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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章 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 

4.1.1 計画段階配慮事項の選定 

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、表 4.1-1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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表 4.1-1 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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4.1.2 計画段階配慮事項の選定理由 

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、表 4.1-2 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。 

 

表 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 

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 

× 事業実施想定区域には、「日本の地形レッドデータブック

第 1集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平

成 12年）や「文化財保護法」（昭和 25年法律第 214号）

等で選定された、学術上又は希少性の観点から重要な地形

及び地質が存在せず、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 2019」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 2019」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は、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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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。 

4.2 調査、予測及び評価の手法 

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

価方法の判断基準は表 4.2-2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。 

 

表 4.2-1(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。 

風力発電機の設置予定範囲と

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、風力発電機の設置予定範

囲から 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。 

風力発電機の設置予定範囲と

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、風力発電機の設置予定範

囲から 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、生息環境を整理した。

これらを踏まえ、直接改変に

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、地形改

変及び施設の存在並び

に施設の稼働が動物の

重要な種及び注目すべ

き生息地に与える重大

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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表 4.2-1(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、各種の生育環

境を整理した。これらを踏

まえ、直接改変による生育

環境の変化に伴う影響につ

いて予測した。 

予測結果を基に、地形

改変及び施設の存在

が植物の重要な種及

び重要な群落に与え

る重大な環境影響の

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、地形

改変及び施設の存在

並びに施設の稼働が

重要な自然環境のま

とまりの場に与える

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 

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主要な眺望景観への影響 

a．風力発電機の介在の可能

性 

主要な眺望点、景観資源及

び風力発電機の設置予定範

囲の位置関係より主要な眺

望景観への風力発電機の介

在の可能性を予測した。 

b．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。 

c．主要な眺望点からの風力

発電機の見えの大きさ 

風力発電機の高さは地上約

155m とし、各眺望点と風力

発電機の設置予定範囲の最

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（垂直視野角）につい

て予測した。 

予測結果を基に、重大

な環境影響が実行可

能な範囲内でできる

限り回避又は低減さ

れているかを評価し

た。 
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表 4.2-2 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

区域及びその

周囲に重要な

種等が分布し

ない。 

また、生息・生

育地の直接改

変を伴わない。 

事業実施想定区域及びその周

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。 

事業実施想定区域及び

そ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 

自然環境の改

変を伴わない。 

自然環境の改変を伴うが、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

景観の変化の

程度 

①主要な眺望

点及び景観資

源は直接改変

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事業実施想定区域に主要な

眺望点又は景観資源が分布す

るが、重大な環境影響を実行

可能な範囲内でできる限り回

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

望点と風力発電機の設置予定

範囲との位置関係から、重大

な環境影響を実行可能な範囲

内でできる限り回避又は低減

が可能。 

①事業実施想定区域に

主要な眺望点又は景観

資源が分布し、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

施想定区域との位置関

係から、影響の回避又

は低減が困難。 

 



 

4.3-1 
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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。 

4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 騒音及び超低周波音 

1. 調 査 

(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（図 4.3-1 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表 4.3-1、位置は図 4.3-1

のとおりである。 

配慮が特に必要な施設は事業実施想定区域の周囲に分布する。なお、事業実施想定区域及び

その周囲に、騒音に係る環境基準の類型指定があてはめられた地域及び騒音規制法に基づく規

制地域は分布していない。 

 

表 4.3-1 環境保全上配慮すべき施設 

区分 施設名 所在地 

医療施設 
道川診療所 島根県益田市匹見町道川イ 134 番地 1 

八幡診療所 広島県山県郡北広島町西八幡原 1453-13 

「i タウンページ」（閲覧：令和元年 6 月） 

「島根県医療情報システム」（島根県 HP、閲覧：令和元年 6 月） 

「救急医療 NET HIROSHIMA」（広島県 HP、閲覧：令和元年 6 月） 

「介護サービス事業所・施設等一覧」（島根県 HP、閲覧：令和元年 6 月） 

「施設一覧（平成 30 年度）」（広島県 地域包括ケア・高齢者支援課 HP、閲覧：令和元年 6 月) 

「学校住所録（平成 31 年度）」(島根県 HP、閲覧：令和元年 6 月) 

「学校一覧」（広島県 HP、閲覧：令和元年 6 月） 

「浜田市内の保育所（園）・認定こども園一覧表」（浜田市 HP、閲覧：令和元年 6 月） 

 

  



 

4.3-2 

(213) 

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。 

 

図 4.3-1 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の位置  

注：図に示す情報の出典は表 4.3-1 と同様である。 
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(214) 

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 

風力発電機の設置予定範囲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、

風力発電機の設置予定範囲から 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 

風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は表 4.3-2及び図 4.3-2、

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分布は、表 4.3-3 のとおりである。 

 

表 4.3-2 風力発電機の設置予定範囲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 

風力発電機の設置予定範囲 

からの最短距離 
約 0.8km なし 約 2.5km なし 

「i タウンページ」(閲覧：令和元年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201607 浜田市②(弥栄・三隅)、浜田市③(金城・旭)」(株式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 201612 益田市②(美都・匹見)」(株式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 広島県北広島町」(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。 



 

4.3-4 

(215) 

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。 

表 4.3-3 風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

風力発電機の設置予定範囲 

からの距離 

（km） 

住宅等 

（戸） 

住宅等以外 
合計 

（戸） 学校 

（戸） 

医療機関 

（戸） 

福祉施設 

（戸） 

0～0.5 0 0 0 0 0 

0.5～1.0 8 0 0 0 8 

1.0～1.5 3 0 0 0 3 

1.5～2.0 15 0 0 0 15 

合計（戸） 26 0 0 0 26 

「i タウンページ」(閲覧：令和元年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201607 浜田市②(弥栄・三隅)、浜田市③(金城・旭)」(株式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 201612 益田市②(美都・匹見)」(株式会社ゼンリン、平成 28 年) 

「ゼンリン住宅地図 広島県北広島町」(株式会社ゼンリン、平成 26 年)  より作成 
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(216) 

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。 

 

図 4.3-2 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  

注：図に示す情報の出典は、図 4.3-1 と同様

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。 

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 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約

0.8km、住宅等以外は約 2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲にお

ける配慮が特に必要な施設等は合計 26 戸で、すべてが住宅等である。 

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。 

・「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29 年）等を参考に現

地調査を実施する。現地調査結果をもとに、超低周波音を含めた音環境を把握※1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。そのうえで、

騒音及び超低周波音の影響の程度を把握※2し、必要に応じて風力発電機の配置及び機種を

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。 

 

  

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

び最新の知見等を参考に実施する。 
※2 風車騒音の影響の程度の把握にあたっては、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」（環境省、

平成 29 年）において定められている指針値との比較等を行う。なお、風車騒音に関する指針値については、残留

騒音に 5 デシベルを加えた値等とされている。 
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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。 

4.3.2 風車の影 

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（図 4.3-1 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、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表 4.3-1※1、位置は図

4.3-2※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の周囲に分布するが、事業実施想定区域には存

在しない。 

 

2. 予 測 

(1)予測手法 

風力発電機の設置予定範囲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、

風力発電機の設置予定範囲から 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 

風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は表 4.3-2※1 及び図

4.3-2※1、風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表 4.3-3

※1のとおりである。 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約

0.8km、住宅等以外は約 2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲にお

ける配慮が特に必要な施設等は合計 26 戸で、すべてが住宅等である。これらの配慮が特に必要

な施設等は風車の影による影響を受ける可能性がある。 

 

 

  

                             
※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 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等は約

0.8km、住宅等以外は約 2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲にお

ける配慮が特に必要な施設等は合計 26 戸で、すべてが住宅等である。 

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のものである。 

4.3.3 動物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地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 

動物の重要な種は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認された種に

ついて、表 4.3-4 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、

重要な種は、表 4.3-5 のとおり、哺乳類 18 種、鳥類 97 種、爬虫類 8 種、両生類 13 種、昆虫

類 255 種、魚類 29 種及び底生動物 14 種が確認された。 

なお、生息環境については「改訂しまねレッドデータブック 2014 動物編－島根県の絶滅の

おそれのある野生動物－」（島根県環境生活部自然環境課、平成 26 年）、「広島県の絶滅のお

それのある野生生物（第 3 版）－レッドデータブックひろしま 2011」（広島県、平成 24 年）、

「北広島町レッドデータブック 2012」（北広島町教育委員会 高原の自然館、平成 24 年）等

を参照した。 
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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。 

表 4.3-4(1) 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、最終改正：平成 30 年 6

月 8 日）、「島根県文化財保護条

例」（昭和 30 年島根県条例第 6

号）、「益田市文化財保護条例」

（平成 16 年益田市条例第 156

号）、「広島県文化財保護条例」

（昭和 27年広島県条例第 47号）、

「北広島町文化財保護条例」（平

成 17 年北広島町条例第 103 号）

及び「安芸太田町文化財保護条

例」（平成 16 年安芸太田町条例第

94 号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

国天：天然記念物 

島天：島根県天然記念物 

広天：広島県天然記念物 

益天：益田市天然記念物 

北天：北広島町天然記念物 

安天：安芸太田町天然記念物 

「国指定文化財等データ

ベース」（文化庁 HP、閲覧:

令和元年 5 月）、「島根県

の文化財」（島根県 HP、閲

覧:令和元年 5 月）、「広

島県の文化財」（広島県教

育委員会 HP、閲覧:令和元

年 5 月）、「益田市所在の

市指定文化財一覧」（益田

市 HP、閲覧:令和元年 5

月）、「北広島町の文化財」

（北広島町 HP、閲覧:令和

元年 5 月）、「文化財につ

いて紹介します」（安芸太

田町 HP、閲覧:令和元年 5

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、最終改正：

平成 29 年 6 月 2 日）及び「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、最終改正：

平成 31 年 3 月 30 日）に基づく国

内希少野生動植物等 

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、最終改正：

平成 31 年 3 月 30 日） 

③ 「環境省レッドリスト 2019」（環

境省、平成 31 年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･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 

CR：絶滅危惧 IA 類･･･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 

EN：絶滅危惧 IB 類･･･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 

VU：絶滅危惧 II 類･･･絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧･･･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 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･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 

「環境省レッドリスト

2019 の公表について」（環

境省 HP、閲覧:令和元年 5

月） 

④ 「改訂しまねレッドデータブッ

ク 2014 動物編－島根県の絶滅の

おそれのある野生動物－」（島根

県環境生活部自然環境課、平成 26

年）の掲載種 

EX：絶滅…島根県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧 I 類…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 

VU：絶滅危惧 II 類…現在の状態をもたらしている圧迫要因が

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 

NT：準絶滅危惧…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」として上位カテゴリー

に移行する要素を有するもの 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

「改訂しまねレッドデー

タブック 2014 動物編－島

根県の絶滅のおそれのあ

る野生動物－」（島根県環

境生活部自然環境課、平成

26 年） 
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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。 

表 4.3-4(2) 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

⑤ 「広島県の絶滅のおそれのある

野生生物（第 3 版）－レッドデ

ータブックひろしま 2011」（広

島県、平成 24 年）の掲載種 

EX：絶滅…広島県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧 I 類…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。 

VU：絶滅危惧 II 類…絶滅の危険が増大している種 

現在の状態をもたらしている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」のランクに移行することが

確実と考えられるもの。 

NT：準絶滅危惧…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」として上位のカテゴリーに移行する要

素を有するもの。 

AN：要注意種…評価するだけの情報が不足している種、または、

広島県の自然特性等から保護上の重要度の高い種 

現時点では絶滅危険度の評価は困難であるが、上記のカテゴ

リーに移行する要素を有するもの。 

「広島県の絶滅のおそ

れのある野生生物（第

3 版）－レッドデータ

ブックひろしま 2011」

（広島県、平成 24 年） 

⑥ 「北広島町レッドデータブック

2012」（北広島町教育委員会 

高原の自然館、平成 24 年）の掲

載種 

EX：絶滅…北広島町ではすでに絶滅したと考えられる種 

CR：絶滅危惧 IA 類…ごく近い将来における絶滅の危険性が極め

て高い種 

EN：絶滅危惧 IB 類…IA 類ほどではないが、近い将来における絶

滅の危険性が高い種 

VU：絶滅危惧 II 類…絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧…現時点では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 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

「北広島町レッドデー

タブック 2012」（北広

島町教育委員会 高原

の自然館、平成 24 年） 

⑦ 「島根県希少野生動植物の保護

に関する条例」（平成 22 年 3 月

島根県条例第 13 号）に基づく指

定希少野生動植物 

指定：指定希少野生動植物…この条例において「希少野生動植

物」とは、県内に生息し、又は生育する野生動植物の種の

うち、県内にその本来の生息地又は生育地を有するもので

あって、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が

著しく少ないもの、種の個体の数が著しく減少しつつある

もの、種の個体の主要な生息地等が消滅しつつあるもの、

種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあるも

の、種の存続に支障を来す事情があるものをいう 

「島根県希少野生動植

物の保護に関する条例」

（平成 22 年 3 月島根県

条例第 13 号） 

⑧ 「広島県野生生物の種の保護に

関する条例」（平成 6 年広島県

条例第 1 号）に基づく指定希少

野生動植物 

指定：指定希少野生動植物…この条例において「指定野生生物種」

とは、その個体が県内に生息又は生育する緊急に保護を要

する野生生物の種であって、知事が指定するものをいう。  

「広島県野生生物の種

の保護に関する条例」

（平成 6 年広島県条例

第 1 号） 
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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。 

表 4.3-5(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

1 
哺乳類 モグラ 

（食虫） 

トガリネズミ カワネズミ 
      NT VU EN※1     

渓流域 

2 
  

モグラ ミズラモグラ     NT VU VU※2 EN※2     山岳地帯 

3 
   

アズマモグラ       NT※3 NT NT     広葉樹林 

4 

 
コウモリ 

（翼手） 

キクガシラコ

ウモリ 

コキクガシラコウ

モリ 
      NT         

海食洞や自然の岩穴、

貯蔵穴、廃坑 

5 

   
キクガシラコウモ

リ 
      NT         

海食洞や自然の岩穴、

貯蔵穴、廃坑 

6 

  
ヒナコウモリ フジホオヒゲコウ

モリ 
    LP※4   CR+EN EN     

ブナの大径木からなる

まとまった面積の森林 

7 
   

モモジロコウモリ       NT NT NT     鍾乳洞や廃坑 

8 

   
モリアブラコウモ

リ 
    VU   CR+EN EN     

まとまった面積のブナ

の大径木からなる森林 

9 

   
ヒナコウモリ 

        VU EN     
まとまった面積のブナ

の大径木からなる森林 

10 

   
ユビナガコウモリ 

      NT NT       
海食洞・鍾乳洞・坑道・

戦跡洞 

11 

   
コテングコウモリ 

      NT NT※5 NT     
まとまった面積の広葉

樹からなる森林 

12 

   
テングコウモリ 

      NT VU EN     
鍾乳洞や廃坑、樹洞の

ある大径木がある森林 

13 

 
ネズミ 

（齧歯） 

リス ニホンリス 

    LP※6 DD EX       

平地から亜高山帯にま

で分布し、平地では松

林などを好む 

14 

   
ホンドモモンガ 

      VU※7 NT※7 VU※7     

ブナを中心とした落葉

性広葉樹、スギなど針

葉樹が点在する安定し

た混交林 

15 

  
ヤマネ ヤマネ 

国天     VU NT NT     
成熟したブナ林の落葉

性広葉樹の森 

16 

  
ネズミ カヤネズミ 

        NT VU※8     

アシや牧草、草丈の高

いイネ科植物が安定す

る草地 

17 

 
ネコ 

（食肉） 

クマ ツキノワグマ 
    LP※9 CR+EN 

CR+EN 
※10 NT※10   指定 

落葉性広葉樹林を中心

とする森林地帯 

18 
  

イタチ イタチ       NT※11 NT※11 NT※11     森林、農地、河川、湖沼 

小計 4 目 9 科 18 種 1 種 0 種 5 種 14 種 16 種 14 種 0 種 1 種  

1 
鳥類 カモ カモ ヒシクイ 

国天  
VU、

NT※12 
VU        

河川敷 

2 

   
マガン 

国天  NT NT        
ねぐらは河口部、餌場

は水田 

3 

   
コハクチョウ 

     NT        

川の中州や水を張った

田んぼ、池などをねぐ

らとする 

4 
   

オオハクチョウ      VU        河口部 

5 

   ツクシガモ 

    VU NT         

海岸や河口部の干潟に

生息、干拓地や水田な

どで見られる 

6    アカツクシガモ     DD VU         河口部の砂洲 

7    オシドリ     DD NT AN       山間部の渓流やダム湖 

8    トモエガモ     VU NT         湖沼、河口、ため池など 

9 
 カ イ ツ ブ

リ 

カイツブリ カイツブリ 
          VU     

湖、ため池 

10 

 ハト ハト カラスバト 

国天  NT CR+EN         

照葉樹などが生い茂っ

た比較的人の出入りが

少ない森林 

11 
 アビ アビ アビ 

              
指定 
※13 

海洋に生息する 
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表 4.3-5(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

12 

鳥類 ミ ズ ナ ギ

ドリ 

ミズナギドリ オオミズナギドリ 

      DD         

日本近海などの島で繁

殖し、海洋を主な生息

地とする 

13 

 
コ ウ ノ ト

リ 

コウノトリ コウノトリ 
特天 国内 CR DD         

河口周辺 

14 
 

ペリカン サギ サンカノゴイ     EN NT         河川や湖沼のヨシ原 

15 
   

ヨシゴイ     NT CR+EN VU       河口部のヨシ原 

16 
   

オオヨシゴイ     CR CR+EN         河口部 

17 

   
ミゾゴイ 

    VU VU VU VU     
針広混交林の良く茂っ

た樹林 

18 

   
ゴイサギ 

          NT     
農耕地、ため池、水田、

河川 

19 

   
ササゴイ 

      DD         

水辺近くの雑木林、マ

ツ、スギなどの樹上で

営巣し、水田や河川な

どの水辺で採餌する 

20 
   

チュウサギ     NT           水辺の草むらや水田 

21 

   
コサギ 

          NT     
河川、湿地、干潟、水田、

ダム湖 

22 

  
トキ ヘラサギ 

    DD DD         
干潟、水田、河川、湖沼

などの湿地 

23 

   
クロツラヘラサギ 

    EN VU         
干潟、水田、河川、湖沼

などの湿地 

24 
 

ツル ツル マナヅル     VU DD         平野など 

25 
   

ナベヅル     VU DD         河口部など 

26 

  
クイナ シマクイナ 

    EN           
ヨシ原、湿った草原、水

田 

27 

   
クイナ 

      VU NT       
水田等の湿性耕地・小

沼等 

28 

   
ヒクイナ 

    NT VU VU VU     
水田・河川・湖沼・水辺

のアシ原等 

29 
   

バン           NT     水田、湿地、河川 

30 
 

カッコウ カッコウ ジュウイチ           DD     森林 

31 
   

カッコウ           NT     河原、農耕地、牧場 

32  ヨタカ ヨタカ ヨタカ     NT VU VU VU     二次林や二次草地 

33 
 ア マ ツ バ

メ 

アマツバメ アマツバメ 
        AN       

高山や海岸の断崖 

34 
 チドリ チドリ ケリ 

    DD           
耕作地、放棄水田、河川

敷、草地で繁殖する 

35    イカルチドリ       NT NT VU     河川の河原 

36    コチドリ           VU     河川敷、埋立地、造成地 

37 
   シロチドリ 

    VU NT AN       
砂浜海岸や大河川河口

部の砂礫地など 

38 
  セイタカシギ セイタカシギ 

    VU DD         
水田、休耕田、河口部や

湖沼の浅瀬 

39 
  シギ オオジシギ 

    NT DD CR+EN CR     
山地の草原、水田など

の湿地 

40 

   ホウロクシギ 

    VU DD         

海岸の砂浜、入り江の

干潟、河口の砂泥地や

水田 

41 
   タカブシギ 

    VU           
水田、ハス田などの陸

水域 

42    イソシギ         AN       河川上流部から下流部 

43 
   ハマシギ 

    NT NT NT       
大河川の河口部や湖沼

周辺の水田 

44   タマシギ タマシギ     VU VU CR+EN VU     広い水田・蓮田・低湿地 

45 
  カモメ コアジサシ 

    VU VU CR+EN       
海岸、河川、湖沼などの

水辺 
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表 4.3-5(3) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

46 
鳥類 タカ ミサゴ ミサゴ 

    NT VU   NT     
沿岸、湖沼、河川、山

間部のダム湖など 

47 

  
タカ ハチクマ 

    NT CR+EN NT NT     
丘陵帯の里山から山

地 

48 

   
オジロワシ 

国天 国内 VU VU         
海岸部や湖沼、大河川

の河口部など 

49 
   

オオワシ 国天 国内 VU DD         海岸部、ダム湖など 

50 

   
チュウヒ 

  国内 EN VU VU       
ヨシ原や平野部の草

原、農耕地など 

51 

   
ハイイロチュウ

ヒ 
      NT         

河川や湖沼のヨシ原

や農耕地、高原の草地 

52 
   

ツミ       DD   NT     平地から山地の林 

53 

   
ハイタカ 

    NT DD AN       
平地から山地の林、農

耕地 

54 

   
オオタカ 

    NT CR+EN NT NT     
森林内や森林に接し

た草地や農地 

55 

   
サシバ 

    VU CR+EN VU CR     
二次林とその周辺に

ある水田 

56 

   
ノスリ 

        AN       
営巣林・餌場となる農

地・草地 

57 

   
イヌワシ 

国天 国内 EN DD CR+EN CR     
林冠・林床ともに閉ざ

されていない森林 

58 

   クマタカ 

  国内 EN CR+EN VU VU     

発達した森林と営巣

場所となる急峻な地

形を含む山林 

59 
 フクロウ フクロウ オオコノハズク 

      VU         
平地や山地の豊かな

森 

60 
   コノハズク 

      VU CR+EN VU     
大径木のある夏緑広

葉樹林 

61    フクロウ       NT         山地の林 

62    アオバズク       NT         平地から山地の林 

63 
   トラフズク 

      NT         
平地や山地の林、農耕

地、河畔林、草地など 

64 

   コミミズク 

      NT VU       

河口部の土手沿いの

草原や、農耕地、干拓

地などの広々とした

草原 

65 
 ブッポウ

ソウ 

カワセミ アカショウビン 
      VU         

渓流沿いの林内 

66    ヤマセミ       VU NT       山地の渓流や湖 

67 
  ブッポウソ

ウ 

ブッポウソウ 
    EN CR+EN VU VU     

山地、里山 

68 
 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ 

      NT         
平野部の農耕地や河

川の草地 

69 
   コチョウゲンボ

ウ 
      DD         

農耕地や河川の草原 

70 
   ハヤブサ 

  国内 VU CR+EN NT NT     
海岸部の崖地、河口

部、平野部の水田地帯 

71 

 スズメ ヤイロチョ

ウ 

ヤイロチョウ 

  国内 EN CR+EN CR+EN EN     

小動物が豊富な低山

帯の良く茂った谷沿

いの林 

72 
  サンショウ

クイ 

サンショウクイ 
    VU DD VU VU     

夏緑広葉樹林 

73 

  カササギヒ

タキ 

サンコウチョウ 

      DD         

林床の比較的開けた

広葉樹林やスギ・ヒノ

キの植林地 
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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。 

