「ラムサール条約と条約湿地」(環境省自然環境局野生生物課HP http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html)  

「Important Bird Areas in Japan」(日本野鳥の会HPhttp://www.wbsj.org/nature/hogo/others/iba/search/hokkaido.html)  

「環境アセスメントデータベース“EADAS”(生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」 

（環境省HP https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/） 

図 3.1-14 動物の重要な生息地 
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② 鳥類の渡り経路等 

a) 猛禽類 

文献その他の資料調査において、対象事業実施区域及びその周辺では、ノスリの渡り経路が確

認されている（図 3.1-15）。 

また、対象事業実施区域の北東に位置する宗谷岬はオジロワシ・オオワシの渡りの経路となっ

ている（図 3.1-16、図 3.1-17、図 3.1-18）ほか、宗谷地域はオジロワシ、オオワシの越冬地

ともなっている（図 3.1-18）。 

オジロワシの渡り経路については、春季と秋季で異なり、オホーツク海を時計回りに移動する

ことが報告されている。春季は宗谷岬からサハリンを経由して北上し、オホーツク海北部沿岸を

東に進んで繁殖地に向かい、秋季はカムチャツカを南下して千島列島沿いに北海道に渡ってくる

ことがわかっている（図 3.1-19）。 

一方、オオワシの渡り経路は、マガダン西部からサハリンで繁殖する個体のほとんどは、秋季

にオホーツク海に沿って南下し、主に知床半島から国後島、択捉島で越冬後、春季には秋季と同

じ経路で繁殖地へ戻ることが報告されている（図 3.1-20、図 3.1-21）。 

オジロワシ、オオタカ、クマタカ、ハヤブサ、ハイタカ、ハチクマの生息ついては、猛禽類

分布図が作成されている（図 3.1-22、図 3.1-23）。 

 

秋季 春季 

※衛星追跡経路は、いずれも 14 個体の調査結果に基づくものである。 

図 3.1-15 ノスリの渡り経路 

出典：「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、環境省自然環境局野生生物課） 

□：対象事業実施区域 □：対象事業実施区域

対象事業実施区域 対象事業実施区域
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図 3.1-16 北海道内及び周辺域のオオワシとオジロワシの渡り経路 

（中川(2010)、環境省自然環境局(2012b)を基に作成） 

出典：「平成 25 年度 風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（平成 26 年 3月 環境省自然環境局） 

 

 

 

渡来時・渡来後（2014 年 10～11 月） 渡去前・渡去時（2015 年 3 月） 

図 3.1-17 宗谷地域における海ワシ類の動き 

出典：「平成 26 年度 風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（平成 27 年 3月 環境省自然環境局） 

対象事業実施区域
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図 3.1-18 オジロワシ・オオワシの渡り経路と越冬期の分布状況 

出典：「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、環境省自然環境局野生生物課） 

 

 

図 3.1-19 衛星追跡によるオジロワシの渡り調査結果（Ueta et al., 1998） 

出典：「平成 25 年度 風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（平成 26 年 3月 環境省自然環境局） 

□：対象事業実施区域
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※発信機を装着した 24 個体の幼鳥における 1997～1999 年の追跡結果 

図 3.1-20 衛星追跡によるオオワシ 24 個体の出生地、渡り経路、及び越冬地 

出典：「Movements by juvenile and immature Steller's Sea Eagles Haliaeetus pelagicus tracked by satellite」（Ibis, 2003） 

 

 

 
図 3.1-21 衛星追跡によるオオワシの渡り調査結果（McGrady et al., 2003） 

出典：「平成 25 年度 風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書」（平成 26 年 3月 環境省自然環境局） 
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オオタカ クマタカ 

 ：対象事業実施区域    ：生息が確認されたメッシュ 

出典：「猛禽類保護の進め方（改訂版）－特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて－」（環境省、2012 年） 

図 3.1-22 猛禽類分布図（猛禽類保護の進め方（改訂版）） 

 

ハヤブサ オジロワシ 

：対象事業実施区域    ：生息が確認されたメッシュ 

出典：「北海道の猛禽類―クマタカ、オオタカ、ハイタカ、ハチクマ、ハヤブサ、オジロワシ―」（北海道猛禽類研究会、2013年） 

図 3.1-23(1) 猛禽類分布図（北海道の猛禽類）
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クマタカ オオタカ 

ハイタカ ハチクマ 

：対象事業実施区域    ：生息が確認されたメッシュ 

出典：「北海道の猛禽類―クマタカ、オオタカ、ハイタカ、ハチクマ、ハヤブサ、オジロワシ―」（北海道猛禽類研究会、2013年） 

図 3.1-23(2) 猛禽類分布図（北海道の猛禽類） 



3-55 

(115) 

 

b) ガンカモ類 

対象事業実施区域及びその周辺におけるガンカモ類の主な集結地としては、大沼（声問大沼）、

サロベツ原野の兜沼やペンケ沼が挙げられる（図 3.1-24）。大沼（声問大沼）は、コハクチョウ

の日本 大規模の中継地として知られる。また、サロベツ原野の兜沼やペンケ沼では、秋季には

オオヒシクイ、春季はマガンのねぐらとなっている。対象事業実施区域及びその周辺におけるガ

ンカモ類の渡来状況を表 3.1-36 に示す。また、ガン類とハクチョウ類の集結地を図 3.1-25 に

示す。 

 

表 3.1-36 大沼、兜沼、ペンケ沼におけるガンカモ類の渡来状況（2017～2018 年） 

科名 種名 
大沼 兜沼 ペンケ沼 

秋 春 秋 春 秋 春 

カモ コハクチョウ 3,899 2,759 10 313 160

  (亜種)アメリカコハクチョウ 1  

  オオハクチョウ 113 810 190 39

  ハクチョウ類 94 6 39

  ヒシクイ  104

  (亜種)オオヒシクイ 1 2 2,850 122 358 240

  (亜種)ヒシクイ 13  

  マガン 3 5,000 165 42,220 17 10,900

  マガン・ヒシクイ  18

  オシドリ 1  

 ヨシガモ 1  4

 ヒドリガモ 76 1,280 110  150 20

 マガモ 442 42 5 5 200 60

 カルガモ  5

 ハシビロガモ 6 9 10 30

 オナガガモ 790 750 113  

 コガモ 190  3

 ホシハジロ 68 19  1

 キンクロハジロ 450 481 40 129 20

  スズガモ 454 243 51 

  ホオジロガモ 81 111 5 

  カモ類  61

カイツブリ ミコアイサ 14  3 22

 カワアイサ 5 28 10 2 12

 カイツブリ  1

 ミミカイツブリ 11  

 ハジロカイツブリ  1

 カンムリカイツブリ  10 10

クイナ オオバン  1

注 1) 調査時期については、秋： 2017 年 9～11 月、春： 2018 年 2～5月である。 

注 2) 表中の塗りつぶし数値は、各調査時の 大個体数を示す。 

出典：「平成 30 年度 重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000）ガンカモ類調査業務 

2017/18 年 調査報告書（平成 30（2019）年 2月 環境省自然環境局 生物多様性センター） 
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図 3.1-24 対象事業実施区域及び 
その周辺におけるガンカモ類の主な
集結地（湖沼） 

出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(河川、湖沼)」

(国土交通省国土政策局国土情報課 

HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
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図 3.1-25 マガン、ヒシクイ及びハクチョウ類の集結地 

  

越冬期 渡り期 

  

越冬期 渡り期 

  

越冬期 渡り期 

  

越冬期 渡り期 

出典：「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、環境省自然環境局野生生物課） 
 

コハクチョウ

オオハクチョウ

ヒシクイ

マガン

□：対象事業実施区域

□：対象事業実施区域

□：対象事業実施区域

□：対象事業実施区域
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c) センシティビティマップにおける指定状況 

「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベース

“EADAS”（イーダス HP）令和元年 5月閲覧）による注意喚起レベルは図 3.1-26 に示すとおりで

ある。対象事業実施区域を含むメッシュについては、チュウヒの分布情報により「注意喚起レベ

ル A3」に該当する。なお、注意喚起メッシュの作成方法は、「参考資料：地理情報システム（GIS）：

センシティビティマップについて」に示すとおりである。 

このほか、「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベ

ース“EADAS”（イーダス HP）令和元年 5月閲覧）による鳥類の渡りルートは図 3.1-28 に示すと

おりである。対象事業実施区域及びその周辺は、水鳥類（マガン、コハクチョウ及びオオハクチ

ョウ）及び猛禽類（ノスリ）の日中の渡りルートとなっている。 
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資料：「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメントデータベース“EADAS”（イーダス HP） 

 令和元年 5 月閲覧） 

図 3.1-26 センシティビティマ

ップにおける注意喚起メッシュ図
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参考資料：「地理情報システム（GIS）：センシティビティマップについて」 

（環境アセスメントデータベース“EADAS”（イーダス HP） 令和元年 5 月閲覧） 

◆注意喚起メッシュの作成方法 
 

【重要種】 
まずバードストライクとの関連性が高い種や生息地の改変に鋭敏な種を 10 種選定し、それぞれ程度の高い方

から 3、2、1 とランク付けを行いました。 
重要種の選定は、はじめに環境省レッドリストから絶滅危惧種・野生絶滅種に記載されている 98 種を抽出し

ました。次に、生息環境と陸域風力の設置場所との関係、バードストライクの事例の有無、風車との関連性

（McGuinness et al. 2015）等から風力との関係が注目される重要種として 10 種を選定しました。このうち、

「個体数が極小」、「個体数が少なく滅少傾向」、「生息地が局所的で生息地の減少の影響が大きくかつ生息環境が

特殊」のいずれかに該当するイヌワシ、シマフクロク、チュウヒ、オオヨシゴイ、サンカノゴイをランク 3 と

し、それ以外の種については、国内でのバードストライクの事例が多いオジロワシをランク 2、事例が少ないも

しくは関係が不明のクマタカ、オオワシ、タンチョウ、コウノトリをランク 1 としました。 
後に、重要種が分布している 10km メッシュにその重要種のランクを付け、10 種のメッシュを重ね合わせ

ました。同一メッシュに複数の重要種が分布する場合には、 も大きいランクをそのメッシュに付けました。 
 

【集団飛来地】 
集団飛来地については、ガン類、ハクチョウ類、カモ類、シギ・チドリ類、カモメ類、ツル類（ナベヅル・マ

ナヅル）、ウミネコの繁殖地、その他の水鳥類、海ワシ類及びその他の猛禽類を対象としました。水鳥類につい

ては、はじめにラムサール条約湿地に指定されている場所の個体数データ（モニタリングサイト 1000 調査）を

基に、分類群ごとに個体数の基準を 3、2、1 とランク付けました（個体数の多いものはランクが高くなります）。

同様に、海ワシ類は「2016 年のオオワシ・オジロワシ一斉調査結果について」（オジロワシ・オオワシ合同調

査グループ 2016）の個体数データから、猛禽類は「平成 27 年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報

整備委託業務報告書、風力発電施設立地適正化のための手引きに関する資料」（環境省自然環境局野生生物課 
2016）の個体数データから、個体数の基準をランク付けしました。 
これらの基準を用いて、現地調査結果や文献による個体数データについて 10km メッシュごとにランクを付

けました。 
なお、集団飛来地のヒアリング調査結果の情報があるメッシュは一律ランク 1 を、集団飛来地に関連するラ

ムサール条約湿地及び国指定鳥獣保護区は一律ランク 3 を付けています。 
 

【重要種と集団飛来地の重ね合わせ】 
後に、メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計して、メッシュのランクを決定しました。 

（図 3.1-27）。メッシュのランクに応じて、注意喚起レベルを決定しました（表 3.1-37）。 
 

 
図 3.1-27 重要種と集団飛来地の 

メッシュの重ね合わせ 

表 3.1-37 メッシュのランクと 

注意喚起レベル 

メッシュのランク 注意喚起レベル 

6 A1 

5 A2 

3～4 A3 

2 B 

1 C 

0 情報なし 
 

 

 

 

 

 

 



3-61 

(121) 

 
資料：「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメント 

データベース“EADAS”（イーダス HP） 平成 31 年４月閲覧） 

図 3.1-28(1) センシティビティマップにおける日中の渡りルート（水鳥類） 

 

 
資料：「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメント 

データベース“EADAS”（イーダス HP） 平成 31 年４月閲覧） 

 図 3.1-28(2) センシティビティマップにおける日中の渡りルート（猛禽類） 
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資料：「風力発電立地検討のためのセンシティビティマップ」（環境アセスメント 

データベース“EADAS”（イーダス HP） 平成 31 年４月閲覧） 

図 3.1-28(3) センシティビティマップにおける夜間の渡りルート 
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③ タンチョウの分布状況 

国の特別天然記念物に指定されているタンチョウについては、北海道の主に道東地域で繁殖・

越冬するとされていたが、近年は夏季における分布を広げており、道北地域においても確認事例

が報告されている。 

対象事業実施区域及びその周辺においては、2004 年に天塩郡豊富町、幌延町のサロベツ原野

ペンケ沼付近で、道東以外における繁殖・育雛が初記録され、それ以後、サロベツ原野において

は、2005～2008 年の間、毎年繁殖に係る情報が得られている（表 3.1-38）。 

また、北海道による越冬分布調査では、宗谷総合振興局管内において位置は不明であるが、2013

年 12 月に成鳥 6個体と幼鳥 1個体が確認されている。 

対象事業実施区域の位置する豊富町では、2004～2008 年にサロベツ原野において個体の目撃

情報及び繁殖情報がある。 

 

表 3.1-38 対象事業実施区域及びその周辺におけるタンチョウの確認状況 

確認市町 確認場所 確認年 生息状況 出典 

天塩郡 
豊富町、 
幌延町 

サロベツ原野 2004 6 月：ペンケ沼において繁殖つがいと巣上に有色卵 2個を確認。
7月：つがいと孵化後 2ヶ月弱の雛 1個体を確認。 
8 月：雛の姿が見えなくなる。 

2 

2005 5 月：2004 年の巣から約 30ｍ離れた巣上に 1個体が座り、他の
1個体も近くにいるのを確認。 

7 月：つがいと雛 2個体を確認。 

3 

2006 6 月：ペンケ沼西岸で成鳥 1 個体を確認。 
9 月：つがいと幼鳥 1個体を 2005 年とほぼ同じ場所で確認。 

4 

2007 4月：パンケ沼付近で2004年の初営巣と同じ地点に巣を見つけ、
さらに約 1km 離れた小沼で索餌する個体を確認。 

5 

2008 4 月：2007 年と同じところに就巣する個体を見つけ、そこから
1.5km 南西の小沼で索巣している 1個体を確認。 

6 

宗谷振興
局管内 

不明 2013 12 月：タンチョウ越冬分布調査にて、成鳥 6個体、幼鳥 1個体
を確認。 

7 

稚内市 道道稚内天塩
線沿い 

2014 10 月：抜海から天塩に向かう道道稚内天塩線沿いの牧草地につ
がいを確認。 

8 

大沼 2014 11 月：大沼でタンチョウ 2 個体の飛来を確認。 9 

道道稚内天塩
線沿い 

2015 3 月：抜海からこうほねの家に向かう道道稚内天塩線沿いの雪
原でつがいとみられるタンチョウの飛来を確認。 

10 

大沼 2015 11 月：大沼でつがいを確認。 11 

大沼 2016 4 月：大沼でタンチョウ 1個体の飛来を確認。 12 

声問川 2016 4 月：声問川でタンチョウ 2 個体の飛来を確認。 13 

大沼 2016 11 月：大沼でタンチョウ 5 個体の飛来を確認。 14 

出典：1) 環境庁・農林水産省・建設省：タンチョウ保護増殖事業計画、平成 5年 11 月 26 日 
2) 正富宏之・百瀬邦和・松本文雄・古賀公也・冨山奈美・青木則幸：2004 年の北海道におけるタンチョウの繁殖状況、

環境科学研究所報告 11、p.1-26、2004.  
3) 正富宏之・百瀬邦和・松本文雄・正富欣之・古賀公也・冨山奈美：2005 年春の北海道におけるタンチョウの営巣、環

境科学研究所報告 12、p.7-30、2005． 
4) 正富宏之・百瀬邦和・古賀公也・正富欣之・松本文雄・冨山奈美：2006 年の北海道におけるタンチョウの繁殖、地域

総合科学研究センター報告 1、p.1-24、2006． 
5) 正富宏之・百瀬邦和・古賀公也・正富欣之・松本文雄：北海道における 2007 年のタンチョウ繁殖状況、地域総合科学

研究センター報告 2、p.19-40、2007． 
6) 正富宏之・百瀬邦和・古賀公也・正富欣之・松本文雄：2008 年の北海道におけるタンチョウの繁殖状況、地域総合科

学研究センター報告 3、p.33-58、2008． 
7) タンチョウ越冬分布調査結果（平成 18 年度～26 年度）．北海道釧路総合振興局 HP

（http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/tantyouissei.htm 2015 年 9 月確認） 
8) 2014 年 11 月 12 日付 稚内プレス社 HP（http://wakkanaipress.com/2014/11/12/5608 2015 年 9 月確認） 
9) 2015 年 3 月 27 日付 稚内プレス社 HP（http://wakkanaipress.com/2015/03/27/8013 2015 年 9 月確認） 
10) 2015 年 3 月 27 日付 稚内プレス社 HP（http://wakkanaipress.com/2015/03/27/8013 2016 年 11 月確認） 
11) 2015 年 11 月 17 日付 稚内プレス社 HP（http://wakkanaipress.com/2015/11/17/12908 2016 年 11 月確認） 
12) 2016 年 4 月 18 日付 稚内プレス社 HP（http://wakkanaipress.com/2016/04/18/15798 2016 年 11 月確認） 
13) 2016 年 4 月 27 日付 稚内プレス社 HP（http://wakkanaipress.com/2016/04/27/15985 2016 年 11 月確認） 
14) 2016 年 11 月 15 日付 稚内プレス社 HP（https://wakkanaipress.com/2016/11/15/20032 2016 年 11 月確認） 
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2. 植物の生育の状況 

