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第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 

4.1 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 6 月 12 日通商産業省令第 54 号）（以

下「発電所アセス省令」という。）の別表第 6 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

いことから、工事の実施による環境影響を対象としないこととした。 

今後、方法書以降の手続きにおいては、「風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理

化に関するガイドライン」（令和 2 年 4 月 環境省）を考慮して「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」を含め環境要素の選定を検討したうえで、

環境への影響を回避又は低減を図ることとする。 

また、累積的影響については、環境影響を受けるおそれのある事業を対象とし、方法書以降

の手続きの中で検討する。 
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表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定 

                       影響要因の区分 

 

 

 

 

 

    環境要素の区分 

 
 

工事の実施 
土地又は工 
作物の存在 
及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び 

超低周波音 
騒音及び超低周波音     ○ 

振 動 振 動      

水環境 
水 質 水の濁り      

底 質 有害物質      

その他の 

環境 

地形及び 

地質 
重要な地形及び地質      

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価され

るべき環境要素 

動 物 

重要な種及び注目すべき生息

地（海域に生息するものを除

く。） 

   ○ 

海域に生息する動物      

植 物 

重要な種及び重要な群落（海

域に生育するものを除く。） 
   ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及び

評価されるべき環境

要素 

景 観 
主要な眺望点及び景観資源並

びに主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ合い 

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合い

の活動の場 
   ○  

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 
産業廃棄物      

残 土      

一般環境中の放射性

物質について調査、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 6」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 13」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。
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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。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。 

 

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 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大気環境 騒音及び 

超低周波音 

騒音及び 

超低周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に必

要な施設等に対して、施設の稼働に伴う騒音及び超低周

波音が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響

のおそれのある環境要素として選定する。 

その他の 

環境 

地形及び

地質 

重要な地形 

及び地質 

地形改変及び 

施設の存在 

× 事業実施想定区域内に重要な地形が存在しているが、既

設の風力発電所の範囲が含まれ、また既に県道も通って

おり、新規の大規模な改変を想定していないことから、

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」の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」の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おいて、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）が存在する

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。 

注：1.「○」は選定した項目を示す。 

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

環境要素 選定しない理由 

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

等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事

のピーク時における工事関係車両の台数を低減する等、実行可能な環境保全措

置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では

選定しない。 

騒音及び 

超低周波音 

振 動 

水環境 水 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域、排水計画等）まで決まる

ような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能である

ことから、配慮書段階では選定しない。 

底 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域等）まで決まるような計画

熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計画であることか

ら、配慮書段階では選定しない。 

動 物 重要な種及び注

目すべき生息地

（海域に生息す

るものを除く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低

減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置

を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選

定しない。 

海域に生息する
動物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

植 物 重要な種及び重

要な群落（海域に

生育するものを

除く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成を必要最小限にとど

め、重要な種及び群落への影響の回避又は低減に努める等、実行可能な環境保

全措置を講じることにより環境影響の回避又は低減が可能であることから、配

慮書段階では選定しない。 

海域に生育する

植物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低

減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置

を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選

定しない。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数

等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事

のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合

いの活動の場にアクセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境

保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段

階では選定しない。 

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

まるような計画熟度にない。また、産業廃棄物は可能な限り有効利用に努める、

土地の改変量の低減及び事業実施区域内における発生土の利用等、実行可能な

環境保全措置を講じることにより発生量の低減が可能であることから、配慮書

段階では選定しない。 

残 土 

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

おらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないことから選定し

ない。 
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4.2 調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は表 4.2-1(1)及び(2)、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。 

調査、予測及び評価の手法は「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）を参考に、風力発電事業の特性及び計画の熟度を踏まえ適切な手法

を選定した。 

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
境影響が実行可能な範囲
内でできる限り回避され、
又は低減されているかを
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
境影響が実行可能な範囲
内でできる限り回避され、
又は低減されているかを
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。 

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

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、重大な環

境影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避され、

又は低減されているかを

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、「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」としているが、より広い範囲で影響を受ける可能性があること

から、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。 

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、重大な環

境影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避され、

又は低減されているかを

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

まりの場の分布状況に

ついて、文献その他の資

料により調査した。 

事業実施想定区域と文献その

他の資料から抽出した重要な

自然環境のまとまりの場と事

業実施想定区域との位置関係

を整理した。 

予測結果を基に、重大な環

境影響が実行可能な範囲

内でできる限り回避され、

又は低減されているかを

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

風力発電機設置予定範囲の位

置関係を基に、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 

主要な眺望点と風力発電機

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され、
又は低減されているかを
評価した。 

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 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場の状

況について、文献その他

の資料により調査した。 

地形改変及び施設の存在に伴

う主要な人と自然との触れ合

いの活動の場への影響につい

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。 

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され、

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

域と環境保全上

配慮すべき施設

等との位置関係 

事業実施想定区

域及びその周囲

に環境保全上配

慮すべき施設等

が分布しない。 

事業実施想定区域及びその周

囲に環境保全上配慮すべき施

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

その周囲に環境保全上

配慮すべき施設等が分

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

域と環境保全上

配慮すべき施設

等との位置関係 

事業実施想定区

域及びその周囲

に環境保全上配

慮すべき施設等

が分布しない。 

事業実施想定区域及びその周

囲に環境保全上配慮すべき施

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

その周囲に環境保全上

配慮すべき施設等が分

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。 

事業実施想定区域内に重要な

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。 

事業実施想定区域内に

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

状況と事業実施

想定区域との位

置関係 

事業実施想定区

域に自然環境の

まとまりの場が

分布しない。 

自然環境のまとまりの場の改

変を伴うが、方法書以降の手

続きにおいて現地調査等によ

り現況を把握し、また、適切に

影響の程度を予測し、必要に

応じて環境保全措置を検討す

ることにより影響の回避又は

低減が可能。 

自然環境のまとまりの

場の改変を伴い、方法書

以降の手続きにおける

検討では影響の回避又

は低減が困難。 

景 観 主要な眺望

点及び景観

資源並びに

主要な眺望

景観 

①主要な眺望点

及び景観資源の

直接改変の有無 

②主要な眺望景

観の変化の程度 

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

避又は低減している。 

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、方法書以

降の手続きにおける検

討では影響の回避又は

低減が困難である。 

②主要な眺望点から風

力発電機が視認でき、主

要な眺望点と風力発電

機設置予定範囲との位

置関係から、方法書以降

の手続きにおける検討

では影響の回避又は低

減が困難。 

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 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場の改変の程度 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場は改変されな

い。 

事業実施想定区域に主要な人

と自然との触れ合いの活動の

場が分布するが、重大な環境

影響が、実行可能な範囲内で

回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域に主

要な人と自然との触れ

合いの活動の場が分布

し、重大な環境影響の回

避又は低減が困難。 
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4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 騒音及び超低周波音 

1. 調 査 

(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は配慮が特に必要な施設としての学校、医療機関、福祉施設

はない。事業実施想定区域及びその周囲における住宅等の位置は図 4.3-1のとおりである。 

また、事業実施想定区域及びその周囲において、騒音に係る環境基準の類型をあてはめられた

地域はない。 
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図 4.3-1 事業実施想定区域及びその周囲における住宅等の位置  

※事業実施想定区域及びその周囲には、学校、医療機関、

福祉施設は存在しない。 

「ゼンリン住宅地図 津市 2、津市 4、伊賀市 2、伊

賀市 3」（株式会社ゼンリン、2019 年）より作成 
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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）を調査し、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 4.3-1 及び図 4.3-2、

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 4.3-2 のとおり

である。 

事業実施想定区域から 2km の範囲には配慮が特に必要な施設等はなく、最寄りの住宅までの距

離は約 2.3kmである。 

 

表 4.3-1 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 2.3km － － － 

注：調査地域に学校、医療機関、福祉施設は存在しない。 

「ゼンリン住宅地図 津市 2、津市 4、伊賀市 3、伊賀市 4」（株式会社ゼンリン、2019年等） 

より作成 

 

表 4.3-2 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 0 0 0 0 0 

1.0～1.5 0 0 0 0 0 

1.5～2.0 0 0 0 0 0 

合計（戸） 0 0 0 0 0 

「ゼンリン住宅地図 津市 2、津市 4、伊賀市 3、伊賀市 4」（株式会社ゼンリン、2019年等） 

より作成 

 

 



 

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。 
4.3-4 

(210) 

 

図 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  

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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3. 評 価 

(1)評価手法 

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され、又は低減されて

いるかを評価した。 

 

(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、住宅等が約 2.3km

である。 

風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲には、住宅等及び住宅等以外の配慮が特に必要な

施設等はない。 

上記の状況を踏まえ、以下に示す事項に留意して今後の環境影響評価手続き等を実施すること

から重大な影響はないと評価する。 

・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等を検討する。 
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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は配慮が特に必要な施設としての学校、医療機関、福祉施設

はない。事業実施想定区域及びその周囲における住宅等の位置は図 4.3-1※1のとおりである。 

 

 

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）を調査し、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 4.3-1※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 4.3-2※1 のと

おりである。 

事業実施想定区域から 2km の範囲には配慮が特に必要な施設等はなく、最寄りの住宅までの距

離は約 2.3kmである。 

 

 

  

 
※1 「4.3.1 騒音及び超低周波音」参照 
※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）における、海外のアセス

事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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3. 評 価 

(1)4評価手法 

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され、又は低減されて

いるかを評価した。 

 

(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、住宅等が約 2.3km

である。 

上記の状況を踏まえ、以下に示す事項に留意して今後の環境影響評価手続き等を実施すること

から重大な影響はないと評価する。 

・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等を検討する。 
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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（図 4.3-3の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  動物の重要な種 

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 4.3-3(1)及び(2)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 4.3-4～表 4.3-12のとおり、哺乳類 15種、鳥類 77 種、爬虫類 5種、両生類

17種、昆虫類 163 種、クモ類 7種、陸産貝類 5種、魚類 18種、及び底生動物 12種が確認され

た。 

そのうち、「平成 12年及び平成 23年の評価書」の現地調査により確認された種は、哺乳類 4

種、鳥類 37種、爬虫類 2種、両生類 10種、昆虫類 19種、クモ類 1種、陸産貝類 2種、魚類 1

種であり、表中に太字で示した。 
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表 4.3-3(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 

Ⅰ 「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）、

「三重県文化財保護条例」

（昭和 32 年三重県条例第

72 号）、「津市市文化財保

護条例」（平成 18 年津市条

例第 245 号）、伊賀市文化

財保護条例（平成 16 年伊

賀市条例第 271 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 

県天：三重県天然記念物 

津天：津市天然記念物 

伊天：伊賀市天然記念物 

「国指定文化財等

データベース」（文

化庁 HP、閲覧:令和

2 年 3 月）、「文化財

情報データベース」

（三重県 HP、閲覧:

令和 2 年 3 月）、「市

指定文化財（一覧

表）」（津市 HP、閲覧:

令和 2 年 3 月）、「文

化財一覧表」（伊賀

市 HP、閲覧:令和 2

年 3 月） 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関

する法律」（平成 4 年法律

第 75 号、最終改正：令和

元年 6 月 14 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：令

和 2 年 2 月 10 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 

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：令和 2 年 2

月 10 日） 

Ⅲ 「環境省レッドリスト

2020」（環境省、令和 2 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+EN：絶滅危惧Ｉ類･･･絶滅の危機に瀕している種 

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 2020 の公表に

ついて」（環境省 HP、

閲覧：令和 2年 4月） 

Ⅳ 「近畿地区・鳥類レッドデ

ータブック」（山岸哲監修、

平成 14 年）のうち、三重

県における掲載種 

繁：繁殖個体群    1：危機的絶滅危惧種 

冬：越冬個体群    2：絶滅危惧種 

通：通過個体群    3：準絶滅危惧種 

夏：夏季滞在個体群   

「近畿地区・鳥類レ

ッドデータブック」

（山岸哲監修、平成

14 年） 

Ⅴ 「三重県自然環境保全条

例」（平成 15 年三重県条例

第 2 号）に基づく三重県指

定希少野生動植物種 

指定：三重県指定希少野生動植物種 「三重県指定希少

野生動植物種」（三

重県 HP、閲覧：令和

2 年 3 月） 
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表 4.3-3(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 

Ⅵ 「三重県レッドデータブ

ック 2015～三重県の絶滅

のおそれのある野生生物

～」（三重県、平成 27 年）

の掲載種 

EX：絶滅…県内ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…県内で飼育・栽培下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…生息条件の変化によっては「絶滅危惧種」

に移行する要素を持つ種 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

「三重県レッドデ

ータブック 2015～

三重県の絶滅のお

それのある野生生

物～」（三重県、平成

27 年） 

Ⅶ 「伊賀のレッドデータブ

ック～伊賀の希少動植物

～」（伊賀市、平成 18 年）

の掲載種 

EX：絶滅…伊賀地方ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…過去に伊賀地方に生息したことが確認されて

おり、飼育・栽培下では存続しているが、伊賀地方におい

て野生ではすでに絶滅したと考えられる種 

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 

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。現在の状

態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い

将来「絶滅危惧 I 類」の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 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

「伊賀のレッドデ

ータブック～伊賀

の希少動植物～」

（伊賀市、平成 18

年） 
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表 4.3-4 文献その他の資料による動物の重要な種(哺乳類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 モグラ トガリネズミ カワネズミ 
    

VU 
 

河川上源流域の渓流付近 

2 
 

モグラ ミズラモグラ 
  

NT 
   

主に山地の森林 

3 コウモリ キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ 
    

NT 
 

洞穴性で、自然洞窟のほか、廃

坑、隧道など 

4 
 

ヒナコウモリ ヤマコウモリ 
  

VU 
 

DD 
 

主に樹洞を隠れ家とする 

5 
  

ヒナコウモリ 
    

DD 
 

大木の多い地域では一年中樹

洞を利用、また家屋や海蝕洞な

ども繁殖場所として利用 

6 
  

ユビナガコウモリ 
    

NT 
 

主に洞穴で自然洞窟のほか、

廃坑、防空壕、隧道など 

7 
  

コテングコウモリ 
    

DD 
 

主に樹洞、その他木の茂み、樹

皮の間隙、落ち葉の下、洞穴

内、家屋内 

8 
  

テングコウモリ 
    

NT 
 

大木の多い地域では樹洞、また

は洞穴内でもよくみられ、自然

洞窟や隧道，家屋，枯葉の中な

ど 

9 ネズミ リス ニホンリス 
    

NT NT 平野部から亜高山帯までの森

林のうち、主に低山帯のマツ林

に多い 

10 
  

ホンドモモンガ 
    

VU※ 
 

山地帯から亜高山帯の森林 

11 
  

ムササビ 
     

EN 低地から亜高山帯までの自然

林、発達した二次林等 

12 
 

ヤマネ ヤマネ 国天 
   

NT 
 

低山帯から亜高山帯の成熟した

森林 

13 ネコ クマ ツキノワグマ 
   

指定 EN 
 

冷温帯落葉広葉樹林（ブナ林）

を中心に生息し、ブナ、大木の

樹洞、岩穴や土穴などで越冬 

14 
 

イタチ ニホンアナグマ 
     

DD 山地帯下部から丘陵部の森林、

灌木林 

15 ウシ ウシ カモシカ 特天 
 

LP 
 

VU 
 

主に低山帯から亜高山帯にか

けてのブナ、ミズナラなどが優占

する落葉広葉樹林、針広混交

林 

合計 5目 9科 15種(4種) 2種 0種 3種 1種 12種 3種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国土

交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の※については以下のとおりである。 

※：ニホンモモンガで掲載 

4.表中の太字については「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の（ ）

内に種数を示した。 
5.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「日本の哺乳類（改訂版）」（東海大学出版会、平成 6 年） 

「日本の哺乳類」（（財）自然環境研究センター、平成 6年） 

「レッドデータブック 2014 1 哺乳類」(環境省、平成 26 年) 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 
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表 4.3-5(1) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 キジ キジ ウズラ   VU 冬 1  DD DD 主に草原や林縁部 

2   ヤマドリ      NT NT 平地から山地のよく茂った林 

3 カモ カモ オシドリ   DD   EN（繁殖） 

NT（越冬） 

NT 繁殖期：大木の多い広葉樹林内の

河川、湖沼 

冬季：山間の河川、ダム湖、湖沼、

樹林に囲まれた池等 

4   トモエガモ   VU   EN  低地や山間部の湖沼、池、ダム湖、

潟湖、河川、湿地、水田等 

5 ペリカン サギ ササゴイ    繁 3  VU  大木のある社寺林 

6   チュウサギ   NT 夏 1  VU VU 平地の水田、湿地、時には大きな

川等 

7  トキ ヘラサギ   DD     干潟、水田、湿地、河川、湖沼 

8 ツル クイナ ヒクイナ   NT 繁 3  VU DD 平地から低山の湖沼、河川、水田

等水辺の、主にヨシやマコモが密生

する湿地の草むら 

9 カッコウ カッコウ ジュウイチ    繁 2    山地から亜高山帯のやや標高の高

い山域の森林に生息し、渡りの季

節には平地の林や市街地の公園で

もみられる 

10 ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT 繁 2  DD DD 平地から山地の主に灌木の散在す

るような落葉広葉樹、森林内の伐採

地、疎林、草原等 

11 チドリ チドリ タゲリ    冬 3  NT DD 水田、湿田、干潟、河原や湖沼の

水辺、湿っぽい畑地、水溜りのある

荒れ地等 

12   ケリ   DD     水田、畑、河原、草地等 

13   イカルチドリ      VU VU 河川の中流から上流の中洲や河

原、水田、湖沼の主に砂礫地 

14   コチドリ    繁 3  NT  河川の中下流の河川敷内や中州、

河口の三角州や干潟等 

15   シロチドリ   VU 繁 3 

冬 3 

指定 CR（繁殖） 

NT（越冬） 

 河口、海岸の砂浜、干潟、埋め立て

地等の主に砂礫地 

16   メダイチドリ    通 3    干潟、砂浜、河口、河川等 

17  ミヤコドリ ミヤコドリ      NT  海岸、河口、干潟等 

18  シギ ヤマシギ    冬 3    林、草地、耕作地、水田、湿地、河

川等 

19   タシギ    冬 3    干潟、溜池、沼地、水田、河川等の

ふち、または隠れた泥地等 

20   オオソリハシシギ   VU     干潟、河口、砂浜、河川等 

21   ミユビシギ      VU  砂浜海岸、干潟、河口、干拓地の

水溜まり等 

22   ハマシギ   NT     海岸の砂浜、干潟、潟湖、溜池、水

を張った水田、内陸の湖沼や大き

い河川の砂泥地等 

23  タマシギ タマシギ   VU 冬 3 

夏 3 

 NT DD 水田、湿地、休耕田、蓮田等 

24  カモメ コアジサシ   VU 繁 2  CR  海岸、港、河口、河川、湖沼等 

25 タカ ミサゴ ミサゴ   NT 繁 3 

冬 3 

 NT（繁殖） 

VU（越冬） 

 主に海岸や湖沼、河川等 

26  タカ ハチクマ   NT   EN EN 標高 1,500m 以下の丘陵地や低山

の山林 
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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(鳥類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