表 4.3-5(4) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

74 

鳥類 スズメ モズ チゴモズ 

    CR           

低地から低山の明るい

広葉樹林や針広混交

林、郊外の雑木林、ゴル

フ場の松林 

75 

   
アカモズ 

    EN DD         
平地から山地の明るい

林や低木のある草原 

76 

  
ツバメ コシアカツバメ 

      DD         
海岸から市街地の開け

たところ 

77 
  

ムシクイ オオムシクイ     DD           森林 

78 
   

センダイムシクイ           NT     森林 

79 

  
センニュウ マキノセンニュウ 

    NT           
湖沼周辺や河川敷の草

原 

80 
  

ヨシキリ オオヨシキリ           NT     ヨシ原 

81 

   
コヨシキリ 

      DD         
河川敷のヨシ原より草

丈の低い草原 

82 

  
セッカ セッカ 

          VU     
草原、農耕地、水田地

帯、牧場 

83 
  

キバシリ キバシリ         AN EN     広葉樹林 

84 
  

ムクドリ ホシムクドリ       DD         農耕地など 

85 
  

ヒタキ マミジロ     NT VU   ブナ林 

86    シロハラ     AN EN   ブナ林 

87    コマドリ     CR+EN    冷温帯林 

88 

   コルリ 

   DD  NT   

低山の林、標高 1,000m

前後のササ薮のあるブ

ナ林など 

89 
   ノビタキ 

   DD     
山地の高原、平野部の

草地や農耕地 

90    コサメビタキ    DD NT VU   夏緑広葉樹林 

91 
  セキレイ イワミセキレイ 

   CR+EN     
林の中や林縁、農耕地

や草地など 

92   アトリ コイカル    CR+EN     平地から山地の林 

93 
  ホオジロ シラガホオジロ 

    NT EN   
標高 600m 以上の広い

農地と夏緑広葉樹林 

94    ホオアカ    NT AN CR   河川敷の草原や農耕地 

95    ミヤマホオジロ     AN EN   ハンノキ林で繁殖する 

96    ノジコ   NT   DD   山地の落葉広葉樹林 

97 

   クロジ 

   DD AN    

低山の林、標高 1,000m

前後のササ薮のあるブ

ナ林など 

小計 17 目 39 科 97 種 7 種 8 種 48 種 69 種 38 種 37 種 0 種 1 種  

1 爬虫類 カメ イシガメ ニホンイシガメ   NT  NT NT   河川の上中流域 

2 
  スッポン ニホンスッポン 

  DD  AN※14 DD※15   
内陸部の河川や砂泥質

の池沼 

3 
 有鱗 ヤモリ ニホンヤモリ 

     NT   
暖かい沿岸部の屋内、

岩場の節理面 

4 
  トカゲ ニホントカゲ 

    NT    
森林周辺の開けた日当

たりのよい場所、石垣 

5 
  タカチホヘビ タカチホヘビ 

   NT NT DD   
山地の地中、すき間の

多い崖など 

6   ナミヘビ ジムグリ    NT     山地や里地 

7    シロマダラ    NT AN DD   平野部から里地、山地 

8    ヒバカリ    NT     山地やその周辺の水田 

小計 2 目 6 科 8 種 0 種 0 種 2 種 4 種 5 種 5 種 0 種 0 種  

1 
両生類 有尾 サンショウウ

オ 

カスミサンショウ

ウオ 
  VU NT VU    

平野部の低山縁地から

山地渓流、湿地 

2 
   ブチサンショウウ

オ 
  NT NT NT VU   

渓流、森林 

3 
   ヒダサンショウウ

オ 
  NT NT VU VU   

渓流とその背後にある

落葉広葉樹林 
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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。 

表 4.3-5(5) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

4 
両生類 有尾 サンショウウ

オ 

ハコネサンショウ

ウオ 
   NT VU VU   夏期の水温が低く、豊

富な水量がある渓流 

5 

  
オオサンショ

ウウオ 

オオサンショウウ

オ 

特天 

北天 
 VU VU VU NT   河川の中・上流域 

6 
  

イモリ アカハライモリ   NT  NT    山間部の水田や池沼 

7  無尾 ヒキガエル ニホンヒキガエル         VU CR     自然度の高い森林 

8     アカガエル タゴガエル       NT         標高の高い渓流域 

9 
      ナガレタゴガエル 

      DD         
標高 700m 以上の山地

帯 

10 
      ニホンアカガエル 

        NT       
平地・丘陵地の湿田や

湿地 

11       トノサマガエル     NT   NT       水田 

12     アオガエル モリアオガエル       NT         平野部から里地、山地 

13       カジカガエル       NT   NT     山地の清流域や渓流 

小計 2 目 6 科 13 種 1 種 0 種 6 種 9 種 9 種 6 種 0 種 0 種  

1 
昆虫類 トンボ 

（蜻蛉） 

アオイトトン

ボ 

コバネアオイトト

ンボ 
  EN CR+EN CR+EN CR   

雑木林に囲まれた植生

豊で比較的大きな池沼 

2 
    イトトンボ ホソミイトトンボ 

   NT     
植生豊かで日当たりの

より池沼や水田等 

3 
      ベニイトトンボ 

  NT VU AN NT   
平野部から低山地にか

けての植生豊かな池沼 

4 
      モートンイトトン

ボ 
  NT CR+EN NT VU   

平地から低山地にかけ

ての湿地や休耕田等 

5 
    モノサシトン

ボ 

グンバイトンボ 
  NT VU NT    

小規模で清澄な緩流 

6 
    カワトンボ アオハダトンボ 

  NT NT NT NT   
水生植物が豊かな河川

中流域 

7     ムカシトンボ ムカシトンボ    NT     山間部の渓流 

8 
    ヤンマ アオヤンマ 

  NT NT NT    
挺水植物が繁茂する池

沼やクリーク 

9 
      ルリボシヤンマ 

   NT     
湿地や比較的小規模な

池沼 

10 
      カトリヤンマ 

   NT     
平野部から低山地にか

けての林縁や水田 

11 
      サラサヤンマ 

   NT NT NT   
周辺を樹林で囲まれた

湿地や休耕田 

12 
    サナエトンボ ミヤマサナエ 

    VU VU   
河川中・下流域の河床

に砂泥が堆積する環境 

13       キイロサナエ   NT NT NT    砂泥河川の中下流域 

14 

      ヒロシマサナエ 

   CR+EN VU VU   

周囲を木立に囲まれ、

流量が豊富な細流をと

もなう中間湿原 

15 
      ヒメサナエ 

   NT AN NT   
山地渓流や河川上・中

流域 

16 

   タベサナエ 

  NT NT     

緩やかな流れの浅い小

川、溜池等止水域にも

適応 

17 
    ムカシヤンマ ムカシヤンマ 

   NT NT NT   
丘陵地の湧水湿地、潤

沢な谷戸や林道 

18 

    エゾトンボ キイロヤマトンボ 

  NT VU VU    

周辺に樹林があり河床

が砂質系の河川中下流

域 

19 
      エゾトンボ 

   NT     
丘陵地から山地にかけ

ての湿地的環境 

20 

  トンボ ハッチョウトンボ 

   VU VU    

山間の湧水湿原や中間

湿原、湿原化した休耕

田など 

21    マイコアカネ    CR+EN     植生豊かな池沼 
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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。 

表 4.3-5(6) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

22 

昆虫類 トンボ 

（蜻蛉） 

トンボ マダラナニワトン

ボ   EN  CR+EN CR   
周辺を樹木に囲まれ、

水生植物が繁茂するた

め池 

23 

   
ヒメアカネ    NT AN    丘陵地や低山地の湿原

や湿地化した休耕田 

24 

   
ミヤマアカネ    NT     水田やそれに付随する

緩やかな流れ 

25 

 
バッタ 

（直翅） 

カマドウマ マメカマドウマ 
    AN NT   

森林中に開口している

湿潤な鍾乳洞や人口洞

穴 

26 

  
クツワムシ クツワムシ     AN    雑木林の林縁部やマン

ト群落 

27 

  
キリギリス コバネヒメギス 

    AN DD   
河川敷や土手、放牧場

などの草丈が比較的低

く、乾燥した草原 

28 

   
カヤキリ 

    AN    
ススキ草原、休耕田、ツ

ルヨシが繁茂する河川

敷 

29 

  
バッタ ショウリョウバッ

タモドキ 
   NT     ススキやチガヤ草地 

30 

  
イナゴ セグロイナゴ    NT     河川敷、丘陵地の疎ら

な湿った草原 

31 

 
ガ ロ ア ム

シ 

ガロアムシ ガロアムシ    NT※16     樹林の湿った石の下 

- 
   

Galloisiana 属    NT※16     樹林の湿った石の下 

32 

 
カメムシ 

（半翅） 

ハネナガウン

カ 

アヤヘリハネナガ

ウンカ    NT     
低山地のスダジイやア

カガシを交えた広葉樹

林 

33 

   
キスジハネビロウ

ンカ 
   DD     山地の広葉樹林 

34 
  アオバハゴロ

モ 

キノカワハゴロモ 
   DD     

山間の谷沿いの雑木林

（クリ-コナラ林）など 

35 
  マルウンカ カタビロクサビウ

ンカ 
   DD     

アカマツをまじえた丘

陵地 

36   ハゴロモ スケバハゴロモ    DD     自然林の林縁部 

37 
  セミ コエゾゼミ 

   VU     
標高 1,000m 以上のブ

ナ林 

38 
   アカエゾゼミ 

   NT     
ブナ、ミズナラを含む

広葉樹林 

39 
   エゾゼミ 

   NT     
ヒノキなどが生える針

葉樹林に多い 

40 
   キュウシュウエゾ

ゼミ 
    AN NT   

ブナ帯 

41 
   ヒメハルゼミ 

   NT NT    
一定規模以上の照葉樹

林 

42 
   チッチゼミ 

   DD     
里山的環境、平地の公

園 

43 
   エゾハルゼミ 

   NT     
標高 800m 以上のブナ

帯 

44    ハルゼミ    NT     アカマツやクロマツ林 

45 
  トゲアワフキ

ムシ 

ムネアカアワフキ 
   DD     

里山的環境の植栽され

たサクラ樹 

46   ヨコバイ フクロクヨコバイ   NT  VU VU   二次草地（ススキ草地） 

47 
  サシガメ クロバアカサシガ

メ 
   DD     

山地の二次草原 

48 
   ゴミアシナガサシ

ガメ 
  VU VU VU    

里山の林縁、古い家屋

の便所 

49 
   クビアカサシガメ 

   DD     
クヌギ・コナラの二次

林 
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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。 

表 4.3-5(7) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

50 
昆虫類 カメムシ 

（半翅） 

サシガメ ヒゲナガサシガメ 
   DD     

環境の良好なクヌギ･

コナラの二次林 

51 

  
グンバイムシ コリヤナギグンバ

イ 
  DD  AN DD   

コリヤナギを寄主とす

る可能性が高いが、別

のヤナギ類(Salix 属)

を寄主としている可能

性もある 

52 

  
ハナカメムシ ヒラタハナカメム

シ 
  NT      アカマツの樹皮下のみ

で見られる 

53 

  
カスミカメム

シ 

アカスジオオカス

ミカメ 
   NT※17     山地帯の広葉樹林の林

縁部 

54 

   
クヌギヒイロカス

ミカメ 
  NT  NT DD   クヌギ林 

55 

  
メダカナガカ

メムシ 

オオメダカナガカ

メムシ 
   DD     良好な里山環境 

56 

  
ツノカメムシ フトハサミツノカ

メムシ 
   NT     サクラ類をまじえた環

境の良好な二次林 

57 

   
エゾツノカメムシ    DD     山地の広葉樹をまじえ

た二次林 

58 

  
ツチカメムシ シロヘリツチカメ

ムシ   NT NT NT    
カナビキソウの生育す

る草地、特に河川敷草

地からの発見例が多い 

59 

  
ノコギリカメ

ムシ 

ノコギリカメムシ    DD     農耕地周辺の水辺の草

本群落 

60 
  

カメムシ ウシカメムシ    DD     農耕地周辺の広葉樹林 

61 

   
アオクチブトカメ

ムシ 
   NT     落葉広葉樹林 

62 
   アカアシクチブト

カメムシ 
   NT     

落葉広葉樹林 

63 
  イトアメンボ イトアメンボ 

  VU DD CR+EN    
池沼・水田・河川などの

水際 

64 

  ミズムシ ホッケミズムシ 

  NT NT NT NT   

ヒシやジュンサイが繁

茂したやや富栄養化し

た水域 

65 
   オオミズムシ 

  NT NT NT NT   
比較的開けた環境の止

水域 

66 

  コオイムシ コオイムシ 

  NT VU NT    

平野部の池や河川敷、

水田、休耕田、湿地など

の浅い止水域 

67 

   タガメ 

  VU CR+EN CR+EN CR   

水生植物の豊富な池や

湿地、特に水田は繁殖

場所として重要 

68 
  タイコウチ ヒメミズカマキリ 

   NT     
平野部や丘陵地の小規

模な溜池など 

69 
  ナベブタムシ トゲナベブタムシ 

  VU CR+EN CR+EN    
流速があり、底に砂や

砂礫のある水路や川 

70 

  コバンムシ コバンムシ 

  EN  CR+EN CR   

抽水植物やヒシ、ヒル

ムシロ等の浮葉植物が

繁茂する自然度高いた

め池 

71 
 ヘ ビ ト ン

ボ 

センブリ ヤマトセンブリ 
  DD      

きれいな水質の池沼や

湿地 

72 

 ア ミ メ カ

ゲロウ 

（脈翅） 

ツノトンボ キバネツノトンボ 

    NT NT   

平坦地や緩傾斜地のス

スキが疎生する草原や

荒地 

73 
 トビケラ 

（毛翅） 

アシエダトビ

ケラ 

ビワアシエダトビ

ケラ 
  NT DD     

ヨシの生える池沼や河

川 

74 

  トビケラ カラフトゴマフト

ビケラ    DD VU VU   

周囲を樹林に囲まれ、

細流をともなった中間

湿原 
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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。 

表 4.3-5(8) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

75 
昆虫類 チョウ 

（鱗翅） 

マダラガ オキナワルリチラ

シ本土亜種 
   NT※18     ヒサカキ・ツバキなど

が多い山地 

76 

  
セセリチョウ ホシチャバネセセ

リ 
  EN CR+EN CR+EN CR   ススキ・シバ草原 

77 
   

キバネセセリ    CR+EN VU VU   夏緑広葉樹の自然林 

78 

   
ギンイチモンジセ

セリ 
  NT VU NT VU   ススキ・シバ草原、河川

敷 

79 

   
コキマダラセセリ    CR+EN     県内では標高 500m 以

上の湿原 

80 

   
ミヤマチャバネセ

セリ 
   VU     山地樹林周辺の草地 

81 

   
オオチャバネセセ

リ 
   NT     林縁のイネ科植物の生

える草地やササ草 

82 

   
チャマダラセセリ 

  EN      

採草地、農地、放牧地、

河川敷、スキー場など

の人為的に管理されて

きた半自然草原や、植

林地、伐採地 

83 

   スジグロチャバネ

セセリ北海道・本

州・九州亜種 

  NT VU※19 NT※19 NT※19   

夏緑広葉樹の二次林、

ススキ・シバ草原 

84 
  シジミチョウ ウスイロオナガシ

ジミ 
   VU     

ナラガシワを含む雑木

林 

85 
   ウラゴマダラシジ

ミ 
   NT     

雑木林 

86 
   スギタニルリシジ

ミ本州亜種 
   NT※20     

トチノキの混じる自然

度の高い落葉広葉樹林 

87 

   ヒサマツミドリシ

ジミ    NT     

ウラジロガシの混じる

自然度の高い広葉樹林

帯 

88 
   ヒロオビミドリシ

ジミ 
   VU VU NT   

ナラガシワ林 

89    エゾミドリシジミ    NT     山地のミズナラ林 

90 
   オオミドリシジミ 

   DD     
ナラガシワやコナラが

ある低山地 

91 
   ウラジロミドリシ

ジミ 
   NT VU NT   

ナラガシワ林 

92 
   ハヤシミドリシジ

ミ 
   NT     

標高 400m 以上の山地

のカシワ林 

93 
   ミヤマカラスシジ

ミ 
   VU     

クロウメモドキを含む

落葉樹林帯 

94 
   カラスシジミ 

   VU NT NT   
植樹のハルニレがある

落葉広葉樹林 

95 

   ウラナミアカシジ

ミ    CR+EN VU VU   

山地のクヌギ林を含む

疎林や林、平地の雑木

林 

96    ミドリシジミ    VU     ハンノキの生える湿地 

97 

   クロシジミ 

  EN CR+EN CR+EN    

山地のカシワ・クヌギ

の疎林、アキグミの生

えた草原 

98 
   ゴマシジミ中国・

九州亜種 
  EN 

CR+EN※

21 
CR+EN CR※22   

ワレモコウのある草地 

99 
   ヒメシジミ本州・

九州亜種 
  NT CR+EN VU VU   

中山間地から山地の湿

性草地 

100    フジミドリシジミ    NT     ブナ・イヌブナ帯 

101 

   キマダラルリツバ

メ 

  NT CR+EN CR+EN    

クロマツ・ニセアカシ

ア林、ソメイヨシノ・ア

カマツ林、クリやキリ

などが混じる雑木林、

カシワ林 
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表 4.3-5(9) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

102 
昆虫類 チョウ 

（鱗翅） 

シジミチョウ ゴイシシジミ    NT     林周辺、山道脇のササ

類 

103 
   

ウラキンシジミ    NT     トネリコを含む雑木林 

104 

   
シルビアシジミ   EN CR+EN 

CR+EN 
※23 

   牧場、河川堤防、海岸岩

場の狭い草地など 

105 

  タテハチョウ ウラギンスジヒョ

ウモン   VU CR+EN AN NT   

アザミやオカトラノオ

が咲く林周辺の明るい

草地 

106 
   ヒメヒカゲ本州西

部亜種 
  EN VU※24 VU CR   

山陰側では乾性草原 

107 
   メスグロヒョウモ

ン 
   VU     

低山地の雑木林の林縁 

108 

   オオウラギンヒョ

ウモン   CR CR+EN EX EX   

大規模な草原でスミ

レ、ツボスミレなどが

多く見られるところ 

 109 
   クロヒカゲモドキ 

  EN CR+EN NT NT   
クヌギ、コナラ等の雑

木林の林縁 

110 
   アサマイチモンジ 

   NT     
スイカズラやタニウツ

ギが生える森林、草地 

111 
   ウラジャノメ本州

亜種 
      

CR+EN 
※25 

CR+EN       
1,000ｍを越える山地 

112 
   ヒョウモンモドキ 

  国内 CR CR+EN CR+EN CR     
タムラソウやキセルア

ザミが繁殖する湿地 

113 
   クモガタヒョウモ

ン 
      VU         

低山地から山地まで広

範囲に生息 

114 
   ミスジチョウ 

      VU         
渓谷沿いにカエデがあ

る落葉広葉樹林 

115 
   ホシミスジ近畿地

方以西亜種 
      CR+EN         

イブキシモツケなどが

生える露岩地 

116 

   オオムラサキ 

    NT VU NT NT     

植樹エノキ・エゾエノ

キ、蜜源クヌギ・アベマ

キを含む自然度の高い

雑木林 

117 

   ウラナミジャノメ

本土亜種     VU※26 CR+EN VU       

日当たりのよい乾燥し

た休耕畑や手入れの少

ない果樹園 

118 
  アゲハチョウ ジャコウアゲハ本

土亜種 
      VU※27         

ウマノスズクサ類が生

育する河川堤防 

119 
   ギフチョウ 

    VU VU NT       
カンアオイ類のある雑

木林 

120 
   オナガアゲハ 

      NT         
山地の落葉樹の多い谷

筋の開けた場所 

121 
  シロチョウ ツマグロキチョウ 

    EN NT AN NT     
カワラケツメイが生え

る草地 

122 
   スジボソヤマキチ

ョウ 
      VU         

クロウメモドキを含む

落葉樹林帯 

123 
  アゲハモドキ

ガ 

フジキオビ 
      NT         

山地の雑木林や周辺に

広がる草原 

124 
  シャクガ シロシモフリエダ

シャク 
      NT         

やや標高の高い雑木林 

125 
  カイコガ スカシサン 

      NT         
シデ主体の落葉樹林地

帯 

126   カレハガ ワタナベカレハ       DD         森林 

127 
  ヤママユガ オナガミズアオ本

土亜種 
    NT※28 DD※28         

湿地、河川敷等 

128    クロウスタビガ       NT         山地沿い 

129   スズメガ スキバホウジャク     VU DD         山間地 

130 
   ギンボシスズメ 

      DD         
カジノキ、コウゾを含

む林 
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表 4.3-5(10) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

131 
昆虫類 チョウ 

（鱗翅） 

シャチホコガ ナカスジシャチホ

コ 
      DD         

ナナカマド、マメザク

ラが生える里山的環境 

132 
   タッタカモクメシ

ャチホコ 
      NT         

照葉樹林と落葉樹林が

混ざり合った場所 

133 
   エゾクシヒゲシャ

チホコ 
      DD         

カエデ類が生える山間

部の雑木林 

134   ヒトリガ ヤネホソバ     NT           わらぶき屋根 

135   ヤガ ゴマシオケンモン       DD         ブナ－ミズナラ帯 

136 
   ツクシカラスヨト

ウ 
      NT         

山地沿い 

137    コシロシタバ     NT NT         低地の落葉二次林 

138    ヨシノキシタバ       DD         ブナ帯 

139    ミヤマキシタバ     NT           ハンノキ林 

140 
   ムラサキシタバ 

      DD         
ヤマナラシ、ポプラな

どが育つ林 

141    カバフキシタバ       CR+EN         カマツカを含む雑木林 

142    ヒメシロシタバ     NT           カシワ林 

143 
   ヒメネグロケンモ

ン 
      DD         

落葉樹林帯 

144 

   ホソバミツモンケ

ンモン       NT NT       

常緑広葉樹・夏緑広葉

樹の自然林、石灰岩の

岩場 

145 
   トビイロアカガネ

ヨトウ 
      DD         

湿地、水生植物が繁茂

している川のほとり 

146 
   ムラサキミツボシ

キリガ 
      NT         

落葉樹林帯、川沿いの

地域 

147 
   スギタニゴマケン

モン 
      DD         

ブナ帯に近いオオカメ

ノキ生育地 

148 
   キシタアツバ 

    NT           
ヤブマオが生える平野

部の草地 

149 
 ハエ 

（双翅） 

アミカモドキ ニホンアミカモド

キ 
    VU   AN DD     

渓流域 

150 
 コ ウ チ ュ

ウ（鞘翅） 

オサムシ クロカタビロオサ

ムシ 
        AN       

広葉樹林 

151    セアカオサムシ     NT NT NT NT     草原や疎林 

152 
   マシダナガゴミム

シ 
      DD         

畦畔の石の下 

153 

   タイシャクナガチ

ビゴミムシ       NT         

洞窟などのほか、川沿

いの腐葉土層など地表

付近でも見られる 

154 
  ハンミョウ アイヌハンミョウ 

    NT DD         
石礫が多くある大型河

川の上中流域の河川敷 

155 
   コニワハンミョウ 

      DD         
河川敷、河口の渇いた

砂地、丘陵地の裸地等 

156 

   エリザハンミョウ 

        NT NT     

海岸や河川敷、湖岸な

どの湿った粘土質や砂

質の裸地 

157    ホソハンミョウ     VU DD VU       山地に形成された草原 

158 

   コハンミョウ 

      DD         

河川敷、河口などの水

辺、丘陵地など裸地・乾

燥した場所 

159 
  ゲンゴロウ チャイロマメゲン

ゴロウ 
        AN NT     

水生植物が繁茂するた

め池や水路 

160 
   クロゲンゴロウ 

    NT           
平地から低山地の水草

の豊富な池沼、水田等 

161 

   ゲンゴロウ 

    VU CR+EN CR+EN CR     

水生植物の多い溜池や

水路、水田などの止水

域 
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表 4.3-5(11) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

