
 

4.1-1 

(236) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 

 計画段階配慮事項の選定の結果 4.1

  計画段階配慮事項の選定 4.1.1

本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」とい

う。）については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定

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

評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定

するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10

年通商産業省令第 54 号）（以下「発電所アセス省令」という。）の別表第 5 においてその

影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を

勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、第 4.1-1 表のとおり重大な影響

のおそれのある環境要素を選定した。 

「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検討

会、平成 25 年）において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定してい

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

た段階で検討の対象とすることが望ましい。」とされている。 

本配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等まで決まるような熟

度にないものの、方法書以降の手続きにおいて実行可能な環境保全措置を検討すること

により環境影響の回避又は低減が可能であると考え、工事の実施による重大な環境影響

を対象としないこととした。なお、方法書以降の手続きにおいては「工事用資材等の搬

出入、建設機械の稼働及び造成等の施工による一時的な影響」に係る環境影響評価を実

施する。 
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第 4.1-1 表 計画段階配慮事項の選定 

 

 

工事の実施 
土地又は 

工作物の存在
及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 
大気環境 

大気質 

窒素酸化物     
 

 
 

粉じん等     
 

 
 

騒音及び 

超低周波音 
騒音及び超低周波音     

 

○ 

振動 振動     
 

 
 

水環境 

水質 水の濁り     
 

 
 

底質 有害物質     
 

 
 

その他の

環境 

地形及び 

地質 
重要な地形及び地質      

 

その他 風車の影     
 

○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき生

息地（海域に生息するもの

を除く。） 

   ○ 

海域に生息する動物      
 

植物 

重要な種及び重要な群落

（海域に生育するものを除

く。） 

   ○ 

 
 

海域に生育する植物      
 

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 

   ○ 

 
 

人と自然との触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合

いの活動の場 

     
 

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 

産業廃棄物     
 

 
 

残土    

    

一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量 放射線の量    

  

注：1.       は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 5 号に定める「風力発電所 別表第 5」に示す参考項目であ

り、       は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 11」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2.「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。

影 響 要 因 の 区 分 

環 境 要 素 の 区 分 
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  計画段階配慮事項の選定理由 4.1.2

計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、第 4.1-2 表のとおりで

ある。なお「4.1.1 計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実

施による影響を対象としないこととした。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。 

 

第 4.1-2 表 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大気 

環境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及

び超低

周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特

に必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う騒音及

び超低周波音が影響を及ぼす可能性があることか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選定

する。 

その他

の環境 

地形及

び地質 

重要な

地形及

び地質 

地形の改変及

び施設の存在 

× 事業実施想定区域（風力発電機の設置対象）に重要

な地形・地質、名勝又は天然記念物、地方自治体の

条例・指針等における保全対象の地形・地質、自然

公園の区域、環境が悪化し又はそのおそれのある地

域が存在せず、重要な地形及び地質が消失するおそ

れがないため、重大な影響のおそれのある環境要素

として選定しない。 

その他 風車の

影 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特

に必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う風車の

影が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影

響のおそれのある環境要素として選定する。 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地

（海域に生息す

るものを除く。） 

地形改変及び

施設の存在、

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レ

ッドリスト 2017」（環境省、平成 29 年）選定種等が

確認されていることから、重大な影響のおそれのあ

る環境要素として選定する。 

海域に生息する

動物 

地形改変及び

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響がな

いことが明らかであるため、重大な影響のおそれの

ある環境要素として選定しない。 

植物 重要な種及び重

要な群落（海域

に生育するもの

を除く。） 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レ

ッドリスト 2017」（環境省、平成 29 年）選定種等が

確認されているため、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定する。 

海域に生育する

植物 

地形改変及び

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響がな

いことが明らかであるため、重大な影響のおそれの

ある環境要素として選定しない。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

地形改変及び

施設の存在、

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自

然環境のまとまりの場の存在が確認されていること

から、重大な影響のおそれのある環境要素として選

定する。 

景観 主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、主要な眺

望点に対して、新たな施設の存在に伴う眺望景観の

変化が想定されることから、重大な影響のおそれの

ある環境要素として選定する。 

人と自

然との

触れ合

いの活

動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

地形改変及び

施設の存在 

× 事業実施想定区域に地域の主要な人と自然との触れ

合いの活動の場（野外レクリエーション地等）が存

在せず、人と自然との触れ合いの活動の場が消失す

るおそれがないため、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定しない。 

注：1.「○」は選定した項目を示す。 

2.「×」は選定しなかった項目を示す。  
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【参考】 計画段階配慮事項として選定しない理由（工事の実施） 

環境要素 選定しない理由 

大気環境 大気質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の

走行台数等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調

整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減する

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可

能であることから、配慮書段階では選定しない。 

騒音及び超低

周波音 

振動 

水環境 水質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域、排水計画等）ま

で決まるような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流

出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環

境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

底質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域等）まで決まるよ

うな計画熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計

画であることから、配慮書段階では選定しない。 

動物 重要な種及び

注目すべき生

息地（海域に

生息するもの

を除く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改

変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による

生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可

能であることから、配慮書段階では選定しない。 

海域に生息す
る動物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

植物 重要な種及び

重 要 な 群 落

（海域に生育

するものを除

く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改

変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成

を必要最小限にとどめ、重要な種及び群落への影響の回避又は低減に

努める等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の回

避又は低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

海域に生育す

る植物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

生態系 地域を特徴づ

ける生態系 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改

変区域等）まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による

生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可

能であることから、配慮書段階では選定しない。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の

走行台数等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調

整により建設工事のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場にアクセスする一般車両の利

便性に配慮する等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境

影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

廃棄物等 産業廃棄物 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（産業廃棄物、残土の発生

量）まで決まるような計画熟度にない。また、産業廃棄物は可能な限

り有効利用に努める、土地の改変量の低減及び事業実施区域内におけ

る発生土の利用等、実行可能な環境保全措置を講じることにより発生

量の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

残土 

放射線の量 放射線の量 事業実施想定区域の周囲においては、空間線量率の高い地域は確認さ

れておらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないこ

とから選定しない。 
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 調査、予測及び評価の手法 4.2

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は第 4.2-1 表、計画段階配

慮事項の評価方法の判断基準は第 4.2-2 表のとおりである。 

なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情

報もあることから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。 

 

第 4.2-1表(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大

気

環

境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及び 

超低周波音 

配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。ま
た、騒音に係る環境基準
の類型指定の状況等につ
いても調査した。 

事業実施想定区域（風力
発電機の設置対象外を除
く。）と配慮が特に必要
な施設等との位置関係
（最短距離）を整理し、
事業実施想定区域（風力
発電機の設置対象外を除
く。）から 2.0km※1 の範
囲について 0.5km 間隔で
配慮が特に必要な施設等
の戸数を整理した。 

予測結果を基に、重大な
環境影響の回避又は低減
が将来的に可能であるか
を評価した。 

そ

の

他

の

環

境 

その他 風車の影 配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。 

事業実施想定区域（風力
発電機の設置対象外を除
く。）と配慮が特に必要
な施設等との位置関係
（最短距離）を整理し、
事業実施想定区域（風力
発電機の設置対象外を除
く。）から 2.0km※2 の範
囲について 0.5km 間隔で
配慮が特に必要な施設等
の戸数を整理した。 

予測結果を基に、重大な
環境影響の回避又は低減
が将来的に可能であるか
を評価した。 

動  物 重要な種及び注目

すべき生息地 

（海域に生息する

ものを除く。） 

動物の生息状況につい

て、文献その他の資料及

び専門家等へのヒアリン

グにより調査した。 

文献その他の資料調査結

果及び専門家等へのヒア

リング結果から、各種の

生態特性等を基に、事業

実施想定区域内の各種の

生息環境の有無を整理し

た。これらを踏まえ、改

変による生息環境の変化

に伴う影響について予測

した。 

予測結果を基に、重大な

環境影響の回避又は低減

が将来的に可能であるか

を評価した。 

 

  

                                                        
※1 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）によると、国内

の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m ごと

に整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力

発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28 年）によると、住居等、風車騒音により人

の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環

境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の範囲内としている。」

と記載されている。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。 

※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、海外

のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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第 4.2-1表(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

植  物 重要な種及び 

重 要 な 群 落 

（海域に生育する

ものを除く。） 

植物及び植物群落の分

布状況について、文献

その他の資料及び専門

家等へのヒアリングに

より調査した。 

文献その他の資料調査結果

及び専門家等へのヒアリン

グ結果から、各種の生態特

性等を基に、事業実施想定

区域内の各種の生育環境の

有無を整理した。これらを

踏まえ、改変による生育環

境の変化に伴う影響につい

て予測した。 

予測結果を基に、重大

な環境影響の回避又は

低減が将来的に可能で

あるかを評価した。 

生 態 系 地域を特徴づ

け る 生 態 系 

重要な自然環境のまと

まりの場について、文

献その他の資料により

分布状況を調査した。 

文献その他の資料から抽出

した重要な自然環境のまと

まりの場と事業実施想定区

域との位置関係を整理し

た。 

予測結果を基に、重大

な環境影響の回避又は

低減が将来的に可能で

あるかを評価した。 

景  観 主要な眺望点
及び景観資源
並びに主要な
眺 望 景 観 

主要な眺望点及び景観
資源の状況について、
文献その他の資料によ
り調査した。 

①主要な眺望点及び景観資
源への直接的な影響 

施設の存在に伴う主要な眺
望点及び景観資源への影響
について、事業実施想定区
域（風力発電機の設置対象
外を除く。）との位置関係
より直接改変の有無を予測
した。 
 
②主要な眺望景観の改変の
程度 ～主要な眺望点か
らの風力発電機の視認可
能性～ 

主要な眺望点の周囲につい
て、メッシュ標高データを
用いた数値地形モデルによ
るコンピュータ解析を行
い、風力発電機が視認され
る可能性のある領域を可視
領域として予測した。 
 
③主要な眺望景観の改変の
程度 ～主要な眺望点か
らの風力発電機の見えの
大きさ～ 

各眺望点と事業実施想定区
域（風力発電機の設置対象
外を除く。）の最寄り地点
までの最短距離を基に、風
力発電機の見えの大きさ
（最大垂直視野角）につい
て予測した。風力発電機の
高さは地上 136.5m とし、
風力発電機が眺望点から水
平の位置に見えると仮定し
た。なお、風力発電機の手
前に存在する樹木や建物等
の遮蔽物及び「②主要な眺
望点からの風力発電機の視
認可能性」の予測結果（可
視領域）は考慮しないもの
とした。 

予測結果を基に、重大
な環境影響の回避又は
低減が将来的に可能で
あるかを評価した。 
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第 4.2-2表 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

(配慮書段階) 

重大な影響が 

ない 
重大な影響の可能性がある 重大な影響がある 

大気 

環境 

騒音及び

超低周波

音 

事業実施想定

区域（風力発

電機の設置対

象 外 を 除

く。）と配慮

が特に必要な

施設等との位

置関係 

事業実施想定

区域（風力発

電機の設置対

象外を除く。）

及びその周囲

に配慮が特に

必要な施設等

が 分 布 し な

い。 

事業実施想定区域（風力発電

機の設置対象外を除く。）及

びその周囲に配慮が特に必要

な施設等が分布するが、位置

の状況から、方法書以降の手

続きにおいて風力発電機の配

置や構造等を検討することに

より影響の回避又は低減が可

能。 

事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外

を除く。）及びその周囲

に配慮が特に必要な施

設等が分布し、位置の

状況から、方法書以降

の手続きにおける検討

では影響の回避又は低

減が困難。 

その 

他の 

環境 

風車の影 事業実施想定

区域（風力発

電機の設置対

象 外 を 除

く。）と配慮

が特に必要な

施設等との位

置関係 

事業実施想定

区域（風力発

電機の設置対

象外を除く。）

及びその周囲

に配慮が特に

必要な施設等

が 分 布 し な

い。 

事業実施想定区域（風力発電

機の設置対象外を除く。）及

びその周囲に配慮が特に必要

な施設等が分布するが、位置

の状況から、方法書以降の手

続きにおいて風力発電機の配

置や構造等を検討することに

より影響の回避又は低減が可

能。 

事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外

を除く。）及びその周囲

に配慮が特に必要な施

設等が分布し、位置の

状況から、方法書以降

の手続きにおける検討

では影響の回避又は低

減が困難。 

動物 重要な種

及び注目

すべき生

息地 

重要な種等の

分布状況 

事業実施想定

区域（風力発

電機の設置対

象外を除く。）

の周囲に重要

な種等が分布

しない。 

事業実施想定区域（風力発電

機の設置対象外を除く。）の

周囲に重要な種等が分布する

可能性があるが、方法書以降

の手続きにおいて現地調査等

により現況を把握し、また、

適切に影響の程度を予測し、

必要に応じて環境保全措置を

検討することにより影響の回

避又は低減が可能。 

事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外

を除く。）の周囲に重要

な種等が分布する可能

性があり、方法書以降

の手続きにおける検討

では影響の回避又は低

減が困難。 

植物 重要な種

及び重要

な群落 

生態 

系 

地域を特

徴づける

生態系 

自然環境のま

とまりの場の

分布状況 

自然環境のま

とまりの場の

改変を伴わな

い。 

自然環境のまとまりの場の改

変を伴うが、方法書以降の手

続きにおいて現地調査等によ

り現況を把握し、また、適切

に影響の程度を予測し、必要

に応じて環境保全措置を検討

することにより影響の回避又

は低減が可能。 

自然環境のまとまりの

場の改変を伴い、方法

書以降の手続きにおけ

る検討では影響の回避

又は低減が困難。 

景観 主要な眺

望点及び

景観資源

並びに主

要な眺望

景観 

①主要な眺望

点及び景観資

源の直接改変

の有無 

②主要な眺望

景観の改変の

程度～主要な

眺望点からの

風力発電機の

視認可能性及

び見えの大き

さ～ 

①主要な眺望

点及び景観資

源は改変され

ない。 

②主要な眺望

点から風力発

電機が視認で

きない。 

①事業実施想定区域（風力発

電機の設置対象外を除く。）

に主要な眺望点又は景観資源

が分布するが、方法書以降の

手続きにおいて風力発電機の

配置や構造等を検討すること

により影響の回避又は低減が

可能。 

②主要な眺望点から風力発電

機が視認できるが、主要な眺

望点と事業実施想定区域（風

力発電機の設置対象外を除

く。）との位置関係から、方

法書以降の手続きにおいて風

力発電機の配置や構造等を検

討することにより影響の回避

又は低減が可能。 

①事業実施想定区域

（風力発電機の設置対

象外を除く。）に主要な

眺望点又は景観資源が

分布し、方法書以降の

手続きにおける検討で

は影響の回避又は低減

が困難。 

②主要な眺望点から風

力発電機が視認でき、

主要な眺望点と事業実

施想定区域（風力発電

機の設置対象外を除

く。）との位置関係か

ら、方法書以降の手続

きにおける検討では影

響の回避又は低減が困

難。 
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  調査、予測及び評価の結果 4.3

  騒音及び超低周波音 4.3.1

1. 調 査 

(1) 調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係

る環境基準の類型指定の状況等についても調査した。 

 