(1) 植物の状況 

(a) 植物相の状況 

収集した文献その他の資料（表 3.1-25）によると、対象事業実施区域及びその周辺に生育す

る植物の確認状況は表 3.1-39 に示すとおりである。 

 

表 3.1-39 文献その他の資料による植物相の概況 

分類群 科数 種数 主な確認種 

シダ植物 

12 29 

ヒカゲノカズラ、マンネンスギ、スギナ、

ヤマドリゼンマイ、ワラビ、シラネワラビ、

エゾメシダ等 

種子植物 裸子植物 
1 4 

アカトドマツ、カラマツ、アカエゾマツ、

エゾマツ 

被子植物 双子葉類 離弁花類

48 205 

ヤチヤナギ、ドロノキ、ケヤマハンノキ、

ミズナラ、ハルニレ、エゾイラクサ、イヌ

タデ、エゾカワラナデシコ、エゾイタヤ、

オオバタチツボスミレ、ゴゼンタチバナ等

合弁花類

20 121 

イチヤクソウ、ヒメシャクナゲ、ツルコケ

モモ、ガンコウラン､ヤチダモ、エゾリン

ドウ、サワギキョウ、ヤナギトラノオ、ヨ

ブスマソウ､アキタブキ等 

単子葉類 

16 165 

サジオモダカ、タチギボウシ、エゾスカシ

ユリ、オオバナエンレイソウ、イワノガリ

ヤス、チシマザサ、ミズバショウ、ワタス

ゲ、エゾスズラン、ハクサンチドリ等 

合計 97 524 

 

 

(b) 植生の状況 

「第 6回～第 7回自然環境保全基礎調査 -植生調査-」の現存植生図による対象事業実施区域

及びその周辺の現存植生図を図 3.1-29 に示した。 

対象事業実施区域は、主に牧草地として利用されている。南側はササ群落及びトドマツ植林が

分布し、周辺には広くトドマツ-ミズナラ群落やエゾイタヤ-ミズナラ群落が分布し、ところどこ

ろにアカエゾマツやトドマツの植林地が点在する。 



3-65 

(125) 

 

 

 

 

図 3.1-29 現存植生図

注 1）現存植生図は平成
18 年の調査結果か
ら作成されたもので
ある。 

注 2）「市街地」には、市
街地・工場地のほか、
造成地・干拓地・自然
裸地が含まれる。 
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(2) 植物の重要な種及び重要な植物群落等の分布 

植物の重要な種及び重要な生育地の選定は、表 3.1-40 に示す法令や規制等の選定基準に基づ

いて行った。 

 

表 3.1-40(1) 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） 
天然記念物のうち、世界的に又は国家的に価値が特に

高いもの、として特別に指定されたもの 

・天然記念物（天） 

動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む）、植物（自

生地を含む）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じ

ている土地を含む）で我が国にとつて学術上価値の高

いもの 

「北海道文化財保護条例」（昭和

30 年 11 月 30 日条例第 83 号） 
・北海道指定天然記念物（道天）

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 182 条第 2

項の規定に基づき、国による指定を受けたもの以外で

北海道の区域内に存するもののうち道にとって重要な

もの 

「稚内市文化財保護条例」（昭和

40 年条例第 22 号） 
・稚内市指定天然記念物（稚内天）

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 182 条第 2

項の規定に基づき、国および北海道による指定を受け

たもの以外で稚内市の区域内に存するもののうち市に

とって重要なもの 

B 

「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） 

・国際希少野生動植物種（国際）

国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶

滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植

物種を除く）であって、政令で定めるもの 

・国内希少野生動植物種（国内）
その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれの

ある野生動植物の種であって、政令で定めるもの 

・特定国内希少野生動植物種（特）

国内希少野生動植物種にあって、商業的に個体の繁殖

をさせることができるもの、かつ国際的に協力して種

の保存を図ることとされているもの 

・緊急指定種（急） 

国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外

の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要がある

と認められた種 

・生息地等保護区 

国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認め

るときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと

一体的にその保護を図る必要がある区域であって、そ

の個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は

生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保

存のため重要と認めるもの 

C 

「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）
希少野生動植物種のうち、特に保護を図る必要がある

ものについて指定するもの 

・特定希少野生動植物種（特定）
指定希少野生動植物の種のうち、譲渡し・譲受けの監

視が必要なものについて指定するもの 

・生息地等保護区 

指定希少野生動植物種の保護のために、その生息地又

は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要が

ある区域で、 分布状況及び生態その他その生息又は生

育の状況を勘案して重要と認めるもの 
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表 3.1-40（2） 植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 

D 
「環境省レッドリスト 2018」 

（平成 30 年、環境省） 

・絶滅（EX） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

・野生絶滅（EW） 
飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生

化した状態でのみ存続している種 

・絶滅危惧 IA 類（CR）  

絶滅の危機に瀕している種、現在の状態をもたらした圧

迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難な

もの 

ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高

いもの 

・絶滅危惧 IB 類（EN） 

絶滅の危機に瀕している種、現在の状態をもたらした圧

迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難な

もの 

IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の

危険性が高いもの 

・絶滅危惧 II 類（VU） 

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場

合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行する

ことが確実と考えられるもの 

・準絶滅危惧（NT） 
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によ

っては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

・情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種 

・絶滅のおそれのある地域個

体群（LP） 

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いも

の 

E 

「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） すでに絶滅したと考えられる種または亜種 

・野生絶滅種（Ew） 
本道の自然界ではすでに絶滅したと考えられているが、

飼育等の状態で生存が確認されている種または亜種 

・絶滅危機種（Cr） 絶滅の危機に直面している種または亜種 

・絶滅危惧種（En） 絶滅の危機に瀕している種または亜種 

・絶滅危急種（Vu） 絶滅の危機が増大している種または亜種 

・希少種（R） 

存続基盤が脆弱な種または亜種（現在のところ、上位ラ

ンクには該当しないが、生息・生育条件の変化によって

容易に上位ランクに移行する要素を有するもの） 

・地域個体群（Lp） 保護に留意すべき地域個体群 

・留意種（N） 
保護に留意すべき種または亜種（本道においては個体群、

生息生育ともに安定しており特に絶滅のおそれはない）

F 

「北海道レッドリスト【両生類・

爬虫類編】改訂版（2015 年）」 

（平成 27 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【昆虫＞チ

ョウ目編】改訂版（2016 年）」 

（平成 28 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【哺乳類

編】改訂版（2016 年）」 

（平成 28 年、北海道） 

「北海道レッドリスト【鳥類編】

改訂版（2017 年）」 

（平成 29 年、北海道） 

植物では該当しない。  

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） 

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。  

注）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 3.1-40（3） 植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 

J 

「生物多様性の保全の鍵になる

重要な地域（KBA）」 

（コンサベーション・インターナ

ショナル・ジャパン HP 平成 31

年４月閲覧） 

・危機性 
IUCN のレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、VU）

に分類された種が生息／生育する 

・非代替性 

a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）が生息／

生育する、b) 広い範囲に分布するが特定の場所に集中

している種が生息／生育する、c) 世界的にみて個体が

一時的に集中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著な

個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定される種群

が生息／生育する 

K 

「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   

L 

「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ⅰ（ⅰ） 原生林もしくはそれに近い自然林 

・特定植物群落ⅱ（ⅱ） 
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 

・特定植物群落ⅲ（ⅲ） 

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 

・特定植物群落ⅳ（ⅳ） 

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 

・特定植物群落ⅴ（ⅴ） 
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 

・特定植物群落ⅵ（ⅵ） 

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 

・特定植物群落ⅶ（ⅶ） 
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

・特定植物群落ⅷ（ⅷ） その他、学術上重要な植物群落または個体群 

M 

「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） 

・巨樹・巨木林 

 原則として地上から 1.3ｍの高さでの幹周りが 3ｍ以

上の木を調査対象とし、幹周り 3ｍ以上に育ちにくい樹

種（ツバキ、マユミなど）については、3ｍ未満でも調

査対象とした 

N 

「自然環境保全基礎調査 第 6

回、第 7 回植生調査」 

（環境省 HP 令和元年 5月閲覧） 

・植生自然度 

・自然度 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 

・自然度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 

注）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 3.1-40（4） 植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 

O 
「生物多様性の観点から重要度

の高い湿地」(平成 28 年、環境省) 
・重要湿地 

【選定基準】 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マ

ングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、

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（ただし、外来

種を除く） 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数

が生育・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、繁

殖場等)である場合   

P 

「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） 

・道自然環境保全地域 

自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の

周辺の自然的社会的諸条件からみて、自然環境を保全

することが特に必要な地域 

・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 

注）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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(a) 植物の重要な種 

対象事業実施区域及びその周辺に分布する重要な植物として、31 科 60 種が確認されている。

重要な種を表 3.1-41 に示した。 

 

表 3.1-41(1) 植物の重要な種 

科名 種名 
選定基準 

A B C D E 

ミズニラ ヒメミズニラ       NT Vu 

ハナヤスリ ハマハナヤスリ         R 

ウラボシ ミヤマウラボシ         R 

  オオエゾデンダ       EN R 

タデ エゾノミズタデ         Vu 

  ノダイオウ       VU   

ナデシコ エゾハコベ       EN Vu 

キンポウゲ キタミフクジュソウ         Vu 

  フクジュソウ         Vu 

  フタマタイチゲ       VU R 

スイレン オゼコウホネ       VU R 

  ネムロコウホネ       VU Vu 

  エゾベニヒツジグサ       VU R 

マツモ マツモ         R 

ウマノスズクサ オクエゾサイシン         R 

モウセンゴケ ナガバノモウセンゴケ       VU En 

  サジバモウセンゴケ         En 

アブラナ ミヤウチソウ       EN Vu 

トウダイグサ ノウルシ       NT R 

スミレ オオバタチツボスミレ       NT   

ウリ ゴキヅル         R 

ミズキ エゾゴゼンタチバナ       NT R 

セリ サワゼリ       VU   

イチヤクソウ カラフトイチヤクソウ       VU R 

ツツジ ヤチツツジ       EN   

  ヒメツルコケモモ       VU Vu 

リンドウ ハルリンドウ         R 

  ホロムイリンドウ         R 

シソ エゾナミキソウ       VU   

タヌキモ タヌキモ       NT R 

  ヒメタヌキモ       NT Vu 

スイカズラ ベニバナヒョウタンボク       VU   

ヒルムシロ リュウノヒゲモ       NT   

  ナガバエビモ       CR   

ユリ クロユリ         R 

  コジマエンレイソウ       VU R 

アヤメ カキツバタ       NT   

ホシクサ サロベツホシクサ         R 

イネ ヌマドジョウツナギ       VU   

  ホソバドジョウツナギ       CR   

  ハイドジョウツナギ         R 

サトイモ ヒメカイウ       NT   

ミクリ ミクリ       NT R 

  タマミクリ       NT   

  エゾミクリ         R 
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表 3.1-41(2) 植物の重要な種 

科名 種名 
選定基準 

A B C D E 

カヤツリグサ ホソバオゼヌマスゲ       NT   

  ヒロハオゼヌマスゲ       NT   

  シロミノハリイ       VU Vu 

  ヒメワタスゲ       NT   

ラン コアニチドリ       VU Vu 

  イチヨウラン         Vu 

  サワラン         Vu 

  コイチヨウラン         En 

  カキラン         Vu 

  ヒメミズトンボ       VU Vu 

  ミズトンボ       VU R 

  オゼノサワトンボ         Vu 

  フタバラン         R 

  アリドオシラン         R 

  トキソウ       NT Vu 

31 科 60 種 0 科 0 種 0 科 0 種 0 科 0 種 25科 38種 24科 44種

注 1）選定基準は表 3.1-40 に対応する。 

注 2）種の分類、配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 27 年度生物リスト」（平成 27 年、国土交通省）

に準拠した。 

 

 

(b) 重要な植物群落 

対象事業実施区域及びその周辺には、ブナクラス域の自然林（植生自然度 9）が分布している。 

 

(c) 生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA） 

対象事業実施区域の周辺には、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）選定地域が分

布する。 

 

(d) 生物多様性の観点から重要度の高い湿地 

対象事業実施区域の周辺には、サロベツ原野（サロベツ湿原）が分布している。 
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3. 生態系の状況 

(1) 自然環境の類型化 

対象事業実施区域及びその周辺の自然環境について、地形及び植生等を踏まえて表 3.1-42 に

示す 18 の環境類型に区分した。また、これをもとに作成した自然環境類型区分を図 3.1-30 に

示した。 

宗谷地方は基本的にウルム氷河の影響を色濃く残した丘陵地や台地・段丘、泥炭地を基本とす

る池沼性の湿地から構成された地域である。ササ原や貧弱な針葉樹等が山地に生育し、低地の河

川域周辺等には湿地が形成されている。 

 

表 3.1-42 環境類型区分一覧 

環境類型区分 地形 植生等 

平地-自然林 
扇状地性低地 エゾイタヤ－ミズナラ群落(Ⅳ)、エゾマツ－トドマツ群集(Ⅳ)、トドマツ－

ミズナラ群落(Ⅳ)、ハルニレ群落(Ⅳ)、ヤナギ高木群落(IV) 

平地-二次林 ササ－シラカンバ群落（V）、ダケカンバ群落(III)  

平地-草原 ササ群落（V） 

平地-植林地 アカエゾマツ植林、カラマツ植林、トドマツ植林 

平地-牧草地 牧草地 

平地-耕作地 路傍・空地雑草群落  

台地・丘陵地-自然林 
砂礫台地(下位)、小起伏

丘陵地、大起伏丘陵地、

岩石台地(中位)、岩石台

地(上位)、砂礫台地(中

位) 

エゾイタヤ－ミズナラ群落(Ⅳ)、エゾマツ－トドマツ群集(Ⅳ)、トドマツ－

ミズナラ群落(Ⅳ)、ハルニレ群落(Ⅳ)、ヤナギ高木群落(IV)  

台地・丘陵地-二次林 ササ－シラカンバ群落（V）ダケカンバ群落(III) 

台地・丘陵地-草原 ササ群落(III) 

台地・丘陵地-植林地 アカエゾマツ植林、カラマツ植林、トドマツ植林 

台地・丘陵地-牧草地 牧草地 

台地・丘陵地-耕作地 路傍・空地雑草群落  

市街地等 植生等に基づく類型区分 市街地等 

自然草原 ― 

水辺 ヨシクラス 

海浜 ― 

開放水域 開放水域 

その他   ― 

注 1）植生等の区分名は「自然環境情報 GIS 提供システム 植生調査」の統一凡例に準拠した。なお、群落名の末尾についているロ

ーマ数字は以下の植生区分に分布する群落であることを示す。 

I 高山帯自然植生域 

II コケモモ－トウヒクラス域自然植生 

III コケモモ－トウヒクラス域代償植生 

IV ブナクラス域自然植生 

V ブナクラス域代償植生 
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1/25,000植生図GISデータ(環境省自然環境局HP 
http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html)
を使用し、ユニオンデーターシステム株式会社が
作成・加工したものである。 

図 3.1-30 自然環境の類型区分
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(2) 重要な自然環境のまとまりの場 

対象事業実施区域及びその周辺の自然環境から、表 3.1-43 に示す選定規準に基づき、重要な

自然環境のまとまりの場の抽出を行った。抽出された重要な自然環境のまとまりの場を表 

3.1-44 及び図 3.1-31 に示した。 

 

表 3.1-43 重要な自然環境のまとまりの場の選定基準 

選定基準 選定根拠 

重
要
な
自
然
環
境
の
ま
と
ま
り
の
場 

A 天然記念物 

「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）、「北海道

文化財保護条例」（昭和 30 年条例第 83 号）、「稚内市

文化財保護条例」（昭和 40 年条例第 22 号）における天

然記念物（天然記念物の生息域、生育地） 

B 生息地等保護区 
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） 

C 

国立公園（国立） 「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 

国定公園（国定） 

道立自然公園（道） 

D 
原生自然環境保全地域 
自然環境保全地域 

自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号） 

E 

道自然環境保全地域 

環境緑地保護地区 

自然景観保護地区 

学術自然保護地区 

北海道自然環境等保全条例（昭和 48 年北海道条例第 64

号） 

F 
鳥獣保護区（鳥） 「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 鳥獣保護区特別保護地区（特） 

G 生息地等保護区 
北海道生物の多様性の保全等に関する条例（平成 25 年 

北海道条例第 9号） 

H 保安林（保） 「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）における保安林 

I ラムサール条約登録湿地（ラ） 
「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 

J 特定植物群落（特） 

「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」（環境省自然環境課生物多様性センター 自然

環境情報 GIS 情報システム）における特定植物群落 

K 重要野鳥生息地（IBA） 
「IBA（Important Bird Areas）重要野鳥生息地プログラ

ム」で選定された生息地 

L すぐれた自然地域（自） 「北海道自然環境保全指針」（平成元年） 

M 

コケモモ-トウヒクラス域自然植生（II）

（植生自然度９） 
「自然環境保全基礎調査 第 6・7回基礎調査」（環境省

自然環境課生物多様性センター 自然環境情報 GIS 提供

システム）における自然林、自然草原 

ブナクラス域自然植生（IV） 

（植生自然度９） 

河辺・湿原・沼沢地・砂丘植生（VIII）

（植生自然度 10） 
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表 3.1-44 重要な自然環境のまとまりの場 