162 

昆虫類 コ ウ チ ュ

ウ（鞘翅） 

ゲンゴロウ シャープゲンゴロ

ウモドキ 
  国内 CR CR+EN         

コナギやオモダカ、ヒ

ルムシロなどの生えた

泥深い湿地や水路、湿

地化した放棄水田 

163 

   
マルガタゲンゴロ

ウ 
    VU   CR+EN CR     

水生植物が繁茂するた

め池や水田周辺の水路 

164 

   
シマゲンゴロウ 

    NT           

平地から丘陵の水草の

豊富な浅い池沼、湿地、

水田、放棄水田 

165 

   
ケシゲンゴロウ 

    NT           

水生植物の豊富な池

沼、湿地、ため池、水田、

休耕田、放棄水田 

166 

   
ルイスツブゲンゴ

ロウ 
    VU           

平地から丘陵部の植生

豊富な池沼、放棄水田 

167 

   
シャープツブゲン

ゴロウ     NT   VU       

水生植物が繁茂するた

め池や湿地化した休耕

田 

168 

   
マルチビゲンゴロ

ウ 
    NT           

水生植物の豊富な池

沼、湿地、ため池、水田、

休耕田、放棄水田の浅

い部分 

169 

   
オオヒメゲンゴロ

ウ 
        NT NT     

湿原、ため池 

170 
  

ミズスマシ オオミズスマシ     NT           河川の淀み、水田、池沼 

171 

   
コミズスマシ 

    EN DD         
平地から丘陵地の池

沼、水田、河川の淀み 

172 

   
ヒメミズスマシ 

    EN DD         
平地から丘陵地の池

沼、水田、河川の淀み 

173 

   
ミズスマシ 

    VU NT         
池沼などの止水域や山

地渓流の淀みなど 

174 
   コオナガミズスマ

シ 
    VU NT         

河川中流域の挺水植物

の生えた淀み 

175 

  コツブゲンゴ

ロウ 

ムツボシツヤコツ

ブゲンゴロウ     VU DD NT       

平野部や丘陵地にある

水生生物の多い沼地の

浅瀬や水面付近 

176 

  ダルマガムシ セスジダルマガム

シ         NT NT     

河川上流域の小河川

や、染み出し水の緑藻

類が繁茂する流路 

177 

   ナカネダルマガム

シ 
        NT NT     

水質が良好で河川勾配

が小さく、岸辺に発達

した樹林をともなう閉

鎖的な渓流 

178 

  ガムシ ウスイロツヤヒラ

タガムシ           NT     

河川の中・下流域の川

岸に堆積した川砂中や

転石下 

179 
   スジヒラタガムシ 

    NT           
丘陵地や山間部のため

池、水田、湿地 

180 
   コガムシ 

    DD           
水田や河川敷の水溜り

など不安定な止水域 

181 

   エゾコガムシ 

    NT DD         

一年中水を張った休耕

田や湿地などの植生が

豊かな水深の浅い水域 

182 
   ガムシ 

    NT           
水生植物の豊富な止水

域 

183 

   コガタガムシ 

    VU   CR+EN       

水生植物が繁茂し、植

物遺体が多く堆積した

ため池や湿地化した休

耕田 

184 

   ミユキシジミガム

シ     NT           

池沼周辺の湿地帯、休

耕田、放棄水田などの

比較的浅い水域 
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表 4.3-5(12) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

185 

昆虫類 コ ウ チ ュ

ウ（鞘翅） 

ムネアカセン

チコガネ 

ムネアカセンチコ

ガネ       DD         

平地の芝生が広がる公

園や河川敷、山地の放

牧地など 

186 
  

センチコガネ オオセンチコガネ       NT         放牧地、シカ生息地 

187 

  
クワガタムシ ネブトクワガタ本

土亜種 
      DD※29         

平地の雑木林や沿岸部

の照葉樹林。 

188 

   
マダラクワガタ 

      DD         

ブナ帯及びそれよりや

や標高の低い広葉樹林

帯 

189 

   
オオクワガタ 

    VU   NT       
平地から低山地の雑木

林（いわゆる里山） 

190 

   
ヒメオオクワガタ 

      NT         

樹洞を形成するような

老大径木が存在する発

達した森林 

191 

   
コルリクワガタ近

畿亜種 
      NT※30         

ブナ帯 

192 
   

ルリクワガタ       NT         ブナ林 

193   コガネムシ オニクワガタ       DD         ブナ林 

194 
   アオアシナガハナ

ムグリ 
      DD         

標高の高い落葉広葉樹

林 

195 
   アカマダラハナム

グリ 
    DD※31 NT※32 NT※31       

平地から低山地帯の広

葉樹林 

196 
   オオフタホシマグ

ソコガネ 
        NT       

獣糞が安定的に供給さ

れる環境、放牧地 

197    オオマグソコガネ         NT NT     放牧地 

198 
   ゴホンダイコクコ

ガネ 
        NT       

獣糞が安定的に供給さ

れる環境、放牧地 

199    ホソコハナムグリ         NT       沿岸部の林 

200    ツノコガネ       DD NT NT     放牧地 

201 
   オオチャイロハナ

ムグリ 
    NT NT NT CR     

古木の樹洞 

202    シロスジコガネ         NT DD     松林 

203    ヒゲコガネ         NT       大きな河川の河川敷 

204 
  ダエンマルト

ゲムシ 

シラホシダエンマ

ルトゲムシ 
      DD         

トチノキ等の落葉広葉

樹が生育する森林 

205 

  ヒメドロムシ ヨコミゾドロムシ 

    VU NT NT NT     

流速が緩慢で、砂と転

石からなる川床に流木

が散在する開放的な流

水環境 

206    クロサワドロムシ         VU VU     渓流 

207 
   ハガマルヒメドロ

ムシ 
    EN NT NT NT     

樹林内を流れる小渓流 

208 
   セマルヒメドロム

シ 
    VU   CR+EN CR     

小河川 

209 

   ケスジドロムシ 

    VU NT VU VU     

河川上・中流域の、河床

に堆積した砂の上に流

木が散在する水域 

210   タマムシ タマムシ       DD※33         平野部から山地 

211 
   アオマダラタマム

シ 
      DD         

市街地や内陸部の山地 

212 
  コメツキムシ ガロアムネスジダ

ンダラコメツキ 
      DD         

西中国山地の広葉樹林 

213 
   ムネアカツヤケシ

コメツキ 
      DD         

高標高地の落葉広葉樹

林 

214 
  ホタル ヒメボタル 

      DD         
スギなどの生えた古い

社寺林や雑木林 

215   テントウムシ マクガタテントウ       NT         河川敷などの荒地 

216   ヒラタムシ ルリヒラタムシ       DD         ブナ等の大木 
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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。 

表 4.3-5(13) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

217 
昆虫類 コ ウ チ ュ

ウ（鞘翅） 

オオキノコム

シ 

オオキノコムシ 
      NT         

ブナ等の大径木を有す

る成熟した林分 

218 

  
カミキリムシ ヒメビロウドカミ

キリ 
    NT   CR+EN CR     

オトコヨモギ群落 

219 

   
フタスジカタビロ

ハナカミキリ 
      DD NT CR     

ヤマシャクヤクのある

森林 

220    ハンノキカミキリ       DD         ハンノキ林 

221    オオアオカミキリ       DD         新しい伐採木や衰弱木 

222 

   シロオビトラカミ

キリ         CR+EN CR     

広葉樹の伐採木やノリ

ウツギなどの花上に集

まる 

223 
   ヨコヤマヒゲナガ

カミキリ 
      NT         

ブナ林 

224 
   クロサワヒメコバ

ネカミキリ 
      DD         

暖帯から湿帯林 

225 
   イッシキキモンカ

ミキリ 
      NT         

クワ類とヌルデが豊富

に存在する林 

226 
   オオクロカミキリ 

        NT DD     
モミやカラマツなどの

混じる林 

227 
   スネケブカヒロコ

バネカミキリ 
      NT         

植樹のネムノキがある

森林 

228 
   クロソンホソハナ

カミキリ 
      DD         

ハイノキの混じる比較

的明るい暖温帯林 

229 
   ヒゲジロホソコバ

ネカミキリ 
      DD※34         

ブナ帯 

230 
   オオホソコバネカ

ミキリ 
      DD         

ブナ林 

231 
   ダイセンセダカコ

ブヤハズカミキリ 
      DD         

自然度の高い森林 

232 
   ルリボシカミキリ 

      DD         
温帯林上部の広葉樹の

伐採木に集まる 

233 

   ヨツボシカミキリ 

    EN           

落葉広葉樹から常緑広

葉樹の自然林から二次

林まで、また農山村か

ら緑の多い住宅地まで

広範囲に生息 

234 
   アヤモンチビカミ

キリ 
      DD         

沿岸部に生育する寄主

樹林 

235 
   トラフホソバネカ

ミキリ 
      DD         

暖-湿帯林で見られ、広

葉樹倒木に集まる 

236 

   ツマキトラカミキ

リ         CR+EN       

成虫はシラカバなどの

伐採木に集まる。山地

性。 

237 

  ハムシ セラネクイハムシ 

    DD   NT EN     

オグラコウホネやコウ

ホネなどが自生するた

め池 

238 
   クロガネネクイハ

ムシ 
        NT VU     

スゲ類が繁茂する中間

湿原やため池 

239 
   キンイロネクイハ

ムシ 
    NT NT AN NT     

ミクリ類やスゲ類が繁

茂するため池や湿地 

240 

   カツラネクイハム

シ         AN NT     

スゲ類やイグサ・ハリ

イ類が自生する湿原や

湿地化した休耕田 

241 
   ツヤネクイハムシ 

      VU AN NT     
スゲ類が自生する湿原

や湿地化した休耕田 

242 

   イネネクイハムシ 

          CR     

フトヒルムシロ・ヒシ

類・ジュンサイなどの

寄主植物が繁茂するた

め池 
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表 4.3-5(14) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

243 
昆虫類 コ ウ チ ュ

ウ（鞘翅） 

ハムシ ネギオオアラメハ

ムシ 
        AN NT     

ネギ類が生育する草原 

244 

   
アキミズクサハム

シ         NT VU     

スゲ類やハリイ類が繁

茂する中間湿原やため

池 

245 

  
ミツギリゾウ

ムシ 

ミツギリゾウムシ 
      DD         

低山地から山地にかけ

ての落葉広葉樹林 

246 

  
ゾウムシ タカハシトゲゾウ

ムシ 
      DD         

落葉広葉樹林 

247 

 
ハチ 

（膜翅） 

ヤドリキバチ トサヤドリキバチ 
    DD           

里山 

248 

  
ヒメバチ ミズバチ 

    DD           
ニンギョウトビケラ類

の幼虫に寄生する 

249 
  

セイボウ オオセイボウ     DD※35           スズメバチに寄生する 

250 

  
アリ キバジュズフシア

リ 
      DD AN       

ブナ林 

251 
   

トゲアリ     VU           低山地の里山に多い 

252 

  
スズメバチ キオビホオナガス

ズメバチ本州亜種 
    DD NT         

豊かな自然林が残され

た山岳地帯 

253 

  
アナバチ フクイアナバチ 

    NT DD NT       

草のまばらな山道や更

地、人家の庭などの平

坦な裸地 

254 
  

ミツバチ クロマルハナバチ     NT           山地性 

255 

  
ハキリバチ マイマイツツハナ

バチ 
    DD           

平地ないし低山地 

 小計 11 目 89 科 255 種 0 種 2 種 94 種 189 種 103 種 70 種 0 種 0 種  

1 
魚類 ヤ ツ メ ウ

ナギ 

ヤツメウナギ スナヤツメ南方種 
    VU VU 

CR+EN 
※36 

CR     
河川のワンド環境 

2 

   
カワヤツメ 

    VU VU         
川の流れのゆるやかな

澄んだ砂泥底 

3 
 

ウナギ ウナギ ニホンウナギ     EN           河川の中下流域、湖沼 

4 

 
コイ コイ ギンブナ 

          NT     
中下流域の淀み、平地

の池沼 

5 
   

アブラボテ     NT NT NT EN     緩流部の泥底 

6 

   
ワタカ 

    CR           

湖岸や内湖の水草地

帯、河川では流れの緩

やかな淀みやワンド 

7 

   
ハス 

    VU           
河川、湖沼の表層から

中層 

8 

   
ムギツク 

          NT     

中下流域、灌漑用水路、

流れの緩やかな淵尻や

淀み 

9 

   
タモロコ 

        AN       
河川、用水路、ため池、

ダム湖 

10 
   ホンモロコ 

    CR           
湖の沿岸から沖合にか

けての表層から中層 

11 
   ゼゼラ 

    VU   AN       
湖沼および河川本流の

中下流域 

12 
   ズナガニゴイ 

      NT         
河底が岩、礫、砂と多彩

に組み合わさった清流 

13 

  ドジョウ ドジョウ 

    NT           

河川中・下流域、用水路

などの流れの緩やかな

泥底 

14 

   イシドジョウ 

    EN CR+EN CR+EN EN     

山間部の上流域下部か

ら中流域の浅い瀬や淵

に近い礫底や砂礫底 

15 
 ナマズ アカザ アカザ 

    VU NT NT NT     
中規模以上の河川の清

流域 
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表 4.3-5(15) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

16 魚類 サケ サケ ゴギ     VU CR+EN CR+EN EN     河川上流域 

17 
   

サクラマス     NT※37 VU AN NT     河川 

18 

   
サクラマス（ヤマ

メ） 
    NT   AN※38       

河川 

19 
   

サツキマス     NT※39   AN NT     河川 

20 

   
サツキマス（アマ

ゴ） 
    NT   AN※40       

河川 

21 

 
トゲウオ トゲウオ ニホンイトヨ 

    LP 
CR+EN 
※41 

        
河川の下流域や水田の

用水路 

22 

 
ダツ メダカ ミナミメダカ 

    VU   NT※42 NT※43     
河川、用水路、水田、汽

水域 

23 
 

スズキ ケツギョ オヤニラミ     EN CR+EN VU NT     水生植物が多い緩流部 

24 

  
カジカ カマキリ 

    VU※44 NT※45 
CR+EN 
※44 

      
河川下流域の礫底、両

側回遊魚 

25 
   

カジカ     NT※46 VU※47 VU※46 VU※46     平瀬や早瀬の礫間 

26 
   

カジカ中卵型     EN NT※48 CR+EN       大型河川の中下流域 

27 

  
ドンコ イシドンコ 

                                  VU VU         
流れが速く石がごろご

ろしているような場所 

28   ハゼ カワヨシノボリ         NT※49       やや流れのある環境 

29 

   
オオヨシノボリ 

      NT         
水量が豊富で流れのは

やい場所 

小計 8 目 12 科 29 種 0 種 0 種 23 種 15 種 17 種 12 種 0 種 0 種  

1 
底生 

動物 

新生腹足 タニシ マルタニシ 
    VU   AN       

平野部の水田や用水路 

2 

   
オオタニシ 

    NT   NT CR     
池、沼、川、用水路、水

田 

3 

 
汎有肺 ヒラマキガイ ヒラマキミズマイ

マイ 
    DD     DD     

池沼、水田、休耕田の水

溜り 

4 

  
カワコザラガ

イ 

カワコザラガイ 

          DD     

ため池、用水路、上流域

の河川などに生育する

植物の葉や礫に付着 

5 

 
イシガイ カワシンジュ

ガイ 

カワシンジュガイ 
北天   EN CR+EN CR+EN EN   指定 

山間地域の清流の砂礫

底 

6 

  
イシガイ マツカサガイ 

    NT NT NT       
小川や用水路の砂礫か

ら砂泥底 

7 

 
マ ル ス ダ

レガイ 

シジミ マシジミ 
    VU   CR+EN CR     

用水路などの砂底や砂

礫底 

8 
  ドブシジミ ドブシジミ 

          VU     
池沼、用水路の泥底、水

田 

9 
 ホ ウ ネ ン

エビ 

ホウネンエビ ホウネンエビ 
        AN       

水田にのみ生息 

10  エビ ヌマエビ ヤマトヌマエビ       NT         河川上流域 

11 
   ヒメヌマエビ 

      NT         
水のきれいな河川下流

域 

12 

   ミナミヌマエビ 

      NT AN       

湖、池、沼、水田の用水

路、流れの緩やかな河

川の中流域 

13   テナガエビ ヒラテテナガエビ       NT※50         河川上中流域 

14    テナガエビ         AN       河川 

小計 6 目 10 科 14 種 1 種 0 種 6 種 6 種 8 種 6 種 0 種 1 種  

合計 50 目 171 科 434 種 10 種 10 種 184 種 306 種 196 種 150 種 0 種 3 種 ― 

注：1.哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物の種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 

平成 30 年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 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）に準拠した。 

2.選定基準は、表 4.3-4 に対応する。各選定基準の原記載等は次のとおりである。 

※1：ニホンカワネズミで掲載、※2：ヒバミズラモグラで掲載、※3：コモグラ（西日本産小型アズマモグ

ラ）で掲載、※4：中国地方のシナノホオヒゲコウモリで掲載、※5：ニホンコテングコウモリで掲載、

※6：中国地方のニホンリスで掲載、※7：ニホンモモンガで掲載、※8：ホンシュウカヤネズミで掲載、

※9：西中国地域のツキノワグマで掲載、※10：ニホンツキノワグマで掲載、※11：ニホンイタチで掲載、

※12：種ヒシクイで掲載、亜種ヒシクイの場合 VU、亜種オオヒシクイの場合 NT、※13：アビ類（シロエリ
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オオハム、オオハム、アビ）で掲載、※14：スッポン（ニホンスッポン）で掲載、※15：スッポンで掲載

、※16：ガロアムシ類で掲載、※17：アカスジオオカスミカメムシで掲載、※18：オキナワルリチラシで

掲載、※19：スジグロチャバネセセリで掲載、※20：スギタニルリシジミで掲載、※21：ゴマシジミで掲

載、※22：ゴマシジミ中国・四国亜種で掲載、※23：シルビアシジミ本土亜種で掲載、※24：ヒメヒカゲ

中部・近畿・中国地方亜種で掲載、※25：ウラジャノメで掲載、※26：ウラナミジャノメ日本本土亜種で

掲載、※27：ジャコウアゲハで掲載、※28：オナガミズアオで掲載 、※29：ネブトクワガタで掲載 、

※30：キンキコルリクワガタで掲載、※31：アカマダラコガネで掲載 、※32：アカマダラハナムグリ（ア

カマダラコガネ）で掲載、※33：ヤマトタマムシで掲載、※34：ヒゲシロホソコバネカミキリで掲載、

※35：オオセイボウ本土亜種で掲載、※36：スナヤツメ（スナヤツメ南方種）で掲載、※37：サクラマス

（ヤマメ）で掲載、※38：サクラマスで掲載、※39：サツキマス（アマゴ）で掲載、※40：サツキマスで

掲載、※41：日本海系イトヨで掲載、※42：メダカ（メダカ南日本集団）で掲載、※43：メダカで掲載 、

※44：カマキリ（アユカケ）で掲載、※45：アユカケ（カマキリ）で掲載 、※46：カジカ大卵型で掲載、

※47：カジカ（大卵型：河川陸封型）で掲載、※48：ウツセミカジカ（小卵型・中卵型・両側回遊型）で

掲載、※49：カワヨシノボリ斑紋型で掲載、※50：ヒラテテナガエビ（ヤマトテナガエビ）で掲載  

3.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「改訂しまねレッドデータブック 2014 動物編－島根県の絶滅のおそれのある野生動物－」 

（島根県環境生活部自然環境課、平成 26 年） 

「広島県の絶滅のおそれのある野生生物（第 3 版）－レッドデータブックひろしま 2011」 

（広島県、平成 24 年） 

「北広島町レッドデータブック 2012」（北広島町教育委員会 高原の自然館、平成 24 年） 

「レッドデータブック 2014－絶滅のおそれのある野生生物－2 鳥類」（環境省、平成 26 年） 

「レッドデータブック 2014－絶滅のおそれのある野生生物－4 汽水・淡水魚類」（環境省、平成 27 年） 

「レッドデータブック 2014－絶滅のおそれのある野生生物－5 昆虫類」（環境省、平成 27 年） 

「レッドデータブック 2014－絶滅のおそれのある野生生物－6 貝類」（環境省、平成 26 年） 

「福井県の絶滅のおそれのある野生動植物」（福井県、平成 28 年） 

「高知県レッドデータブック 2018 動物編」（高知県、平成 30 年） 

「原色昆虫大図鑑Ⅲ」（北陸館、昭和 40 年） 

「原色昆虫大図鑑Ⅰ（蝶・蛾篇）」（北陸館、昭和 38 年） 

「日本産カミキリムシ」（東海大学出版会、平成 19 年） 

「原色日本昆虫図鑑」（保育社、昭和 52 年） 
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②  動物の注目すべき生息地 

注目すべき生息地については、表 4.3-6 に示す法令や規制等の選定基準に基づき、学術上

又は希少性の観点から選定した。事業実施想定区域及びその周囲における注目すべき生息地

を図 4.3-3 に示す。 

事業実施想定区域の周囲に位置する 3 市町（益田市、北広島市、安芸太田町）では、国指

定の特別天然記念物であるコウノトリ、トキ、オオサンショウウオ及び天然記念物のヤマネ、

マガン、カラスバト、オジロワシ等が確認されている。 

事業実施想定区域及びその周囲では、6 地区の鳥獣保護区及び生物多様性の保全の鍵にな

る重要な地域（KBA）の「西中国山地」が存在する。生物多様性の保全の鍵になる重要な地域

（KBA）の分布状況は、事業実施想定区域に隣接するものの、事業実施想定区域には含まれて

いない。 
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表 4.3-6(1) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他資料 

「文化財保護法」（昭和 25 年法律

第 214 号、最終改正：平成 30 年 6

月 8 日）、「島根県文化財保護条

例」（昭和 30年島根県条例第 6 号）、

「益田市文化財保護条例」（平成 16

年益田市条例第 156 号）、「広島県

文化財保護条例」（昭和 27 年広島

県条例第 47 号）、「北広島町文化

財保護条例」（平成 17 年北広島町

条例第 103 号）及び「安芸太田町文

化財保護条例」（平成 16 年安芸太

田町条例第 94 号）に基づく天然記

念物 

特天：特別天然記念物 

国天：天然記念物 

島天：島根県天然記念物 

広天：広島県天然記念物 

益天：益田市天然記念物 

北天：北広島町天然記念物 

安天：安芸太田町天然記念物 

「国指定文化財等データベース」（文

化庁 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「島

根県の文化財」（島根県 HP、閲覧:令

和元年 5 月）、「広島県の文化財」（広

島県教育委員会 HP、閲覧:令和元年 5

月）、「益田市所在の市指定文化財一

覧」（益田市 HP、閲覧:令和元年 5 月）、

「北広島町の文化財」（北広島町 HP、

閲覧:令和元年 5 月）、「文化財につ

いて紹介します」（安芸太田町 HP、

閲覧:令和元年 5 月） 

「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、最終改正：平成 29

年 6 月 2 日）及び「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、最終改正：平成 31 年 3 月 30

日）に基づく国内希少野生動植物

等 

生息：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施行令」（平成

5 年政令第 17 号、最終改正：平成 31

年 3 月 30 日） 

「島根県自然環境保全条例」（昭和

48 年島根県条例第 24 号） 

特別：特別地区 

保護：野生動植物保護地区 

普通：普通地区 

「島根県自然環境保全条例」（島根県

HP、閲覧：令和元年 5 月） 

「広島県自然環境保全条例」（昭和

47 年広島県条例第 63 号） 

特別：特別地区 

保護：野生動植物保護地区 

普通：普通地区 

「広島県自然環境保全条例」（島根県

HP、閲覧：令和元年 5 月） 

「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、最終改正：平成 27

年 3 月 31 日） 

都道府県指定鳥獣保護区 

国指定鳥獣保護区 

特：特別保護地区 

特指：特別保護指定区域 

「国土数値情報  鳥獣保護区デー

タ」（国土交通省 HP、閲覧：令和元年

5 月） 
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表 4.3-6(2) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他資料 