(2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1 図の範囲）とした。 

 

(3) 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮

が特に必要な施設等を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等は第 4.3-1 表、位置

は第 4.3-1 図のとおりである。 

配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域及びその周囲に分布するが、事業実施想

定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）には存在しない。なお、石川県及

び輪島市では、騒音に係る環境基準の類型指定が行われているが、事業実施想定区域

（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）においては環境基準の類型指定を当ては

める地域や規制地域はない。 

 

第 4.3-1 表（1） 配慮が特に必要な施設（学校） 

区 分 施 設 名 所 在 地 

小学校 

門前東小学校 輪島市門前町清水 1-68 

門前西小学校 輪島市門前町道下 1-123 

富来小学校 羽咋郡志賀町相神ニ 80 

中学校 
門前中学校 輪島市門前町清水 10-21 

富来中学校 羽咋郡志賀町富来領家町ハ 1-1 

高等学校 門前高等学校 輪島市門前町広岡 5-3 

特別支援学校 七尾特別支援学校輪島分校 輪島市門前町広岡 5-3 番地 

「国土数値情報（学校データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「石川県公立学校一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）           より作成 

 

第 4.3-1 表（2） 配慮が特に必要な施設（児童関係福祉施設） 

区 分 施 設 名 所 在 地 

保育所 

くしひ保育所 輪島市門前町日野尾ニ-75 

松風台保育所 門前町道下 4-2-1 

とぎ保育園 羽咋郡志賀町富来領家町ツ-1-26 

「石川県内認定こども園一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「輪島市の教育・保育施設の紹介」（輪島市 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）より作成    
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第 4.3-1 表（3） 配慮が特に必要な施設（医療機関） 

区 分 施設名 所在地 

医療機関 

富来医院 羽咋郡志賀町富来地頭町 7-110-1 

ひよりクリニック 羽咋郡志賀町富来地頭町 8-168-2 

向クリニック 羽咋郡志賀町富来領家町ハ 30 

青雲会大和医院 輪島市門前町道下 7-6 

「国土数値情報（医療機関データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

                                    より作成  

 

第 4.3-1 表（4） 配慮が特に必要な施設（社会福祉施設） 

区 分 番号 施 設 名 所 在 地 

高齢者 

福祉施設 

1 

通所介護 

デイサービスセンターゆきわりそう 輪島市門前町深田 22-42 

2 デイサービスセンターあかかみ 輪島市門前町赤神 10-1 

3 
はまなす園富来 

デイサービスセンター 
羽咋郡志賀町酒見河原 51 

4 
通所リハビリ 

ステーション 
アイリスデイケアセンター 羽咋郡志賀町給分ニ-27 

5 

短期入所生活介護 

ショートステイゆきわりそう 輪島市門前町深田 22-42 

6 短期入所生活介護センターあかかみ 輪島市門前町赤神 10-1 

7 ショートステイますほの里 羽咋郡志賀町酒見韮山 205 

8 

短期入所療養介護 

ケアほーむもんぜん楓の家 輪島市門前町道下ヨ-27 

9 介護保険サービスセンターアイリス 羽咋郡志賀町給分ニ-27 

10 介護老人保健施設悠悠 羽咋郡志賀町富来領家町ハ-30 

11 

介護老人福祉施設 

ゆきわりそう 輪島市門前町深田 22-42 

12 第 2 ゆきわりそう 輪島市門前町深田ロ-6 

13 あかかみ 輪島市門前町赤神 10-1 

14 ますほの里 羽咋郡志賀町酒見韮山 205 

15 アイリス 羽咋郡志賀町給分ニ-27-1 

16 介護老人保健施設 悠悠 羽咋郡志賀町富来領家町ハ-30 

17 

認知症対応型 

共同生活介護 

グループほーむもんぜん楓の家 輪島市門前町道下ヨ-25 

18 グループホーム陽だまりの家 輪島市門前町赤神 10-1 

19 グループホームのぞみの里 羽咋郡志賀町鹿頭井 137 

20 
グループホームさくらがい 

グループホーム第二さくらがい 
羽咋郡志賀町給分ホ-3-1 

21 
グループホームまごころの家 

すみよし 
羽咋郡志賀町富来領家町甲-12 

障がい者 

福祉施設 

22 
グループホーム 

グループホーム桜 輪島市門前町中田 1-5-2 

23 グループホーム潮風 輪島市門前町池田イ-3 

24 
短期入所 

短期入所生活介護センターあかかみ 輪島市門前町赤神 10-1 

25 ふれあい工房あぎし 輪島市門前町是清イ-1 

26 
地域活動支援センタ

ー 
すみれ作業所 志賀町富来地頭町乙 52 

注：表中の番号は、第 4.3-2 図(2)中の番号に対応する。 

「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「指定障害福祉サービス事業者等一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）       より作成 
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第 4.3-1 図（1） 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置 

「国土数値情報（学

校データ、医療機関

データ）」（国土交通

省国土政策局国土情

報課 HP、閲覧：平成

29 年 7 月） 

「石川県公立学校一

覧」（石川県 HP、閲

覧：平成 29 年 7 月） 

「いしかわ診療情報
共有ネットワーク」
（石川県医師会、閲
覧：平成 29 年 7
月） 

「輪島市の教育・保

育施設の紹介」（輪島

市 HP、閲覧：平成 29

年 7 月） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県輪島市・穴水

町」（株式会社ゼンリ

ン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県羽咋市・志賀

町・宝達志水町」（株

式会社ゼンリン、平

成 26 年）より作成 
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第 4.3-1 図（2） 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置 

注：図中の番号は、第

4.3-1 表(4)の番号

に対応する。 

 

「介護事業所・生活関
連情報検索」（厚生労
働省 HP、閲覧：平成
29 年 7 月） 

「指定障害福祉サービ
ス事業者等一覧」（石
川県 HP、閲覧：平成
29 年 7 月） 
「県内老人福祉施設等
一覧」（石川県 HP、
閲覧：平成 29 年 7
月） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県輪島市・穴水町」

（株式会社ゼンリン、

平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県羽咋市・志賀

町・宝達志水町」（株式

会社ゼンリン、平成 26

年）  より作成 
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2. 予 測 

(1) 予測手法 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）と配慮が特に必要

な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外とする範囲は除く。）から 2.0km※の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施

設等の戸数を整理した。 

 

(2) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）と配慮が特に必要

な施設等との位置関係は第 4.3-2 表及び第 4.3-2 図、事業実施想定区域（風力発電機の設

置対象外とする範囲は除く。）の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は第 4.3-3

表のとおりである。 

 

第 4.3-2 表 事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）と

配慮が特に必要な施設等との位置関係 

項目 住宅等 

住宅等以外 

学校 医療機関 福祉施設 

事業実施想定区域（風力
発電機の設置対象外とす
る範囲は除く。）からの最

短距離 

約 0.4km 約 0.5km 約 0.7km 約 0.5km 

「国土数値情報（学校データ、医療機関データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課  HP、 

閲覧：平成 29 年 7 月） 

「石川県公立学校一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「石川県内認定こども園一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「ゼンリン住宅地図 石川県輪島市・穴水町」（株式会社ゼンリン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 石川県羽咋市・志賀町・宝達志水町」（株式会社ゼンリン、平成 26 年） 

                                     より作成 

  

                                                        
※ 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）によると、国

内の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m

ごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」

（風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28 年）によると、住居等、風車騒

音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所

一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の範

囲内としている。」と記載されている。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。 



 

4.3-6 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-3 表 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

事業実施想定区域 

（風力発電機の設置対象外とす
る範囲は除く。）からの距離 

（km） 

住宅等 

住宅等以外 
合計 

（戸） 
学校 医療機関 福祉施設 

0～0.5 22 1 0 0 23 

0.5～1.0 1,236 0 3 0 1,239 

1.0～1.5 925 1 1 4 931 

1.5～2.0 553 1 0 7 561 

合計（戸） 2,736 3 4 11 2,754 

「国土数値情報（学校データ、医療機関データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課  HP、 

閲覧：平成 29 年 7 月） 

「石川県公立学校一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「石川県内認定こども園一覧」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「介護事業所・生活関連情報検索」（厚生労働省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「ゼンリン住宅地図 石川県輪島市・穴水町」（株式会社ゼンリン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 石川県羽咋市・志賀町・宝達志水町」（株式会社ゼンリン、平成 26 年） 

                                     より作成 
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第 4.3-2 図（1） 事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係 

「国土数値情報（学

校データ、医療機関

データ）」（国土交通

省国土政策局国土情

報課 HP、閲覧：平成

29 年 7 月） 

「石川県公立学校一

覧」（石川県 HP、閲

覧：平成 29 年 7 月） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県輪島市・穴水

町」（株式会社ゼンリ

ン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県羽咋市・志賀

町・宝達志水町」（株

式会社ゼンリン、平

成 26 年）より作成 
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第 4.3-2 図（2） 事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係 

「石川県内認定こど

も園一覧」（石川県

HP、閲覧：平成 29 年

7 月） 

「介護事業所・生活

関連情報検索」（厚生

労働省 HP、閲覧：平

成 29 年 7 月） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県輪島市・穴水

町」（株式会社ゼンリ

ン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 

石川県羽咋市・志賀

町・宝達志水町」（株

式会社ゼンリン、平

成 26 年）より作成 

注：図中の番号は、第

4.3-1 表(4)の番号

に対応する。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

3. 評 価 

(1) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2) 評価結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）から、配慮が特に

必要な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.4km であり、住宅等以外が約 0.5km であ

る。また、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）から 2.0km

の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 2,754 戸、このうち住宅等が 2,736 戸、

住宅等以外が 18 戸である。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討

する。 

・超低周波音を含めた音環境を把握※し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベ

ルを設定したうえで予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を

把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際しては、地形による

回折効果、空気吸収の減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。 

 

 

 

 

 

  

                                                        
※現地の残留騒音については配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する調

査により把握する。調査については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）、「風力

発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討

会、平成 28 年）及び最新の知見等を参考に実施する。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

  風車の影 4.3.2

1. 調 査 

(1) 調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。 

 

(2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1 図の範囲※1）とした。 

 

(3) 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、配慮が特に必要な施設等を抽出した。 

事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の状況は第 4.3-1 表※1、事

業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）と配慮が特に必要な施設

等との位置関係は第 4.3-2 図※1 のとおりである。 

配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域及びその周囲に分布するが、事業実施想

定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）には存在しない。 

 

2. 予 測 

(1) 予測手法 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）と配慮が特に必要

な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外とする範囲は除く。）から 2.0km※2 の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施

設等の戸数を整理した。 

 

(2) 予測範囲 

調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）と配慮が特に必要

な施設等との位置関係は第 4.3-2 表※1 及び第 4.3-2 図※1、事業実施想定区域の周囲におけ

る配慮が特に必要な施設等の分布は、第 4.3-3 表※1 のとおりである。 

 

 

  

                                                        
※1 「4.3.1 騒音及び超低周波音」参照 

※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、

海外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

3. 評 価 

(1) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2) 評価結果 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）から、配慮が特に

必要な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.4km であり、住宅等以外が約 0.5km であ

る。また、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外とする範囲は除く。）から 2.0km

の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 2,754 戸、このうち住宅等が 2,736 戸、

住宅等以外が 18 戸である。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して風力発電機の配置及び機種を検討す

る。 

・風車の影の影響範囲及び時間を地形の影響を考慮した数値シミュレーションにより

把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書から一部変更したものである。 

  動物 4.3.3

1. 調 査 

(1)調査手法 

動物の生息状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査した。 

 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-3 図の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  重要な種の分布状況 

動物の重要な種の選定基準は、第 4.3-4 表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要な種は、第 4.3-5 表の

とおり、鳥類 55 種、爬虫類 3 種、両生類 4 種、昆虫類 54 種、魚類 13 種、陸産貝類 9 種、

淡水産貝類 9 種及びクモ類 1 種の合計 148 種である。哺乳類については、重要な種が確認

されなかった。 

 

②  動物の注目すべき生息地 

事業実施想定区域が位置する志賀町では、「イカリモンハンミョウの生息地」が県の天

然記念物に指定されている。 

なお、天然記念物である「イカリモンハンミョウの生息地」は羽咋市柴垣から志賀町大

島までの海岸となっており、事業実施想定区域及びその周囲（羽咋群志賀町富来）の近傍

には存在しない。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

 

第 4.3-3 図 文献その他の資料調査の範囲 

（注：国土地理院発行の 1/25,000 の地形図名称より作成） 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-4 表 動物の重要な種の選定基準 
 選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214

号）に基づく天然記念物 

「石川県文化財保護条例」（昭和 32 年条

例第 41 号）、「輪島市文化財保護条例」

（平成 18 年条例第 114 号）及び「志賀町

文化財保護条例」（平成 17 年条例第 109

号）に基づく天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

国特天：国指定特別天然記念物 

県天：石川県指定天然記念物 

市天：輪島市指定天然記念物 

町天：志賀町指定天然記念物 

「国指定文化財等データベース」（文

化庁 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「いしかわ文化財ナビ」（石川県

HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「輪島市の文化財」（輪島市教育委員

会、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「志賀町が指定する文化財」（志賀町

HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

② 「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）に基づく国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

特定：特定国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律施行令」（平成

5 年 政令第 17 号） 

③ 「環境省レッドリスト 2017 哺乳類、鳥

類、爬虫類、両生類、汽水・淡水魚類、

昆虫類、貝類、その他無脊椎動物）」（環

境省、平成 29 年）の掲載種 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR＋EN：絶滅危惧種Ⅰ類 

CR：絶滅危惧ⅠA 類 

EN：絶滅危惧ⅠB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

「環境省レッドリスト 2017 哺乳

類、鳥類、爬虫類、両生類、汽水・

淡水魚類、昆虫類、貝類、その他無

脊椎動物）」（環境省、平成 29 年） 

④ 「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野

生生物 いしかわレッドデータブック

〈動物編〉2009」（石川県、平成 21 年）

の掲載種 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：地域個体群 

「改訂・石川県の絶滅のおそれのあ

る野生生物 いしかわレッドデータ

ブック〈動物編〉2009」（石川県、平

成 21 年） 

⑤ 「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」

（平成 16 年条例第 16 号）の掲載種 

指定：条例に指定されている希少野

生動植物種 

 

「石川県指定希少野生動植物種の指

定について」（石川県 HP、閲覧：平

成 29 年 7 月） 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-5 表(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 