27 タカ タカ チュウヒ  国内 EN 冬 2  CR（繁殖） 

VU（越冬） 

VU 平地の広いヨシ原や草原等 

28     ハイイロチュウヒ      VU VU 平地の広い草原から山地草原、ヨ

シ原、農耕地、河川、干拓地等 

29     ハイタカ 

  NT   NT VU 

主に平地から亜高山帯の森林で、

冬季には海岸近くの農耕地やヨシ

原等開けた環境 

30     オオタカ 

  NT   VU CR 

主に平地から亜高山帯の林で、そ

の他探餌等のため農耕地、牧草

地、水辺などの開けた環境 

31     サシバ 
  VU 繁 3 指定 EN VU 

主に低山帯から丘陵の林で、探餌

等のため周辺の水田等開けた環境 

32     イヌワシ 国天 国内 EN 繁 2 

冬 2 
 

CR DD 低山から高山にかけての岩場や崖

のある森林帯 

33     クマタカ 

 

国内 EN 
繁 2 

冬 2 
 

EN CR 低山帯から亜高山帯の針葉樹林

や広葉樹林に生息し、とくに高木

の多い原生林を好む 

34 フクロウ フクロウ オオコノハズク      DD DD 低地や低山帯の樹林 

35     コノハズク    繁 2  VU DD 様々なタイプの樹林 

36     フクロウ 
     NT NT 

低地、低山帯から亜高山帯にかけ

て様々なタイプの樹林 

37     アオバズク 
     VU NT 

低地や低山帯の比較的大きい樹

木のある樹林を好む 

38     コミミズク 
   冬 2  NT NT 

平地から山地の草地、農耕地、河

原、埋立地等 

39 ブッポウソ

ウ 

カワセミ アカショウビン 
   繁 2  Ⅵ VU 

低山帯の常緑広葉樹林､落葉広葉

樹林等 

40     ヤマセミ 
     NT  

山地の渓流や湖沼、河川では主に

上流部の渓谷 

41   ブッポウソウ ブッポウソウ 
  EN 夏 2  VU  

平地から山地の林、集落や農耕地

に隣接する林等 

42 キツツキ キツツキ オオアカゲラ 
   

繁 2 

冬 2 
 EN EN 

低山帯、亜高山帯の樹林で、比較

的大木の多い樹林を好む 

43     アオゲラ       NT 平地から山地の樹林 

44 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ 

   冬 2   NT 

低地から高山帯の草地、灌木草

原、農耕地、川原、河川敷等の主

に開けた環境 

45     コチョウゲンボウ 
     EN  

草地、干拓地、農耕地等開けた環

境 

46     チゴハヤブサ    冬 3    主に平地から山地の樹林 

47     ハヤブサ 
 

国内 VU 
  

CR（繁殖） 

EN（越冬） 

CR 海岸や海岸に近い山地の、断崖や

急斜面、広い草原、原野等 

48 スズメ サンショウクイ サンショウクイ 
  VU 繁 3  VU  

主に標高 1,000m以下の山地、丘

陵、平地の高い木のある広葉樹林 

49   カササギヒタキ サンコウチョウ 
     NT NT 

平地から標高 1,000m以下の山地

の暗い林 

50   モズ アカモズ 

  EN 通 3    

平地から山地の、アカマツ林やカラ

マツ林のような明るい林や、低木の

ある草原 

51   キクイタダキ キクイタダキ 
   冬 3  VU VU 

主に針葉樹林で繁殖し、冬季は低

地のマツやスギ林に生息 
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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(鳥類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

52 スズメ ムシクイ メボソムシクイ 

   繁 3    

主に亜高山帯針葉樹林やダケカン

バ、ブナ帯の樹林、渡り期には低

地や低山帯の樹林でもみられる 

53     エゾムシクイ    夏 3    主に亜高山帯の針葉樹林 

54     センダイムシクイ 
   繁 3  NT  

亜高山帯より標高の低い山地の、

主に低山の落葉広葉樹林 

55   ヨシキリ オオヨシキリ    繁 3    河口、河川、湖沼のヨシ原 

56    コヨシキリ    通 3    平地から山地の草原、湿地 

57   セッカ セッカ    繁 3 

冬 3 

   平地の草原、河川、農耕地、牧草

地など開けた環境の草地 

58   キバシリ キバシリ    繁 2 

冬 2 

   本州以南では亜高山帯の針葉樹

林、北海道では平地にも生息 

59   ムクドリ コムクドリ    通 2    平地から山地の林、農耕地、果樹

園、明るい林等 

60   ヒタキ クロツグミ      NT VU 平地から山地のやや明るい林 

61     コマドリ      NT  平地から亜高山帯の樹林の林床

の藪等 

62     コルリ    夏 3  VU  低山帯から亜高山帯の落葉広葉

樹林で、暗い密林の藪や低木層の

茂みを好む 

63     ルリビタキ    冬 3    繁殖期は亜高山帯の針葉樹林、

冬季は低山帯のマツ林や針広混

交林等 

64     ノビタキ    通 3    海岸から高山帯におよぶ幅広い地

域の草原 

65     エゾビタキ    通 3   DD 平地から山地の林、林縁、公園の

林等 

66     サメビタキ    通 3   DD 繁殖期は亜高山帯の針葉樹林や

針広混交林、渡り期には低地や低

山帯のマツ林等 

67     コサメビタキ    繁 3  DD DD 平地から標高 1,000m くらいまでの

落葉広葉樹林、雑木林、カラマツ

林等 

68     キビタキ    繁 3  NT NT 丘陵や山地の常緑及び落葉広葉

樹林、針広混交林 

69     オオルリ    繁 3   NT 主に低山帯から亜高山帯の山地、

丘陵の特に渓流沿いを好む 

70 スズメ アトリ ベニマシコ    冬 3    平地から低山帯の林縁、草地、ヨ

シ原、牧草地、農耕地、湿原等 

71     ウソ    冬 3    平地から高山帯の針葉樹林、落葉

広葉樹林、針広混交林、草地等 

72     シメ    冬 3    平地から山地の針広混交林、落葉

広葉樹林、市街地の公園の林等 

73   ホオジロ ホオアカ    冬 2    農耕地周辺や草原 

74     ミヤマホオジロ    冬 3    平地から山地の林、林縁、農耕

地、草地等 

75     シマアオジ  国内 CR     平地の草原、農耕地、ヨシ原等 
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表 4.3-5(4) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

76 スズメ  ホオジロ  ノジコ   NT    DD 低山帯の落葉広葉樹林二次林、

林縁、藪等 

77     クロジ    冬 3   VU 繁殖期は山地から亜高山帯の樹

林等、冬季は平地から山地の林、

林縁、草地、河川敷等 

合計 13目 31科 77種(37種) 1種 5種 27種 51種 2種 45種 37種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「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 4.3-3のとおりである。 

3.表中の太字については「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 

4.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「原色日本野鳥生態図鑑<陸鳥編>」（保育社、平成 7年） 

「原色日本野鳥生態図鑑<水鳥編>」（保育社、平成 7年） 

「決定版 日本の野鳥 650」（平凡社、平成 26年） 

 

 

表 4.3-6 文献その他の資料による動物の重要な種(爬虫類) 

No.  目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 カメ イシガメ ニホンイシガメ 
  

NT 
  

NT 主に河川の中・上流域や湖沼・沼を

伴う山裾、山間部、地域によっては

低地の下流域 

2   スッポン ニホンスッポン 
  

DD 
 

DD DD 主に河川の中・下流域の比較的浅

い場所や池沼 

3 有鱗 トカゲ ニホントカゲ 
     

DD 海岸から高山までの林縁部や畑、石

垣、庭等 

4   タカチホヘビ タカチホヘビ 
     

DD 低地から山地の林床 

5   ナミヘビ シロマダラ 
     

DD 低地や山地の林内で日中は石の

下、朽木の中、倒木の下等に潜む 

合計 2目 5科 5種(2種) 0種 0種 2種 0種 1種 5種 － 

注 1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国

土交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 
4.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「原色爬虫類両生類検索図鑑」（北隆館、平成 23 年） 
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表 4.3-7 文献その他の資料による動物の重要な種(両生類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 有尾 サンショウウオ コガタブチサンショウウオ 
  

VU 
   

河川の源流域やその源流から分

岐する枝沢周辺の森林内の林床 

2     ヒダサンショウウオ 
  

NT 
 

VU EN 落葉広葉樹林、混交林、針葉樹

林の谷と斜面の湿った林床 

3     オオダイガハラサンショウウオ 県天 
 

VU 
 

VU 
 

山地森林内の源流域の沢、渓

谷、湿地などの林床 

4     ヤマトサンショウウオ 
  

VU 
 

VU※1 EN※1 丘陵部や平地の湿った林床 

5     ハコネサンショウウオ     VU CR 山地の渓流の上流部とその周辺

の森林 

6   オオサンショウウオ オオサンショウウオ 特天  VU  VU EN 山間部の渓流及び河川の中流

域 

7   イモリ アカハライモリ   NT   VU 平地から山地の浅い水辺、水

田、池、小川等 

8 無尾 ヒキガエル ニホンヒキガエル     NT VU 平地から山地の水田や湿地等幅

広い環境 

9     ナガレヒキガエル      EN 山間部の渓流やその周辺の森林 

10   アカガエル ナガレタゴガエル     NT EN 山間部の林床に生息するが、産

卵は渓流内 

11     ニホンアカガエル      VU 平地や丘陵地の林床に生息し、

水田、湿原で産卵 

12     ヤマアカガエル      NT 山林の林床に生息し、池や水

田、また道端の浅い水たまりなど

で産卵 

13     トノサマガエル   NT   VU 平地や低山の水田、池、河川 

14     ナゴヤダルマガエル   EN  VU※2 EN 水田とその周辺、沼、川の止水

域 

15     ツチガエル      VU 平地から山地の水田や池、河

川、渓流、湿原等の水辺 

16   アオガエル モリアオガエル      VU 海岸近くの低地から高地までの

森林内 

17     カジカガエル 
     

NT 山地の開けた渓流沿いの森林及

び石の多い渓流 

合計 2目 6科 17種(10種) 2種 0種 8種 0種 8種 15種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国

土交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の※については以下のとおりである。 

※1：カスミサンショウウオで掲載 ※2：ダルマガエルで掲載 
4.表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 
5.生息環境は以下の文献を参考にした。 
「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「日本動物大百科第 5巻 両生類・爬虫類・軟骨魚類」（平凡社、平成 8 年） 

「原色爬虫類両生類検索図鑑」（北隆館、平成 23 年） 
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表 4.3-8(1) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 トンボ アオイトトンボ コバネアオイトトンボ 
  

EN 
 

CR DD 平地や丘陵地の、挺水植物が繁茂する池

沼や湿地の滞水、未熟な個体は水域に近

い林地のササ原など 

2   イトトンボ ベニイトトンボ 
  

NT 
 

VU EN 低湿地の、挺水植物や浮葉植物、沈水植

物が繁茂する腐植栄養型の池沼 

3     ヒヌマイトトンボ 
  

EN 
 

EN 
 

海岸の汽水性池沼 

4     モートンイトトンボ 
  

NT 
 

VU 
 

丘陵地や山麓の、背丈の低い植生がある

湧水湿地や山際の休耕田、水田周縁の溝

等 

5     ムスジイトトンボ      EN 平地の浮葉植物が繁茂する池沼や湿地の

滞水、水田等 

6     オオイトトンボ      EN 平地や丘陵地の、ヨシや浮葉植物が繁茂

する池沼や湿地の滞水、水田等 

7   モノサシトンボ グンバイトンボ   NT  NT  主に河川上・中流部の流れが緩やかな、

抽水植物が豊富な環境、またはワンドなど

河川に隣接する止水域 

8   カワトンボ アオハダトンボ   NT  VU EN 平地や丘陵地の水生植物が繁茂する比較

的流れの緩やかな清流 

9   ムカシトンボ ムカシトンボ     NT VU 渓谷の流域 

10   ヤンマ アオヤンマ   NT  EN CR アシやマコモが繁茂する湿地または湿原 

11     オオルリボシヤンマ      EN 寒冷な湿原の滞水、高地の挺水植物の繁

茂する池沼 

12     ルリボシヤンマ     EN CR 山麓の池沼や湿原 

13     コシボソヤンマ      EN 平地や丘陵地の木陰の多い河川 

14   サナエトンボ ミヤマサナエ      CR 平地や丘陵地を流れる河川の中・下流域

及びそれらに接続する用水路、また未熟

個体はそこから遠く離れた高い山の尾根

筋に移り再び戻る 

15     キイロサナエ   NT  VU  平地、丘陵地の流れの緩やかな小川 

16     ヒメクロサナエ     NT EN 山間部の渓流 

17     ウチワヤンマ 
     

VU 平地や丘陵地の挺水植物や浮葉植物が

茂る大きく深い池沼や湖等 

18     ヒメサナエ      EN 山間の渓流や河川の上・中流域 

19     オジロサナエ      EN 丘陵地や低山地の挺水植物が茂る清流、

また未熟個体はそこからやや離れた林縁

で生活後上流の水辺へ移動 

20     タベサナエ   NT  NT  灌漑水路や溜め池 

21     フタスジサナエ   NT  NT  低山地や丘陵地の溜め池や池沼 

22     コサナエ     EN EN 平地からかなり高い山地の、挺水植物が茂

る池沼や湿地の滞水 

23     オグマサナエ   NT  VU EN 平地や丘陵地の、挺水植物が茂る池沼や

年中湛水されている谷津田、小川等 

24   ムカシヤンマ ムカシヤンマ     NT EN 幼虫は低山地や山地の湧水池に生息 

25   エゾトンボ キイロヤマトンボ   NT  VU CR 水質の良いきれいな砂の多い河川の中流

域で、河畔林が発達した場所 

26     ハネビロエゾトンボ   VU  CR CR 丘陵地や低山地の湿地、湿原の細い清

流、わき水のある挺水植物が繁茂する清ら

かな緩流 

27     タカネトンボ      DD 丘陵地や低山地から山地の森林に囲まれ

た薄暗い植物性沈積物の多い池沼で、未

熟個体は羽化水域から離れた渓谷まで移

動 

28     エゾトンボ      EN 山間の湿地や沼沢地 

29   トンボ ベッコウトンボ  国内 CR  EX EW 低地や平野部の、挺水植物の繁茂する泥

深い低湿地、池沼 
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表 4.3-8(2) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

30 トンボ トンボ ヨツボシトンボ      EN 平地の、挺水植物の繁茂する池沼、湿原、

湿地の水たまり等 

31   ハッチョウトンボ      VU 平地や丘陵地、低山地の、貧栄養な湿原 

32   コノシメトンボ      EN 丘陵地や低山地の、挺水植物が繁茂する

池沼や水田 

33   キトンボ     EN EN 丘陵地や低山地の、森林に囲まれた挺水

植物の繁茂するやや深めの池沼や溜め

池、または湿地、湿原 

34   アキアカネ     NT  平地や丘陵地、低山地の、水田や池沼等

挺水植物の繁茂する止水域 

35   ナニワトンボ   VU  CR CR 森林に囲まれ、水際になだらかな土の露

呈した部分があって挺水植物が繁茂する

浅い池沼 

36   マダラナニワトンボ   EN  CR CR 丘陵地や低山地の、松林に囲まれ水際に

なだらかな土の露呈した部分のある、挺水

植物が繁茂する浅い池沼 

37   ヒメアカネ      CR 平地や丘陵地、低山地の、背丈の低い水

生植物の繁茂する湿原 

38   ミヤマアカネ     NT  丘陵地や低山地の、水田地帯や湿地の緩

やかな流れの場所 

39   リスアカネ      EN 丘陵地や低山地の、森林に覆われた植物

性沈積物の多い池沼 

40   ネキトンボ      EN 低山地の、森林に囲まれた挺水植物・浮

葉植物が繁茂するやや深くて大きい池沼

で、未熟個体は羽化水域から離れた渓谷

に移動 

41   オオキトンボ   EN  CR  低地や丘陵地の、背丈が高い挺水植物が

繁茂する、どちらかといえば腐植栄養型の

よく開けた大きな池沼 

42 ゴキブリ オオゴキブリ オオゴキブリ      VU 神社の森など大木のある森の朽木の中等 

43 バッタ キリギリス クロスジコバネササキリ

モドキ 

     NT 
広葉樹林の樹上 

44  コオロギ タンボオカメコオロギ     VU VU 水田、水路の縁、湿田など林に近い湿った

農耕地等 

45  バッタ カワラバッタ     VU  河川の砂礫地等 

46   イナゴモドキ     NT  山地草原的環境 

47  イナゴ ダイリフキバッタ     EN NT 山間のキャンプ場、スキー場など人工的な

明るくやや開けた環境で、潅木が茂った林

床、林縁 

48   ヒメフキバッタ     NT NT 北向き斜面や陰湿な渓流沿いの林縁、暗

い林内の灌木上等 

49  ヒシバッタ ノセヒシバッタ     NT  比較的明るい林床 

50 カメムシ ハネナガウン

カ 

マエグロハネナガウンカ     DD  
平地から山地の、森林内あるいは林縁部 

51  グンバイウン

カ 

ハウチワウンカ   VU  DD  低地の湿地周辺の日当たりのよいチガヤ

草地 

52  セミ チッチゼミ     NT DD 丘陵地や山地の、アカマツ、スギ、ヒノキな

どの針葉樹林 

53   ハルゼミ      VU 山地のアカマツ、海岸付近のクロマツ等マ

ツ林 

54  アメンボ オオアメンボ     NT  低地の池沼、河川の静水域等 

55  ミズムシ オオミズムシ   NT   VU 小川や用水路など水草の多い水辺 

56  コオイムシ コオイムシ   NT  NT VU 浅い池沼や水田、休耕田、河川等 

57   オオコオイムシ     VU VU 山間部の高層湿原や浅い池沼 

58   タガメ  国内 VU  VU EN 低地の池沼、湿性休耕田、河川の静水域 
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表 4.3-8(3) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