重要な自然環境のまとまりの場 
選定基準  

A B C D E F G H I J K L M 

国立公園 利尻礼文サロベツ   国               

鳥獣保護区 

幌延鳥獣保護区      鳥            

北大天塩研究林鳥獣保護区      鳥            

サロベツ鳥獣保護区      鳥        

保安林        保          

ラムサール サロベツ原野          ラ       

特定植物群落 

稚内～抜海丘陵ササ草原            特     

北大天塩地方演習林蛇紋岩

帯アカエゾマツ林 
           特     

猿払川中流の湿原            特     

IBA 
サロベツ原野              IBA    

猿払川湿原              IBA    

すぐれた 

自然地域 

サロベツ原野               自  

猿払川湿原            自  

天塩川下流域               自  

北大天塩・中川演習林            自  

自然林、 

自然草原 

（植生自然度 

9 及び 10） 

コケモモ-トウヒクラス域

自然植生 
                II

ブナクラス域自然植生                         IV

河辺・湿原・沼沢地・ 

砂丘植生 
                        VIII

出典:「生物多様性センター 自然環境調査 Web-GIS(国立公園、特定植物群落調査)」 

(環境省自然環境局 HP http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html)  

「北海道の文化財」(北海道教育委員会 HP http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bun-hogo.htm) 

「国土数値情報ダウンロードサービス(鳥獣保護区)」 

(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)  

「1/20,000 土地保全基本調査[北海道]（国有林・保安林）」 

（国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html）  

「ラムサール条約と条約湿地」(環境省自然環境局野生生物課 HP http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html)  

「Important Bird Areas in Japan」(日本野鳥の会 HP http://www.wbsj.org/nature/hogo/others/iba/search/hokkaido.html) 
注）選定基準は表 3.1-43 に対応する。 
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図 3.1-31(1) 

重要な自然環境のまとまりの場(広域)

出典:「生物多様性センター 自然環境調査 Web-GIS(国立公園、特定植物群落調査)」 

(環境省自然環境局 HP http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html)  

「北海道の文化財」(北海道教育委員会 HP 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bun-hogo.htm) 

「国土数値情報ダウンロードサービス(鳥獣保護区)」 

(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)  

「1/20,000 土地保全基本調査[北海道]（国有林・保安林）」 

（国土交通省国土政策局国土情報課 HP 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html）  

「ラムサール条約と条約湿地」(環境省自然環境局野生生物課 HP 

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html)  
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図 3.1-31(2) 

重要な自然環境のまとまりの場(詳細)

出典:「生物多様性センター 自然環境調査 Web-GIS(国立公園、特定植物群落調査)」 

(環境省自然環境局 HP http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html)  

「北海道の文化財」(北海道教育委員会 HP 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bun-hogo.htm) 

「国土数値情報ダウンロードサービス(鳥獣保護区)」 

(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「1/20,000 土地保全基本調査[北海道]（国有林・保安林）」 

（国土交通省国土政策局国土情報課 HP 

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html）  

「ラムサール条約と条約湿地」(環境省自然環境局野生生物課 HP 

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html)  
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

1. 景観の状況 

(1) 景観資源 

対象事業実施区域及びその周辺の景観資源の状況は表 3.1-45 及び図 3.1-32 に示した。主な

景観資源としては、自然環境に由来するものとしてペンケ沼、サロベツ湿原など、人が作り上げ

てきたものとしては大規模草地牧場が挙げられる。 

 

表 3.1-45 主要な景観資源 

No. 景観資源名 所在地 名称 出典 

1 湖沼 豊富町 兜沼 1、2 

2 湖沼 豊富町 ペンケ沼 1、2 

3 湖沼 豊富町 パンケ沼 1、2 

4 湿原 豊富町 サロベツ湿原 1、2、3 

5 地域の良好な景観資源 豊富町 大規模草地牧場 3 

出典 

1：「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書 日本の自然景観 北海道編」（平成元年、環境庁） 

2：「第 3 回自然環境保全基礎調査 北海道自然環境情報図 留萌、宗谷」（平成元年、環境庁） 

3：「地域の良好な景観資源」（稚内市 http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/kk/wkk/h27wakkanai.pdf 

幌延町 http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/kk/wkk/10horonobe.pdf 

豊富町 http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/kk/wkk/06toyotomi.pdf） 
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出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(河川、湖沼)」 
(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
「日本の典型地形」(国土地理院 HP http://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei.html) 

図 3.1-32 主要な景観資源の分布 
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(2) 主要な眺望地点の分布 

対象事業実施区域及びその周辺の主要な眺望地点については表 3.1-46 及び図 3.1-33 に示し

た。「宮の台展望台」や「大沼バードハウス」など 9箇所が存在している。 

 

表 3.1-46 主要な眺望地点 

No. 名称 概要 出典 

1 幌延ビジターセンター 

サロベツ原野南側入り口にあり、パンケ沼まで 3km の距離に

ある。2階の展望室は利尻富士やパンケ沼、長沼などサロベツ

原野を一望できる休息室になっている。 

1、2、3、4、5

2 名山台展望公園 

豊富町と幌延町を結ぶ国道 40 号線沿いの、JR 下沼駅の近くに

ある展望公園で、サロベツ原野やパンケ沼、利尻富士を見渡

すことができる。 

5 

3 宮の台展望台 
小高い丘の上に建つ展望台。サロベツ原野を一望でき、なだ

らかな丘陵地帯の向こうには利尻富士も望むことができる。 
6 

4 大沼バードハウス 
日本有数のコハクチョウの飛来地として知られる大沼のほと

りに位置し、大沼を眺めることができる。 
1 

5 サロベツ湿原センター 

泥炭採掘工場跡地に整備された国立公園の案内解説や情報提

供のための利用施設、湿原内に木道が整備され、途中に展望

台等が設けられている。 

7 

6 芦川駐車場 
一般国道 40 号沿いの、兜沼公園近くの駐車場。四季を通して

利尻富士を望むことができる。 
6 

7 大規模草地牧場 

どこまでも続く大草原「大規模（おおきぼ）草地」。広々と

した牧草畑でのんびりと草を食む牛たちの姿は北海道らしい

心がやすらぐ牧歌的風景。 

2、11 

8 豊富町自然公園 

天然の広葉樹が自生する、丘陵から豊富町の市街とサロベツ

原野を一望できる公園。森林浴や自然観察会など、町民の憩

いの場となっており、毎年 8月上旬に開催される自転車まつ

りのメイン会場で、様々なスポーツ行事の拠点となっている。

ゲートボールコートやせせらぎ広場等が設置されている。 

2、8、9、10 

9 沼川みのり公園 

稚内幌延線沿い、豊富猿払線との交差点に位置する公園。屋

外ステージを備えるイベント広場の他、市民農園等が整備さ

れている。 

12 

1：「来ないば稚内！公式観光ガイドブック」（平成 26 年 1月、稚内市・稚内観光協会） 

2：「SAROBETSU GUIDE MAP サロベツガイドマップ」（豊富町役場商工観光課・豊富町観光協会・幌延町・幌延町観光協会） 

3：「とよとみ＋ほろのべ サロベツ時間」（豊富町役場商工観光課・豊富町観光協会・幌延町・幌延町観光協会）  

4：「WAKKANAI & SAROBETSU VIEWPOINT HOKKAIDO SOYA 北の眺望を体験しよう！」 

（平成 24 年 6月、公益財団法人 北海道環境財団） 

5:「利尻礼文サロベツ国立公園 ほろのべガイドブック」（幌延町・幌延町観光協会） 

6：「ビューポイントパーキング」（国土交通省北海道開発局 HP http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_doro/torupa/） 

7：「サロベツ湿原センターHP」（http://www.sarobetsu.or.jp/center/） 

8：「豊富町観光ガイド」（豊富町役場商工観光課・豊富町観光協会） 

9：「豊富町史 第二巻」（平成 14 年 10 月、豊富町史編さん委員会） 

10：「北の 果てとほてえロード」（天塩郡四商工会広域連係協議会（遠別商工会）） 

11：「大規模草地牧場」（豊富町 HP  

http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/web/PD_Cont.nsf/0/07F428F90AA3DE0B49256E17002B5EFB?OpenDocument） 

12：「つくる・たべる・あそぶ・ふれあう 沼川みのり公園」（稚内市 HP  

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/norinsuisan/nogyo/numakaminori.html） 
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（9km:垂直見込み角１度）

図 3.1-33 主要な眺望地点の分布
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2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

対象事業実施区域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合い活動の場を表 3.1-47

及び図 3.1-34 に示した。サロベツ湿原センター、豊富町自然公園、大規模草地牧場などが存在

している。 

 

表 3.1-47 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

No. 名称 概要 出典 

1 沼川みのり公園 
稚内幌延線沿い、豊富猿払線との交差点に位置する公園。
屋外ステージを備えるイベント広場の他、市民農園等が
整備されている。 

4 

2 宮の台展望台 
小高い丘の上に建つ展望台。サロベツ原野を一望でき、
なだらかな丘陵地帯の向こうには利尻富士も望むことが
できる。 

1、6、7、8、9  

3 豊富町自然公園 

天然の広葉樹が自生する、丘陵から豊富町の市街とサロ
ベツ原野を一望できる公園。森林浴や自然観察会など、
町民の憩いの場となっており、毎年 8 月上旬に開催され
る自転車まつりのメイン会場で、様々なスポーツ行事の
拠点となっている。ゲートボールコートやせせらぎ広場
等が設置されている。 

6、8、9、11 

4 豊富温泉スキー場 初心者から中級者向けのゲレンデで、ファミリーに 適。 6、7、9 

5 大規模草地牧場 
どこまでも続く大草原「大規模（おおきぼ）草地」。広々
とした牧草畑でのんびりと草を食む牛たちの姿は北海道
らしい心がやすらぐ牧歌的風景。 

6、13 

6 
とほてえフットパス 
(豊富町) 

自然公園から豊富温泉にいたる約 6km のコースである。
途中、中井沼で野鳥を観察することもできる。 

11 

7 
とほてえフットパス 
(幌延町) 

幌延駅からトナカイ観光牧場にいたる約 4.5km のコース
である。途中、名林公園を経由する。 

11 

8 幌延ビジターセンター 
サロベツ原野南側入り口にあり、パンケ沼まで 3km の距
離にある。2階の展望室は利尻富士やパンケ沼、長沼など
サロベツ原野を一望できる休息室になっている。 

2、6、8、10、14 

9 名山台展望公園 
豊富町と幌延町を結ぶ国道 40 号線沿いの、JR 下沼駅の近
くにある展望公園で、サロベツ原野やパンケ沼、利尻富
士を見渡すことができる。 

14 

10 名林公園 
幌延町のほぼ中心部にある樹木園で、胸高周囲 5m 近い樹
齢 100～300 年のハルニレやミズナラをはじめオンコ、サ
クラなど 230 数本の木々が生い茂っている。 

14、15 

11 
ふるさとの森 森林公園
キャンプ場 

幌延町市街地の北側にあり、キャンプ場、バンガロー、
アスレチック、林間歩道、触れ合いの館などを有する。
触れ合いの館は研修室、管理人室、調理室などの設備を
備えている。 

6、14、15 

12 トナカイ観光牧場 

もともとは畜産を目的としたもので観光目的が主ではな
かったが、畜産と観光の両事業化のため設立された。物
産館やレストラン、青いケシ等が植えられた花畑、イベ
ント広場等を有する。 

6、8、14、15 

13 幌延町東ヶ丘スキー場 
雪を克服して心身の健全な発達を図り、明るく健康な生
活を築くことに寄与するため設置されたスキー場。 

14、16 

14 サロベツ湿原センター 
泥炭採掘工場跡地に整備された国立公園の案内解説や情
報提供のための利用施設、湿原内に木道が整備され、途
中に展望台等が設けられている。 

17 
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出典 

1：「～いちばん遠くまで行こう～ 宗谷 彩北そうや MAP」（宗谷観光連盟 観光パンフレット） 

2：「来ないば稚内！公式観光ガイドブック」（平成 26 年 1月、稚内市・稚内観光協会） 

3：「いちばん北へ行こう！来ないば、稚内！ 北観光」（稚内市 観光パンフレット） 

4：「つくる・たべる・あそぶ・ふれあう 沼川みのり公園」（稚内市 HP  

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/norinsuisan/nogyo/numakaminori.html） 

5：「稚内市、経済・産業・建設、観光、観光施設」（稚内市 HP https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/kanko/shisetsu/） 

6：「SAROBETSU GUIDE MAP サロベツガイドマップ」（豊富町役場商工観光課・豊富町観光協会・幌延町・幌延町観光協会） 

7：「豊富町観光ガイド」（豊富町役場商工観光課・豊富町観光協会） 

8：「とよとみ＋ほろのべ サロベツ時間」（豊富町役場商工観光課・豊富町観光協会・幌延町・幌延町観光協会）  

9：「豊富町史 第二巻」（平成 14 年 10 月、豊富町史編さん委員会） 

10：「WAKKANAI & SAROBETSU VIEWPOINT HOKKAIDO SOYA 北の眺望を体験しよう！」 

（平成 24 年 6月、公益財団法人 北海道環境財団） 

11：「北の 果てとほてえロード」（天塩郡四商工会広域連係協議会（遠別商工会）） 

12：「サロベツ原生花園サロベツ湿原センター」（環境省）  

13:「大規模草地牧場」（豊富町 HP  

http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/web/PD_Cont.nsf/0/07F428F90AA3DE0B49256E17002B5EFB?OpenDocument） 

14:「利尻礼文サロベツ国立公園 ほろのべガイドブック」（幌延町・幌延町観光協会） 

15:「新幌延町史」（平成 12 年 12 月、新幌延町史編さん委員会） 

16:「まちの紹介」（幌延町 HP http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/section/edu/le009f0000001go7.html） 

17：「サロベツ湿原センターHP」（http://www.sarobetsu.or.jp/center/） 
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※参考（9km:垂直見込み角１度） 

※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1-34 主要な人と自然との 
触れ合いの活動の場 
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3.1.7 一般環境中の放射線物質の状況 

1. 空間線量率 

対象事業実施区域及びその周辺では、平成24年4月1日から北海道により空間線量率（μSv/h）

が定期的に測定されている。 

北海道宗谷総合振興局における月別空間線量率を表 3.1-48 に、月別空間線量率の推移を図 

3.1-35 に示す。空間線量率の月平均値は 0.024～0.040（μSv/h）で推移しており、「汚染状況重

点調査地域」として指定を受ける値（除染関係ガイドライン 平成 25 年 5 月 第 2 版）である

0.23（μSv/h）を下回っている。 

 

表 3.1-48 北海道宗谷総合振興局における月別空間線量率 

（µSv/h（マイクロシーベルト毎時）） 

測定月 大 小 平均 測定月 大 小 平均 

H26.5 0.067 0.036 0.039 H28.11 0.079 0.029 0.038

H26.6 0.047 0.036 0.038 H28.12 0.066 0.029 0.033

H26.7 0.067 0.037 0.040 H29.1 0.068 0.026 0.031

H26.8 0.104 0.036 0.040 H29.2 0.067 0.025 0.028

H26.9 0.101 0.036 0.040 H29.3 0.043 0.026 0.031

H26.10 0.073 0.036 0.039 H29.4 0.065 0.034 0.038

H26.11 0.090 0.033 0.039 H29.5 0.054 0.036 0.038

H26.12 0.078 0.025 0.033 H29.6 0.064 0.033 0.038

H27.1 0.065 0.024 0.028 H29.7 0.072 0.036 0.039

H27.2 0.067 0.023 0.027 H29.8 0.065 0.036 0.039

H27.3 0.058 0.023 0.032 H29.9 0.088 0.036 0.040

H27.4 0.056 0.036 0.038 H29.10 0.077 0.036 0.039

H27.5 0.056 0.036 0.039 H29.11 0.100 0.028 0.039

H27.6 0.079 0.036 0.038 H29.12 0.097 0.023 0.032

H27.7 0.083 0.035 0.038 H30.1 0.093 0.019 0.026

H27.8 0.063 0.037 0.039 H30.2 0.102 0.019 0.024

H27.9 0.089 0.037 0.040 H30.3 0.052 0.016 0.024

H27.10 0.071 0.036 0.040 H30.4 0.051 0.034 0.037

H27.11 0.065 0.035 0.039 H30.5 0.059 0.036 0.038

H27.12 0.107 0.030 0.038 H30.6 0.061 0.036 0.039

H28.1 0.064 0.022 0.029 H30.7 0.101 0.031 0.038

H28.2 0.060 0.021 0.027 H30.8 0.071 0.036 0.039

H28.3 0.055 0.023 0.030 H30.9 0.059 0.036 0.039

H28.4 0.053 0.034 0.038 H30.10 0.095 0.036 0.040

H28.5 0.054 0.036 0.039 H30.11 0.079 0.031 0.039

H28.6 0.055 0.036 0.038 H30.12 0.068 0.029 0.036

H28.7 0.071 0.035 0.039 H31.1 0.090 0.027 0.031

H28.8 0.091 0.036 0.039 H31.2 0.043 0.024 0.028

H28.9 0.069 0.035 0.038 H31.3 0.051 0.028 0.034

H28.10 0.072 0.035 0.040 H31.4 0.050 0.034 0.037

出典：「北海道  放射線モニタリングポスト  線量率  【年報】」 

（北海道立衛生研究所 http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_housyanou/survey.htm） 
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3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

1. 人口の状況 

平成 26 年から平成 30 年までの豊富町の人口の推移を、表 3.2-1 及び図 3.2-1 に示した。総

人口は平成 26 年には 4,140 人を数えたが、年々減少傾向にあり、平成 30 年には 3,942 人になっ

ている。人口の減少は男女ともに見られ、同様の減少傾向を示している。世帯数に関しては、お

おむね横ばい傾向を示しており、平成 26 年には 1,979 世帯であったが、平成 30 年では 1,978

世帯となっている。 

 

