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１．煙突高さの検討経緯の記載について 

 

 

煙突高さについては、方法書の検討段階において、航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 51 条

に定められた航空障害燈の設置が不要となる 59m 及び先行他社で実績のある 80m を対象に検討を

行い、建物ダウンウォッシュも考慮しつつ、可能な限り最大着地濃度を低減する観点から 80m と

して計画しました。 

この検討は、方法書の検討段階のものであり、予測条件（煙源の諸元、気象条件）が準備書と

は異なるため、検討経緯を準備書に記載していませんでしたが、対象事業は発電所の新設である

ことから、評価書においては、表 1のとおり、「8.2.2 環境保全措置の検討の過程及び結果」に

煙突高さの検討経緯を記載します。 
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表 1 準備書記載内容の修正案 

準備書 P8.2-7 修正案 

5．土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置の検討 

(1) 大気環境（大気質）－施設の稼働（排ガス） 

 

窒素酸化物の低減対策として，発電用燃料は天然ガスとし，発電効率

が高いコンバインドサイクル発電方式を採用することにより，発電電力

量当たりの窒素酸化物排出量の低減を図ることとした。また，低 NOx 燃

焼器を採用するとともに，乾式アンモニア接触還元法による排煙脱硝装

置を設置することにより，煙突出口における窒素酸化物の排出量を低減

し，排出濃度は 5ppm 以下とすることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置の検討 

(1) 大気環境（大気質）－施設の稼働（排ガス） 

① 窒素酸化物対策の検討 

窒素酸化物の低減対策として，発電用燃料は天然ガスとし，発電効率

が高いコンバインドサイクル発電方式を採用することにより，発電電力

量当たりの窒素酸化物排出量の低減を図ることとした。また，低 NOx 燃

焼器を採用するとともに，乾式アンモニア接触還元法による排煙脱硝装

置を設置することにより，煙突出口における窒素酸化物の排出量を低減

し，排出濃度は 5ppm 以下とすることとした。 

② 煙突高さの検討 

  煙突高さは，二酸化窒素の着地濃度低減の観点からは極力高くするこ

とが望ましいものの，眺望景観への影響低減の観点からは低くすること

が望ましい。 

このため，方法書の検討段階において，窒素酸化物の低減対策や 3 筒

身集合型の煙突の採用を前提に，煙突高さ別（59m，80m）の二酸化窒素

の最大着地濃度を比較検討した結果，第 8.2.2-1 表のとおり，最大着地

濃度に大きな差は見られないものの，建物ダウンウォッシュも考慮しつ

つ，可能な限り最大着地濃度を低減する観点から，煙突高さは 80m とし

て計画した。 

 

第 8.2.2-1 表 煙突高さ別の二酸化窒素年平均値の検討結果（3機稼働時） 

 最大着地濃度（寄与濃度） 最大着地濃度地点 

煙突高さ 59m 0.00004ppm 東南東約 8.9km 

煙突高さ 80m 0.00003ppm 東南東約 9.2km 

注：検討結果は，方法書の検討段階の予測条件に基づくものであるため，第

8.1.1.1-42 表(2)の予測結果とは異なる。 

 



 

3 

 

 

２．緑化計画について 

 

 

緑化計画については、草本・低木・中木・高木から成る多層構造を目指すこと、強い樹林を形

成するため法面にも低木を植栽すること等を考慮して見直しを行い、表 1及び図 1、2のとおり修

正し、評価書へ反映します。 

また、準備書 P8.2-3 の「3.緑化計画」にある「動植物の生息・生育環境に配慮した」という記

載については、「動植物の生息・生育環境の保全・整備に配慮した」といった内容に見直し、類

似箇所も含めて表 2のとおり修正し、評価書へ反映します。 
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表 1 準備書記載内容の修正案

準備書 P2.2-45 修正案 

 

11．緑化計画に関する事項 

 

緑化計画の概要は，第 2.2-18 図のとおりであり，敷地の周辺は，カシワ，

ミズナラ，ハマナス等による高木と低木による階層構造による樹木植栽地

とし，法面には，草本を植栽する。構内には草地及び芝地等を整備する。 

 これらにより，発電所計画地の緑地面積率は約 11％となるが，発電所計

画地は｢工場立地法｣（昭和 34 年法律第 24 号）第 4条第 1項及び｢工場立地

に関する準則｣（平成 10 年大蔵省，厚生省，農林水産省，通商産業省，運

輸省告示第 1 号）第 5 条に基づく，工業団地の特例的基準が適用される石

狩湾新港工業団地内であり，工業団地として緑地面積率 20％以上が確保さ

れている。 

 

 

11．緑化計画に関する事項 

 

緑化計画の概要は，第 2.2-18 図のとおりであり，敷地の周辺は，カシワ，

ミズナラ等の高木，ヤマグワ等の中木，ハマナス，アキグミ等の低木，オ

オヨモギ，コウボウムギ等の草本による階層構造による樹木植栽地とし，

発電所計画地境界の法面には，低木と草本を植栽する。構内には草地及び

芝地等を整備する。 

 これらにより，発電所計画地の緑地面積率は約 11％（約 3万ｍ2）となる

が，発電所計画地は｢工場立地法｣（昭和 34 年法律第 24 号）第 4 条第 1 項

及び｢工場立地に関する準則｣（平成 10 年大蔵省，厚生省，農林水産省，通

商産業省，運輸省告示第 1 号）第 5 条に基づく，工業団地の特例的基準が

適用される石狩湾新港工業団地内であり，工業団地として緑地面積率 20％

以上が確保されている。 

 また，小樽市が定める｢小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例

に基づく緑化に関する運用基準｣の必要緑化面積（約 0.3 万 m2）についても

確保されている。 
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図 1 準備書記載内容（準備書 P2.2-46） 
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図 2 準備書記載内容の修正案 
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表 2 準備書記載内容の修正案 

※その他類似箇所の該当ページ 

（「生息・生育環境に配慮」→「生息・生育環境の保全・整備に配慮」、「生息環境に配慮」→「生息環境の保全・整備に配慮」、 

  「生育環境に配慮」→「生育環境の保全・整備に配慮」） 

 ；準備書 P8.1.3-68,72,92,95,P8.1.4-13,P8.1.5-49,51,52,P8.2-2,8,24,27,P8.4-37,47,48,51,61,62 

準備書 P8.2-3 修正案 

 

３．緑化計画 

 

 緑化に当たっては，発電所計画地周辺に自生している在来種等を植栽す

ることで，周辺からの眺望景観に配慮するとともに，樹林と草地が隣接し

た環境を創出することで，動植物の生息・生育環境に配慮した。 

 

 

３．緑化計画 

 

 緑化に当たっては，発電所計画地周辺に自生している在来種等を植栽す

ることで，周辺からの眺望景観に配慮するとともに，樹林と草地が隣接し

た環境を創出することで，動植物の生息・生育環境の保全・整備に配慮し

た。 
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３．気象の異常年検定について 

 

 

対象事業実施区域の最寄りの気象官署としては、図1のとおり、札幌管区気象台（以下「札幌」

という。）がありますが、その他に地域気象観測所（アメダス）として、石狩地域気象観測所（以

下「石狩」という。）及び山口地域気象観測所（以下「山口」という。）があります。 

 札幌、石狩及び山口における平成 14～24 年度の気象の経年変化は、表 1のとおりです。 

 

図 1 対象事業実施区域の最寄りの気象官署及び地域気象観測所の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 気象の経年変化 

項目 地点 
平成 

14 年度

平成 

15 年度 

平成 

16 年度

平成

17 年度

平成

18 年度

平成

19 年度

平成

20 年度

平成

21 年度

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成

24 年度

最多風向 

札幌 SE SE SE SE SE SSE SSE SE SSE SE SE 

石狩 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE 

山口 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE 

平均風速 

（m/s） 

札幌 3.7 3.6 3.6 3.6 3.8 3.3 3.7 3.6 3.4 3.3 3.5

石狩 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.7 2.7 2.8 2.8

山口 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.1 2.4 2.6 2.9 2.9 3.1

平均気温 

（℃） 

札幌 8.6 9.1 9.3 9.0 9.4 9.2 9.7 9.1 9.9 8.9 9.4

石狩 7.0 7.6 7.8 7.7 8.3 8.1 8.5 7.8 8.6 7.6 8.1

山口 7.9 8.4 8.5 8.2 8.7 8.4 9.0 8.6 9.2 8.3 8.9

平均湿度 

（％） 
札幌 68 68  67 68 68 68 68 68 68  69  71 

日照時間 

（時間） 

札幌 1700.9 1752.6 1637.0 1668.2 1732.6 1816.4 1749.3 1626.9 1653.0 1746.5 1749.1

石狩 1709.7 1649.9 1593.6 1667.8 1780.7 1815.3 1710.3 1593.1 － 1635.9 1661.3

山口 1670.2 1613.9 1568.6 1593.8 1656.6 1746.0 1685.6 1492.9 1638.9 1657.7 1661.3

注：「－」は、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて不足していることを示す。 
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また、当社が観測した平成24年度の気象が異常でなかったかを確認するため、「窒素酸化物総

量規制マニュアル〔新版〕」（公害研究対策センター、平成12年）に基づくＦ分布棄却検定法に

より、過去10年間（平成14～23年度）を統計年、平成24年度を検定年とした気象データの異常年

検定を行いました。 

異常年検定の結果は、表2のとおり、一部に棄却された項目があったものの、大部分の項目が採

択されていることから、平成24年度の気象は異常ではなかったと判断しました。 

 

表 2 異常年検定の結果 

（月別値） 

項目 地点 
検定期間（平成 24 年 4月～平成 25 年 3月） 

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

平均風速 

札幌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石狩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＋ ＋ ○ ○ ○ ＋ ＋ 

平均気温 

札幌 ○ ○ ○ ○ ○ ＋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石狩 ○ ○ ○ ○ ○ ＋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山口 ○ ○ ○ ○ ○ ＋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

平均湿度 札幌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＋ ○ ○ ○ ○ ＋ 

日照時間 

札幌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

石狩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注：危険率 5％での検定結果 ○：採択、＋：棄却（異常に大きい）、―：棄却（異常に小さい） 

 

（風向別出現頻度） （風速階級別出現頻度） 

 検定期間（平成 24 年 4月～平成 25 年 3月） 検定期間（平成 24 年 4月～平成 25 年 3月） 

風向 札幌 石狩 山口 

 

 

風速階級（m/s） 札幌 石狩 山口 

NNE ○ ○ ○ 0.0～0.4 ○ ○ ○ 

NE ○ ○ ○ 0.5～1.4 ○ ○ - 

ENE ○ ○ ○ 1.5～2.4 ○ ○ ○ 

E ＋ ○ ○ 2.5～3.4 ○ ○ ○ 

ESE ○ ○ ○ 3.5～4.4 ○ ○ ○ 

SE ○ ＋ ○ 4.5～5.4 ○ ○ ○ 

SSE ○ ○ ○ 5.5～6.4 ○ ○ ○ 

S ○ ○ ○ 6.5～7.4 ○ ○ ○ 

SSW ○ ○ ○ 7.5～8.4 ○ ○ ○ 

SW ○ ○ ○ 8.5～9.4 ○ ○ ＋ 

WSW ○ ○ ○ 9.5～ ○ ○ ＋ 

W ○ ○ ○ 

WNW ○ ○ ○ 

NW ○ ○ ○ 

NNW ○ ○ ○ 

N ○ ○ ○ 

CALM ○ ○ ○ 

注：危険率 5％での検定結果 ○：採択、＋：棄却（異常に大きい）、―：棄却（異常に小さい） 
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４．煙突からの白煙について 

 

 

煙突から白煙が発生する可能性について、図 1のとおり、排ガスが大気と同じ状態まで拡散・

冷却していく過程（温度・湿度とも直線的に低下すると仮定）において、排ガスの水分が過飽和

となる場合を白煙化するものとして試算を行いました。 

その結果は、表 1のとおりであり、白煙が発生する可能性は年間で 18.7％と試算され、年間の

中では 12～3 月に多く発生する可能性があります。 

 

白煙が多く発生する可能性のある 12～3 月は、雪日数が多いことから、降雪により上空が白く

見える日が多いこと、背景の山を含む周辺一体が積雪により概ね白く見えることから、白煙によ

る眺望景観への影響は少ないと考えています。 

 

表 1 白煙が発生する可能性（頻度） 

年月 
項目 

平成 24 年 平成 25 年 
年間

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

発生頻度 
(%) 

28.8 3.2 0.8 0 0 0 3.0 23.8 37.4 37.5 45.8 45.7 18.7

雪日数
（日） 

9  0  0  0 0 0 0 13 30 30 28  27  137 

注：1.夜間は白煙化の影響が小さいことから、白煙発生の集計から除外した。 

2.雪日数は、「気象統計情報」（気象庁ホームページ、平成 25 年 11 月現在）における札幌管区気象

台の観測結果であり、強度に関係なく、雪・しゅう雪・ふぶき・みぞれ・霧雪・細氷のうち 1 つ以

上の大気現象を観測した日数を示す。 

 

 

図 1 白煙化の判定のイメージ 
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５．風速のべき法則について 

 

 

 準備書 P8.1.1-98 に記載した風速鉛直分布のべき法則におけるべき指数の算出方法、べき指数

のばらつきの程度又は風速推定誤差を検討した結果は、以下のとおりです。 

 

大気拡散予測における煙突頭頂部（高度 80m）の風速は、地上気象観測による地上（高度 10m）

の風速を用いて、風速鉛直分布のべき法則により推計しました。 

べき法則におけるべき指数は、高層気象観測の結果と同時刻の地上気象観測の結果から、表 1

のとおり、大気安定度の区分ごとに、高度 100m と地上の平均風速を求め、準備書 P8.1.1-98 に記

載したべき法則の式にこれらを代入して算出しました。 

べき指数は、時間ごとの風速の観測値により個々に算出していないため、べき指数のばらつき

の程度は把握していませんが、風速推定誤差を把握するため、高度 100m の風速について、高層気

象観測による観測値とべき法則による推計値の相関係数を求めた結果、表 2のとおり、相関係数

は 0.66～0.87 となっています。また、高度 100m の風速の観測値と推計値の関係は、図 1のとお

りです。 

 