分類 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

鳥類 

55 種 

キジ キジ ヤマドリ    NT※1  多様な植物が繁茂する森林。 

カモ カモ ヒシクイ 国天  VU VU  広い水田や湿地。 

  マガン 国天  NT VU  
淡水湖沼又は干潟、水田等の広い

耕地。 

  コクガン 国天  VU CR+EN  波の静かな内湾、岩礁地帯。 

  オシドリ   DD NT  山地の林に囲まれた湖沼や渓谷。 

  ヨシガモ    NT  遠浅の波が静かな湾内、湖沼、池。 

  トモエガモ   VU VU  湖沼、池、河川。 

  シノリガモ    NT  
人が近づかない波の荒い岩礁で、貝

類や甲殻類が多く生息する場所。 

  ビロードキンクロ    NT  
貝類等豊富な底生生物のすむ海の

沿岸や海上。 

  ホオジロガモ    NT  入り江、内湾、干潟等の海岸部。 

  カワアイサ    NT  内陸の大きな湖沼や内湾。 

  ウミアイサ    NT  
人が近づかない沿岸や湾の入り口

沿岸や入り江。 

カイツブリ 
カイツブ

リ 

カンムリカイツブ

リ 
   NT  

河川、海岸、広い水域を持つ大き

な湖沼。 

カツオドリ ウ ヒメウ   EN   海岸の崖地に営巣。 

ペリカン サギ ヨシゴイ   NT CR+EN  ヨシ原、水田。 

  オオヨシゴイ   CR   ヨシ原等の湿性草原。 

  チュウサギ   NT NT  餌が豊富な水田や潟。 

  クロサギ    NT  

餌が豊富な岩礁海岸。岩礁を離れ

て干潟や河口で観察されることも

ある。 

ツル クイナ シマクイナ   EN   湖沼畔、湿地、水田。 

  ヒクイナ   NT CR+EN  平地や低山の水田や湿地。 

ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT VU  低山の明るい林。 

チドリ チドリ ケリ   DD   草原、河原、水田の畦。 

  イカルチドリ    VU  
河川の中流域より上流の中洲、河

原。 

  シロチドリ   VU VU  砂浜海岸。 

 シギ ヤマシギ    NT  広葉樹等の林。 

  オオジシギ   NT DD  
湿原や低木のまじった草原、牧

場、農耕地等の開けた環境。 

  オオソリハシシギ   VU   海岸や湖岸の干潟、河口の砂泥地。 

  ホウロクシギ   VU VU  
春秋の渡りの時期に干潟に生息、繁

殖地では湖沼畔の湿地に営巣する。 

  ツルシギ   VU   

泥質の多い河川の中流域、代かき

中や田植え直後の水田、休耕田、

浅い水辺、草地等。 

  アカアシシギ   VU   
旅鳥として全国の干潟や河川、湖

沼に近い水田等に飛来する。 

  イソシギ    NT  

河川の中州や河川敷、湖沼畔の草

地で繁殖している海岸、防波堤、

砂浜海岸等。 

  ミユビシギ    LP※2  
餌となる小型甲殻類の多い砂浜海

岸に生息する。 

  ハマシギ   NT   河川、周辺の水田等。 

 タマシギ タマシギ   VU VU  

水田、休耕田、湿地等に生息し、

イネの株と株の間や地上の草陰等

に営巣する。 

 
ウミスズ

メ 
ウミスズメ   CR NT  

捕食者となるヘビ、哺乳類のいな

い岩礁、無人島。 

タカ ミサゴ ミサゴ   NT NT  
海岸の断崖や海岸に近い尾根上の

大木等で営巣する。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-5 表(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 

分類 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

鳥類 

タカ タカ ハチクマ   NT NT  

山地のスギ、アカマツ、モミ等の

針葉樹やコナラ等の落葉広葉樹に

営巣する。 

  チュウヒ   EN CR+EN 指定 湖沼や海岸の干拓地のヨシ原。 

  ハイタカ   NT NT  
標高 500m から 1,500m ぐらいの

山地が繁殖地である。 

  オオタカ  国内 NT VU  

標高 500m 以下の、アカマツ、ス

ギ、モミ等で営巣することが多

い。海岸のクロマツ林での営巣例

もある。 

  サシバ   VU VU  

夏鳥として平地から標高 800m く

らいまでの、主にアカマツからな

る雑木林等で生息、繁殖する。 

  ノスリ    NT  

本州では、低山帯から亜高山帯の

落葉広葉樹林、雑木林、アカマツ

林、混交林等で繁殖する。 

フクロウ フクロウ オオコノハズク    DD  
九州以北の山地帯から低山帯の森

林、時には平地林にも生息する。 

  コノハズク    NT  

夏鳥として白山山系等山地帯のブ

ナ林等に渡来し、繁殖する。山地

の発達した森林で、樹洞のある大

木で営巣する。 

  アオバズク    VU  

平地から低山の森林、寺社林に渡

来し、樹洞のある大木、時に建造

物の穴に営巣する。 

ブッポウ

ソウ 

ブッポウソ

ウ 
ブッポウソウ   EN VU  

夏鳥として本州、四国、九州の発

達した森林に渡来し、大木の樹

洞、キツツキやムササビの古巣、

巣箱等に営巣する。 

ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ  国内 VU VU  

北海道から九州までの海岸や小島

の断崖等で繁殖する。金沢市内の

ビルでの繁殖も複数見られる。 

スズメ 
サンショウ

クイ 
サンショウクイ   VU NT  

夏鳥として本州以南の平地から低

山帯の広葉樹に渡来する。 

 
カササギヒ

タキ 
サンコウチョウ    NT  

平地から低山帯の広葉樹林やス

ギ、ヒノキの植林地に生息するが

詳細は不明。 

 モズ チゴモズ   CR CR+EN  

平地から山地帯にかけての広葉樹

林、アカマツ林、クロマツ林、雑

木林、果樹園等に繁殖する。 

  アカモズ   EN CR+EN  
九州中部以北の平地から低山の

林、灌木のある草原に渡来する。 

 ツバメ コシアカツバメ    NT  
海岸よりの住宅地や山間のビル等

に繁殖する。 

 セッカ セッカ    NT  
イネ科植物の多生する草原、湿

地、水田周辺の草地、休耕田。 

 ホオジロ ノジコ   NT NT  
湿地を含む落葉広葉樹や渓流沿い

のハンノキ、クルミ等の疎林。 

    コジュリン   VU VU  
ヨシ原、牧草地、麦畑等広い草

原。 

爬虫類 

3 種 
カメ ウミガメ アオウミガメ   VU   

沿岸域、外洋。産卵場所としての

砂浜海岸が必要。 

  アカウミガメ   EN VU  
沿岸域、外洋。産卵場所としての

砂浜海岸が必要。 

有鱗 ナミヘビ シロマダラ    NT  

主に森や林に生息するが、水田・

畑・住宅地等でも確認されてい

る。 
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第 4.3-5 表(3) 文献その他の資料による動物の重要な種 

分類 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

両生類 

4 種 有尾目 
サンショウ

ウオ 

ホクリクサンショ

ウウオ 
  EN CR+EN 指定 

丘陵や山麓部の湧水の溜まった日当た

りがよいごく緩い水流のある付近で産

卵する。 

  
クロサンショウウ

オ 
  NT   

山地の林床部にある湿った落ち葉、倒

木、岩の下等で生息。周辺の池沼、湿

原の地塘等の止水域に集まって産卵す

る。 

  
ヒダサンショウウ

オ 
  NT LP※3  

産卵場に隣接した林の林床で生活す

る。渓流の石の下に卵嚢を産みつけ

る。 

 イモリ アカハライモリ   NT   
水田とその周辺の水路や溜池、湿地

等。 

昆虫類 

54 種 
トンボ 

アオイトト

ンボ 

コバネアオイトト

ンボ 
  EN CR+EN  

丘陵地林間の浅く抽水植物の多い溜池

や沼。 

  オツネントンボ    NT  平地から丘陵の抽水植物の茂る沼地。 

 イトトンボ ムスジイトトンボ    DD  浮葉植物等の生育する平地の池沼。 

 ヤンマ ネアカヨシヤンマ   NT NT  
平地から丘陵の抽水植物の多い池沼や

湿原。 

  マダラヤンマ   NT VU  平地から丘陵の池沼。 

  カトリヤンマ    CR+EN  
平地から丘陵地の水田、用水、小川、

樹陰の多い池。 

 
サナエトン

ボ 
キイロサナエ   NT VU  

平地や丘陵地の緩流の小川や用水、河

川の中流付近。 

  ヒラサナエ    NT  
低山から丘陵の山間の陽地の小流や湿

原の細流。 

  ホンサナエ    CR+EN  付近に樹林がある河川の中流域。 

 エゾトンボ 
ハネビロエゾトン

ボ 
  VU 

CR＋
EN 

 
丘陵や平地の流れの緩い小川や用水路

付近。 

 トンボ キトンボ    NT  平地から丘陵の林間の池沼。 

  
マダラナニワトン

ボ 
  EN VU  

平地から丘陵の松林に囲まれた明るく

浅い池沼。 

カマキリ カマキリ ヒナカマキリ    VU  自然度の高い照葉樹林。 

バッタ コオロギ クマコオロギ    DD  
平野部から丘陵地の乾燥することのな

い湿った草地。 

 バッタ カワラバッタ    CR+EN  
河川の増水によって生じた草本類の少

ない砂礫地。 

カメムシ 
グンバイウ

ンカ 
ハウチワウンカ   VU NT  平野部の湿性草原。 

 ミズムシ ホッケミズムシ   NT CR+EN  
平野部から丘陵部の植生の豊富な池

沼、湿地、緩やかな流れの水路。 

  ミヤケミズムシ   NT NT  
平野部から丘陵部の水生植物が豊富な

池沼等の止水域。 

 タイコウチ ヒメミズカマキリ    NT  
平野部から丘陵部の植生の豊富な比較

的深い渇湖、池沼、溜池。 

チョウ 
セセリチョ

ウ 

オオチャバネセセ

リ 
   NT  

適度に人手が加わった、明るい疎林的

環境。 

 
シジミチョ

ウ 
シルビアシジミ   EN   

河川敷、採草地、農地、飛行場等の草

地。 

 
タテハチョ

ウ 
コムラサキ    LP※4  河川周辺のヤナギ類の木の周辺。 

  
ウラギンスジヒョ

ウモン 
  VU NT  森林周辺の明るい草地。 

  オオムラサキ   NT NT  広い雑木林。 
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第 4.3-5 表(4) 文献その他の資料による動物の重要な種 

区分 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

昆虫類 
チョウ スズメガ スキバホウジャク   VU   

主要な食草であるオミナエシの生え

る草地。 

 ヤガ ガマヨトウ   VU NT  平野部の広大な低湿地。 

  ヒメシロシタバ   NT DD  カシワ林。 

コウチュ

ウ 
オサムシ 

オオトックリゴミ

ムシ 
  NT   

低地から丘陵地にかけての溜池等の

水際。 

  
オオヒョウタンゴ

ミムシ 
  NT VU  

海浜植物を伴う安定した広い砂浜海

岸及び海岸後背地。 

 ハンミョウ 
イカリモンハンミ

ョウ 

県天 
※5 

 EN CR+EN 指定 
海浜植物帯から汀線までの間が長く

緩やかな傾斜を持つ砂浜。 

  
ハラビロハンミョ

ウ 
  VU CR+EN  

海岸に注ぎこむ細流の河口部の砂浜

の周囲。 

  カワラハンミョウ   EN CR+EN  

河原の場合は、広い砂地のある所。

海岸の場合は、河口部及び海浜植物

帯の近くの安定した砂地。 

 ゲンゴロウ ゲンゴロウ   VU CR+EN  

ヒルムシロやオモダカ等の水生植物

が豊富な比較的水深のある池沼や溜

池、水田、放棄水田、水田脇の水た

まり、緩やかな流れの水路等。 

  
シャープゲンゴロ

ウモドキ 
 国内 CR CR+EN 指定 

湧水や沢水が流入する泥深い湿地、

溜池、放棄水田、水田脇の水たま

り。 

  シマゲンゴロウ   NT CR+EN  

平野部から丘陵部の浅く水生植物の

豊富な池沼、湿地、水田、放棄水

田。 

  
キベリクロヒメゲ

ンゴロウ 
  NT   湿地、放棄・休耕水田等。 

  
ルイスツブゲンゴ

ロウ 
  VU NT  

平野部から丘陵部において浮葉植物

等の豊かな植生がある池沼、湿地、

放棄水田等の止水域。 

 ミズスマシ ヒメミズスマシ   EN VU  
水生植物の豊富な池沼や流れの緩や

かな小河川。 

  ミズスマシ   VU NT  

平地から山地の水生植物が豊富な池

沼、放棄水田や流れの緩やかな水

路。 

 
コガシラミ

ズムシ 

クビボソコガシラ

ミズムシ 
  DD NT  水草や藻類の多く繁茂する水辺。 

  
ヒメコガシラミズ

ムシ 
   NT  

平野部から丘陵部の水生植物が豊富

な池沼、湿地や放棄水田。 

 ガムシ ガムシ   NT NT  

平野部から丘陵部の水生植物が豊富

な池沼、水田、放棄水田、水田脇の

水たまり、掘り上げ等。 

 シデムシ 
ヤマトモンシデム

シ 
  NT   平地の緑地、河川敷等。 

 コガネムシ 
セスジカクマグソ

コガネ 
   DD  

生態や生息環境の詳細はわかってい

ないが、土や朽ち木等に潜入してい

るようである。 

 
ジョウカイ

ボン 
ババジョウカイ    NT  低山地の湿地帯の草地。 

 
ジョウカイ

モドキ 

イソジョウカイモ

ドキ 
  DD DD  岩礁地帯。 

 
カミキリム

シ 

ニセリンゴカミキ

リ 
   NT  

スイカズラの群生地があること以外

は不明。 

 ハムシ オオルリハムシ   NT VU  
シロネ類の群落が生育する湿地環

境。 

 

  



 

4.3-19 

(261) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 
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区分 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

昆虫類 
ハチ アリ トゲアリ   VU   

低山地の里山を生息環境として特に

好む。 

 クモバチ アオスジクモバチ   DD※6 DD  

本種のエサとなるクモやクモのエサ

となる小昆虫類が生息できる海浜植

物群落の多い砂丘地。 

 
ドロバチモド

キ 

ヤマトスナハキバチ

本土亜種 
  DD※7   砂地に営巣する。 

 