「生物多様性の観点から重要度の

高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令

和元年 5 月） 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・

マングローブ林、藻場、サンゴ礁の

うち、生物の生育・生息地として典

型的または相当の規模の面積を有し

ている場合 

基準 2：希少種、固有種等が生育・生息して

いる場合 

基準 3：多様な生物相を有している場合 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当数の

割合の個体数が生息する場合 

基準 5：生物の生活史の中で不可欠な地域

（採餌場、産卵場等）である場合 

※バイオーム：それぞれの環境に生きている

生物全体 

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。 

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。 

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。 

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。 

「生物多様性の観点から重要度の

高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和

元年 5 月） 

「生物多様性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、閲覧：令和元年 5 月） 

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 

「Key Biodiversity Area 生物多様

性保全の鍵になる重要な地域」（コ

ンサベーション・インターナショナ

ル・ジャパン HP、閲覧：令和元年 5

月） 
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図 4.3-3 動物の注目すべき生息地  

「国土数値情報 鳥獣保護区データ」（国土交通省 HP、閲覧：令和元年 5

月）、「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、閲覧：令和元年 5 月） 

より作成 
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③  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重要な種及び注目すべき生息地に

ついて表 4.3-7 に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-7(1) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 A） 

意見聴取日：令和元年 7 月 21 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（コウモリ

類） 

【所属：民間団体会員】 

・事業実施想定区域周囲は中国地方においてよい環境の残っているエリアである。 

・文献資料調査においてモリアブラコウモリが確認されているが、本地方では臥龍山のみで確認

されている。高所を飛翔する種でありバットストライクの可能性があることから注意が必要で

ある。 

・モリアブラコウモリは捕獲が難しい種であるため音声調査はしっかりと実施して欲しい。な

お、音声についても明確にモリアブラコウモリであると判断できないためアブラコウモリ属や

ユビナガコウモリ属といった近い周波数帯が確認されたら注意が必要である。 

・詳細なルートは判明していないがユビナガコウモリの移動ルートである可能性があるため、4 月

～12 月（積雪の状況によっては通年）といった長期の音声調査を実施して欲しい。 

・本地域ではモリアブラコウモリについての把握が大切である。今後の予測評価において、現地

調査の結果 20kHz 帯に比べ 50kHz 帯のピークが小さい場合でも注意が必要である。 

・文献資料調査では確認されておらず区域より南の情報ではあるが、山口県の県境にてクロホオ

ヒゲコウモリが確認されている。今後の調査において特に臥龍山周辺で確認された場合には注

意が必要である。 

 

表 4.3-7(2) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 B） 

意見聴取日：令和元年 7 月 1 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（鳥類） 

【所属：研究機関職員】 

・収集されている既存資料については概ね問題ないだろう。 

・計画地周辺はあまり調査がなされていないところである。 

・既存資料では猛禽類の渡りルートにあまり該当していないこととなっているが、通過していると

考えられるので、現地調査は適切に実施してほしい。 

・クマタカは周辺に生息している可能性が考えられるだろう。 

・ヤイロチョウはこの地域に生息している可能性が考えられる。 

・コルリも生息しているかもしれない。標高 800～1000m くらいでササが生えているような場所が

あれば生息可能性が考えられる。 

・ミヤマホオジロは八幡原で繁殖しているため、この地域には夏も生息しているかもしれない。 

・小鳥類について、繁殖期に適切に調査を実施し、生息状況を把握してほしい。5 月下旬～6 月中旬

頃に調査を実施するのがよいだろう。 

・近隣には既設風力発電所や、計画中の風力発電事業がある。複合的な影響が考えられるだろう。

複合的な影響にかかる予測手法など、確立されたものはないと思うが、最新の知見等も参照しな

がら検討していってほしい。 

→（事業者）動物、特に鳥類などの複合的な影響について、準備書時点で検討することになると考

えている。手法についてはご指摘のとおりまだ確立されていないので、それまでに検討すること

となる。ただし、1 事業者が他事業者のエリアを含めて調査し、それぞれのエリアを評価するこ

とは、民間事業者同士であり難しい。他事業者の実施した調査結果を参照して、複合的な影響を

検討する方法も考えられるが、他事業者のエリアの調査結果の参照については、他事業者の対応

方針次第の側面があり難しい場合も考えられる。今後の複合影響の考え方については関係機関も

含めてよく検討していきたいと考えている。 
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表 4.3-7(3) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 C） 

意見聴取日：令和元年 7 月 10 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（鳥類） 

【所属：個人研究家】 

・現地を見たが、スギ植林が多く、希少な鳥がたくさん出てくるという環境ではない印象である。 

・計画地周辺を調査しているデータはほとんどないだろう。 

・ソウシチョウは広く生息している。 

・サシバは計画地周辺の麓で営巣している可能性がある。 

・コナラやミズナラの二次林について大径木のあるよい林はあまり残っていない印象である。 

・一般国道 191 号沿いではクマを目撃したことがある。 

・既存資料がほとんどないため、現地調査を適切に実施し、現状を把握してほしい。 

 

表 4.3-7(4) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 D） 

意見聴取日：令和元年 6 月 27 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（昆虫類） 

【所属：研究機関職員】 

・既存データはほとんどないところである。  

・収集されている既存文献はおおむね問題ないだろう。 

・適切に現地調査を実施し、現状を把握し、影響低減できるよう事業計画を検討していってほしい。 

・事業実施想定区域内の文献記録はほとんど無いと思われるが、隣接地の裏匹見峡周辺については

昆虫類の重要な文献記録があるので、調査を行う際には十分参照していただきたい。 

・沢について、区域内に表流水があるようなところがあれば、渓流性の生物は留意して調査する必

要があるだろう。 

・ゴギが周辺に生息している可能性が考えられる。 

・周辺地域であるが、紙祖川※ではナガレタゴガエルが生息しているとの情報がある。 

・カスミサンショウウオについては最近分類が変わったので確認されたい。 

※：紙祖川は図 3.1-10 の範囲外に位置する。 
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表 4.3-7(5) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 E） 

意見聴取日：令和元年 7 月 2 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（水生生

物） 

【所属：大学教員】 

・周辺の河川にはオオサンショウウオが生息している可能性が考えられる。 

・このあたりはあまり調査がなされていないところである。 

・水生生物への影響については、工事中にいかに濁水を出さずに開発できるかがポイントになる。

直接改変はなされないと思うので、間接的な影響を低減することが重要。 

・沈砂池は確実に設置すること。また、各ヤードに複数個設置するのがよいだろう。放流点を集中

させるのではなく、分散させることが重要。集中させて放流すると、例えば下層植生が貧相なと

ころでは土砂が崩れるリスクも増大すると考えられる。 

・水生生物の調査地点について、下流側をどこまで調査するか検討が必要だろう。計画地周辺だけ

ではなく、表匹見峡付近まで念のため調査した方がよいのではないか。また、取付道路周辺も調

査は必要になるだろう。 

・水生生物の調査について、地点だけピンポイントで調査するのではなく、ある程度の範囲踏査す

るようにしてほしい。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域と重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の重ね合わせにより、直接的

な改変の有無による生息環境の変化及び施設の稼働に伴う影響を整理した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は、図

4.3-4 のとおり、現存植生図の凡例は表 4.3-8 のとおりである。主にブナクラス域代償植生の

ブナ－ミズナラ群落やクリ－ミズナラ群集等の落葉広葉樹林及びスギ・ヒノキ・サワラ植林が

広がっており、その中にアカマツ群落（Ⅴ）や伐採跡地群落がパッチ状に分布するほか、ブナ

クラス域自然植生のスギ－ブナ群集やクロモジ－ブナ群集、チャボガヤ－イヌブナ群集も点在

している。 

事業実施想定区域内の環境は、主にブナクラス域代償植生のブナ－ミズナラ群落やクリ－ミ

ズナラ群集、アカマツ群落（Ⅴ）、伐採跡地群落（Ⅴ）、植林地、耕作地植生のスギ・ヒノキ・

サワラ植林といった樹林環境となっている。 

 

①  動物の重要な種 

植生の分布状況を踏まえ、改変による生息環境の変化に伴う動物の重要な種に対する影響

を予測した。予測結果は表 4.3-9 のとおりである。 
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図 4.3-4(1) 現存植生図と事業実施想定区域  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第

6-7 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月） 

   より作成 

注：植生図の凡例は表 4.3-8 のとおりである。 
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図 4.3-4(2) 現存植生図と事業実施想定区域(南西部)  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第

6-7 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月） 

   より作成 
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図 4.3-4(3) 現存植生図と事業実施想定区域(北東部)

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第

6-7 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月） 

   より作成 
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表 4.3-8 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 スギ－ブナ群落 110103 

  
 

2 クロモジ－ブナ群集 110104 

  
 

3 チャボガヤ－イヌブナ群集 130201 

  
 

4 ツガ群落 140600 

  
 

5 ジュウモンジシダ－サワグルミ群集 160101 

  
 

6 ケヤキ群落（ＩＶ） 160400 

  
 

7 ハンノキ群落（ＩＶ） 170200 

  
 

8 ヤナギ高木群落（ＩＶ） 180100 

ブナクラス域代償植生 
 

9 ブナ－ミズナラ群落 220100 

  
 

10 クリ－ミズナラ群集 220102 

  
 

12 コナラ群落（Ｖ） 220500 

  
 

13 アカシデ－イヌシデ群落（Ｖ） 220700 

  
 

14 アカマツ群落（Ｖ） 230100 

  
 

15 落葉広葉低木群落 240000 

  
 

16 ササ群落（Ｖ） 250100 

  
 

17 チマキザサ群落（Ｖ） 250102 

  
 

18 ススキ群団（Ｖ） 250200 

  
 

19 伐採跡地群落（Ｖ） 260000 

ヤブツバキクラス域自然植生  20 ウラジロガシ群落 270500 

  
 

21 モミ群落（ＶＩ） 280100 

  
 

22 ケヤキ群落（ＶＩ） 300100 

  
 

24 ヤナギ低木群落（ＶＩ） 320200 

ヤブツバキクラス域代償植生 
 

25 シイ・カシ二次林 400100 

  
 

26 コナラ群落（ＶＩＩ） 410100 

  
 

28 アカマツ群落（ＶＩＩ） 420100 

  
 

29 タケ・ササ群落 430000 

  
 

30 低木群落 440000 

  
 

32 ススキ群団（ＶＩＩ） 450100 

  
 

33 伐採跡地群落（ＶＩＩ） 460000 

河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等 
 

34 ヌマガヤオーダー 470200 

  
 

36 ツルヨシ群集 470501 

植林地、耕作地植生 
 

37 スギ・ヒノキ・サワラ植林 540100 

  
 

38 アカマツ植林 540200 

  
 

39 カラマツ植林 540700 

  
 

40 その他植林 541000 

  
 

41 竹林 550000 

  
 

42 ゴルフ場・芝地 560100 

  
 

43 牧草地 560200 

  
 

44 路傍・空地雑草群落 570100 

  
 

45 放棄畑雑草群落 570101 

  
 

46 果樹園 570200 

  
 

47 畑雑草群落 570300 

  
 

48 水田雑草群落 570400 

  
 

49 放棄水田雑草群落 570500 

その他 
 

50 市街地 580100 

  
 

51 緑の多い住宅地 580101 

   52 造成地 580400 

  
 

53 開放水域 580600 

  
 

54 自然裸地 580700 

注：1．図中 No は図 4.3-4 の現存植生図内の番号に対応する。 
2．統一凡例 No.とは、「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6～7 回（1999～2012/2013～）」（環境 

省 HP、閲覧:令和元年 5 月）の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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表 4.3-9(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

哺乳類 

樹林 

ミズラモグラ、アズマモグラ、ニホンリス、ホンド

モモンガ、ヤマネ、カヤネズミ、ツキノワグマ、イ

タチ 

（8 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可能性があ

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。 

樹林 

コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、フジ

ホオヒゲコウモリ、モモジロコウモリ、モリアブラ

コウモリ、ヒナコウモリ、ユビナガコウモリ、コテ

ングコウモリ、テングコウモリ 

（9 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可能性があ

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。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴い

バットストライクへの影響が生じる可能

性があると予測する。 

水辺（河川） 

カワネズミ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在しないことから、直接改変による生息環

境への影響はないと予測する。ただし、工

事実施箇所によっては、濁水等の流出によ

る生息環境への一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 

鳥類 

樹林、草地等 

カラスバト、ミゾゴイ、ササゴイ、マナヅル、ジュ

ウイチ、カッコウ、ヨタカ、アマツバメ、ハチクマ、

ツミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、イヌ

ワシ、クマタカ、オオコノハズク、コノハズク、フ

クロウ、アオバズク、トラフズク、コミミズク、ア

カショウビン、ブッポウソウ、チョウゲンボウ、コ

チョウゲンボウ、ヤイロチョウ、サンショウクイ、

サンコウチョウ、チゴモズ、アカモズ、コシアカツ

バメ、オオムシクイ、センダイムシクイ、マキノセ

ンニュウ、オオヨシキリ、コヨシキリ、セッカ、キ

バシリ、ホシムクドリ、マミジロ、シロハラ、コマ

ドリ、コルリ、ノビタキ、コサメビタキ、イワミセ

キレイ、コイカル、シラガホオジロ、ホオアカ、ミ

ヤマホオジロ、ノジコ、クロジ 

（53 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可能性があ

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。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴い

バードストライクへの影響が生じる可能

性があると予測する。 

水辺（水田、

河川、池沼、

湿地、海岸

等） 

ヒシクイ、マガン、コハクチョウ、オオハクチョウ、

ツクシガモ、アカツクシガモ、オシドリ、トモエガ

モ、カイツブリ、コウノトリ、サンカノゴイ、ヨシ

ゴイ、オオヨシゴイ、ゴイサギ、チュウサギ、コサ

ギ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、ナベヅル、シマ

クイナ、クイナ、ヒクイナ、バン、ケリ、イカルチ

ドリ、コチドリ、シロチドリ、セイタカシギ、オオ

ジシギ、ホウロクシギ、タカブシギ、イソシギ、ハ

マシギ、タマシギ、コアジサシ、ミサゴ、オジロワ

シ、オオワシ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、ヤマ

セミ、ハヤブサ 

（42 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在しないことから、直接改変による生息環

境への影響はないと予測する。ただし、工

事実施箇所によっては、濁水等の流出によ

る生息環境への一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴いバ

ードストライクへの影響が生じる可能性

があると予測する。 

水辺（海洋） 

アビ、オオミズナギドリ 

（2 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在せず、事業の実施による改変はないこと

から、影響はないと予測する。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴いバ

ードストライクへの影響が生じる可能性

があると予測する。 
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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。 

表 4.3-9(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

爬虫類 

樹林、草地等 

ニホンヤモリ、ニホントカゲ、タカチホヘビ、ジム

グリ、シロマダラ、ヒバカリ 

（6 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可能性がある

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。 

水辺（水田、

河川、池沼

等） 

ニホンイシガメ、ニホンスッポン 

（2 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在しないことから、直接改変による生息環

境への影響はないと予測する。ただし、工

事実施箇所によっては、濁水等の流出によ

る生息環境への一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 

両生類 

樹林・水域 

カスミサンショウウオ、ブチサンショウウオ、ヒダ

サンショウウオ、ハコネサンショウウオ、ニホンヒ

キガエル、タゴガエル、ナガレタゴガエル、モリア

オガエル 

（8 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在または存在する可能性があるものの、河

川や湖沼等の水域は直接の改変を行わな

い。ただし、樹林環境については一部が改

変される可能性があることから、生息環境

の変化に伴い影響が生じる可能性がある

と予測する。ただし、工事実施箇所によっ

ては、濁水等の流出による生息環境への一

時的な影響が生じる可能性が考えられる。 

水辺（水田、

河川、池沼

等） 

オオサンショウウオ、アカハライモリ、ニホンアカ

ガエル、トノサマガエル、カジカガエル 

（5 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在しないことから、直接改変による生息環

境への影響はないと予測する。ただし、工

事実施箇所によっては、濁水等の流出によ

る生息環境への一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 
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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。 

表 4.3-9(3) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

昆虫類 樹林 

マメカマドウマ、クツワムシ、ガロアムシ、

Galloisiana属、アヤヘリハネナガウンカ、キスジ

ハネビロウンカ、キノカワハゴロモ、カタビロクサ

ビウンカ、スケバハゴロモ、コエゾゼミ、アカエゾ

ゼミ、エゾゼミ、キュウシュウエゾゼミ、ヒメハル

ゼミ、チッチゼミ、エゾハルゼミ、ハルゼミ、ムネ

アカアワフキ、ゴミアシナガサシガメ、クビアカサ

シガメ、ヒゲナガサシガメ、ヒラタハナカメムシ、

アカスジオオカスミカメ、クヌギヒイロカスミカ

メ、オオメダカナガカメムシ、フトハサミツノカメ

ムシ、エゾツノカメムシ、ウシカメムシ、アオクチ

ブトカメムシ、アカアシクチブトカメムシ、オキナ

ワルリチラシ本土亜種、キバネセセリ、ミヤマチャ

バネセセリ、スジグロチャバネセセリ北海道・本州・

九州亜種、ウスイロオナガシジミ、ウラゴマダラシ

ジミ、スギタニルリシジミ本州亜種、ヒサマツミド

リシジミ、ヒロオビミドリシジミ、エゾミドリシジ

ミ、オオミドリシジミ、ウラジロミドリシジミ、ハ

ヤシミドリシジミ、ミヤマカラスシジミ、カラスシ

ジミ、ウラナミアカシジミ、クロシジミ、フジミド

リシジミ、キマダラルリツバメ、ゴイシシジミ、ウ

ラキンシジミ、クロヒカゲモドキ、アサマイチモン

ジ、ウラジャノメ本州亜種、ミスジチョウ、オオム

ラサキ、ギフチョウ、オナガアゲハ、スジボソヤマ

キチョウ、フジキオビ、シロシモフリエダシャク、

スカシサン、ワタナベカレハ、オナガミズアオ本土

亜種、クロウスタビガ、スキバホウジャク、ギンボ

シスズメ、ナカスジシャチホコ、タッタカモクメシ

ャチホコ、エゾクシヒゲシャチホコ、ゴマシオケン

モン、ツクシカラスヨトウ、コシロシタバ、ヨシノ

キシタバ、ムラサキシタバ、カバフキシタバ、ヒメ

シロシタバ、ヒメネグロケンモン、ホソバミツモン

ケンモン、ムラサキミツボシキリガ、スギタニゴマ

ケンモン、クロカタビロオサムシ、マシダナガゴミ

ムシ、タイシャクナガチビゴミムシ、オオセンチコ

ガネ、ネブトクワガタ本土亜種、マダラクワガタ、

オオクワガタ、ヒメオオクワガタ、コルリクワガタ

近畿亜種、ルリクワガタ、オニクワガタ、アオアシ

ナガハナムグリ、アカマダラハナムグリ、ホソコハ

ナムグリ、オオチャイロハナムグリ、シロスジコガ

ネ、シラホシダエンマルトゲムシ、タマムシ、アオ

マダラタマムシ、ガロアムネスジダンダラコメツ

キ、ムネアカツヤケシコメツキ、ヒメボタル、ルリ

ヒラタムシ、オオキノコムシ、フタスジカタビロハ

ナカミキリ、オオアオカミキリ、シロオビトラカミ

キリ、ヨコヤマヒゲナガカミキリ、クロサワヒメコ

バネカミキリ、イッシキキモンカミキリ、オオクロ

カミキリ、スネケブカヒロコバネカミキリ、クロソ

ンホソハナカミキリ、ヒゲジロホソコバネカミキ

リ、オオホソコバネカミキリ、ダイセンセダカコブ

ヤハズカミキリ、ルリボシカミキリ、ヨツボシカミ

キリ、アヤモンチビカミキリ、トラフホソバネカミ

キリ、ミツギリゾウムシ、タカハシトゲゾウムシ、

トサヤドリキバチ、オオセイボウ、キバジュズフシ

アリ、トゲアリ、キオビホオナガスズメバチ本州亜

種、クロマルハナバチ、マイマイツツハナバチ 

（130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可能性がある

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。 
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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。 

表 4.3-9(4) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

昆虫類 

草地 

コバネヒメギス、カヤキリ、ショウリョウバッタモ
ドキ、セグロイナゴ、フクロクヨコバイ、クロバア
カサシガメ、コリヤナギグンバイ、シロヘリツチカ
メムシ、キバネツノトンボ、ホシチャバネセセリ、
ギンイチモンジセセリ、オオチャバネセセリ、チャ
マダラセセリ、ゴマシジミ中国・九州亜種、シルビ
アシジミ、ウラギンスジヒョウモン、ヒメヒカゲ本
州西部亜種、メスグロヒョウモン、オオウラギンヒ
ョウモン、クモガタヒョウモン、ウラナミジャノメ
本土亜種、ジャコウアゲハ本土亜種、ツマグロキチ
ョウ、キシタアツバ、セアカオサムシ、ホソハンミ
ョウ、ムネアカセンチコガネ、オオフタホシマグソ
コガネ、オオマグソコガネ、ゴホンダイコクコガネ、
ツノコガネ、マクガタテントウ、ヒメビロウドカミ
キリ、ネギオオアラメハムシ、フクイアナバチ 

（35 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可能性がある
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。 

その他（露岩
地） 

ホシミスジ近畿地方以西亜種 
（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存
在する可能性があり、その一部が改変され
る可能性があることから、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。 

その他（古い
人家） 

ヤネホソバ 
（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存
在せず、事業の実施による改変はないこと
から、影響はないと予測する。 

昆虫類 
水辺（河川・
池沼・湿地・
水域等） 

コバネアオイトトンボ、ホソミイトトンボ、ベニ
イトトンボ、モートンイトトンボ、グンバイトン
ボ、アオハダトンボ、ムカシトンボ、アオヤン
マ、ルリボシヤンマ、カトリヤンマ、サラサヤン
マ、ミヤマサナエ、キイロサナエ、ヒロシマサナ
エ、ヒメサナエ、タベサナエ、ムカシヤンマ、キ
イロヤマトンボ、エゾトンボ、ハッチョウトン
ボ、マイコアカネ、マダラナニワトンボ、ヒメア
カネ、ミヤマアカネ、ノコギリカメムシ、イトア
メンボ、ホッケミズムシ、オオミズムシ、コオイ
ムシ、タガメ、ヒメミズカマキリ、トゲナベブタ
ムシ、コバンムシ、ヤマトセンブリ、ビワアシエ
ダトビケラ、カラフトゴマフトビケラ、コキマダ
ラセセリ、ミドリシジミ、ヒメシジミ本州・九州
亜種、ヒョウモンモドキ、ミヤマキシタバ、トビ
イロアカガネヨトウ、ニホンアミカモドキ、アイ
ヌハンミョウ、コニワハンミョウ、エリザハンミ
ョウ、コハンミョウ、チャイロマメゲンゴロウ、
クロゲンゴロウ、ゲンゴロウ、シャープゲンゴロ
ウモドキ、マルガタゲンゴロウ、シマゲンゴロ
ウ、ケシゲンゴロウ、ルイスツブゲンゴロウ、シ
ャープツブゲンゴロウ、マルチビゲンゴロウ、オ
オヒメゲンゴロウ、オオミズスマシ、コミズスマ
シ、ヒメミズスマシ、ミズスマシ、コオナガミズ
スマシ、ムツボシツヤコツブゲンゴロウ、セスジ
ダルマガムシ、ナカネダルマガムシ、ウスイロツ
ヤヒラタガムシ、スジヒラタガムシ、コガムシ、
エゾコガムシ、ガムシ、コガタガムシ、ミユキシ
ジミガムシ、ヒゲコガネ、ヨコミゾドロムシ、ク
ロサワドロムシ、ハガマルヒメドロムシ、セマル
ヒメドロムシ、ケスジドロムシ、ハンノキカミキ
リ、ツマキトラカミキリ、セラネクイハムシ、ク
ロガネネクイハムシ、キンイロネクイハムシ、カ
ツラネクイハムシ、ツヤネクイハムシ、イネネク
イハムシ、アキミズクサハムシ、ミズバチ 