表 1 高度 100m と地上の平均風速 

大気安定度 A～B-C C～D(昼) D(夜)～E F～G 

平均風速(m/s) 
高度 100m 3.0 7.8 8.1 3.7 

地上（高度 10m） 2.6 5.6 5.5 1.9 

べき指数 P 0.066 0.141 0.164 0.299 

データ数 20 217 189 22 

注：べき指数 Pは、高度 100m と地上の平均風速を用いて、べき法則の式により算出した。 

 

 

表 2 高度 100m の風速の観測値と推計値の相関係数 

大気安定度 A～B-C C～D(昼) D(夜)～E F～G 

相関係数 r 0.66 0.87 0.85 0.69 

注：相関係数 rは、以下の式により算出した。 

  )yy)(xx( ii ：観測値 x と推計値 yの共分散

  2
i )xx(  ：観測値 x の分散 

  2
i )yy( ：推計値 yの分散 

  









22 )()(

))((
r 

yyxx

yyxx

ii

ii

・
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図 1 高度 100m の風速の観測値と推計値の関係 
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６．風速推定誤差の影響について 

 

 

 「５．風速のべき法則について」に記載した風速の観測値と推計値の関係においては、風速の

推定誤差が最大で 5m/s 程度となっており、二酸化窒素濃度の 1時間値の予測に影響を及ぼす可能

性があることを踏まえ、特殊気象条件下の 1 時間値の予測における風速推定誤差の影響を検討し

た結果は、以下のとおりです。 

 

 特殊気象条件下の1時間値の予測結果においては、準備書P8.1.1-151～153に記載したとおり、

将来環境濃度は 0.0039～0.0277ppm となっており、短期暴露の指針値（1 時間暴露として 0.1～

0.2ppm）を下回る数値となっています。 

安全確認のために、高度 100m の風速の推定誤差が最大で 5m/s 程度であることを踏まえた検討

として、強風時の現象である煙突ダウンウォッシュ発生時及び建物ダウンウォッシュ発生時を対

象に、風速の推計値の全データに 5m/s を加算した場合の影響について予測を行いました。 

なお、逆転層形成時及びフュミゲーション発生時については、高層気象観測による観測値を用

いて予測を行っていることから、検討対象外としました。 

風速の推計値の全データに 5m/s を加算した場合の影響について予測を行った結果は、表 1、2

のとおりであり、着地濃度が最大となる時刻の将来環境濃度は、煙突ダウンウォッシュ発生時が

0.0411ppm、建物ダウンウォッシュ発生時が 0.0142ppm であり、いずれも短期暴露の指針値に適合

しています。 
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表 1(1) 風速の推計値に 5m/s を加算した場合の煙突ダウンウォッシュ発生時の予測結果 

（最大着地濃度及び出現距離） 

項 目 

風向 
 
 

（16 方位）

風速 
 
 

(m/s) 

上層の 
大気安定度

 
 

有効煙突
高さ 
 

（m） 

最大 
着地濃度 

 
（ppm） 

最大 
着地濃度
出現距離
（km） 

3 機稼働時 
冷機起動時 

準備書記載 NW 13.4 C-D 80 0.0101 1.3 

風速の推計値 
に 5m/s を加算 

W 13.4 C-D 80 0.0101 1.3 

注：予測は、準備書 P.8.1.1-115～116 に記載した煙突ダウンウォッシュ発生時の予測結果において、最大着地濃

度が最も高くなった 3機稼働時の冷機起動時を対象に行った。 

 

表 1(2) 風速の推計値に 5m/s を加算した場合の煙突ダウンウォッシュ発生時の予測結果 

（将来環境濃度） 

項 目 

寄与濃度 
 

(ppm) 
a 

バックグラ 
ウンド濃度 

(ppm) 
b 

将 来 
環境濃度 
(ppm) 
a＋b 

短期暴露の
指針値 

3 機稼働時 
冷機起動時 

準備書記載 0.0101 0.003 0.0131 1 時間暴露 
として 

0.1～0.2ppm風速の推計値 
に 5m/s を加算 

0.0101 0.031 0.0411 

注：バックグラウンド濃度は，予測に用いた気象条件が出現した日時（準備書記載は平成24年4月1日12時、風速

の推計値に5m/sを加算した場合は平成25年3月17日6時）における対象事業実施区域から半径10km以内の一般

局3局（樽川，手稲，篠路）及び現地調査地点（石狩市生振）の二酸化窒素濃度の1時間値の最高値を用いた。 

 

 

表 2(1) 風速の推計値に 5m/s を加算した場合の建物ダウンウォッシュ発生時の予測結果 

（最大着地濃度及び出現距離） 

項 目 

風向 
 
 

（16 方位）

風速 
 
 

(m/s) 

上層の 
大気安定度

 
 

最大 
着地濃度 

 
（ppm） 

最大 
着地濃度 
出現距離 
（km） 

3 機稼働時 
冷機起動時 

準備書記載 WNW 25.9 D 0.0080 1.0 

風速の推計値 
に 5m/s を加算 

NNW 8.3 A-B 0.0092 0.6 

注：予測は、準備書 P.8.1.1-123～124 に記載した建物ダウンウォッシュ発生時の予測結果において、最大着地濃

度が最も高くなった 3機稼働時の冷機起動時を対象に行った。 

 

表 2(2)  風速の推計値に 5m/s を加算した場合の建物ダウンウォッシュ発生時の予測結果 

（将来環境濃度） 

項 目 

寄与濃度 
 

(ppm) 
a 

バックグラ 
ウンド濃度 

(ppm) 
b 

将 来 
環境濃度 
(ppm) 
a＋b 

短期暴露の
指針値 

3 機稼働時 
冷機起動時 

準備書記載 0.0080 0.004 0.0120 1 時間暴露 
として 

0.1～0.2ppm風速の推計値 
に 5m/s を加算 

0.0092 0.005 0.0142 

注：バックグラウンド濃度は，予測に用いた気象条件が出現した日時（準備書記載は平成25年3月10日14時、風速

の推計値に5m/sを加算した場合は平成24年4月25日14時）における対象事業実施区域から半径10km以内の一般

局3局（樽川，手稲，篠路）及び現地調査地点（石狩市生振）の二酸化窒素濃度の1時間値の最高値を用いた。 
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７．内部境界層によるフュミゲーション発生時の予測における煙の上昇過程を考慮した場合の

濃度計算について 

 

 

内部境界層によるフュミゲーション発生時の影響については、CONCAWE 式（風速 2.0m/s 以上）

により求めた有効煙突高さを用いて予測していますが、煙突高さが 80m であり、上昇途中の排煙

が内部境界層に交わる可能性があるため、排煙の上昇過程を考慮した場合の影響について検討し

ました。 

検討は、「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（公害研究対策センター、平成 12 年）に

基づき、以下の Montgomery 式を用いて、準備書 P8.1.1-142 に記載した有効煙突高さが最も低く

なる 2機稼働時の冷機起動時を対象に行いました。 

 

Montgomery 式：△Ｈ＝(1/1000･ＱＨ)
1/3･ｕ-1･ｆ(ｘ) 

         △Ｈ ：排ガス上昇高さ（m） 

         ＱＨ  ：排出熱量（cal/s） 

         ｕ ：煙突頭頂部の風速（m/s） 

         ｆ(ｘ)：中 立（-0.0017＜dθ/dz≦0.0016）；ｆ(ｘ)＝0.84ｘ0.56（ｘ≦3,000m） 

弱安定（0.0016＜dθ/dz≦0.0070）  ；ｆ(ｘ)＝1.26ｘ0.49（ｘ≦2,800m） 

              強安定（0.0070＜dθ/dz≦0.0187）  ；ｆ(ｘ)＝4.64ｘ0.26（ｘ≦1,960m） 

         ｘ ：風向に沿った風下距離（m） 

dθ/dz ：温位勾配（℃/m） 

 

排煙と内部境界層の関係（モデル化図）は、図 1 のとおりであり、上昇過程を考慮した場合の

排煙は、Montgomery 式で定義されている風下距離の範囲（弱安定：2,800m）において、内部境界

層に交わらない結果となっています。 

 

図 1 排煙と内部境界層の関係（モデル化図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1．Montgomery 式のｆ(ｘ)は、内部境界層出現時の対象事業実施区域における海風層温位勾配から弱安定とした。 

2．内部境界層高度の推定式における係数ａは、高層気象観測結果に基づきａ＝3とした。 
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８．内部境界層によるフュミゲーション発生時の予測における内部境界層高度を1.4倍した 

場合の濃度計算について 

 

 

上層の乱流観測によると、地面付近で発生した熱フラックスが上層の気温勾配に逆らっても上

層に貫入するという研究報告があることを踏まえ、内部境界層高度を 1.4 倍した場合の影響につ

いて検討した結果は、以下のとおりです。 

 

内部境界層の検討にあたっては、対象事業実施区域及び内陸地点の 2 地点において、これまで

の環境影響評価で多くの実績があるゾンデによる高層気象観測を実施し、観測から得られた気温

勾配等に基づき、内部境界層の出現状況を整理するとともに、内部境界層高度の推定式（準備書

P8.1.1-137）の係数 aを算定しました。 

 

乱流による内部境界層が温位勾配による内部境界層よりも 1.4 倍高くなるという研究報告※が

あることは認識していますが、乱流による内部境界層を把握するには、研究報告と同様の詳細な

観測（研究報告では飛行機観測を実施）が必要と考えられ、また、内部境界層の発達は気象や地

形条件によることから、研究報告を準備書の予測結果にそのまま適用できるかについては、課題

が多いと認識しています。 

※「海風に伴い発達する自由対流内部境界層に関する研究」（公害資源研究所報告第 19 号 蒲生稔、昭和 56 年） 

 

安全確認のために、高層気象観測結果に基づく内部境界層高度を 1.4 倍した場合について予測

を行った結果、二酸化窒素の着地濃度が最大となる時刻の予測結果は、表 1 のとおり、最大着地

濃度は 0.0046ppm、バックグラウンド濃度を含む将来環境濃度は 0.0166ppm であり、短期暴露の

指針値に適合しています。 

また、フュミゲーション発生時のモデル化図は、図 1 のとおりです。（図中には、併せて高層

気象観測による内部境界層出現高度を記載しました。） 
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表 1（1） 内部境界層高度を 1.4 倍した場合のフュミゲーション発生時の予測結果 

（最大着地濃度及び出現距離） 

項 目 

風速 

 

 

（m/s）

大気安定度 内部境界層

高 度 

（内陸地点）

（m） 

有効煙

突高さ

 

（m）

最大 

着地濃度 

 

（ppm） 

最大 

着地濃度

出現距離

（km） 
境界層内 境界層外

2 機稼働時 

冷機起動時 

準備書記載 12.8 C E 200 173 0.0024 3.6 

内部境界層 

高度を 1.4 倍 
12.8 C E 280 173 0.0046 2.0 

注：予測は、準備書 P.8.1.1-140～141 に記載したフュミゲーション発生時の予測結果において、最大着地濃

度が最も高くなった 2機稼働時の冷機起動時を対象に行った。 

 

 

表 1（2） 内部境界層高度を 1.4 倍した場合のフュミゲーション発生時の予測結果 

（将来環境濃度） 

項 目 

寄与濃度 
 

（ppm） 
a 

バックグラ 
ウンド濃度 
（ppm） 

b 

将 来 
環境濃度 
（ppm） 
a＋b 

短期暴露の 
指針値 

2 機稼働時 

冷機起動時 

準備書記載 0.0024 0.012 0.0144 1 時間暴露 
として 

0.1～0.2ppm 内部境界層 

高度を 1.4 倍 
0.0046 0.012 0.0166 

注：1．短期暴露の指針値は、昭和53年の中央公害対策審議会の答申による短期暴露の指針値を示す。 

2．バックグラウンド濃度は、予測に用いた気象条件が出現した日時（準備書記載及び内部境界層高度を

1.4倍した場合のいずれも平成24年5月5日15時）における対象事業実施区域から半径10km以内の一般

局3局（樽川、手稲、篠路）及び現地調査地点（石狩市生振）の二酸化窒素濃度の1時間値の最高値を

用いた。 

 

 

図 1 フュミゲーション発生時のモデル化図 
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９．内部境界層によるフュミゲーション発生時の予測における発生条件の「地上気温と水温 

との差」について 

 

 

内部境界層の出現条件とした「地上気温＞海水温」は、それぞれの測定値の代表性の確認が難

しい等、定量的に判断することが難しい面があることを踏まえ、「地上気温＞海水温」の条件を

除いた場合の影響を検討した結果は、以下のとおりです。 

 

内部境界層の出現状況は、準備書 P8.1.1-137 に記載したとおり、対象事業実施区域及び内陸地

点の 2地点における高層気象観測結果を、以下の出現条件に基づき解析して把握しました。 

 

 〔内部境界層の出現条件〕 

① 昼間の時間帯を対象とする。 

② 対象事業実施区域において地上から排煙の有効煙突高さ以上の高さまで海風（風向：

西南西から時計回りに北北東）が吹いている。 

③ 内陸地点において地上から連続した不安定層又は中立層（気温勾配≦-0.8℃/100m）が

ある。この不安定層又は中立層の上限の高度を内部境界層の出現高度とする。 

④ 内陸地点の気温が海水温より高い。 

⑤ 内陸地点における海風層の高度が内部境界層高度より高い。（上空に海風が吹いてい

る。） 

⑥ 対象事業実施区域に比べ、内陸地点の方が内部境界層高度が高い。 

 