 
ミツバチ クロマルハナバチ   NT   

森林の地中のノネズミ等の穴に営巣

する。 

 
ムカシハナバ

チ 

エサキムカシハナバ

チ 
   NT  崖の斜面や粘土質土壌の平坦地。 

 
ヒラタタマバ

チ 

タカチホヒラタタマ

バチ 
   VU  エノキの枯れ枝等。 

魚類 

13 種 

ヤツメウ

ナギ 
ヤツメウナギ スナヤツメ類※8   VU   河川(中流)、細流及び半自然水路。 

コイ コイ ヤリタナゴ   NT   

河川の中・下流域の流れがおだやか

な場所。湖沼や池、半自然水路等の

水生植物が繁茂する水域。 

  
ミナミアカヒレタビ

ラ 
  CR NT  

河川中流から下流域、溜池・農業用

水路等。 

 ドジョウ ドジョウ   DD   
大小多くの河川、水田域の排水路

等。 

サケ サケ ニッコウイワナ   DD   

夏季でも水温が低く、瀬と渕が連続

する変化に富んだ緩流部。手取川水

系の最上流部、標高 1,100m 付近の

狭い範囲にのみ生息が確認されてい

る。 

  
サクラマス（ヤマ

メ） 
  NT   

海で成長した後、春季に河川へ遡上

し、秋季に上流域の礫底で産卵す

る。 

ダツ メダカ メダカ北日本集団   VU※9   
河川下流の緩流部、溜池、用水路、

水田や排水溝。 

トゲウオ トゲウオ イトヨ   LP※10 
VU 
※11 

 

3 月頃河川へと遡上して、小水路等

で産卵する。産卵場所となる小水路

に、巣を作るための素材となる水草

や営巣場所が必要である。 

  トミヨ属淡水型   LP 
CR+EN

※12 
指定 

湧水の影響が強く、年間を通じて水

温の変化が少ない場所に生息する。

巣を作るための素材となる水草や営

巣場所が必要である。 

カサゴ カジカ カマキリ   VU   

水の澄んだ河川の中流域の礫底に生

息、成熟魚は降河して河口付近の沿

岸で産卵する。沿岸で底生生活に移

り、稚魚が 4～5 月河川を遡上す

る。 

  カジカ   NT※13   
河川上流域の瀬の砂礫底や礫底の場

所。 

  ウツセミカジカ   EN※14   

河川の下流域から中流域に生息し、

比較的流れの緩やかな砂礫底を好む

とされる。 

スズキ ハゼ シロウオ   VU   

沿岸域で生息しているが、春の産卵

期になると水がきれいで伏流水の多

い川に上がってきて産卵する。 
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第 4.3-5 表(6) 文献その他の資料による動物の重要な種 

区分 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

陸産 

貝類 

9 種 

盤足 
イツマデガ

イ 
イツマデガイ   NT NT  海岸の草地及び低木林内。 

    
ヒメオカマメタニ

シ 
  NT   海岸線際の灌木林に局所的に点在。 

 
カワザンシ

ョウガイ 

サツマクリイロカ

ワザンショウ類の

一種 

   DD  海岸の礫下。 

   
オオウスイロヘソ

カドガイ 
   VU  

飛沫帯より上方の草むら付近や、浸

出水のある岩礁の日陰部分、海岸の

打ち上げ物の陰等。 

マイマイ キセルガイ ナミコギセル    NT  
鬱蒼とした森林の中にある神社の階

段や墓地の墓石等の上を這う。 

 
ベッコウマ

イマイ 
ヒラベッコウガイ   DD NT  

落葉広葉樹の林床等に生息する半土

壌性。 

  ヒメカサキビ   NT NT  
森林中のやや乾燥気味な腐葉土の堆

積した所。 

 
ニッポンマ

イマイ 

ケハダビロウドマ

イマイ 
  NT NT  湿潤な倒木の下や落葉下。 

 
オナジマイ

マイ 
オオミケマイマイ   VU VU  

森林の腐植層下で、礫の多い土壌

等。 

淡水産貝類 

9 種 

アマオブ

ネガイ 

アマオブネ

ガイ 
イシマキガイ    NT  汽水域上部から淡水域。 

盤足 ウミニナ ウミニナ   NT NT  

淡水のしみ出しのある、時には潮に

浸かる（飛沫がかかる）岩礫帯で、

うっすらと泥がたまる窪み。 

 
イツマデガ

イ 

ニクイロシブキツ

ボ 
  NT NT  

渓流の源流部の水が滴り落ちるよう

な崖地。 

  ナタネミズツボ   VU CR+EN  
湧水が滴る湿岩帯や渓流の岩肌、石

上。 

基眼 
ヒラマキガ

イ 

ヒラマキガイモド

キ 
  NT DD  棚田の土水路や溜池。 

イシガイ 
カワシンジ

ュガイ 
カワシンジュガイ   VU CR+EN  

輪島市の生息地では生貝は河川の砂

礫底。 

 イシガイ 
ヨコハマシジラガ

イ 
  NT VU  水路の砂泥底。 

  カタハガイ   VU CR+EN  小川や水路の砂泥底。 

  マツカサガイ   NT NT  小川や水路の砂礫底。 

その他 

（クモ類） 

1 種 

クモ コモリグモ イソコモリグモ   VU VU 指定 
砂浜海岸の海浜植物帯および海側の

砂裸地の乾砂部。 

合計 36 目 81 科 148 種 4 種 3 種 105 種 119 種 6 種  

注：1．選定基準は、第 4.3-4 表に対応する。 

2．鳥類の種名は「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）に、爬虫類、両生類、昆虫類、魚

類の種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 28 年度生物リスト」（河川環境データベース 

国土交通省、平成 28 年）に、陸産貝類及び淡水産貝類の種名は「日本産野生生物目録 無脊椎動物編Ⅱ」

（環境庁、平成 5 年）に準拠した。 

3．表中、※は以下のとおりである。 
※1：亜種キタヤマドリが対象。           ※2：ミユビシギ越冬群で掲載。 
※3：邑知潟地溝帯以北のヒダサンショウウオが対象。 ※4：コムラサキ（黒色型）で掲載。 
※5：「イカリハンミョウの生息地」として県指定の天然記念物。 
※6：アオスジベッコウで掲載。           ※7：ヤマトスナハキバチで掲載。      
※8：スナヤツメ北方種、スナヤツメ南方種で掲載。文献その他の資料からはどちらの種か判断できなかっ

たためスナヤツメ類とした。 

※9：キタノメダカで掲載。 
※10：本州のイトヨ日本海型、福島県以南の陸封のイトヨ太平洋型が対象。 
※11：イトヨ（降海型）で掲載。          ※12：トミヨで掲載。 
※13：カジカ大卵型で掲載。            ※14：カジカ小卵型で掲載。 
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①  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリ

ングを実施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生息する種及び注目すべき生息地につい

て第 4.3-6 表に示す情報が得られた。 

 

第 4.3-6 表 専門家等へのヒアリング結果（動物） 

専門分野 概 要 

動物（鳥類） 

【所属：動物園職員】 

・ 石川県内で、あまり調査されていない地域の一つである。周辺の七

尾市や輪島市、珠洲市では、観察者がいるものの、事業実施想定区

域付近での観察者がいない状態である。 

・ 渡りについては以下のような状況である。 

・ ガン類やハクチョウ類などの大型の水鳥類については、金剛崎（珠

洲市の先端）⇔七尾湾⇔邑知潟⇔河北潟を結んだルートを飛翔してお

り、事業実施想定区域から外れている。 

・ 猛禽類については、3 章で示されたとおり、主なルートからは外れ

ている。 

・ 小鳥類については、金剛崎から内陸に入ってくるようだが、ルート

は不明である。 

・ 猛禽類については以下のような状況である。 

・ クマタカは、能登半島において数年前から事業実施想定区域のある

旧門前町付近を北端として、散見されるようになった。繁殖の確認

はされていない。 

・ オオタカは、平野部に繁殖の場所を移している。事業実施想定区域

付近でも繁殖しているようである。 

・ ノスリは、能登半島において、20 数年前から繁殖が確認されてお

り、増えてきている。 

・ ミサゴは、七尾湾（中島や穴水）に営巣地があり、密度が高い。餌

を求めて、西へ飛来する可能性がある。 

・ ハチクマやサシバは、事業実施想定区域付近でも繁殖している可能

性がある。 

・ ハヤブサは、北陸で増えており、海岸線を中心に営巣している。市

街地でも高層の建物で営巣している。 

・ ミゾゴイは、旧門前町で生息が確認されており、事業実施想定区域

でも、生息の可能性がある。 

・ 夜行性のフクロウやヨタカなどは、調査されていないため、情報が

ない。 

・ 草原といった環境がないため、草原性の種は少ないだろう。 
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2. 予測 

(1)予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基

に生育環境を類型区分し、事業実施想定区域内の各種の生息環境の有無を整理した。これら

を踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。環境類型区分を第 4.3-7

表、現存植生図と事業実施想定区域との重ね合わせは第 4.3-4 図のとおりである。なお、そ

の凡例は第 4.3-8 表のとおりである。 

 

第 4.3-7 表 環境類型区分の概要 

類型区分 主な地形 主な植生 

広葉樹林 

丘陵地・台地 

エゾイタヤ－ケヤキ群集、チャボガヤ－ケヤキ群集、オオバクロ

モジ－ミズナラ群集、ユキグニミツバツツジ－コナラ群集、落葉

広葉低木群落、イノデ－タブノキ群集、ケヤキ群落（Ⅵ）、竹林
※1、モウソウチク林※1、果樹園 

針葉樹林 
アカマツ群落（Ⅴ）、クロマツ群落（Ⅶ）、スギ・ヒノキ・サワ

ラ植林、クロマツ植林 

乾性草地 

ススキ群団（Ⅴ）、伐採跡地群落（Ⅴ）、ハマニンニク－コウボ

ウムギ群集、海岸草本群落、牧草地、路傍・空地雑草群落、放棄

畑雑草群落、畑雑草群落 

湿性草地 

低地 

ヨシクラス、水田雑草群落、放棄水田雑草群落 

市街地等 市街地、緑の多い住宅地、工場地帯、造成地 

開放水域等 水域 開放水域（海岸・河辺・河川・池沼等）、自然裸地※2 

注：1．植生区分は現存植生図（第 4.3-4 図参照）による。 

2．表中、※は以下のとおりである。 
※1：竹林は小面積のため、広葉樹林に含めた。 
※2：「自然裸地」は沿岸部に分布していたため、「開放水域等」に含めた。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

重要な種について、改変による生息環境の変化に伴う影響を予測した。予測結果は第 4.3-9

表のとおりである。 
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 第 4.3-4 図(1) 現存植生図と事業実施想定区域 

凡例は第 4.3-8 表
を参照 

 「環境省自然環境局生物

多様性センター生物多様

性情報システム 第 6 回

（平成 11～16 年度）・

第 7 回（平成 17 年度

～）1/25,000 植生図 自

然環境保全基礎調査植生

調査情報提供 HP」 

（環境省 HP、 

閲覧：平成 29 年 7 月） 

※「能登黒島」「門前」 

「剱地」「下唐川」 

「富来」「中島」 
より作成 
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第 4.3-4 図(2) 現存植生図と事業実施想定区域 

凡例は第 4.3-8 表を参照 

 「環境省自然環境局生物多様性センター生物多様性情報シス

テム 第 6 回（平成 11～16 年度）・第 7 回（平成 17 年度～）

1/25,000 植生図 自然環境保全基礎調査植生調査情報提供

HP」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

※「能登黒島」「門前」「剱地」「下唐川」「富来」「中島」                

より作成 
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第 4.3-4 図(3)  現存植生図と事業実施想定区域 

凡例は第 4.3-8 表を参照 

 「環境省自然環境局生物多様性センター生物多様性情報シス

テム 第 6 回（平成 11～16 年度）・第 7 回（平成 17 年度～）

1/25,000 植生図 自然環境保全基礎調査植生調査情報提供

HP」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

※「能登黒島」「門前」「剱地」「下唐川」「富来」「中島」                

より作成 
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第 4.3-4 図(4)  現存植生図と事業実施想定区域 

凡例は第 4.3-8 表を参照 

 「環境省自然環境局生物多様性センター生物多様性情報シス

テム 第 6 回（平成 11～16 年度）・第 7 回（平成 17 年度～）

1/25,000 植生図 自然環境保全基礎調査植生調査情報提供

HP」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

※「能登黒島」「門前」「剱地」「下唐川」「富来」「中島」                

より作成 



 

4.3-27 

(269) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-8 表 現存植生図凡例 

植生区分   
図中 

No. 
凡例名 

統一凡例 

No. 

ブナクラス域自然植生 

 

1 エゾイタヤ－ケヤキ群集 110302 

 
2 チャボガヤ－ケヤキ群集 160401 

ブナクラス域代償植生 

 
3 オオバクロモジ－ミズナラ群集 220103 

 
4 ユキグニミツバツツジ－コナラ群集 220503 

 
5 アカマツ群落（Ⅴ） 230100 

 
6 落葉広葉低木群落 240000 

 
7 ススキ群団（Ⅴ） 250200 

 
8 伐採跡地群落（Ⅴ） 260000 

ヤブツバキクラス域自然植生  
9 イノデ－タブノキ群集 271601 

 
10 ケヤキ群落（Ⅵ） 300100 

ヤブツバキクラス域代償植生 
 

11 クロマツ群落（Ⅶ） 420200 

河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等 
 

12 ヨシクラス 470400 

 
13 ハマニンニク－コウボウムギ群集 490501 

 
14 海岸草本群落 500600 

植林地、耕作地植生 

 
15 スギ・ヒノキ・サワラ植林 540100 

 
16 クロマツ植林 540300 

 
17 竹林 550000 

 
18 モウソウチク林 550100 

 
19 牧草地 560200 

 
20 路傍・空地雑草群落 570100 

 
21 放棄畑雑草群落 570101 

 
22 果樹園 570200 

 
23 畑雑草群落 570300 

 
24 水田雑草群落 570400 

 
25 放棄水田雑草群落 570500 

その他 

 
26 市街地 580100 

 
27 緑の多い住宅地 580101 

 
28 工場地帯 580300 

 
29 造成地 580400 

 
30 開放水域 580600 

 
31 自然裸地 580700 

注:1．図とは現存植生図であり、第 4.3-4 図に示す。 

2．統一凡例番号とは、「自然環境保全基礎調査 植生調査 環境省 自然環境局 生物多様性センター」（自然環境局生物

多様性センター、環境省 HP、閲覧：平成 29 年 7 月）の植生調査情報提供 HP の 1/25,000 現存植生図に示される 6 桁の

統一凡例番号（凡例コード）である。 
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第 4.3-9 表(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 
環境類型 

区分 
種名 影響の予測結果 

鳥類 

広葉樹林 
サンショウクイ 

(1 種) 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する。 

広葉樹林 

針葉樹林 

ヤマドリ、ヨタカ、ヤマシギ、ハチクマ、ハイタカ、オオタ
カ、サシバ、ノスリ、オオコノハズク、コノハズク、ブッポ
ウソウ、サンコウチョウ、チゴモズ 

(13 種) 