（89 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存
在しないことから、直接改変による生息環
境への影響はないと予測する。ただし、工
事実施箇所によっては、濁水等の流出によ
る生息環境への一時的な影響が生じる可
能性が考えられる。 
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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。 

表 4.3-9(5) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

魚類 

水辺（水田、

河川、池沼、

用水路等） 

スナヤツメ南方種、カワヤツメ、ニホンウナギ、ギ

ンブナ、アブラボテ、ワタカ、ハス、ムギツク、タ

モロコ、ホンモロコ、ゼゼラ、ズナガニゴイ、ドジ

ョウ、イシドジョウ、アカザ、ゴギ、サクラマス、

サクラマス（ヤマメ）、サツキマス、サツキマス（ア

マゴ）、ニホンイトヨ、ミナミメダカ、オヤニラミ、

カマキリ、カジカ、カジカ中卵型、イシドンコ、カ

ワヨシノボリ、オオヨシノボリ 

（29 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在しないことから、直接改変による生息環

境への影響はないと予測する。ただし、工

事実施箇所によっては、濁水等の流出によ

る生息環境への一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 

底生 

動物 

水辺（水田、

河川、池沼、

用水路等） 

マルタニシ、オオタニシ、ヒラマキミズマイマイ、

カワコザラガイ、カワシンジュガイ、マツカサガイ、

マシジミ、ドブシジミ、ホウネンエビ、ヤマトヌマ

エビ、ヒメヌマエビ、ミナミヌマエビ、ヒラテテナ

ガエビ、テナガエビ 

（14 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在しないことから、直接改変による生息環

境への影響はないと予測する。ただし、工

事実施箇所によっては、濁水等の流出によ

る生息環境への一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 

 

②  注目すべき生息地 

注目すべき生息地の情報として、事業実施想定区域の周囲において、鳥獣保護区である「西

中国山地鳥獣保護区」、「苅尾鳥獣保護区」、「聖湖鳥獣保護区」、「樽床鳥獣保護区」、「三段峡

鳥獣保護区」及び「嵯峨谷鳥獣保護区」、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の

「西中国山地」が分布している。鳥獣保護区は事業実施想定区域に含まれておらず、生物多

様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）は事業実施想定区域に隣接するものの、事業実施想

定区域に含まれていないため直接の改変は行わないことから改変による影響はないと予測す

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、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避、又は低減されている

かを評価した。 

 

(2)評価結果 

河川、湖沼といった水域、海岸等の水辺環境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であっても直接改変を行わないことから、重大な影響がないものと評価

する。ただし、水辺環境を主な生息環境とする重要な種については、今後検討する工事実施

箇所や該当種の生息場所によっては、濁水の流入等、間接的、一時的な影響が生じる可能性

が考えられる。樹林及び草地といった環境を主な生息環境とする重要な種及び動物の注目す

べき生息地においては、その一部が直接改変される可能性があることから、生息環境の変化

に伴う影響が生じる可能性があり、また、コウモリ類や鳥類については、事業実施想定区域

上空を利用する可能性があることから、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードスト

ライク等の重大な環境影響を受ける可能性があるが、事業実施想定区域を可能な限り絞り込

み、風力発電機の設置対象外を設定すること、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積

を低減することにより、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避、又は低減され

ていると評価する。 

 

【方法書以降の手続きにおいて留意する事項】 

方法書以降の手続きでは以下の事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測する。必要

に応じて環境保全措置を検討する。 

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

24 年）に準拠して生息状況の調査を実施する。 

・猛禽類やガン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

する。 

・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

した調査を実施する。 

・施設の稼働による影響として、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

空を利用することの影響が想定されるものの、風力発電機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、予測及び評価を実

施する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生息環境への

影響の低減を図る。 
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4.3.4 植物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

植物の重要な種、重要な植物群落及び巨樹・巨木林等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とした。 

 

(3)調査結果 

重要な種及び重要な植物群落は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認

された種について、表 4.3-10 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。 

 

表 4.3-10(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、最終改

正：平成 30 年 6 月 8 日）、

「島根県文化財保護条

例」（昭和 30 年島根県条

例第 6 号）、「益田市文化

財保護条例」（平成 16 年

益田市条例第 156 号）、

「広島県文化財保護条

例」（昭和 27 年広島県条

例第 47 号）、「北広島町

文化財保護条例」（平成 17

年北広島町条例第 103号）

及び「安芸太田町文化財

保護条例」（平成 16 年安

芸太田町条例第 94 号）に

基づく指定文化財 

特天：特別天然記念物 

国天：天然記念物 

島天：島根県天然記念物 

広天：広島県天然記念物 

益天：益田市天然記念物 

北天：北広島町天然記念物 

安天：安芸太田町天然記念物 

「国指定文化財等デ

ータベース」（文化

庁 HP、閲覧:令和元年

5 月）、「島根県の文

化財」（島根県 HP、

閲覧:令和元年 5

月）、「広島県の文

化財」（広島県教育

委員会 HP、閲覧:令和

元年 5 月）、「益田

市所在の市指定文化

財一覧」（益田市

HP、閲覧:令和元年 5

月）、「北広島町の

文化財」（北広島町

HP、閲覧:令和元年 5

月）、「文化財につ

いて紹介します」

（安芸太田町 HP、閲

覧:令和元年 5 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、最終改正：平成

29 年 6 月 2 日）及び「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、最終改正：平

成 31 年 3 月 30 日）に基

づく国内希少野生動植物

等 

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、最終改

正：平成 31 年 3 月 30

日） 

○   
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表 4.3-10(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 

③ 「環境省レッドリスト

2019」（環境省、平成 31

年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･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 

CR：絶滅危惧 IA 類･･･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 

EN：絶滅危惧 IB 類･･･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 

VU：絶滅危惧 II 類･･･絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧･･･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 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･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 

「環境省レッドリ

スト 2019 の公表

について」（環境

省 HP、閲覧:令和

元年 5 月） 

○   

④ 「改訂しまねレッドデー

タブック 2013 植物編－

島根県の絶滅のおそれの

ある野生植物－」（島根

県環境生活部自然環境

課、平成 25 年）の掲載

種 

EX：絶滅…島根県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧 I 類…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 

VU：絶滅危惧 II 類…現在の状態をもたらしている圧迫要因が

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 

NT：準絶滅危惧…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」として上位カテゴリー

に移行する要素を有するもの 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

「改訂しまねレッ

ドデータブック

2013 植物編－島

根県の絶滅のおそ

れのある野生植物

－」（島根県環境

生活部自然環境

課、平成 25 年） 

○   

⑤ 「広島県の絶滅のおそれ

のある野生生物（第 3

版）－レッドデータブッ

クひろしま 2011」（広島

県、平成 24 年）の掲載

種 

EX：絶滅…広島県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧 I 類…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。 

VU：絶滅危惧 II 類…絶滅の危険が増大している種 

現在の状態をもたらしている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」のランクに移行する

ことが確実と考えられるもの。 

NT：準絶滅危惧…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」として上位のカテゴリーに移

行する要素を有するもの。 

AN：要注意種…評価するだけの情報が不足している種、また

は、広島県の自然特性等から保護上の重要度の高い種 

現時点では絶滅危険度の評価は困難であるが、上記のカテ

ゴリーに移行する要素を有するもの。 

「広島県の絶滅の

おそれのある野生

生物（第 3 版）－

レッドデータブッ

クひろしま

2011」（広島県、

平成 24 年） 

○   

⑥ 「北広島町レッドデータ

ブック 2012」（北広島町

教育委員会 高原の自然

館、平成 24 年）の掲載種 

EX：絶滅…北広島町ではすでに絶滅したと考えられる種 

CR：絶滅危惧 IA 類…ごく近い将来における絶滅の危険性が極

めて高い種 

EN：絶滅危惧 IB 類…IA 類ほどではないが、近い将来における

絶滅の危険性が高い種 

VU：絶滅危惧 II 類…絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧…現時点では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 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

「北広島町レッド

データブック

2012」（北広島町

教育委員会 高原

の自然館、平成

24 年） 

○   
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表 4.3-10(3) 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 

⑦ 「島根県希少野生動植物

の保護に関する条例」（平

成 22年 3月島根県条例第

13 号）に基づく指定希少

野生動植物 

指定：指定希少野生動植物…この条例において「希少野生動

植物」とは、県内に生息し、又は生育する野生動植物

の種のうち、県内にその本来の生息地又は生育地を有

するものであって、種の存続に支障を来す程度にその

種の個体の数が著しく少ないもの、種の個体の数が著

しく減少しつつあるもの、種の個体の主要な生息地等

が消滅しつつあるもの、種の個体の生息又は生育の環

境が著しく悪化しつつあるもの、種の存続に支障を来

す事情があるものをいう 

「島根県希少野生

動植物の保護に関

する条例」（平成

22 年 3 月島根県

条例第 13 号） 

○   

⑧ 「広島県野生生物の種の

保護に関する条例」（平

成 6 年広島県条例第 1

号）に基づく指定希少野

生動植物 

指定：指定希少野生動植物…この条例において「指定野生生

物種」とは、その個体が県内に生息又は生育する緊急

に保護を要する野生生物の種であって、知事が指定す

るものをいう。  

「広島県野生生物

の種の保護に関す

る条例」（平成 6

年広島県条例第 1

号） 

○   

⑨ 「第 5 回自然環境保全基

礎調査 特定植物群落調

査報告書」（環境庁、平

成 12 年）に掲載されて

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いないもの 

G:乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極端に

少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H:その他､学術上重要な植物群落 

「第 5 回自然環境

保全基礎調査 特

定植物群落調査報

告書」（環境庁、

平成 12 年） 

  ○ 

⑩ 「植物群落レッドデー

タ・ブック」（NACS－

J,WWF Japan、平成 8

年）に掲載の植物群落 

4：緊急に対策必要 

3：対策必要 

2：破壊の危惧 

1：要注意 

「植物群落レッド

データ・ブック」

（NACS－J,WWF 

Japan、平成 8

年） 

  ○ 

⑪ 「1/2.5 万植生図を基に

した植生自然度につい

て」（環境省、平成 28 年）

に掲載の植生自然度 10及

び植生自然度 9 の植生 

植生自然度 10：自然草原（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） 

植生自然度 9 ：自然林（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群落等、

自然植生のうち低木林、高木林の植物社会を形

成する地区） 

「1/2.5 万植生図

を基にした植生自

然度について」

（環境省、平成

28 年） 

  ○ 
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①  重要な種の分布状況 

重要な種については、表 4.3-10 の選定基準に基づき選定した。 

重要な種は、表 4.3-11 のとおり、102 科426 種であったが、事業実施想定区域における確

認位置情報は得られなかった。 

なお、重要な種の生育環境については、「改訂しまねレッドデータブック 2013 植物編－島

根県の絶滅のおそれのある野生植物－」（島根県環境生活部自然環境課、平成 25 年）、「広島

県の絶滅のおそれのある野生生物（第 3 版）－レッドデータブックひろしま 2011」（広島県、

平成 24 年）、「北広島町レッドデータブック 2012」（北広島町教育委員会 高原の自然館、平

成 24 年）等を参照した。 

 

表 4.3-11(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

1 シダ植物 ヒカゲノカズラ ミズスギ    NT  VU   土手や明るい斜面 

2     スギラン   VU CR+EN CR+EN    温帯上部の樹幹 

3     マンネンスギ    CR+EN  VU   山地 

4 
  イワヒバ カタヒバ      VU   岩石面、地面上、樹木、道

路沿い、民家の斜面 

5   トクサ イヌスギナ    CR+EN     湿地 

6   ハナヤスリ ナツノハナワラビ    NT     やや陰湿な山地の林床 

7 
    コヒロハハナヤス

リ 
   DD     路傍、林下や集落内 

8 
    ハマハナヤスリ    DD VU    海岸の湿った砂地から川

原 

9 
  ゼンマイ ヤシャゼンマイ    VU  VU   渓流沿いの水しぶきがか

かるような場所 

10   コケシノブ ウチワゴケ    VU     岩上、樹幹 

11 
    コケシノブ      VU   寒冷地の樹幹や岩面、登山

道路沿いの岩面 

12 
  コバノイシカグ

マ 

イシカグマ    NT     海岸近くのやや乾燥した

斜面や林床 

13     オオフジシダ    NT     暖地の林下 

14 
    フジシダ    CR+EN CR+EN    山地の林下の地上や岩上

に群生 

15   ホングウシダ ホラシノブ      VU   道路脇の斜面、石垣 

16   シノブ シノブ    NT     岩上や樹幹上 

17 
  ミズワラビ ヒメミズワラビ    NT※1 NT※1    日当たりの良い湿地、水

田、水路など 

18 
    カラクサシダ    NT NT    空中湿度の高い場所の岩

上や樹幹 

19 
  シシラン シシラン    NT     暖地の山林中の岩上や樹

幹 

20   イノモトソウ ナチシダ    NT NT    山地の湿潤な林床 

21   チャセンシダ コバノヒノキシダ    NT  VU   岩上やコンクリート崖 

22     ホウビシダ    NT     渓流近くの湿った岩上 

23   トキワトラノオ      VU   川沿いの道路の岩面 

24     イワトラノオ    CR+EN     やや薄暗い岩上 

25 

    チャセンシダ 
     VU   

日当たりの良い石垣や岩

面、川沿いの道路脇、岩の

隙間、耕作地の石垣 

26 
  クルマシダ 

   NT VU    
山林中の比較的湿った地

上や、まれに岩上 

27 
  シシガシラ オオカグマ 

   NT     
平地から低山地のやや乾

燥した林下 

28   オシダ シノブカグマ    NT     山林 

29     イズヤブソテツ    CR+EN     山林 

30     オニヤブソテツ      VU   道路脇の斜面 

31 
    ツクシヤブソテツ 

   CR+EN     
山林中の比較的湿ったと

ころ 
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表 4.3-11(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

32 シダ植物 オシダ シラネワラビ      VU   標高の高い林下 

33     ツクシイワヘゴ    VU     林下の林床 

34     オシダ      NT   林下 

35 
    ヌカイタチシダ

モドキ 
   VU     低山地の林床 

36     ミヤマベニシダ      VU   渓谷下部、湿度が高い場所 

37 
    ミヤマクマワラ

ビ 
   VU     温帯林の林床 

38 
    イワイタチシダ    VU     深山の陰湿な森林中の湿

った岩壁 

39 
    アイアスカイノ

デ 
     NT   スギ植林地 

40     カタイノデ      VU   スギ植林地 

41     アマギイノデ      VU   山地の森林の林床 

42     ナメライノデ      VU   肥沃なスギ植林地 

43   ヒメシダ ホソバショリマ    CR+EN NT    里地の草原 

44     ハシゴシダ      VU   林道沿いの斜面 

45 

    ミゾシダモドキ 
   CR+EN     

林下の常時湿った状態に

ある若干土壌の堆積した

岩壁 

46 
  メシダ ウスヒメワラビ    NT     山地の湿度の高い杉林等

の林床 

47 
    ヘイケイヌワラ

ビ 
  VU CR+EN CR+EN    森林に覆われた陰湿な斜

面 

48 
    ミヤコイヌワラ

ビ 
   NT     山地の川沿いの多湿な林

床 

49 
    アリサンイヌワ

ラビ 
   VU※2     林下の陰湿な斜面の若干

土壌の堆積した場所 

50 
  

ヌリワラビ      VU   川沿いの道路脇の崖下 

51 
    ヤマホソバイヌ

ワラビ 
     VU   林道脇のやや湿った場所 

52 
    トゲヤマイヌワ

ラビ 
  CR   VU   林下 

53     ムクゲシケシダ    NT  VU   スギ林下の湿った環境 

54 
    ムサシシケシダ      VU   渓谷や川沿い等の湿った

場所 

55     オオヒメワラビ      VU   林下、道路脇の湿った場所 

56 
    ミヤマシケシダ

（広義） 
     VU※3   温帯域の深い森林中のや

や湿った所、林道脇の林下 

57     イワヤシダ     NT    山地の林下 

58 
    シロヤマシダ      VU   肥沃なスギ植林地、湿度の

高い場所 

59 

    コウヤワラビ 
     VU   

日当たりが良くやや湿っ

た土地、耕作地や広場の

縁、道路脇の草地 

60     フクロシダ    CR+EN NT    山地の林下の岩上 

61 

 ウラボシ ミツデウラボシ 

     VU   

低山地の岩面や斜面等日

当たりの良い場所、道路脇

の崖地 

62     クラガリシダ   EN CR+EN VU    陰湿な場所の樹幹や岩上 

63     ホテイシダ    CR+EN     林中の樹幹や岩上 

64     ヒメノキシノブ    VU     山地の岩 

65 
    ミヤマノキシノ

ブ 
     VU   

樹幹や岩面、ブナの樹幹 

66     サジラン    VU     林中の岩上や樹幹 

67     ヒメサジラン    NT     林中の岩上 

68 
    オシャグジデン

ダ 
     VU   

深山の樹幹や岩上 
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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。 

表 4.3-11(3) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

69 シダ植物 ウラボシ アオネカズラ    NT     低山地の樹幹や岩上 

70     ビロードシダ    VU※4     やや乾いた岩上 

71     イワオモダカ    CR+EN VU    深山の林中の岩上や樹幹 

72   アカウキクサ アカウキクサ   EN CR+EN NT    里地の農地 

73 
    オオアカウキクサ   EN NT NT    水田沿岸部の水田やため

池、溝、塩田跡 

74 
裸子植物 イチイ カヤ    NT     山地の尾根筋や露岩状の

痩せた土地 

75 離弁花類 クルミ オニグルミ      NT   渓谷沿い 

76   カバノキ サクラバハンノキ   NT NT     水湿地 

77     テングシデ     VU DD   山野 

78     アサダ      DD   山地の谷間、渓谷 

79   ブナ ブナ      NT   山地 

80 
 

ニレ オヒョウ      VU   広葉樹林帯、渓谷 

81   クワ イタビカズラ      NT   暖地の林内 

82   イラクサ ヤマトキホコリ      NT   山地の湿地 

83     キミズ    NT NT    常緑樹林下の陰湿地 

84 

    ミヤマミズ 
   VU     

山中の川の砂諜堆積地や

砂防堤上流部での砂泥が

堆積した場所 

85   ヤドリギ ホザキヤドリギ    VU※5 NT VU※5   コナラの樹幹 

86 
  タデ ハルトラノオ    VU     夏緑樹林内の渓流沿いか

ら斜面下部 

87 
    ナガバノヤノネグ

サ 
   VU     低山地の沢沿いの林下や

林縁 

88     ヤナギヌカボ   VU  VU    水湿地 

89 
    ナガバノウナギツ

カミ 
  NT      水際 

90 
    オオネバリタデ      NT   平地から山地の日当たり

のよい草地、草地の縁 

91 
    マダイオウ    NT NT    山間の水田脇や小川の辺

りの湿地 

92     コギシギシ   VU      畑地や過湿な裸地 

93   ナデシコ オグラセンノウ   VU  CR+EN   指定 湿地 

94     ワチガイソウ    VU VU    冷温帯夏緑林内 

95   モクレン オオヤマレンゲ    CR+EN VU VU   山地の森林 

96   クスノキ バリバリノキ    NT     おもに渓谷斜面 

97 
    ウスゲクロモジ      NT   標高の高い山野、渓谷、適

湿な森林 

98     シロモジ    NT     尾根筋、一部では渓流沿い 

99 
  ヤマグルマ ヤマグルマ      NT   適湿な谷間の崖、岩場、山

地、渓谷 

100  カツラ カツラ      VU   渓谷の林 

101 
  キンポウゲ サンヨウブシ 

   VU NT VU   
冷温帯夏緑林内のやや陰

湿な環境 

102     ニリンソウ    VU     山地林内、林縁 

103     ユキワリイチゲ    NT     山地林 

104     イチリンソウ      DD   林縁や林床 

105 
    アズマイチゲ 

   VU NT    
明るい夏緑林内の林床、林

縁 

106     エンコウソウ     NT VU   浅い水中や湿地 

107    リュウキンカ    VU  EN   水湿地 

108 
    カザグルマ 

  NT  NT VU   
道路、鉄道線路、川岸、水

田等に面した林縁部 

109     ミスミソウ   NT CR+EN     山地林内、林縁 

110 

    オキナグサ 

  VU VU VU CR   

山地草原から林縁の草地、

耕作地及び溜池の土堤、河

原等 
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表 4.3-11(4) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

111 
離弁花類 キンポウゲ カラマツソウ 

    VU    
山地上部にある開けた草

原 

112 
    ミヤマカラマツ     VU    落葉樹林下のやや湿った

岩場 

113   メギ ルイヨウボタン      NT   山地、深山の林床、樹林 

114 
  スイレン ジュンサイ    NT  NT   腐植栄養湖等酸性の止水

域 

115     コウホネ    NT     湖沼、溜池、水路 

116 
    ベニオグラコウ

ホネ 
    VU EN   ため池 

117     ヒツジグサ    NT     丘陵部及び平野部の溜池 

118   ドクダミ ハンゲショウ    NT NT    溜池の縁 

119   ウマノスズク ウスバサイシン    CR+EN  VU   夏緑樹林内 

120   サ サンヨウアオイ    NT     山地林内、林縁 

121 
    ヒメカンアオイ     VU VU   湿原のオオミズゴケの中

や畦道 

122 
  ボタン ヤマシャクヤク   NT  NT VU   山地の落葉樹林、スギ植林

で、渓側等適潤な林床 

123 
    ベニバナヤマシ

ャクヤク 
  VU CR+EN CR+EN    夏緑樹林内 

124 
  オトギリソウ ダイセンオトギ

リ 
   CR+EN NT    山頂、尾根筋の露岩地状の

乾燥する立地 

125     トモエソウ    VU     山間の水湿地 

126     コケオトギリ      NT   湿地の草丈が低い場所 

127 
  ケシ ヤマキケマン     VU    山地の半日陰にある岩上

など 

128 
    ナガミノツルキ

ケマン 
  NT      山中の半日陰地 

129   アブラナ ハナナズナ   CR  EX    平地 

130     ハナハタザオ   CR  AN    山地 

131 
  マンサク コウヤミズキ    NT  NT   夏緑広葉樹二次林からな

る山地の谷間から谷頭 

132 
 

  アテツマンサク   NT      山地の林内 

133 

  ベンケイソウ ミツバベンケイ

ソウ    NT     
渓流沿いの露岩地、山地路

傍の岩場、海岸沿いの岩場

等 

134     アオベンケイ    VU VU    ブナの古木の樹幹 

135     コモチレンゲ   VU      海岸の岩上 

136     ツメレンゲ   NT NT AN    露岩崖地、岩峯の岩場 

137 
 ユキノシタ シロバナネコノ

メ 
     VU※6   

谷沿いの林内にある湿地 

138 
    ホクリクネコノ

メソウ 
     VU※7   

山地の谷沿いの湿地 

139 
    ツルネコノメソ

ウ 
   CR+EN NT    

夏緑樹林内の沢沿い湿り

気の強い岩上 

140 
    キレンゲショウ

マ 
  VU CR+EN VU    

夏緑林内の湿り気の強い

地 

141 
    シラヒゲソウ 

   VU     
山間の小さな湿地や流れ

の縁 

142     ヤシャビシャク   NT VU CR+EN    多くはブナの古木に着生 

143     ヤグルマソウ      NT   やや湿った林床、谷沿い 

144   バラ シモツケソウ      DD   山地の草原 

145 
    ズミ 

     NT   
日当たりのよい適潤な山

地、日当たりのよい山野 

146 
    ヒメヘビイチゴ 

    NT DD   
ハンノキ林の林床や渓谷

の湿った林内 

147     イワキンバイ     CR+EN    ブナ林のやや乾いた岩場 

148 
    ツルキンバイ 

     VU   
日当たりの良い林床や岩

場、登山道沿い 

149     エゾヤマザクラ    NT※8  NT※9   夏緑樹二次林内 

150 
    クロイチゴ 

    AN    
低山から比較的高山の林

縁部 
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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。 