安全確認のために、④の「地上気温＞海水温」の条件を除いた場合の内部境界層の出現状況を

検討した結果、表 1 のとおり、春季及び夏季の 224 回の観測中 15 回（6.7％）の観測結果が出現

条件に該当する結果となりました。（準備書 P8.1.1-138 に記載した 4回（1.8%）から 11 回（4.9%）

の増加。） 

この 15 回の観測結果に基づき、内部境界層によるフュミゲーション発生時の予測を行った結果、

二酸化窒素の着地濃度が最大となる時刻の予測結果は、表 2のとおり、最大着地濃度は 0.0097ppm、

バックグラウンド濃度を含む将来環境濃度は 0.0147ppm であり、短期暴露の指針値に適合してい

ます。 
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表 1 「地上気温＞海水温」の条件を除いた場合の内部境界層の出現状況 

 

 

季節 出現日時 

対象事業実施区域 内陸地点 高層気象 
内陸 
地点 
気温 
（℃） 

 
海水温

 
（℃）

係数
 

 ａ

内部境界層 海風層 内部境界層 海風層 100m風 

出現 
高度 
（m） 

気温 
勾配 

（℃/100m）

出現 
高度 
（m） 

気温
勾配

（℃/100m）

出現
高度
（m）

気温
勾配

（℃/100m）

出現
高度
（m）

気温
勾配

（℃/100m）

風向
 

風速 
（m/s）

春季 5月 5日 15:00 50 -2.2 1,500 -0.5 200 -1.4 1,500 -0.5 WNW 12.8 13.0 9.9 3

夏季 

7月 29日 13:30 100 -3.1 1,500 -0.3 150 -2.7 500 0.8 NNW 5.8 24.8 21.9 3

7月 29日 15:00 50 -3.4 1,500 -0.3 200 -2.3 1,500 -0.4 NNW 3.4 25.2 22.2 3

7月 31日 13:30 0 － 750 -0.4 50 -2.6 1,500 -0.6 N 3.6 27.4 21.8 1

8月 1日  6:00 0 － 900 -0.2 50 -1.0 1,500 -0.4 W 2.9 22.0 22.5 1

8月 1日  7:30 0 － 1,500 -0.4 100 -0.8 1,500 -0.3 WNW 4.8 21.6 22.2 2

8月 1日  9:00 0 － 1,500 -0.3 100 -1.0 1,500 -0.3 WNW 1.5 21.4 22.2 2

8月 1日 12:00 150 -1.3 1,500 -0.3 200 -1.2 1,500 -0.4 NNW 4.1 22.7 22.7 3

8月 1日 13:30 150 -0.9 1,500 -0.3 200 -1.0 1,500 -0.3 NW 3.4 21.0 22.6 3

8月 1日 15:00 0 － 550 -0.5 200 -1.1 450 -0.1 NNW 3.8 20.8 22.5 3

8月 2日  7:30 0 － 1,500 -0.2 300 -1.0 1,500 -0.1 NNW 6.4 18.6 21.9 5

8月 2日 10:30 350 -1.3 1,500 -0.1 400 -1.3 1,500 -0.1 NNW 5.0 20.4 21.6 6

8月 2日 12:00 300 -1.5 1,500 -0.2 450 -1.3 1,500 -0.1 NW 5.7 21.1 22.0 7

8月 2日 16:30 300 -1.1 1,500 -0.1 400 -1.1 1,500 -0.1 NW 5.9 19.7 22.5 6

8月 2日 18:00 0 － 1,500 -0.3 350 -1.1 1,500 -0.1 NW 5.1 19.4 22.6 6

注．網掛部は、「地上気温＞海水温」の条件を除いた場合に、新たに内部境界層が出現すると判定された日時を示す。 

観測期間：春季；平成 24 年 4月 29 日～5 月 5日 

夏季；平成 24 年 7月 29 日～8月 4日 
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表2（1） 「地上気温＞海水温」の条件を除いた場合のフュミゲーション発生時の予測結果 

（最大着地濃度及び出現距離） 

項 目 

風速 

 

 

（m/s）

大気安定度 内部境界層

高 度 

（内陸地点）

（m） 

有効煙

突高さ 

 

（m） 

最大 

着地濃度 

 

（ppm） 

最大 

着地濃度

出現距離

（km） 
境界層内 境界層外

2 機稼働時 

冷機起動時 

準備書記載 12.8 C E 200 173 0.0024 3.6 

「地上気温＞海水温」 

の条件を除いた場合 
 5.7 C E 450 250 0.0097 1.6 

注：予測は、準備書 P.8.1.1-140～141 に記載したフュミゲーション発生時の予測結果において、最大着地濃度が

最も高くなった 2機稼働時の冷機起動時を対象に行った。 

 

 

表 2（2） 「地上気温＞海水温」の条件を除いた場合のフュミゲーション発生時の予測結果 

（将来環境濃度） 

項 目 

寄与濃度 
 

（ppm） 
a 

バックグラウ
ンド濃度 
（ppm） 

b 

将 来 
環境濃度 
（ppm） 
a＋b 

短期暴露の 
指針値 

2 機稼働時 

冷機起動時 

準備書記載 0.0024 0.012 0.0144 1 時間暴露 
として 

0.1～0.2ppm 
「地上気温＞海水温」 

の条件を除いた場合 
0.0097 0.005 0.0147 

注：1．短期暴露の指針値は、昭和53年の中央公害対策審議会の答申による短期暴露の指針値を示す。 

2．バックグラウンド濃度は、予測に用いた気象条件が出現した日時（準備書記載は平成24年5月5日15時、「地

上気温＞海水温」の条件を除いた場合は平成24年8月2日12時）における対象事業実施区域から半径10km以

内の一般局3局（樽川、手稲、篠路）及び現地調査地点（石狩市生振）の二酸化窒素濃度の1時間値の最高

値を用いた。 
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１０．地形影響の予測について 

 

 

地形影響については、大気安定度を中立として予測を行っていますが、地上の大気安定度観

測や高層の気温勾配観測から、非中立として予測を行う必要があるか検討した結果は、以下の

とおりです。 

 

 対象事業実施区域内において、平成 24 年度の 1 年間実施した地上気象観測によると、準備書

P8.1.1-16 第 8.1.1.1-8 表のとおり、地上における年間の大気安定度出現頻度は、中立が 80.6%、

安定が 11.4%、不安定が 8.1%となっています。 

 また、対象事業実施区域内において、平成 24 年度の季節ごとに 1週間実施した高層気象観測に

よると、準備書 P8.1.1-43 第 8.1.1.1-17 表（1）のとおり、高度 50～1,500m における全季節の

気温勾配階級別出現頻度は、中立が 67.2～85.9%、安定が 13.4～27.2%、不安定が 0～7.4％となっ

ています。 

 これらのとおり、地上気象観測及び高層気象観測に基づく大気安定度は、中立の出現頻度が多

いことから、地形影響の予測は、大気安定度を中立として予測することが適当であると考えてい

ます。 
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１１．温排水による海面付近の霧について 

 

 

 温排水による蒸気霧の影響について検討した結果は、以下のとおりです。 

 

石狩湾新港発電所と同じく日本海側に位置する当社

泊発電所（図1参照）における蒸気霧の影響については、

「泊発電所3号機環境影響評価書」（平成12年11月）に

おいて、「蒸気霧の調査結果によれば、蒸気霧とみら

れるものが8日確認されたが、温排水の拡散範囲は放水

口近傍に限られること、また海面水温の上昇も小さい

ことから、温排水による船舶航行等の支障となるよう

な蒸気霧の発生はほとんどないものと考えられる。」

と評価しています。 

 

石狩湾新港発電所及び泊発電所の復水器冷却水に関する諸元等は、表1のとおりであり、いずれ

も水中放水方式を採用していますが、放水量は泊発電所の1/2以下、海面下1mの温排水拡散予測面

積は1/10程度であることから、泊発電所と同様に温排水による影響はほとんどないものと考えて

います。 

 

表1 復水器冷却水に関する諸元等 

 

 

  

海面下1m 海面下5m

石狩湾新港
1～3号機

170.82 水中 7 39 T.P.-11.8 0.113 0.043

泊
1～2号機

115.8 水中 7 80 T.P.-9.0 1.17 0.17

放水口
中心水深

（m）

1℃上昇域の
拡散予測面積（k㎡）発電所名

発電所
出力

（万kW）

放水
方式

取放水
温度差
（℃）

放水量
（㎥/s）

石狩湾新港発電所 
泊発電所 

図 1 発電所位置図 
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【参考】「泊発電所3号機環境影響評価書」（平成12年11月）記載内容 

○現地調査結果 

1日1回、日の出時刻頃に目視観測及びビデオ自動撮影による観測を行った結果※1によれば、

蒸気霧とみられるものが8日確認された。その状況は、堀株川河口※2付近の海域から発電所前

面の海域に広がったものがほとんどであった。 

※１：（財）日本気象協会北海道支社に委託し、平成8年12月1日から平成9年3月31日の期間において調査を

実施。 

※２：堀株川は、泊発電所の調査海域に流入する主要な河川であり、その河口は泊発電所1･2号機放水口から

約3km離隔。 

○冷却水の取放水に関する影響及びその評価 

蒸気霧の調査結果によれば、蒸気霧とみられるものが8日確認されたが、その状況は、堀株

川河口付近の海域から発電所前面の海域に広がったものがほとんどであった。温排水は水中

放水し、その拡散範囲は放水口近傍に限られること、また海面水温の上昇も小さいことから、

温排水による船舶航行等の支障となるような蒸気霧の発生はほとんどないものと考えられる。 
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１２．復水器冷却水の取・放水に伴う公共用水域の水質（ＣＯＤ）影響について 

 

 

復水器冷却水については、石狩海域の「Ｂ類型」から取水し「Ａ類型」に放水する計画としており

ますが、石狩海域における水質項目のうち COD については、「Ａ類型」では環境基準を達成していな

い地点もあり、復水器冷却水の取・放水に伴い、「Ａ類型」の環境基準達成率が低下する懸念が考え

られることから、公共用水域の水質（COD）影響について、以下のとおり予測を行いました。 

 

１．公共用水域の水質（COD75%値）の経年変化及び環境基準達成状況 

環境基準の水域類型の指定状況及び公共用水域の水質測定地点の位置は図１のとおりであり、

港湾区域と「Ａ類型」の水域類型の指定範囲は同一となっています。 

図１から取放水口設置計画位置周辺を拡大した取・放水口設置計画位置図は図２に示します。 

水質調査結果のうち、「Ａ類型」及び「Ｂ類型」における COD75%値について、至近 5ヶ年の経

年変化及び水域類型区分毎の環境基準達成状況を整理した結果は、表 1のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 環境基準の水域類型の指定状況及び 
公共用水域の水質測定地点の位置 

図 2 取・放水口設置計画位置図 

 

港湾区域 
Ａ類型 

1～3号機放水口設置計画位置

Ｂ類型 

1･2 号機 

取水口 

設置計画 

位置 

3 号機

取水口

設置計画

位置 

発電所計画地
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表１ 公共用水域の COD75%値の経年変化及び環境基準達成状況（平成 19～23 年度） 

単位：mg/L 

図中番号 類型区分 環境基準 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度

① 

Ａ 2 以下 

1.9 2.0 2.0 2.0 2.6 

② 1.9 2.0 1.9 1.7 2.2 

③ 2.0 2.0 2.0 1.9 2.2 

④ 2.0 2.2 2.0 2.1 2.3 

平均  1.95  2.05  1.98  1.93  2.33 

環境基準との比較 適合 不適合 適合 不適合 不適合 

⑤ 

Ｂ 3 以下 

2.4 2.4 2.0 2.3 2.7 

⑥ 2.2 2.1 2.1 2.4 2.8 

⑦ 2.1 2.2 1.9 2.2 2.6 

平均  2.23  2.23  2.00  2.30  2.70 

環境基準との比較 適合 適合 適合 適合 適合 

注： 1.図中番号は、図 1の水質測定地点番号に対応する。 

 2.測定結果は、全層値（全ての調査層による平均値）を示す。 

 3.赤字は、類型区分毎に定められた環境基準に適合していない値を示す。 

 

２．COD 影響予測 

（１）COD 影響予測の手法 

石狩湾新港発電所における復水器冷却水量は、毎秒 39m3にて計画していることから、「Ｂ類

型」の海域から毎秒 39m3で取水し、「Ａ類型」の海域に放水した場合の 1日の放水量は、約 337

万 m3となります。 

COD 影響予測の手法については、水質汚濁防止法における総量規制基準の考え方（1日あたり

の排出水量に濃度を乗じて、汚濁負荷量を算出）を用いて、1日あたりの復水器冷却水量に「Ｂ

類型」COD 平均値を乗じて COD 負荷量（総量規制基準の汚濁負荷量に相当）を算出し、COD 負荷

量から寄与濃度、予測濃度、寄与率を求め、COD の影響予測を行うものとしました。 

なお、海域容量については、「Ａ類型」の水質調査地点 4 地点で囲まれた範囲の海域を閉鎖

された箱と仮定し、平均断面法により算出しました。（別紙参照） 

（２）COD 影響予測結果 

「Ｂ類型」の海域から取水した復水器冷却水を、「Ａ類型」の海域に放水した場合の 1 日あ

たりの COD 影響予測結果は、表 2のとおりです。 

なお、COD 測定値を環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合には 75%値が用いられる

ことから、COD 影響予測にあたっては、全層（全ての調査層による平均値）の COD75%値を用い

て算出し、合わせて年間における最大値・最小値も算出しました。 

【COD 影響予測に用いた諸元】 

・「Ａ類型」の水質調査地点 4地点で囲まれた範囲の海域容量：124,000,000 ㎥ 

・復水器冷却水量：3,369,600 ㎥/日 
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表２ 復水器冷却水量 1日あたりの COD 影響予測結果 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度