広葉樹林 

湿性草地 

ノジコ 

(1 種) 

広葉樹林 

針葉樹林 

開放水域等 

（海岸、池沼） 

オシドリ、ミサゴ 

(2 種) 

広葉樹林 

針葉樹林 

市街地等 

アオバズク 

(1 種) 

湿性草地 

ヒシクイ、マガン、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、シマクイナ、
ヒクイナ、チュウヒ 

(7 種) 

乾性草地 

湿性草地 

オオジシギ、アカモズ、セッカ、コジュリン 

(4 種) 

湿性草地 

開放水域等 

（海岸、河辺） 

チュウサギ、ケリ、ツルシギ、アカアシシギ、イソシギ、ハ

マシギ、タマシギ 

(7 種) 

開放水域 

池沼 
ヨシガモ、トモエガモ 

(2 種) 

海岸 

河辺 

河川 

コクガン、シノリガモ、ビロードキンクロ、ホオジロガモ、
カワアイサ、ウミアイサ、カンムリカイツブリ、ヒメウ、ク
ロサギ、イカルチドリ、シロチドリ、オオソリハシシギ、ホ

ウロクシギ、ミユビシギ、ウミスズメ 

(15 種) 

事業実施想定区域内に、海

岸、河辺、河川、住宅地は存

在しないことから、影響はな

い。 
市街地等（住宅地） 

開放水域等（海岸） 

ハヤブサ 

(1 種) 

市街地等（住宅地） 
コシアカツバメ 

(1 種) 

爬虫類 

広葉樹林 

針葉樹林 

乾性草地 

湿性草地 

市街地等 

シロマダラ 

(1 種) 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する 

開放水域等（海岸） 

アオウミガメ、アカウミガメ 

(2 種) 

事業実施想定区域内に、海岸

は存在しないことから、影響

はない。 

両生類 

広葉樹林 

針葉樹林 

湿性草地 

開放水域等 

（河川、池沼） 

クロサンショウウオ、ヒダサンショウウオ 

(2 種) 事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する 湿性草地 

開放水域等（池沼） 

アカハライモリ 

(1 種) 

開放水域等（河川） 

オオサンショウウオ 

(1 種) 

事業実施想定区域内に、河川

は存在しないことから、影響

はない。 
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第 4.3-9 表(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 
環境類型 

区分 
種名 影響の予測結果 

昆虫類 

広葉樹林 

ヒナカマキリ、オオムラサキ、ヒメシロシタバ、タカチホヒ
ラタタマバチ 

(4 種) 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する。 

広葉樹林 

針葉樹林 

オオチャバネセセリ、トゲアリ、クロマルハナバチ 

(3 種) 

広葉樹林 

湿性草地 

コムラサキ 

(1 種) 

乾性草地 

シルビアシジミ、ウラギンスジヒョウモン、スキバホウジャ
ク、ヤマトモンシデムシ、セスジカクマグソコガネ、ニセリ

ンゴカミキリ、エサキムカシハナバチ 

(7 種) 

湿性草地 

クマコオロギ、ハウチワウンカ、ガマヨトウ、オオトックリ
ゴミムシ、ババジョウカイ、オオルリハムシ 

(6 種) 

湿性草地 

開放水域等（池沼） 

ホッケミズムシ、ミヤケミズムシ、ゲンゴロウ、シャープゲ
ンゴロウモドキ、シマゲンゴロウ、キベリクロヒメゲンゴロ
ウ、ルイスツブゲンゴロウ、ヒメミズスマシ、ミズスマシ、

クビボソコガシラミズムシ、ヒメコガシラミズムシ、ガムシ 

(12 種) 

開放水域等 

池沼 
ヒメミズカマキリ 

(1 種) 

海岸 

河川 

カワラバッタ、オオヒョウタンゴミムシ、イカリモンハンミ

ョウ、ハラビロハンミョウ、カワラハンミョウ、イソジョウ
カイモドキ、アオスジクモバチ、ヤマトスナハキバチ本土亜
種 

(8 種) 

事業実施想定区域内に、海

岸、河辺、河川は存在しない

ことから、影響はない。 

湿性草地 

開放水域等 

（河辺、池沼） 

コバネアオイトトンボ、オツネントンボ、ムスジイトトン

ボ、ネアカヨシヤンマ、マダラヤンマ、カトリヤンマ、キイ
ロサナエ、ヒラサナエ、ホンサナエ、ハネビロエゾトンボ、
キトンボ、マダラナニワトンボ 

(12 種) 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する。 

魚類 開放水域等 

池沼 
ドジョウ、メダカ北日本集団 

(2 種) 

海岸 

河川 

スナヤツメ類、ヤリタナゴ、ミナミアカヒレタビラ、ニッコ
ウイワナ、サクラマス（ヤマメ）、イトヨ、トミヨ属淡水型、
カマキリ、カジカ、ウツセミカジカ、シロウオ 

(11 種) 

事業実施想定区域内に、海

岸、河川は存在しないことか

ら、影響はない。 

陸産貝類 

広葉樹林 
ヒメオカマメタニシ 

 (1 種) 

事業実施想定区域内に主な生

息環境が存在し、その一部が

改変されることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する。 

広葉樹林 

針葉樹林 

ナミコギセル、ヒラベッコウガイ、ヒメカサキビ、ケハダビ

ロウドマイマイ、オオミケマイマイ 

(5 種) 

広葉樹林 

乾性草地 

イツマデガイ 

(1 種) 

開放水域等（海岸） 

サツマクリイロカワザンショウ類の一種、オオウスイロヘソ
カドガイ 

(2 種) 

淡水産 

貝類 
開放水域等 

池沼 
ヒラマキガイモドキ 

(1 種) 

海岸 

河辺 

河川 

イシマキガイ、ウミニナ、ニクイロシブキツボ、ナタネミズ
ツボ、カワシンジュガイ、ヨコハマシジラガイ、カタハガ
イ、マツカサガイ 

(8 種) 

事業実施想定区域内に、海

岸、河辺、河川は存在しない

ことから、影響はない。 

その他 

（クモ類） 
開放水域等 海岸 

イソコモリグモ 

(1 種) 

事業実施想定区域内に、海

岸、河辺、河川は存在しない

ことから、影響はない。 

注：哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類の種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 28 年度

生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 28 年）、鳥類の種名は、「日本鳥類目録 改訂

第 7 版」（日本鳥学会 平成 24 年）、陸産貝類及び淡水産貝類の種名は「日本産野生生物目録 無脊椎

動物編Ⅱ」（環境庁、平成 5 年）に準拠した。 

 

  



 

4.3-30 

(272) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

3. 評価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

事業想定実施区域内にはすべての環境類型区分が含まれるが、住宅地、海岸、河辺、河川

を主な生息環境とする重要な種については、事業実施想定区域内に該当する環境がないこと

から、影響はないと評価する。 

その他の植生を主な生息環境とする重要な種については、改変による生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測するが、以下に示す事項に留意することにより、重大な

影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

 

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

影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・特にオオワシ、オオタカ等の猛禽類は生息状況を「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環

境省、平成 24 年）、「サシバの保護の進め方」（環境省、平成 25 年）に準拠した調査を実

施し、予測を行う。また、ガン・カモ・ハクチョウ類や小鳥類等の渡り鳥の移動ルート

にも留意し、移動状況を把握できるよう調査を実施し、予測を行う。 

・さらに、コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔

高度にも留意した調査を実施し、予測を行う。 

 

なお、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用すること等を

加味した影響を予測するには、風力発電機の設置位置等の情報が必要となるため、事業計画

の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査及び予測・評価を実施する。 
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  植物 4.3.4

1. 調査 

(1)調査手法 

植物及び植物群落の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより

調査した。 

 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-3 図の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  重要な種の分布状況 

植物の重要な種の選定基準は、第 4.3-10 表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要な種は、第 4.3-11 表のとお

り、90 科 263 種が確認されている。 

 

第 4.3-10表(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要

な種 

重要な

群落 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年法

律第 214 号）に基づく天然記念

物 

「石川県文化財保護条例」（昭

和 32 年条例第 41 号）、「輪島市

文化財保護条例」（平成 18 年条

例第 114 号）及び「志賀町文化

財保護条例」（平成 17 年条例第

109 号）に基づく天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

国特天：国指定特別天然記念物 

県天：石川県指定天然記念物 

市天：輪島市指定天然記念物 

町天：志賀町指定天然記念物 

「国指定文化財等データ

ベース」（文化庁 HP、閲

覧：平成 29 年 7 月） 

「いしかわ文化財ナビ」

（石川県 HP、閲覧：平成

29 年 7 月） 

「輪島市の文化財」（輪島

市教育委員会 HP、閲覧：

平成 29 年 7 月） 

「志賀町が指定する文化

財」（志賀町 HP、閲覧：

平成 29 年 7 月） 

○ ○ 

② 「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）に基

づく国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

特定：特定国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関

する法律施行令」（平成 5

年 政令第 17 号） 

○  

③ 「環境省レッドリスト 2017 維

管束植物」（環境省、平成 29

年）の掲載種 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR＋EN：絶滅危惧種Ⅰ類 

CR：絶滅危惧ⅠA 類 

EN：絶滅危惧ⅠB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

「環境省レッドリスト

2017 維管束植物」（環境

省、平成 29 年） 

○  

④ 「改訂・石川県の絶滅のおそれ

のある野生生物 いしかわレッ

ドデータブック〈植物編〉

2010」（石川県、平成 22 年）の

掲載種 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

「改訂・石川県の絶滅の

おそれのある野生生物 

いしかわレッドデータブ

ック〈植物編〉2010」（石

川県、平成 22 年） 

○  

⑤ 「ふるさと石川の環境を守り育

てる条例」（平成 16 年条例第 16

号）の掲載種 

指定：条例に指定されている希少野生動植物種 

 

「石川県指定希少野生動

植物種の指定について」

（石川県 HP、閲覧：平成

29 年 7 月） 

○  
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第 4.3-10表(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要

な種 

重要な

群落 

⑥ 「生物多様性情報システム 

自然環境保全基礎調査 特定

植物群落調査（第 2 回）」

（自然環境局生物多様性セン

ター、環境省 HP、閲覧：平成

29 年 7 月）で示されている特

定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物

群落または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南

限、北限、隔離分布等分布限界になる産地に

見られる植物群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、

高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物

群落または個体群で、その群落の特徴が典型

的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群

落の特徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明ら

かな森林であっても、長期にわたって伐採等

の手が入ってないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、県内で極

端に少なくなるおそれのある植物群落または

個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

「生物多様性情報シス

テム 自然環境保全基

礎調査 特定植物群落

調査（第 2 回・第 3

回・第 5 回）」（自然

環境局生物多様性セン

ター、環境省 HP、閲

覧：平成 29 年 7 月） 

 ○ 

⑦ 「生物多様性情報システム 

自然環境保全基礎調査 特定

植物群落調査（第 3 回）」

（自然環境局生物多様性セン

ター、環境省 HP、閲覧：平成

29 年 7 月）で示されている特

定植物群落 

⑧ 「生物多様性情報システム 

自然環境保全基礎調査 特定

植物群落調査（第 5 回）」

（自然環境局生物多様性セン

ター、環境省 HP、閲覧：平成

29 年 7 月）で示されている特

定植物群落 

⑨ 「植物群落レッドデータブッ

ク」（NACS－J,WWF Japan、

平成 8 年）に掲載されている

植物群落 

1：要注意 

2：破壊の危惧 

3：対策必要 

4：緊急に対策必要 

「植物群落レッドデー

タブック」（NACS－

J,WWF Japan、平成

8 年） 

 ○ 

 

 

  



 

4.3-33 

(275) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-11表(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類群 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 シダ植物 マツバラン マツバラン   NT EX  樹上、岩上、岩隙、地上等。 

2  
ヒカゲノカズ

ラ 
ミズスギ    VU  

暖帯の湿地や湿った林道の法面、古
い水田の土手等向陽地で酸性土壌地
帯。 

3  ミズニラ ミズニラ   NT CR+EN  池沼、流水、廃田等。 

4  ハナヤスリ アカハナワラビ    VU  陽当たりの良い樹林下。 

5   
ナガホノナツノハ

ナワラビ 
   NT  山地のやや湿った林床。 

6   ナツノハナワラビ    NT  山地の樹林下。 

7   コヒロハハナヤスリ    VU  境内、野原、路傍、墓地、庭園等。 

8   ハマハナヤスリ    CR+EN  海浜の砂湿地や内陸の砂地。 

9   ヒロハハナヤスリ    VU  墓地、寺院や神社の境内等。 

10  コケシノブ アオホラゴケ    VU  陰湿な樹林下の岩上や岩壁。 

11   ウチワゴケ    VU  
低地の陰湿な樹林の岩上や岩壁又は
樹幹。 

12  ミズワラビ タチシノブ    NT  山地林床、向陽の山麓や林縁。 

13   カラクサシダ    NT  陰湿な林内の岩や古木の側面。 

14  イノモトソウ イノモトソウ    NT  山地の石灰岩の岩上、岩隙。 

15   マツザカシダ    CR+EN  
山足の斜面、路傍の斜面、石垣の石
の隙間等。 

16  チャセンシダ チャセンシダ    NT  
山麓の岩上や人里近くの石垣等比較
的人為的な場所。 

17  オシダ ミヤコヤブソテツ    NT  山林中の岩地。 

18   ツヤナシイノデ    CR+EN  低地の樹林下のやや陰湿な地上。 

19   イノデモドキ    NT  主に二次林やスギ植林内。 

20  ヒメシダ ハシゴシダ    NT  
スギ植林、二次林及びその林縁や路
傍。 

21  メシダ ヌリワラビ    NT  低山から山地のやや湿った林床。 

22   ヒカゲワラビ    VU  低地、樹林下の陰湿な場所の地上。 

23   ヘラシダ    NT  山地の湿った林床や渓流沿い。 

24   ノコギリシダ    NT  主に二次林やスギ植林内。 

25  ウラボシ マメヅタ    NT  平地から山地の樹幹、岩上、石垣等。 

26   ヒメノキシノブ    VU  山地の樹上や岩上等。 

27  サンショウモ サンショウモ   VU CR+EN  ヤブツバキクラス域の水田、池沼等。 

28  アカウキクサ オオアカウキクサ   EN CR+EN  湿田、池沼等。 

29 裸子植物 ヒノキ ハイネズ    VU  日本海沿岸部。 

30   ネズ    NT  アカマツ―コナラ林内。 

31   ヒノキアスナロ    VU  ブナクラス域の下部。 

32 離弁花類 ブナ ナラガシワ    NT  山地帯の夏緑広葉樹林内等。 

33  クワ カジノキ    NT  人里近くの山地。 

34  イラクサ カテンソウ    VU  
低山から山地の樹林内や林縁の陰湿
地。 

35  ヤドリギ マツグミ    CR+EN  

標高 50～600 m の低地や山地の比較
的よく光の当たるクロマツやアカマ
ツの枝や幹。 

36  ナデシコ ナンバンハコベ    NT  低山の林縁等。 

37   ハマハコベ    CR+EN  海岸の砂地や砂礫地。 

38   フシグロセンノウ    VU  

丘陵から山地の谷あいの明るい林内
から林縁、湿った伐採地や半日陰の
草地。 

39  ヒユ ヤナギイノコズチ    VU※1
  低地や丘陵地の林縁。 

40  シキミ シキミ    NT  照葉林帯、夏緑林帯。 

41  クスノキ カゴノキ    CR+EN  

標高 20～40m の高さで傾斜ほぼ
40°の北西斜面に成立しているモミ
林中。 
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第 4.3-11表(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類群 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