表 4.3-11(5) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 生育環境 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  

151 

離弁花類 バラ ハスノハイチゴ 
  NT   VU   

中国山地の比較的標高が

高い地域に分布し、ブナ林

周縁に生育 

152 

    サナギイチゴ 
  VU CR+EN AN    

ブナ林域より下部でウラ

ジロガシ林域の渓谷沿い

の地 

153 
    キビナワシロイ

チゴ 
   VU  VU※

10 
  山地林内から林縁 

154 
    ワレモコウ      NT   日当たりの良い草原、山地

の草原、田の畦 

155 
    コバナワレモコ

ウ 
     NT※

11 
  やや湿った草地 

156 
    ナンキンナナカ

マド 
   NT  VU   露岩状地やチャート岩盤

等の特殊な不安定な立地 

157 

    シモツケ 
   NT NT    

明るい夏緑二次林内や林

縁、山地草原、山中路傍の

草地等 

158 
 

  コゴメウツギ    DD     川岸岩崖から河川敷岩上 

159 
  マメ オオバヌスビト

ハギ 
   CR+EN     照葉樹林のより自然的な

状態の樹林 

160 
    クララ      NT   日当たりの良い山地の草

原や川原 

161 
    オオバクサフジ    DD     山地林緑、時には耕作地周

辺 

162 
  フウロソウ イヨフウロ   NT  NT※12    山頂付近の日当たりのよ

い、やや乾燥した草原 

163 
    ビッチュウフウ

ロ 
   VU  NT   山間の水湿地、湿原にまれ

に生育 

164   トウダイグサ ヒトツバハギ      NT   山野、石灰岩地域 

165   カエデ アサノハカエデ      NT   広葉樹林内 

166   ミツデカエデ      VU   渓谷周辺 

167 

    カジカエデ 

   VU     

山地の一部に存在する。夏

緑二次林内にまれに生え

る 

168     カラコギカエデ      NT   谷間、湿原、湿原周縁 

169     コミネカエデ      NT   山地の適潤地 

170 

    メグスリノキ 

   VU  DD   

山地にまれな生育地があ

る。本来、夏緑林内のもの

と思われるが、出雲部では

照葉樹域内に生育 

171     テツカエデ    CR+EN NT    アカガシ林域の林内 

172 
    フカギレオオモ

ミジ 
     NT   

山地の谷間のような環境 

173     ヤマモミジ      NT   山林 

174 
    オオイタヤメイ

ゲツ 
     NT   

落葉広葉樹林内 

175 
    ヒナウチワカエ

デ 
     VU   

落葉広葉樹林内 

176 
  モチノキ フウリンウメモ

ドキ 
     NT   

ブナ林 

177 
    ヒメモチ 

    NT VU   
ブナ帯のよく発達した落

葉広葉樹林内 

178 
    タマミズキ 

     NT   
沿海部の山地の尾根筋や

中腹の斜面 

179 
    ミヤマウメモド

キ 
   CR+EN NT VU   

湿地 

180     ツルツゲ     VU    植林内の林床 

181     クロソヨゴ      DD   山地の岩場 

182   ニシキギ イワウメヅル    CR+EN  VU   山地の夏緑二次林の林縁 

183     ツルマサキ      NT   落葉広葉樹林内 
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表 4.3-11(6) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

184 

離弁花類 クロウメモドキ ヨコグラノキ 
   CR+EN     

山地の斜面に生えるが、時

に渓谷の渓流沿いにも生え

る。 

185     ケケンポナシ      EN   山野、石灰岩地 

186     ネコノチチ      NT   山地の辺縁 

187     クロカンバ     VU VU   中国山地のブナ林下 

188 
    コバノクロウメモ

ドキ 
     NT   石灰岩地や蛇紋岩地の渓谷 

189 

 
ホルトノキ コバンモチ 

   NT     

照葉樹林としてのスダジイ

林内から林縁、一部では夏

緑二次林、照葉樹萌芽林内

にも生える。 

190   シナノキ ヘラノキ    NT     夏緑二次林内の斜面 

191   ジンチョウゲ コショウノキ      VU   落葉広葉樹林内 

192 
    カラスシキミ    VU NT NT   脊梁部ではブナ林内、ミズ

ナラ二次林内 

193   グミ ナツアサドリ    CR+EN  NT   山地の明るい夏緑二次林内 

194   スミレ エイザンスミレ      VU   山地の木陰や急斜面 

195     サクラスミレ     CR+EN    自然度の高い森林や二次林 

196     チシオスミレ      VU   明るい落葉樹林や草原 

197     コスミレ      NT   山地の草原や林縁 

198     ホソバシロスミレ   VU  CR+EN    高地の草原 

199 
  アカネスミレ 

     VU   
日当たりの良い二次林の林

縁、道端や畑の土手 

200 
    オカスミレ 

     VU   
日当たりの良い林縁、道端、

草原 

201     アケボノスミレ      NT   乾きぎみの明るい雑木林 

202 
    ヒゴスミレ 

     VU   
日当たりのよい草原、乾き

気味の落葉樹林 

203     ヒナスミレ      NT   山地の林縁や林内 

204   ミソハギ ミズマツバ   VU  NT    水田や湿地 

205   ヒシ ヒシ      NT   ため池 

206   アカバナ タニタデ      NT   山地の湿ったところ 

207     トダイアカバナ   VU  AN    深山 

208   ウコギ トチバニンジン      NT   山地の林内 

209 
  セリ ミシマサイコ 

  VU  CR+EN    
石灰岩や蛇紋岩地帯などの

草地 

210     セリモドキ     NT    谷沿いの林縁や草地 

211     ヤマゼリ      NT   山地の林内 

212 
    シラカワボウフウ 

     CR   
丘陵地から山地の草地や岩

場 

213     ムカゴニンジン    CR+EN     溜池等の水湿地 

214     サワゼリ   VU※13      湿地 

215 合弁花類 イチヤクソウ ウメガサソウ      VU   海岸や山地の林中 

216     イチヤクソウ      NT   山野の林床 

217   ツツジ サラサドウダン    VU     西中国山地脊梁部 

218     ベニドウダン    VU  NT   山地斜面の岩場、露岩状地 

219 
    アカモノ 

     VU   
深山の日当たりのよい乾い

たところ 

220 
    ウラジロハナヒリ

ノキ 
    NT    

1000m を超える稜線の尾根

筋の低木林 

221 
   ホンシャクナゲ 

   VU VU VU   
渓谷状地の露岩、岩壁等の

不安定立地 

222 

    レンゲツツジ 

   NT  NT   

湿地、湿原状地。しばしば、

やや乾燥気味な山地草原、

林縁草地 

223 
    ゲンカイツツジ 

  NT NT NT    
露岩地の岩上で上層を樹木

が被うことのない場所 
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表 4.3-11(7) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

224 
合弁花類 ツツジ キシツツジ     AN    河川中・上流域の川岸で、洪

水時に冠水する場所 

225     アラゲナツハゼ    VU     林縁部や草原状地 

226   ヤブコウジ カラタチバナ      NT   暖地の林内 

227 
    タイミンタチバ

ナ 
   NT     暖地照葉樹林内 

228 
  サクラソウ サクラソウ   NT  CR+EN NT   谷部林縁、湿地、川のほとり

の草地 

229     ハイハマボッス   NT CR+EN     水湿地 

230   ハイノキ クロキ      NT   暖地の海岸近くの照葉樹林 

231     ハイノキ      NT   常緑広葉樹林内 

232     クロバイ    NT     照葉樹林内に点在 

233 
  モクセイ サイゴクイボタ     VU    夏緑広葉樹林内で岩海状に

岩が堆積したところ 

234 
  マチン ホウライカズラ    NT NT    沿岸寄りの照葉樹林内の山

地 

235  リンドウ リンドウ      NT   山野 

236 
    センブリ 

     NT   
日当たりのよい草原、山地

の草原、林縁、スキー場 

237 

    ムラサキセンブ

リ 
  NT CR+EN VU CR   

山地の草原や山道脇の草地

等。時には道路法面等にも

生えるが、いつしか消滅し

てしまう 

238   ミツガシワ ミツガシワ    VU VU    水湿地や浅い水中 

239     アサザ   NT CR+EN NT    用水路 

240   ガガイモ フナバラソウ   VU CR+EN NT NT   海岸風衝、岩諜地、草地 

241 
    スズサイコ 

  NT NT NT NT   
山地草原、林縁の草地、溜池

の土堤等の草地 

242 
  アカネ シロバナイナモ

リソウ 
    VU VU   

落葉樹林の林床や植林地の

林縁部 

243   ヒルガオ マメダオシ   CR  VU    河川の高水敷の草地 

244 
  ムラサキ サワルリソウ 

   VU     
谷筋のやや陰湿な地から斜

面上部の夏緑二次林内 

245     オニルリソウ      NT   山地 

246 
    アキノハイルリ

ソウ 
    AN VU   

広い谷地形。低標高地の林

縁部 

247   クマツヅラ カリガネソウ    VU  VU   山地 

248 
 シソ ジュウニヒトエ 

     NT   
日当たりのよい林縁や林

床、道路沿いの崖地 

249     ジャコウソウ     NT    渓谷 

250 
    タカクマヒキオ

コシ 
     VU   

山地の木陰 

251     ミゾコウジュ   NT  NT    やや湿った道端 

252     タツナミソウ      NT   半日陰 

253 
    デワノタツナミ

ソウ 
     NT   

やや湿った林地 

254     イヌゴマ      VU   湿地 

255   ナス イガホオズキ      VU   山地の林縁や林内 

256     ヤマホロシ    CR+EN     山地 

257 
    オオマルバノホ

ロシ 
   DD  VU   

山地の湿原 

258 
  ゴマノハグサ マルバノサワト

ウガラシ 
  VU  NT    

水田や湿地 

259     サワトウガラシ      DD   湿地 

260 

    キュウシュウコ

ゴメグサ     VU    

山頂の草原。日当たりのよ

い乾燥した場所で背の高い

草が生えていないところ 

261 

    ツクシコゴメグ

サ   EN  VU NT   

山頂の草原。日当たりのよ

い乾燥した場所で背の高い

草が生えていないところ 
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表 4.3-11(8) 文献その他の資料による植物の重要な種 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

262 合弁花類 ゴマノハグサ タチコゴメグサ     VU    山頂草原 

263 
    コシオガマ      DD   日当たりのよい草地、林道

の縁 

264 
  ダイセンクワガ

タ 
   

CR+EN 
※14 

CR+EN    
山地の林縁露岩地、岩上に

生育 

265 

    サンインクワガ

タ    VU     

山地谷間、斜面、山地路傍、

時にやや湿り気のある岩

上 

266 
    イヌノフグリ 

  VU NT     
おもに道端に生えていて、

時には岩場にも生える 

267 
    カワヂシャ 

  NT NT AN    
平野部から山地の河川水

辺 

268 
    ナンゴククガイ

ソウ 
  VU  VU    

ブナ林域の渓畔。やや明る

い渓畔や草地 

269   キツネノマゴ ハグロソウ      VU   山地の木陰 

270 
  イワタバコ イワタバコ 

   CR+EN     
山地渓側の陰湿な岩壁等、

おもに岩上 

271 
  ハマウツボ オオナンバンギ

セル 
     NT   

山地の草原 

272     キヨスミウツボ     NT    陰湿な林下 

273 
  タヌキモ イヌタヌキモ 

  NT NT     
平野部及び丘陵部の池沼

や溜池 

274     ミミカキグサ    VU  NT   山間の湿地や、池畔 

275 
    ホザキノミミカ

キグサ 
     NT   

湿地 

276     コタヌキモ     NT    湿原中の水たまりや水路 

277 
  ムラサキミミカ

キグサ 
  NT VU VU NT   

山間の湿地や池畔 

278 
  スイカズラ ヤマヒョウタン

ボク 
   VU VU    

プナ林内 

279 
    キンキヒョウタ

ンボク 
  EN  VU VU   

ブナ帯の山頂に近い場所

の林内や林縁部 

280 

    ダイセンヒョウ

タンボク 

   CR+EN VU VU   

おもに冷温帯林域にあっ

て、谷筋の湿り気の強い立

地に生えるが、一部では山

地尾根筋のやや乾燥立地

にも生えている 

281     ソクズ      VU   山野、人家の周辺 

282 

    カンボク 

   VU  NT   

おもに冷温帯林域にあっ

て、谷筋の湿り気の強い立

地に生えるが、一部では山

地尾根筋のやや乾燥立地

にも生えている 

283 
    オオミヤマガマ

ズミ 
     VU   

標高の高い山地、ブナ林 

284 

    ヤブウツギ 

   CR+EN     

おもに山地の林縁部に生

え、時に川岸の岩場にも生

える 

285     タニウツギ      VU   日本海型気候の山地 

286 
  オミナエシ カノコソウ 

   NT     
山地の少しばかり湿り気

のある草地 

287 
  マツムシソウ ナベナ 

   NT  VU   
山地の林縁部や川辺り等

の草地 

288     マツムシソウ      NT   山の草原 

289   キキョウ ソバナ      DD   山地の斜面の草原 

290     バアソブ   VU DD VU    山地林縁等 

291   サワギキョウ    VU     湿地 

292     キキョウ   VU CR+EN  NT   山地の草原状地 

293 
  キク ホソバノヤマハ

ハコ 
    NT DD   

中国山地の高所の風衝草

原 

294     カワラハハコ     VU    山地の風衝草原 

295 
    シオン 

  VU  AN    
日当たりのよい山間の草

原で、やや湿ったところ 
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表 4.3-11(9) 文献その他の資料による植物の重要な種 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

296 
合弁花類 キク アワコガネギク   NT※15      山地の谷間のやや乾いた

崖 

297     リュウノウギク      VU   日当たりのよい山地 

298 
    ビッチュウアザ

ミ 
    AN    樹林下の道路沿い 

299 
    ヒッツキアザミ    VU     山地尾根筋の登山道等の

傍らの草原状地等 

300     モリアザミ    VU NT NT   山地草原 

301 
    テリハアザミ   NT VU NT    川辺の砂泥堆積地から斜

面下部の水湿地 

302 

  
サンベサワアザ

ミ    VU  VU   
山間に分布し、水田脇の

畔、川土堤等、比較的人為

の影響がある土地 

303     フジバカマ   NT  CR+EN    大きな河川の河原や堤防 

304 
    アキノハハコグ

サ 
  EN  VU    山地の林縁部や、やや疎な

林内 

305     ヤナギタンポポ    CR+EN  DD   山地湿生地 

306 

    スイラン 

   CR+EN     

山間地の水田跡、水田脇の

水湿地、溜池の上流部での

水湿地、また成因不明な山

中湿地等 

307     オオユウガギク      NT   湿地、小河の縁、田の畦 

308     ハンカイソウ      NT   やや富栄養な湿原 

309     オオモミジガサ    VU     深山渓側 

310 
    イヌドウナ     CR+EN    ブナ林域の渓谷で、融雪水

の豊富な林床 

311     モミジガサ      NT   山地の林下 

312     
オオカニコウモ

リ 
          NT     温帯の落葉樹林 

313     
ニシノヤマタイ

ミンガサ 
          DD     落葉広葉樹林内 

314     
ナガバノコウヤ

ボウキ 
      NT         

ほとんどが山地の路傍、林

縁 

315 
    カシワバハグマ    VU  VU   崖錐状地でやや林床が乾

燥する立地 

316     ミヤコアザミ    DD     山地林縁等草原状地 

317 
    ヒメヒゴタイ   VU  VU    日当たりのよい草原や林

縁 

318     コウリンカ   VU  CR+EN    山地の草原 

319 
    オカオグルマ    CR+EN  VU   乾燥気味の路傍、露岩状草

刈り場等 

320     タムラソウ      NT   山地の草原 

321     ヤブレガサ      NT   山地の林床 

322     ハバヤマボクチ      NT   日当たりのよい草原 

323     オヤマボクチ      NT   日当たりのよい草原 

324 
    クシバタンポポ    VU     日当たりの良い路傍や耕

作地の畦など 

325 
単子葉植

物 

オモダカ アギナシ   NT CR+EN     人為干渉の少ない、かなり

年数を経た湿地 

326   トチカガミ スブタ   VU NT NT    溜池、水田、水路等 

327     ヤナギスブタ    NT  VU   溜池、水田、水路等 

328     ミズオオバコ   VU NT NT    溜池、用水路、溝、水田等 

329   ヒルムシロ イトモ   NT NT VU    湖沼、溜池、水路 

330     オヒルムシロ    VU     河川、用水路等 

331  ユリ ネバリノギラン      VU   高山の草原、林道沿い 

332     カタクリ    VU  EN   山地の森林 

333     ノカンゾウ      VU   田の畦、溝の縁 

334 
    キスゲ 

   
CR+EN※

16 
    

山地草原、林縁草地 

335     ササユリ      VU   山地の草原 
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表 4.3-11(10) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

336 単子葉植 ユリ コオニユリ      VU   山地の草原 

337 

物   マイヅルソウ 

    NT    

ブナ林が発達する海抜

1,000m 以上の山の山頂付

近 

338   オオナルコユリ      NT   山地の林縁 

339     ヒロハアマナ   VU※17  AN※17    林縁部の草地や疎林 

340     バイケイソウ    CR+EN     山中の湿地状態の窪地 

341 

  ビャクブ ヒメナベワリ 
   VU  VU   

夏緑二次林から夏緑樹の

多い照葉二次林、さらにス

ギ人工林内 

342   アヤメ ヒオウギ     VU    山地の草原 

343     ノハナショウブ      NT   山野の草原や湿原 

344     ヒメシャガ   NT VU VU    山林内から林縁の草地 

345     カキツバタ   NT  VU VU   汚水が流れ込まない湿原 

346   ホシクサ クロホシクサ   VU  VU    湿地やため池の泥地 

347   イネ ヒメコヌカグサ   NT   VU   半日陰の湿地 

348 

    イワタケソウ 
    NT    

夏緑広葉樹林の谷沿いや、

岩が多い斜面の明るい林

床部 

349 
    アズマガヤ      NT   山地の林下、石灰岩や古生

層の渓谷沿い 

350     ホガエリガヤ      NT   山地の林内 

351 
    イトスズメガヤ     NT    日当たりのいい岩場の湿

った間隙 

352 
    ヒロハノドジョ

ウツナギ 
     DD   高山、湿原 

353 
    ヒロハノハネガ

ヤ 
    NT    夏緑広葉樹林や中間樹林

帯の明るい林床 

354     タキキビ    NT     林縁の草地や崖地等 

355 
  サトイモ オモゴウテンナ

ンショウ 
  EN  VU    山地の林下 

356     ヒメザゼンソウ     VU NT   湿地や周辺の林縁部、溝 

357 
  ミクリ ミクリ   NT NT NT    多くは溜池に生育し、河川

の水辺にも生える 

358     ヤマトミクリ   NT NT VU VU   農業用水路や溜池 

359     ナガエミクリ   NT NT VU VU   農業用の溜池 

360 
    ヒメミクリ   VU VU VU    山地の水湿地や溜池等の

池沼 

361 

 
ガマ コガマ      DD   湖沼、ため池、水路、休耕

田 

362   カヤツリグサ アリマイトスゲ     AN    河川沿いの樹林内の岩場 

363     ベニイトスゲ      DD   林床、路傍 

364     ミヤマシラスゲ      NT   平地から低山地の湿地 

365     ナルコスゲ      NT   川岸の護岸 

366     ダイセンスゲ           NT     林床、林縁 

367     イトスゲ           NT     樹林内 

368     
ヒロハノオオタ

マツリスゲ 
        VU       ブナ林の林床 

369     サナギスゲ           EN     山地の林床 

370     ミセンアオスゲ         NT       沿岸部の林内や路傍 

371     
サンインヒエス

ゲ 
        AN VU     

アカマツ林等乾燥した樹

林内 

372     サツマスゲ    NT     山地林内 

373 
    サワヒメスゲ     NT    川沿いの湿った岩棚や河

原 

374     ヒメスゲ      EN   樹林内、草地、岩場 

375 
  キイトスゲ 

    AN    
山地の山頂部や尾根部の

明るい林縁 

376     フサナキリスゲ      NT   川岸の護岸、河川の岩場 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

377 
単子葉植

物 

カヤツリグサ コツブヌマハリ

イ 
  VU      

平地の沼や川岸の湿地 

378   マシカクイ    VU     水湿地 

379 
    イトイヌノハナ

ヒゲ 
     NT   

湿地 

380 
    ハタベカンガレ

イ 
  VU  AN    

高原内のゆるやかな流水

中 

381 
    フトイ 

     NT   
平地や山地の池、浅い水

中、湿原 

382  ラン ヒナラン   EN VU CR+EN    露岩地、岩壁 

383     マメヅタラン   NT CR+EN NT    樹冠や岩上 

384 

    ムギラン 

  NT CR+EN NT    

山地渓谷状地での照葉樹

の樹幹からかなり乾燥気

味の山地露岩上 

385     エビネ   NT VU NT NT   山地林内の林床 

386 
    キンセイラン 

  VU CR+EN VU    
照葉樹林内から露岩状地

での針葉樹林内 

387 
    ナツエビネ 

  VU VU VU NT   
谷間のかなり湿り気の強

い場所等、倒木の朽木上 

388 
    キエビネ 

  EN CR+EN CR+EN    
山地の樹林内、時には低海

抜地の樹林内 

389     サルメンエビネ   VU CR+EN VU NT   冷温帯林 

390 
    ギンラン 

   VU NT    
山地山林内、時に林縁、山

中路傍 

391 

  ユウシュンラン 

  VU CR+EN VU VU   

低地の照葉樹林内及び照

葉樹と夏緑樹、針葉樹の混

生林内 

392     キンラン   VU VU VU VU   山地山林内、時に林縁 

393     サイハイラン      NT   山地の林床 

394     トケンラン   VU VU VU EN   樹林内 

395 
    クマガイソウ 

  VU CR+EN CR+EN    
山地の夏緑樹林内、一部、

スギ人工林内 

396 
    イチヨウラン 

    CR+EN    
中国山地のブナ林または

スギ植林内 

397     セッコク    VU     樹幹や岩上 

398     カキラン    VU     陽あたりのよい湿地 

399     オニノヤガラ      DD   山地の樹林下 

400     シロテンマ   CR  CR+EN    登山道のそば 

401 
    アケボノシュス

ラン 
     NT   

落葉樹林下 

402     ミヤマウズラ      NT   常緑広葉樹林下 

403     サギソウ   NT CR+EN VU VU   水湿地 

404     ミズトンボ   VU  NT    日当たりのよい湿地 

405     ムカゴソウ   EN  NT    日当たりのよい草地 

406 

    ヒメノヤガラ 

  VU  VU    

ブナ帯またはクリ帯の夏

緑広葉樹林あるいは、スギ

人工林の林床 

407 
    ギボウシラン 

  EN  CR+EN    
針広混交林内で谷川沿い

の湿った岩場 

408 
    フガクスズムシ

ソウ 
  VU CR+EN CR+EN    

ブナの大木の支幹分枝上 

409 
    ジガバチソウ 

   CR+EN     
露岩状地でやや乾燥気味

の立地 

410     クモキリソウ      NT   山地の疎林下 

411     フウラン   VU NT     神社、仏閣の照葉樹古木等 

412 
    ヨウラクラン 

   NT VU    
山林内や神社、仏閣のモミ

の大木の樹幹 

413 

    ウチョウラン 

  VU CR+EN VU    

陽当りのよい岩場の僅か

な土壌が認められる小さ

な岩棚 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

414 単子葉植 ラン コケイラン      NT   林内のやや湿ったところ 

415 物   ミズチドリ    CR+EN VU NT   湿地 

416 
    ツレサギソウ 

    CR+EN    
日当たりのよい草原や明

るく湿った林床 

417 
    マイサギソウ 

    VU    
古いため池の堰堤や管理

された草地 

418 

  オオヤマサギソ

ウ     NT VU   
中国山地のブナ帯にある

夏緑広葉樹林やスギ人工

林 

419 
    コバノトンボソ

ウ 
   CR+EN NT NT   湿地 

420 
  

トンボソウ     VU    ブナ帯の林内の湿潤地 

421     トキソウ   NT CR+EN VU NT   日陽りのよい湿地 

422     ヤマトキソウ    VU VU    山地の草地 

423 
    カシノキラン   VU CR+EN     多くは照葉樹につく常緑

の草本である。 

424     カヤラン    CR+EN     常緑樹の樹幹 

425 

    クモラン 
   CR+EN NT    

山地の谷筋にあって、かな

りな大木からなる照葉樹

林内 

426     ショウキラン    CR+EN     冷温帯林内 
 5 分類 102 科 426 種 0 種 0 種 97 種 198 種 161 種 215 種 0 種 1 種  