75%値 

COD 平均値 

（mg/L） 

「Ａ類型」 1.95 2.05 1.98 1.93 2.33 

「Ｂ類型」 2.23 2.23 2.00 2.30 2.70 

「Ａ類型」海水中 COD 量（kg） 241,800 254,200 245,520 239,320 288,920

COD 負荷量（kg/日） 7,514 7,514 6,739 7,750 9,098

COD 

影響予測 

結果 

寄与濃度（mg/L） 0.0074 0.0048 0.0005 0.0098 0.0098 

予測濃度（mg/L） 1.9574 2.0548 1.9805 1.9398 2.3398 

寄与率 0.38% 0.23% 0.03% 0.51% 0.42% 

最大値 

(年間) 

COD 平均値 

（mg/L） 

「Ａ類型」 2.28 2.23 2.30 2.43 2.70 

「Ｂ類型」 2.87 2.67 2.57 2.73 2.93 

「Ａ類型」海水中 COD 量（kg） 282,720 276,520 285,200 301,320 334,800

COD 負荷量（kg/日） 9,671 8,997 8,660 9,199 9,873

COD 

影響予測 

結果 

寄与濃度（mg/L） 0.0156 0.0116 0.0071 0.0079 0.0061 

予測濃度（mg/L） 2.2956 2.2416 2.3071 2.4379 2.7061 

寄与率 0.68% 0.52% 0.31% 0.32% 0.23% 

最小値 

(年間) 

COD 平均値 

（mg/L） 

「Ａ類型」 1.78 1.78 1.70 1.65 1.95 

「Ｂ類型」 1.93 1.87 1.77 1.67 2.17 

「Ａ類型」海水中 COD 量（kg） 220,720 220,720 210,800 204,600 241,800

COD 負荷量（kg/日） 6,503 6,301 5,964 5,627 7,312

COD 

影響予測 

結果 

寄与濃度（mg/L） 0.0040 0.0024 0.0019 0.0005 0.0058 

予測濃度（mg/L） 1.7840 1.7824 1.7019 1.6505 1.9558 

寄与率 0.22% 0.13% 0.11% 0.03% 0.30% 

注： 1. 赤字は、類型区分毎に定められた環境基準に適合していない値を示す。 

 2. 算出方法 

 ・COD 負荷量＝復水器冷却水量×「B類型」COD 平均値 

 ・寄 与 濃 度＝予測濃度－「Ａ類型」COD 平均値 または、 

  復水器冷却水量×（「B類型」COD 平均値－「Ａ類型」COD 平均値）÷（「Ａ類型」海域容量＋復水器冷却水量） 

 ・予 測 濃 度＝（「Ａ類型」海水中 COD 量＋COD 負荷量）÷（「Ａ類型」海域容量＋復水器冷却水量） 

 ・寄 与 率＝寄与濃度÷予測濃度 

 

３．予測結果に基づく評価 

水質汚濁防止法における総量規制基準の考え方を用いて、「Ｂ類型」の海域から取水した復水

器冷却水を「Ａ類型」の海域に放水した場合の影響予測を実施した結果、COD75%値を用いた場合

の復水器冷却水量 1日あたりの COD の寄与濃度は、0.0005～0.0098mg/L となり、年度によりバラ

ツキはあるものの、有効数字 2 桁で示される COD 測定結果より 1 桁低く、僅かであることを確認

しました。 

また、海岸地形や流況等にもよりますが、発電所の運転を継続することにより「Ｂ類型」の海

域の海水交換が促進することも考えられます。 

以上から、予測濃度と「Ａ類型」COD 平均値を比較しても有効数字 2 桁で示した場合には差が

みられないこと、また、石狩湾新港発電所前面海域である公共用水域は閉鎖性海域ではなく、常

に海水流動があることから、公共用水域に与える影響はほとんどないものと考えられます。 
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海域容量の算定について 

１．海域容量の算出方法 

海域容量算出範囲は図１に示すとおりであり、この範囲の容量を平均断面法により算出しまし

た。具体的な算出方法は、「Ａ類型」の海域に海底コンターの横断面を作成し、各横断面につい

て、海水面を TP±0.00ｍとした場合の海水面積を整理するものとしました。 

海域の容量は、平均断面積に横断面間の距離を乗じて算定しました。 

なお、海底地形は深浅測量結果「平成 22 年度 石狩湾新港外１港深浅汀線測量調査業務報告書」

（国土交通省北海道開発局、平成 23 年）を用いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 海域容量算出範囲（赤破線内） 

 

２．海域容量の算出結果 

「Ａ類型」の水質調査地点４地点で囲まれた範囲の海域容量の算出結果は、表１のとおりです。 

海域容量：V＝124,000,000 ㎥ 

表１ 海域容量の算出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 

① 

② ③ 

④ 

逓加距離 区間距離 断面積 平均断面積 容量
（m） （m） （㎡） （㎡） （㎥）

1 ① 0 算定から除外
2 ②' 510 510 33,100 断面位置変更
3 ③ 745 235 35,200 34,150 8,025,250
4 ④ 773 28 24,800 30,000 840,000
5 ⑤ 1,383 610 26,200 25,500 15,555,000
6 ⑥ 2,477 1,094 27,800 27,000 29,538,000
7 ⑦ 4,611 2,134 18,300 23,050 49,188,700
8 ⑧ 4,848 237 15,300 16,800 3,981,600
9 ⑨ 5,118 270 25,000 20,150 5,440,500
10 ⑩ 5,425 307 28,700 26,850 8,242,950
11 ⑪' 5,521 96 28,600 28,650 2,750,400 断面位置変更
12 ⑫ 算定から除外
13 ⑬ 算定から除外

計 5,521 計 123,562,400 124,000,000

№ 摘　　要断面
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１３．陸域の動物の重要な種の影響予測について 

 

 

陸域の動物の重要な種の影響予測について、現地調査結果、種の生態、環境保全措置等の表 1

に示す観点から、対象となる種の記載内容の見直しを行いました。 

 

表 1 陸域の動物の重要な種の影響予測の見直し点及び対象種 

見直し点 対象種 

鳥類 採餌が確認されたか飛翔のみか等を踏まえた影響

予測に関する記述を追加した。 

ウズラ、マガン、シノリガモ、 

カンムリカイツブリ、ヒメウ、ミサゴ、 

オジロワシ、チュウヒ、ハイタカ、オオタカ、

アカモズ、ハギマシコ 

対象事業実施区域で採餌を行っているかどうか等

を踏まえて、種ごとの書き分けが明確になるよう

に記述を修正した。 

ウズラ、ミサゴ、チュウヒ、ハイタカ、 

オオタカ 

海域工事による濁りの影響について、2mg/L 以上の

水の濁りの予測範囲を面積で示した。 

シノリガモ、カンムリカイツブリ、ヒメウ、 

オジロワシ 

 

昆虫類 確認位置と類似の植生区分の状況について、消失

する部分や周辺での面積を定量的に示した記述を

追加した。 

エゾアオイトトンボ、マダラヤンマ、 

ヒメミズギワカメムシ、オオルリオサムシ、 

キベリクロヒメゲンゴロウ、ガムシ、 

キクスイカミキリ、コニシゲブカハムシ、 

エゾアカヤマアリ、キタシリアカニクバエ、 

カバイロシジミ、キタアカシジミ北日本亜種、

ヒメシロシタバ 

飛翔性か地上徘徊性か、一時的な飛来か等を踏ま

えて影響予測を行った記述を追加した。 

鳥類 

及び 

昆虫類 

環境保全措置について、ガス導管敷設作業用地内

の草地における工事終了後の速やかな草地として

の復旧や、発電所計画地の緑化における周辺に自

生している在来種等を植栽し、樹林と草地が隣接

した環境を創出することで、動物の生息環境の保

全・整備に配慮すること等、具体的な保全措置に

関する記述を追加した。 

（鳥類） 

ウズラ、ハイタカ、オオタカ 

（昆虫類） 

エゾアオイトトンボ、マダラヤンマ、 

ヒメミズギワカメムシ、オオルリオサムシ、 

キベリクロヒメゲンゴロウ、ガムシ、 

キクスイカミキリ、コニシゲブカハムシ、 

エゾアカヤマアリ、キタシリアカニクバエ、 

カバイロシジミ、キタアカシジミ北日本亜種、

ヒメシロシタバ 

 

上記に基づいて記載内容の修正を行い、表 2のとおり評価書へ反映します。 



 

29 

 

表 2（1） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-72,74,75 修正案 

ウズラ i. 繁殖地への影響 

現地調査では，平成 24 年 6 月に対象事業実

施区域の草地において鳴き声及び飛翔する個

体を 1 回確認した。 

現地調査において繁殖行動は確認されな

かったことから，対象事業実施区域に営巣地は

存在しないものと考えられる。 

このことから，工事の実施及び施設の存在に

よる繁殖地への影響はほとんどないものと予

測する。 

ii. 採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近

傍において採餌行動は確認されず，対象事業実

施区域では鳴き声及び飛翔の確認が 1 回のみ

であり，対象事業実施区域は本種の主要な採餌

場ではないと考えられること，本種が確認され

た地点と類似の環境は対象事業実施区域近傍

に広く分布していること，緑化により発電所計

画地周辺に自生している在来種等を植栽し，樹

林と草地が隣接した環境を創出することで，動

物の生息環境に配慮することから，工事の実施

及び施設の存在による採餌場への影響はほと

んどないものと予測する。 

i. 繁殖地への影響 

現地調査では，平成 24 年 6 月に対象事業実

施区域の草地において鳴き声及び飛翔する個

体を 1 回確認した。 

現地調査において繁殖行動や営巣地は確認

されていないこと，対象事業実施区域の一部

（約 13.6ha）は草地等（路傍・空地雑草群落及

び芝地）として復旧することから，工事の実施

及び施設の存在による繁殖地への影響は少な

いものと予測する。 

ii. 採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近

傍において採餌行動は確認されなかった。対象

事業実施区域における草地等（路傍・空地雑草

群落，ススキ草原及びヨシクラス）の分布面積

は約 39.0ha であり，これらは対象事業の実施

に伴い消失するが，対象事業実施区域の一部

（約 13.6ha）は草地等（路傍・空地雑草群落及

び芝地）として復旧することで本種の採餌環境

の保全・整備に配慮すること，同様の植生は対

象事業実施区域近傍に約 85.8ha と広く分布し

ていることから，工事の実施及び施設の存在に

よる採餌場への影響は少ないものと予測する。

マガン ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域近傍の草地に

おいて，採餌行動を確認した。本種の主な餌生物

は植物であるため，対象事業実施区域における草

地等を採餌場の一部として利用している可能性

がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，対象事業実施区

域において採餌行動は確認されておらず，対象事

業実施区域は本種の主要な採餌場ではないと考

えられることから，工事の実施及び施設の存在に

よる採餌場への影響はほとんどないものと予測

する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域近傍の草地に

おいて，採餌行動を確認した。本種の主な餌生物

は植物であるため，対象事業実施区域における草

地等を採餌場の一部として利用している可能性

がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，対象事業実施区

域において採餌行動は確認されておらず，対象事

業実施区域は本種の主要な採餌場ではないと考

えられることから，工事の実施及び施設の存在に

よる採餌場への影響は少ないものと予測する。 

シノリガモ ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

の海域において，採餌行動を確認した。本種の主

な餌生物は貝類，カニ類，ウニ類等であるため，

対象事業実施区域における海域を採餌場の一部

として利用している可能性がある。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，類似の環境は対象事

業実施区域近傍に広く分布していること，また，

海域の浚渫工事等の範囲は必要最小限とすると

ともに，水の濁りの拡散を防止するため，海域工

事の実施に当たっては，工事箇所周辺に汚濁拡散

防止膜等を工事状況に合わせて適切に設置する

ことから，工事の実施及び施設の存在による採餌

場への影響は少ないものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

の海域において，採餌行動を確認した。本種の主

な餌生物は貝類，カニ類，ウニ類等であるため，

対象事業実施区域における海域を採餌場の一部

として利用していると考えられる。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，原則として 12～3 月

に海域工事は計画していないこと，餌となる海生

生物の生息環境は対象事業実施区域近傍に広く

分布していること，また，海域の浚渫工事等の範

囲は必要最小限とするとともに，水の濁りの拡散

を防止するため，海域工事の実施に当たっては，

工事箇所周辺に汚濁拡散防止膜等を工事状況に

合わせて適切に設置し，2mg/L 以上の水の濁りの

範囲は，放水口工事で約 0.158km2，取水口工事で

約 0.008km2 と工事箇所の近傍にとどまることか

ら，工事の実施及び施設の存在による採餌場への

影響は少ないものと予測する。 
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表 2（2） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-76～78 修正案 

カンムリカ

イツブリ 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

の海域において，採餌行動を確認した。 

本種の主な餌生物は魚類及び水生の甲殻類等

であるため，対象事業実施区域における海域を採

餌場の一部として利用している可能性がある。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，類似の環境は対象事

業実施区域近傍に広く分布していること，また，

海域の浚渫工事等の範囲は必要最小限とすると

ともに，水の濁りの拡散を防止するため，海域工

事の実施に当たっては，工事箇所周辺に汚濁拡散

防止膜等を工事状況に合わせて適切に設置する

ことから，工事の実施及び施設の存在による採餌

場への影響は少ないものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

の海域において，採餌行動を確認した。本種の主

な餌生物は貝類，カニ類，ウニ類等であるため，

対象事業実施区域における海域を採餌場の一部

として利用していると考えられる。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，原則として 12～3 月