42 離弁花類 キンポウゲ イチリンソウ    NT  
半日陰になるような疎林の林床から

林縁。 

43   ハンショウヅル    NT  林縁や林中。 

44   アズマシロカネソウ    NT  山地のやや湿ったところ。 

45   ミスミソウ   NT VU  落葉樹林の林床。 

46  メギ ヒロハヘビノボラズ    VU※2
  海岸の崖斜面。 

47  スイレン ジュンサイ    NT  浅い池沼。 

48   コウホネ    NT  ヤブツバキクラス域分布する池沼。 

49   ヒツジグサ    NT  池や沼。 

50  ドクダミ ハンゲショウ    NT  小川、水溝、湿地。 

51  
ウマノスズク

サ 
ウマノスズクサ    VU  

土手の草地ややぶの付近にややまれ

に生える。 

52   フタバアオイ    VU  湿った樹陰の林床。 

53   ウスバサイシン    VU  
山地のブナ林等の落葉広葉樹林下の

やや湿った林床。 

54  ボタン ヤマシャクヤク   NT CR+EN  落葉広葉樹林等の林床。 

55  ツバキ サカキ    NT  常緑樹や落葉樹の二次林内。 

56  オトギリソウ トモエソウ    VU  日当たりのよいやや湿った草地。 

57  モウセンゴケ イシモチソウ   NT CR+EN 指定 湿った貧栄養の酸性土壌。 

58  ケシ ミチノクエンゴサク    NT  山地の林床。 

59   ジロボウエンゴサク    CR+EN  低地草原。 

60  アブラナ コンロンソウ    NT  山地の水湿地。 

61  ユキノシタ タコノアシ   NT VU  低地の泥湿地や河原、水田等。 

62  バラ クサボケ    DD  低山帯の日当たりの良い草地。 

63   オオウラジロノキ    VU  低山帯の広葉樹林中。 

64   カワラサイコ    VU  河川敷及び砂浜海岸低木林縁。 

65   エゾツルキンバイ    CR+EN  海岸の塩湿地。 

66   ミチノクナシ   EN   
草原の縁、谷筋や水路の縁等のやや

湿性で日当たりのよい場所。 

67   
マルバノシャリン

バイ 
   VU※3

  
海岸、よく日の当たる排水の良い場

所。 

68   ハマナス    NT  海岸の砂地。 

69  マメ サイカチ    VU  川岸や山地、社寺等。 

70   エゾノレンリソウ    VU  海岸の草地。 

71   イヌハギ   VU DD  海岸林の林縁や日当たりの良い草地。 

72   オオバタンキリマメ    VU  低山地の林縁。 

73   センダイハギ    CR+EN 指定 海岸付近の草地。 

74  トウダイグサ ノウルシ   NT CR+EN  河川敷や田の畦、海岸付近の湿地。 

75  カエデ ミツデカエデ    NT  
山地の斜面下部から沢沿いの湿り気

のある不安定地。 

76   メグスリノキ    VU  山地の谷間や山腹。 

77  ムクロジ モクゲンジ    VU  海岸近くの崖地や砂地。 

78   ムクロジ    VU  社叢、山地。 

79  モチノキ 
オクノフウリンウ

メモドキ 
   NT  落葉樹林の林内や林縁近く。 

80   ミヤマウメモドキ    NT  山地の日当たりのよい湿地。 

81  ミカン フユザンショウ    CR+EN  林内や崖地。 

82  
クロウメモド

キ 
ヨコグラノキ    VU  山地。 

83  ジンチョウゲ エゾナニワズ    NT※4
  低山の落葉樹林縁。 

84  スミレ アカネスミレ    VU  丘陵や山地草原のやや乾いた場所。 

85   イソスミレ   VU VU 指定 海岸砂丘、海岸クロマツ林下。 

86  ミソハギ ミズマツバ   VU VU  水田や湿地。 

87  ヒシ ヒメビシ   VU VU  池沼。 
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第 4.3-11表(3) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類群 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

88 離弁花類 アカバナ ウシタキソウ    CR+EN  山地の林下及び草地。 

89   オオアカバナ   VU EX  湿草原、川岸や谷間の湿地。 

90  
アリノトウグ

サ 
ホザキノフサモ    VU  池沼、水路、河川。 

91   タチモ   NT CR+EN  山間や丘陵地の栄養が乏しい池沼。 

92   フサモ    VU  池沼、水路。 

93  セリ ハマウド    VU  海岸。 

94   ホタルサイコ    VU  山地の岩場、日当たりの良い草地。 

95   ドクゼリ    VU  湿地の流水辺。 

96   セリモドキ    NT  山地。 

97   ハマボウフウ    NT  海岸の砂浜。 

98   ムカゴニンジン    CR+EN  湿地。 

99 
合弁花類 

イチヤクソウ マルバイチヤクソウ    
CR+EN

※5
 

 温帯から暖帯上部域の山地樹林下。 

100  ツツジ シャシャンボ    NT  丘陵地の尾根筋等の林内及び林縁部。 

101  ヤブコウジ カラタチバナ    NT  常緑広葉樹林内。 

102  サクラソウ ウミミドリ    CR+EN 指定 
岩石海岸の岸に近い泥が堆積した場

所。 

103   ミヤマタゴボウ    VU※6
  山地の湿った林内。 

104   クサレダマ    NT  山野の湿地。 

105  カキノキ 
リュウキュウマメ

ガキ 
   VU  山地の日当たりのよい谷間や斜面。 

106  リンドウ リンドウ    VU  日当たりのよい登山道や水田脇。 

107   エゾリンドウ    NT  林縁草地や湿地。 

108   イヌセンブリ   VU CR+EN  山野の湿地、池の縁。 

109   センブリ    NT  日当たりの良い草地や疎林。 

110  ミツガシワ ガガブタ   NT CR+EN  池沼。 

111  ガガイモ スズサイコ   NT VU  日当たりのよい草地。 

112   コイケマ    NT  山地の森林の林縁や草地。 

113   コカモメヅル    VU  山野の草地。 

114  アカネ アカネムグラ    VU  海近くの湿った草原。 

115  ヒルガオ マメダオシ   CR   日当りのよい野原や海岸。 

116  ムラサキ オニルリソウ    NT  山地のやや湿った草原。 

117   ホタルカズラ    Ⅱ  海岸の砂地や草地。 

118   ハマベンケイソウ    CR+EN  海岸の砂礫地。 

119  クマツヅラ ヤブムラサキ    NT  低山。 

120   カリガネソウ    VU  山地林縁。 

121   クマツヅラ    CR+EN  道ばたや荒れ地。 

122  アワゴケ アワゴケ    NT  日蔭の湿気のあるところ。 

123   ミズハコベ    CR+EN  水田や浅い水中、排水溝等に群生。 

124  シソ ジュウニヒトエ    DD  やや乾いた山麓部。 

125   ムシャリンドウ   VU EX  日当たりのよい草地。 

126   メハジキ    VU  道ばたや荒れ地。 

127   キセワタ   VU CR+EN  山や丘陵の草地。 

128  ゴマノハグサ 
マルバノサワトウ

ガラシ 
  VU VU  湿地。 

129   アブノメ    CR+EN  湿地。 

130   ヤマウツボ    CR+EN  タブノキ林下。 

131   シソクサ    VU  湿地。 

132   キクモ    NT  水田や浅い沼等の水中。 

133   スズメハコベ   VU 
CR+EN

※7
 

 水湿地。 
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第 4.3-11表(4) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類群 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

134 合弁花類 ゴマノハグサ エゾヒナノウスツボ    NT  海岸の日当たりのよい岩・礫地。 

135   オオヒナノウスツボ    VU  疎林の下や林縁。 

136   ヒキヨモギ    VU  日当たりのよい草地や砂浜。 

137   ヒヨクソウ    NT  日当たりのよい草地。 

138   イヌノフグリ   VU CR+EN  道ばたの草地や石垣の隙間。 

139  ハマウツボ ナンバンギセル    CR+EN  ススキ草原。 

140   ハマウツボ   VU VU  海岸や河原。 

141  タヌキモ ノタヌキモ   VU CR+EN  池沼。 

142   タヌキモ   NT   古い池に浮遊する。 

143   ミミカキグサ    CR+EN  低山の湿地。 

144   
ホザキノミミカキ

グサ 
   

CR+EN 
 低山の湿地。 

145   ヒメタヌキモ   NT CR+EN  低山の湿地。 

146   
ムラサキミミカキ

グサ 
  NT 

CR+EN 
 低山の湿地。 

147  オオバコ トウオオバコ    NT  海岸の草地。 

148  スイカズラ コツクバネウツギ    NT  日当たりのよい丘陵や岩場。 

149   カンボク    CR+EN  山地の林内。 

150   ハコネウツギ    NT  沿海地の海岸林等。 

151  オミナエシ オミナエシ    NT  山野の日当たりの良い草原。 

152  ハマオミナエシ    
CR＋

EN 
 海岸の草地。 

153  マツムシソウ ナベナ    CR+EN  日当たりのよい山地。 

154  キキョウ サワギキョウ    VU  日当たりのよい湿地。 

155   キキョウ   VU VU  日当たりのよい山地草原。 

156  キク オケラ    VU  やや乾いた草原、林縁。 

157   ヒメガンクビソウ    VU   やや乾いた山林。 

158   オニアザミ    NT  
山地から亜高山帯の日当たりがよい

草原。 

159   タチアザミ    VU  湿地に生育。 

160   サンインギク    CR+EN  海岸。 

161   アキノハハコグサ   EN DD  やや乾いた山地。 

162   オグルマ    CR+EN  湿地、田の縁、川岸。 

163   カセンソウ    VU  日当たりのよい湿地、砂浜。 

164   オオニガナ    NT  丘陵地の明るい湿地。 

165   ヒメヒゴタイ   VU VU 指定 近海地の林縁、草地、海岸。 

166   タムラソウ    NT  山地の草原。 

167   オナモミ   VU   道ばたや草地の陽光地。 

168 単子葉類 オモダカ マルバオモダカ   VU CR+EN  池沼等。 

169   アギナシ   NT 
CR+EN 

 
低地の湿地や除草剤のかからない溝

等。 

170  トチカガミ スブタ   VU VU  
除草剤のかからない湿地、休耕田、

溝等。 

171   クロモ    VU  主に水田等の水路。 

172   トチカガミ   NT CR+EN  富栄養性の湖沼、池、溝。 

173   ミズオオバコ   VU VU  貯水池、溜池等。 

174   セキショウモ    CR+EN  水路、溜池、河川等。 

175  ホロムイソウ シバナ   NT VU  

波食残丘や波食棚よりも岸寄りに形

成されるベンチ内縁凹地やそれに接

続する波食斜面。 

176  ヒルムシロ エビモ    NT  流水域、溜池、湖沼。 

177   オヒルムシロ    CR+EN  
河川等の流水域、湧水のある河川、

池沼。 

178   ホソバミズヒキモ    VU  池沼。 

179   リュウノヒゲモ   NT CR+EN  池沼、河川。 

180   イトモ   NT VU  湖沼、溜池、水路等。 
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No. 分類群 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

181 単子葉類 イバラモ ホッスモ    VU  池沼、溝。 

182   イトトリゲモ   NT VU  池沼。 

183   イバラモ    CR+EN  池沼やゆるい河川。 

184  ユリ ヒメニラ    VU  夏緑林の林床。 

185   クサスギカズラ    CR+EN  海岸近くの草原。 

186   ノカンゾウ    CR+EN  原野や溝のふち等。 

187   ササユリ    NT  山地のササ原の縁や疎林内。 

188   コオニユリ    NT  
山地や丘陵地の日当たりのよいやや

湿った草地。 

189   ホトトギス    CR+EN  山地の半日陰地。 

190   アマナ    VU  
河辺や田の畔、夏緑樹林の林床等明

るい環境。 

191  ミズアオイ ミズアオイ   NT CR+EN  水路、池沼。 

192  アヤメ ノハナショウブ    NT  
山野の湿地、丘陵地の林縁、池沼の

縁。 

193   カキツバタ   NT DD  日当たりのよい水湿地。 

194  イグサ イヌイ    VU  海岸の砂地。 

195  ツユクサ ヤブミョウガ    VU  照葉樹林の林床、林縁。 

196  ホシクサ ホシクサ    VU  低地の水田や水湿地。 

197   イトイヌノヒゲ    CR+EN  
山間の日当たりのよい湿地や水辺、

田の畔等。 

198   シロイヌノヒゲ    VU  湿地や水辺。 

199  イネ アズマガヤ    NT  山地の林内。 

200   コウヤザサ    CR+EN  明るい林内や林縁。 

201   チョウセンガリヤス    NT  
アカマツ林等の乾いた林の林床や林

縁。 

202   ヒナザサ   NT NT  湿地や水辺にまれに生育。 

203   オガルカヤ    VU  平地から低山地の乾いた草地。 

204   タツノヒゲ    VU  低山の湿潤な林床。 

205   オオウシノケグサ    VU  
亜高山帯から高山帯の砂礫地や崩壊

地。 

206   ムツオレグサ    NT  水辺や水田。 

207   
ヒロハノドジョウ

ツナギ 
   VU  池沼の縁や河川、水路等の水湿地。 

208   アイアシ    NT  海辺の湿地や河口、湿った磯辺等。 

209   ウキシバ    CR+EN   溜池等の水湿地。 

210   フゲシザサ    NT  二次林、植林、渓谷、林縁。 

211  サトイモ ミズバショウ    NT  湿地山地。 

212   ヒメザゼンソウ    NT  湿地とその周辺部。 

213  ミクリ ミクリ   NT VU  河川、池沼、水路等。 

214   ナガエミクリ   NT VU  湖沼、溜池、河川、水路等。 

215   ヒメミクリ   VU VU  池沼、溜池、湿原等。 

216  ガマ コガマ    VU  湖沼、溜池、水路、休耕田等。 

217  カヤツリグサ ヒゲスゲ    VU  海岸の岩場や斜面。 

218   タカネマスクサ    NT  里山の林下。 

219   シラコスゲ    VU  低地から丘陵地の林内の水湿地。 

220   オオクグ   NT CR+EN  海岸の塩性湿地や湿草原。 

221   センダイスゲ    VU  海岸林の下。 

222   ヒトモトススキ    NT  
砂丘の発達しない主に岩石海岸の湿

ったところ。 

223   ヌマガヤツリ    CR+EN  
海岸の後背湿地、河川敷、水田わき

等低地の水湿地。 

224   ハマスゲ    DD  
海岸や畑、道端等、日当たりのよい

乾燥したところ。 

225   ヒメヌマハリイ    CR+EN  岩石海岸の塩湿地。 
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主な生育環境等 
① ② ③ ④ ⑤ 