59 カメムシ タイコウチ ヒメミズカマキリ     VU NT 低地の池沼や河川の静水域 

60   コバンムシ コバンムシ   EN  CR DD 浮葉植物が豊富に生育するやや深い池沼 

61 ヘ ビ ト ン

ボ 

センブリ ヤマトセンブリ   DD  DD  
池沼や湿地などに局所的に生息 

62 アミメカゲ

ロウ 

ツノトンボ キバネツノトンボ     VU EN 
丘陵地や低山地の、主にススキなどの草地 

63     オオツノトンボ     NT CR 丘陵地および山地の、主にススキ草原など

草地的環境 

64 シリアゲム

シ 

ガガンボモド

キ 

ホシガガンボモドキ   DD   DD 
林床に植生が多い竹林(情報不足) 

65 トビケラ   クチキトビケラ   NT  DD※1  山地渓流の縁や平瀬など比較的流速の緩

い環境 

66   ホソバトビケラ イトウホソバトビケラ 
    

DD※2 
 

山地および低地の細流 

67 チョウ セセリチョウ ギンイチモンジセセリ   NT  VU VU 採草地、河川池畔堤防、鉄道線路敷など

の草地等 

68     ミヤマチャバネセセリ     VU  標高 300～800m 付近の明るい草地で、適

度の起伏、水系、疎林、林道などが混在す

る草地を好む傾向 

69   シジミチョウ オオミドリシジミ     VU  低地、丘陵の、里山雑木林から山地の広葉

樹林まで広く生息 

70     ウラジロミドリシジミ     NT  カシワ、ナラガシワの林 

71     アカシジミ      VU 二次林から原生林に適応し、特にコナラ亜

属の優先する樹林に多い。 

72     ウラナミアカシジミ     VU VU クヌギ、アベマキなどの里山雑木林 

73     ミドリシジミ      VU 主に湿地や渓流沿いのほか雑木林等 

74     クロシジミ   EN  VU  山地では荒れ地的な環境で、丘陵部では

雑木林に生息 

75     キマダラルリツバメ   NT  CR DD 寺社の境内や城跡などの、マツやサクラの

林や並木等 

76     シルビアシジミ   EN  CR DD 河川や池の堤防、水田や畑の周辺など、

背丈の低い草地 

77   タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン   VU  EN  湿地性の草原 

78     オオムラサキ   NT  NT VU 里山の樹木林 

79   アゲハチョウ ギフチョウ   VU 指定 EN CR 里山の樹木林、日当たりのよい幼齢の植林

地、棚田の畔等のカンアオイ 

80   シロチョウ ツマグロキチョウ   EN  CR  荒れ地的な草原環境 

81     スジボソヤマキチョウ     CR DD 山地の渓流ぞいの道端や樹林の林縁 

82   ツトガ ウスマダラミズメイガ     DD  貧栄養の湿地 

83   ヤガ カバフキシタバ     VU  低山地の落葉広葉樹林で、幼虫の食草は

バラ科のカマツカ 

84 ハエ ミズアブ Sargus meracus     DD※3  自然度の高い森林 

85   ムシヒキアブ トラフムシヒキ     NT  自然度の高い海浜や、ときに広い河川の草

地等 

86   ハナアブ ケンランアリノスアブ   VU  VU DD 本種が依存するトゲアリの生息するような低

地の樹林環境 

87     コブアリノスアブ     DD  低地、台地、丘陵、低山の、林縁部や草む

ら上部等明るい環境とされる 

88 コウチュウ オサムシ クロカタビロオサムシ     VU  ブナ林や低山地の雑木林、クヌギを主とす

る放置薪炭林内 

89     マイマイカブリ       DD 平地から山地の樹林 

90     イワワキオサムシ室生山

地亜種 

    EN※4  
主に樹林内 

91     マヤサンオサムシ滝原

亜種 

    EN※5  
樹林内や林縁 
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表 4.3-8(4) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目名 科名 種名  
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

92 コウチュウ  オサムシ クビナガキベリアオゴミム

シ 

  DD  DD  
低地の湿地 

93     ダイミョウアトキリゴミムシ     EN  平地から低山地の、比較的乾燥している草

原や粘土質の荒れ地、耕作地等 

94     スナハラゴミムシ   VU  DD  主に池沼周辺や河川敷等の草原、草地の

地表 

95     チャマルチビヒョウタンゴ

ミムシ 

    DD  
自然林の落葉下 

96     チビアオゴミムシ   EN    大きな池沼の周辺や河川敷のヨシ原、湿地

の湿性草地環境 

97     アリスアトキリゴミムシ   DD  EN  河川敷や高原の草地に生息する特定のア

リ類の巣中 

98   ハンミョウ アイヌハンミョウ   NT  NT  河川の上中流域 

99     ナミハンミョウ      NT※6 海岸や河原 

100     ホソハンミョウ   VU  EN  粘土質の裸地がある草原、疎林、畑の周辺

等 

101 ゲンゴロウ クロゲンゴロウ 
  

NT 
 

VU EN 平地から丘陵地の浅い池沼 

102     ゲンゴロウ 
  

VU 
 

CR EN 産卵植物となる水生植物の生育する池沼

等 

103     マルガタゲンゴロウ 
  

VU 
 

EN EN 池沼や水田等 

104     シマゲンゴロウ 
  

NT 
 

NT 
 

緩やかな流れの川や池沼、水田等 

105     スジゲンゴロウ   EX  EX  平野部から丘陵地の池や水田 

106     マダラシマゲンゴロウ  国内 CR  CR CR 貧栄養な止水域 

107     ケシゲンゴロウ   NT  EN  池沼、水田など浅い止水域 

108     ニセルイスツブゲンゴロ

ウ 

     DD 
池沼、休耕田、湿原等、浅い止水域 

109     オオヒメゲンゴロウ      VU 貧栄養の、日陰のある浅い小さな池や湿原 

110   ミズスマシ オオミズスマシ   NT  EN  水田や池、沼 

111     ミズスマシ   VU  EN  池沼や水田、流れが緩やかな水路 

112   コガシラミズム

シ 

キイロコガシラミズムシ   VU  EN CR 
水草の豊富な池沼 

113     コガシラミズムシ      VU 水生植物の多い池沼、水田などの浅い止

水域 

114   ガムシ スジヒラタガムシ   NT  DD  丘陵地や山間部のため池、水田、湿地 

115     コガムシ   DD  NT  平野部から低山地の、水田や緩やかな流

れの用水路、水位が浅く水生植物が繁茂

する池沼等の止水域 

116     ガムシ   NT  NT  緩やかな流れの川や池沼、水田 

117   クワガタムシ オオクワガタ 
  

VU 
 

CR DD 大木にできる樹洞内 

118     ヒラタクワガタ本土亜種      EN※7 樹液のでているクヌギ、コナラ、またヤナギ

林でもみられる 

119   コガネムシ マルツヤマグソコガネ     NT  樹林内のシカ等の糞や、放牧地等 

120     ヤマトエンマコガネ   NT  CR CR 河川敷等開けた場所 

121     マルエンマコガネ     CR  河川敷や放牧地等 

122   コブスジコガ

ネ 

ヘリトゲコブスジコガネ     VU  
河川敷や人里近くに残された緑地等 

123   ヒメドロムシ ケスジドロムシ   VU  DD  河川の上流から下流で、ヤナギ、タケなど

の流木や岸辺付近の植物の根等 

124   タマムシ タマムシ      NT 平地から亜高山帯の夏緑広葉樹林や住宅

地公園、里山で、幼虫はケヤキ・エノキ等、

成虫はその樹幹付近を飛翔 

125     トゲフタオタマムシ     VU  モミの大木の生える自然林 

126   コメツキムシ ムネアカツヤケシコメツ

キ 

    VU  自然林のイタヤカエデ、アカメガシワなどの

樹洞 
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表 4.3-8(5) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目名 科名 種名  
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

127 コウチュウ  ジョウカイボン ヒラクラクビボソジョウカイ     DD  津市美杉平倉と菰野町御在所岳の標本を

もとに記載された種 

128 ホタル ヒメボタル      DD 適度な湿り気があり、クズが繁茂した湿った

草むらがある竹林や樹林 

129   テントウムシダ

マシ 

セダカテントウダマシ     NT  
自然度の高い広葉樹林 

130   アリモドキ クロスジイッカク     NT  河川の上流から中流域の河原 

131   ムキヒゲホソカ

タムシ 

イノウエホソカタムシ     DD  採集例が極めて少ないが、福井県の例で

はコナラ、ミズナラ等の林で確認されている 

132   アカハネムシ ヘリハネムシ     NT  林床のササや下草等 

133   ゴミムシダマ

シ 

ヤマトオサムシダマシ   NT  DD  成虫は人家の物置や床下、納屋の藁くず

の下等 

134     コモンキノコゴミムシダマ

シ 

    DD  採集例が少なく、三重県では平倉演習林、

京都府では京都大学芦生研究林櫃倉谷 

135   カミキリムシ ヨコヤマヒゲナガカミキリ     EN  落葉広葉樹林 

136     クロサワヒメコバネカミキ

リ 

    EN  成虫はクリやリョウブ等の花を訪問し、幼虫

の寄主植物はミズキもしくはクマノミズキ 

137   マヤサンコブヤハズカミ

キリ 

    VU  
山地の落葉広葉樹林 

138 カスリチビカミキリ     EN  自然度の高い樹林のモミに依存 

139     オオホソコバネカミキリ     DD  自然純度の高いブナ林 

140    キイロアラゲカミキリ     EN  自然度の高い樹林林縁部の大木 

141     ヨツボシカミキリ   EN  CR  平地から低山地の雑木林 

142     アサカミキリ   VU  EX  山地草原 

143   ハムシ オオルリハムシ   NT  EX  湿地 

144     キンイロネクイハムシ   NT  CR EN 食草であるミクリ類が繁茂する湿地、池沼等 

145     カツラネクイハムシ     CR  都市化による環境悪化が著しい丘陵地の

湿地・湿原 

146     ツヤネクイハムシ     EN NT 溜池の岸、田圃脇の低湿地等 

147   ヒゲナガゾウ

ムシ 

ホシモンマダラヒゲナガ

ゾウムシ 

    DD  
広葉樹の自然林 

148   

 

  オオマダラヒゲナガゾウ

ムシ 

    DD  
広葉樹の自然林 

149 ミツギリゾウム

シ 

アカツツホソミツギリゾウ

ムシ 

    
DD 

 
山地森林で広葉樹の枯れ木とする記録は

あり 

150     クロツツホソミツギリゾウ

ムシ 

    
DD 

 
三重県内では津市美杉町三重大学演習林

の記録のみ 

151     ヒメマルミツギリゾウムシ 
    

DD 
 

落葉広葉樹林では確認されている 

152   ゾウムシ カギアシゾウムシ 
    

DD 
 

湿地 

153     ハマベゾウムシ     EX  砂浜が発達する自然海岸 

154   イネゾウムシ クロイネゾウモドキ     DD  低地から台地・丘陵の、湿地や大河川の岸

辺・池沼の岸・休耕田等 

155 ハチ コンボウハバ

チ 

ホシアシブトハバチ   DD  NT  
エノキが生育する雑木林や河畔林 

156   アリ ケブカツヤオオアリ   DD  DD  丘陵地の雑木林の倒木に営巣 

157   クモバチ フタモンクモバチ   NT※8  DD※8  営巣地はノネズミの穴や石垣の隙間等、ほ

かに古い人家の縁下など暗い地面等 

158   ドロバチモド

キ 

ヤマトスナハキバチ本土

亜種 

  DD※9  DD※9  
河川や海岸の砂原で、夏季に砂地で営巣 

159     キアシハナダカバチモド

キ 

  VU  DD  
主に海岸や河川下流域の砂地 
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表 4.3-8(6) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目名 科名 種名  
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

160 ハチ アナバチ キンモウアナバチ     NT  餌となるクダマキモドキなどが生息する林地

に隣接する砂地 

161     フクイアナバチ   NT  DD  山道の裸地などのほか、人家の庭や空き地

等に営巣 

162   ミツバチ クロマルハナバチ   NT  NT  主に田園地帯や雑木林 

163   ハキリバチ クズハキリバチ   DD  DD  老木の洞や竹筒、カミキリの脱出坑等 

合計 12目 70科 163種(19種) 0種 3種 69種 1種 131種 75種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国土

交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の※については以下のとおりである。 

※1：クチキトビゲラで掲載 ※2：イトウホソバトビゲラで掲載 ※3：アシグロルリミズアブで掲載  

※4：ムロウオサムシで掲載 ※5：タキハラオサムシで掲載 ※6：ハンミョウで掲載 ※7：ヒラタクワガタで掲載 

※8：フタモンベッコウで掲載※9：ヤマトスナハキバチで掲載 

4.表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 
5.生息環境は以下の文献を参考にした。 

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

「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009 動物編」（愛知県，平成 21 年） 

「レッドデータブックとちぎ 2018 栃木県の保護上注目すべき地形・地質・野生動植物」（栃木県、平成 30 年） 

「滋賀県で大切にすべき野生動植物 一滋賀県レッドデータブック 2015 年版一」（滋賀県，平成 28 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府、平成 27 年） 

「改訂版 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） 

「改訂 しまねレッドデータブック 2004 動物編 島根県の絶滅のおそれのある野生動物」（島根県、平成 26 年） 

「神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006」（神奈川県立生命の星・地球博物館、平成 18 年） 

「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）改訂版−岐阜県レッドデータブック（動物編）改訂版−」(岐阜県、平成 22年) 

「埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版）」（埼玉県、平成 30 年） 

「群馬県レッドデータブック 2012」（群馬県、平成 24 年） 

「保全上重要なわかやまの自然 ―和歌山県レッドデータブック―」（和歌山県、平成 13年） 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 
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表 4.3-9 文献その他の資料による動物の重要な種(クモ類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 クモ イトグモ イトグモ 
     

DD 人家、洞窟 

2   ヤマシログモ ユカタヤマシログモ 
     

DD 人家 

3   コガネグモ オニグモ 
    

NT 
 

市街地から山地にかけ

て広範囲 

4     コガネグモ 
    

NT 
 

草や木の枝の間、人家

の軒下 

5     ナカムラオニグモ      NT 平地から山間部にかけ

て川辺や草原 

6   サシアシグモ シノビグモ     NT VU 山間の源流付近の限

定された環境 

7   カニグモ アシナガカニグモ     NT  草地や山道の草の葉

や花の上 

合計 1目 5科 7種(1種) 0種 0種 0種 0種 4種 4種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国

土交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 
4.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「日本のクモ類大図鑑」(偕成社、平成 20 年) 

 

 

表 4.3-10 文献その他の資料による動物の重要な種(陸産貝類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 原始腹足 ゴマオカタニシ ゴマオカタニシ 
  

NT 
 

NT 
 

山地の湿潤で腐食の進んだ広葉

樹やスギの落葉の堆積中 

2 柄眼 キセルガイ オオギセル 
  

NT 
   

標高の高い山地の湿潤な落葉の

堆積下や腐食の進んだ倒木 

3   ベッコウマイマイ ハクサンベッコウ 
  

DD 
 

DD 
 

湿潤な落葉下 

4   ニッポンマイマイ 

(ナンバンマイマイ) 

シメクチマイマイ 
    

NT 
 

丘陵地から山地の湿潤な枯草の

堆積下や倒木の下 

5   オナジマイマイ イブキクロイワマイマイ     NT  主として低山の森林 

合計  2目 5科 5種(2種) 0種 0種 3種 0種 4種 0種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国

土交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 
4.生息環境は以下の文献を参考にした。 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府、平成 27 年） 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「大阪府陸産貝類誌」（近未来社、平成 13 年） 
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表 4.3-11 文献その他の資料による動物の重要な種(魚類) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準 

生息環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ類 
  

VU※1 
 

VU※1 VU※2 伏流水の湧く細流 

2   カワヤツメ   VU    幼生は川の砂泥中で育ち、変態後海に

下り成熟した個体は河川に遡上 

3 ウナギ ウナギ ニホンウナギ 
  

EN 
 

EN 
 

河川の中下流域、湖沼、内湾の浅海域 

4 コイ コイ アブラボテ 
  

NT 
 

EN EN 農業用水路ならびに比較的流れのある

中・小規模河川 

5     イチモンジタナゴ 
  

CR 
 

CR DD 流れの緩やかな細流ないしは小規模河

川とため池 

6     カワバタモロコ  国内 EN 指定 CR EN 主に平野部の流れの緩やかな細流、灌

漑用水路、クリークや溜池等 

7   ハス   VU    湖の岸近く、内湖、大きな河川の下流域

に生息する。河川とつながりがあれば池

沼や農業水路にも侵入する。  

8     ズナガニゴイ     EN DD 河川中流域 

9     イトモロコ     VU DD 河川の中・下流域 

10   デメモロコ   VU    流れの緩やかな水域 

11   ドジョウ ドジョウ   NT   NT 河川中・下流域、用水路などの流れの

緩やかな泥底 

12     アジメドジョウ   VU  EN CR 山間の河川の上・中流域 

13   フクドジョウ ホトケドジョウ   EN  VU CR 流れの緩やかな細流の砂泥底の水草の

間や水田の脇にある水路や水たまり 

14 ナマズ アカザ アカザ   VU  VU VU 河川の上流から中流 

15 サケ サケ サツキマス   NT※3   EW 海域から河川へ遡上 

16     サツキマス（アマ

ゴ） 

  NT   EW※4 水温が 20℃以下の渓流域 

17 ダツ メダカ ミナミメダカ   VU  NT VU 平野部の河川、池沼、水田、農業水路

等 

18 スズキ カジカ カジカ   NT※5  VU※6 VU 河川の中・上流域 

合計 7目 9科 18種(1種) 0種 1種 16種 1種 12種 14種 － 

注:1.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国

土交通省、令和元年)に準拠した。 

2.選定基準は表 4.3-3のとおりである。 

3.表中の※については以下のとおりである。 

※1：スナヤツメ北方種、スナヤツメ南方種で掲載 ※2：スナヤツメで掲載 ※3：サツキマス(アマゴ)で掲載 

※4：サツキマスで掲載 ※5：カジカ大卵型で掲載 ※6：カジカ(カジカ大卵型)で掲載 

4.表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の（ ）

内に種数を示した。 

5.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「レッドデータブック 2014-日本の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) 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 改訂版」（山と渓谷社、平成 13年） 