に海域工事は計画していないこと，餌となる海生

生物の生息環境は対象事業実施区域近傍に広く

分布していること，また，海域の浚渫工事等の範

囲は必要最小限とするとともに，水の濁りの拡散

を防止するため，海域工事の実施に当たっては，

工事箇所周辺に汚濁拡散防止膜等を工事状況に

合わせて適切に設置し，2mg/L 以上の水の濁りの

範囲は，放水口工事で約 0.158km2，取水口工事で

約 0.008km2 と工事箇所の近傍にとどまることか

ら，工事の実施及び施設の存在による採餌場への

影響は少ないものと予測する。 

ヒメウ ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

の海域において，採餌行動を確認した。 

本種の主な餌生物は魚類，エビ，カニ類等であ

るため，対象事業実施区域における海域を採餌場

の一部として利用している可能性がある。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，類似の環境は対象事

業実施区域近傍に広く分布していること，また，

海域の浚渫工事等の範囲は必要最小限とすると

ともに，水の濁りの拡散を防止するため，海域工

事の実施に当たっては，工事箇所周辺に汚濁拡散

防止膜等を工事状況に合わせて適切に設置する

ことから，工事の実施及び施設の存在による採餌

場への影響は少ないものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

の海域において，採餌行動を確認した。本種の主

な餌生物は貝類，カニ類，ウニ類等であるため，

対象事業実施区域における海域を採餌場の一部

として利用していると考えられる。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，原則として 12～3 月

に海域工事は計画していないこと，餌となる海生

生物の生息環境は対象事業実施区域近傍に広く

分布していること，また，海域の浚渫工事等の範

囲は必要最小限とするとともに，水の濁りの拡散

を防止するため，海域工事の実施に当たっては，

工事箇所周辺に汚濁拡散防止膜等を工事状況に

合わせて適切に設置し，2mg/L 以上の水の濁りの

範囲は，放水口工事で約 0.158km2，取水口工事で

約 0.008km2 と工事箇所の近傍にとどまることか

ら，工事の実施及び施設の存在による採餌場への

影響は少ないものと予測する。 

ミサゴ ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されず，対象事業実施

区域は本種の主要な採餌場ではないと考えられ

ることから，工事の実施及び施設の存在による採

餌場への影響はほとんどないものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されなかったが，飛翔

やとまりが複数確認された。また，本種の主な餌

生物は魚類であるため，対象事業実施区域におけ

る海域を採餌場の一部として利用している可能

性がある。 

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，餌となる海生生物の

生息環境は対象事業実施区域近傍に広く分布し

ていること，対象事業実施区域及びその近傍にお

いて，採餌行動は確認されず，対象事業実施区域

は本種の主要な採餌場ではないと考えられるこ

とから，工事の実施及び施設の存在による採餌場

への影響は少ないものと予測する。 
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表 2（3） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-80～82 修正案 

オジロワシ ii.採餌場への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域近傍の海域において，ハンティング（オオセ

グロカモメを追う行動であり，捕獲は失敗）を 1

回確認した。 

本種の主な餌生物は魚類及び鳥類等であるた

め，対象事業実施区域における海域及び草地等を

採餌場の一部として利用している可能性がある。

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受け，草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，海域の浚渫工事

等の範囲は必要最小限とするとともに，水の濁り

の拡散を防止するため，海域工事の実施に当たっ

ては，工事箇所周辺に汚濁拡散防止膜等を工事状

況に合わせて適切に設置することから，工事の実

施及び施設の存在による採餌場への影響は少な

いものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域近傍の海域において，ハンティング（オオセ

グロカモメを追う行動であり，捕獲は失敗）を 1

回確認した。 

本種の主な餌生物は魚類及び鳥類等であるた

め，対象事業実施区域における海域及び草地等を

採餌場の一部として利用している可能性がある。

対象事業実施区域の海域は造成等の施工によ

る一時的な影響を受けるが，原則として 12～3 月

に海域工事は計画していないこと，餌となる海生

生物の生息環境は対象事業実施区域近傍に広く

分布していること，海域の浚渫工事等の範囲は必

要最小限とするとともに，水の濁りの拡散を防止

するため，海域工事の実施に当たっては，工事箇

所周辺に汚濁拡散防止膜等を工事状況に合わせ

て適切に設置し，2mg/L 以上の水の濁りの範囲は，

放水口工事で約 0.158km2，取水口工事で約

0.008km2と工事箇所の近傍にとどまることから，

海域の工事の実施及び施設の存在による採餌場

への影響は少ないものと予測する。 

 

チュウヒ i.繁殖地への影響 

現地調査では，平成 24 年 4 月，5 月，6 月，8

月，平成 25 年 5 月，7 月及び 8 月に対象事業実施

区域及びその近傍において，飛翔及びとまりを行

う個体を 16 回確認した。対象事業実施区域では，

平成 24 年 4 月，8 月，平成 25 年 5 月，7 月及び 8

月に上空における飛翔及び地上付近でのとまり

を行う個体を 7 回確認した。 

現地調査において繁殖行動は確認されなかっ

たこと，本種の営巣地はヨシ原の中等であり，対

象事業実施区域には営巣に適した環境が少ない

ことから，対象事業実施区域に営巣地は存在しな

いものと考えられる。 

このことから，工事の実施及び施設の存在によ

る繁殖地への影響はないものと予測する。 

 

 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されず，対象事業実施

区域は本種の主要な採餌場ではないと考えられ

ることから，工事の実施及び施設の存在による採

餌場への影響はほとんどないものと予測する。 

i.繁殖地への影響 

現地調査では，平成 24 年 4 月，5 月，6 月，8

月，平成 25 年 5 月，7 月及び 8 月に対象事業実施

区域及びその近傍において，飛翔及びとまりを行

う個体を 16 回確認した。対象事業実施区域では，

平成 24 年 4 月，8 月，平成 25 年 5 月，7 月及び 8

月に上空における飛翔及び地上付近でのとまり

を行う個体を 7 回確認した。 

現地調査において繁殖行動は確認されなかっ

たこと，本種の営巣地はヨシ原の中等であり，対

象事業実施区域における当該植生（ヨシクラス）

の分布面積は約 0.6ha と小さく，営巣に適した環

境が少ないことから，対象事業実施区域に営巣地

は存在しないものと考えられる。 

このことから，工事の実施及び施設の存在によ

る繁殖地への影響はないものと予測する。 

 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されなかったが，飛翔

やとまりが複数確認された。また，本種の主な餌

生物はネズミ類等であるため，対象事業実施区域

に分布する草地等を採餌場の一部として利用し

ている可能性がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，対象事業実施区

域及びその近傍において採餌行動は確認されず，

対象事業実施区域は本種の主要な採餌場ではな

いと考えられることから，工事の実施及び施設の

存在による採餌場への影響は少ないものと予測

する。 
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表 2（4） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-83,84 修正案 

ハイタカ ii.採餌場への影響 

現地調査では，平成 24 年 4 月及び平成 25 年 4

月に対象事業実施区域において，ハンティング

（フェンスやヤナギ低木林から飛び立ち小型鳥

類（ヒバリ等）を追う行動であり捕獲は失敗及び

上空から小型鳥類を目がけて急降下する行動で

あり捕獲は失敗）を 5 回確認した。また，平成 25

年 4 月に対象事業実施区域近傍において，ハン

ティング（上空からカワラヒワの小群を目がけて

急降下する行動であり捕獲は失敗及び上空から

樹林へ急降下する行動であり捕獲の成否は不明）

を 2 回確認した。 

本種の主な餌生物は鳥類等であるため，対象事

業実施区域における草地等を採餌場の一部とし

て利用している可能性がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していることから，工事の実施

及び施設の存在による採餌場への影響は少ない

ものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，平成 24 年 4 月及び平成 25 年 4

月に対象事業実施区域において，ハンティング

（フェンスやヤナギ低木林から飛び立ち小型鳥

類（ヒバリ等）を追う行動であり捕獲は失敗及び

上空から小型鳥類を目がけて急降下する行動で

あり捕獲は失敗）を 5 回確認した。また，平成 25

年 4 月に対象事業実施区域近傍において，ハン

ティング（上空からカワラヒワの小群を目がけて

急降下する行動であり捕獲は失敗及び上空から

樹林へ急降下する行動であり捕獲の成否は不明）

を 2 回確認した。 

本種の主な餌生物は鳥類等であり，対象事業実

施区域において採餌行動が確認されていること

から，対象事業実施区域における草地等を採餌場

の一部として利用していると考えられる。 

対象事業実施区域における草地等（路傍・空地

雑草群落，ススキ草原及びヨシクラス）の分布面

積は約 39.0ha であり，これらは対象事業の実施

に伴い消失するが，対象事業実施区域の一部（約

13.6ha）は草地等（路傍・空地雑草群落及び芝地）

として復旧すること，同様の植生は対象事業実施

区域近傍に約 85.8ha と広く分布していること，

また，対象事業実施区域近傍においても採餌行動

が確認されていることから，工事の実施及び施設

の存在による採餌場への影響は少ないものと予

測する。 

 

オオタカ ii.採餌場への影響 

現地調査では，平成 24 年 8 月に対象事業実施

区域において，ハンティング（フェンスから飛び

立ち小型鳥類を追う行動であり捕獲は失敗）を 1

回確認した。また，平成 24 年 8 月に対象事業実

施区域近傍において，ハンティング（カワラヒワ

を狙って草地に飛び込む行動であり捕獲は失敗）

を 1 回確認した。 

本種の主な餌生物は鳥類等であるため，対象事

業実施区域における草地等を採餌場の一部とし

て利用している可能性がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，対象事業実施区

域において採餌行動の確認は 1 回のみであり，対

象事業実施区域は本種の主要な採餌場ではない

と考えられることから，工事の実施及び施設の存

在による採餌場への影響は少ないものと予測す

る。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，平成 24 年 8 月に対象事業実施

区域において，ハンティング（フェンスから飛び

立ち小型鳥類を追う行動であり捕獲は失敗）を 1

回確認した。また，平成 24 年 8 月に対象事業実

施区域近傍において，ハンティング（カワラヒワ

を狙って草地に飛び込む行動であり捕獲は失敗）

を 1 回確認した。 

本種の主な餌生物は鳥類等であり，対象事業実

施区域において採餌行動が確認されていること

から，対象事業実施区域における草地等を採餌場

の一部として利用していると考えられる。 

対象事業実施区域における草地等（路傍・空地

雑草群落，ススキ草原及びヨシクラス）の分布面

積は約 39.0ha であり，これらは対象事業の実施

に伴い消失するが，対象事業実施区域の一部（約

13.6ha）は草地等（路傍・空地雑草群落及び芝地）

として復旧すること，同様の植生は対象事業実施

区域近傍に約 85.8ha と広く分布していること，

また，対象事業実施区域近傍においても採餌行動

が確認されていることから，工事の実施及び施設

の存在による採餌場への影響は少ないものと予

測する。 
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表 2（5） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-87,88 修正案 

アカモズ ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されなかったが，本種

の主な餌生物は昆虫類であるため，対象事業実施

区域における草地等を採餌場の一部として利用

している可能性がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，対象事業実施区

域において採餌行動は確認されず，対象事業実施

区域は本種の主要な採餌場ではないと考えられ

ることから，工事の実施及び施設の存在による採

餌場への影響は少ないものと予測する。 

ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されなかったが，飛翔

やとまり等が複数確認された。また，本種の主な

餌生物は昆虫類であるため，対象事業実施区域に

おける草地等を採餌場の一部として利用してい

る可能性がある。 

対象事業実施区域の草地等は対象事業の実施

に伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していること，対象事業実施区

域において採餌行動は確認されず，対象事業実施

区域は本種の主要な採餌場ではないと考えられ

ることから，工事の実施及び施設の存在による採

餌場への影響は少ないものと予測する。 

ハギマシコ ii.採餌場への影響 

現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されず，対象事業実施

区域ではフェンスへのとまりが1回確認されたの

みであり，対象事業実施区域は本種の主要な採餌

場ではないと考えられること，本種が確認された

地点と類似の環境は対象事業実施区域近傍に広

く分布していること，また，緑化により発電所計

画地周辺に自生している在来種等を植栽し，樹林

と草地が隣接した環境を創出することで，動物の

生息環境に配慮することから，工事の実施及び施

設の存在による採餌場への影響は少ないものと

予測する。 

 

ii.採餌場への影響 

 現地調査では，対象事業実施区域及びその近傍

において，採餌行動は確認されず，対象事業実施

区域では冬季にフェンスへのとまりが1回確認さ

れたのみであり，対象事業実施区域は本種の主要

な採餌場ではないと考えられることから，工事の

実施及び施設の存在による採餌場への影響はほ

とんどないものと予測する。 
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表 2（6） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-89 修正案 

エゾアオイ

トトンボ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回，対象事業実施区域近傍の止水

域，カシワ群落林縁及び草地で 5 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地あるいは繁殖

地となる池沼は対象事業実施区域に存在しない

ことから，個体を確認した草地には一時的に飛来

したものと考えられること，類似の環境は対象事

業実施区域近傍に広く分布しており，本種の生息

が複数確認されていることから，工事の実施及び

施設の存在による生息地への影響はほとんどな

いものと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ススキ草

原）で 1 回，対象事業実施区域近傍の止水域，カ

シワ群落林縁及び草地（ススキ草原）で 5 回確認

した。 

本種の主な生息地あるいは繁殖地となる止水

域（池沼等）は対象事業実施区域に存在しないこ

と，本種は飛翔性昆虫であり，対象事業実施区域

で個体を確認した草地には一時的に飛来したも

のと考えられること，本種が確認された対象事業

実施区域（ガス導管敷設作業用地）に分布するス

スキ草原は対象事業の実施に伴い約1.9haが消失

するが，同様の植生は対象事業実施区域近傍に約

13.6ha と広く分布していること，対象事業実施区

域近傍において本種の生息が複数確認されてい

ること，また，ガス導管敷設作業用地内の草地は，

工事終了後できるだけ速やかに草地として復旧

することから，工事の実施及び施設の存在による

生息地への影響はほとんどないものと予測する。

 