226 単子葉類 カヤツリグサ イソヤマテンツキ    VU  岩石海岸。 

227   ナガボテンツキ    CR+EN  岩石海岸。 

228   イヌノハナヒゲ    VU  低地の日当たりのよい湿地。 

229   オオイヌノハナヒゲ    NT  平地の湿地や池沼畔。 

230   コイヌノハナヒゲ    CR+EN  平地の湿地及び池沼畔。 

231   ヒメホタルイ    DD  池畔等の浅水中。 

232   シズイ    VU  池沼の縁や休耕田等の水湿地。 

233   フトイ    VU  
池沼の縁や休耕田等の浅水中や水湿

地。 

234   コシンジュガヤ    VU  
池沼の縁や水田の畔、休耕田等の日当

たりのよい水湿地。 

235  ラン ムギラン   NT CR+EN  
積雪を免れることのできる岩上又は樹

上。 

236   エビネ   NT VU  夏緑樹林、雑木林の林床等。 

237   ナツエビネ   VU VU  湿った夏緑樹林の林床。 

238   ギンラン    VU  
丘陵地等の疎林の林床や林縁の明るい

場所、林道の路傍等。 

239   ユウシュンラン   VU VU  林床。 

240   キンラン   VU CR+EN  
丘陵地の疎林の林床、林縁、林道の路

傍等。 

241   ササバギンラン    VU  夏緑樹林、スギ植林等の林床や林縁。 

242   トケンラン   VU CR+EN  夏緑樹林の林床。 

243   クマガイソウ   VU 
CR+EN 

 
スギ植林、モウソウチク植林等の竹林

下。 

244   サワラン    CR+EN  平地や丘陵地の湿地。 

245   カキラン    NT  山地の雑木林や日当たりの良い湿地。 

246   ツチアケビ    NT  夏緑広葉樹林の林床。 

247   オニノヤガラ    NT  山地の森林。 

248   クロヤツシロラン    VU  照葉樹林、竹林の林床。 

249   
アケボノシュスラ

ン 
   NT  夏緑樹林の林床。 

250   ノビネチドリ    VU  湿った夏緑樹林の林床、渓畔。 

251   サギソウ   NT CR+EN 指定 丘陵地の湿地。 

252   ミズトンボ   VU VU  日当たりのよい湿地。 

253   
ホクリクムヨウラ

ン 
   VU  

スダジイ林、ウラジロガシ林等照葉樹

林の林床。 

254   クモキリソウ    NT  疎林の林床等。 

255   コクラン    CR+EN  常緑樹林の林床。 

256   コケイラン    NT  夏緑樹林等の湿潤な林床。 

257   イイヌマムカゴ   EN VU  山地の林床。 

258   ツレサギソウ    CR+EN  日当たりのよい草地や湿った林床。 

259   ヤマサギソウ    CR+EN  日当たりのよい草地。 

260   コバノトンボソウ    VU   日当たりのよい湿った草原。 

261   トキソウ   NT CR+EN 指定 日当たりのよい湿地。 

262   ヤマトキソウ    CR+EN  山地、丘陵の日当たりのよい草地。 

263   ヒトツボクロ    NT  アカマツ林のようなやや乾いた林内。 

合計 - 90 科 263 種 0 種 0 種 61 種 259 種 7 種  

注：1．選定基準は、第 4.3-10 表に対応する。 

2．種名及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 28 年度生物リスト」（河川環境データベ

ース 国土交通省、平成 28 年）に準拠した。 

3．表中、※は以下のとおり。 
※1：ヤナギイノコヅチで掲載。      ※2：ヒロハノヘビノボラズで掲載。 
※3：マルバシャリンバイで掲載。     ※4：ナニワズで掲載。 
※5：マルバノイチヤクソウで掲載。    ※6：ギンレイカで掲載。 
※7：スズメノハコベで掲載。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

②  重要な群落 

「3.1.4 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 2.植物の生育及び植生の状況」の

「(3)植物の重要な種及び重要な群落」に記載のとおり、特定植物群落については、事業実施想

定区域及びその周囲で 10 件（第 3.1-27 表参照）が選定されており、事業実施想定区域に最も

近い特定植物群落は No.7 の「高爪神社、タブ、スダジイ林」で、約 0.9km 離れている。 

また、「植物群落レッドデータブック」（NACS－J,WWF Japan、平成 8 年）により選定され

ている群落は 9 件（第 3.1-28 表参照）あるが、その位置については文献中に「群落構成種の盗

伐・盗掘等が原因で劣化・破壊が進行している植物群落の中で、場所を公表することによって

さらに状況が悪化するおそれがあると判断したものについては、その場所の公表を避けた。」

と記載されており、群落の生育場所の特定には至っていない。 

 

③  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集では得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを実

施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生育する重要な植物について、第 4.3-

12 表に示す情報が得られた。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書から一部変更したものである。 

第 4.3-12表 専門家等へのヒアリング結果（植物） 

専門分野 概 要 

植物 

【所属：NPO 法人代表】 

・ 文献資料としている町史は、信頼のおける文献である。 

・ 能登半島は古くから、人の手が入った地域である。天然林といえる林

分は少なく、事業実施想定区域にもそのような林分は見当たらない。 

・ 海岸線などの水辺には、貴重な植生が残っており、注意が必要であ

る。 

・ 植生について、能登半島は特異な地域である。以下のような状況であ

る。 

・ ブナ林の下に、ヤブツバキが生育する場合がある。 

・ 周辺に存在する平地や山地では低地にブナ林があり、太平洋側の植物

とされているカゴノキやイヌガシなども生育する。 

・ チャボガヤ－ケヤキ群集は白山山系が主な分布地である、エゾイタヤ

－ケヤキ群集は海岸に面して、北海道から能登半島に存在し、福井中

央部以西ではなくなる。 

・ 貴重な植生は少ないものの、特異的な環境が残る地域であり、しっか

りとした現地調査が必要である。 

・ 事業実施想定区域内には、県内唯一のフユザンショウの生育地があ

る。日本海側での北限となる。ガレ場にあり、他よりも密度高い生育

地となっている。 

・ スハマソウは、能登半島ではオオスハマソウであり、海岸沿いだけで

なく、内陸のスギ林にも生育している。 

・ 重要種のリストには、既に生育がみられないクサボケやオオバタンキ

リマメ、トケンランのような種や海岸で生育するヒメヒゴタイやイソ

ヤマテンツキ、ナガボテンツキなどの種、水生植物のヒメホタルイや

フトイなどの種が含まれており、事業実施想定区域では生育しないと

思われる種である。 

・ ヒイラギは手取川より南で生育する。 

・ 日本海要素となる種に気をつけて同定が必要である。 

[その他] 

・ 2020 年に石川県の第 3 次レッドリストを公表予定である。 

・ 種の区分や種名など、今後も変更されていく、注意が必要である。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

2. 予測 

(1)予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基に生

育環境を類型区分し、事業実施想定区域内の各種の生息環境の有無を整理した。これらを踏まえ、

改変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。 

現存植生図と事業実施想定区域との重ね合わせを行った結果は、第 4.3-4 図のとおりである。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

①  重要な種 

重要な種について、改変による生息環境の変化に伴う影響を予測した。予測結果は第 4.3-13

表のとおりである。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-13表(1) 植物の重要な種への影響の予測結果 
環境類型 

区分 
種 名 影響の予測結果 

広葉樹林 

ネズ、ヒノキアスナロ、ナラガシワ、シキミ、ミスミソウ、ウスバサイシ

ン、ヤマシャクヤク、サカキ、オオウラジロノキ、オクノフウリンウメモ

ドキ、ヨコグラノキ、エゾナニワズ、カラタチバナ、ヤマウツボ、ヤブミ

ョウガ、ムギラン、エビネ、ナツエビネ、トケンラン、ツチアケビ、クロ

ヤツシロラン、アケボノシュスラン、ノビネチドリ、ホクリクムヨウラ

ン、コケイラン 

(25 種) 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在し、その一

部が改変されることから、

生育環境の変化に伴う影響

が生じる可能性があると予

測する。 

針葉樹林 
マツグミ、カゴノキ、チョウセンガリヤス、クマガイソウ、ヒトツボクロ  

(5 種) 

広葉樹林 

針葉樹林 

アカハナワラビ、ナガホノナツノハナワラビ、ナツノハナワラビ、アオホ

ラゴケ、ウチワゴケ、タチシノブ、カラクサシダ、イノモトソウ、マツザ

カシダ、チャセンシダ、ミヤコヤブソテツ、ツヤナシイノデ、イノデモド

キ、ハシゴシダ、ヌリワラビ、ヒカゲワラビ、ヘラシダ、ノコギリシダ、

マメヅタ、ヒメノキシノブ、カジノキ、カテンソウ、ナンバンハコベ、ヤ

ナギイノコズチ、イチリンソウ、ハンショウヅル、アズマシロカネソウ、

フタバアオイ、ミチノクエンゴサク、オオバタンキリマメ、ムクロジ、フ

ユザンショウ、セリモドキ、マルバイチヤクソウ、シャシャンボ、ミヤマ

タゴボウ、ヤブムラサキ、カリガネソウ、ジュウニヒトエ、オオヒナノウ

スツボ、カンボク、ハコネウツギ、ヒメガンクビソウ、ヒメニラ、アズマ

ガヤ、タツノヒゲ、フゲシザサ、タカネマスクサ、センダイスゲ、ギンラ

ン、ユウシュンラン、キンラン、ササバギンラン、オニノヤガラ、クモキ

リソウ、コクラン、イイヌマムカゴ 

(57 種) 

広葉樹林 

針葉樹林 

乾性草地 

マツバラン、カワラサイコ、イヌハギ、メグスリノキ、ウシタキソウ、コ

イケマ、オケラ、コウヤザサ 

(8 種) 

広葉樹林 

針葉樹林 

湿性草地 

フシグロセンノウ、シラコスゲ、カキラン、ツレサギソウ 

(4 種) 

広葉樹林 

乾性草地 

開放水域等（河辺） 

サイカチ 

(1 種) 

広葉樹林 

湿性草地 

ミツデカエデ、ミヤマウメモドキ、アマナ、ノハナショウブ 

(4 種) 

乾性草地 

ウマノスズクサ、ジロボウエンゴサク、クサボケ、アカネスミレ、ホタル

サイコ、リュウキュウマメガキ、スズサイコ、コカモメヅル、マメダオ
シ、クマツヅラ、ムシャリンドウ、メハジキ、キセワタ、ヒキヨモギ、ヒ
ヨクソウ、イヌノフグリ、ナンバンギセル、コツクバネウツギ、オミナエ

シ、ナベナ、キキョウ、オニアザミ、アキノハハコグサ、タムラソウ、オ
ナモミ、ノカンゾウ、ササユリ、ホトトギス、オガルカヤ、オオウシノケ
グサ、ハマスゲ、ヤマサギソウ 

(32 種) 

湿性草地 

ミズスギ、トモエソウ、イシモチソウ、コンロンソウ、タコノアシ、ミチ

ノクナシ、ミズマツバ、ムカゴニンジン、クサレダマ、リンドウ、エゾリ
ンドウ、イヌセンブリ、センブリ、アカネムグラ、オニルリソウ、アワゴ
ケ、マルバノサワトウガラシ、アブノメ、シソクサ、ミミカキグサ、ホザ

キノミミカキグサ、ヒメタヌキモ、ムラサキミミカキグサ、サワギキョ
ウ、タチアザミ、オオニガナ、アギナシ、スブタ、コオニユリ、カキツバ
タ、ホシクサ、ミズバショウ、ヒメザゼンソウ、イヌノハナヒゲ、サワラ

ン、サギソウ、ミズトンボ、コバノトンボソウ、トキソウ、ヤマトキソウ 

(40 種) 

乾性草地 

湿性草地 

開放水域等（海岸） 

ハマハナヤスリ 

(1 種) 

広葉樹林 

針葉樹林 

乾性草地 

湿性草地 

コヒロハハナヤスリ、ヒロハハナヤスリ 

(2 種) 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-13表(2) 植物の重要な種への影響の予測結果 
環境類型 

区分 
種 名 影響の予測結果 

湿性草地 

開放水域等（池沼、河
川、河辺） 

ノウルシ、オオアカバナ、ドクゼリ、ミズハコベ、キクモ、スズメハコ
ベ、オグルマ、カセンソウ、ヒメヒゴタイ、イトイヌノヒゲ、シロイヌノ
ヒゲ、ヒナザサ、ムツオレグサ、ヒロハノドジョウツナギ、ウキシバ、ミ

クリ、ナガエミクリ、ヒメミクリ、コガマ、ヌマガヤツリ、オオイヌノハ
ナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、シズイ、フトイ、コシンジュガヤ 

(25 種) 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在し、その一

部が改変されることから、

生育環境の変化に伴う影響

が生じる可能性があると予

測する。 

開放水域等 

池沼 

ミズニラ、サンショウモ、オオアカウキクサ、ジュンサイ、コウホネ、ヒ
ツジグサ、ハンゲショウ、ヒメビシ、ホザキノフサモ、タチモ、フサモ、

ガガブタ、ノタヌキモ、タヌキモ、マルバオモダカ、クロモ、トチカガ
ミ、ミズオオバコ、セキショウモ、シバナ、エビモ、オヒルムシロ、ホソ
バミズヒキモ、リュウノヒゲモ、イトモ、ホッスモ、イトトリゲモ、イバ

ラモ、ミズアオイ、ヒメホタルイ 

(30 種) 

海岸 

河辺 

河川 

ハイネズ、ハマハコベ、ヒロハヘビノボラズ、エゾツルキンバイ、マルバ
ノシャリンバイ、ハマナス、エゾノレンリソウ、センダイハギ、モクゲン
ジ、イソスミレ、ハマウド、ハマボウフウ、ウミミドリ、ホタルカズラ、

ハマベンケイソウ、エゾヒナノウスツボ、ハマウツボ、トウオオバコ、ハ
マオミナエシ、サンインギク、クサスギカズラ、イヌイ、アイアシ、ヒゲ
スゲ、オオクグ、ヒトモトススキ、ヒメヌマハリイ、イソヤマテンツキ、