注：1.種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2.選定基準は、表 4.3-10 に対応する。各選定基準の原記載等は次のとおりである。 

※1：ミズワラビで掲載、※2：ツクシイヌワラビで掲載、※3：ミヤマシケシダで掲載、※4：ビロウドシダで

掲載、※5：ホザキノヤドリギで掲載、※6：シロバナネコノメソウで掲載、※7：ホクリクネコノメで掲載、

※8：オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ）で掲載、※9：オオヤマザクラで掲載、※10：キビノナワシロイチゴ

で掲載、※11：コバナノワレモコウで掲載、※12：イヨフウロ（シコクフロウ）で掲載、※13：ヌマゼリで掲

載、※14：ミヤマクワガタ（ダイセンクワガタ）で掲載、※15：キクタニギクで掲載、※16：ユウスゲ（キス

ゲ）で掲載、※17：ヒロハノアマナで掲載 

3.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「改訂しまねレッドデータブック 2014 動物編－島根県の絶滅のおそれのある野生動物－」 

（島根県環境生活部自然環境課、平成 26 年） 

「広島県の絶滅のおそれのある野生生物（第 3 版）－レッドデータブックひろしま 2011」 

（広島県、平成 24 年） 

「北広島町レッドデータブック 2012」（北広島町教育委員会 高原の自然館、平成 24 年） 

「レッドデータブック 2014－絶滅のおそれのある野生生物－8 植物Ⅰ」（環境省、平成 27 年） 

「改訂新版日本の野生植物 1」（平凡社、平成 27 年） 

「改訂新版日本の野生植物 2」（平凡社、平成 28 年） 

「改訂新版日本の野生植物 3」（平凡社、平成 28 年） 

「改訂新版日本の野生植物 4」（平凡社、平成 29 年） 

「改訂新版日本の野生植物 5」（平凡社、平成 29 年） 

「日本の野生植物 シダ」（平凡社、平成 4 年）  
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②  重要な群落 

重要な群落については、表 4.3-10 の選定基準に基づき選定した。 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落としては、「第 5 回自然環境保全

基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環境庁自然保護局 生物多様性センター、平成 12 年）

において、「八幡湿原」、「臥竜山のブナ林」、「三段峡の峡谷植生」、「奥匹見峡渓谷林」の 4 件

の特定植物群落と植生自然度 10 のヌマガヤオーダー、ツルヨシ群集、植生自然度 9 のスギ

－ブナ群落、クロモジ－ブナ群集、チャボガヤ－イヌブナ群集、ツガ群落、ジュウモンジシ

ダ－サワグルミ群集、ケヤキ群落（ＩＶ）、ハンノキ群落（ＩＶ）、ヤナギ高木群落（ＩＶ）、

ウラジロガシ群落、モミ群落（ⅠⅤ）、ケヤキ群落（ⅠⅤ）、ヤナギ低木群落（ⅠⅤ）が存在

する。また、「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWF Japan、平成 8 年）において、

5 件の植物群落が指定されている。ただし、詳細な位置情報は公表されていない。なお、植

生自然度 9 である「クロモジ－ブナ群集」が、事業実施想定区域内の一部に存在する。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

事業実施想定区域周囲において巨樹・巨木林が 7 件、植物に係る天然記念物が 5 件分布し

ているが、事業実施想定区域内には存在しない。 
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図 4.3-5 事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物群落  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第
6-7 回）」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、
「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査 第 3
回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月） 

より作成 
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④  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育する重要な種及び重要な群落について

表 4.3-12 に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-12(1) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 F） 

意見聴取日：令和元年 6 月 29 日 

専 門 

分 野 
概 要 

植物・植生 

【所属：研究機関職員】 

・収集している文献については特に問題ないだろう。 

・調査はなされていないところだと思う。ピンポイントでの情報はほとんどない場所であろう。 

・現地調査を実施し、その結果を踏まえて、適切に影響低減を図れるようしていってほしい。 

・少し離れているが、良好な渓谷林も分布しているようなので、ケヤキ林などがあれば調査時に

は留意してほしい。 

・環境省植生図において、ブナ林あるいはブナ－ミズナラ林になっている部分も事業実施想定区

域内に含んでいる。二次的な林も含めて、どのような質の林が分布しているかを現地調査によ

り把握していってほしい。 

・このあたりの地域は基本的には過去伐採されている場所だと思われる。ブナの自然林はほとん

ど残っていないというのが現状であろう。 

 

表 4.3-12(2) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 G） 

意見聴取日：令和元年 7 月 10 日 

専 門 

分 野 
概 要 

植物・植生 

【所属：県審議会委員】 

・このあたりはあまりデータのないところである。現地調査を適切に実施し、現状把握してほし

い。 

・既存資料の環境省植生図について、八幡高原 191 スキー場が草地環境になっていない。おそら

くこれは間違いであるだろう。 

・このあたりはたたらが盛んに行われていたところである。基本的には全面的に二次林である。

また、二次林から植林に転換された場所も多い。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域と重要な種の生育環境、重要な植物群落及び巨樹・巨木林の重ね合わせに

より、直接的な改変の有無による生育環境の変化に伴う影響を整理した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は図

4.3-4、現存存植生図の凡例は表 4.3-8、のとおりである。主にブナクラス域代償植生のブナ－

ミズナラ群落やクリ－ミズナラ群集等の落葉広葉樹林及びスギ・ヒノキ・サワラ植林が広がっ

ており、その中にアカマツ群落（V）や伐採跡地群落がパッチ状に分布するほか、ブナクラス域

自然植生のスギ－ブナ群集やクロモジ－ブナ群集、チャボガヤ－イヌブナ群集も点在している。 

事業実施想定区域内の環境は、主にブナクラス域代償植生のブナ－ミズナラ群落やクリ－ミ

ズナラ群集、アカマツ群落（Ⅴ）、伐採跡地群落（Ⅴ）、植林地、耕作地植生のスギ・ヒノキ・

サワラ植林といった樹林環境となっている。 
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①  重要な種 

重要な種に対する予測結果は表 4.3-13 のとおりである。 

 

表 4.3-13(1) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な 

生育環境 
種 名 影響の予測結果 

樹林 

スギラン、マンネンスギ、ナツノハナワラビ、イシカグマ、オオフジシ

ダ、フジシダ、シシラン、ナチシダ、オオカグマ、シノブカグマ、イズ

ヤブソテツ、オニヤブソテツ、ツクシヤブソテツ、シラネワラビ、ツク

シイワヘゴ、オシダ、ヌカイタチシダモドキ、ミヤマベニシダ、ミヤマ

クマワラビ、イワイタチシダ、アイアスカイノデ、カタイノデ、アマギ

イノデ、ナメライノデ、ハシゴシダ、ウスヒメワラビ、ヘイケイヌワラ

ビ、ミヤコイヌワラビ、アリサンイヌワラビ、ヌリワラビ、ヤマホソバ

イヌワラビ、トゲヤマイヌワラビ、ムクゲシケシダ、ムサシシケシダ、

オオヒメワラビ、ミヤマシケシダ（広義）、イワヤシダ、シロヤマシダ、

フクロシダ、ミヤマノキシノブ、オシャグジデンダ、アオネカズラ、イ

ワオモダカ、カヤ、オニグルミ、テングシデ、アサダ、ブナ、オヒョウ、

イタビカズラ、ヤマトキホコリ、キミズ、ホザキヤドリギ、ハルトラノ

オ、ナガバノヤノネグサ、ワチガイソウ、オオヤマレンゲ、バリバリノ

キ、ウスゲクロモジ、シロモジ、カツラ、サンヨウブシ、ニリンソウ、

ユキワリイチゲ、イチリンソウ、アズマイチゲ、カザグルマ、ミスミソ

ウ、ミヤマカラマツ、ルイヨウボタン、ウスバサイシン、サンヨウアオ

イ、ヒメカンアオイ、ヤマシャクヤク、ベニバナヤマシャクヤク、ヤマ

キケマン、ナガミノツルキケマン、コウヤミズキ、アテツマンサク、シ

ロバナネコノメ、ホクリクネコノメソウ、ツルネコノメソウ、キレンゲ

ショウマ、ヤシャビシャク、ヤグルマソウ、エゾヤマザクラ、ハスノハ

イチゴ、サナギイチゴ、キビナワシロイチゴ、ナンキンナナカマド、オ

オバヌスビトハギ、アサノハカエデ、ミツデカエデ、カジカエデ、カラ

コギカエデ、コミネカエデ、メグスリノキ、テツカエデ、フカギレオオ

モミジ、ヤマモミジ、オオイタヤメイゲツ、ヒナウチワカエデ、フウリ

ンウメモドキ、ヒメモチ、タマミズキ、ツルツゲ、イワウメヅル、ツル

マサキ、ヨコグラノキ、ネコノチチ、クロカンバ、コバノクロウメモド

キ、コバンモチ、ヘラノキ、コショウノキ、カラスシキミ、ナツアサド

リ、エイザンスミレ、サクラスミレ、チシオスミレ、アケボノスミレ、

ヒナスミレ、タニタデ、トダイアカバナ、トチバニンジン、ヤマゼリ、

ウメガサソウ、イチヤクソウ、サラサドウダン、アラゲナツハゼ、カラ

タチバナ、タイミンタチバナ、クロキ、ハイノキ、クロバイ、サイゴク

イボタ、ホウライカズラ、シロバナイナモリソウ、サワルリソウ、オニ

ルリソウ、アキノハイルリソウ、カリガネソウ、ジュウニヒトエ、ジャ

コウソウ、タカクマヒキオコシ、デワノタツナミソウ、イガホオズキ、

ヤマホロシ、オオマルバノホロシ、サンインクワガタ、ハグロソウ、キ

ヨスミウツボ、ヤマヒョウタンボク、キンキヒョウタンボク、ダイセン

ヒョウタンボク、カンボク、オオミヤマガマズミ、ヤブウツギ、バアソ

ブ、ビッチュウアザミ、オオモミジガサ、イヌドウナ、モミジガサ、オ

オカニコウモリ、ニシノヤマタイミンガサ、ナガバノコウヤボウキ、カ

シワバハグマ、ヤブレガサ、カタクリ、マイヅルソウ、オオナルコユリ、

ヒメナベワリ、イワタケソウ、アズマガヤ、ホガエリガヤ、ヒロハノハ

ネガヤ、オモゴウテンナンショウ、アリマイトスゲ、ベニイトスゲ、ダ

イセンスゲ、イトスゲ、ヒロハノオオタマツリスゲ、サナギスゲ、ミセ

ンアオスゲ、サンインヒエスゲ、サツマスゲ、キイトスゲ、エビネ、ナ

ツエビネ、キエビネ、サルメンエビネ、ギンラン、ユウシュンラン、キ

ンラン、サイハイラン、トケンラン、クマガイソウ、イチヨウラン、セ

ッコク、オニノヤガラ、シロテンマ、アケボノシュスラン、ミヤマウズ

ラ、ヒメノヤガラ、ギボウシラン、フガクスズムシソウ、ジガバチソウ、

クモキリソウ、フウラン、ヨウラクラン、コケイラン、オオヤマサギソ

ウ、トンボソウ、カシノキラン、カヤラン、クモラン、ショウキラン 

（217 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

される可能性があることから、

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。 
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表 4.3-13(2) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な 

生育環境 
種 名 影響の予測結果 

草地 

コヒロハハナヤスリ、ハマハナヤスリ、オオネバリタデ、オキナグサ、カ

ラマツソウ、ダイセンオトギリ、ハナナズナ、ハナハタザオ、シモツケソ

ウ、クロイチゴ、ワレモコウ、シモツケ、クララ、オオバクサフジ、イヨ

フウロ、ホソバシロスミレ、ミシマサイコ、セリモドキ、アカモノ、セン

ブリ、フナバラソウ、スズサイコ、マメダオシ、キュウシュウコゴメグサ、

ツクシコゴメグサ、タチコゴメグサ、コシオガマ、イヌノフグリ、ナンゴ

ククガイソウ、オオナンバンギセル、ナベナ、マツムシソウ、ソバナ、キ

キョウ、ホソバノヤマハハコ、カワラハハコ、リュウノウギク、ヒッツキ

アザミ、モリアザミ、フジバカマ、アキノハハコグサ、ミヤコアザミ、ヒ

メヒゴタイ、コウリンカ、オカオグルマ、ハバヤマボクチ、オヤマボクチ、

クシバタンポポ、ノカンゾウ、キスゲ、ササユリ、ヒオウギ、ヒメシャガ、

タキキビ、ムカゴソウ、ツレサギソウ、マイサギソウ、ヤマトキソウ 

（58 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

される可能性があることから、

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。 

樹林・草地 

ズミ、コスミレ、アカネスミレ、オカスミレ、ヒゴスミレ、タツナミソウ、

ソクズ、タニウツギ、ヒロハアマナ 

（9 種） 

露岩地（岩

場、岩礫地

等） 

ヤシャゼンマイ、ホラシノブ、コバノヒノキシダ、ホウビシダ、トキワト

ラノオ、イワトラノオ、チャセンシダ、クルマシダ、ミゾシダモドキ、ミ

ツデウラボシ、サジラン、ヒメサジラン、ビロードシダ、ミツバベンケイ

ソウ、コモチレンゲ、イワキンバイ、コゴメウツギ、ウラジロハナヒリノ

キ、ホンシャクナゲ、ゲンカイツツジ、キシツツジ、ダイセンクワガタ、

イワタバコ、アワコガネギク、サワヒメスゲ、ヒナラン、マメヅタラン、

ムギラン、キンセイラン、ウチョウラン 

（30 種） 

事業実施想定区域内に主な生育

環境が存在する可能性があり、

その一部が改変される可能性が

あることから、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。 

露岩地（岩

場、岩礫地

等）・樹林 

カタヒバ、ウチワゴケ、コケシノブ、シノブ、カラクサシダ、クラガリ

シダ、ホテイシダ、ヒメノキシノブ、ヤマグルマ、アオベンケイ、ツメ

レンゲ、ツルキンバイ、ヒトツバハギ、クロソヨゴ、ケケンポナシ、ベ

ニドウダン、ヒメスゲ 

（17 種） 

露岩地（岩

場、岩礫地

等）・草地 

シラカワボウフウ 

（1 種） 

水辺（湿地

等）・水域 

ミズスギ、イヌスギナ、ヒメミズワラビ、ホソバショリマ、コウヤワラビ、

アカウキクサ、オオアカウキクサ、サクラバハンノキ、ミヤマミズ、ヤナ

ギヌカボ、ナガバノウナギツカミ、マダイオウ、コギシギシ、オグラセン

ノウ、エンコウソウ、リュウキンカ、ジュンサイ、コウホネ、ベニオグラ

コウホネ、ヒツジグサ、ハンゲショウ、トモエソウ、コケオトギリ、シラ

ヒゲソウ、ヒメヘビイチゴ、コバナワレモコウ、ビッチュウフウロ、ミヤ

マウメモドキ、ミズマツバ、ヒシ、ムカゴニンジン、サワゼリ、レンゲツ

ツジ、サクラソウ、ハイハマボッス、リンドウ、ムラサキセンブリ、ミツ

ガシワ、アサザ、ミゾコウジュ、イヌゴマ、マルバノサワトウガラシ、サ

ワトウガラシ、カワヂシャ、イヌタヌキモ、ミミカキグサ、ホザキノミミ

カキグサ、コタヌキモ、ムラサキミミカキグサ、カノコソウ、サワギキョ

ウ、シオン、テリハアザミ、サンベサワアザミ、ヤナギタンポポ、スイラ

ン、オオユウガギク、ハンカイソウ、タムラソウ、アギナシ、スブタ、ヤ

ナギスブタ、ミズオオバコ、イトモ、オヒルムシロ、ネバリノギラン、コ

オニユリ、バイケイソウ、ノハナショウブ、カキツバタ、クロホシクサ、

ヒメコヌカグサ、イトスズメガヤ、ヒロハノドジョウツナギ、ヒメザゼン

ソウ、ミクリ、ヤマトミクリ、ナガエミクリ、ヒメミクリ、コガマ、ミヤ

マシラスゲ、ナルコスゲ、フサナキリスゲ、コツブヌマハリイ、マシカク

イ、イトイヌノハナヒゲ、ハタベカンガレイ、フトイ、カキラン、サギソ

ウ、ミズトンボ、ミズチドリ、コバノトンボソウ、トキソウ 

（94 種） 

事業実施想定区域内に主な生育

環境が存在しないことから、直

接改変による生育環境への影響

はないと予測する。ただし、工事

実施箇所によっては、濁水等の

流出による生育環境への一時的

な影響が生じる可能性が考えら

れる。 
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②  重要な群落 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落としては、「第 5 回自然環境保全

基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環境庁自然保護局 生物多様性センター、平成 12 年）

において、「八幡湿原」、「臥竜山のブナ林」、「三段峡の峡谷植生」、「奥匹見峡渓谷林」の 4 件

の特定植物群落が指定されている。また、「植物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWF 

Japan、平成 8 年）において、5 件の植物群落が指定されている。ただし、詳細な位置情報は

公表されていない。4 件の特定植物群落については、事業実施想定区域内に存在しないこと

から、改変による影響はないものと予測する。 

ただし、植生自然度 10 及び 9 の群落については、植生自然度 9 の「クロモジ－ブナ群落」

が事業実施想定区域内に存在し、その一部が改変される可能性があることから、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。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

巨樹・巨木林及び植物に係る天然記念物は、事業実施想定区域内に存在しないことから、

改変による影響はないものと予測する。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

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

かを評価した。 

 

(2)評価結果 

河川、湖沼といった水域、海岸等の水辺環境を主な生育環境とする重要な種については、事

業実施想定区域内であっても直接の改変を行わないこと、事業実施想定区域内に重要な植物群

落及び巨樹・巨木林・天然記念物は確認されていないことから、重大な影響はないものと評価

する。ただし、今後検討する工事実施箇所や該当種の生育場所によっては、濁水の流入等、間

接的、一時的な影響が生じる可能性が考えられる。 

樹林、草地及び露岩地等といった環境を主な生育環境とする重要な種については、その一部

が改変される可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があり、また、

植生自然度 9 に該当する植生は、事業実施想定区域に存在することから、施設の配置など事業

の計画によっては、一部が改変されることにより事業実施による影響が生じる可能性があるが、

事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、風力発電機の設置対象外を設定すること、既存道路

を利用し道路の新設による拡幅面積を低減することにより、重大な影響が、実行可能な範囲内

でできる限り回避、又は低減されていると評価する。 

 

【方法書以降の手続きにおいて留意する事項】 

方法書以降の手続きでは以下の事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・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。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落については、可能な限り必要最低限の工事にとどめ、

改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生育環境への

影響の低減を図る。 
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4.3.5 生態系 

1. 調 査 

(1)調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、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 

文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場の状況を抽出した。これらの分布状

況等は表 4.3-14 及び図 4.3-6 のとおりである。 

 

①  環境影響を受けやすい種・場等 

文献その他の資料から、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、河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等） 

 

②  保全の観点から法令等により指定された種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・西中国山地国定公園 

・八幡湿原県自然環境保全地域 

・保安林 

・鳥獣保護区 

・天然記念物（植物） 

 

③  法令等により指定されていないが地域により注目されている種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・特定植物群落 

・巨樹・巨木林 

・生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA） 

・湿地 
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表 4.3-14 重要な自然環境のまとまりの場 

No. 重要な自然環境のまとまりの場 抽出理由 

1 

まとまりのある自然植生  植生自然度 10 環境省植生図におけるヌマガヤオーダー、ヨシクラス、ツルヨシ

群集等に該当する植生である。 

植生自然度 9 環境省植生図におけるスギ－ブナ群落、クロモジ－ブナ群集、ケ

ヤキ群落、ハンノキ群落等に該当する植生である。 

2 

自然公園 西中国山地国定公園 中国山地の雲月山から大佐山の稜線部から臥龍山などの主要な

場所を含む範囲が指定区域となっている。臥龍山のブナ自然体

一帯や三段峡の峡谷植生が特別保護地区に、大佐山から雲月山、

冠山などの稜線部、奥匹見が特別区域に指定されている。 

3 保安林  水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において

重要な機能を有する自然環境である。 

4 

  
鳥獣保護区 

西中国山地鳥獣保護区 鳥獣の保護を図るため、保護の必要があると認められる地域で

ある。  苅尾鳥獣保護区 

（苅尾特別保護地区） 

聖湖鳥獣保護区 

樽床鳥獣保護区 

三段峡鳥獣保護区 

（三段峡特別保護地区） 

嵯峨谷鳥獣保護区 

5 天然記念物（植物） 

西八幡原のクヌギ 

学術上価値の高い植物（自生地を含む。）が指定されている。 

八幡大歳神社社叢 

若生の大モミジ 

鍋滝のカツラ 

若杉天然杉 

6 特定植物群落 

（選定基準:D） 

八幡湿原 

自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基

準の「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」に該当する植物群落である。 

（選定基準:A） 

臥竜山のブナ林 

自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基

準の「A：原生林もしくはそれに近い自然林」に該当する植物群

落である。 

（選定基準:A、E） 

奥匹見峡渓谷林 

自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基

準の「A：原生林もしくはそれに近い自然林」「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」に該当

する植物群落である。 

（選定基準:A） 

三段峡の峡谷植生 

自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落選定基

準の「A：原生林もしくはそれに近い自然林」に該当する植物群

落である。 

7 巨樹・巨木林  
自然環境保全基礎調査において定められた原則幹回りが 3m以上

の巨木及び巨木群である。 

8 
生物多様性の保全の鍵になる

重要な地域（KBA） 

（選定基準:危険性） 

西中国山地 

選定基準における「危機性 (Vulnerability)：IUCN のレッドリ

ストの絶滅危惧種(CR、EN、VU)に分類された種が生息/生育す

る。」に該当する地域である。 

9 湿地 東八幡原及び西八幡原 

自然環境保全基礎調査において定められた特性を満たす湿地に

該当する。生物多様性の観点から重要度の高い湿地として「日本

の重要湿地 500」に選定されている。 

10 広島県自然環境保全地域 
八幡湿原県自然環境保全地

域 

自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全

することが特に必要な地域として指定された区域である。 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6-7 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「国土数値情報 森