「山渓ハンディ図鑑 15 日本の淡水魚｣（山と渓谷社，平成 27年） 
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表 4.3-12 文献その他の資料による動物の重要な種(底生動物) 

No. 目名 科名 種名 
選定基準  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 エビ ヌマエビ ヒメヌマエビ 
    

DD 
 

河川の河口域から中流域 

2     ミナミヌマエビ 
    

DD 
 

河川の下流域から中流域、湖

沼、ため池 

3 新生腹足 タニシ マルタニシ 
  

VU 
 

VU NT ため池や水田、河川の止水域 

4     オオタニシ 
  

NT 
  

NT ため池や水田、河川の止水域 

5   カワニナ クロダカワニナ 
  

NT 
 

NT VU 湖沼、河川中・下流域の流れの

緩やかな砂泥底 

6 汎有肺 モノアラガイ モノアラガイ 
  

NT 
 

NT VU 池や沼、水田、川のよどみなど 

7 イシガイ イシガイ トンガリササノハガイ 
  

NT※1 
 

VU VU 河川や池沼の流水域の砂泥底 

8     イシガイ 
    

NT 
 

河川下流域、湖沼 

9     カタハガイ 
  

VU 
 

EN 
 

河川や細流などの砂泥底 

10     マツカサガイ 
  

NT 
 

NT DD 河川や池、農業水路などの水

のきれいな砂底や砂礫底 

11     タガイ又はヌマガイ 
    

NT※2 NT※2 ため池や河川の止水域の砂泥

底 

12 マルスダレガイ ドブシジミ ドブシジミ 
    

NT DD 流れの緩やかな水路や池沼、

水田などの泥底 

合計 5目 6科 12種 0種 0種 7種 0種 11種 8種 － 

注１.種名及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」(河川環境データベース 国土交通省、令

和元年)に準拠した。 

2. 選定基準は表 4.3-3 のとおりである。 

3.表中の※については以下のとおりである。 

※1：ササノハガイで掲載 ※2：ドブガイで掲載  

4.生息環境は以下の文献を参考にした。 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「日本の淡水性エビ・カニ」(誠文堂新光社、平成 26 年) 
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②  動物の注目すべき生息地 

動物の注目すべき生息地については、表 4.3-13(1)及び(2)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は、図 4.3-3 のとおり、「津市白

山町四季の里鳥獣保護区」及び生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「吉野熊野」が

存在し、コウモリ洞としては、津市美里町平木の隧道跡でキクガシラコウモリの通年生息、コ

キクガシラコウモリの越冬集団、モモジロコウモリの出産哺育集団及びユビナガコウモリの妊

娠獣の集団が確認されている。なお、事業実施想定区域から津市美里町平木の隧道跡までは 5km

以上離れている。 
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表 4.3-13(1) 動物の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）、

「三重県文化財保護条

例」（昭和 32年三重県条例

第 72 号）、「津市文化財保

護条例」（平成 18年津市条

例第 245 号）、伊賀市文化

財保護条例（平成 16 年伊

賀市条例第 271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 

県天：三重県天然記念物 

津天：津市天然記念物 

伊天：伊賀市天然記念物 

「国指定文化財等データ

ベース」（文化庁 HP、閲覧:

令和 2 年 3 月）、「文化財情

報データベース」（三重県

HP、閲覧:令和 2年 3 月）、

「市指定文化財（一覧表）」

（津市 HP、閲覧:令和 2 年

3 月）、「文化財一覧表」（伊

賀市 HP、閲覧:令和 2 年 3

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：令和

元年 6 月 14 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

法律施行規則」（総理府令

第 9 号、最終改正：令和元

年 11 月 26 日）に基づく

生息地等保護区 

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

する法律施行規則」（総理

府令第 9 号、最終改正：令

和元年 11月 26 日） 

「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 

「令和元年度鳥獣保護区

等位置図」（三重県 HP、閲

覧：令和 2 年 3 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 2 年 3

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 

「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 2年 3 月） 

「 地 理 情 報 シ ス テ ム

（GIS） センシティビテ

ィマップ」（環境アセスメ

ントデータベース EADAS

（イーダス）HP、閲覧:令

和 2 年 3 月） 

メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計し注意

喚起レベルを決定 

注意喚起レベル A1：メッシュのランク 6 

注意喚起レベル A2：メッシュのランク 5 

注意喚起レベル A3：メッシュのランク 3～4 

注意喚起レベル B：メッシュのランク 2 

注意喚起レベル C：メッシュのランク 1 

「地理情報システム（GIS） 

センシティビティマップ」

（環境アセスメントデー

タベース EADAS（イーダス）

HP、閲覧:令和 2年 3 月） 

「 地 理 情 報 シ ス テ ム

（GIS）全国環境情報にお

けるコウモリ分布」（環境

アセスメントデータベー

ス EADAS（イーダス）HP、

閲覧:令和 2年 4 月） 

一般公開されている関連各種の文献（1970～2019 年）を対

象にコウモリ類の生息情報が確認された地名に該当する 3

次メッシュを抽出したもの 

コウモリ分布：ハイリスク種※ 

※ハイリスク種とはアブラコウモリ、オヒキコウモリ、キタ

クビワコウモリ、クビワコウモリ、クロオオアブラコウモ

リ、コヤマコウモリ、スミイロオヒキコウモリ、チチブコウ

モリ、ヒナコウモリ、ヒメヒナコウモリ、モリアブラコウモ

リ、ヤマコウモリ、ユビナガコウモリ、リュウキュウユビナ

ガコウモリ（「Guidelines for consideration of bats in 

wind farm projects Revision 2014 EUROBATS Publication 

Series No.6」におけるハイリスクとミドルリスクの種を対

象とした。） 

「地理情報システム（GIS）

全国環境情報におけるコ

ウモリ分布」（環境アセス

メントデータベース EADAS

（イーダス）HP、閲覧:令和

2 年 4 月） 
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表 4.3-13(2)  動物の注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他資料 

「特に水鳥の生息地とし

て国際的に重要な湿地に

関する条約」（ラムサール

条約）（昭和 55 年条約第

28 号、最終改正：平成 6 年

4 月 29 日） 

基準 1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希

少なタイプの湿地 

基準 2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地 

基準 3：生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植

物を支えている湿地 

基準 4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている

湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所と

なる湿地 

基準 5：定期的に 2 万羽以上の水鳥を支える湿地 

基準 6：水鳥の 1 種または 1亜種の個体群で、個体数の 1％

以上を定期的に支えている湿地 

基準 7：固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えてい

る湿地。また湿地というものの価値を代表するよう

な、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体

群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献す

るような湿地 

基準 8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な

湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な

回遊経路となっている湿地 

基準 9：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜

種の個体群で、その個体群の 1 パーセントを定期的

に支えている湿地 

「日本のラムサール条約

湿地－豊かな自然・多様な

湿地の保全と賢明な利用

－」（環境省、平成 25 年） 

「重要野鳥生息地（IBA）」

（日本野鳥の会 HP、閲覧：

令和 2 年 3 月） 

A1 ：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の

必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息している生息

地 

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

数生息するか、生息している可能性がある生息地 

A3 ：ある 1 種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1 つの

バイオーム※に含まれている場合で、そのような特徴を

もつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくはそ

の可能性がある生息地 

※植物、動物、土壌生物の群集の類型を束ねる大分類 

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 

「IMPORTANT BIRD AREAS 

IN JAPAN 翼が結ぶ重要生

息地ネットワーク」（日本

野鳥の会 HP、閲覧：令和 2

年 3 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 2 年

3 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 2 年 3 月） 
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図 4.3-3 動物の注目すべき生息地  

「令和元年度鳥獣保護区等位置図」（三重県 HP、閲覧：令和

2年 3 月）、「地理情報システム（GIS） センシティビティマ
ップ」、（環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）
HP、閲覧:令和 2 年 3 月）、「地理情報システム（GIS）全国

環境情報におけるコウモリ分布状況」（環境アセスメントデ
ータベース EADAS（イーダス）HP、閲覧:令和 2 年 4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
2年 3 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種及び注目すべき生息地について表

4.3-14(1)～(3)に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-14(1) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 A） 

 

 

表 4.3-14(2) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 B） 

専門分野 属 性 意見の概要 

哺乳類 
（コウモ

リ類） 

民間団体

会員 
【意見聴取日：令和 2 年 4 月 10 日】 

・表 4.3-13 注目すべき生息地の選定基準の最下段 EADAS のパラグラフに「ハイリス

ク種」を対象に追加して欲しい。EADAS に新たに追加した「コウモリ分布」から確認

できる。 
・当該地域のような風力発電施設が密集する場所では、周辺の各風力発電事業者との関

係が良好であるならば、今後、必ず検討課題となる「累積影響」についての調査・予

測評価等において連携を実施して欲しい。 
連携がなくても「累積影響」についての基礎的データはアセスおよび事後調査におい

て取得して欲しい。 
・コウモリ類の活動期における事業実施想定区域の立体的および面的な飛翔動態が把

握できる調査を実施して欲しい。 

  

専門分野 属 性 意見の概要 

哺乳類 
 

博物館職員 【意見聴取日：令和 2 年 3 月 31 日】 

・既存資料文献として、『みえ生物誌』～三重自然誌の会・設立 30 周年記念出版～（三

重自然誌の会、平成 30年 12月）を追加すること。 

・環境省レッドリスト 2020 において、三重県の二つのカモシカ地域個体群（鈴鹿山地

個体群と紀伊山地個体群）が、新たに「地域個体群（LP）」として選定された。当該

地域は両者の分布域の間に位置する。現在、紀伊山地個体群の分布が北上しており、

両個体群の分布域が繋がる可能性もある（そのことは両個体群の孤立度を下げると

いう重要な意味を持つ）。そのような場所にこれ以上、風力発電施設を作るべきでな

い。 

・コウモリの調査については、既設風車での継続的な死体回収や、死体の消失率の調

査を行い、本事業の影響評価のための検討材料とすること。 
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表 4.3-14(3) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 C） 

専門分野 属 性 意見の概要 
鳥類 大学名誉

教授 
【意見聴取日：令和 2 年 3 月 31 日】 

・青山高原の鳥類相については、新青山高原風力発電所等の既設風力発電所における

調査データも蓄積されていることから、それらを参照すること。 
・猛禽類はクマタカ、サシバ、ノスリなどが確認されている。特にクマタカについて

は、新青山高原風力発電所の工事前から稼働後にかけてのモニタリング調査も行わ

れて、稼働後に繁殖が成功していることも確認されている。それらの稼働後調査と

本環境影響評価の調査の期間が連続するとともに、同じ地域で実施されるのであれ

ば、1 年間の調査でも十分と考える。 
・既設の風車が稼働している観点から、バードストライク調査に重点をおくことでも

良い。方法書以降の現地調査の項目・内容については、重点化・効率化を検討する方

が望ましい。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

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

各種の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。 

 

(2)予測地域 

事業実施想定区域とした。 

 

(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、

現存植生図の凡例は表 4.3-15のとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲の植生の分布状況は、主にブナクラス域代償植生のアカシデ-イ

ヌシデ群落(V)等の落葉広葉樹林、植林地・耕作地植生のスギ・ヒノキ植林、ヤブツバキクラス域

代償植生のモチツツジ－アカマツ群集が広がっており、その中にアセビ－ヤマツツジ群落やリョ

ウブ-ミズナラ群落、伐採跡地群落(V)、クロマツ植林等がパッチ状に分布する。また、水田雑草群

落や開放水域（池沼など）も存在する。 

事業実施想定区域の植生区分は、主にアセビ－ヤマツツジ群落やアカシデ-イヌシデ群落(V)、

スギ・ヒノキ植林、クロマツ植林、ササ群落(V)となっている。開放水域は、直接改変を行わない

計画である。 

なお、事業実施想定区域には既設の風力発電所が存在する（青山高原ウインドファーム風力発

電所：風力発電機 20 基）。 

 

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 4.3-16(1)～(7)のとおりである。 
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図 4.3-4 文献その他の資料調査による現存植生図  

「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 2 年 3 月）          

より作成 
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表 4.3-15 現存植生図凡例 

植生区分名 図中 No. 凡例名 
統一凡例

No. 

ブナクラス域自然植生  1 シラキ－ブナ群集 130106 

  2 岩角地・風衝地低木群落 190000 

ブナクラス域代償植生  3 ブナ－ミズナラ群落 220100 

  4 リョウブ－ミズナラ群落 220401 

  5 アカシデ－イヌシデ群落(V) 220700 

  6 アカマツ群落(V) 230100 

  7 ササ群落(V) 250100 

  8 ススキ群団(V) 250200 

  9 伐採跡地群落(V) 260000 

ヤブツバキクラス域自然植生  10 イロハモミジ－ケヤキ群集 300102 

  11 ケヤキ－ムクノキ群集 300104 

ヤブツバキクラス域代償植生  12 シイ・カシ二次林 400100 

  13 アベマキ－コナラ群集 410105 

  14 モチツツジ－アカマツ群集 420102 

  15 ススキ群団(VII) 450100 

  16 伐採跡地群落(VII) 460000 

河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等  17 貧養地小型植物群落 470300 

  18 ヨシクラス 470400 

  19 ツルヨシ群集 470501 

  20 ヒルムシロクラス 470600 

植林地、耕作地植生  21 スギ・ヒノキ植林 540100 

  22 アカマツ植林 540200 

  23 クロマツ植林 540300 

  24 竹林 550000 

  25 ゴルフ場・芝地 560100 

  26 牧草地 560200 

  27 路傍・空地雑草群落 570100 

  28 畑雑草群落 570300 

  29 水田雑草群落 570400 

  30 放棄水田雑草群落 570500 

その他  31 市街地 580100 

  32 緑の多い住宅地 580101 

  33 工場地帯 580300 

  34 造成地 580400 

  35 開放水域 580600 

  36 自然裸地 580700 

注：1.植生図の作成時期は、第 6 回が平成 11～16 年度、第 7 回が平成 17 年度～である。 

2.統一凡例 No.とは、「生物多様性情報システム自然環境保全データベース第 6・7 回植生調査」（環境省 HP、閲覧：

令和 2 年 3 月）の 1/25,000 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 4.3-16(1) 動物の重要な種への影響の予測結果（哺乳類） 

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、コキクガシラコウモリ、ヤマコウモ

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、ニホンリス、ホンドモモンガ、

ムササビ、ヤマネ、ツキノワグマ、ニホンアナグマ、

カモシカ 

（14 種） 

事業実施想定区域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

る可能性があるが、既設の風力発電所が区

域内で稼働していることから影響は小さい

と予測する。 
また、事業実施想定区域上空を飛翔する可

能性があるコウモリ類のバットストライク

については、既設の風力発電所の稼働後に

おいてバットストライクが確認されていな

いことから影響は小さいと予測するが、建

て替え後の風力発電機の高さが高くなるこ

とから不確実性を伴う。 

河川、湿性草地 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、生息環境の変化に伴う影

響が生じる可能性は低いと予測する。 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 

 

表 4.3-16(2) 動物の重要な種への影響の予測結果（鳥類） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

鳥類 樹林 ヤマドリ、ササゴイ、ジュウイチ、ヨタカ、ヤマシギ、

ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、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、アカショウビン、ブッポウソウ、オオア

カゲラ、アオゲラ、チゴハヤブサ、サンショウクイ、

サンコウチョウ、キクイタダキ、メボソムシクイ、エ

ゾムシクイ、センダイムシクイ、キバシリ、コムクド

リ、クロツグミ、コマドリ、コルリ、ルリビタキ、エ

ゾビタキ、サメビタキ、コサメビタキ、キビタキ、オ

オルリ、ベニマシコ、ウソ、シメ、ミヤマホオジロ、

ノジコ、クロジ 

（43 種） 

事業実施想定区域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

る可能性があるが、既設の風力発電所が区

域内で稼働していることから影響は小さい

と予測する。 

また、バードストライクについては、既設の

風力発電所の稼働後においてバードストラ

イクが確認されていないことから影響は小

さいと予測するが、建て替え後の風力発電

機の高さが高くなることから不確実性を伴

う。 

  草地、低木林 ウズラ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、コミミズク、

コチョウゲンボウ、アカモズ、オオヨシキリ、コヨシ

キリ、セッカ、ノビタキ、ホオアカ、シマアオジ 

（12 種） 

耕作地、市街地

等、既設の風力

発電所 

ケリ、チョウゲンボウ 

（2 種） 

河川、湿性草地 オシドリ、トモエガモ、チュウサギ、ヘラサギ、ヒ

クイナ、タゲリ、イカルチドリ、コチドリ、シロチ

ドリ、メダイチドリ、タシギ、タマシギ、ヤマセミ 

（13 種） 

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

また、バードストライクについては、既設の

風力発電所の稼働後においてバードストラ

イクが確認されていないことから影響は小

さいと予測するが、建て替え後の風力発電

機の高さが高くなることから不確実性を伴

う。 

海洋、海岸、干

潟等 

ミヤコドリ、オオソリハシシギ、ミユビシギ、ハマシ

ギ、コアジサシ、ミサゴ、ハヤブサ 

（7 種） 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 
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表 4.3-16(3) 動物の重要な種への影響の予測結果（爬虫類・両生類） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

爬虫類 樹林 ニホントカゲ、タカチホヘビ、シロマダラ 

（3 種） 

事業実施想定区域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

る可能性があるが、既設の風力発電所が区

域内で稼働していることから影響は小さい

と予測する。 

河川、湿性草地 ニホンイシガメ、ニホンスッポン 

（2 種） 

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

両生類 水域(流水域) コガタブチサンショウウオ、ヒダサンショウウオ、 

オオダイガハラサンショウウオ、ハコネサンショウ

ウオ、ナガレヒキガエル、ナガレタゴガエル、カジカ

ガエル 

（7 種） 

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

ただし、成体になると陸上で生活する種に

ついては、その一部が改変される可能性が

あることから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性があるが、既設の風力発電

所が区域内で稼働していることから影響は

小さいと予測する。 

水域(止水域) ヤマトサンショウウオ、アカハライモリ、ニホンヒキ

ガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサ

マガエル、ナゴヤダルマガエル、ツチガエル、モリア

オガエル 

（9 種） 

水域（河川） オオサンショウウオ 

（1 種） 

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 
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表 4.3-16(4) 動物の重要な種への影響の予測結果（昆虫類）（1/2） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