表 3.2-1 豊富町の人口と世帯数の推移 

年 

豊富町 

人口（人） 世帯数 

総数 男 女 （戸） 

平成 26 年 4,140 2,092 2,048 1,979 

平成 27 年 4,077 2,032 2,045 1,966 

平成 28 年 4,010 2,011 1,999 1,972 

平成 29 年 3,977 2,008 1,969 1,981 

平成 30 年 3,942 1,983 1,959 1,978 

出典：「豊富町の人口」（豊富町 HP  http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/chominka/a7cug60000002etw.html） 
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図 3.2-1 豊富町の人口・世帯数の推移 

出典：「豊富町の人口」（豊富町 HP  http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/chominka/a7cug60000002etw.html） 
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2. 産業の状況 

(1) 産業構造及び産業配置 

豊富町の平成 26 年における産業別事業者数及び従業員数を表 3.2-2 に示した。 

豊富町では、「卸売業，小売業」や「建設業」の就業人口比率が高く、次いで「医療，福祉」、

「宿泊業，飲食サービス業」の就業者の構成比が高い。一方、「農業，林業」の第 1 次産業従事

者の構成比は少ない。 

 

表 3.2-2 豊富町における産業別事業者数及び就業者数 

部門 産業分類 
豊富町 

事業所数 従業者数

第 1次産業 
農業，林業 6 68

漁業 - -

第 2 次産業 

鉱業，採石業，砂利採取業 - -

建設業 30 313

製造業 14 92

第 3 次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 2 7

情報通信業 1 1

運輸業，郵便業 8 62

卸売業，小売業 76 363

金融業，保険業 2 31

不動産業，物品賃貸業 11 29

学術研究，専門・技術サービス業 6 24

宿泊業，飲食サービス業 37 143

生活関連サービス業，娯楽業 21 90

教育，学習支援業 9 74

医療，福祉 15 209

複合サービス事業 3 114

サービス業（他に分類されないもの） 21 143

公務（他に分類されるものを除く） 8 104

全産業 270 1867

注）「-」は事実のないものを示す。 

出典：「平成 26 年 経済センサス－基礎調査」（総務省統計局 HP 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/kekka.htm） 
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(2) 生産品目、生産量及び生産額 

(a) 農業、林業、水産業 

平成 29 年における豊富町の農業産出額を表 3.2-3 に、林業の所有形態については表 3.2-4

に示した。また、水産業については漁業種類別の漁獲量を表 3.2-5 に示した。 

農業に関しては、主要な農産物は乳用牛で、特に牛乳の占める割合が高く、次いで肉用牛が高

くなっていた。一方、耕作物等は経済的に少ないことが特徴である。 

林業に関しては、国有林と民有林がほぼ同じ面積を占めており、民有林においては私有林が 8

割以上を占めている。 

水産業に関しては、「さけ定置網」が主要な漁獲を占めており、次いで「小型底びき網」、「そ

の他の漁業」となっており、これらが主要な水産業である。大きな資本が必要な底びきやかつお・

まぐろ漁やさけ・ますの流し網等はほとんど行われていない。 

 

表 3.2-3 農業産出額（平成 29 年） 

種別 
産出額 

（単位：千万円） 

耕種 

米 - 

麦類 - 

雑穀 - 

豆類 - 

いも類 - 

野菜 1 

果実 - 

花き - 

工芸農作物 - 

その他作物 11 

畜産 

肉用牛 21 

乳用牛 911 
 生乳 717 

豚 - 

鶏 0 

 鶏卵 x 

ブロイラー - 

その他畜産物 4 

加工農産物 - 

合計 947 

注 1）「0」は単位に満たないもの、「-」は事実のないもの、「x」は非公表のものを示す。 

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

出典：「平成 29 年 市町村別農業産出額（推計）」 

（農林水産省 HP  http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/） 
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表 3.2-4 所有形態別林野面積（平成 27 年） 

区 分 面積（ha） 

合 計 28,093 

国 有 16,430 

民 有 小 計 11,663 

  独立行政法人等 129 

  公 有 1,616 

  私 有 9,918 

出典：「2015 年農林業センサス」 

          （平成 30 年 6 月 28 日、農林水産省 HP https://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/kekka/gaiyo.html） 

 

 

表 3.2-5 漁業種別漁獲量（平成 29 年） 

  漁獲量（t）

底びき網 

遠洋底びき網  - 

以西底びき網  - 

沖合底びき網 
1 そうびき  - 

2 そうびき  - 

小型底びき網 41 

船びき網  

まき網 
大中型まき網 

1 そうまき 

遠洋かつお・まぐろ - 

近海かつお・まぐろ - 

その他 - 

2 そうまき網 - 

中・小型まき網 - 

刺 網 

さけ・ます流し網 - 

かじき等流し網 - 

その他の刺網 X 

敷 網 さんま棒受網 - 

定置網 

大型定置網 - 

さけ定置網 157 

小型定置網 - 

その他の網漁業 - 

はえ縄 
まぐろはえ縄 

遠洋まぐろはえ縄 - 

近海まぐろはえ縄 - 

沿岸まぐろはえ縄 - 

その他のはえ縄 - 

はえ縄以外の釣 

かつお一本釣 

遠洋かつお一本釣 - 

近海かつお一本釣 - 

沿岸かつお一本釣 - 

いか釣 

遠洋いか釣 - 

近海いか釣 - 

沿岸いか釣 - 

ひき縄釣 X 

その他の釣 - 

採貝・採藻 - 

その他の漁業 30 

漁獲量計 263 

注 1）「-」は事実のないもの、「x」は非公表のものを示す。 

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

出典：「海面漁業生産統計調査（平成 29 年）」 

（平成 31 年 3月 4 日公表、農林水産省 HP  http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/#r） 
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(b) 商業 

豊富町の平成 28 年度における商業の活動状況を表 3.2-6 に示す。 

事業所数は 58 あり、従業員数が 260 人、年間販売額は 14,589 百万円であった。 

 

表 3.2-6 商業の状況（平成 28 年） 

 事業所数 従業者数（人） 年間商品販売額（百万円） 

卸売業 11 46 5,762 

 各種商品 - - - 

 繊維・衣服等 - - - 

 飲食料品 - - - 

 建築材料､鉱物･金属材料等 - - - 

 機械器具 - - - 

 その他 - - - 

小売業 47 214 8,827 

 各種商品 - - - 

 織物・衣服・身の回り品 2 3 x 

 飲食料品 13 84 1,326 

 機械器具 5 9 84 

 その他 19 88 x 

 無店舗 8 30 1,527 

集計 58 260 14,589 

注）「-」は事実のないもの、「x」は非公表のものを示す。 

※卸売業の内訳の記載なし 
出典：「平成 28 年 経済センサス－活動調査 産業別集計（卸売業・小売業）」 

（平成 30 年 6月 28 日、農林水産省 HP  https://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/kekka/gaiyo.html） 

 

(c) 工業 

豊富町の平成 28 年における工業状況を表 3.2-7 に示す。 

事業所数は 5あり、従業員数は 76 人、出荷額は 657,892 万円であった。 

 

表 3.2-7 工業の状況（平成 28 年） 

 事業所数 従業者数（人） 製造品出荷額等（万円） 

産業全体 5 76 657,892 

食料品製造業 - - - 

飲料・たばこ・飼料製造業 - - - 

繊維工業・衣服製品製造業 - - - 

木材・木製品製造業 - - - 

家具・装備品製造業 - - - 

パルプ･紙･紙加工品製造業 - - - 

印刷・同関連業 - - - 

窯業・土石製品製造業 - - - 

金属製品製造業 - - - 

生産用機械器具製造業 - - - 

輸送用機械器具製造業 - - - 

その他の製造業 - - - 
※内訳の記載なし 
出典：「平成 28 年経済センサス－活動調査 産業別集計（製造業）」 

（平成 30 年 6月 28 日、農林水産省 HP  https://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/kekka/gaiyo.html） 



3-92 

(152) 

 

3.2.2 土地利用の状況 

豊富町の土地利用の状況を表 3.2-8 に示す。土地利用状況としては、「原野」、「山林」、「畑」

が比較的大きな値を示しており、100 km2 以上の面積を占めている。対象事業区域及びその周辺

の土地利用基本計画図を図 3.2-2 に示す。 

 

表 3.2-8 土地利用の状況（平成 25～平成 29 年） 

 面積（km2） 

田        － 

畑    104.73 

宅 地 3.10 

鉱泉地 － 

池 沼 0.13 

山 林    164.79 

牧 場 60.54 

原 野    104.79 

雑種地 3.67 

その他    78.94 

合 計    520.69 

注 1）「-」は該当数字がないもの。 

注 2）｢その他｣とは、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、

公衆用道路、公園、湖等である。 

出典：「第 126 回（平成 31 年）北海道統計書 市区町村別地目別面積」 

（平成 31 年 3月、北海道総合政策部統計課 HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/920hsy/19.htm） 
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図 3.2-2 土地利用基本計画図 

出典:「1/20,000 土地保全基本調査[北海道]（国有林・保安林）」 
（国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nrbwww.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html）
「国土数値情報ダウンロードサービス(森林地域・農業地域)」 
(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
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3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1. 河川、湖沼及び海域の利用状況 

対象事業実施区域の主要な河川としては、目梨別十九線川が流れている。周辺には、北側にサ

ロベツ川、南側に天塩川が流れている。また、主な湖沼としては、南西側にペンケ沼、パンケ沼

が存在する。 

対象事業実施区域及びその周辺には、内水面共同漁業権は設定されていない。また、港湾及び

漁港は存在しない。 

対象事業実施区域及びその周辺では、上水道事業及び簡易水道事業の取水は行われておらず、

営農用水としての利用もない。 

 

2. 地下水の利用状況 

豊富町の地下水の利用状況を表 3.2-9 及び図 3.2-3 に示す。豊富町では地下水が簡易水道と

して利用されているが、飲用井戸としての利用はない。 

対象事業実施区域及びその周辺では、地下水は取水されていない。 

 

表 3.2-9 地下水の利用状況 

区分 上水道 簡易水道 

原水の種別 伏流水 浅井戸 深井戸 伏流水 浅井戸 深井戸 

豊富町 

取水箇所（実績） - - - - 11 

計画 1日 大 
給水量（m3/日） 

- - - - 4,210 

出典：「平成 28 年度 北海道の水道」（平成 30 年、北海道環境生活部 HP 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/khz/contents/suidou/H25suidou-top.htm） 
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図 3.2-3  

取水位置（簡易水道：地下水） 
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3.2.4 交通の状況 

1. 陸上交通 

(1) 道路 

対象事業実施区域及びその周辺における主要な道路を図 3.2-4 に示す。また、道路交通セン

サスによる交通量調査の結果を表 3.2-10 に、交通量調査地点を図 3.2-4 に示す。 

 

表 3.2-10(1) 主要道路の交通量 

No. 路線名 

調査区間 
自動車類交通量 

(台) 

起点 終点 
12 時間 

(昼間) 
24 時間 

1 一般国道４０号 円山天塩停車場線 一般国道２３２号 950 1147 

2 一般国道４０号 一般国道２３２号 天塩町・幌延町境 1916 2340 

3 一般国道４０号 天塩町・幌延町境 稚内幌延線 1916 2340 

4 一般国道４０号 稚内幌延線 浜里下沼線 1003 1176 

5 一般国道４０号 浜里下沼線 幌延町・豊富町境 1003 1176 

6 一般国道４０号 幌延町・豊富町境 稚咲内豊富停車場線 961 1188 

7 一般国道４０号 稚咲内豊富停車場線 豊富浜頓別線 961 1188 

8 一般国道４０号 豊富浜頓別線 メナシベツ豊富線 1550 1782 

9 一般国道４０号 メナシベツ豊富線 兜沼停車場線 1344 1630 

10 一般国道４０号 兜沼停車場線 
一般国道４０号 
（豊富バイパス） 

1616 1887 

11 一般国道４０号 
一般国道４０号 
（豊富バイパス） 

豊富町・稚内市境 3295 4067 

12 一般国道４０号 豊富町・稚内市境 上勇知兜沼停車場線 3295 4067 

13 一般国道４０号 上勇知兜沼停車場線 一般国道２３８号 3295 4067 

14 一般国道４０号（幌富バイパス） 幌延３号線 幌延町・豊富町境 1525 1919 

15 一般国道４０号（幌富バイパス） 幌延町・豊富町境 豊富浜頓別線 1525 1919 

16 一般国道４０号（豊富バイパス） 豊富浜頓別線 メナシベツ豊富線 1512 1892 

17 一般国道４０号（豊富バイパス） メナシベツ豊富線 豊富猿払線 1536 1975 

18 一般国道４０号（豊富バイパス） 豊富猿払線 一般国道４０号 1536 1975 

19 一般国道２３２号 一般国道４０号 一般国道２３２号 1308 1598 

20 豊富浜頓別線 一般国道４０号 
一般国道４０号 
（幌富バイパス） 

1309 1571 

21 豊富浜頓別線 
一般国道４０号 
（幌富バイパス） 

豊富町・幌延町境 1309 1571 

22 豊富浜頓別線 豊富町・幌延町境 稚内幌延線 1309 1571 

23 豊富浜頓別線 稚内幌延線 幌延町・豊富町境 1309 1571 

24 豊富浜頓別線 幌延町・豊富町境 稚内幌延線 1309 1571 

25 豊富浜頓別線 稚内幌延線 豊富中頓別線 259 303 

26 豊富浜頓別線 豊富中頓別線 豊富町・猿払村境 259 303 

27 豊富浜頓別線 豊富町・猿払村境 上猿払清浜線 259 303 

28 豊富浜頓別線 上猿払清浜線 上猿払浅茅野線 259 303 

29 稚内幌延線 稚内豊富線 稚内豊富線 1053 1253 

30 稚内幌延線 稚内豊富線 豊富猿払線 1053 1253 

31 稚内幌延線 豊富猿払線 豊富猿払線 1053 1253 

32 稚内幌延線 豊富猿払線 稚内市・豊富町境 340 398 

33 稚内幌延線 稚内市・豊富町境 豊富浜頓別線 340 398 

34 稚内幌延線 豊富浜頓別線 豊富遠別線 702 780 

35 稚内幌延線 豊富遠別線 上問寒幌延停車場線 1096 1315 
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表 3.2-10(2) 主要道路の交通量 

No. 路線名 

調査区間 
自動車類交通量 

(台) 

起点 終点 
12 時間 

(昼間) 
24 時間 

36 稚内幌延線 上問寒幌延停車場線 豊富遠別線 1096 1315 

37 稚内幌延線 豊富遠別線 豊富遠別線 1427 1727 

38 稚内幌延線 豊富遠別線 幌延３号線 1427 1727 

39 稚内幌延線 幌延３号線 一般国道４０号 1427 1727 

40 豊富猿払線 一般国道４０号（豊富バイパス） 豊富町・稚内市境 298 318 

41 豊富猿払線 豊富町・稚内市境 稚内幌延線 298 318 

42 豊富猿払線 稚内幌延線 曲渕停車場線 298 318 

43 豊富猿払線 曲渕停車場線 稚内市・猿払村境 298 318 

44 豊富猿払線 稚内市・猿払村境 上猿払清浜線 298 318 

45 豊富猿払線 上猿払清浜線 鬼志別停車場線 1886 2263 

46 豊富猿払線 鬼志別停車場線 一般国道２３８号 1601 1921 

47 豊富遠別線 稚内幌延線 稚内幌延線 1342 1610 

48 豊富遠別線 稚内幌延線 上問寒幌延停車場線 1342 1610 

49 豊富遠別線 上問寒幌延停車場線 雄信内停車場線 1342 1610 

50 豊富停車場線   一般国道４０号 1225 1470 

51 鬼志別停車場線 猿払鬼志別線 豊富猿払線 392 459 

52 稚咲内豊富停車場線 兜沼豊徳線 一般国道４０号 423 495 

53 上問寒問寒別停車場線   上問寒幌延停車場線 135 154 

54 上問寒問寒別停車場線 上問寒幌延停車場線 豊富中頓別線 135 154 

55 上問寒問寒別停車場線 豊富中頓別線 問寒別佐久停車場線 386 452 

56 狩別猿払停車場線   猿払停車場線 89 100 

57 上勇知兜沼停車場線 一般国道４０号 抜海兜沼停車場線 730 854 

58 上問寒幌延停車場線 上問寒問寒別停車場線 豊富中頓別線 109 118 

59 上問寒幌延停車場線 豊富中頓別線 豊富遠別線 109 118 

60 上問寒幌延停車場線 稚内幌延線   109 118 

61 曲渕停車場線   豊富猿払線 344 399 

62 上猿払浅茅野線 豊富浜頓別線 一般国道２３８号 6 7 

63 豊富中頓別線 豊富浜頓別線 豊富町・幌延町境 69 75 

64 豊富中頓別線 豊富町・幌延町境 上問寒幌延停車場線 69 75 

65 豊富中頓別線 上問寒問寒別停車場線 幌延町・中頓別町境 144 164 

66 上猿払清浜線 豊富浜頓別線   86 96 

67 上猿払清浜線   豊富猿払線 86 96 

68 メナシベツ豊富線   一般国道４０号 38 40 

69 メナシベツ豊富線 一般国道４０号 一般国道４０号 38 40 

70 浜里下沼線 稚内天塩線 一般国道４０号 202 236 

71 猿払鬼志別線 猿払停車場線   317 371 

72 兜沼停車場線 抜海兜沼停車場線 一般国道４０号 307 359 

73 稚内豊富線 稚内幌延線 稚内幌延線 238 281 

出典：「平成 22 年度 道路交通センサス 一般交通量調査」（国土交通省 HP http://www.mlit.go.jp/road/census/h22-1/） 
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(2) 鉄道 

対象事業実施区域及びその周辺における鉄道の敷設状況を図 3.2-4 に示した。 

対象事業実施区域及びその周辺には鉄道は敷設されていないが、西側には、稚内市と旭川市を

繋ぐ宗谷本線が敷設されている。 

 

(3) 空港 

対象事業実施区域及びその周辺に空港は存在しない。 

 