マダラヤン

マ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 8 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回，平成 24 年 8 月及び 9 月に対

象事業実施区域近傍の止水域及び草地で4回確認

した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地あるいは繁殖

地となる池沼は対象事業実施区域に存在しない

ことから，個体を確認した草地には一時的に飛来

したものと考えられること，類似の環境は対象事

業実施区域近傍に広く分布しており，本種の生息

が複数確認されていることから，工事の実施及び

施設の存在による生息地への影響はほとんどな

いものと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 8 月に対象事業実施

区域（発電所計画地側）の草地（路傍・空地雑草

群落）で 1 回，平成 24 年 8 月及び 9 月に対象事

業実施区域近傍の止水域及び草地（ススキ草原）

で 4 回確認した。 

本種の主な生息地あるいは繁殖地となる止水

域（池沼等）は対象事業実施区域に存在しないこ

と，本種は飛翔性昆虫であり，対象事業実施区域

で個体を確認した草地には一時的に飛来したも

のと考えられること，本種が確認された対象事業

実施区域（発電所計画地側）に分布する路傍・空

地雑草群落は対象事業の実施に伴い約 35.2ha が

消失するが，同様の植生は対象事業実施区域近傍

に約 70.5ha と広く分布していること，対象事業

実施区域近傍において本種の生息が複数確認さ

れていること，また，発電所計画地の約 3.1ha に

ついては緑化により周辺に自生している在来種

等を植栽し，樹林と草地が隣接した環境を創出す

ることで，動物の生息環境の保全・整備に配慮す

ることから，工事の実施及び施設の存在による生

息地への影響はほとんどないものと予測する。 
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表 2（7） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-90 修正案 

ヒメミズギ

ワカメムシ 

(a)分布・生態的特徴 

日本では北海道，本州（青森県，秋田県）に分

布する。高層湿原等の地表に生息する。 

〔参考：「日本産水生昆虫 科･属･種への検索」

（東海大学出版会，平成 17 年）〕 

 

 

 

 

(b)影響予測 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区域

近傍に広く分布していること，緑化により発電所

計画地周辺に自生している在来種等を植栽し，樹

林と草地が隣接した環境を創出することで，動物

の生息環境に配慮することから，工事の実施及び

施設の存在による生息地への影響はほとんどな

いものと予測する。 

(a)分布・生態的特徴 

日本では北海道，本州（青森県，秋田県）に分

布する。湿原やその付近の湿った地上で生活す

る。 

参考：「日本産水生昆虫 科･属･種への検索」

（東海大学出版会，平成 17 年） 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生

生物―レッドデータブック―5 昆虫類」

（環境省，平成 18 年） 

 

(b)影響予測 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域（発電所計画地側）の草地（路傍・空地雑草

群落）で 1 回確認した。 

本種の主な生息地である湿原等は対象事業実

施区域に存在しないこと，本種は飛翔性昆虫であ

り，対象事業実施区域で個体を確認した草地には

一時的に飛来してきたものと考えられること，本

種が確認された対象事業実施区域（発電所計画地

側）に分布する路傍・空地雑草群落は対象事業の

実施に伴い約 35.2ha が消失するが，同様の植生

は対象事業実施区域近傍に約 70.5ha と広く分布

していること，また，対象事業実施区域（発電所

計画地側）で本種が確認された草地は，工事終了

後できるだけ速やかに草地として復旧すること

から，工事の実施及び施設の存在による生息地へ

の影響はほとんどないものと予測する。 
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表 2（8） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-90,91 修正案 

オオルリオ

サムシ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月及び 7 月に対象

事業実施区域の草地で 3 回，平成 24 年 5 月及び 9

月に対象事業実施区域近傍のカシワ群落内で2回

確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地である森林は

対象事業実施区域にはほとんど存在しないこと

から，個体を確認した草地には一時的に移動して

きたものと考えられること，類似の環境は対象事

業実施区域近傍に広く分布しており，本種の生息

が複数確認されていることから，工事の実施及び

施設の存在による生息地への影響はほとんどな

いものと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月及び 7 月に対象

事業実施区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ス

スキ草原）で 3 回，平成 24 年 5 月及び 9 月に対

象事業実施区域近傍のカシワ群落内で2回確認し

た。 

本種の主な生息地である森林は対象事業実施

区域にはほとんど存在しないこと，本種は地上歩

行性昆虫であり行動圏は狭いと考えられるが，対

象事業実施区域で個体を確認した草地はカシワ

群落の林縁に位置し，生息地である森林から一時

的に移動してきたものと考えられること，本種が

確認された対象事業実施区域（ガス導管敷設作業

用地）に分布するススキ草原は対象事業の実施に

伴い約 1.9ha が消失するが，同様の植生は対象事

業実施区域近傍に約 13.6ha と広く分布している

こと，対象事業実施区域近傍において本種の生息

が複数確認されていること，また，ガス導管敷設

作業用地内の草地は，工事終了後できるだけ速や

かに草地として復旧することから，工事の実施及

び施設の存在による生息地への影響はほとんど

ないものと予測する。 

 

キベリクロ

ヒメゲンゴ

ロウ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回，平成 24 年 9 月に対象事業実

施区域近傍の止水域で 2 回確認した。なお，平成

24年5月に対象事業実施区域及び対象事業実施区

域近傍で一般採集法により確認したが，国の重要

な種に指定されていなかったことから，確認位置

及び回数は記録していない。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地である池沼は

対象事業実施区域に存在しないことから，個体を

確認した草地には一時的に飛来したものと考え

られること，類似の環境は対象事業実施区域近傍

に広く分布しており，本種の生息が複数確認され

ていることから，工事の実施及び施設の存在によ

る生息地への影響はほとんどないものと予測す

る。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月に対象事業実施

区域（発電所計画地側）の草地（路傍・空地雑草

群落）で 1 回，平成 24 年 9 月に対象事業実施区

域近傍の止水域で 2 回確認した。なお，平成 24

年 5月に対象事業実施区域及び対象事業実施区域

近傍で一般採集法により確認したが，国の重要な

種に指定されていなかったことから，確認位置及

び回数は記録していない。 

本種の主な生息地である池沼は対象事業実施

区域に存在しないこと，本種は飛翔性昆虫であ

り，対象事業実施区域で個体を確認した草地には

一時的に飛来してきたものと考えられること，本

種が確認された対象事業実施区域（発電所計画地

側）に分布する路傍・空地雑草群落は対象事業の

実施に伴い約 35.2ha が消失するが，同様の植生

は対象事業実施区域近傍に約 70.5ha と広く分布

していること，対象事業実施区域近傍において本

種の生息が複数確認されていること，また，対象

事業実施区域（発電所計画地側）で本種が確認さ

れた草地は，工事終了後できるだけ速やかに草地

として復旧する計画であることから，工事の実施

及び施設の存在による生息地への影響はほとん

どないものと予測する。 
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表 2（9） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-91,92 修正案 

ガムシ i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地である池沼や

水田は対象事業実施区域に存在しないことから，

個体を確認した草地には一時的に飛来したもの

と考えられること，類似の環境は対象事業実施区

域近傍に広く分布していることから，工事の実施

及び施設の存在による生息地への影響はほとん

どないものと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月に対象事業実施

区域（発電所計画地側）の草地（路傍・空地雑草

群落）で 1 回確認した。 

本種の主な生息地である池沼や水田は対象事

業実施区域に存在しないこと，本種は飛翔性昆虫

であり，対象事業実施区域で個体を確認した草地

には一時的に飛来してきたものと考えられるこ

と，本種が確認された対象事業実施区域（発電所

計画地側）に分布する路傍・空地雑草群落は対象

事業の実施に伴い約 35.2ha が消失するが，同様

の植生は対象事業実施区域近傍に約 70.5ha と広

く分布していること，また，対象事業実施区域（発

電所計画地側）で本種が確認された草地は，工事

終了後できるだけ速やかに草地として復旧する

計画であることから，工事の実施及び施設の存在

による生息地への影響はほとんどないものと予

測する。 

 

キクスイカ

ミキリ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回，対象事業実施区域近傍の草地

で 1 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区域

近傍に広く分布しており，本種の生息が確認され

ていること，緑化により発電所計画地周辺に自生

している在来種等を植栽し，樹林と草地が隣接し

た環境を創出することで，動物の生息環境に配慮

することから，工事の実施及び施設の存在による

生息地への影響はほとんどないものと予測する。

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 5 月に対象事業実施

区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（路傍・空

地雑草群落）で 1 回，対象事業実施区域近傍の草

地（ススキ草原）で 1 回確認した。 

本種が確認された対象事業実施区域のガス導

管敷設作業用地に分布する路傍・空地雑草群落は

対象事業の実施に伴い約 1.2ha が消失するが，同

様の植生は対象事業実施区域近傍に約 70.5ha と

広く分布していること，対象事業実施区域近傍に

おいて本種の生息が確認されていること，また，

ガス導管敷設作業用地内の草地は，工事終了後で

きるだけ速やかに草地として復旧することから，

工事の実施及び施設の存在による生息地への影

響はほとんどないものと予測する。 

 

コニシケブ

カハムシ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 9 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回，対象事業実施区域近傍のカシ

ワ群落林縁及び草地で 3 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区域

近傍に広く分布しており，本種の生息が複数確認

されていること，緑化により発電所計画地周辺に

自生している在来種等を植栽し，樹林と草地が隣

接した環境を創出することで，動植物の生息・生

育環境に配慮することから，工事の実施及び施設

の存在による生息地への影響はほとんどないも

のと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 9 月に対象事業実施

区域（発電所計画地側）の草地（路傍・空地雑草

群落）で 1 回，対象事業実施区域近傍のカシワ群

落林縁及び草地（ススキ草原）で 3 回確認した。

本種が確認された対象事業実施区域（発電所計

画地側）に分布する路傍・空地雑草群落は対象事

業の実施に伴い約 35.2ha が消失するが，同様の

植生は対象事業実施区域近傍に約 70.5ha と広く

分布していること，対象事業実施区域近傍におい

て本種の生息が複数確認されていること，また，

発電所計画地の約3.1haについては緑化により周

辺に自生している在来種等を植栽し，樹林と草地

が隣接した環境を創出することで，動物の生息環

境の保全・整備に配慮することから，工事の実施

及び施設の存在による生息地への影響はほとん

どないものと予測する。 
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表 2（10） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-92,93 修正案 

エゾアカヤ

マアリ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 9 月に対象事業実施

区域の草地で合計 2 回，対象事業実施区域近傍の

カシワ群落林縁及び草地で 3 回確認した。なお，

平成 24 年 5 月及び 7 月に対象事業実施区域及び

対象事業実施区域近傍で一般採集法により確認

したが，国の重要な種に指定されていなかったこ

とから，確認位置及び回数は記録していない。 

対象事業実施区域及びその近傍では140箇所以

上で巣を確認した。対象事業実施区域では，平成

24 年 5 月，7 月及び 9 月にガス導管敷設作業用地

内の草地において，約 10 箇所で巣を確認した。

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区域

近傍に広く分布しており，本種の生息及び巣が複

数確認されていること，ガス導管敷設作業用地内

に本種の巣が確認された場合は，可能な範囲で巣

を避けて作業を行うよう配慮すること，本種の生

息及び巣が確認されたガス導管敷設作業用地内

の草地は，工事終了後できるだけ速やかに草地と

して復旧することから，工事の実施及び施設の存

在による生息地への影響は少ないものと予測す

る。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 9 月に対象事業実施

区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ススキ草

原及び路傍・空地雑草群落）で 2 回，対象事業実

施区域近傍のカシワ群落林縁及び草地（ススキ草

原）で 3 回確認した。なお，平成 24 年 5 月及び 7

月に対象事業実施区域及び対象事業実施区域近

傍で一般採集法により確認したが，国の重要な種

に指定されていなかったことから，確認位置及び

回数は記録していない。 

対象事業実施区域及びその近傍では140箇所以

上で巣を確認した。対象事業実施区域では，平成

24 年 5 月，7 月及び 9 月にガス導管敷設作業用地

の草地（路傍・空地雑草群落）において，約 10

箇所で巣を確認した。 

本種が確認された対象事業実施区域のガス導

管敷設作業用地に分布するススキ草原及び路

傍・空地雑草群落は対象事業の実施に伴い約

3.2ha が消失するが，同様の植生は対象事業実施

区域近傍に約 84.1ha と広く分布していること，

対象事業実施区域近傍において本種の生息及び

巣が複数確認されていること，現地調査において

対象事業実施区域で確認された本種の巣の位置

は避けて作業を行う計画であること，工事開始前

に改めて現地調査を行い，作業用地で本種の巣が

新たに確認された場合には，その位置を避けて作

業を行うことが可能か検討すること，また，本種

の生息及び巣が確認されたガス導管敷設作業用

地内の草地は，工事終了後できるだけ速やかに草

地として復旧することから，工事の実施及び施設

の存在による生息地への影響は少ないものと予

測する。 

 

キタシリア

カニクバエ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月及び 9 月に対象

事業実施区域の草地で 6 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区域

近傍に広く分布していることから，工事の実施及

び施設の存在による生息地への影響は少ないも

のと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月及び 9 月に対象

事業実施区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ス

スキ草原及び路傍・空地雑草群落）で 6 回確認し

た。 

本種が確認された対象事業実施区域のガス導

管敷設作業用地に分布するススキ草原及び路

傍・空地雑草群落は対象事業の実施に伴い約 3．

2ha が消失するが，同様の植生は対象事業実施区

域近傍に約 84.1ha と広く分布していること，ま

た，ガス導管敷設作業用地内の草地は，工事終了

後できるだけ速やかに草地として復旧すること

から，工事の実施及び施設の存在による生息地へ

の影響は少ないものと予測する。 
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表 2（11） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-94 修正案 

カバイロシ

ジミ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域の草地で 1 回，平成 24 年 7 月に対象事業実

