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北海道横断自動車道網走線の陸別町付近では平成１８年から猛禽類や底生動物、希少植物等に対す

る環境調査を実施し、自主的な環境影響評価検討書を取りまとめ、事業の進捗に伴い各種保全対策を

実施してきた。平成２９年１０月９日、陸別小利別ＩＣ～訓子府ＩＣ間が開通し、それから１年が経

過したことから、本論文では工事前から現在に至る迄の環境調査の状況及び事業による影響評価につ

いて報告するとともに、調査を通じた足寄道路事務所での取り組みについて紹介する。 
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はじめに 

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽

市、夕張市、清水町、本別町等を経由して根室市及び網

走市へ至る延長６９４kmの高速自動車国道である。この

うち足寄～北見間は、高速ネットワークの拡充によるオ

ホーツク圏と道央・十勝圏の連絡機能強化を図り、地域

間交流の活性化及び物流の効率化等の支援を目的とした

７９kmの事業である（図－１）。 

足寄～北見間は、昭和６３年１１月に「北海道横断自

動車道北見線（本別町～訓子府町間）」として閣議決定

要綱に基づいて環境影響評価書が作成されている。その

後、環境影響評価法（平成１１年）の施行、平成１８年

及び平成１９年の現地調査結果、事業計画の見直しを踏

まえ自主的な環境影響評価検討書の作成を行っている。 

本文では、平成２９年に供用を開始した陸別小利別Ｉ

Ｃ～訓子府ＩＣのうち、陸別町で行われた環境調査・保

全対策結果、取り組みについて報告する。 

 

1. 環境調査及び保全対策の概要 

検討書において影響が予測され、現地で調査・保全措

置実施した項目について表-1に、それぞれの調査状況や

保全措置を以下に示す。 
(1) 水質 

図-1 事業箇所図 

表-1 各項目における保全措置 

影響有無 環境保全措置

有り 濁水防止

鳥類 有り 保全区域の設定等

両生類・

は虫類

昆虫類 有り 食草の種子採取・播種

底生動物 有り 個体の移植

有り 個体の移植

要素

水質

動物
有り 卵嚢の移植

植物



Kai Chiba, Terumasa Sawada, Jun Kaizuka 

事業実施区域周辺を流れる利別川支川(写真-1)切り替

え工事の際、本川への濁水流出が懸念された。そのため、

掘削面をシート養生し濁水の発生を抑えるとともに、モ

ニタリングのため工事区間から下流域における水質調査

を実施している。 

(2) 鳥類（猛禽類） 

現地調査の結果、７科１２種の重要種（オオタカ、ハ

イタカ、オオジシギ等）が確認された。確認種のうち、

特にハイタカ（写真-2）については、近傍で営巣が確認

されたため、工事の実施が本種の営巣に影響を与える可

能性が予測された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そのため工事中、営巣地が工事箇所近傍（0～400m）

であった際は、以下の環境保全措置を実施している。  
・営巣地から250m以内の工事を延期 
・営巣地近傍通過車両への注意喚起（写真-3） 
・工事モニタリングの実施 
・眺望分析による視認性の確認 
・営巣地での工事騒音を確認(写真-3) 
また、生息環境の維持について評価を行うため、各猛

禽類の営巣適地を判断するための項目（選定基準）ごと

に、文献資料や現地調査から得た営巣適地要素に該当す

るグリッドに得点を与え、各選定基準の得点を種ごとに

総和したポテンシャルマップの作成や、餌資源量の増減

などの調査を行った。 

 

(3) 両生類・は虫類 

現地調査の結果、両生類１科１種の重要種（エゾサン

ショウウオ）が確認された。本種については、工事によ

る改変域に位置する産卵箇所の卵嚢及び、工事により設

置済みの集水枡や側溝等の個体の脱出が困難な箇所の卵

嚢及び成体が確認されたことから非改変域への移植を行

っている（写真-4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 昆虫類 

現地調査の結果、１８科２４種の重要種（ケマダラカ

ミキリ、エゾクロバエ、ゴマシジミ等）が確認された。

そのうち、４種（カラフトタカネキマダラセセリ（写真

-5）、シロオビヒメヒカゲ（写真-5）、カラフトヒョウ

モン、ゴマシジミ）については、食草が改変により影響

を受け、昆虫類の個体群の維持に影響を与える予測され

た。そのため、これらの食草については、種子を採取し、

法面へ播種および個体の移植を実施している。 
 
 
 
 
 
 

写真-1 利別川支川（工事区間）の調査状況 

写真-3 工事用道路に設置された注意喚起看板（左） 

    工事騒音のモニタリング（右） 

写真-4 集水枡に産卵した事例(左)と採取された卵嚢（右） 

写真-5 確認されたｼﾛｵﾋ ﾋ゙ﾒﾋｶｹ (゙左)と 

ｶﾗﾌﾄﾀｶﾈｷﾏﾀ゙ ﾗｾﾘ(右) 

写真-2 調査状況(左上)、確認されたハイタカ(右上) 

  近傍に確認された繁殖巣(左下)、巣下の糞(右下) 
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(5) 底生動物 

現地調査の結果、３科３種の重要種が確認された。そ

のうちニホンザリガニについては、工事により生息地が

改変されることから工事の進捗に併せて、改変域に位置

する６沢の個体を上流部または非改変域の４沢への移植

を実施している。 

 