2. 海上交通 

対象事業実施区域及びその周辺の近傍に港湾は存在しない。 
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図 3.2-4  

主要な交通網及び交通量調査地点 

出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(道路・鉄道)」 
(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)
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3.2.5 学校、病院、その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の

配置の状況 

1. 学校、病院、その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の状況 

対象事業実施区域及びその周辺には、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設は存在しない。 

 

2. 住宅の配置の状況 

対象事業実施区域及びその周辺における住宅の配置の状況を図 3.2-5 に示す。対象事業実施

区域の周辺では、住宅が点在している。 
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図 3.2-5 住宅等の状況 

出典:「基盤地図情報基本項目（建造物の外周線）」 
（国土地理院基盤地図情報ダウンロードサービス http://fgd.gsi.go.jp/download/demsel.php）
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3.2.6 下水道の整備状況 

豊富町での下水道の整備状況を表 3.2-11 に示す。 

豊富町では、平成 9 年度より下水道事業に着手し、豊富浄化センターが平成 13 年度より供用

開始され、普及率は 74.4％となっている。 

 

表 3.2-11 下水道処理人口・普及率 

行政区域人口 

(人) 

処理区域人口 

(人) 

普及率 

(％) 

3,977 2,958 74.4 

出典：「北海道の下水道・汚水処理普及状況」（平成 29 年度末、北海道建設部都市環境課 HP 

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

 

 

3.2.7 廃棄物の状況 

1. 一般廃棄物 

豊富町における一般廃棄物処理の状況を表 3.2-12 に示す。 

 

表 3.2-12 一般廃棄物処理の状況（平成 29 年度） 

総排出量 
（t） 

直接焼却量 
（t） 

リサイクル率 
（％） 

終処分量 
（t） 

1,266 0 30.2 735 

出典：「一般廃棄物処理実態調査結果 平成 29 年度調査結果」（平成 31 年 4月、環境省 HP 

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h29/index.html） 

 

2. 産業廃棄物 

道北地域における、産業廃棄物の中間処理及び 終処分場の施設数と位置を表 3.2-13 及び図 

3.2-6 に示す。対象事業実施区域から 50km 以内には 34 箇所の中間処理施設と 9箇所の 終処理

施設が存在している。 

 

表 3.2-13 産業廃棄物処理施設数（平成 24 年） 

市町村 中間処理施設 終処理施設 

稚内市  17 3 

豊富町 1 0 

猿払村 4 2 

遠別町 0 1 

中川町 1 0 

中頓別町 3 1 

浜頓別町 4 1 

幌延町 4 1 

合計 34 9 
出典：「国土数値情報」（平成 24 年 7 月時点、国土交通省 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「産業廃棄物処理業者名簿」（北海道環境生活部 HP 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/sanpai_1/meibo01/meibo_main.htm 
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図 3.2-6 廃棄物処理施設等位置 出典:「国土数値情報ダウンロードサービス(廃棄物処理施設)」 

(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
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3.2.8 環境の保全を目的として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 

(1) 環境基準等 

(a) 大気汚染 

大気汚染物質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号）に基づき

全国一律に定められており、その内容を表 3.2-14 に示す。また、ベンゼン等の有害大気汚染物

質については表 3.2-15 に、微小粒子状物質については表 3.2-16 に示す基準がそれぞれ定めら

れている。また、非メタン炭化水素については、表 3.2-17 に示す大気汚染に係る指針が定めら

れている。 

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

用されない。 

 

表 3.2-14 大気汚染物質に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

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

こと。 

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

以下であること。 

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

あること。 

二酸化窒素（NO2) 
1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内、または、それ以下で

あること。 

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

備考   

1．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10マイクロメートル以下のものをいう。

2．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化

性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/taiki.html） 

（昭和 48 年 5月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

（改正 昭和 48 年 5 月 16 日 環境庁告示第 35 号） 

（改正 昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

（改正 昭和 56 年 6 月 17 日 環境庁告示第 47 号） 

（改正 平成 8年 10 月 25 日 環境庁告示第 73 号） 

 

表 3.2-15 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

出典：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/taiki.html） 

（平成 9 年 2 月 4 日環境庁告示第 4 号） 

（平成 13 年 4月 20 日環境省告示第 30 号） 

（平成 30 年 11 月 19 日環境省告示第 100 号） 
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表 3.2-16 微小粒子状物質に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

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

注）微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を 50％の割合で分離できる

分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

出典：「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/taiki.html） 

（平成 21 年 9月 9 日 環境省告示第 33 号） 

 

表 3.2-17 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

物質 指針 

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

ン炭化水素の 3時間平均値は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。 

出典：「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/taiki.html） 

（昭和 51 年 8月 13 日、中央公害対策審議会答申） 

 

(b) 騒音・振動 

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 11 月 19 日法律第

91 号）に基づき定められている。 

「騒音に係る環境基準」を表 3.2-18 に、「航空機騒音に係る環境基準」を表 3.2-19 に示す。

なお、対象事業実施区域及びその周辺では、環境基本法に基づく類型指定はない。 

 

表 3.2-18(1) 騒音に係る環境基準 

1）一般地域（道路に面しない地域） 

地域の類型 

及び区分 

基準値 

該当地域 昼間 夜間 

（6:00-22:00） （22:00-6:00） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される

地域など特に静穏を要する地域。 

A 55 デシベル以下 45 デシベル以下 専ら住居の用に供される地域。 

B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 主として住居の用に供される地域。 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供され

る地域。 
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表 3.2-18(2) 騒音に係る環境基準 

2）道路に面する地域 

地域の区分 

基準値 

昼間 夜間 

（6:00-22:00） （22:00-6:00） 

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

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及

び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考 

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

幹線交通を担う道路に近接する空間について、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉

めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、

夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。 

 

3）幹線交通を担う道路に近接する空間（2の特例） 

基準値 

昼間 夜間 

（6:00-22:00） （22:00-6:00） 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 

個別の住居等において騒音の影響の受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、

屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以下）によることができる。 

出典：「騒音に係る環境基準について」（環境省 http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html） 

（平成 10 年 9月 30 日 環境庁告示第 64 号） 

（改正 平成 12 年 3 月 28 日 環境庁告示第 20 号） 

（改正 平成 17 年 5 月 26 日 環境省告示第 45 号） 

（改正 平成 24 年 3 月 30 日 環境省告示第 54 号） 

 

表 3.2-19 航空機騒音に係る環境基準 

地域の類型 基準値 該当地域 

I 57 デシベル以下 専ら住居の用に供される地域 

II 62 デシベル以下 
I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地

域とする。 

出典：「航空機騒音に係る環境基準について」（環境省 http://www.env.go.jp/kijun/oto2.html） 

（昭和 48 年 12 月 27 日 環境庁告示第 154 号） 

（改正 平成 5年 環境庁告示第 91 号） 

（改正 平成 12 年 環境庁告示第 78 号） 

（改正 平成 19 年 環境省告示 114 号） 
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(c) 水質汚濁 

① 公共用水域 

公共用水域の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号）に基

づき定められている。 

環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は表 3.2-20 に示すとおりで、全公共

用水域について一律に定められている。また、「生活環境の保全に関する環境基準」を表 3.2-21

に示す。 

 

表 3.2-20 人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域） 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン １mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4−ジオキサン 0.05mg/L 以下 
備考   

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

2．「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定
量限界を下回ることをいう。 

3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 または 43.2.6 により測定された硝酸イオ
ンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045
を乗じたものの和とする。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/wt1.html） 

（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号）（ 終改正 平成 31 年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号） 
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表 3.2-21(1) 生活環境の保全に関する環境基準 

1）河川 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量

（DO) 
大腸菌群数 

AA 

水道 1 級、自然環境

保全及び A 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

50MPN/   

100mL 以下 

A 

水道 2級、水産 1級、

水浴及び B 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

1,000MPN/  

100mL 以下 

B 

水道 3級、水産 2級、

及び C 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上 

5,000MPN/ 

100mL 以下 

C 

水産 3 級、工業用水

1 級、及び D 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

D 

工業用水 2 級、農業

用水及び E の欄に掲

げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
８mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 － 

E 
工業用水 3 級、環境

保全 

6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

2mg/L 以上 － 

備考 

1．基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

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

る）。 

注）1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

    水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

    水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

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

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

    水産 3 級：コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

    工業用水 3級：特殊の浄水操作を行うもの 

5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
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表 3.2-21(2) 生活環境の保全に関する環境基準 

イ 

 項目 

 

 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベンゼ

ンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケ、マス等比較的低温

域を好む水生生物及びこれらの

餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 Aの水域のうち、生物 Aの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）または幼稚仔の生育場として

特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 

コイ、フナ等比較的高温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 Aまたは生物 Bの水域のう

ち、生物 Bの欄に掲げる水生生物

の産卵場（繁殖場）または幼稚仔

の生育場として特に保全が必要

な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考 

1．基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/wt2-1-1.html） 

（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

（ 終改正 平成 31 年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号） 
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表 3.2-21(3) 生活環境の保全に関する環境基準 

2）湖沼（天然湖沼及び貯水量が 1,000 万㎥以上であり、かつ、水の滞留時間が 4日間以上である人工湖） 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的 

の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

化学的酸素 

要求量 

（COD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水道 1級、水産 1級、

自然環境保全及び A

以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上 50MPN/100mL 以下

A 

水道 2、3 級、水産 2

級、水浴及び B 以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

1,000MPN/100mL 

以下 

B 

水産 3級、工業用水 1

級、農業用水及び C

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 15mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

C 
工業用水 2 級環境保

全 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

2mg/L 以上 － 

備考 

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

注）1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

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

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

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

水産 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

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

5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
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表 3.2-21(4) 生活環境の保全に関する環境基準 

イ 

 項目 

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

全窒素 全燐 

I 
自然環境保全及びII以下の欄に

掲げるもの 
0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 

II 

水道 1、2、3 級（特殊なものを

除く）、水産 1 種、水浴及び III

以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

III 
水道 3級（特殊なもの）及び IV

以下の欄に掲げるもの 
0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

IV 
水産 2種及び Vの欄に掲げるも

の 
0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

V 
水産 3種、工業用水、農業用水、

環境保全 
１mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

備考 

1．基準値は年間平均値とする。 

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

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

3．農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

注）1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

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

浄水操作を行うものをいう。） 

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

 水産 2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3種の水産生物用 

 水産 3種：コイ、フナ等の水産生物用 

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

 

ウ 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケ、マス等比較的低温域を

好む水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 Aの水域のうち、生物 Aの欄に掲

げる水生生物の産卵場（繁殖場）また

は幼稚仔の生育場として特に保全が

必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生

生物及びこれらの餌生物が生息する

水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 Aまたは生物 Bの水域のうち、生

物 Bの欄に掲げる水生生物の産卵場

（繁殖場）または幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 
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表 3.2-21(5)  生活環境の保全に関する環境基準 

エ 

 項目 

 

類型 
水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・

再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再

生産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息

できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の

低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水

域 

3.0mg/Ｌ以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・

再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生

産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/Ｌ以上 

備考 

1. 基準値は、日間平均値とする。 

2. 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/wt2-1-2.html） 

（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

（ 終改正 平成 31 年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号） 
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表 3.2-21(6) 生活環境の保全に関する環境基準 

3）海域 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

化学的酸素 

要求量 

（COD） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

n-ヘキサン 

抽出物質 

（油分等） 

A 

水産１級水浴自然環

境保全及びＢ以下の

欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 
2mg/L 以下 7.5mg/L 以上

1,000MPN/ 

100mL 以下 

検出されない

こと。 

B 

水産 2級工業用水 

及びCの欄に掲げるも

の 

7.8 以上 

8.3 以下 
3mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

検出されない

こと。 

C 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 
8mg/L 以下 2mg/L 以上 － － 

備考 

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

注）1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

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

水産 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

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

 

イ 

 項目 

類型 
利用目的の適応性 

基 準 値 

全窒素 全燐 

I 
自然環境保全及び II 以下の欄に掲げるもの（水産 2

種及び 3種を除く） 
0.2mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

II 
水産 1種、水浴及び III 以下の欄に掲げるもの（水

産 2種及び 3 種を除く） 
0.3mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

III 水産 2種及び IVの欄に掲げるもの（水産 3種を除く） 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

IV 水産 3種、工業用水、生物生息環境保全 1 mg/L 以下 0.09mg/L 以下 

備考 

1．基準値は、年間平均値とする。  

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

注）1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

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

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

     水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

 3．生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

 

ウ 

 項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

生物特 A 

生物 Aの水域のうち、水生生物の産卵場

（繁殖場）または幼稚仔の生育場として

特に保全が必要な水域 

0.01mg/L 以下 0.0007mg/L 以下 0.006mg/L 以下 
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表 3.2-21(7)  生活環境の保全に関する環境基準 

エ 

 項目 

 

類型 
水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・

再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再

生産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息

できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の

低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水

域 

3.0mg/Ｌ以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・

再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生

産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/Ｌ以上 

備考 

1. 基準値は、日間平均値とする。 

2. 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/wt2-1-2.html） 

（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

（ 終改正 平成 31 年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号） 
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① 地下水 

地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号）に基づき

定められている。 

環境基準のうち、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」を表 3.2-22 に示す。 

 

表 3.2-22 地下水の水質汚濁に係る環境基準について 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/Ｌ以下 

六価クロム 0.05mg/Ｌ以下 

砒素 0.01mg/Ｌ以下 

総水銀 0.0005mg/Ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/Ｌ以下 

四塩化炭素 0.002mg/Ｌ以下 

クロロエチレン（別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 0.002mg/Ｌ以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/Ｌ以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/Ｌ以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/Ｌ以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/Ｌ以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/Ｌ以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/Ｌ以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/Ｌ以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/Ｌ以下 

チウラム 0.006mg/Ｌ以下 

シマジン 0.003mg/Ｌ以下 

チオベンカルブ 0.02mg/Ｌ以下 

ベンゼン 0.01mg/Ｌ以下 

セレン 0.01mg/Ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/Ｌ以下 

ふっ素 0.8mg/Ｌ以下 

ほう素 1mg/Ｌ以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/Ｌ以下 

備考   

1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、 高値とする｡ 
2．「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定

量限界を下回ることをいう。 
3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 または 43.2.6 により測定された

硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格Ｋ0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に
換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4．1，2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 または 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格
K0125 の 5.1、5.2 または 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（環境省 https://www.env.go.jp/kijun/tika.html） 

（平成 9 年 3 月 13 日 環境庁告示第 10 号） 

（ 終改正 平成 31 年 3 月 20 日） 

「地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更について」（平成 28 年 5 月 25 日 環境省 地下水・地盤環境室） 
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(a) 土壌汚染 

土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号）に基づき全国

一律に定められており、その内容を表 3.2-23 に示す。 

 

表 3.2-23 土壌の汚染に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

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

き 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機りん 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

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

土壌 1㎏につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

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

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン 

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

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

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

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

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき１mg 以下であること。 

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

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

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

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備考  

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

うものとする。 

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

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

がそれぞれ地下水１Lにつき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場

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

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

定量限界を下回ることをいう。 

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

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について 別表」（環境省 http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html） 

（平成 3 年 8 月 23 日 環境庁告示第 46 号） 

「土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特

定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について」（平成 28 年 4 月 15 日 環境省 環水大土発第 1604151 号） 



3-117 

(177) 

 

(b) ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年 7 月 16 日法

律第 105 号）に基づき、表 3.2-24 に示す基準が全国一律に定められている。 

 

表 3.2-24 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒体 基準値 

大気 0.6pg-TEQ/m3以下 

水質（水底の底質を除く） １pg-TEQ/l 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 

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

2．大気及び水質（水底の底質を除く）の基準値は、年間平均値とする。 

3．土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出または高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマト
グラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計またはガスクロマトグラフ三次元四重極
形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」
という）により測定した値（以下「簡易測定値」という）に 2を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5
を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみ
なす。 

4．土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が
250pg-TEQ/g 以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値
が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 

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

（環境省 http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html） 

（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 

（ 終改正 平成 21 年 3 月 31 日環境省告示第 11 号） 
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(2) 規制基準等 

(a) 大気汚染 

硫黄酸化物の排出基準は、「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46 年 6 月 22 日、厚生省・通商産

業省令第 1号）に基づき以下の式により算出し硫黄酸化物の量とされている。この式において地

域ごとに定められている K値は、対象事業実施区域及びその周辺では 17.5 となっている。 

 

q = K × 10-3He2 

 

q：硫黄酸化物の許容量（m3N/h） 

K：大気汚染防止法第 3条第 2項第 1号で定める地域ごとの値（表 3.2-25） 

He：規定する方法により補正された排出口の高さ(m) 

 

表 3.2-25 硫黄酸化物に関する規制における K値 

Ｋ値 規制される区域 

4.0 

札幌市（手稲金山 98 番地の区域、手稲金山 131 番地から 174 番地までの区域、 手稲本町 592

番地及び 593 番地の区域、手稲平和、手稲西野 938 番地か 1006 番地までの区域、手稲福井、

山の手、盤渓、小別沢、藻岩山、北ノ沢、中ノ沢、南沢、砥石山、硬石山、白川、砥山、石

山、常盤、藤野、滝野簾舞、豊滝、小金湯、定山渓、定山渓温泉東１丁目から東４丁目まで、

定山渓温泉西１丁目から西４丁目まで並びに有明を除く）の区域 

4.5 室蘭市の区域 

6.42 
苫小牧市、勇払郡早来町（遠浅及び源武に限る）及び同郡厚真町（豊川、共栄、共和、上厚

真及び浜厚真に限る）の区域 

8.0 
小樽市の区域 

旭川市の区域 

10.0 釧路市の区域 

11.5 

函館市、上磯郡上磯町（字七重浜町、字追分、字久根別町、字東浜町、字会所町、字本町、

字川原町、字中野通、字飯生町、字新浜町、字大工川、字定盤町、字昭和町、字押上、字添

山、字中野、字清川、字谷好町、字桜岱、字水無、字三好及び字富川町に限る）及び亀田郡

大野町（字一本木、字萩野、字千代田及び字東前に限る）の区域 

17.5 上記以外の区域 

注）表中の塗りつぶしは、対象事業実施区域及びその周辺を示す。 

出典：「硫黄酸化物に関する規制」（北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/contents/top_page/taiki-tebiki.htm） 