施区域近傍のカシワ群落林縁及び草地で2回確認

した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，類似の環境は対象事業実施区域

近傍に広く分布しており，本種の生息が複数確認

されていること，幼虫の食樹であるクサフジ及び

ヒロハクサフジは対象事業実施区域近傍に広く

分布することから，工事の実施及び施設の存在に

よる生息地への影響はほとんどないものと予測

する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ススキ草

原）で 1 回，平成 24 年 7 月に対象事業実施区域

近傍のカシワ群落林縁及び草地（ススキ草原）で

2 回確認した。 

本種が確認された対象事業実施区域のガス導

管敷設作業用地に分布するススキ草原は対象事

業の実施に伴い約 1.9ha が消失するが，同様の植

生は対象事業実施区域近傍に約 13.6ha と広く分

布していること，対象事業実施区域近傍において

本種の生息が複数確認されていること，幼虫の食

草であるヒロハクサフジはハマナス群落及びサ

サ群落において生育が確認されており，対象事業

実施区域近傍に広く分布すると考えられること，

また，ガス導管敷設作業用地内の草地は，工事終

了後できるだけ速やかに草地として復旧するこ

とから，工事の実施及び施設の存在による生息地

への影響はほとんどないものと予測する。 

 

キタアカシ

ジミ北日本

亜種 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域の草地で 2 回，対象事業実施区域近傍のカシ

ワ群落林縁及び草地で 5 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地あるいは繁殖

地であるカシワ林は，対象事業実施区域にほとん

ど存在しないことから，個体を確認した草地には

一時的に飛来したものと考えられること，類似の

環境は対象事業実施区域近傍に広く分布してお

り，本種の生息が複数確認されていること，幼虫

の食樹であるカシワは対象事業実施区域近傍に

広く分布していること，また，緑化により発電所

計画地周辺に自生している在来種等を植栽し，樹

林と草地が隣接した環境を創出することで，動物

の生息環境に配慮することから，工事の実施及び

施設の存在による生息地への影響はほとんどな

いものと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 7 月に対象事業実施

区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ススキ草

原）で 2 回，対象事業実施区域近傍のカシワ群落

林縁及び草地（ススキ草原）で 5 回確認した。 

本種の主な生息地あるいは繁殖地であるカシ

ワ林は対象事業実施区域にほとんど存在しない

こと，本種は飛翔性昆虫であり，対象事業実施区

域で個体を確認した草地には一時的に飛来した

ものと考えられること，本種が確認された対象事

業実施区域のガス導管敷設作業用地に分布する

ススキ草原は対象事業の実施に伴い約1.9haが消

失するが，同様の植生は対象事業実施区域近傍に

約 13.6ha と広く分布していること，対象事業実

施区域近傍において本種の生息が複数確認され

ていること，幼虫の食樹であるカシワは主にカシ

ワ群落において生育が確認されており，対象事業

実施区域近傍に広く分布していること，また，ガ

ス導管敷設作業用地内の草地は，工事終了後でき

るだけ速やかに草地として復旧することから，工

事の実施及び施設の存在による生息地への影響

はほとんどないものと予測する。 
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表 2（12） 準備書記載内容の修正案 

種 名 準備書 P8.1.3-95 修正案 

ヒメシロシ

タバ 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 9 月に対象事業実施

区域の草地で 2 回，対象事業実施区域近傍のカシ

ワ群落林縁で 1 回確認した。 

対象事業実施区域の草地は対象事業の実施に

伴い消失するが，本種の主な生息地あるいは繁殖

地であるカシワ林は対象事業実施区域にほとん

ど存在しないことから，個体を確認した草地には

一時的に飛来したものと考えられること，類似の

環境は対象事業実施区域近傍に広く分布してお

り，本種の生息が確認されていること，幼虫の食

樹であるカシワは対象事業実施区域近傍に広く

分布していること，また，緑化により発電所計画

地周辺に自生している在来種等を植栽し，樹林と

草地が隣接した環境を創出することで，動物の生

息環境に配慮することから，工事の実施及び施設

の存在による生息地への影響はほとんどないも

のと予測する。 

i.生息地への影響 

現地調査では，平成 24 年 9 月に対象事業実施

区域（ガス導管敷設作業用地）の草地（ススキ草

原）で 2 回，対象事業実施区域近傍のカシワ群落

林縁で 1 回確認した。 

本種の主な生息地あるいは繁殖地であるカシ

ワ林は対象事業実施区域にほとんど存在しない

こと，本種は飛翔性昆虫であり，対象事業実施区

域で個体を確認した草地には一時的に飛来した

ものと考えられること，本種が確認された対象事

業実施区域のガス導管敷設作業用地に分布する

ススキ草原は対象事業の実施に伴い約1.9haが消

失するが，同様の植生は対象事業実施区域近傍に

約 13.6ha と広く分布していること，対象事業実

施区域近傍において本種の生息が確認されてい

ること，幼虫の食樹であるカシワは主にカシワ群

落において生育が確認されており，対象事業実施

区域近傍に広く分布していること，また，ガス導

管敷設作業用地内の草地は，工事終了後できるだ

け速やかに草地として復旧することから，工事の

実施及び施設の存在による生息地への影響はほ

とんどないものと予測する。 
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１４．生態系の解析における統計的手法について 

 

 

生態系の解析において、行動環境好適性指数を算出する際に統計的手法としてロジスティック

回帰分析を用いており、使用した統計解析プログラムやモデル式の選定等の統計的内容について

は、以下に示すとおりです。 

 

１．使用した統計解析プログラム 

ロジスティック回帰分析を行う際には、統計解析ソフト R version 3.0.1 を使用しました。 

 

２．モデル式の選定及びモデル式の推定精度の評価 

モデル式の構築に当たっては、キタキツネ及びカワラヒワの行動にとって重要な環境要因と考

えられた環境類型区分等を説明変数としたロジスティック回帰分析を行い、生態学の分野で多く

利用されている赤池情報量基準（AIC）※１を用いて、季節ごとに最適なモデル式を選定しました。 

モデル式の推定精度を評価するのに当たっては、ROC 曲線※２を作図し、ROC 曲線下の面積であ

る AUC（Area Under Curve）を求めることで評価を行いました。 

AUC は 0.5 ～ 1.0 の値をとり、その値に基づいて、0.5 ～ 0.7 が低い予測信頼性、0.7 ～ 0.9

が中程度の予測信頼性、0.9 ～ 1.0 が高い予測信頼性といったように、モデル式を判断していま

す。 

 

※１ 赤池情報量基準（AIC:Akaike Information Criterion）； 

  モデルのあてはまりの良さと、変数の数を基準にした量であり、観察データに最も支持される、

最適なモデルを評価するための基準。AIC の値の最も小さいモデルが最適モデルとなる。 

※２ ROC 曲線（Receiver Operating Characteristic curve）； 

  縦軸に感度（対象が真である場合に真であると推定する確率）、横軸に（１－特異度）（対象

が偽である場合に真であると推定する確率）をとって作図した曲線。 
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また、ロジスティック回帰分析の変数に関する記述は、より適切な表現に修正し、表 1 のとお

り評価書へ反映します。 

 

表 1（1） 準備書記載内容の修正案 

準備書 P8.1.5-26 修正案 

【記号】 

 Ｋ：行動環境好適性指数 

 ｋ：個体の出現確率 

 ｙ：ロジスティック回帰モデル式の合成変量 

 ａ：切片 

 ｂｉ：環境類型区分ごとの回帰係数 

 ｘｉ：環境類型区分ごとの面積 

【記号】 

 Ｋ：行動環境好適性指数 

 ｋ：個体の出現確率 

 ｙ：ロジスティック回帰モデル式の応答変数 

 ａ：切片 

 ｂｉ：環境類型区分ごとの回帰係数 

 ｘｉ：ロジスティック回帰モデル式の説明変数

（環境類型区分ごとの面積） 

 

表 1（2） 準備書記載内容の修正案 

準備書 P8.1.5-44 修正案 

【記号】 

 Ｋ：行動環境好適性指数 

 ｋ：個体の出現確率 

 ｙ：ロジスティック回帰モデル式の合成変量 

 ａ：切片 

 ｂｉ：環境類型区分ごと，林縁からの距離の  

回帰係数 

 ｘｉ：環境類型区分ごとの面積，林縁からの  

距離 

【記号】 

 Ｋ：行動環境好適性指数 

 ｋ：個体の出現確率 

 ｙ：ロジスティック回帰モデル式の応答変数 

 ａ：切片 

 ｂｉ：環境類型区分ごと，林縁からの距離の

回帰係数 

 ｘｉ：ロジスティック回帰モデル式の説明変数

（環境類型区分ごとの面積，林縁からの

距離） 
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１５．キタキツネの好適生息区分の面積変化及び環境保全措置について 

 

 

現地調査においては、キタキツネの個体ごとの行動圏については調査していませんが、DNA 分

析の結果では調査地域に少なくとも 6 個体が生息していることが確認されており、事業の実施に

より一部の個体の行動圏に影響があることが考えられます。 

影響の程度については、事業の実施により工事中及び供用後において植生に変化が生じること

から、準備書 P8.1.5-50 の第 8.1.5-18 表に示すキタキツネの好適生息区分についても、表 1のと

おり面積が変化すると考えています。 

 

 

表 1 事業の実施に伴うキタキツネの好適生息区分の面積変化 

単位 上段：ha  

下段：％  

好適生息区分 

現状 工事中 供用時 

対象事業 

実施区域 

対象事業 

実施区域 

及びその周辺

対象事業 

実施区域 

対象事業 

実施区域 

及びその周辺

対象事業 

実施区域 

対象事業 

実施区域 

及びその周辺

ランクＡ 
（指数:0.8～1.0） 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 

 (0.0) (0.0) (0.0)  (0.0) 

ランクＢ 
（指数:0.6～0.8） 

25.0  471.0 3.0 449.0 3.0  449.0 

 (12.0) (95.3) (12.0)  (95.3) 

ランクＣ 
（指数:0.4～0.6） 

13.0  165.0 3.3 155.0 6.3  158.0 

 (25.4) (93.9) (48.5)  (95.8) 

ランクＤ 
（指数:0.2～0.4） 

9.9  386.0 38.6 415.0 36.6  413.0 

 (389.9) (107.5) (369.7)  (107.0) 

ランクＥ 
（指数:0.0～0.2） 

3.7  52.0 6.7 55.0 5.7  54.0 

 (181.1) (105.8) (154.1)  (103.8) 

注：（ ）内の数字は、現状を 100%とした面積変化の割合を示す。 

 

環境保全措置としては、準備書 P8.1.5-49 に記載のとおり、ガス導管敷設工事においては工事

終了後できるだけ速やかに草地を復旧すること、供用時の影響については、発電所計画地周辺に

自生している在来種等により緑化を行うこと等を講じる計画です。 
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好適生息指数は、行動環境好適性指数と採餌環境好適性指数を幾何平均したものを季節ごと（秋

季及び春季）に算出し、これらと冬季の行動環境好適性指数を算術平均することで求めています。 

準備書 p8.1.5-30 に示すキタキツネの好適生息区分図において、対象事業実施区域の大部分を

占める乾性草地（高茎・中茎）と樹林が同程度のランクとなったのは、キタキツネのフィールド

サインが対象事業実施区域で多く確認されていること、餌の分布については樹林で特にネズミ類

が多く確認されていることから、対象事業実施区域と樹林が同程度のランクとして算出されたも

のと考えています。 

なお、各季節における環境類型区分ごとの平均行動環境好適性指数は表 2、平均採餌環境好適

性指数は表 3 のとおりです。 

 

 

表 2 各季節における環境類型区分ごとの平均行動環境好適性指数（準備書 P8.1.5-27） 

環境類型区分 
調査地域の平均行動環境好適性指数 

秋季 冬季 春季 

樹林 0.176 0.880 0.510 

乾性草地（高茎・中茎） 0.401 0.846 0.955 

乾性草地（低茎） 0.444 0.557 0.951 

造成地・市街地 0.062 0.556 0.979 

海浜 0.860 0.548 0.988 

開放水域 0.386 0.536 0.983 

 

 

表 3 各季節における環境類型区分ごとの平均採餌環境好適性指数（準備書 P8.1.5-28） 

環境類型区分 
調査地域の平均採餌環境好適性指数 

秋季 春季 

樹林 0.892 0.893 

乾性草地（高茎・中茎） 0.389 0.349 

乾性草地（低茎） 0.110 0.192 

造成地・市街地 0.072 0.086 

海浜 0.115 0.177 

開放水域 0.051 0.055 
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１６．海生動物のうちサケ及びニシンの影響予測について 

 

 

海生動物のうちサケ及びニシンの影響予測について、現地調査結果、生物の生態及び温度等と

の関係等の表1に示す観点から、記載内容の見直しを行いました。 

見直しを行った内容に基づいて記載内容の修正を行い、表 2のとおり評価書へ反映します。 

 