ナガボテンツキ 

(29 種) 

事業実施想定区域内に、海
岸、河辺、河川は存在しな

いことから、影響はない。 

注：種名及び配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 28 年度生物リスト」（河川環境データベース 

国土交通省、平成 28 年）に準拠した。 

 

 

②  重要な群落 

文献その他の資料によると事業実施想定区域内には特定植物群落は存在しないため、これら

の群落について、改変による生育環境の変化に伴う影響はない。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

3. 評価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

事業想定実施区域内にはすべての環境類型区分が含まれるが、住宅地、海岸、河辺、河川を主

な生育環境とする重要な種については、事業実施想定区域内に該当する環境がないことから、影

響はないと評価する。 

その他の類型区分に含まれる植生を主な生育環境とする重要な種については、改変による生育

環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測するが、以下に示す事項に留意することによ

り、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

 

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

群落への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

重要な群落については、事業実施想定区域内に存在しないことから、影響はないと評価する。 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

  生態系 4.3.5

1. 調査 

(1)調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場について、文献その他の資料により分布状況を調査した。 

 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-3 図の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

重要な自然環境のまとまりの場の分布状況等は第 4.3-5 図のとおりである。 

 

①  環境影響を受けやすい種・場等 

以下が確認された。 

・事業実施想定区域及びその周囲に分布する自然植生（ブナクラス域自然植生、ヤブツバキ

クラス域自然植生） 

 

②  保全の観点から法令等により指定された種・場等 

以下が確認された。 

・保安林 

・鳥獣保護区 

・自然公園地域（特別地域、特別保護地区） 

 

 

2. 予測 

(1)予測手法 

文献その他の資料から抽出した重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域との位置関

係を整理した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は第 4.3-5 図のとおりである。 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象域）内には保安林、ブナクラス域自然植生が含まれ

ているため、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。 
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第 4.3-5図 重要な自然環境のまとまりの場   

 「環境省自然環境局生物多

様性センター生物多様性情

報システム 第 6 回（平成

11～16 年度）・第 7 回（平

成 17 年度～）1/25,000 植生

図 自然環境保全基礎調査

植生調査情報提供 HP」（環

境省 HP、閲覧：平成 29 年

7 月） 

※「能登黒島」「門前」

「剱地」「下唐川」「富

来」「中島」 

 

「国土数値情報（森林地

域：平成 18 年）」（国土交

通省 HP、閲覧：平成 29 年

7 月） 

 

「国土数値情報（自然公園

地域：平成 27 年）」（国土

交通省 HP、閲覧：平成 29

年 7 月） 

 

｢平成 28 年度石川県鳥獣保

護区等位置図(平成 28 年 10

月)｣（石川県環境部自然環

境課） 
より作成 
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このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

3. 評価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

重要な自然環境のまとまりの場のうち、保安林、ブナクラス域自然植生が事業実施想定区域の

一部に含まれるが、以下に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可

能性が高いと評価する。 

 

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

な自然環境のまとまりの場の土地改変及び樹木伐採の最小化を図る等、改変面積を可能な限

り小さくするよう検討する。 

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

場への影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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  景観 4.3.6

1. 調 査 

(1)調査手法 

主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。 

 

(2)調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

(3)調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、主要な眺望点及び景観資源の状況を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な眺望点は第 4.3-14 表及び第 4.3-6 図、

自然景観資源は第 4.3-15 表及び第 4.3-7 図のとおりである。 

 

第 4.3-14 表(1) 主要な眺望点 

番号 眺望点 眺望点の概要 

① 
寄り道パーキング 

七浦 

一般県道 266 号（五十洲亀部田線）沿いにある。パーキングからは、

皆月湾の雄大な日本海の景色や、強い潮風から家を守る竹の垣根であ

る「間垣」の景観を楽しむことができる。また、地元「七浦里山里海

の会」が運営する直売所が併設されており、地場の農産物や海産物を

販売している。 

② 猿山岬灯台 

濃い緑の中、青い海に向かって立つ白い灯台。海抜 200m の断崖が続

く岬で、ひときわ目を引く存在で、灯台からは男性的で豪快な日本海

の眺めが堪能できる。また、門前町深見から灯台まで 3.4km の自然歩

道「のと猿山雪割草のみち」では、変化に富んだ景観を楽しむことが

できる。 

③ 八ケ川ダム 

洪水調節、水道用水、工業用水を目的とする重力式コンクリートの多

目的ダム。湛水面積は 20 ヘクタール。周辺には公園、休憩所、展望

所、親水護岸が設置されており、訪れる人の憩いの場になっている。

展望所から湖面に美しく映えた周囲の景色を眺めることができる。 

④ 道の駅赤神 

一般国道 249 号線沿いにある。目の前には日本海が広がり、水平線に

沈む夕日は絶景。食堂では能登近海でとれた海鮮を味わえ、特産品も

販売している。 

⑤ 琴ヶ浜 

砂の上を裸足で歩くと「キュッキュッ」と音がする泣き砂の浜として

有名な浜。はるかに猿山岬を望む景勝地であり、夕暮れには、水平線

に沈む夕陽が空と海を赤く染め、幻想的な光景が広がる。また、白砂

の海岸にはハマナスやハマヒルガオの群生もみられる。 

⑥ 高爪山 

志賀町と輪島市にまたがる標高 338m の山で、山容の美しさから「能

登富士」と呼ばれている。古くから神体山として仰がれていた。山頂

には、高爪神社の奥宮が鎮座しているが、平成 19 年の能登半島地震で

損壊し、復旧作業中である。 

⑦ 
大笹波水田棚田 

ビュースポット 

海岸段丘の浸食された地形を活かし、整然とした棚田にほ場整備され

ており、平成 11 年、日本の棚田百選に指定されている。日本海と集落

が周辺の山々とよく調和して、秀逸な景観を作っている。 

⑧ 増穂浦海岸 

水質がよく、マリンスポーツや海水浴が楽しめる海岸。日本小貝三大

名所の一つにもなっている。海岸沿いには、ギネス記録に認定された

こともある「世界一長いベンチ」（全長 460.9m）があり、日本海に沈

む夕日を眺めることができる。 
  



 

4.3-49 

(291) 

このページに記載した内容は、計画段階環境配慮書のものである。 

第 4.3-14 表(2) 主要な眺望点 

番号 眺望点 眺望点の概要 

⑨ 
寄り道パーキング 

巌門入口 

主要地方道 36 号（志賀富来線）沿いにある。展望台からは景勝地「能

登金剛」で知られる「巌門」の日本海に突き出た岩盤と、外浦の荒々

しい波の日本海を望むことできる。 

「いしかわ風景街道～寄り道パーキング～」（石川県 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「能登輪島観光情報輪島ナビ」（輪島市観光課 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「八ケ川ダム」（一般財団法人日本ダム協会 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「ほっと石川旅ネット」（公益社団法人石川県観光連盟 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「高爪神社」（石川県神社庁 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「石川県公共事業景観形成ガイドライン」（石川県、平成 21 年） 

「日本の棚田百選」（一般財団法人地域環境資源センターHP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

「西能登の里浜時計」（志賀町観光協会 HP、閲覧：平成 29 年 7 月） 

より作成 
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第 4.3-6図 主要な眺望点

「いしかわ風景街道～寄り道パーキング～」（石川県
HP）、「能登輪島観光情報輪島ナビ」（輪島市観光課
HP）、「八ケ川ダム」（一般財団法人日本ダム協会 HP）、

「ほっと石川旅ネット」（公益社団法人石川県観光連盟
HP）、「高爪神社」（石川県神社庁 HP）、「石川県公共事
業景観形成ガイドライン」（石川県、平成 21 年）、「日本

の棚田百選」（一般財団法人地域環境資源センターHP）、
「西能登の里浜時計」（志賀町観光協会 HP） 

（各 HP 閲覧：平成 29 年 7 月）より作成 
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第 4.3-15表 自然景観資源 

自然景観資源名 名 称 

非火山性孤峰 高爪山 

節 理 
三田の柱状節理 

本木の柱状節理 

地滑り 縄又の地滑り 

おう穴群（河川） 男女滝 

滝 

男女滝 

桜 滝 

田尻滝 

桜 滝 

溺れ谷 

穴水湾 

鴨島入江 

深 浦 

海成段丘 

海崎の海成段丘 

閨の海成段丘 

赤浦の海成段丘 

砂 丘 増穂が浦 

海食崖 

猿山の海食崖 

関野鼻の海食崖 

能登金剛 

波食台 
鹿磯の波食台 

能登金剛の波食台 

岩 門 巌 門 

おう穴群（海岸） 能登金剛のおう穴群 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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第 4.3-7図 自然景観資源

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報 

図」（環境庁、平成元年）     より作成 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業

実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）との位置関係より直接改変の有無

を予測した。 

 

②  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性～ 

主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによる

コンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域とし

て予測した。予測にあたり、風力発電機の高さは地上 136.5m とした。また、可視領

域図は、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）に 100m 間隔で風力発

電機を仮配置し、国土地理院の基盤地図情報（10m 標高メッシュ）を用いて作成した。 

 

③  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ～ 

事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）のうち、各眺望点の最寄り

の地点に風力発電機が配置されると仮定した。風力発電機の高さは地上 136.5m とし、

各眺望点と事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）の最寄り地点まで

の最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ（最大垂直視野角）について予測した。

なお、風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、風力発電機の手前に存

在する樹木や建物等の遮蔽物及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性」

の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

に含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響はないと予測する。 

景観資源のうち、「桜滝」以外はいずれも事業実施想定区域（風力発電機の設置対

象外を除く。）に含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響はないと

予測する。「桜滝」については、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

と重複しているが、直接改変は行わないため、重大な影響はないと予測する。 

 

②  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性～ 

主要な眺望点の周囲の可視領域は、第 4.3-8 図のとおりである。 

「猿山岬灯台」「道の駅赤神」「琴ヶ浜」「高爪山」「増穂浦海岸」「寄り道パーキン

グ巌門入口」から風力発電機が視認される可能性があると予測する。
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第 4.3-8図 主要な眺望点の周囲の可視領域

「いしかわ風景街道～寄り道パーキング～」（石川県
HP）、「能登輪島観光情報輪島ナビ」（輪島市観光課
HP）、「八ケ川ダム」（一般財団法人日本ダム協会 HP）、

「ほっと石川旅ネット」（公益社団法人石川県観光連盟
HP）、「高爪神社」（石川県神社庁 HP）、「石川県公共事
業景観形成ガイドライン」（石川県、平成 21 年）、「日本

の棚田百選」（一般財団法人地域環境資源センターHP）、
「西能登の里浜時計」（志賀町観光協会 HP） 

（各 HP 閲覧：平成 29 年 7 月）より作成 
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③  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ～ 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは第 4.3-16 表のとおりである。 

最も近くに位置する眺望点は事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

より約 0.9km の距離に位置する「道の駅赤神」及び「高爪山」で、風力発電機の見え

の大きさ（最大垂直視野角）は、「道の駅赤神」は約 9.1 度、「高爪山」は約 8.8 度と

予測する。最も遠くに位置する「寄り道パーキング七浦」及び「八ケ川ダム」までの

距離は約 6.6km で、風力発電機の見えの大きさ（最大垂直視野角）は最大約 1.2 度と

予測する。 

 

第 4.3-16 表 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ（予測） 

番号 眺望点 

主要な眺望点から事業実施想定区域 

（風力発電機の設置対象外を除く。） 

の最寄り地点までの距離（km） 

風力発電機の見えの大きさ 

（最大垂直視野角）（度） 

① 
寄り道パーキング 

七浦 
約 6.6 約 1.2  

② 猿山岬灯台 約 5.2 約 1.5  

③ 八ケ川ダム 約 6.6 約 1.2  

④ 道の駅赤神 約 0.9 約 9.1  

⑤ 琴ヶ浜 約 2.2 約 3.6  

⑥ 高爪山 約 0.9 約 8.8  

⑦ 
大笹波水田棚田 

ビュースポット 
約 3.5 約 2.2  

⑧ 増穂浦海岸 約 2.4 約 3.2  

⑨ 
寄り道パーキング 

巌門入口 
約 2.1 約 3.7  

注：1．風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、最大垂直視野角を計算した。 

2．風力発電機の手前に存在する樹木や建物等及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視認

可能性」の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 
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なお、参考として、見えの大きさ（垂直視野角）について、「自然との触れ合い分

野の環境影響評価技術（Ⅱ） 調査・予測の進め方について ～資料編～」（環境省 

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）における知

見は第 4.3-17 表及び第 4.3-9 図のとおりである。 

 

第 4.3-17 表 見えの大きさ（垂直視野角）について（参考） 
 

人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ（熟視角）は、研究例によって解釈

が異なるが、一般的には 1～2 度が用いられている。 

垂直見込角※の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の

見込角が 2 度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。 

 

表 垂直視角※と送電鉄塔の見え方（参考） 

垂直視角 鉄塔の場合の見え方 

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

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

1.5～2 度 

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

シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気になら

ない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3 度 比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6 度 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見えるよ

うになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

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

景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20 度 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

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

「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について ～資料編～」

（環境省 自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について ～資料編～」

（環境省 自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）より作成 

第 4.3-9 図 見えの大きさ（垂直視野角）について（参考）  

                                                        

※ 参考として掲載している文献等において使用されている「垂直視角」及び「垂直見込角」の用語は、本図書において使

用している「垂直視野角」の用語と同意義である。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、「主要な眺望点の直接改変の有無」、「景観資源の直接改変の有無」

及び「主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び風力発電機の見えの大きさ」の

各観点から影響を評価した。 

 

(2)評価結果 

①  主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除く。）

に含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響はないと評価する。 

景観資源のうち、「桜滝」以外は、いずれも事業実施想定区域（風力発電機の設置

対象外を除く。）に含まれず、直接的な改変は生じないことから、重大な影響はない

と評価する。「桜滝」については、事業実施想定区域（風力発電機の設置対象外を除

く。）と重複しているが、直接改変は行わないため、重大な影響はないと評価する。 

 

②  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び

風力発電機の見えの大きさ～ 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、「猿山岬灯台」「道の駅赤神」

「琴ヶ浜」「高爪山」「増穂浦海岸」「寄り道パーキング巌門入口」から風力発電機が

視認される可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の

見え方（参考）」（第 4.3-17 表）によると、最も近い「道の駅赤神」及び「高爪山」か

らの風力発電機の見えの大きさは、配置によっては「やや大きく見え、景観的にも大

きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受け

ない（上限か）。」もしくは「眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。

平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調

和しえない。」程度となる可能性がある。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意するこ

とにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・ 主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電

機の配置を検討する。 

・ 主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法（フォトモンタ

ージュ法）によって、主要な眺望景観への影響について予測し、必要に応じて風力

発電機の配置の再検討等の環境保全措置を検討する。 

・ 風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討する。 
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