 

 

また、ばいじん、有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和 43 年 6 月 10

日法律第 97 号）に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事

業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。 

なお、対象事業実施区域及びその周辺では、大気汚染防止法に基づく指定地域はない。 
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(b) 騒音 

騒音に関しては、「騒音規制法」（昭和 43 年 6 月 10 日法律第 98 号）に基づき、特定工場騒音

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

限度が定められている。 

「特定建設作業に係る騒音」及び「特定工場において発生する騒音」、「自動車騒音の要請限度」

について、表 3.2-26～表 3.2-29 に示す。 

なお、対象事業実施区域及びその周辺では同法に基づく規制地域の指定はない。 

 

表 3.2-26 特定建設作業規制基準 

基準等 第 1号区域 第 2号区域 

騒音基準 
85 デシベル 85 デシベル 

（1号基準） 

作業禁止時間 
19:00～7:00 22:00～6:00 

（2 号基準） 

1 日の作業限度時間 
10 時間 14 時間 

（3号基準） 

連続作業限度期間 
6 日 6 日 

（4号基準） 

作業禁止日 
日曜日その他の休日 

（5号基準） 

注）1．騒音基準は、特定建設作業が行われている敷地の境界線での 90％レンジの上端値（L05）である。 

2．基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみでなく、1日の作業限度時間を 3号基準に定める時間未満 4 

時間以上の間で、短縮させることを勧告または命令できる。 

 3．2 号基準から 5号基準については、災害等緊急事態発生の場合または人命身体の危険防止の場合はこの限りで

ない。 

出典：「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」 

（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・建設省告示第１号） 

（昭和 46 年 11 月 29 日 北海道告示 3170 号） 

「騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の手引き」 

（平成 30 年 3月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/tebiki-souon-shindou-akusyuu.htm） 

 



3-120 

(180) 

表 3.2-27 特定工場等に関する騒音の規制基準 

時間の区分 

 

 

 

区域の区分 

昼間 朝・夕 夜間 

（7:00 または 8:00～

18:00、19:00 または

20:00） 

朝（5:00 または 6:00

～7:00 または 8:00） （21:00、22:00 また

は 23:00～5:00 また

は 6:00） 
夕（18:00、19:00 ま

たは 20:00～21:00、

22:00 または 23:00） 

第一種区域 
良好な住居の環境を保全す

るため、特に静穏の保持を

必要とする区域 

45dB 以上 40dB 以上 40dB 以上 

50dB 以下 45dB 以下 45dB 以下 

第二種区域 
住居の用に供されているた

め、静穏の保持を必要とす

る区域 

50dB 以上 45dB 以上 40dB 以上 

60dB 以下 50dB 以下 50dB 以下 

第三種区域 

住居の用にあわせて商業、

工業等の用に供されている

区域であって、その区域内

の住民の生活環境を保全す

るため、騒音の発生を防止

する必要がある区域 

60dB 以上 55dB 以上 50dB 以上 

65dB 以下 65dB 以下 55dB 以下 

第四種区域 

主として工業等の用に供さ

れている区域であって、そ

の区域内の住民の生活環境

を悪化させないため、著し

い騒音の発生を防止する必

要がある区域 

65dB 以上 60dB 以上 55dB 以上 

70dB 以下 70dB 以下 65dB 以下 

注）規制基準は 90％レンジの上端値（L05）である。 

出典：「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」 

（環境省 http://www.env.go.jp/hourei/07/000052.html） 

（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第 1 号） 

（ 終改正 平成 27 年 4 月 20 日 環境省告示第 67 号） 
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表 3.2-28 騒音の区域区分と都市計画の用途地域 

騒音の区域区分 都市計画の用途地域 

第 1種区域 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域（＊注 1） 

第 1種中高層住居専用地域（＊注 1） 

（※中高層住宅が一団地として、建設されている地区） 

第 2種区域 

第 1種中高層住居専用地域（＊注 2） 

第 2種中高層住居専用地域（＊注 2） 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

第 3種区域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

第 4種区域 工業地域 

＊注 1：第 1種並びに第 2種中高層住居専用地域のうち、中高層住宅が一団地として、建設されている地区 

＊注 2：第 1種並びに第 2種中高層住居専用地域のうち、上記以外の区域 

出典「騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の手引き」 

（平成 30 年 3月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/tebiki-souon-shindou-akusyuu.htm） 

 

表 3.2-29 自動車騒音の要請限度 

区 域 の 区 分 

時間の区分 

昼間 夜間 

6:00～22:00 22:00～6:00 

・A 区域及び B区域のうち、1車線を有する道路に面する区域  65dB 以下 55dB 以下 

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

・B区域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する区域 
75dB 以下 70dB 以下 

・C区域のうち、車線を有する道路に面する区域 

注）要請限度は等価騒音レベル（Leq）である。 

＊A区域：騒音規制法に基づく第 1種区域・第 2種区域 

（第 2種区域にあっては、都市計画法による第 1種・第 2種低層住居専用地域、第 1種・第 2 種中高層住居専用地域

に限る） 

＊B区域：騒音規制法に基づく第 2種区域（A区域を除く） 

＊C区域：騒音規制法に基づく第 3種区域・第４種区域（両区域とも工業専用地域を除く） 

出典「騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の手引き」 

（平成 30 年 3月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/tebiki-souon-shindou-akusyuu.htm） 
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(c) 振動 

振動の規制に関しては、「振動規制法」（昭和 51 年 6 月 10 日法律第 64 号）に基づき、特定建

設作業及び特定工場等の振動に関する規制基準が表 3.2-30、表 3.2-31 に示すとおり定められ

ている。また、道路交通振動についても表 3.2-32 に示すとおり定められている。 

対象事業実施区域及びその周辺では振動規制法に基づく規制地域の指定はない。 

 

表 3.2-30 特定建設作業の騒音に関する規制基準【振動】 

規制内容 区域区分 規制基準 

特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 
1 号 

振動 75 デシベル 
2 号 

作業可能時刻 
1 号 午前７時から午後７時 

2 号 午前 6時から午後 10 時 

大作業時間 
1 号 1 日あたり 10 時間 

2 号 1 日あたり 14 時間 

大連続作業日数 
1 号 

連続 6日間 
2 号 

作業日 
1 号 

日曜その他の休日を除く日 
2 号 

備考  

1 号区域： 振動規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区
域として都道府県知事または騒音規制法施行令 (昭和 43 年政令第 324 号)第 4条に規定す
る市の長が指定した区域 

＊次の施設の敷地の周囲おおむね 80 メートルの区域内であること。 

・学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1条に規定する学校 

・児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 7条に規定する保育所 

・医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第２項に規
定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの 

・図書館法 (昭和 25 年法律第 118 号)第 2条第 1項に規定する図書館 

・老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 5条の 3に規定する特別養護老人ホーム 

2 号区域： 法第 3条第 1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域 

注）規制基準は 80％レンジの上端値（L10）である。 
出典：「特定建設作業の騒音に関する規制基準【振動】」 

（北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/khz/tokutei-kensetusagyou.htm 

（昭和 51 年 11 月 10 日 総理府令第 58 号） 

（ 終改正：平成 27 年 4 月 20 日 環境省令第 19 号） 
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表 3.2-31 工場・事業場の特定施設からの振動の規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼間 

（8:00～19:00） 

夜間 

（19:00～20:00） 

第 1種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第 2種区域 65 デシベル 60 デシベル 

備考     

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

する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定）により、それぞれ指定された第 1 種区域

及び第 2種区域をいう。 

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

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

第 2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第

2 条第 1 項に規定する図書館並びに老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホー

ムの敷地の周囲 50 メートル内においては、それぞれ規制値から 5デシベルを減じた値を適用するものとする。 

注）規制基準の振動レベルの決定は、次のとおりとする。 

   1. 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

  2. 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の 大値の平均値とする。 

  3. 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値 

の 80 パーセントレンジの上端値（L10）とする。 

出典：「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準の設定」 

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/khz/shindou-tokuteikoujyo-kiseikijyun.htm） 

 （昭和 53 年 3月 29 日 告示第 784 号） 

 （ 終改正 平成 27 年 5 月 1日 告示第 338 号） 

 

表 3.2-32 道路交通振動の要請限度 

区域の区分 
昼  間 

（8:00～19:00） 
夜  間 

（19:00～8:00） 

第 1種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第 2種区域 70 デシベル 65 デシベル 

備考   
第 1 種区域： 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく第一種低層住居専用地域、第二種低層住居

専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第
二種住居地域及び準住居地域 

第 2種区域： 都市計画法第 8条第 1項第 1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業
地域 

注）要請限度は 80％レンジの上端値（L10）である。 

 

（平成 24 年 3月 30 日、稚内市告示第 56 号） 
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(d) 水質汚濁 

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 12 月 25 日法律第 138

号）に基づき、全国一律の排水基準が表 3.2-33 及び表 3.2-34 に示すとおり定められている。 

また、湖沼を含む公共用水域の水質汚濁防止のため「湖沼水質保全特別措置法」（昭和 59 年法

律第 61 号）に基づき指定湖沼が定められているが、対象事業実施区域及びその周辺では同法に

基づく湖沼の指定はない。 

北海道では、「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」（昭和 47

年 4 月 3 日条例第 27 号)に基づき、上乗せ排水基準が設定されているが、対象事業実施区域及

びその周辺では、同条例に基づく適用区域の指定はない。 
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表 3.2-33 水質汚濁防止法による一律排水基準（有害物質） 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg Cd/L 

シアン化合物 1 mg CN/L 

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

鉛及びその化合物 0.1 mg Pb/L 

六価クロム化合物 0.5 mg Cr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.1 mg As/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg Hg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

チウラム 0.06mg/L 

シマジン 0.03mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 0.1 mg Se/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外の公共用水域に排出されるもの 10 mg B/L 

海域に排出されるもの 230 mg B/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外の公共用水域に排出されるもの 8 mg F/L 

海域に排出されるもの 15 mg F/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素
及び硝酸性窒素の合計量 

100mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 

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

場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 
2. 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23
年法律第 125 号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出
水については、当分の間、適用しない。 

出典：「排水基準を定める省令」（環境省 https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html） 

（昭和 46 年 6 月 21 日総理府令第 35 号） 

（ 終改正：平成 30 年 8月 28 日環境省令第 18 号） 
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表 3.2-34 水質汚濁防止法による一律排水基準（有害物質以外の項目） 

項目 許容限度 

水素イオン濃度 

（水素指数）（pH） 

海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8 以上 8.6 以下 

海域に排出されるもの 5.0 以上 9.0 以下 

生物化学的酸素要求量（BOD） 
160mg/L 

（日間平均 120mg/L） 

化学的酸素要求量（COD） 
160mg/L 

（日間平均 120mg/L） 

浮遊物質量（SS） 
200mg/L 

（日間平均 150mg/L） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性マンガン含有量 10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3000 個/cm3 

窒素含有量 
120mg/L 

（日間平均 60mg/L） 

燐含有量 
16mg/L 

（日間平均 8mg/L） 

備考 

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

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

係る排出水について適用する。 

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

を含む）に属する工場または事業場に係る排出水については適用しない。 

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

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

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

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

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

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

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

塩素イオン含有量が 1リットルにつき 9,000 ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ）として、環境大臣が定

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

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

湖沼として、環境大臣が定める湖沼※1、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として、

環境大臣が定める海域※2及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

※1：「環境大臣が定める湖沼」＝昭和 60 年環境庁告示第 27 号 （窒素含有量または燐含有量についての排水基準に係る

湖沼） 

※2：「環境大臣が定める海域」＝平成５年環境庁告示第 67 号 （窒素含有量または燐含有量についての排水基準に係る

海域） 

出典：「排水基準を定める省令」（環境省 https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html） 

（昭和 46 年 6 月 21 日総理府令第 35 号） 

（ 終改正：平成 30 年 8月 28 日環境省令第 18 号） 
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(e) 悪臭 

悪臭については、「悪臭防止法」（昭和 46 年 6 月 1日法律第 91 号）第 3条及び第 4条に基づい

て、都道府県知事（政令市長）は規制地域及び規制基準を指定することとされている。 

悪臭防止法に基づいた規制対象となる悪臭原因物質を表 3.2-35、規制地域を表 3.2-36、規制

基準を表 3.2-37 示す。 

対象事業実施区域及びその周辺には指定地はない。 

 

表 3.2-35 特定悪臭物質 

特定悪臭物質 主要発生源事業場 

アンモニア 
畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、 

魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 

メチルメルカプタン 
クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、 

下水処理場等 

硫化水素 

畜産農場、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業、 

ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、 

ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 

硫化メチル 
クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、 

下水処理場等 

二硫化メチル 
クラフトパルプ製造工場、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、 

し尿処理場、下水処理場等 

トリメチルアミン 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等 

アセトアルデヒド 

アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造業、酢酸製造工場、 

酢酸ビニル製造工場、クロロプレン製造業、たばこ製造工場、 

複合肥料製造工場、魚腸骨処理工場等 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、 

魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 

イソブタノール 

酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、 

繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、 

鋳物工場等 

スチレン 
スチレン製造業、ポリスチレン製造業、ポリスチレン加工場 

ＳＢＲ製造業、ＦＲＰ製品製造業、化粧合板製造業等 

キシレン  （トルエンに同じ） 

プロピオン酸 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場等 

ノルマル酪酸 

ノルマル吉草酸 

イソ吉草酸 

畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、 

でん粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場等 

出典：「騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の手引き」（平成 30 年 3 月、北海道 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/tebiki-souon-shindou-akusyuu.htm） 
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表 3.2-36 悪臭防止法に基づく規制地域の指定 

支庁名 指定市町 指定数 

石狩 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町 6 市 1 町 

渡島 函館市、北斗市、七飯町、八雲町 2 市 2 町 

檜山 無し － 

後志 小樽市、倶知安町、共和町、岩内町、余市町 1 市 4 町 

空知 
夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川
市、歌志内市、深川市、栗山町、奈井江町、長沼町、南幌町、由仁町 

10 市 5 町 

上川 
旭川市、士別市、名寄市、富良野市、美瑛町、上富良野町、鷹栖町、
東神楽町 

4 市 4 町 

留萌 留萌市、羽幌町 1 市 1 町 

宗谷 稚内市 1 市 

網走 網走市、北見市、紋別市、美幌町、遠軽町、大空町、斜里町 3 市 4 町 

胆振 
室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、洞爺湖町、白老町、安平町、 
厚真町、むかわ町 

4 市 5 町 

日高 新ひだか町、浦河町、日高町   3 町 

十勝 
池田町、足寄町、新得町、鹿追町、広尾町、浦幌町、帯広市、音更町、
士幌町、芽室町、幕別町、豊頃町、本別町、清水町、 

1 市 13 町 

釧路 釧路市、釧路町、白糠町、厚岸町、標茶町、弟子屈町 1 市 5 町 

根室 根室市、中標津町、別海町 1 市 2 町 

合計 35 市 49 町 

[平成 24 年 3 月 23 日北海道告示第 183 号] ほか 

（平成 30 年 2 月末現在） 

出典：「騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の手引き」（平成 30 年 3 月、北海道 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/tebiki-souon-shindou-akusyuu.htm） 
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表 3.2-37 悪臭防止法に基づく規制基準 

1）事業場の敷地境界線の地表における規制基準 

悪臭物質 A 区域(ppm) B 区域(ppm) C 区域(ppm) 

アンモニア 1 2 5 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 

硫化水素 0.02 0.06 0.2 

硫化メチル 0.01 0.05 0.2 

二硫化メチル 0.009 0.03 0.1 

トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01 

イソブタノール 0.9 4 20 

酢酸エチル 3 7 20 

メチルイソブチルケトン 1 3 6 

トルエン 10 30 60 

スチレン 0.4 0.8 2 

キシレン 1 2 5 

プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 

イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01 

備考 

A 区域：B、C 区域以外の区域、B区域：農業振興区域、C区域：工業・工業専用地域 

A 区域、B 区域及び C 区域とは、それぞれ工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質の

排出を規制する地域（平成 24 年北海道告示第 183 号）により、指定された A区域、B 区域及び C区域をいう。 

（平成 24 年 3 月 23 日、北海道告示第 184 号） 

 

2）事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準 

アで定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則（昭和 47 年総理府令第 39 号。以下「環境省令」
という。）第３条に定める方法により、特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メ
チル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸
を除く。）の種類ごとに算出して得た流量。 

（平成 24 年 3 月 23 日、北海道告示第 184 号） 

 

3）事業場の排出水の敷地外における規制基準 

アで定める規制基準を基礎として環境省令第４条に規定する方法により算出したメチルメルカプタ
ン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルの種類ごとの排出水中の濃度の値。ただし、メチルメル
カプタンは、環境省令第４条の規定により算出した排出水中の濃度の値が１リットルにつき 0.002 ミ
リグラム未満の場合は、１リットルにつき 0.002 ミリグラムとする。 

（平成 24 年 3 月 23 日、北海道告示第 184 号） 
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(f) 土壌汚染 

土壌汚染については、「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）に基づいて、規制基準が定

められている。「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）における区域の指定に係る特定有害

物質及びその指定基準を表 3.2-38 に示す。 

対象事業実施区域及びその周辺には、これら該当地域を含んでいない。 

 