表 1 サケ及びニシンの影響予測の見直しの根拠となる事項及び予測結果への反映内容 

見直しの根拠となる事項 予測結果への反映内容 

施
設
の
稼
働
（
温
排
水
） 

サ
ケ 

遡上期 

文献調査により把握した「経済産業省原子力安全・保安院

委託 平成 23 年度環境影響審査調査（遡河性魚類温排水行

動影響調査）報告書」（財団法人海洋生物環境研究所、平

成 24 年 3月）によると、「発電所前面の温排水拡散域にお

けるサケの行動追跡例では、表層 1℃以上の昇温層には進入

せず、温排水の下を潜って遊泳する行動が見られている。」

とされている。 

遡上期のサケが遊泳層を変

化させる等の分布の一部に

変化が生じることも考えら

れる。 

幼稚魚 

滞留期 

文献調査により把握した「沿岸性魚類の温度選好に関する

実験的研究」（財団法人海洋生物環境研究所、平成 14 年）

によると、「平均体長 10.3cm のサケ幼稚魚を供試魚として

用いた温度選好実験結果では、特定の温度域に移動すると

いう温度選好を示した。」とされている。 

サケ幼稚魚が遊泳層を変化

させる等の分布の一部に変

化が生じることも考えられ

る。 

温度選好実験により得られた生息適水温は、13～17℃と

なっているのに対し、現地調査により把握した幼稚魚滞留

期（4～6月）における平均海水温は、6.3～14.7℃であった。

仮に現地海水温が 1℃上昇したとしても生息適水温を超え

ることはないことを確認している。 

現地調査における海水温の

結果から、温排水の 1℃上昇

域がサケ幼稚魚の生息適水

温を超えるものではなかっ

た。 

ニ
シ
ン 

産卵期 

文献調査により把握した「海生生物の温度影響に関する文

献調査」（財団法人海洋生物環境研究所研究報告第 2 号、

平成 12 年）により得られた最適水温域は、4～8.5℃となっ

ているのに対し、現地調査により把握した産卵期（2～3 月）

における平均海水温は、3.1～4.1℃であった。仮に現地海

水温が 1℃上昇したとしても最適水温域を超えることはな

いことを確認している。 

現地調査における海水温の

結果から、温排水の 1℃上昇

域が産卵期のニシンの最適

水温域を超えるものではな

かった。 

文献調査により把握したニシン漁獲量や現地調査により把

握した魚等の遊泳動物調査において、周辺海域における産

卵期のニシンの分布を確認している。 

産卵期のニシンは石狩湾に

広く分布していると考えら

れる。 

幼稚魚 

滞留期 

文献調査により把握した「海生生物の温度影響に関する文

献調査」（財団法人海洋生物環境研究所研究報告第 2 号、

平成 12 年）及び「主要対象生物の発育段階の生態的知見の

収集・整理報告」（社団法人全国豊かな海づくり推進協議

会、平成 19 年）により得られた生息水温は、3～19℃となっ

ているのに対し、現地調査により把握した幼稚魚滞留期（5

～7 月）における平均海水温は、8.8～18.8℃であった。仮

に現地海水温が 1℃上昇した場合、生息水温を超えるが、生

息水温には幼稚魚の離岸期の水温も含まれていることか

ら、影響は少ないものと考えられる。 

ニシン幼稚魚の生息水温は 3

～19℃とされているが、現地

調査における海水温の結果

から一時期において温排水

の 1℃上昇域がニシン幼稚魚

の生息水温を超えることか

ら、温排水の放水により、石

狩湾の沿岸域におけるニシ

ン幼稚魚分布の一部に変化

が生じることも考えられる。
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なお、ニシンの系群に関する事項の記載については、以下のことから、難しいものと考えてい

ます。 

・石狩湾新港に出現する系群は、石狩湾系群や北海道・サハリン系群等が混在していると考

えられるが、その他にもテルペニア系群等も分布するとの情報もある。 

・現地調査において、産卵期及び幼稚魚滞留期のニシンの分布を確認しているが、系群の特

定には至っていない。 

・系群の説明については、適水温等の生態情報が系群毎に把握されていないものもあること

から、予測及び評価の結果と関連付けることは難しい。 

・北海道日本海側では、200 万尾以上のニシン人工種苗の放流が実施されている。 
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表 2（1） 準備書記載内容の修正案 

準備書 P8.1.3-201，202 修正案 

ロ．施設の稼働（温排水） 

(ﾎ)予測結果 

f. サケ 

(a)遡上期 

調査海域において，遡上期にサケの生息が確認されている。 

温排水の放水により，遡上期のサケの分布の一部に変化が生じること

も考えられるが，温排水は水中放水することにより，放水口のごく近傍

で水温は急速に低下し，その後速やかに浮上して拡散すること，その拡

散範囲は，調査海域の近傍河川でありサケが遡上する石狩川及び新川の

河口に及ばないこと，また，遡上期のサケは遊泳力を有することから，

温排水が遡上期のサケに及ぼす影響は少ないものと予測する。 

(b) 幼稚魚滞留期 

調査海域を含む石狩湾の沿岸域は，サケ幼稚魚が石狩川や新川等から

降海し，沖合外洋に出るまでの滞留域となっていると考えられる。 

サケ幼稚魚は，冷却水の復水器通過により多少の影響を受けることも

考えられるが，取水口設置海域の周辺のみに滞留している状況は確認さ

れていない。また，温排水の放水により，石狩湾の沿岸域におけるサケ

幼稚魚の分布の一部に変化が生じることも考えられるが，温排水は水中

放水することにより，放水口のごく近傍で水温は急速に低下し，その後

速やかに浮上して拡散すること，サケ幼稚魚が放水口設置海域の周辺の

みに滞留している状況は確認されていないことから，温排水が幼稚魚滞

留期のサケ幼稚魚に及ぼす影響は少ないものと予測する。 

 

ロ．施設の稼働（温排水） 

(ﾎ)予測結果 

f. サケ 

(a)遡上期 

調査海域において，遡上期にサケの生息が確認されている。 

サケの行動追跡例では，温排水の下を潜って遊泳する行動が見られて

いることから，温排水の放水により，遡上期のサケが遊泳層を変化させ

る等の分布の一部に変化が生じることも考えられる。 

温排水は取放水温度差を 7℃以下とし水中放水することで水温上昇域

は放水口の近傍に限られること，その拡散範囲は，調査海域の近傍河川

でありサケが遡上する石狩川及び新川の河口に及ばないこと，また，遡

上期のサケは遊泳力を有することから，温排水が遡上期のサケに及ぼす

影響は少ないものと予測する。 

 (b) 幼稚魚滞留期 

調査海域を含む石狩湾の沿岸域は，サケ幼稚魚が石狩川や新川等から

降海し，沖合外洋に出るまでの滞留域となっていると考えられる。 

サケ幼稚魚は，冷却水の復水器通過により多少の影響を受けることも

考えられるが，取水口設置海域の周辺のみに滞留している状況は確認さ

れていない。また，温排水の放水により，石狩湾の沿岸域におけるサケ

幼稚魚が遊泳層を変化させる等の分布の一部に変化が生じることも考

えられる。 

温排水は取放水温度差を7℃以下とし水中放水することで水温上昇域

は放水口の近傍に限られること，現地調査における海水温の結果から温

排水の1℃上昇域がサケ幼稚魚の生息適水温を超えるものではなかった

こと，サケ幼稚魚が放水口設置海域の周辺のみに滞留している状況は確

認されていないことから，温排水が幼稚魚滞留期のサケ幼稚魚に及ぼす

影響は少ないものと予測する。 
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表 2（2） 準備書記載内容の修正案 

準備書 P8.1.3-202 修正案 

ロ．施設の稼働（温排水） 
(ﾎ)予測結果 
g. ニシン 
(a)産卵期 

調査海域において，産卵期にニシンの生息及びニシン卵が確認されて
いる。 
温排水の放水により，産卵期のニシンの分布の一部に変化が生じるこ

とが考えられるが，温排水は水中放水することにより，放水口のごく近
傍で水温は急速に低下し，その後速やかに浮上して拡散すること，産卵
期のニシンは遊泳力を有することから，温排水が産卵期のニシンに及ぼ
す影響は少ないものと予測する。 
また，放水口設置海域ではニシン卵が確認されていないことから，温

排水がニシン卵に及ぼす影響はほとんどないものと予測する。 
(b)幼稚魚滞留期 

調査海域を含む石狩湾の沿岸域は，ふ化したあるいは放流されたニシ
ン幼稚魚が沖合外洋に出るまでの滞留域となっていると考えられる。 
ニシン幼稚魚は，冷却水の復水器通過により多少の影響を受けること

も考えられるが，取水口設置海域の周辺のみに滞留している状況は確認
されていない。また，温排水の放水により，石狩湾の沿岸域におけるニ
シン幼稚魚の分布の一部に変化が生じることも考えられるが，温排水は
水中放水することにより，放水口のごく近傍で水温は急速に低下し，そ
の後速やかに浮上して拡散すること，ニシン幼稚魚が放水口設置海域の
周辺のみに滞留している状況は確認されていないことから，温排水が幼
稚魚滞留期のニシン幼稚魚に及ぼす影響は少ないものと予測する。 
 

ロ．施設の稼働（温排水） 
(ﾎ)予測結果 
g. ニシン 
 (a)産卵期 

調査海域において，産卵期にニシンの生息及びニシン卵が確認されて
いる。 
温排水の放水により，産卵期のニシンの分布の一部に変化が生じるこ

とが考えられるが，温排水は取放水温度差を7℃以下とし水中放水する
ことで水温上昇域は放水口の近傍に限られること，現地調査における海
水温の結果から温排水の1℃上昇域が産卵期のニシンの最適水温域を超
えるものではなかったこと，産卵期のニシンは石狩湾に広く分布してい
ると考えられ，また，遊泳力を有することから，温排水が産卵期のニシ
ンに及ぼす影響は少ないものと予測する。 
また，放水口設置海域ではニシン卵が確認されていないことから，温

排水がニシン卵に及ぼす影響はほとんどないものと予測する。 
 (b)幼稚魚滞留期 

調査海域を含む石狩湾の沿岸域は，ふ化したあるいは放流されたニシ
ン幼稚魚が沖合外洋に出るまでの滞留域となっていると考えられる。 
ニシン幼稚魚は，冷却水の復水器通過により多少の影響を受けること

も考えられるが，取水口設置海域の周辺のみに滞留している状況は確認
されていない。また，ニシン幼稚魚の生息水温は3～19℃とされている
が，現地調査における海水温の結果から一時期において温排水の1℃上
昇域がニシン幼稚魚の生息水温を超えることから，温排水の放水によ
り，石狩湾の沿岸域におけるニシン幼稚魚分布の一部に変化が生じるこ
とも考えられる。 
温排水は取放水温度差を7℃以下とし水中放水することで水温上昇域

は放水口の近傍に限られること，ニシン幼稚魚が放水口設置海域の周辺
のみに滞留している状況は確認されていないことから，温排水が幼稚魚
滞留期のニシン幼稚魚に及ぼす影響は少ないものと予測する。 
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１７．「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」への適合状況について

 

 

「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」（経済産業省・環境省、平成

25 年 4 月）への適合状況のうち、利用可能な最良の技術（ＢＡＴ＝Best Available Technology）

の採用について、当該取りまとめにおいて示されたＢＡＴの参考表（暫定版）を参照する限り、

石狩湾新港発電所建設計画は、出力 56.94 万ｋＷにおいて、燃焼度 1600℃級、熱効率 62％程度（低

位発熱量基準）でありＢＡＴ（B）を充足するものと考えています（参考表では、発電規模と燃焼

度の両方が一致している区分がないため、赤枠部と比較）。 

ＢＡＴの参考表（暫定版）【平成 25 年 4 月時点】※ 

 
発電規模 

【kW】 

発電方式 

【燃焼度等】 
フェーズ 

設計熱効率（発電端）

【%:LHV】 

(A) 80 万 kW 級 GTCC【1450℃級】【多軸型】 商用運転中 56 

50 万 kW 級 GTCC【1500℃級】【一軸型】 商用運転中 59 

40 万 kW 級 GTCC【1400℃級】【一軸型】 商用運転中 58 

(B) 70 万 kW 級 GTCC【1600℃級】【一軸型】 建設中(2016 年運開) 61 

(C) 60 万 kW 級 GTCC【1700℃級】 実証試験段階 － 

※：ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ（GTCC）方式天然ガス（LNG）火力（50Hz 地域）抜粋 

 

準備書には本内容を記載していないことから、表１のとおり、評価書の「8.1.9 温室効果ガス

等」に記載します。 
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表 1 準備書記載内容の修正案 

準備書 P8.1.9-3 修正案 

b．環境保全の基準等との整合性 

本事業の 1号機，2号機及び 3号機の運転開始は，それぞれ平成 31年（2019 年)2

月（予定），平成 33年（2021 年)12 月（予定）及び平成 40年（2028 年)12 月（予

定）であることから,「京都議定書目標達成計画」の対象期間である京都議定書第

一約束期間(2008～2012 年度)以降となる。このため，当社は今後，国の新たな地

球温暖化対策計画が策定され，それと整合した電力業界全体の枠組が構築された後

には，これに遅滞なく参加し，当該枠組の下で計画的に二酸化炭素排出削減に取り

組むとともに，今後の革新的な二酸化炭素排出削減対策について継続的に検討を進

めていくこととする。 

b．環境保全の基準等との整合性 

本事業で導入する発電設備は，出力 56.94 万 kW，燃焼度 1600℃級，設計熱効率

（発電端）62％程度（低位発熱量基準）であり，「東京電力の火力電源入札に関す

る関係局長級会議取りまとめ」（経済産業省・環境省，平成 25 年 4 月）の利用可

能な最良の技術（ＢＡＴ＝Best Available Technology）の参考表（暫定版）【平

成 25 年 4月時点】における「（Ｂ）商用プラントとして着工済み（試運転含む）

の発電技術及び商用プラントとしての採用が決定し環境アセスメント手続きに

入っている発電技術」を充足するものと考えている。 

本事業の 1号機，2号機及び 3号機の運転開始は，それぞれ平成 31年（2019 年)2

月（予定），平成 33年（2021 年)12 月（予定）及び平成 40年（2028 年)12 月（予

定）であることから,「京都議定書目標達成計画」の対象期間である京都議定書第

一約束期間(2008～2012 年度)以降となる。このため，当社は今後，国の新たな地

球温暖化対策計画が策定され，それと整合した電力業界全体の枠組が構築された後

には，これに遅滞なく参加し，当該枠組の下で計画的に二酸化炭素排出削減に取り

組むとともに，今後の革新的な二酸化炭素排出削減対策について継続的に検討を進

めていくこととする。 

 

 

 


