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8.7 生物・生態系 

8.7-1 現況調査 

 (1) 調査事項 

工事の施行及び工事の完了後における計画道路の存在により、生物・生態系への影響を及ぼすお

それがあることから、計画道路及びその周辺について、以下の調査項目を選定した。 

 

1) 生物 

１.陸上植物の状況 

２.陸上動物の状況 

３.水生生物の状況 

４.生息（育）環境 

５.緑の量 

６.法令による基準等 

 

2) 生態系 

１.陸水域生態系の状況 

２.法令による基準等 

 

 (2) 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が陸上植物、

陸上動物、水生生物、生息(育)環境及び生態系に影響を及ぼすと予想される地域とし、計画道路及

びその周辺とした。 
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 (3) 調査方法 

1) 生物 

① 陸上植物の状況 

 (a) 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における陸上植物の状況は、表 8.7.1に示す既存資料を収集・整理し

た。 

 

表 8.7.1 使用した主な資料（陸上植物） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

陸上植物の状況 

・植物種 

・植物群落 

・「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和３年４月

23日法律第22号） 

・「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日法律第37号） 

・「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成12年東京都条

例第216号、最終改正：平成27年３月31日東京都条例第67号） 

・「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（平成４年条約

第７号及び外務省告示第460号） 

・「環境省レッドリスト」（環境省） 

・「レッドデータブック」（環境省） 

・「自然環境基礎調査 植生調査・特定植物群落調査・巨樹・巨木林フ

ォローアップ調査情報（自然環境調査Web-GIS）」（環境省） 

・「生物多様性の観点から重要度の高い湿地（重要湿地）」（環境省） 

・「東京都レッドリスト」（東京都） 

・「レッドデータブック東京」（東京都） 

・「東京都保全地域の指定状況」（東京都） 

・「日野市史 通史編」（日野市） 

・「ひの生きものプラン～日野市生物多様性地域戦略～」（日野市） 

・「斜面緑地保全区域指定箇所一覧表」（八王子市） 

・「新八王子市史自然調査報告書 八王子市動植物目録」（八王子市） 

・「植物群落レッドデータ･ブック」（（財）日本自然保護協会･（財）

世界自然保護基金日本委員会） 

最新の資料を

参考とした。 

 

 (b) 現地調査 

  a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査時期は表 8.7.2に、調査範囲・地点は図 8.7.1に示すとおりである。 

調査時期は、陸上植物の生育状況の把握や種の同定に適した時期とした。 

調査範囲は、植物種については計画道路端から約 100mの範囲とした。植物群落については計

画道路端から約 250mの範囲とし、調査地点を選定した。 

 

表 8.7.2 現地調査の調査時期（陸上植物） 

分類群 調査時期 調査実施日 

植物種 早春季 令和３年４月７日 

春季 令和２年５月 11 日 

夏季 令和２年８月３日 

秋季 令和２年 10 月 21 日 

植物群落 夏季 令和２年８月 27 日 

秋季 令和２年 11 月５日 
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  b) 調査方法 

調査方法は、表 8.7.3に示すとおりである。 

陸上植物の調査は、「技術指針」に基づき、直接観察及び採取、植物社会学的方法による植生

調査等の方法により行った。なお、現地調査にあたっては、確認種・群落のリスト等を作成す

るとともに、注目される種の確認地点、生育環境等を記録した。 

 

表 8.7.3 現地調査の調査方法（陸上植物） 

項目 調査方法 

植物種 
直接観察及び採取により植物種（シダ植物以上の高等植物）のリスト等を作成し

た。注目される種の確認地点、生育環境等を記録した。 

植物群落 

群落毎に１～２地点程度の調査地点を選択し、植物社会学的方法による植生調査

を実施した。注目される群落については、その位置や自然度を記録する。現地踏

査、空中写真の判読及び既存資料の整理により、植生図を作成した。 

 

② 陸上動物の状況 

 (a) 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における陸上動物の状況は、表 8.7.4に示す既存資料を収集・整理し

た。 

 