表 3.2-38 土壌汚染対策法 特定有害物質 汚染状態に関する基準 

分類 特定有害物質 
土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

(mg/L) (mg/kg) 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
） 

四塩化炭素 0.002 以下 － 

1,2－ジクロロエタン 0.004 以下 － 

1,1－ジクロロエチレン 0.1 以下 － 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.04 以下 － 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 以下 － 

ジクロロメタン 0.02 以下 － 

テトラクロロエチレン 0.01 以下 － 

1,1,1－トリクロロエタン 1 以下 － 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006 以下 － 

トリクロロエチレン 0.03 以下 － 

ベンゼン 0.01 以下 － 

クロロエチレン（別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 0.002 以下  

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

（
重
金
属
等
） 

カドミウム及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

六価クロム化合物 0.05 以下 250 以下 

シアン化物 検出されないこと 
50 以下 

(遊離シアンとして）

水銀及びその化合物 

0.0005 以下 

（かつアルキル水銀

が検出されないこと） 

15 以下 

アルキル水銀 検出されないこと － 

セレン及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

鉛及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

砒素及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 4,000 以下 

ほう素及びその化合物 1 以下 4,000 以下 

第
三
種
特
定
有
害
物
質

（
農
薬
等
） 

シマジン 0.003 以下 － 

チオベンカルブ 0.02 以下 － 

チウラム 0.006 以下 － 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと － 

有機りん化合物（パラチオン、メチルパラチオン、 

ジメチルジメトン、EPN に限る。） 
検出されないこと － 

出典：「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第 2版）」 

（平成 24 年 8月、環境省 https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/full.pdf） 

「土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の

特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について」（平成 28 年 4 月 15 日 環境省 環水大土発第 1604151 号） 
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2. 自然関係法令等 

(1) 自然公園等 

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

海道立自然公園条例」（昭和 33 年 4 月 1日 条例第 36 号）に基づく自然公園等としては、対

象事業実施区域の西側に「利尻礼文サロベツ国立公園」が位置しているが、対象事業実施区域

には存在しない。 

対象事業実施区域及びその周辺における自然公園等の指定状況を表 3.2-39 に、その位置を

図 3.2-7 に示す。 

 

表 3.2-39 自然公園等の指定状況 

名称 
面積 

（特別保護地区） 
指定年月日 公園の概要 

利尻礼文サロベツ 

国立公園 

24,166ha 

(9,720ha) 
昭和 49 年 9月 20 日

日本 北の国立公園である利尻礼文サロベツ国立

公園は、抜海、稚咲内海岸、利尻・礼文の両島及びサ

ロベツ原野を含む公園で、山岳、海食崖、湿原、海岸

砂丘など変化に富む景観を誇っている。 

抜海、稚咲内海岸では、帯状に発達した数列の砂丘

の間には湿地、沼沢が点在し、ミズナラ、トドマツの

砂丘林とともに珍しい景観を呈している。 

サロベツ原野は、広大な泥炭地で低位、中位、高位

の泥炭層の分布とそれぞれに特徴的な湿原植物が見

られる。 

また、野鳥の渡りの通過点として知られ、春秋には

ガンやカモなどが翼を休めている姿を観察できる。 

注）表中の面積は指定地域全域のものである。 

出典：「国立公園」（環境省自然環境局 HP http://www.env.go.jp/park/index.html） 
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図 3.2-7 自然公園等の位置 

出典:「生物多様性センター 自然環境調査 Web-GIS(国立公園)」
(環境省自然環境局 HP http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html) 
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(2) 自然環境保全地域等 

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

「北海道自然環境等保全条例」（昭和 48 年条例第 64 号）に基づく自然環境保全地域及び道自

然環境保全地域は存在しない。 

 

(3) 特別緑地保全地区、緑地保全地域及び風致地区 

対象事業実施区域及びその周辺において、「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号）に基づく

特別緑地保全地区、緑地保全地域及び風致地区は存在しない。 

 

(4) 世界の文化遺産及び自然遺産 

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

約」（平成 4年条約第 7号）の第 11 条 2 に世界遺産一覧表に記載された文化遺産及び自然遺産

は存在しない。 

 

(5) 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く生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周辺において、「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）に指定されている生息地等保護区は存在しない。 

 

(6) 北海道生物の多様性の保全等に関する条例に基づく生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周辺において、「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」（平

成 25 年条例第 9号）に指定されている生息地等保護区は存在しない。 

 

(7) ラムサール条例の登録湿地 

対象事業実施区域及びその周辺における「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関

する条約（ラムサール条約）」（昭和 55 年条約第 28 号）に基づく湿地としては、「サロベツ原

野」が指定されているが、対象事業実施区域には含まれていない。 

対象事業実施区域及びその周辺におけるラムサール条約の登録湿地の指定状況を表 3.2-40

に、その位置を図 3.2-8 に示す。 

 

表 3.2-40 ラムサール条約登録湿地の指定状況 

湿地名 所在地 面積 登録年月日 保護の形態 概要 

サロベツ原野 
豊富町 

幌延町 
2,560ha 平成 17 年 11 月 8 日

国指定鳥獣保護区

特別保護地区 

国立公園特別保護

地区・特別地域 

平地の湿原としてはきわめ
て発達した高層湿原であり、我
が国で 大規模の面積を持つ。

湖沼には多種の水生植物群
落が分布する。 

また、ペンケ沼及びパンケ沼
は水鳥の繁殖地、特に春秋のオ
オヒシクイやコハクチョウの
東アジア地域個体群にとって
重要な中継地となっている。 

出典：「道内のラムサール条約登録湿地一覧」（平成 24 年 7 月 3日現在、北海道環境生活部環境局生物多様性保全課 HP 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/wetland/ramsargaiyou.htm） 
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(8) 鳥獣保護区等 

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

律」（平成 14 年法律第 88 号）に基づく以下の 4 箇所の鳥獣保護区が指定されているが、対象事

業実施区域には含まれていない。 

対象事業実施区域及びその周辺における鳥獣保護区等の指定状況を表 3.2-41 に、その位置を

図 3.2-8 に示す。 

 

表 3.2-41 鳥獣保護区の指定状況 

指定区分 名称 所在地 類別 面積 指定期間 

国指定鳥獣保護区・ 

特別保護地区 
サロベツ 

豊富町 

幌延町 
集団渡来地 3,739ha H23.10.1～H43.9.30 

道指定鳥獣保護区 

声問大沼 稚内市 集団渡来地 785ha H25.10.1～H45.9.30 

幌延 幌延町 身近な鳥獣生息地 184ha H26.10.1～H46.9.30 

北大天塩研究林 幌延町 森林鳥獣生息地 323ha H18.10.1～H38.9.30 

出典：「鳥獣保護区の指定状況」（環境省 HP http://www.env.go.jp/nature/choju/area/area2.html） 

     「第 10 次北海道鳥獣保護事業計画書」 

（平成 20 年 2 月 25 日、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/grp/01/10.pdf） 

     「第 11 次北海道鳥獣保護事業計画書」 

（平成 27 年 5 月 29 日、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/dai11jihokkaidokeikaku.pdf） 

     「第 12 次北海道鳥獣保護事業計画書」 

（平成 29 年 3 月 27 日、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/12jikeikaku.pdf） 
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 図 3.2-8  
自然環境保全地域等、ラムサール条約
の登録湿地、鳥獣保護区等の位置 

出典: 「国土数値情報ダウンロードサービス(鳥獣保護区)」 
(国土交通省国土政策局国土情報課 HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)  
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(9) 史跡・名勝・天然記念物等及び埋蔵文化財 

対象事業実施区域及びその周辺における「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく

史跡・名勝・天然記念物としては、天塩町指定が 1箇所存在するが、対象事業実施区域には存在

しない。 

また、対象事業実施区域及びその周辺における周知の埋蔵文化財包蔵地としては、稚内市で

14 件、豊富町で 3 件、幌延町で 8 件、天塩町で 6 件が存在するが、対象事業実施区域には存在

しない。 

対象事業実施区域及びその周辺における史跡・名勝・天然記念物及び埋蔵文化財の指定状況を

表 3.2-42 及び表 3.2-43 に、その位置を図 3.2-9 に示す。 

 

表 3.2-42 史跡・名勝・天然記念物等の指定状況 

分類 種別 名称 所在地 指定年月日 

天塩町指定 史跡 振老渡船場跡 天塩町 昭和 59 年 2月 29 日 

出典：「北海道の文化財」（北海道教育委員会 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bun-hogo.htm） 

「天塩町指定文化財一覧」 

（天塩町 HP 

 http://www.teshiotown.hokkaido.jp/wpcontent/uploads/2012/10/797863c5a3d7531b86258003490cd42b.pdf） 

 

表 3.2-43 周知の埋蔵文化財包蔵地の状況 

No 遺跡名 種別 所在地 No 遺跡名 種別 所在地 

W1 桜丘遺跡 遺物包含地 稚内市 H3 オンネベツ川左岸遺跡 遺物包含地 幌延町 

W2 豊別 4遺跡 遺物包含地 稚内市 H4 南下沼遺跡 遺物包含地 幌延町 

W3 豊別 1遺跡 遺物包含地 稚内市 H5 オンネベツ川右岸遺跡 遺物包含地 幌延町 

W4 豊別 3遺跡 遺物包含地 稚内市 H6 中ノ島遺跡 集落跡 幌延町 

W5 豊別 5遺跡 遺物包含地 稚内市 H7 原子の沢遺跡 遺物包含地 幌延町 

W6 豊別 6遺跡 遺物包含地 稚内市 H8 追分遺跡 遺物包含地 幌延町 

W7 豊別 7遺跡 遺物包含地 稚内市 Ts1 作返 1遺跡(SK-1) 集落跡 天塩町 

W8 タツニウシュナイ遺跡 遺物包含地 稚内市 Ts2 作返 2遺跡(SK-2) 集落跡 天塩町 

W9 豊別 8遺跡 遺物包含地 稚内市 Ts3 作返 3遺跡(SK-3) 遺物包含地 天塩町 

W10 豊別 9遺跡 遺物包含地 稚内市 Ts4 作返 4遺跡(SK-4) 遺物包含地 天塩町 

W11 豊別 10 遺跡 遺物包含地 稚内市 Ts5 作返 5遺跡(SK-5) 遺物包含地 天塩町 

W12 豊別 11 遺跡 遺物包含地 稚内市 Ts6 作返 6遺跡(SK-6) 集落跡 天塩町 

W13 豊別 12 遺跡 遺物包含地 稚内市 Ty1 円山遺跡 遺物包含地 豊富町 

W14 豊別 2遺跡 遺物包含地 稚内市 Ty2 南豊富遺跡 遺物包含地 豊富町 

H1 下沼 19 号線遺跡 遺物包含地 幌延町 Ty3 中豊富遺跡 遺物包含地 豊富町 

H2 下沼 15 号線遺跡 遺物包含地 幌延町     
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出典:「北海道の文化財」（北海道教育委員会 
 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/bun-hogo.htm）  

図 3.2-9 史跡・名勝・天然記念物

及び埋蔵文化財包蔵地の位置 
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(10) 保安林 

対象事業実施区域及びその周辺における「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林

の指定状況は図 3.2-10 に示すとおり、対象事業実施区域には存在しない。 

 

(11) 砂防指定地 

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

定地は図 3.2-10 に示すとおり、対象事業実施区域には存在しない。 

 

(12) 急傾斜地崩壊危険区域等 

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

和 44 年法律第 57 号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域は図 3.2-10 に示すとおり、対象事業実施

区域には存在しない。 

 

(13) 地すべり防止区域等 

対象事業実施区域及びその周辺における「地すべり等防止法」（昭和 33 年法律第 30 号）に基

づく地すべり防止区域は図 3.2-10 に示すとおり、対象事業実施区域には存在しない。 

 

(14) 土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所及び地すべり危険箇所等 

対象事業実施区域及びその周辺における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律」（平成 12 年法律第 57 号）に基づく土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所及

び地すべり危険箇所は図 3.2-10 に示すとおり、対象事業実施区域には存在しない。 
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図 3.2-10  
保安林・砂防指定地域・ 
急傾斜地崩壊危険区域等の位置 

出典:「1/20,000 土地保全基本調査[北海道]（国有林・保安林）」
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(15) 景観計画区域 

対象事業実施区域の位置する豊富町には、良好な景観の形成のための行為の制限に関する「広

域景観形成推進地域」としての指定はない。また、景観重要樹木として指定された樹木はない。 

風力発電設備に対する届出対象行為の規模要件を表 3.2-44 に、景観形成の基準を表 3.2-45

に示す。 

 

表 3.2-44 「北海道景観計画」に基づく届出対象行為（一般地域） 

届出対象行為 規 模 

次に掲げる工作物（建築物を除く。以下同

じ。）でその高さまたは面積が右欄に掲げる規

模を超えるものの新設、増築（増築後の高さま

たは面積が当該規模を超えることとなるもの

を含む。）、改築（改築後の高さまたは面積が

当該規模を超えることとなるものを含む。）ま

たは移転  

 

ウ 風力発電設備（ア、イ、エ～シ省略） 

次の表の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の右欄に定

めるとおり  

 

（ア、オ～シ省略） 

イからエまでに掲げる工作物 高さ 15 メートル 

（建築物と一体となって

設置される場合にあって

は、当該工作物の高さが 5

メートル、かつ、地盤面

から当該工作物の上端ま

での高さが 15 メートル）

出典：「北海道景観計画」（平成29年 1月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/keikaku.htm）より抜粋 
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表 3.2-45(1) 「北海道景観計画」に基づく景観形成の基準（一般地域） 

対象 

行為 
区分 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

位置・ 

配置 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮し

た位置・配置とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、

農地、歴史的・文化的遺産等の地域の良好な

景観資源に対して、周辺からの眺望に配慮し

た位置・配置とすること。  

勧告・協議基準  

(1) 建築物及び工作物（以下「建築物等」と

いう。）の位置・配置が地域の特性や周辺景

観との調和を欠くことにより、周辺景観を著

しく阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源

に対しての眺望を大きく遮る位置に建築物等

を建設するとき。  

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地にあるこ

とにより、当該景観資源に対する眺望を著し

く阻害するとき。  

規模  (1) 地域の特性や周辺の建築物または工作物

との連続性を考慮して、街並みや周辺景観と

の調和に配慮した規模とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、

農地、歴史的・文化的遺産等の地域の良好な

景観資源に対して、周辺からの眺望に配慮し

た規模とすること。  

勧告・協議基準  

(1) 建築物等の規模が地域の特性や周辺景観

との調和を欠くことにより、周辺景観を著し

く阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源

に対しての眺望を大きく遮る規模で建築物等

を建設するとき。  

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地に、当該

景観資源に対する眺望を著しく阻害する規模

の建築物等を建設するとき。  

形態また

は色彩そ

の他の意

匠（以下

「形態意

匠」とい

う。） 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮し

た形態意匠とすること。  

(2) 全体としてまとまりのある形態意匠とす

ること。  

(3) 外観には、周辺景観と調和する色彩を用

いること。  

(4) 多くの色彩やアクセント色を使用する場

合は、その数、色彩相互の調和及びバランス

に配慮すること。  

(5) オイルタンクや室外機など、建築物に附

属する設備等は、可能な限り目立たない位置

へ設置し、または目隠しをする等の工夫をす

ること。  

勧告・協議基準  

(1) 建築物等の形態意匠が地域の特性や周辺

景観との調和を欠くことにより、周辺景観を

著しく阻害するとき。  

(2) 建築物等の外観にけばけばしい色彩を用

いることにより、周辺景観を著しく阻害する

とき。  

(3) 建築物に附属する設備等を目立つ位置に

設置し、または露出させることにより、周辺

景観が著しく阻害されると認められるとき。 

命令基準  

(1) 上記(2)の場合で、特に良好と認められる

周辺景観を著しく阻害するとき。  

敷地の外

構 ・その

他  

(1) 敷地内は、周辺環境との調和を図り、可

能な限り修景を行うこと。特に、道路等の公

共空間に面した空間は、街並みにふさわしい

修景を行うよう配慮すること。  

(2) 敷地内の既存の樹木は、可能な限り保存

し、または移植することとし、やむを得ず伐

採する場合は、補植や緑化に配慮すること。 

(3) 堆雪スペース等の設置を考慮するととも

に、積雪期以外におけるこれらの施設と周辺

景観との調和にも配慮すること。  

勧告・協議基準  

(1) 建築物等の敷地の外構が地域の特性や周

辺景観との調和を欠くことにより、周辺景観

を著しく阻害するとき。  

(2) 良好な景観の形成に重要な樹木を伐採す

ることにより、周辺景観を著しく阻害すると

き。  

出典：「北海道景観計画」（平成 29年 1月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/keikaku.htm） 
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表 3.2-45(2)「北海道景観計画」に基づく景観形成の基準（一般地域） 
対象 

行為 
区分 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

開
発
行
為 

位置  (1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮し

た位置とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、

農地、歴史的・文化的遺産等の地域の良好な

景観資源に対して、周辺からの眺望に配慮し

た位置とすること。  

勧告・協議基準  

(1) 開発行為の位置が地域の特性や周辺景観

との調和を欠くことにより、周辺景観を著し

く阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源

に対しての眺望に大きな影響を及ぼす位置で

開発行為を行うとき。  

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地で、当該

景観資源に対する眺望を著しく阻害する開発

行為を行うとき。  

規模  

 