昆虫類 樹林 オオゴキブリ、クロスジコバネササキリモドキ、ヒメ

フキバッタ、ノセヒシバッタ、マエグロハネナガウン

カ、チッチゼミ、ハルゼミ、ホシガガンボモドキ、オ

オミドリシジミ、ウラジロミドリシジミ、アカシジ

ミ、ウラナミアカシジミ、ミドリシジミ、クロシジミ 

キマダラルリツバメ、オオムラサキ、ギフチョウ、ス

ジボソヤマキチョウ、カバフキシタバ、Sargus 

meracus、ケンランアリノスアブ、クロカタビロオサ

ムシ、マイマイカブリ、イワワキオサムシ室生山地亜

種、マヤサンオサムシ滝原亜種、チャマルチビヒョウ

タンゴミムシ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ本土亜

種、マルツヤマグソコガネ、タマムシ、トゲフタオタ

マムシ、ムネアカツヤケシコメツキ、ヒラクラクビボ

ソジョウカイ、ヒメボタル、セダカテントウダマシ、

イノウエホソカタムシ、ヘリハネムシ、コモンキノコ

ゴミムシダマシ、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、マヤサンコブヤハズカミキ

リ、カスリチビカミキリ、オオホソコバネカミキリ 

キイロアラゲカミキリ、ヨツボシカミキリ、ホシモン

マダラヒゲナガゾウムシ、オオマダラヒゲナガゾウ

ムシ、アカツツホソミツギリゾウムシ、クロツツホソ

ミツギリゾウムシ、ヒメマルミツギリゾウムシ、ホシ

アシブトハバチ、ケブカツヤオオアリ、クズハキリバ

チ 

（53種） 

事業実施想定区域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

る可能性があるが、既設の風力発電所が区

域内で稼働していることから影響は小さい

と予測する。 

草地、低木林 タンボオカメコオロギ、イナゴモドキ、ダイリフキバ

ッタ、ハウチワウンカ、キバネツノトンボ、オオツノ

トンボ、ギンイチモンジセセリ、ミヤマチャバネセセ

リ、シルビアシジミ、ウラギンスジヒョウモン、ツマ

グロキチョウ、トラフムシヒキ、コブアリノスアブ、

ダイミョウアトキリゴミムシ、スナハラゴミムシ、ア

リスアトキリゴミムシ、ホソハンミョウ、ヤマトエン

マコガネ、マルエンマコガネ、ヘリトゲコブスジコガ

ネ、アサカミキリ、フタモンクモバチ、キンモウアナ

バチ、フクイアナバチ、クロマルハナバチ 

（25種） 

耕作地、市街

地、既設の風力

発電所 

ヤマトオサムシダマシ 

（1種） 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 
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表 4.3-16(4) 動物の重要な種への影響の予測結果（昆虫類）（2/2） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

昆虫類 河川、湿性草地

（池沼等）  

コバネアオイトトンボ、ベニイトトンボ、ヒヌマイト

トンボ、モートンイトトンボ、ムスジイトトンボ、オ

オイトトンボ、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、オオルリボシヤンマ、ルリ

ボシヤンマ、コシボソヤンマ、ミヤマサナエ、キイロ

サナエ、ヒメクロサナエ、ウチワヤンマ、ヒメサナ

エ、オジロサナエ、タベサナエ、フタスジサナエ、コ

サナエ、オグマサナエ、キイロヤマトンボ、ハネビロ

エゾトンボ、タカネトンボ、エゾトンボ、ベッコウト

ンボ、ヨツボシトンボ、ハッチョウトンボ、コノシメ

トンボ、キトンボ、アキアカネ、ナニワトンボ、マダ

ラナニワトンボ、ヒメアカネ、ミヤマアカネ、リスア

カネ、ネキトンボ、オオキトンボ、カワラバッタ、オ

オアメンボ、オオミズムシ、コオイムシ、オオコオイ

ムシ、タガメ、ヒメミズカマキリ、コバンムシ、ヤマ

トセンブリ、クチキトビケラ、イトウホソバトビケ

ラ、ウスマダラミズメイガ、クビナガキベリアオゴミ

ムシ、チビアオゴミムシ、アイヌハンミョウ、クロゲ

ンゴロウ、ゲンゴロウ、マルガタゲンゴロウ、シマゲ

ンゴロウ、スジゲンゴロウ、マダラシマゲンゴロウ、

ケシゲンゴロウ、ニセルイスツブゲンゴロウ、オオヒ

メゲンゴロウ、オオミズスマシ、ミズスマシ、キイロ

コガシラミズムシ、コガシラミズムシ、スジヒラタガ

ムシ、コガムシ、ガムシ、ケスジドロムシ、クロスジ

イッカク、オオルリハムシ、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、カギアシゾ

ウムシ、クロイネゾウモドキ 

（80種） 

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

ただし、成虫になると樹林や草地等で生活

する種、水際などで生活する種については、

その一部が改変される可能性があることか

ら、生息環境の変化に伴う影響が生じる可

能性があるが、既設の風力発電所が区域内

で稼働していることから影響は小さいと予

測する。 

海洋、海岸、干

潟等 

ナミハンミョウ、ハマベゾウムシ、ヤマトスナハキバ

チ本土亜種、キアシハナダカバチモドキ 

（4種） 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 

 

表 4.3-16(5) 動物の重要な種への影響の予測結果（クモ類） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

クモ類 樹林、草地等 オニグモ、コガネグモ、ナカムラオニグモ、アシナガ

カニグモ 

（4種） 

事業実施想定区域に生息環境が存在し、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

能性があるが、既設の風力発電所が区域内

で稼働していることから影響は小さいと予

測する。  

耕作地、市街

地、既設の風力

発電所 

イトグモ、ユカタヤマシログモ 

（2種） 

河川、湿性草地 シノビグモ 

（1種） 

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 

 

表 4.3-16(6) 動物の重要な種への影響の予測結果（陸産貝類） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

陸産 

貝類 

樹林 ゴマオカタニシ、オオギセル、ハクサンベッコウ、シ

メクチマイマイ、チビクロイワマイマイ（イブキクロ

イワマイマイ） 

（5種） 

事業実施想定区域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

る可能性があるが、既設の風力発電所が区

域内で稼働していることから影響は小さい

と予測する。 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 
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表 4.3-16(7) 動物の重要な種への影響の予測結果（魚類・底生動物） 

分類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

魚類 河川、池沼等 スナヤツメ類、カワヤツメ、ニホンウナギ、アブラボ

テ、イチモンジタナゴ、カワバタモロコ、ハス、ズナ

ガニゴイ、イトモロコ、デメモロコ、ドジョウ、アジ

メドジョウ、ホトケドジョウ、アカザ、サツキマス、

サツキマス（アマゴ）、ミナミメダカ、カジカ 

（18 種）  

事業実施想定区域に主な生息環境が存在し

ないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。  

底生 

動物 

河川、池沼等 マルタニシ、オオタニシ、クロダカワニナ、モノアラ

ガイ、トンガリササノハガイ、イシガイ、カタハガイ、 

マツカサガイ、タガイ又はヌマガイ、ドブシジミ、ヒ

メヌマエビ、ミナミヌマエビ 

（12 種） 

 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 

 

 

②  動物の注目すべき生息地 

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は、図 4.3-3 のとおり、鳥獣保護

区１か所（「津市白山町四季の里」）及び生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「吉野

熊野」が存在し、コウモリ洞としては、津市美里町平木の隧道跡でキクガシラコウモリの通年

生息、コキクガシラコウモリの越冬集団、モモジロコウモリの出産哺育集団及びユビナガコウ

モリの妊娠獣の集団が確認されている。 

鳥獣保護区については事業実施想定区域から約 2km の離隔があること、コウモリ洞について

は事業実施想定区域から 5km 以上の離隔があることから、改変による生息環境の変化に伴う影

響が生じる可能性は低いと予測する。一方、生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「吉

野熊野」については、改変による生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるが、既設の

風力発電所が区域内で稼働していることから影響は小さいと予測する。 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

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

いるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

①  動物の重要な種 

河川、湿性草地などを主な生息環境とする重要な種については、事業実施想定区域に主な生

息環境が存在しないことから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性は低く、重大な影響

はないと評価する。ただし、両生類では水域から陸域に、昆虫類等では産卵場所と幼虫、成虫

の生活様式が変化する種も存在するため、これら一部の種の生息環境の変化に伴う影響が生じ

る可能性がある。 

樹林、草地及び耕作地等を主な生息環境とする重要な種については、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る。また、施設の

稼働に伴うコウモリ類や鳥類への影響、バットストライク及びバードストライクについては、

既設の風力発電所の稼働後においてバットストライク及びバードストライクが確認されていな

いことから影響は小さいと予測するが、建て替え後の風力発電機の高さが高くなることから不

確実性を伴う。 

両生類の重要な種のうち水域から陸域に、昆虫類等の重要な種のうち産卵場所と幼虫、成虫

の生活様式が変化する種、樹林、草地及び耕作地等を主な生息環境とする重要な種については

生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があるが、既設の風力発電所が区域内で稼働してい

ることから影響は小さく、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むことにより、重大な環境影

響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

また、バットストライク及びバードストライクについては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むことにより、重大な環境影響が実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意し、

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、また、重要な種への影響の程度を適切に予測

し、専門家への意見聴取を実施した上で、必要に応じて改変面積の最小化及び低騒音型機

械の使用等の環境保全措置を検討する。 

・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。 

・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生息種の把握に加え、飛翔高度にも留意し

た調査を実施する。 

・バットストライク及びバードストライクについては、現地調査等によりコウモリ類や鳥類

の飛翔状況を把握し、専門家への意見聴取を実施した上で、必要に応じて風力発電機の配

置変更等の環境保全措置を検討する。 
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②  動物の注目すべき生息地 

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は、鳥獣保護区 1か所（「津市白山

町四季の里」）及び生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「吉野熊野」が存在し、コ

ウモリ洞としては、津市美里町平木の隧道跡でキクガシラコウモリの通年生息、コキクガシラ

コウモリの越冬集団、モモジロコウモリの出産哺育集団及びユビナガコウモリの妊娠獣の集団

が確認されている。 

鳥獣保護区については事業実施想定区域から約 2km の離隔があること、コウモリ洞について

は事業実施想定区域から 5km 以上の離隔があることから、改変による生息環境の変化に伴う影

響が生じる可能性は低く、重大な影響はないと評価する。一方、生物多様性保全の鍵になる重

要な地域（KBA）の「吉野熊野」については、改変による生息環境の変化に伴う影響が生じる可

能性があるが、既設の風力発電所が区域内で稼働していることから影響は小さく、事業実施想

定区域を可能な限り絞り込むことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減が可能であると評価する。 

 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意し、

環境影響の回避又は低減を図る。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低減する。 

・動物の生息状況を現地調査により把握し、重要な種の影響の程度を適切に予測した上で、

必要に応じて風力発電機の配置等の詳細設計や環境保全措置を検討する。 

・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（図 4.3-5の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  植物及び菌類の重要な種 

植物の重要な種は、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 4.3-17(1)～(3)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 4.3-18(1)～表 4.3-20のとおり、維管束植物 264種、蘚苔類 12種及び菌類

18種が確認された。 

そのうち、「平成 12年及び平成 23年の評価書」の現地調査により確認された種は、維管束植

物 33種、蘚苔類 4種及び菌類 1種であり、表中に太字で示した。 
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表 4.3-17(1) 植物及び菌類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 

Ⅰ 「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）、
「三重県文化財保護条例」
（昭和 32 年三重県条例第
72 号）、「津市文化財保護
条例」（平成 18 年津市条例
第 245 号）、伊賀市文化財
保護条例（平成 16 年伊賀
市条例第 271 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 
県天：三重県天然記念物 
津天：津市天然記念物 
伊天：伊賀市天然記念物 

「国指定文化財等デ
ータベース」（文化庁
HP、閲覧:令和 2 年 3
月）、「文化財情報デ
ータベース」（三重県
HP、閲覧:令和 2 年 3
月）、「市指定文化財
（一覧表）」（津市 HP、
閲覧:令和 2年 3月）、
「文化財一覧表」（伊
賀市 HP、閲覧:令和 2
年 3 月） 

〇 〇 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関
する法律」（平成 4 年法律
第 75 号、最終改正：令和
元年 6 月 14 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：令
和 2 年 2 月 10 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 
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：
令和 2 年 2 月 10 日） 

〇  

Ⅲ 「環境省レッドリスト
2020」（環境省、令和 2 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+EN：絶滅危惧Ｉ類･･･絶滅の危機に瀕している

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 2020の公表につい
て」（環境省 HP、閲覧:
令和 2 年 4 月） 

〇  

Ⅳ 「改訂・近畿地方の保護上
重要な植物－レッドデー
タブック近畿 2001－」（レ
ッドデータブック近畿研
究会、平成 13 年）の掲載
種 

絶滅：絶滅種 
A：絶滅危惧種 A 
B：絶滅危惧種 B 
C：絶滅危惧種 C 
準：準絶滅危惧  

「改訂・近畿地方の
保護上重要な植物－
レッドデータブック
近畿 2001－」（レッド
データブック近畿研
究会、平成 13 年） 

〇  

Ⅴ 「三重県自然環境保全条
例」（平成 15 年三重県条例
第 2 号）に基づく三重県指
定希少野生動植物種 

指定：三重県指定希少野生動植物種 「三重県指定希少野
生動植物種」（三重県
HP、閲覧：令和 2 年
3 月） 

〇  
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表 4.3-17(2) 植物及び菌類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 

Ⅵ 「三重県レッドデータブ

ック 2015～三重県の絶滅

のおそれのある野生生物

～」（三重県、平成 27 年）

の掲載種 

EX：絶滅…県内ではすでに絶滅したと考えられる

種 

EW：野生絶滅…県内で飼育・栽培下でのみ存続し

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…生息条件の変化によっては「絶

滅危惧種」に移行する要素を持つ種 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足してい

る種 

「三重県レッドデー

タブック 2015～三重

県の絶滅のおそれの

ある野生生物～」（三

重県、平成 27 年） 

〇  

Ⅶ 「伊賀のレッドデータブ

ック～伊賀の希少動植物

～」（伊賀市、平成 18 年）

の掲載種 

EX：絶滅…伊賀地方ではすでに絶滅したと考えら

れる種 

EW：野生絶滅…過去に伊賀地方に生息したことが

確認されており、飼育・栽培下では存続して

いるが、伊賀地方において野生ではすでに絶

滅したと考えられる種 

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 

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。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き

続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧 I 類」

の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 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足してい

る種 

「伊賀のレッドデー

タブック～伊賀の希

少動植物～」（伊賀

市、平成 18 年） 

〇  
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表 4.3-17(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 

Ⅷ 「第 2 回自然環境保全基

礎調査動植物分布図」（環

境庁、昭和 56 年）、「第

3 回自然環境保全基礎調

査特定植物群落調査報告

書全国版」（環境庁、昭和

63 年）、「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または個体群 

「第 2回自然環境保全

基礎調査動植物分布

図」（環境庁、昭和 56

年）、「第 3 回自然環境

保全基礎調査特定植

物群落調査報告書全

国版」（環境庁、昭和 63

年）、「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） 

 

 〇 

Ⅸ 「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（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（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） 

 〇 

Ⅹ 「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） 

 〇 
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表 4.3-18(1) 文献その他の資料による維管束植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
重要種選定基準 

生育環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

1 シダ植物 マツバラン マツバラン   NT 準  VU CR 主に山地の樹木の樹幹もしくは岩上等 

2   ヒカゲノカズ

ラ 

  

アスヒカズラ    A  CR  やや日当たりの良い山地上部等 

3   ヤチスギラン    A  EN EN 湿地の裸地の地表部分等 

4   ヒモラン   EN A  CR  深山の巨木等 

5   ミズニラ ミズニラ   NT C  VU CR 止水性の湿地等 

6   ハナヤスリ コヒロハハナヤスリ       CR 山野や村落内の林下や路傍等 

7     ヒロハハナヤスリ    C  EN CR 山地の林床、林縁、路傍や山麓の原野等 

8   コケシノブ コケシノブ    準  VU EN 湿り気の多い山地林下の岩上やときに樹木

の樹幹 

9   ミズワラビ ヒメミズワラビ    準※1   EN※1 日当たりの良い水田や溝の中、湿原 

10     カラクサシダ    準    深山の岩山や樹幹 

11   シシラン タキミシダ   EN A  CR CR やや陰湿な林内の渓流近くの岩上など 

12     ナカミシシラン    C  EN EW 深山の岩上や樹幹 

13   イノモトソウ アマクサシダ       DD 暖地の山麓から村落近くの日当たりのよい場

所から陰地 

14   チャセンシダ ヤマドリトラノオ   CR B    山地の岩上 

15     カミガモシダ    B  EN EN 暗い林内の木の根や岩上等 

16     オクタマシダ   VU C  EN DD 山林中のやや陰湿な岩上や樹幹 

17   オシダ ホソバナライシダ       EN 山林の林床の半日陰の湿地 

18     シノブカグマ       NT 常緑性でやや高い山地の尾根筋や林床 

19     メヤブソテツ    準  EX CR 山地の石灰岩地 

20     ツクシイワヘゴ    A  EN DD 山地の渓側などの陰地の林床 

21     タニヘゴ    C  VU EN 河川、湿性草地 

22     イワイタチシダ    準  VU  山地から丘陵地の明るい湿地 

23     チャボイノデ    C  VU VU 山地の林床の半日陰の緩い斜面 

24     オニイノデ   VU 準  VU EN 山林の半日陰の斜面の湿地や谷間 

25   ヒメシダ ホソバショリマ    B  CR CR 山地の明るいやや湿った地上 

26   メシダ ウラボシノコギリシダ       VU 山林林床の半日陰の岩場やその近くの山中 

27     ムクゲシケシダ    準  VU  山地の湿った林床 

28     イワヤシダ    準  VU EN 山地の陰湿な樹林下 

29     シロヤマシダ       VU 山林の林床の湿った場所 

30   ウラボシ クラガリシダ   EN A  EX DD 山地の湿った林床 

31     ホテイシダ      NT DD 山林下の樹幹や岩上に着生 

32     アオネカズラ    C  EN CR 山地の岩上や樹幹に着生 

33     オオクボシダ    A   EN 渓谷の湿った岩壁のやや乾いた部分 

34   デンジソウ デンジソウ   VU B  EN EW 水湿地に根茎を引く 

35   サンショウモ サンショウモ   VU C  VU CR 池沼、水田、水路等 

36   アカウキクサ オオアカウキクサ   EN 準  NT CR 水田や池沼の水面 

37 裸子植物 スギ コウヤマキ       EW 大台ヶ原山の岩尾根等 

38 離弁花類 カバノキ サクラバハンノキ   NT C  NT VU 湿地 

39   ブナ イヌブナ      NT  暖帯上部の山地 

40     シリブカガシ      VU CR 比較的乾燥した場所 

41     イチイガシ       EN 常緑広葉樹林等 

42   イラクサ トキホコリ   VU A    湿って開けた所 

43   タデ サイコクヌカボ   VU C  VU  水湿地 

44     ノダイオウ   VU C    谷間の湿地や休耕田など 

45   ナデシコ カワラナデシコ       VU 川原などの裸地に近い場所の湿地 

46     フシグロセンノウ       DD 山地の林床、林縁等 

47     ヤマハコベ    C    山地の夏緑林の林内や林縁 

48   モクレン コブシ    C  VU DD 日当たりの良い山地の林内のやや湿った場

所 

49     タムシバ       VU 日当たりの良い、湿った場所 
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表 4.3-18(2) 文献その他の資料による維管束植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
重要種選定基準 