表 8.7.4 使用した主な資料（陸上動物） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

陸上動物の状況 

・哺乳類、鳥類、

は虫類及び両生

類 

・昆虫類 

・「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和３年４月

23日法律第22号） 

・「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１年６月14日法律第37号） 

・「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成12年東京都条

例第216号、最終改正：平成27年３月31日東京都条例第67号） 

・「環境省レッドリスト」（環境省） 

・「レッドデータブック」（環境省） 

・「自然環境基礎調査 すぐれた自然調査・動物分布調査・種の多様性

調査情報（自然環境調査Web-GIS）」（環境省） 

・「東京都レッドリスト」（東京都） 

・「レッドデータブック東京」（東京都） 

・「日野市史 通史編」（日野市） 

・「ひの生きものプラン～日野市生物多様性地域戦略～」（日野市） 

・「新八王子市史自然調査報告書 八王子市動植物目録」（八王子市） 

最新の資料を

参考とした。 

 

 (b) 現地調査 

  a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査時期は表 8.7.5に、調査範囲・地点は図 8.7.2に示すとおりである。 

調査時期は、陸上動物の生息状況の把握や種の同定に適した時期とした。 

調査範囲は、計画道路端から約 250ｍの範囲を対象とし、トラップの設置位置は樹林や耕作

地等の緑地が存在する場所で代表的な地点を選定した。ただし、行動圏が特に広い動物を対象

とする場合には、必要に応じ適宜拡大した。 
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表 8.7.5 現地調査の調査時期（陸上動物） 

分類群 調査時期 調査実施日 

哺乳類 

春季 

【直接観察及びフィールドサイン法、トラップによる捕獲】 

令和２年４月 23 日～４月 24 日 

【自動撮影装置の設置】 

令和２年４月 23 日～５月 20 日 

夏季 

【直接観察及びフィールドサイン法、トラップによる捕獲】 

令和２年８月 10 日～８月 11 日 

【自動撮影装置の設置】 

令和２年８月 10 日～９月 11 日 

秋季 

【直接観察及びフィールドサイン法、トラップによる捕獲】 

令和２年 11 月５日～11 月６日 

【自動撮影装置の設置】 

令和２年 10 月 15 日～11 月６日 

冬季 

【直接観察及びフィールドサイン法、トラップによる捕獲】 

令和３年１月 25 日～１月 26 日 

【自動撮影装置の設置】 

令和３年１月 25 日～２月 25 日 

哺乳類 

（コウモリ類） 

春季 令和２年４月 23 日 

夏季 令和２年８月 10 日 

秋季 令和２年 11 月５日 

鳥類 春季 令和２年４月 24 日 

夏季 令和２年６月 16 日 

秋季 令和２年９月 30 日 

冬季 令和３年１月 13 日 

鳥類 

（猛禽類） 

令和２年 令和２年２月 12 日～13 日 

令和２年３月 26 日～27 日 

令和２年４月 20 日～21 日 

令和２年５月 21 日～22 日 

令和２年６月 29 日～30 日 

令和２年７月 27 日～28 日 

令和３年 令和３年２月 25 日～26 日 

令和３年３月 29 日～30 日 

令和３年４月 22 日～23 日 

令和３年５月 24 日～25 日 

令和３年６月 14 日～15 日 

令和３年７月 29 日～30 日 

は虫類及び 

両生類 

早春季 令和３年３月１日～２日 

春季 令和２年４月 23 日～24 日 

夏季 令和２年８月 10 日～11 日 

秋季 令和２年 11 月５日～６日 

昆虫類 春季 令和２年５月 25 日～26 日 

夏季 令和２年８月３日～４日 

秋季 令和２年 10 月 15 日～16 日 
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  b) 調査方法 

調査方法は、表 8.7.6に示すとおりである。 

陸上動物の調査は、「技術指針」に基づき、直接観察及び採取、ラインセンサス法等の方法に

より行った。なお、現地調査にあたっては、確認種のリスト等を作成するとともに、注目され

る種の確認地点、生息環境等を記録した。 

 