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮し

た規模とすること。  

(2) 景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、

農地、歴史的・文化的遺産等の地域の良好な

景観資源に対して、周辺からの眺望に配慮し

た規模とすること。  

勧告・協議基準  

(1) 開発行為の規模が地域の特性や周辺景観

との調和を欠くことにより、周辺景観を著し

く阻害するとき。  

(2) 主要な展望地から地域の良好な景観資源

に対しての眺望に大きな影響を及ぼす規模で

開発行為を行うとき。  

(3) 地域の良好な景観資源の近傍地で、当該

景観を著しく阻害する規模の開発行為を行う

とき。  

形状・ 

緑化等  

(1) 地域の特性や周辺景観との調和に配慮し

た形状とすること。  

(2) 開発区域内にある河川、水辺、表土等は

可能な限り保全し、活用すること。  

(3) 開発区域内の既存樹木は、可能な限り保

存し、または移植することとし、やむを得ず

伐採する場合は、補植や緑化に配慮すること。 

勧告・協議基準  

(1) 開発行為の形状が地域の特性や周辺景観

との調和を欠くことにより、周辺景観を著し

く阻害するとき。  

(2) 河川、水辺、表土等を保全しないことに

より、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(3) 地域で親しまれている景観の保全に重要

な樹木を伐採することにより、周辺景観を著

しく阻害するとき。  

出典：「北海道景観計画」（平成 29年 1月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/keikaku.htm） 
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3. その他環境保全計画等 

(1) 北海道環境基本計画[第 2 次計画] 

北海道においては、平成 20 年 3 月に「北海道環境基本計画[第 2 次計画]」が策定され、平成

28 年 3 月に改訂がなされている。本計画は「北海道環境基本条例」（平成 8年 10 月 14 日条例第

37 号）に基づいて、循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な社会を形成していく

ことが目的とされている。本計画の概要を図 3.2-11 に示す。 

第 1章 総論 
1．計画の基本的事項 1)計画の位置付け・性格 

2)計画期間：平成 28 年度からおおむね 5 年 

3)計画の構成 

4)各主体の役割等 

5)計画が対象とする環境保全の範囲 

2．北海道を取り巻く社会経済や環境等の状況 1)社会経済の状況 

2)環境の状況 

3)道民の意識 

3．将来像（長期目標） 1)将来像 

「循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道～ 

未来に引き継ごう恵み豊かな環境 ～」 

2)将来像の視点 

・自然と共生する 

・健全な物質循環を確保する 

・持続可能な生活をめざす 

・環境に配慮した地域づくりをすすめる 

・環境と経済の良好な関係をつくる 

 
【21 世紀半ばを展望した将来像】 

循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道～未来に引き継ごう恵み豊かな環境～ 

 
第 2章 施策の展開（施策の基本的事項） 
1．分野別の施策の展開 1)地域から取り組む地球環境の保全 

2)北海道らしい循環型社会の形成 

3)自然との共生を基本とした環境の保全と創造 

4)安全・安心な地域環境の確保 

5)各分野に共通する施策の展開：(1)から(4)に掲げる 4 つの政策

分野に対して、横断的・共通的に関わる施策を掲げる 

2．重点的に取り組む事項 1）基本的な考え方 

○重点的に取り組む事項の選定視点 

①緊急性 

②独自性 

③総合性 

○重点的に取り組む事項についての記述内容 

①背景・目的 

②目標 

③取組の方向 

 2）重点的に取り組む事項 

ア）野生動物と共生する社会づくり 

イ）地域の資源を活用した持続可能な地域社会の形成 

ウ）豊かな自然の次代への継承 

 
第 3章 計画の推進 
1．道民の意見の反映 
2．推進体制 
3．計画の進行管理 
4．計画の見直し 

図 3.2-11 北海道環境基本計画[第 2次計画]の概要 

 

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

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/kihonkeikaku.htm）
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基本計画には、上記（図 3.2-11）の将来像を目指して、①「地域から取り組む地球環境の保全」、

②「北海道らしい循環型社会の形成」、③「自然との共生を基本とした環境の保全と創造」、④「安

全・安心な地域環境の確保」、⑤「各分野に共通する施策」の 5つの施策体系が整理されている。

施策体系には基本計画が示す施策の基本事項に沿って、個別計画、および各種関連計画等の策定が

示されている。各施策体系の個別計画等は表 3.2-46 に示す。 

 

表 3.2-46 各施策体系の個別計画等 

施策体制 個別計画等の概要 

① 地域から取り組む地球環
境の保全 

個別計画 「北海道地球温暖化対策推進計画」（平成 22 年 5 月）  

各種関連
計画等 

・「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」（平成 14
年 2 月策定、平成 19 年 3月一部変更） 
・「新エネルギー導入拡大に向けた基本方向」（平成 26 年 3 月）
・「北海道森林吸収源対策推進計画」（平成 23 年 3月） 
・「北海道海岸漂着物対策推進計画[第 2次計画]」（平成 28 年 3
月） 

② 北海道らしい循環型社会
の形成 

個別計画 「循環型社会形成推進基本計画」（平成 27 年 3 月） 

各種関連
計画等 

・「北海道廃棄物処理計画」（平成 27年 3 月） 
・「ごみ処理の広域化計画」（平成 9年 12 月） 
・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」（平成 27年 3 月） 
・「北海道バイオマス活用推進計画」（平成 25 年 12 月） 
・「北海道環境産業振興戦略」（平成 28年 3 月） 

③ 自然との共生を基本とし
た環境の保全と創造  

個別計画 「北海道生物多様性保全計画」（平成 22 年 7 月策定、平成 27
年 9 月一部変更） 

各種関連
計画等 

・「湿原保全マスタープラン」（平成 6年 6 月） 
・「北海道森林づくり基本計画」（平成 25 年 3月） 
・「景観形成ビジョン」（平成 21 年 3月） 
・「知床世界自然遺産地域管理計画」（平成 21 年 12 月） 
・「知床エコツーリズム戦略」（平成 25年 3 月） 
・「北海道アウトドア活動振興推進計画」（平成 25 年） 
・「北海道動物愛護管理推進計画」（平成 20 年 2 月） 
・「北海道希少野生動植物種保護基本方針」（平成 26年 1 月）
・「北海道外来種対策基本方針」（平成 26 年 3月） 
・「北海道鳥獣保護管理事業計画」（平成 24 年 3 月策定、平成
27 年 5 月変更） 

④ 安全・安心な地域環境の
確保 

個別計画 － 

各種関連
計画等 

・「全道みな下水道構想Ⅲ」（平成 24年 3 月） 
・「北海道湖沼環境保全基本指針」（平成元年 10 月） 
・「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る健全な水循環確保のた
めの基本方針」（平成 16年 4 月） 
・「水道水源保全に関する基本方針」（平成 10 年 3月） 
・「北海道水道ビジョン」（平成 23年 3 月） 
・「北海道の化学物質問題に関する取組方針」（平成 20 年 3 月
改訂） 

⑤ 各分野に共通する施策 個別計画 「北海道環境教育等行動計画」（平成 26 年 3 月） 

各種関連
計画等 

・「北海道教育推進計画（改訂版）」（平成 25 年 3 月） 
・「道の事務・事業に関する実行計画」（平成 28年 3 月） 
・「北海道農業・農村振興推進計画[第 4次]」（平成 23 年 3月）
・「北海道クリーン農業推進計画（第 6期）」（平成 27 年 3 月）
・「北海道有機農業推進計画（第 2期）」（平成 25年 3 月） 
・「北海道環境産業振興戦略」（平成 28年 3 月） 
・「北海道住生活基本計画」（平成 24年 3 月） 
・「次世代北方型居住空間モデル構想」（平成 25年 3 月） 

出典：「北海道環境基本計画[第 2 次計画]改訂版」 

（平成 28 年 3月、北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/kihonkeikaku2/kaiteiban.pdf） 
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(2) 北海道自然環境保全指針 

北海道の良好な自然環境を適切に保全するため、北海道における自然の現状を的確に把握し、

これを評価して、北海道の保全を図るべき自然を明らかにするとともに、それらの自然環境の保

護と利用に関する施策を総合的かつ計画的に展開するための目標と方向を示すものとして、平成

元年に「北海道自然環境保全指針」が策定されている。 

指針においては、保全を図るべき自然地域として、「すぐれた自然地域」及び「身近な自然地

域」の二つの区分に整理されている。 

対象事業実施区域及びその周辺における「すぐれた自然地域」及び「身近な自然地域」を表 

3.2-47 に示す。なお、対象事業実施区域及びその周辺には、「すぐれた自然地域」及び「身近な

自然地域」は存在しない。 
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表 3.2-47(1) すぐれた自然地域及び身近な自然地域の指定状況 

1）すぐれた自然地域 

名称 市町村 要素 内容 主要な位置 備考 

サロベツ 

原野 

稚内市 

豊富町 

幌延町 

日本を代表する 

湿原 

低～高層湿原、ミズゴ

ケ群落、ミカヅキグサ

群落、ツルコケモモ－

ホロムイスゲ群落等 

サロベツ原野 

・利尻礼文サロベ

ツ国立公園 

・夕来稚咲内鳥獣

保護区（森） 

・天然記念物（道）

「稚咲内海岸砂丘

林」 

特異な海岸植生 稚咲内砂丘林 稚咲内砂丘林 

すぐれた海岸植生 

トドマツ－ミズナラ

林、海岸草原、ハマナ

ス群落等 

抜海～稚咲内海岸一

帯 

水鳥類大規模 

飛来地 

ガン・カモ・ハクチョ

ウ類等 
ペンケ沼、カブト沼 

全国的レベルで重要な 

生物とその環境 

コモチカナヘビ、ミコ

アイサ繁殖地 
サロベツ原野 

特殊鳥類繁殖地 クマゲラ、オジロワシ 稚咲内海岸砂丘林 

イトウのすむ川 ― サロベツ川 

ヒブナのいる湖沼 ― 
ペンケ沼、パンケ沼、

カブト沼 

日本を代表する 

特異な地形・景観 
砂丘堤列及び湖沼群 稚咲内海岸砂丘 

すぐれた砂丘・砂浜 ― 抜海～稚咲内海岸 

特異な地形・景観 自由蛇行河川 サロベツ川 

良好な天然湖沼 ― 
パンケ沼、ペンケ沼、

カブト沼 

良好な展望地 ― サロベツ原野 

宗谷岬 

周辺 
稚内市 

海岸植生 海岸断崖植生等 宗谷岬海岸 

  

海獣回遊地 
トド、アザラシ、オッ

トセイ 
宗谷岬周辺 

日本を代表する 

寒冷地形 

典型的な氷河周辺地

形 
宗谷丘陵 

全道を代表する 

展望地 
― 宗谷岬 

峰岡山林 椎内市 
天然林 

エゾマツ－トドマツ

群落、下部針広混交林

等 

峰岡 
  

特殊鳥類繁殖地 クマゲラ 同上 

メグマ沼・ 

大沼・ 

声問海岸 

稚内市 

天然林 
カシワ林、トドマツ林

等 
声問 

・メグマ沼自然景

観保護地区 

・大沼自然景観保

護地区 

湿原 

ヤチヤナギ、ヌマガ

ヤ、ツルコケモモ、ガ

ンコウラン群落等 

メグマ沼、大沼周辺 

特殊鳥類繁殖地 オジロワシ メグマ沼、大沼 

水鳥類飛来地 

ガン・カモ・ハクチョ

ウ類、シギ・チドリ類

等 

同上 

特殊鳥類飛来地 オオワシ メグマ沼、大沼 

良好な天然湖沼 ―  同上 

良好な砂丘・砂浜 ― 
声問海岸 

（富磯～はまなす） 

出典：「北海道自然環境保全指針」 

（平成元年 7月、北海道 http://www.ies.hro.or.jp/seisakuka/gyosei_shiryo/pdf/06shizen/index.htm） 
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表 3.2-47(2) すぐれた自然地域及び身近な自然地域の指定状況 

2）身近な自然地域 

名称 市町村 概略面積 立地条件 地域の特性 
環境緑地 

保護地区等 

稚内公園 稚内市 20.1～50ha 社寺林・公園等 鳥類・昆虫・小動物・文化 非指定 

宗谷岬 稚内市 5.1～20ha 海岸・干潟等 植物・植生・鳥類・文化 非指定 

声問海岸 稚内市 20.1～50ha 海岸・干潟等 植物・植生・鳥類 非指定 

稚内森林公園 稚内市 5.1～20ha 山岳・丘陵地等 植物・植生・鳥類・昆虫・小動物 非指定 

みどり公園 稚内市 5.1～20ha 社寺林・公園等 植物・植生・鳥類・昆虫・小動物 非指定 

稚内空港公園 稚内市 50.1ha 以上 原野・湿原等 植物・植生・鳥類・昆虫・小動物 非指定 

南小の森 稚内市 20.1～50ha 社寺林・公園等 植物・植生・鳥類・昆虫・小動物 非指定 

稚内西海岸 稚内市 50.1ha 以上 海岸・干潟等 植物・植生・鳥類 非指定 

豊富自然公園 豊富町 20.1～50ha 山岳・丘陵地等 植物・植生・鳥類・昆虫・小動物 非指定 

兜沼公園 豊富町 2.1～5ha 湖沼・ダム湖等 植物・植生・鳥類・昆虫・小動物 非指定 

出典：「北海道自然環境保全指針」 

（平成元年 7月、北海道 http://www.ies.hro.or.jp/seisakuka/gyosei_shiryo/pdf/06shizen/index.htm） 

 

 

(3) 北海道遺産 

次の世代へ引き継ぎたい有形・無形の財産の中から、北海道民全体の宝物を「北海道遺産」と

して選定されている。北海道遺産は、北海道の豊かな自然、北海道に生きてきた人々の歴史や文

化、生活、産業など、各分野から道民参加によって選ばれており、平成 13 年に第 1回選定分 25

件、平成 16 年に第 2 回選定分 27 件が決定・公表され、総計 52 件が北海道遺産として選定され

ている。 

対象事業実施区域及びその周辺には、北海道遺産は存在しない。 
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(4) 自然再生推進法 

過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として平成 15 年 1 月 1 日に

「自然再生推進法」が施行された。 

対象事業実施区域及びその周辺については、サロベツ湿原において「上サロベツ自然再生全体

構想」（平成 17 年 1 月 19 日施行）が作成されている。その自然再生事業実施計画の概要を表 

3.2-48 に示す。 

 

表 3.2-48 上サロベツ自然再生全体構想における自然再生事業実施計画の概要 

上サロベツ自然再生事業 農業と湿原の共生に向けた自然再生実施計画（緩衝帯・沈砂池） 

（平成 18 年 7 月作成、実施主体：豊富町、サロベツ農事連絡会議、国土交通省北海道開発局稚内開発建設部） 

①緩衝帯 

農用地と湿原が直接隣接する箇所の内、湿原の地下水位に影響をおよぼしていると推察される農用地
側に緩衝帯を設定し、湿原の乾燥化を抑制する。 

②沈砂池 

整備する農業用排水路に設置される沈砂池を適正に維持管理することで、農用地から河川に流出する
土砂を軽減する。 

上サロベツ自然再生事業実施計画 

（平成 21 年 7 月作成、実施主体：環境省北海道地方環境事務所） 

①サロベツ川放水路南側湿原周辺 

水抜き水路を堰き止めることによって、水抜き水路を介した水の流出を抑制し、背後の高層湿原の劣
化を防ぐ。 

②丸山周辺 

水抜き水路の堰き止めなどの対策による効果を踏まえ、地下水位を上昇させてササ生育地の拡大を抑
止する手法の検討・確立する。 

③サロベツ原生花園園地周辺 

 サロベツ原生花園園地跡地における造成敷地全体の表土剥ぎ取りと泥炭撒きだしによって、在来の湿
性植物や抽水植物の回復を図る。 

④泥炭掘削跡地 

 泥炭採掘跡地の修復へ向けての取組。 

上サロベツ自然再生事業稚咲内砂丘自然再生事業実施計画 

（平成 24 年 5 月作成、実施主体：農林水産省林野庁北海道森林管理局） 

①砂丘林帯湖沼群の水位低下の抑制 

 対象となる湖沼周辺における植栽及び堆雪柵の設置。 

②砂丘林の修復及び保全 

 対象となる砂丘林における構成樹種の植栽等。 

出典：「自然再生推進法」（環境省 http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/index.html） 
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4. 関係法令等による規制状況のまとめ 

関係法令等による規制状況を表 3.2-49 に示す。 

 

表 3.2-49 関係法令等による規制状況のまとめ 

区
分 

法令等 地域地区等の名称 豊富町 
対象事業 

実施区域 

土
地 

国土利用計画法 

都市地域 × × 

農業地域 ○ ○ 

森林地域 ○ ○ 

自然公園地域 ○ × 

自然保全地域 × × 

都市計画法 都市計画用途地域 × × 

北海道水資源の保全に関する条例 水資源保全地域 × × 

農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域 ○ ○ 

公
害
防
止 

環境基本法 
騒音類型指定 × × 

水域類型指定 × × 

騒音規制法 規制地域 × × 

振動規制法 規制地域 × × 

湖沼水質保全特別措置法 指定湖沼 × × 

悪臭防止法 規制地域 × × 

土壌汚染対策法 指定区域 × × 

自
然
環
境 

自然公園法 
国立公園 ○ × 

国定公園 × × 

北海道立自然公園条例 道立自然公園 × × 

自然環境保全法 自然環境保全地域 × × 

北海道立自然環境等保全条例 道自然環境保全地域 ○ × 

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条

約 
自然遺産 × × 

都市緑地法 特別緑地保全地域 × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律 
鳥獣保護区 ○ × 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律 
生息地等保護区 × × 

北海道生物の多様性の保全等に関する条例 生息地等保護区 × × 

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 

特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地 
○ × 

北海道自然環境保全指針 
すぐれた自然地域 ○ × 

身近な自然地域 ○ × 

文
化
財 

文化財保護法（国） 

文化財保護条例（道・市町村） 

国指定史跡・名勝・天然記念物 × × 

道指定史跡・名勝・天然記念物 ○ × 

市町村指定史跡・名勝・天然記

念物 
× × 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ × 

景
観

景観法 景観計画区域 ○ ○ 

都市計画法 風致地区 × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ × 

砂防法 砂防指定地 ○ × 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域 × × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 ○ × 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律 

土石流危険渓流・急傾斜地崩壊

危険箇所・地すべり危険箇所 
○ × 
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（余 白） 
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