生育環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

50 離弁花類 キンポウゲ フクジュソウ    C  VU CR 日光がよく届く広葉樹林の林床や林縁 

51     ニリンソウ       EN 落葉広葉樹林の林床や林縁 

52     ユキワリイチゲ      NT EN 河畔林の林床やスギ林の林縁、神社の境内

等 

53     イチリンソウ      NT EN 落葉広葉樹林の林床や林縁、山麓の土手

の腐食の厚い肥沃地 

54     キクザキイチゲ      VU CR 落葉広葉樹林のやや湿った林床や林縁 

55     コバノリュウキンカ      EN  山地の水湿地 

56     キケンショウマ      VU  山地の半日陰 

57     トリガタハンショウヅル      NT  日当たりのよい林縁に生える低木 

58     トウゴクサバノオ      NT  谷川沿いの湿地 

59     オキナグサ   VU A  CR EW 日当たりのよい草地 

60     オトコゼリ    A  EX  川岸や田の縁など日当たりの良い泥地 

61     セツブンソウ   NT A  EN CR 陽地で裸地に近いか草丈の低いしかも疎生

の落葉樹林内 

62     シギンカラマツ    準  VU  山地の礫地や乾いた林地 

63   メギ ヘビノボラズ    C  NT NT 貧栄養の湿地とその周辺 

64   スイレン ジュンサイ       NT 水質がやや酸性で、底に有機質の堆積した

池 

65     コウホネ       EN 川の浅い淀みや浅い池、用水路等 

66   ウマノスズク

サ 

ミヤコアオイ       NT 落葉広葉樹の林床や森林の林縁部の北斜

面で、冬から春にかけて日光が良く当たり、

初夏から秋には日陰になるような環境 

67     ヒメカンアオイ       NT 広葉樹の林床 

68   ボタン ヤマシャクヤク   NT C  VU  夏緑広葉樹林の林床 

69   オトギリソウ アゼオトギリ   EN A 指定 CR  日当たりのよい湿地 

70   モウセンゴケ イシモチソウ   NT C  VU VU 丘陵地の湿地やその周辺のやせ地 

71     モウセンゴケ      NT NT 日当たりの良い貧栄養な湿原や水の浸み

出す土の崖 

72     コモウセンゴケ    準  VU CR 日当たりのよい湿地や土手 

73     トウカイコモウセンゴケ    C  NT EN 日当たりのよい湿地 

74   ケシ ヤマブキソウ      EN DD 山地や低地の樹林地 

75   アブラナ ミツバコンロンソウ    C  EN  山の木陰 

76     ミズタガラシ      NT  水湿地 

77   マンサク マルバノキ    A  CR CR やせた山地の谷間 

78   ユキノシタ チャルメルソウ       NT 渓流沿いの日陰の湿ったところ 

79     ウメバチソウ       NT 丘陵から高山帯の日当りのよい湿原や湿地 

80     タコノアシ   NT C  VU EN 浅い沼沢、河川敷などの水湿地 

81   バラ ヒメヘビイチゴ      VU  林道脇や歩道近くの植生がややまばらな所 

82     ツチグリ   VU A    日当りのよい乾いた草原 

83   マメ タヌキマメ    C   VU 日当たりの良いやや湿気のある草地、また

は水田や池の土手等 

84     オオバクサフジ    C  CR DD 山麓や野原の、川の土手と畔を兼ねたよう

な環境 

85   ヒメハギ カキノハグサ    準  EN CR 山地のやや乾いた林下 

86     ヒナノカンザシ    B  VU EN 日当たりの良い溜池周辺や湿地 

87   グミ アリマグミ      DD  丘陵～低山 

88   スミレ サクラスミレ    C  CR CR 山地の明るい草原 

89     シロバナスミレ    A※2    低地（北海道）や山地（本州）の湿った草原 

90     アケボノスミレ    A  EN  温帯山地 

91   ミソハギ ミズキカシグサ   VU A  VU  暖温帯域の水田 

92     ミズマツバ   VU C  NT  稲刈り後の水田等 

93   アリノトウグサ フサモ    A  VU  湖沼、溜池、水路等 

94   ウコギ ケヤマウコギ    準    山地の林内 



 

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。 
4.3-48 

(254) 

表 4.3-18(3) 文献その他の資料による維管束植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
重要種選定基準 生育環境 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ  
95 離弁花類 セリ ドクゼリ    C  CR CR 湿原 

96     イブキボウフウ    A  NT  日当たりのよい草地 

97 合弁花類 イワウメ オオイワカガミ       VU 落葉広葉樹林の尾根筋の、やや乾き気味

の林床や林縁 

98   イチヤクソウ マルバイチヤクソウ    準※3  DD※3  冷温帯から暖温帯の山地の林内で、陰性

立地 

99   ツツジ カイナンサラサドウダン      NT  山地、丘陵地 

100     イワナシ      NT EN 山地林縁の斜面や崖及び湿地や溜池の

周辺部 

101     トウゴクミツバツツジ      VU  稀に高地 

102   ヤブコウジ カラタチバナ      NT  疎林内 

103   サクラソウ クサレダマ    C  EN  湿り気のある草地 

104     クリンソウ    C  EN EN 主に渓流沿いの湿地 

105     イワザクラ   NT C  VU  山地の岩壁 

106   マチン アイナエ    C  VU EN 野原や道端 

107   リンドウ ハルリンドウ      NT NT 日当たりのよいやや湿り気のある場所 

108     イヌセンブリ   VU C  VU EN 山野の湿地、主に溜池の岸辺や湿地等 

109     センブリ       NT 日当りのよい草地や湿原や池の周辺、土

手等 

110   ミツガシワ ミツガシワ    A  CR CR 普通は高地の湿原、沼沢地等水辺や沼沢

地に生育。氷期からの残存植物として暖

地の低地にも隔離分布 

111   ガガイモ フナバラソウ   VU C  EN  安定した里草地や茅草地 

112     ツルガシワ    C  VU  山の木陰 

113     タチカモメヅル    C  NT  湿気のある草地 

114     スズサイコ   NT C  VU EN 丘陵から低山地の、谷戸田周辺や平野の

河川の堤防、水路わき、溜池の土手など

の草地 

115     コバノカモメヅル    C  VU  山野もしくは里山に近い水田の土手など 

116   ムラサキ マルバチシャノキ    C  CR  海岸に近い山地の林縁 

117   シソ オウギカズラ    準  NT  山の木陰 

118     ミズトラノオ   VU A  VU EN 水辺の草地 

119     マネキグサ   NT 準  VU  山の木陰 

120     ウスギナツノタムラソウ      NT  山地や川岸の林下 

121     ナツノタムラソウ    準  CR  渓流の上部 

122     ヤマジノタツナミソウ    C  VU  丘陵地の林内 

123     タツナミソウ       NT 丘陵地の林縁や芝地、また水田や池、川

の土手等 

124     イガタツナミソウ    準  VU※4 CR 丘陵地の林縁や水田の土手 

125     シソバタツナミソウ       VU 林床や林縁 

126     ミヤマナミキ    準  VU  比較的深い山 

127   ナス ヤマホオズキ   EN A   DD 山の谷間 

128   ゴマノハグサ シソクサ    C    湿地 

129     クチナシグサ      VU  日の当たる丘陵や土手の草地 

130     シオガマギク      EN  山の日当たりのよい草地 

131     コシオガマ      VU  日当たりの良い草地や路傍 

132     ゴマノハグサ   VU A    やや湿った草原 

133     クワガタソウ    準  VU  比較的深い山間の山地林下 

134     イヌノフグリ   VU 準  NT  道ばたや石垣の間などの、他の種が進出

できない荒れた場所 

135   ハマウツボ キヨスミウツボ    C  EN  山地の木陰 

136   タヌキモ ノタヌキモ   VU   VU DD やや富栄養の池沼 

137     イヌタヌキモ   NT    DD 貧栄養な湿原、湖沼、ため池、水田やその

側溝等 
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表 4.3-18(4) 文献その他の資料による維管束植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
重要種選定基準 

生育環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

138 合弁花類  タヌキモ ミミカキグサ       VU 貧栄養な湿原の、水深の浅いところや湿

った地表 

139     ホザキノミミカキグサ       VU 貧栄養な湿原の、水深の浅いところや湿

った地表 

140     ミカワタヌキモ   VU A  EN CR 浅い池や沼で浮遊状態、あるいは湿原

にマット状に密生 

141     タヌキモ   NT A   VU 丘陵地や平地のわき水のある水のきれい

な浅い湿原や池の、水中に浮遊 

142     ヒメタヌキモ   NT A  VU EN 古く浅い池 

143     ムラサキミミカキグサ   NT C  VU EN 主に都市近郊の湿潤地 

144   オオバコ トウオオバコ      DD  海近くの湿った草地 

145   レンプクソウ レンプクソウ      VU  林内の木陰 

146   オミナエシ オミナエシ       NT 日当たりの良い草地、山の尾根筋や適度

な草刈りが行われている池や川の土手等

の主に痩せ地 

147     カノコソウ    C  CR  山地の草地 

148  マツムシソウ ナベナ      VU  林縁、崩壊地、日当たりのよい山間の草

地等 

149     マツムシソウ    A  CR EN 山地の草原 

150   キキョウ バアソブ   VU A  CR DD 山の林縁や原野 

151     サワギキョウ       NT やや肥沃で日当たりの良い湿原や沢筋 

152     キキョウ   VU C  NT NT 日当たりのよい草地 

153   キク ノコギリソウ    A  EX  山地の草原 

154     ホソバノヤマハハコ      VU  やや高い山地の草原 

155     カワラハハコ    B  VU  川原の礫地等 

156     ヒメヨモギ    C    やや乾いた草原 

157   イワヨモギ     VU     山中や海岸の岩場 

158     カワラノギク   VU     川原 

159     オケラ    C  VU  やや乾いた丘陵や里山 

160     モリアザミ    B  EX  山地の乾いた草原 

161     ワタムキアザミ   VU C  NT  山地や丘陵地の樹下、林縁 

162     サワアザミ    B    山地の谷側の夏緑林の林縁や林間の草

地 

163     クサヤツデ      NT  渓流沿いの林床 

164     フジバカマ   NT A  CR CR 河岸の草原等 

165     アキノハハコグサ   EN A  CR  山地のやや乾いた日当たりの良い場所 

166     ヤマジノギク      EN  山地の明るい草地 

167     スイラン       NT 湿原や、池、小川の周囲などの湿地 

168     オグルマ    C  NT  主にやや湿った草地、稀に比較的乾燥

した裸地 

169     ミヤマヨメナ      VU  川岸や山地林下 

170     ミヤコアザミ    A  EN CR 山地のススキ草原 

171     キクアザミ    A  EX  日当たりのよい山地の草原 

172     オカオグルマ    C  NT VU 日当たりのよい乾いた草原 

173     サワオグルマ      EN EN 日当たりのよい山間の湿地 

174 単子葉類 オモダカ ヘラオモダカ       EN 湿原、池の水辺、用水路などの止水域や

流れの緩い浅い水辺 

175     アギナシ   NT A  NT VU 水田や浅い池 

176   トチカガミ スブタ   VU A  VU CR 湿田や浅い池 

177     ミズオオバコ   VU   VU VU 水田や溝、溜池 

178   ヒルムシロ イトモ   NT A  VU  湖沼、溜池、小川などの浅水中 

179     オヒルムシロ    C    淡水の湖沼、ため池 

180   イバラモ トリゲモ   VU     湖沼やため池 
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表 4.3-18(5) 文献その他の資料による維管束植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
重要種選定基準 

生育環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

181 単子葉類 ユリ ヤマラッキョウ       DD 湿原の周辺や、日当たりの良い湿地 

182     ニラ    A    海岸 

183   シライトソウ       NT 落葉樹林の林床や林縁などの、初夏まで

日が良く当たり、盛夏には日陰になるよう

な湿った場所 

184     カタクリ      NT  山野の主に落葉広葉樹林等 

185     シロバナショウジョウバカ

マ 

      EN 落葉広葉樹林の林床や常緑樹林の林縁

の比較的湿った場所で、春には日当たり

が良く、初夏からは日陰になるような場所 

186     ノカンゾウ      NT NT 溝の縁、池畔、棚田の縁等の地下水位の

高い場所 

187     ミズギボウシ    C  NT NT 溝の縁等 

188     ササユリ      NT NT 草地やススキ草原、林縁等 

189     イワショウブ    A  VU EN 主に亜高山帯の湿原、また低標高の湿

地 

190     ヤマジノホトトギス       VU 山間部の道ばたや渓流沿いなど、山間部

林縁の半日陰 

191     ヤマホトトギス       VU 山間部の道ばたや渓流沿いなど、山間部

林縁 

192     アマナ       EN 雑木林の林縁や土手など 

193   アヤメ ノハナショウブ    C  VU CR 日当たりのよい湿地や草原 

194   ヒナノシャクジ

ョウ 

ヒナノシャクジョウ    B  VU  
林下の落葉中 

195   ホシクサ オオホシクサ    C    湿地 

196     ホシクサ    C    湿地または水田等 

197     ゴマシオホシクサ   EN A  EN  休耕田など湿った草地 

198   イネ コゴメカゼクサ    A  DD  低地の湿地、とくに水田近く 

199   ナルコビエ      VU  著しく人為の影響を受けやすい丘陵地か

ら平野部の草地 

200     ウンヌケモドキ   NT C  VU CR 日当たりの良い原野 

201     ミノボロ    C    平地の草原 

202     タチネズミガヤ      VU  温帯の山地林中 

203     スズメノコビエ    C    暖地の草地、荒れ地等 

204     ウキシバ    C  VU VU 溜池や湿地 

205     ヒゲシバ    B  CR  湿地 

206   サトイモ ユキモチソウ   VU C  EN EN 山地の林床 

207   ミクリ ミクリ   NT A  CR  湖沼、水路等 

208     ヤマトミクリ   NT C  EN EN 湖沼、水路等 

209   ガマ コガマ    C  NT  休耕田、池畔、川岸等の湿地 

210   カヤツリグサ ヤマアゼスゲ      VU  渓谷沿いの水辺や水湿地 

211     コミヤマカンスゲ      VU  木漏れ日のあたる林内や林縁 

212     ツルミヤマカンスゲ      VU  林縁の草地やササ中 

213     シロガヤツリ    A  VU  放棄された水田や溜池等、池や湿地 

214     セイタカハリイ    C  EN  沿海地の低湿地（とくに海跡湖）等の湿地 

215     マシカクイ      EN  湿地 

216     サギスゲ    A  EN EN 冷涼な湿地 

217     コアゼテンツキ    B  EN  水田の畦、池の干上がった泥地等 

218     アゼテンツキ    A  VU CR 山間の湿地や池の周り 

219     ミカヅキグサ    C  VU EN 湧水に涵養された丘陵地等の湿地 

220     ハタベカンガレイ   VU   EN CR 主に溜池、または用水路 

221     シズイ    A  EN CR ため池や湿地状になった放棄水田等 

222     マツカサススキ    C  VU CR 日当たりのよい湿地 

223     ツクシカンガレイ      CR CR 溜池 

224     カガシラ   VU A  EN CR 湿地や溜池のほとり 



 

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。 
4.3-51 

(257) 

表 4.3-18(6) 文献その他の資料による維管束植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
重要種選定基準 