(6) 植物 

現地調査の結果、２０科３７種の重要種が確認された。

そのうち１０科１７種（ホザキシモツケ、キタミフクジ

ュソウ、カラフトイバラ等）については、生育地が改変

される可能性が予測された。そのため、工事の進捗に併

せて個体の移植を実施している。 
 

2. 陸別町における保全対策結果 

以下に各項目におけるこれまでの保全対策の結果を

示す。 

(1)水質 

表-2に水質調査結果を示す。工事中は工事箇所近傍に

おいてＳＳや濁度の上昇が見られたが、下流域では対策

や自然希釈により基準値以内に収まっていることから、

濁水による影響は支川内の工事箇所近傍に留まるもので

あり、利別川本川に与える影響は軽微であることが確認

された。 
 
 

 

 

 

 

(2)鳥類（猛禽類） 

工事中及び供用後の調査において、毎年ハイタカの飛

翔が見られ、工事箇所近傍であっても複数年でハイタカ

の営巣が確認されいずれの年でも繁殖が成功しているこ

とが確認された。 
また、陸別小利別ＩＣ～訓子府ＩＣ供用から１年目に

モニタリング調査として周辺のハイタカの生息・繁殖状

況の把握を実施したところ、本線から約６５０mの位置

（平成２８・２９年営巣確認箇所周辺）において営巣を

確認することができた。 
有識者からの助言に基づき生息環境の変化を把握する

ために実施した餌資源の推移を図-2に示す。猛禽類の餌

となりえる小型の鳥類（ハト大（33㎝以下））の確認数

を調べたところ、工事中、供用後において極端な増減は

見られなかった。 
また、林相や立木密度、樹高などから営巣適地の評価

を行うポテンシャルマップ（図-3）を作成したところ、

周辺には営巣適地が広く分布していることが判明した。 
以上により、事業後も鳥類の生息環境は維持されてい

ることが確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）両生類・は虫類 

移植地は工事による非改変域且つ移植前の環境に近い

箇所を選定し実施している（写真-6左）。その後のモニ

タリング調査では幼生の生息が確認された(写真-6右)。 

 
 

（4）昆虫類 

工事中において、影響を受けると予測された昆虫の重

要種の食草（スミレ科植物（フイリミヤマスミレ等）、

ナガボノワレモコウ、イワノガリヤス）について、改変

区域で種子および個体の採取を行い、造成済み法面の周

辺に播種および移植を実施した（写真-7）。 
移植後のモニタリング調査において移植を実施した全

ての種について移植地での生育、種の結実が確認された。 

図-2 餌資源量の変化 

表-2 利別川本川における水質調査結果 

図-3 陸別町付近のポテンシャルマップ 

写真-6 移植地(左)と確認された幼生(右) 

工事前 工事中
（工事区間下流）

基準等

SS（mg/L） 2 7 河川環境基準A分類 SS=25mg/以下

濁度（度） 1 2.7
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(5）底生動物 

移植に当たっては、移植先での移植個体の新たな生息

空間を創出するために、礫や枝の投入を行い、その下に

個体を移植している（写真-8）。移植後に行ったモニタ

リングにおいて、移植地での生息が確認された。 

(6)植物 

主な植物の移植後の生育状況を表-3に示す。移植後の

モニタリングの結果、種によるバラツキは見られるもの

の全体的には8割程度の生存率を示している。 

以上、陸別町付近における調査や環境保全措置の効

果・結果について紹介してきたが、これらの内容につい

ては各部門の有識者から意見や指導を頂きつつ実施と確

認・評価を行っており、これまでのモニタリング結果か

ら各保全対策の有効性について評価を得ている。 
 

3. 環境調査を通じた取り組み 

足寄道路事務所では、環境調査の目的や環境保全の重

要性への理解を深めるため、職員を対象とした環境勉強

会や工事受注者に対しての講習を行ってきた。 

環境勉強会では特に若手職員に実際の環境調査の体験

を通して、自然を身近に感じてもらうとともに、環境保

全の意味や重要性を学ぶ場として実施している(写真-9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、工事受注者に対しては定期的に開催される工事

安全連絡協議会の中で、希少動植物の基礎的な知識の他、

工事中における留意点、外来植物の駆除についての実務

講習などを行い意識向上に努めている（写真-10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. おわりに 

平成２９年に供用を開始した陸別小利別ＩＣ～訓子府

ＩＣ間は事前・事後の環境調査や保全対策により事業に

よる環境への影響を抑えることができたと考えている。

北海道横断自動車道網走線については現在、陸別ＩＣ

（仮）～陸別小利別ＩＣ間の工事が行われているが、こ

れまでの知見を踏まえ効果的・効率的な環境調査・対策

を行い、引き続き環境保全に配慮し事業を進めたいと考

えている。 

移植後

生存数

カラフトイバラ 48 38 79%

キタミフクジュソウ 107 93 87%

ネムロブシダマ 3 3 100%

ホザキシモツケ 15 38 253%

b キタミフクジュソウ 268 205 76%

カラフトイバラ 15 15 100%

クシロワチガイソウ 33 25 76%

ホザキシモツケ 35 33 94%

ホソバツルリンドウ 4 0 0%

エゾハリスゲ 3 2 67%

クロユリ 34 277 815%

e ホザキシモツケ 38 37 97%

f エゾムグラ 380 27 7%

カラフトイバラ 16 13 81%

サンザシsp. 1 1 100%

ホザキシモツケ 102 100 98%

h ホソバツルリンドウ 9 0 0%

チドリケマン 30 9 30%

エゾヒョウタンボク 1 1 100%

キタミフクジュソウ 154 124 81%

カラフトイバラ 23 23 100%
j

移植地 種名 移植数

a

生存率

c

d

g

i

写真-7 食草（フイリミヤマスミレ）の移植状況 

種植直後（左）、種植から１年後（右） 

写真-8 ニホンザリガニ移植地の状況 

枝や礫による隠れ家の創出 
写真-9 若手職員による環境調査実務体験の様子 

写真-10 工事受注者とのオオハンゴンソウ駆除 

表-3 移植後の植物の生存率 