林地域データ（保安林）」（国土交通省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「国土数値情報 鳥獣保護区データ」（国土交

通省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「国土数値情報 自然保全地域データ」（国土交通省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、

「国土数値情報 自然公園地域データ」（国土交通省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「自然環境 Web-GIS 特定植物群

落 第 2 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林 第 4 回」（環境省 HP、閲

覧:令和元年 5 月）、「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、閲覧：令和元年 5 月）「北広島町の文化財 天然記念物」（北広島 HP、閲覧:令和元年 5 月）、

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和元年 5 月）、「植物群落レッドデータ・ブッ

ク」（NACS-J,WWF Japan、平成 8 年） 

                   より作成  
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図 4.3-6（1） 重要な自然環境のまとまりの場の状況  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5万） 第 6-7回」（環境省 HP、閲覧:

令和元年 5 月）、「自然環境 Web-GIS 特定植物群落 第 2 回」（環境省

HP、閲覧:令和元年 5 月）、「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林 第 4 回」

（環境省 HP、閲覧:令和元年 5月）、「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、閲

覧：令和元年 5月）「北広島町の文化財 天然記念物」（北広島 HP、閲

覧:令和元年 5 月）、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環

境省 HP、閲覧：令和元年 5 月）「国土数値情報 自然保全地域データ」（国

土交通省 HP、閲覧:令和元年 5月） 

 より作成 
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図 4.3-6（2） 重要な自然環境のまとまりの場の状況  

「国土数値情報 森林地域データ」（国土交通省 HP、閲覧:令和元年 5月）、

「国土数値情報 鳥獣保護区データ」（国土交通省 HP、閲覧:令和元年 5月）、

「国土数値情報 自然公園地域データ」（国土交通省 HP、閲覧:令和元年 5月） 

         より作成 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有

無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。 

 

(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図 4.3-6 に、影響の予測結

果を表 4.3-15 に示す。 

植生自然度 9 に相当する自然植生が事業実施想定区域の一部に確認されていることから、施

設の配置などの事業計画によっては、その一部が改変される可能性があり、面積の減少による

影響が生じる可能性があると予測する。 

また、事業実施想定区域上空を利用する可能性がある種については、施設の稼働に伴いバー

ドストライクへの影響が生じる可能性があると予測する。 

 

表 4.3-15(1) 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

No. 重要な自然環境のまとまりの場 影響の予測結果 

1 まとまりのある自然植生 

植生自然度 10 事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 

植生自然度 9 事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接

改変される可能性があり、面積の減少による

影響が生じる可能性があると予測する。 

2 自然公園 
西中国山地国定公園 事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 

3 保安林 

事業実施想定区域に含まれ、直接改変される

可能性があり、面積の減少による影響が生じ

る可能性があると予測する。 

4 鳥獣保護区 

西中国山地鳥獣保護区 事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 苅尾鳥獣保護区 

（苅尾特別保護地区） 

聖湖鳥獣保護区 

樽床鳥獣保護区 

三段峡鳥獣保護区 

（三段峡特別保護地区） 

嵯峨谷鳥獣保護区 

5 天然記念物（植物） 
西八幡原のクヌギ 事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 八幡大歳神社社叢 

6 特定植物群落 

（選定基準:D） 

八幡湿原 

事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 

（選定基準:A） 

臥竜山のブナ林 

（選定基準:A、E） 

奥匹見峡渓谷林 

（選定基準:A） 

三段峡の峡谷植生 

7 巨樹・巨木林  
事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 
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A 

表 4.3-15(2) 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

No. 重要な自然環境のまとまりの場 影響の予測結果 

8 
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域

（KBA） 

（選定基準:危険性） 

西中国山地 

事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 

9 湿地 東八幡原及び西八幡原 
事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 

10 広島県自然環境保全地域 
八幡湿原県自然環境保

全地域 

事業実施想定区域外であることから、直接改

変による影響はないと予測する。 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6-7 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「国土数値情報 森

林地域データ（保安林）」（国土数値情報 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「国土数値情報 鳥獣保護区データ」（国

土数値情報 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「国土数値情報 自然保全地域データ」（国土数値情報 HP、閲覧:令和元

年 5 月）、「国土数値情報 自然公園地域データ」（国土数値情報 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「自然環境 Web-GIS 

特定植物群落 第 2 回」（環境省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林 第 4 回」（環

境省 HP、閲覧:令和元年 5 月）、「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、閲覧：令和元年 5 月）「北広島町の文化財 天然記念物」（北広島 HP、閲覧:令和元

年 5 月）、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和元年 5 月）、「植物群落レッドデ

ータ・ブック」（NACS-J,WWF Japan、平成 8 年） 

     より作成 

 

 

 

3. 評 価 

(1)評価手法 

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

かを評価した。 

 

(2)評価結果 

植生自然度 10 に相当する自然植生、自然公園、鳥獣保護区、天然記念物（植物）、特定植物

群落、巨樹・巨木林、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）、湿地及び広島県自然環

境保全地域は、事業実施想定区域外であるため、直接改変を行わないことから、重大な影響が

ないものと評価する。 

植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林が事業実施想定区域の一部に確認されていること

から、施設の配置などの事業計画によっては、一部が改変されることにより事業実施による、

影響が生じる可能性があるが、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、風力発電機の設置対

象外を設定すること、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低減することにより、重

大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避、又は低減されていると評価する。 

 

【方法書以降の手続きにおいて留意する事項】 

方法書以降の手続きでは以下の事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの場を多く残存するよう、可能な限り必要最

低限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生息・生育の場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。  
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4.3.6 景観 

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（図 4.3-7 の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  主要な眺望点 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し抽出した。 

・公的な HP や観光パンフレット等に掲載されている情報であること。 

・不特定かつ多数の利用がある地点又は眺望利用の可能性のある地点であること。 

・可視領域図で可視の地点であること。 

・風力発電機（地上高さ：約 155m）が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範

囲（風力発電機の設置予定範囲から約 8.9km）を目安とした。 

なお、地形的に不可視又は垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲外であって

も、眺望目的での利用の多い観光施設など、景観影響の予測結果への関心が高いと思われる

地点等にあっては、抽出する場合がありうる。主要な眺望点は表 4.3-16 のとおりであり、位

置及び主眺望方向は、図 4.3-7 のとおりである。 

 

②  景観資源 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、景観資源の状況を抽出した。 

景観資源は表 4.3-17 のとおりであり、位置は図 4.3-8 のとおりである。 

 

③  主要な眺望景観 

主要な眺望点及び景観資源方向の眺望を主要な眺望景観と位置付け、両者の位置関係から

見た主要な眺望景観の状況は、図 4.3-9 のとおりである。 
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表 4.3-16 主要な眺望点 

番号 名 称 概    要 

① 大佐山 
標高 1,069m。冬季は大佐スキー場でスキーやスノーボード、春からは登山、など一

年を通じて多くの人が訪れる。頂上付近からは、北東方向に三瓶山が見える。 

② 八幡湿原 

広島県山県郡北広島町の八幡原地区にあり、周りを 1,000m 級の山々に囲まれた標

高 800m 前後の高地にある。尾崎谷（おぜきだに）湿原など大小さまざまな湿原が点

在しており、これらの湿原は八幡原地区を流れる太田川支流の紫木川の最上流部に

位置している。 

③ 八幡大歳神社 八幡大歳神社の社叢が北広島町指定の天然記念物に指定されている。 

④ 掛頭山 

標高 1,126.1m。東側斜面は、芸北国際（スキー場）の おーひらゲレンデ。山頂か

らは、遙か遠く安芸・佐伯・周防・石見の連峰が眺められ中国山地を一望できる大

パノラマが広がる。登山愛好家はもちろん雲海が見られる山として知られ多くの人

が集まる。 

⑤ 臥龍山 

西中国山地国定公園内にある標高 1,223.4m で、北広島町で最高峰の山。別名 苅尾

（かりお）の名で親しまれている。山腹から山頂にかけては樹齢 200 年以上のブナ

の原生林が広がっている。車で上がれる 8 合目には名水・雪霊水が湧き出ている。 

⑥ 高岳 
標高 1,054m あり、山頂からは眼下に広がる聖湖を一望でき、対岸に臥龍山、その奥

に深入山、聖湖の北側はるかに八幡高原も見ることができる。 

⑦ 聖湖 

昭和 32 年に発電用樽床ダムとして建設された、幅約 1km、長さ 3.5km の人造湖で、

四季折々の景観が広がる。入り江や島、岬など変化に富んだ湖岸線で多くお人が訪

れる。 

⑧ 深入山 

西中国山地国定公園に位置し、三段峡の東にそびえる標高 1,153m のなだらかな草

原の麗峰。毎年 4 月には約 100ha を焼きつくす「深入山山焼きまつり」が行なわれ

る。3 コースからなる登山口は初心者～熟練者に合わせて登山が可能。約 1 時間で

辿り着く山頂は 360 度の大パノラマで北には臥龍山や大山、西に恐羅漢山、南に瀬

戸内の野呂山まで見渡せる。 

⑨ 三段峡 

清流と緑の峡谷美を誇る三段峡は、三段峡入口から聖湖までの、全長約 16km におよ

ぶ大峡谷。黒淵、猿飛、二段滝、三段滝、三ツ滝の五大景観が有名。正面口から黒

淵までの 2.7km は、竜の口までの動の峡谷、栂崎から女夫淵までは日本庭園の原形

の様な静の峡谷、石樋からは再び動の峡谷が見える。 

⑩ 砥石郷山 安芸太田町に位置し、標高は 1,177m。西中国山地国定公園内に所在する。 

⑪ 恐羅漢山 
匹見町域の東端、広島県山県郡の県境に位置する。標高は 1,346m あり島根県で一番

高い山。西中国山地国定公園に指定されており、西中国山地の中でも最高峰である。 

⑫ 岩倉山 
匹見町中心集落の東北およそ 10km の距離にそびえる山。標高 1,023m。頂上からは、

日本海、高島、大麻山が遠望できる。 

⑬ 道の駅匹見峡 

益田市と中国自動車道戸河内 IC のほぼ中間点に位置している。「匹見峡」の入り口

にあり、四方を山々に囲まれ西中国山地の自然と清流を楽しむ拠点として利用され

ている。 

⑭ 道の駅サンエイト美都 
益田市にある国道 191 号の道の駅で、美都温泉が近くにあり、特産品のゆずを使っ

た加工品が揃う道の駅である。 

⑮ 弥畝山 

浜田市匹見町道川芋原と浜田市弥栄村程原と金城町波佐若生と美都町の境にそび

える標高 964.4m の山。樹齢百数十年といわれるブナの原生林を有する山である。遊

歩道の途中にある展望台からは、周囲の山々（大江高山、三瓶山、広島県側の臥龍

山等）から日本海までを一望することができる。「島根県大規模行為景観形成基準

の解説 第Ⅲ章 地域別景観形成方針」において、「展望地」として選定されてい

る。 
注：表中の番号は図 4.3-7 の番号に対応している。 
「北広島町 指定文化財」（北広島町 HP） 
「芸北の山」（北広島町観光協会芸北支部 HP） 
「なつかしの国石見」（石川観光振興協議会 HP） 
「eco ひろしま～環境情報サイト～」（広島県 HP） 
「懐かしの街益田市」（一般社団法人 益田市観光協会） 
「広島県公式観光サイト ひろしま観光ナビ」（一般社団法人広島県観光連盟 HP） 
「島根県 観光 しまね観光ナビ 神々つどうご縁の国」（島根県 HP） 
「広島県北広島町観光情報サイト ぐるっと、きたひろしま」（一般社団法人北広島町観光協会） 
「しまねのお宝 MAP」「島根県大規模行為景観形成基準ガイドライン【展望地、景観資源】マップ」 
（マップ on しまね） 

（各 HP 閲覧：令和元年 5 月)より作成 
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図 4.3-7 主要な眺望点及び主眺望方向  

注： 

1.図に示す情報の出典及び図中番号は表 4.3-16

と同様である。 

2.公的な HP、パンフレットに主要な眺望方向が記さ

れていない眺望点は矢印を付記していない。 
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表 4.3-17 景観資源 

区 分 名 称 

 

区 分 名 称 

非火山性高原 

掛山 

峡谷・渓谷 

三段峡 

大佐山 表匹見峡 

岩倉山東斜面 裏匹見峡 

恐羅漢山 細見谷 

広見山 

穿入蛇行河川 

周布川 

五里山北東斜面 三隅川 

滝 

三ッ滝 匹見川 

出合滝 

岩峰・岩柱 

仏岩 

三段滝 天狗岩 

二段滝 塔岩 

くも淵の滝 湿原 八幡湿原 

魚切滝  

「第 3 回自然環境保全基礎調査 島根県自然環境情報図」（環境庁、平成元年） 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 広島県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成 
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図 4.3-8 景観資源  

注：図に示す情報の出典は表 4.3-17 と同様で

ある。 
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図 4.3-9 主要な眺望景観  

注：図に示す情報の出典及び図中番号は、表 4.3-16

及び表 4.3-17 と同様である。 
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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  主要な眺望景観への影響 

a. 風力発電機の介在の可能性 

主要な眺望点、景観資源及び風力発電機の設置予定範囲の位置関係より主要な眺望景観へ

の風力発電機の介在の可能性を予測した。 

予測にあたっては、主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲を視認する場合に、同方

向に存在する景観資源について、「風力発電機が介在する可能性がある」として抽出した。 

なお、地形や樹木、建物等の遮蔽物及び「b.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、風力発電機及び景観資源がともに視認され

るものと仮定した。 

 

b. 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、風力発電機の設置予定範囲に 100m 間隔で地上約 155m の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。 

 

c. 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

風力発電機の高さは地上約 155m とし、各眺望点と風力発電機の設置予定範囲の最寄り地

点までの最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ（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「b.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て、見えが最大となる場合の値を計算した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 
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(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 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業実施想定区域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。 

 

②  主要な眺望景観への影響 

a. 風力発電機の介在の可能性 

主要な眺望景観の状況については、図 4.3-9 のとおりであり、主要な眺望景観に風力発電

機が介在する可能性は表 4.3-18 のとおりであり、23 か所のうち「広見山」、「五里山北東

斜面」及び「裏匹見峡」以外の 20 か所の景観資源へ介在の可能性があると予測する。 

 

表 4.3-18 主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性（予測） 

番号 主要な眺望点 風力発電機が介在する可能性のある景観資源 

① 大佐山 大佐山、表匹見峡、匹見川、八幡湿原 

② 八幡湿原 大佐山、表匹見峡、匹見川 

③ 八幡大歳神社 大佐山、匹見川 

④ 掛頭山 匹見川 

⑤ 臥龍山 該当なし 

⑥ 高岳 掛山、三隅川 

⑦ 聖湖 掛山、三隅川 

⑧ 深入山 掛山、三段峡、三隅川 

⑨ 三段峡 掛山、岩倉山東傾斜、三ッ滝、三段滝、三段峡、三隅川 

⑩ 砥石郷山 掛山、岩倉山東傾斜、三段峡、三隅川 

⑪ 恐羅漢山 掛山、大佐山、岩倉山東傾斜、恐羅漢山、周布川 

⑫ 岩倉山 掛山、大佐山、周布川 

⑬ 道の駅匹見峡 大佐山、八幡湿原 

⑭ 道の駅サンエイト美都 岩倉山東傾斜、三ッ滝、出合滝、三段滝、三段峡 

⑮ 弥畝山 
掛山、岩倉山東傾斜、恐羅漢山、三ッ滝、出合滝、三段滝、二段滝、

くも淵の滝、魚切滝、三段峡、細見谷、仏岩、天狗岩、塔岩 

 

b. 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、図 4.3-10 のとおりであり、「⑨三段峡」及び「⑬道の

駅匹見峡」以外の主要な眺望点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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図 4.3-10 主要な眺望点の周囲の可視領域  

注：図に示す情報の出典及び図中番号は表 4.3-16

と同様である 
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c. 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の表 4.3-19 とおりである。 

風力発電機の設置予定範囲の最も近くに位置する「⑥高岳」までの距離は約 2.1km で、風

力発電機の見えの大きさ（最大垂直視野角）は約 4.3 度と予測する。 

 

表 4.3-19 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 主要な眺望点 

主要な眺望点から風力発電機の設置

予定範囲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 大佐山 約 8.4 約 1.1 

② 八幡湿原 約 4.1 約 2.1 

③ 八幡大歳神社 約 3.8 約 2.3 

④ 掛頭山 約 7.0 約 1.3 

⑤ 臥龍山 約 5.0 約 1.8 

⑥ 高岳 約 2.1 約 4.3 

⑦ 聖湖 約 4.2 約 2.1 

⑧ 深入山 約 7.3 約 1.2 

⑨ 三段峡 約 8.2 約 1.1 

⑩ 砥石郷山 約 5.6 約 1.6 

⑪ 恐羅漢山 約 7.1 約 1.2 

⑫ 岩倉山 約 4.0 約 2.2 

⑬ 道の駅匹見峡 約 2.4 約 3.7 

⑭ 道の駅サンエイト美都 約 8.7 約 1.0 

⑮ 弥畝山 約 4.4 約 2.0 

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「b.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）における知見は表 4.3-20 及び図

4.3-11 のとおりである。 

 

表 4.3-20 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）〕 

「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 

図 4.3-11 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、重大な環境影響の回避又は低減が可能であるかを評価した。 

 

(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 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業実施想定区域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。 

②  主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観については、以下のとおりである。 

風力発電機の介在の可能性について、23 か所のうち「広見山」、「五里山北東斜面」及び「裏

匹見峡」以外の 20 か所の景観資源へ介在の可能性があり、主要な眺望景観の状況及びそれに

対する影響については、今後の現地調査により補足する。 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、「⑨三段峡」及び「⑬道の駅匹見峡」

以外の主要な眺望点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）」（表 4.3-20）によると、最も近くに位置する「⑥高岳」からの風力発電機の見えの

大きさは、配置によって「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。」

もしくは「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）。」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、以下に示す事項に留意することにより、

重大な環境影響を回避又は低減できる可能性があると考えられる。 

・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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4.4 総合的な評価 

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

騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系及び景観については、今後の環境影響評

価における現地調査を踏まえて環境保全措置を検討することにより、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。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環

境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものとする。 

 

表 4.4-1(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 
方法書以降の手続き等において 

留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設

等までの最短距離は、住宅等は約 0.8km、住宅等以外は約

2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km

の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 26 戸で、

すべてが住宅等である。 

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、右に示す事項に留意することにより、重

大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

  

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留

意して、風力発電機の配置及び機種を検

討する。 

・「風力発電施設から発生する騒音等測定

マニュアル」（環境省、平成 29 年）等を

参考に現地調査を実施する。現地調査結

果をもとに、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。そのうえで、騒音及び超低

周波音の影響の程度を把握し、必要に応

じて風力発電機の配置及び機種を検討

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。 

風車の影 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設

等までの最短距離は、住宅等は約 0.8km、住宅等以外は約

2.5km である。また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km

の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計 26 戸で、

すべてが住宅等である。 

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、右に示す事項に留意することにより、重

大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。  

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留

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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表 4.4-1(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 
方法書以降の手続き等において 

留意する事項 

動物 

河川、湖沼といった水域、海岸等の水辺環境を主な生息

環境とする重要な種については、事業実施想定区域内であ

っても直接改変を行わないことから、重大な影響がないも

のと評価する。樹林、草地及び水田、湿地等の水辺といっ

た環境を主な生息環境とする重要な種及び動物の注目す

べき生息地においては、その一部が直接改変される可能性

があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能

性があり、また、コウモリ類や鳥類については、事業実施

想定区域上空を利用する可能性があることから、施設の稼

働に伴うバットストライク及びバードストライク等の重

大な環境影響を受ける可能性があるが、事業実施想定区域

を可能な限り絞り込み、風力発電機の設置対象外を設定す

ること、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低

減することにより、重大な影響が、実行可能な範囲内でで

きる限り回避、又は低減されていると評価する。 

方法書以降の手続きでは右に示す事項に留意し、環境影

響の回避又は低減を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握

し、重要な種の影響の程度を適切に予測

する。必要に応じて環境保全措置を検討

する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、

「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環

境省、平成 24 年）に準拠して生息状況

の調査を実施する。 

・猛禽類やガン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

調査を実施する。 

・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する。 

・施設の稼働による影響として、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の影響が

想定されるものの、風力発電機設置位置

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、予測及び評価を実施

する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じな

いような計画や工法について検討し、生

息環境への影響の低減を図る。 

植物 

河川、湖沼といった水域、海岸等の水辺環境を主な生

育環境とする重要な種については、事業実施想定区域内

であっても直接の改変を行わないこと、事業実施想定区

域内に重要な植物群落及び巨樹・巨木林・天然記念物は

確認されていないことから、重大な影響はないものと評

価する。樹林、草地、露岩地等及び水田、湿地等の水辺

といった環境を主な生育環境とする重要な種について

は、その一部が改変される可能性があることから、生育

環境の変化に伴う影響が生じる可能性があり、また、植

生自然度 10 及び 9 に該当する植生は、事業実施想定区域

に存在することから、施設の配置など事業の計画によっ

ては、一部が改変されることにより事業実施による、影

響が生じる可能性があるが、事業実施想定区域を可能な

限り絞り込み、風力発電機の設置対象外を設定するこ

と、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低減

することにより、重大な影響が、実行可能な範囲内でで

きる限り回避、又は低減されていると評価する。 

方法書以降の手続きでは右に示す事項に留意し、環境影

響の回避又は低減を図る。 

・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。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落

については、可能な限り必要最低限の

工事にとどめ、改変による重大な影響

を回避・低減するよう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じな

いような計画や工法について検討し、生

育環境への影響の低減を図る。 
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表 4.4-1(3) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 
方法書以降の手続き等において 

留意する事項 

生態系 

植生自然度 10 に相当する自然植生、自然公園、鳥獣保

護区、天然記念物（植物）、特定植物群落、巨樹・巨木

林、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）、湿

地及び広島県自然環境保全地域は、事業実施想定区域外

であるため、直接改変を行わないことから、重大な影響

がないものと評価する。植生自然度 9 に相当する自然植

生、保安林が事業実施想定区域の一部に確認されている

ことから、施設の配置などの事業計画によっては、一部

が改変されることにより事業実施による、影響が生じる

可能性があるが、事業実施想定区域を可能な限り絞り込

み、風力発電機の設置対象外を設定すること、既存道路

を利用し道路の新設による拡幅面積を低減することによ

り、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回

避、又は低減されていると評価する。 

方法書以降の手続きでは右に示す事項に留意し、環境

影響の回避又は低減を図る。 

・自然植生について、現地調査等により植

生の状況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のま

とまりの場を多く残存するよう、可能な

限り必要最低限の工事にとどめ、改変に

よる重大な影響を回避・低減するよう検

討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目

すべき生息・生育の場への影響の程度を

適切に予測し、必要に応じて環境保全措

置を検討する。 
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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。 

表 4.4-1(4) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 
方法書以降の手続き等において 

留意する事項 

景観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業

実施想定区域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。 

 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観については、以下のとおりである。 

風力発電機の介在の可能性について、23 か所のう

ち「広見山」、「五里山北東斜面」及び「裏匹見峡」

以外の 20 か所の景観資源へ介在の可能性があり、主

要な眺望景観の状況及びそれに対する影響について

は、今後の現地調査により補足する。 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性につ

いて、「⑨三段峡」及び「⑬道の駅匹見峡」以外の主

要な眺望点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）」（表

4.3-20）によると、最も近くに位置する「⑥高岳」か

らの風力発電機の見えの大きさは、配置によって「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。」もしくは「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）。」

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、右に示す事項に留意することにより、重大な影響

を回避又は低減できる可能性があると評価する。 

・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た、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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