生育環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

225 単子葉類 カヤツリグサ ミカワシンジュガヤ   VU B  VU EN 明るい湿性草地 

226    コシンジュガヤ    C  NT  山間・丘陵地の湿地や溜池の周囲 

227  ラン ヒナラン   EN B  EN  樹林下の湿った岩上 

228   マメヅタラン   NT 準  NT  暖温帯林から冷温帯林付近までの、お

もに山地林内の古木や岩上 

229     ムギラン   NT 準  NT CR 緑広葉樹林域から温帯林の、社寺林や

人目につきにくい山林内の道路脇の古

木、岩上、あるいは里地に植栽されて

いるウメやカキ等 

230     エビネ   NT   NT EN 低地から山地の雑木林の下等 

231     ナツエビネ   VU A  NT EN 比較的明るく、やや湿った樹林内の林

床 

232     ギンラン      VU EN 山や丘陵地の疎林下 

233     キンラン   VU C  VU CR 山や丘陵地の疎林下 

234     サイハイラン       EN 丘陵から山地の林内で、湿潤な林床等 

235     シュンラン       NT アカマツ林や広葉樹林の林床や林縁 

236     マヤラン   VU B  EN  山地林内 

237     クマガイソウ   VU C  VU CR 山地の明るい樹林下 

238     セッコク    C  NT DD 常緑広葉樹林で比較的明るい渓流沿

いなど湿度の高い場所の、樹上や岩上 

239     カキラン      NT VU 日当たりの良い湿地 

240     ツチアケビ       VU 森林のやや暗い日陰で、ナラタケ等キ

ノコ類の菌糸を取り込む 

241     オニノヤガラ    準  EN EN 山地の樹林下でナラタケと共生 

242     アキザキヤツシロラン      VU CR 主に常緑樹林下、しばしば竹林下 

243     ベニシュスラン    A  EN  やや湿った樹林下 

244     サギソウ   NT C  VU VU 日当たりの良い湿地 

245     ミズトンボ   VU C  NT  日当たりの良い湿地 

246     ムヨウラン       EN 落ち葉の多い落葉広葉樹林の林床等 

247   ギボウシラン   EN A  CR  樹林の林床 

248     ジガバチソウ    C    亜寒帯～暖温帯の林下 

249     コクラン       EN 常緑広葉樹林内のやや暗い林床 

250     フウラン   VU A  VU CR 暖地の樹幹や岩石上 

251     ヨウラクラン    A  VU  樹幹または岩上 

252     ウチョウラン   VU C  VU CR 山地の湿った岩壁等 

253     ミズチドリ    C  EX  山間の湿地 

254     イイヌマムカゴ   EN C  EX  山地の林内 

255     ツレサギソウ    B  EN  山地の日当たりのよい湿った草地 

256     オオバノトンボソウ       EN 低山や丘陵地の林縁部の湿地や湿原 

257     トンボソウ    準  NT EN 山地林下の涼しい場所を好む 

258     トキソウ   NT C  VU VU 日当たりの良い湿地 

259     ヤマトキソウ    C  VU EN 暖温帯から冷温帯の、丘陵や山間の湧

水湿地 

260     マツラン   VU B  EN  常緑広葉樹林内の樹上に着生 

261     モミラン   VU C  CR  針葉樹と広葉樹の混交林の樹幹に着

生 

262     カヤラン       EN 渓流等の風通しの良い湿った場所で、

樹木等に着生 

263     クモラン      VU CR 主に林内の日当たりの良い場所で大型

の低木、もしくはウメの木等に着生 

264     ヒトツボクロ    準  VU  暖温帯域の森林の林床 

合計 5分類 78科 264種(33種) 0種 0種 76種 169種 1種 195種 149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、令和元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-17 のとおりである。 
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3．表中の※については以下のとおりである。 
※1：ミズワラビで掲載 ※2：シロスミレで掲載 ※3：マルバノイチヤクソウで掲載 ※4：イガタツナミで掲載 

4．生育環境は以下の文献その他の資料を参考にした。 

「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) 

「日本の野生植物木本Ⅰ」（平凡社、平成元年) 

「日本の野生植物草本Ⅰ 単子葉類」（平凡社、昭和 57 年) 

「日本の野生植物草本Ⅱ 離弁花類」（平凡社、昭和 57 年) 

「日本の野生植物草本Ⅲ 合弁花類」（平凡社、昭和 56 年） 

「山渓ハンディ図鑑 5 樹に咲く花 合弁花・単子葉・裸子植物」（山と渓谷社、平成 13 年) 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27 年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

「滋賀県レッドデータブック 2015 年版 滋賀県で大切にすべき野生生物」（滋賀県自然環境保全課、平成 28 年） 

5．表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 

 

表 4.3-19 文献その他の資料による蘚苔類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

生育環境 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ Ⅶ 

1 ミズゴケ ミズゴケ オオミズゴケ   NT VU NT 山地の湧き水のある湿原や湿地帯

の土上 

2 シッポゴケ シッポゴケ タカネカモジゴケ    EN  高地の樹幹基部や岩上 

3 センボンゴケ センボンゴケ イワマセンボンゴケ    EN  銅などの鉱物を含む岩上，土上を好

む 

4 タチヒダゴケ タチヒダゴケ リュウキュウミノゴケ    NT  樹幹又は岩上 

5     ナガミノゴケ    VU  樹幹まれに岩場 

6 イヌゴケ フジノマンネングサ フジノマンネングサ    DD  林下の腐植土上や腐木上に群生 

7 シトネゴケ ツヤゴケ サクラジマツヤゴケ    VU  樹幹上 

8     ホソミツヤゴケ    NT  低地（2～220m）の土上、岩上 

9   ハイゴケ オオヒラツボゴケ    NT  低地から山地の岩上 

10 ウロコゴケ クサリゴケ カビゴケ   NT NT  谷間を流れる渓流域、河川 

11 ゼニゴケ ウキゴケ ウキゴケ    VU EN 湧き水の流れ込む池や休耕田、水

田などの湿った土の上 

12     イチョウウキゴケ   NT NT EN 水田やため池の水面、湿った地面 

合計 8目 9科 12種(4種) 0種 0種 3種 12種 3種 － 

注 1．種名及び配列は、原則として「日本の野生植物 コケ」(平凡社、平成 13 年)に準拠した。 

 2．選定基準は表 4.3-17のとおりである。 

3．生育環境は以下の文献その他の資料を参考にした。 

「日本の野生植物 コケ」(平凡社、平成 13年) 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

「伊賀のレッドデータブック～伊賀の希少動植物～」（伊賀市、平成 18年） 

4．表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の（ ）

内に種数を示した。 
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表 4.3-20 文献その他の資料による菌類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 

重要種 

選定基準 生育環境 

Ⅲ Ⅵ 

1 ハラタケ キシメジ ドクササコ  DD タケやぶ、ササやぶ、コナラ林などの地上 

2     ツキヨタケ  EN ブナ林 

3     ムキタケ  EN ブナやミズナラの枯木の材上 

4     ニセマツタケ NT NT シイ・コナラなどの広葉樹林の地上 

5     シロシメジ  VU アカマツ林内の地上 

6     マツタケ NT EN アカマツなどの針葉樹林内 

7     マツタケモドキ NT EN アカマツ林内の地上 

8   テングタケ キタマゴタケ  DD 針葉樹林、広葉樹林 

9   オウギタケ オウギタケ  VU アカマツ林内の地上 

10   イグチ ヤマドリタケ DD  トウヒ属やモミ属の樹下 

11     アミタケ  NT アカマツ林内の地上 

12 ヒダナシタケ ホウキタケ ホウキタケ  CR アカマツ・コナラ混生林などの地上 

13   イボタケ クロカワ DD EN 針葉樹林内の地上 

14     カラスタケ  DD 針葉樹林、広葉樹林 

15     コウタケ  VU 広葉樹林内の地上 

16   タコウキン ブクリョウ  NT マツ林 

17 スッポンタケ アカカゴタケ カゴタケ  EN 広葉樹、針葉樹林内の地上 

18 チャワンタケ ノボリリュウ シャグマアミガサタケ  VU 針葉樹林内の地上 

合計 4目 9科 18種(1種) 5種 17種 － 

 注：1．種名及び配列は、原則として「増補改訂新版日本のきのこ」(山と渓谷社、平成 23 年)、「原色日本新菌類図鑑Ⅰ」(保育社、

昭和 62 年)、「原色日本新菌類図鑑Ⅱ」(保育社、平成元年)に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-17 のとおりである。 

3．生育環境は以下の文献その他の資料を参考にした。 

「山渓カラー図鑑 日本のきのこ」(山と渓谷社、平成 23 年) 

「三重県レッドデータブック 2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～」（三重県、平成 27年） 

4．表中の太字については、「平成 12 年及び平成 23年評価書」の現地調査において確認された種を示した。また、種名の合計の

（ ）内に種数を示した。 
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②  重要な群落 

重要な群落については、表 4.3-17に示す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の重要な群落は図 4.3-5 のとおりであり、1 件の特定植物群

落が指定されている。 

「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、表 3.1-54の

とおり、津市及び伊賀市青山町で 4 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。 

重要な群落として植生自然度 10及び植生自然度 9に該当する植生についても抽出した。その

結果は、図 4.3-5 のとおりであり、事業実施想定区域においては、植生自然度 9 の自然植生が

存在する。 

なお、環境省の植生図によれば、事業実施想定区域においては、植生自然度 9 の岩角地・風

衝地低木群落が存在するが、既設の風力発電所設置以降に植生も変化しており、「青山高原ウイ

ンドファーム風力発電増設事業に係る環境影響評価書」（株式会社青山高原ウインドファーム、

平成 23 年）によれば、アセビ－ヤマツツジ群落に該当し、一般県道 512 号（青山高原公園線）

周辺に分布している。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

事業実施想定区域周囲には、図 3.1-32 のとおり、巨樹・巨木林は 10 件分布しているが、事

業実施想定区域には存在しない。 

なお、事業実施想定区域周囲には、図 3.1-32のとおり、植物に係る天然記念物が 1件分布し

ているが、事業実施想定区域には存在しない。 
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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  

注：植物群落については、位置が判明した植物

群落のみを図中に示した。 

「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 2 年 3 月）、「自然環境 Web-GIS 特定植物群

落調査 第 2 回」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 3

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では得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを実

施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周囲に生育する重要な植物及び重要な群落に

ついて、表 4.3-21に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-21 専門家等へのヒアリング結果概要(有識者 D) 

専門分野 属 性 意見の概要 

植物 大学名誉 

教授 

【意見聴取日：令和 2 年 5 月 8 日】 

・リプレースにあたり、新たな森林伐採もほとんどなく、既設風車のヤードや道路

を最大限利用するのであれば、植物への影響はほとんど無いだろう。 

・既設風車建設時に、敷地及びその周囲が草地になったことによって、草地性の植

物が新たに侵入していることも考えられる。例えば、一時的でも刈り取りなどの

管理を行っているならば、稼働後十年経過すれば、草地性の植物が定着している

可能性が高い。草地性の重要な種が生育していれば、配慮が必要である。 

・シカの食害が酷い場所では、風車の敷地（ヤード）周囲をフェンスで張り巡らせ

ることによって、草地性植物を守ることもできる（環境創出）。 

・青山高原の既設風車では、道路造成後において風の影響や乾燥化の影響による被

害は確認されていないと思う。 

・特定植物群落の「青山高原ツツジ群落」については、直接的な改変はないので、

影響はないだろう。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

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

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。 

 

(2)予測地域 

事業実施想定区域とした。 

 

(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、

現存植生図の凡例は表 4.3-15のとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲の植生の分布状況は、主にブナクラス域代償植生のアカシデ-イ

ヌシデ群落(V)等の落葉広葉樹林、植林地・耕作地植生のスギ・ヒノキ植林、ヤブツバキクラス域

代償植生のモチツツジ－アカマツ群集が広がっており、その中にアセビ－ヤマツツジ群落やリョ

ウブ-ミズナラ群落、伐採跡地群落(V)、クロマツ植林等がパッチ状に分布する。また、水田雑草群

落や開放水域（池沼など）も存在する。 

事業実施想定区域の植生区分は、主にアセビ－ヤマツツジ群落やアカシデ-イヌシデ群落(V)、

スギ・ヒノキ植林、クロマツ植林、ササ群落(V)となっている。開放水域は、直接改変を行わない

計画である。 

なお、事業実施想定区域には既設の風力発電所が存在する（青山高原ウインドファーム風力発

電所：風力発電機 20 基）。 

 

①  植物及び菌類の重要な種 

植生の分布状況を踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う植物及び菌類の重要な種に対す

る影響を予測した。予測結果は表 4.3-22(1)～表 4.3-23のとおりである。 
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表 4.3-22(1) 維管束植物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生育環境 種 名 影響の予測結果 

維管束 

植物 

樹林（岩場） マツバラン、アスヒカズラ、ヒモラン、コヒロハハナ

ヤスリ、ヒロハハナヤスリ、コケシノブ、カラクサシ

ダ、タキミシダ、ナカミシシラン、アマクサシダ、ヤ

マドリトラノオ、カミガモシダ、オクタマシダ、ホソ

バナライシダ、シノブカグマ、メヤブソテツ、ツクシ

イワヘゴ、イワイタチシダ、チャボイノデ、オニイノ

デ、ウラボシノコギリシダ、ムクゲシケシダ、イワヤ

シダ、シロヤマシダ、クラガリシダ、ホテイシダ、ア

オネカズラ、オオクボシダ、コウヤマキ、イヌブナ、

シリブカガシ、イチイガシ、フシグロセンノウ、ヤマ

ハコベ、コブシ、フクジュソウ、ニリンソウ、ユキワ

リイチゲ、イチリンソウ、キクザキイチゲ、キケンシ

ョウマ、トリガタハンショウヅル、セツブンソウ、シ

ギンカラマツ、ミヤコアオイ、ヒメカンアオイ、ヤマ

シャクヤク、ヤマブキソウ、ミツバコンロンソウ、マ

ルバノキ、カキノハグサ、アリマグミ、シロバナスミ

レ、アケボノスミレ、ケヤマウコギ、オオイワカガミ、

マルバイチヤクソウ、カイナンサラサドウダン、イワ

ナシ、トウゴクミツバツツジ、カラタチバナ、クリン

ソウ、イワザクラ、ツルガシワ、マルバチシャノキ、

オウギカズラ、マネキグサ、ウスギナツノタムラソ

ウ、ナツノタムラソウ、ヤマジノタツナミソウ、イガ

タツナミソウ、シソバタツナミソウ、ミヤマナミキ、

ヤマホオズキ、クワガタソウ、キヨスミウツボ、レン

プクソウ、バアソブ、イワヨモギ、ワタムキアザミ、

サワアザミ、クサヤツデ、ミヤマヨメナ、シライトソ

ウ、カタクリ、シロバナショウジョウバカマ、ヤマジ

ノホトトギス、ヤマホトトギス、ヒナノシャクジョ

ウ、タチネズミガヤ、ユキモチソウ、コミヤマカンス

ゲ、ヒナラン、マメヅタラン、ムギラン、エビネ、ナ

ツエビネ、ギンラン、キンラン、サイハイラン、シュ

ンラン、マヤラン、クマガイソウ、セッコク、ツチア

ケビ、オニノヤガラ、アキザキヤツシロラン、ベニシ

ュスラン、ムヨウラン、ギボウシラン、ジガバチソウ、

コクラン、フウラン、ヨウラクラン、ウチョウラン、

イイヌマムカゴ、オオバノトンボソウ、トンボソウ、

マツラン、モミラン、カヤラン、クモラン、ヒトツボ

クロ 

（123 種） 

事業実施想定区域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。 

草地、低木林 ホソバショリマ、オキナグサ、ヒメヘビイチゴ、ツチ

グリ、タヌキマメ、オオバクサフジ、サクラスミレ、

イブキボウフウ、アイナエ、フナバラソウ、スズサイ

コ、コバノカモメヅル、タツナミソウ、クチナシグ

サ、シオガマギク、コシオガマ、イヌノフグリ、オミ

ナエシ、カノコソウ、ナベナ、マツムシソウ、キキョ

ウ、ノコギリソウ、ホソバノヤマハハコ、ヒメヨモ

ギ、カワラノギク、オケラ、モリアザミ、アキノハハ

コグサ、ヤマジノギク、ミヤコアザミ、キクアザミ、

オカオグルマ、ササユリ、アマナ、ナルコビエ、ウン

ヌケモドキ、ミノボロ、スズメノコビエ、ツルミヤマ

カンスゲ、ヤマトキソウ 

（41 種） 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 
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表 4.3-22(2) 維管束植物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生育環境 種 名 影響の予測結果 

維管束 

植物 

河川、湿性草地 ミズニラ、ヒメミズワラビ、タニヘゴ、デンジソ

ウ、サンショウモ、オオアカウキクサ、サクラバハ

ンノキ、トキホコリ、サイコクヌカボ、ノダイオ

ウ、カワラナデシコ、タムシバ、コバノリュウキン

カ、トウゴクサバノオ、オトコゼリ、ジュンサイ、

コウホネ、アゼオトギリ、ミズタガラシ、チャルメ

ルソウ、ウメバチソウ、タコノアシ、ヒナノカンザ

シ、ミズキカシグサ、ミズマツバ、フサモ、ドクゼ

リ、クサレダマ、ハルリンドウ、イヌセンブリ、セ

ンブリ、ミツガシワ、タチカモメヅル、ミズトラノ

オ、シソクサ、ゴマノハグサ、ノタヌキモ、イヌタ

ヌキモ、ミカワタヌキモ、タヌキモ、ヒメタヌキ

モ、サワギキョウ、カワラハハコ、フジバカマ、ス

イラン、オグルマ、サワオグルマ、ヘラオモダカ、

アギナシ、スブタ、ミズオオバコ、イトモ、オヒル

ムシロ、トリゲモ、ヤマラッキョウ、ノカンゾウ、

ミズギボウシ、イワショウブ、ノハナショウブ、オ

オホシクサ、ホシクサ、ゴマシオホシクサ、コゴメ

カゼクサ、ウキシバ、ヒゲシバ、ミクリ、ヤマトミ

クリ、コガマ、ヤマアゼスゲ、シロガヤツリ、セイ

タカハリイ、マシカクイ、サギスゲ、コアゼテンツ

キ、アゼテンツキ、ミカヅキグサ、ハタベカンガレ

イ、シズイ、マツカサススキ、ツクシカンガレイ、

カガシラ、ミカワシンジュガヤ、コシンジュガヤ、

カキラン、サギソウ、ミズトンボ、ミズチドリ、ツ

レサギソウ、トキソウ 

（89 種） 

事業実施想定区域に主な生育環境が存在し

ないことから、生育環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

水辺 

（貧栄養湿地） 

ヤチスギラン、ヘビノボラズ、イシモチソウ、モウ

センゴケ、コモウセンゴケ、トウカイコモウセンゴ

ケ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、ムラサ

キミミカキグサ 

（9 種） 

海洋、海岸、

干潟等 

トウオオバコ、ニラ 

（2 種） 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 

 

表 4.3-23 蘚苔類及び菌類の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生育環境 種 名 影響の予測結果 

蘚苔類 樹林（岩場）  タカネカモジゴケ、イワマセンボンゴケ、リュウキュ

ウミノゴケ、ナガミノゴケ、フジノマンネングサ、サ

クラジマツヤゴケ、ホソミツヤゴケ、オオヒラツボゴ

ケ 

（8 種）  

事業実施想定区域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。 

河川、湿性草地 オオミズゴケ、カビゴケ、ウキゴケ、イチョウウキ

ゴケ 

（4 種） 

事業実施想定区域に主な生育環境が存在し

ないことから、生育環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は低いと予測する。 

菌類 樹林 ドクササコ、ツキヨタケ、ムキタケ、ニセマツタケ、

シロシメジ、マツタケ、マツタケモドキ、キタマゴタ

ケ、オウギタケ、ヤマドリタケ、アミタケ、ホウキタ

ケ、クロカワ、カラスタケ、コウタケ、ブクリョウ、

カゴタケ、シャグマアミガサタケ 

（18 種） 

事業実施想定区域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。 

注：表中の太字については、「平成 12年及び平成 23 年評価書」の現地調査において確認された種 
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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群落として、図 4.3-5 のとおり、1 件の特定

植物群落が指定されている。 

「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、表 3.1-54の

とおり、津市及び伊賀市青山町で 4 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。 

重要な群落として植生自然度 10及び植生自然度 9に該当する植生についても抽出した。その

結果は図 4.3-5 のとおりである。事業実施想定区域においては、植生自然度 9 の自然植生が存

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。 

なお、環境省の植生図によれば、事業実施想定区域においては、植生自然度 9 の岩角地・風

衝地低木群落が存在するが、既設の風力発電所設置以降に植生も変化しており、「青山高原ウ

インドファーム風力発電増設事業に係る環境影響評価書」（株式会社青山高原ウインドファー

ム、平成 23年）によれば、アセビ－ヤマツツジ群落に該当し、一般県道 512号（青山高原公園

線）周辺に分布している。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

事業実施想定区域周囲には、図 3.1-32 のとおり、巨樹・巨木林は 10 件分布しているが、事

業実施想定区域には存在しない。 

なお、事業実施想定区域周囲には、図 3.1-32のとおり、植物に係る天然記念物が 1件分布し

ているが、事業実施想定区域には存在しない。 

巨樹・巨木林・天然記念物については、事業実施想定区域には分布していないことから、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、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されて

いるかを評価した。 

 

(2)評価結果 

①  植物及び菌類の重要な種 

河川、湿性草地などを主な生育環境とする重要な種については、事業実施想定域に該当する

生育環境が存在しないことから、直接改変に伴い生育環境の変化が生じる可能性は低く、重大

な影響はないと評価する。 

樹林、草地及び耕作地等、主な生育環境とする重要な種においては、その一部が直接改変さ

れる可能性があることから、生育環境の変化に伴う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むことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減が可能であると評価する。 

 

②  重要な群落 

重要な植物群落では植生自然度 9 に該当する自然植生が事業実施想定区域に存在し、その一

部が直接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

が、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内

でできる限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

なお、環境省の植生図によれば、事業実施想定区域においては、植生自然度 9 の岩角地・風

衝地低木群落が存在するが、既設の風力発電所設置以降に植生も変化しており、「青山高原ウ

インドファーム風力発電増設事業に係る環境影響評価書」（株式会社青山高原ウインドファー

ム、平成 23年）によれば、アセビ－ヤマツツジ群落に該当し、一般県道 512号（青山高原公園

線）周辺に分布している。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

巨樹・巨木林・天然記念物については、事業実施想定区域には分布していないことから、改

変による影響はなく、重大な影響はないと評価する。 

 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意し、

環境影響の回避又は低減を図る。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査により植生の状況を把握する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査により把握し、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た上で、必要に応じて風力発電機の配置等の詳細設計や環

境保全措置を検討する。 

・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（図 4.3-6(1)及び(2)の範囲）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 4.3-24、図 4.3-6(1)及び(2)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。 

・自然植生（植生自然度 10及び 9の植生） 

 

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。 

・室生赤目青山国定公園 

・天然記念物 

・保安林 

・鳥獣保護区 

 

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 

・生物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA） 
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表 4.3-24 重要な自然環境のまとまりの場 

重要な自然環境のまとまりの場 抽出理由 

自然植生 
植生自然度 10 植生自然度 10 に相当する自然植生である。 

植生自然度 9 植生自然度 9 に相当する自然植生である。 

自然公園 室生赤目青山国定公園 

自然公園法及びそれに基づく都道府県の条例の規定に基づき、その

都道府県を代表する優れた風景地について指定された自然公園の

一種である。 

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。 

鳥獣保護区 津市白山町四季の里 
鳥獣の保護を図るため、保護の必要があると認められた地域であ

る。 

特定植物群落 青山高原ツツジ群落 

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「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。 

天然記念物 奥山愛宕神社のブナ原生林 

県指定の天然記念物。本州中部ブナ地帯の下限 1000m よりはるかに

低い地点に原生していることから、生態研究上価値が高いとされて

いる。 

生物多様性保

全の鍵になる

重 要 な 地 域

（KBA） 

(選定基準：危険性)吉野熊野 

IBA に鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要地域であ

り、日本の調査においては分布が 1 か所に限られる絶滅危惧種が生

息している地域（AZE（Alliance for Zero Extinction））も包括さ

れる。選定基準における「危険性：IUCN のレッドリストの地域絶滅

危惧種（EN）に分類された種が生息／生育する」に該当する地域で

あることから抽出した。 

「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 2年 3月） 

「室生赤目青山国定公園」（奈良県 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「令和元年度三重県鳥獣保護区等位置図」（三重県、令和元年） 

「第 12次鳥獣保護管理事業計画書（令和元年 10月 11日変更）」（三重県、令和元年） 

「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査 第 2回」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「文化財」（津市 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「文化財課」（伊賀市 HP：閲覧：令和 2年 3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 2年 3月） 

                                                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（1999
～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 3月）、「令和元
年度鳥獣保護区等位置図」（三重県、令和元年）、 
「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省国土政策局国
土情報課 HP、閲覧：令和 2 年 3 月）、「自然環境 Web-GIS 特
定植物群落調査 第 2回」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 3月）、
「文化財課」（伊賀市 HP：閲覧：令和 2年 3 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 2 年
3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  

「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 2年 3月）、「室生赤
目青山国定公園図」（三重県 HP、閲覧：令和 2年 3月）、 
「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省国土政策局国
土情報課 HP、閲覧：令和 2年 3月）、「自然環境 Web-GIS 特定
植物群落調査 第 2回」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 3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文献その他の資料から抽出した重要な自然環境のまとまりの場と事業実施

想定区域との位置関係を整理した。 

 
(2)予測地域 

事業実施想定区域とした。 

 

(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(1)及び(2)、影響の

予測結果は表 4.3-25 のとおりである。 

 

表 4.3-25 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 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、影響が生じる可能性があると予測する。 

2 自然公園 室生赤目青山公園 
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、影響が生じる可能性があると予測する。 

3 保安林  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、影響が生じる可能性があると予測する。 

4 鳥獣保護区 
津市白山町四季の里鳥獣保

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。 

5 特定植物群落 青山高原ツツジ群落 
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、影響が生じる可能性があると予測する。 

6 天然記念物 奥山愛宕神社のブナ原生林 
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。 

7 

生物多様性保全の

鍵になる重要な地

域（KBA） 

(選定基準：危険性) 

吉野熊野 

事業実施想定区域に含まれ、生物多様性の保全の鍵になる重

要な地域の一部が直接改変される可能性があることから、影

響が生じる可能性があると予測する。 

「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 2年 3月） 

「室生赤目青山国定公園」（奈良県 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「令和元年度三重県鳥獣保護区等位置図」（三重県、令和元年） 

「第 12次鳥獣保護管理事業計画書（令和元年 10月 11日変更）」（三重県、令和元年） 

「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査 第 2回」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「文化財」（津市 HP、閲覧：令和 2年 3月） 

「文化財課」（伊賀市 HP：閲覧：令和 2年 3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 2年 3月） 

                                                より作成 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、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、鳥獣保護区、天然記念物については、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く、重大な影響はないと評価する。 

一方、室生赤目青山国定公園、植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林、特定植物群落、生

物多様性保全の鍵になる重要な地域（KBA）については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、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

込むことにより、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減が可能で

あると評価する。 

 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意し、

環境影響の回避又は低減を図る。 

・可能な限り既存道路を利用し、道路の拡幅面積を低減する。 

・自然植生や特定植物群落について、現地調査により植生の状況を把握する。 

・現地調査により注目すべき生息地や重要な群落などの重要な自然環境のまとまりの場への影

響の程度を適切に予測し、必要に応じて風力発電機の配置等の詳細設計や環境保全措置を検

討する。 

・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、必要最低限の改変

にとどめるよう検討する。 

・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、生息・生育環

境への影響の低減を図る。 
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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主要な眺望点を抽出した。 

・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。 

・不特定かつ多数の者が利用す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 140m）が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲（約

8.1km）を目安とした。 

また、地形的に不可視であっても、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は抽出した。 

主要な眺望点は表 4.3-26 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。 

なお、主要な眺望点の主要な眺望方向は HP等公的な情報源において、眺望方向や眺望対象が

紹介されている場合はその方向を図示し、紹介のない場合は眺望方向を図示していない。 

 
②  景観資源 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、景観資源を抽出した。景観資源は表 4.3-27のとおりで

あり、その位置は図 4.3-8のとおりである。 

 
③  主要な眺望景観 

主要な眺望景観（主要な眺望点から景観資源を眺望する景観）の状況は図 4.3-9 のとおりで

ある。 
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表 4.3-26 主要な眺望点 

番号 眺望点 概 要 

① 新大仏寺 
室生赤目青山国定公園の園地に指定されている鎌倉時代に開かれた

お寺。境内には多くの重要文化財や芭蕉の句碑がある。 

② 桂畑 
桂畑の田園と付近の集落が見渡せる場所として、三重県景観計画の

景観形成基準の「主要な視点場」に指定されている。 

③ 東青山四季のさと 

近鉄大阪線の東青山駅前に広がる公園。ローラー滑り台、木製遊具、

昆虫観察ステーション、トンボ池、ハイキングコースがあり、多くの

人で賑わう。 

④ 青山高原（三角点） 

室生赤目青山国定公園の中心にあり、園地に指定されている標高

756m の高原。三角点は三重県景観計画の景観形成基準の「主要な視

点場」に指定されている。三角点からは津市の街並みや周辺の山並

み、伊勢湾、知多半島などが見渡せる。 

⑤ 笠取山 

室生赤目青山国定公園の園地に指定されている山。青山高原から笠

取山はなだらかな草原地帯が続き、山頂からは西に伊賀盆地、東に伊

勢湾、遠くに知多半島が見渡せる。 

注：表中の番号は図 4.3-7 の番号に対応している。 

「観光三重」（公益社団 三重県観光連盟 HP） 

「伊賀ぶらり旅」（伊賀市産業振興部観光戦略課 HP） 

「レッ津ゴー旅ガイド」（（一社）津市観光協会 （津駅前観光案内所）HP） 

「景観法・三重県景観づくり条例・三重県景観計画」、「視点場」（三重県 HP） 

（各 HP 閲覧：令和 2年 3 月）                   より作成 
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図 4.3-7 主要な眺望点及び眺望方向  

注：1．図に示す情報の出典及び図中番号は表 4.3-26
と同様である。 

2.公的な HP、パンフレットの記載等から、特定の眺
望方向が明確でない地点には矢印を付記してい
ない。 
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表 4.3-27 景観資源 

区 分 名 称 

非火山性高原 
青山高原 

布引高原 

非火山性孤峰 

摺鉢山 

経ヶ峰 

長谷山 

峡谷・渓谷 

門前ヶ淵 

馬野渓谷 

谷峪川渓谷 

瀬戸ヶ淵 

家城ライン 

中ノ瀬峡 

甌穴群 家城の甌穴群 

滝 

小野平の滝 

二位の滝 

三宝の滝 

白藤の滝 

大滝 

布引の滝 

（無名滝） 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」 

（環境庁、平成元年）         より作成 
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図 4.3-8 景観資源の状況  

注：図に示す情報の出典は表 4.3-27 と同様である。 
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図 4.3-9 主要な眺望景観  

注：1．図に示す眺望点の出典は表 4.3-26 と同様で
ある。 

2．図に示す景観資源の出典は表 4.3-27 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設置予定範囲の位置関係を基に、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、風力発電機の高さは地上 140mとし、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 

主要な眺望点と風力発電機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、風力発電機の高さは地上 140m とし、風力発電機が主要な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 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域に含まれないため直接的な改変は生じないと予

測する。 

景観資源については、「青山高原」は事業実施想定区域に含まれていることから、一部直接的

な改変が生じると予測する。 

 

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及び風力発電機が介在する可能性については、図 4.3-9及び表 4.3-28

のとおりである。 

 

表 4.3-28 主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性 

 

b. 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

可視領域は、図 4.3-10のとおりであり、「①新大仏寺」及び「②桂畑」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。  

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 新大仏寺 青山高原、馬野渓谷、瀬戸ヶ淵、家城ライン、家城の甌穴群、布引の滝、（無名滝） 

② 桂畑 青山高原 

③ 東青山四季のさと 青山高原、馬野渓谷、二位の滝、三宝の滝、白藤の滝、 

④ 青山高原（三角点） 青山高原、門前ヶ淵、馬野渓谷 

⑤ 笠取山 
青山高原、布引高原、馬野渓谷、瀬戸ヶ淵、家城ライン、家城の甌穴群、布引の

滝、（無名滝） 
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図 4.3-10 主要な眺望点の周囲の可視領域  

注：図に示す眺望点の出典及び図中番号は表 4.3-26
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表 4.3-29のとおりである。 

風力発電機設置予定範囲に最も近い「⑤笠取山」までの距離は約 1.9㎞で、風力発電機の見

えの大きさ（垂直視野角）は約 4.1度である。 

 

表 4.3-29 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

番号 主要な眺望点 

主要な眺望点から 

風力発電機設置予定範囲の 

最寄り地点までの距離 

(km） 

最寄の風力発電機の 

見えの大きさ 

(垂直視野角) 

(度) 

① 新大仏寺 約 6.0 約 1.3 

② 桂畑 約 5.2 約 1.6 

③ 東青山四季のさと 約 4.3 約 1.9 

④ 青山高原（三角点） 約 2.3 約 3.6 

⑤ 笠取山 約 1.9 約 4.1 

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、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た。 
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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 4.3-30 及び図 4.3-11 のとおりであ

る。 

 

表 4.3-30 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 比較的細部まで良く見えるようになり、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）。架線も良く見えるように

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なり、圧迫感も強くなる。 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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、重大な環境影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減され

ているかを評価した。 

 

(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 

主要な眺望点については、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。 

景観資源のうち、「青山高原」以外については、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。 

「青山高原」については事業実施想定区域に含まれているため、影響を受ける可能性がある

が、今後の環境影響評価手続き及び詳細設定において、以下に示す事項に留意することにより

重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

・改変面積を最小限にとどめる。 

・土地の改変により生じた切盛法面は必要に応じて散布吹付工などによる早期緑化を行い、

修景を図る。 

 

②  主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観に影響を及ぼす可能性はあるが、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、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

・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。 
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4.3.7 人と自然との触れ合いの活動の場 

1. 調 査 

(1)調査手法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況について、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 4.3-12の範囲）とした。 

 
(3)調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場は、表 4.3-31

及び図 4.3-12のとおりである。 

 

表 4.3-31 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

名 称 
想定する 

主な活動 
概 要 

青山高原 
自然観賞 

散策 

室生赤目青山国定公園の一角を成す高原。三角点の標高は約 756m で、

見晴台からは伊勢湾や知多半島、青山高原ウインドファームの風車を

見渡すことが出来る。また、周辺には東海自然歩道やハイキングコース

が整備され、春にはツツジ、秋にはススキを見ることが出来る。 

東海自然歩道 
自然観賞 

散策 

東海自然歩道は、東京「明治の森高尾国定公園」から大阪「明治の森箕

面国定公園」までを結ぶ 1 都 2 府 8 県に及ぶ全長 1697.2km の自然歩

道。本事業の対象事業実施区域及びその周辺には、東海自然歩道の厳選

コース間を結ぶ「新大仏寺から曽爾高原まで」が通過している。 

馬野渓谷 
自然観賞 

釣り 

広瀬から川の支流にそって流れをさかのぼり、奥馬野の集落が見え隠

れするあたりに位置する渓谷。知る人ぞ知るアマゴ釣りのメッカとな

っている。 

東青山四季のさと 
自然観賞 

散策 

近鉄大阪線の東青山駅前に広がる公園。花や野草、太古の地層を観察出

来るほか、リス･野ウサギ･たぬき･ムササビ等の小動物とも出会える。

春には約 300 本のサクラや、3万本近くあるヒラド、キリシマ等のツツ

ジを見ることができる。 
 

「津ぅ rip」（津市役所 HP） 

「レッ津ゴー旅ガイド」（津市観光協会 HP） 

「伊賀ぶらり旅」（伊賀市役所 HP） 

「伊賀を発見」（伊賀上野観光協会 HP） 

「観光三重」（三重県観光連盟 HP） 

「室生赤目青山国定公園」（三重県 HP） 

「NATS 自然大好きクラブ」（環境省自然環境局国立公園課 HP） 

「東海自然歩道」（東海自然歩道連絡協会 HP） 

（各 HP 閲覧：令和 2年 1 月）             より作成 
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図 4.3-12 主要な人と自然との触れ合いの活動の場  

注：1.図に示す情報の出典は、表 4.3-31 と同様で

ある。 

2.「青山高原」及び「東青山四季のさと」は、

その範囲を代表する点で示している。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、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)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

表 4.3-31及び図 4.3-12に示した主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、「青山高原」、

「東海自然歩道」については事業実施想定区域と重複することから、一部に直接的な改変が生じ

る可能性があると予測する。 

その他の地点については事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じないと予測する。 

 

3. 評 価 

(1)評価手法 

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され、又は低減されてい

るかを評価した。 

 
(2)評価結果 

「青山高原」、「東海自然歩道」以外の地点については、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。 

「青山高原」、「東海自然歩道」については、一部に直接的な改変が生じる可能性があり、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むことにより、重大な

環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減が可能であると評価する。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意し、環

境影響の回避又は低減を図る。 

・改変面積は最小限にとどめる。 

・土地の改変により生じた切盛法面は必要に応じて散布吹付工などによる早期緑化を行い、修

景を図る。 

・「青山高原」、「東海自然歩道」をはじめとする対象事業実施区域及びその周囲の主要な人と自

然との触れ合いの活動の場について、その活動範囲や利用環境、利用状況等の現況調査を実施

し、今後の事業計画を検討する際はそれらの結果を踏まえるとともに、必要に応じて環境保全

措置を検討する。 
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