表 8.7.6 現地調査の調査方法（陸上動物） 

分類群 調査方法 

哺乳類 
・直接観察及びフィールドサイン法（自動撮影装置の設置を含む） 

・トラップによる捕獲 

哺乳類（コウモリ類） ・バットディテクター 

鳥類 
・ラインセンサス法 

・直接観察 

鳥類（猛禽類） ・定点観察法 

は虫類及び両生類 ・直接観察及び採取 

昆虫類 

・直接観察及び採取（ビーティング法、スィーピング法） 

・ライトトラップ法 

・ベイトトラップ法 

 

③ 水生生物の状況 

 (a) 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における水生生物の状況については、表 8.7.7 に示す既存資料を収

集・整理した。 

 

表 8.7.7 使用した主な資料（水生生物） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

水生生物の状況 

・大型水生植物 

・付着藻類 

・水生動物 

・「文化財保護法」（昭和25年法律第214号、最終改正：令和３年４

月23日法律第22号） 

・「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１年６月14日法律第37号） 

・「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成12年東京

都条例第216号、最終改正：平成27年３月31日東京都条例第67号） 

・「環境省レッドリスト」（環境省） 

・「レッドデータブック」（環境省） 

・「自然環境基礎調査 すぐれた自然調査・動物分布調査・種の多

様性調査情報（自然環境調査Web-GIS）」（環境省） 

・「東京都レッドリスト」（東京都） 

・「レッドデータブック東京」（東京都） 

・「日野市史 通史編」（日野市） 

・「ひの生きものプラン～日野市生物多様性地域戦略～」（日野市） 

・「日野市水生生物調査 調査報告書」（日野市） 

・「新八王子市史自然調査報告書 八王子市動植物目録」（八王子市） 

・「八王子市16河川生物調査」（八王子市） 

最新の資料を

参考とした。 
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 (b) 現地調査 

  a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査時期は表 8.7.8に、調査範囲は図 8.7.2に示すとおりである。 

調査時期は、水生生物の生息（育）状況の把握や種の同定に適した時期とした。 

調査範囲は、計画道路と交差する浅川、川北用水について、計画道路端から約 250mの範囲を

対象とし、トラップの設置位置は、それぞれの範囲で底質や水生植物が繁茂する等生物の生息

（育）基盤が存在する場所で代表的な地点を選定した。 

 

表 8.7.8 現地調査の調査時期（水生生物） 

分類群 調査時期 調査実施日 

大型水生植物 早春季 令和３年４月７日 

春季 令和２年５月 11 日 

夏季 令和２年８月３日 

秋季 令和３年 10 月 21 日 

付着藻類 春季 令和２年５月 18 日～19 日 

夏季 令和２年８月 27 日～28 日 

秋季 令和２年 10 月 12 日～13 日 

水生動物 

（魚類等の遊泳動物） 

春季 令和２年５月 18 日～19 日 

夏季 令和２年８月 27 日～28 日 

秋季 令和２年 10 月 12 日～13 日 

水生動物（底生動物） 春季 令和２年５月 18 日～19 日 

夏季 令和２年８月 27 日～28 日 

秋季 令和２年 10 月 12 日～13 日 

冬季 令和３年３月１日～２日 

 

  b) 調査方法 

調査方法は、表 8.7.9に示すとおりである。 

水生生物の調査は、「技術指針」に基づき、直接観察及び採取、コドラート法等の方法により

行った。なお、現地調査にあたっては、確認種のリスト等を作成するとともに、注目される種

の確認地点、生息（育）環境等を記録した。 

 

表 8.7.9 現地調査の調査方法（水生生物） 

分類群 調査方法 

大型水生植物 ・直接観察及び採取 

付着藻類 ・コドラート法 

水生動物（魚類等の遊泳動物） 
・直接観察及び採取 

・トラップ等による採取 

水生動物（底生動物） ・直接観察及び採取 
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④ 生息（育）環境 

 (a) 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における生息（育）環境については、表 8.7.10 に示す既存資料を収

集・整理した。 

 

表 8.7.10 使用した主な資料（生息（育）環境） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

生息（育）環境 

・地形、地質、土壌、

地下水等の状況 

・気温、風向、風速、

日照時間、日射量、

降水量等の気象の

状況 

・大気汚染等の状況 

・微気候及び植物群 

落の構造特徴 

・地域社会とのつな 

がり  

・「地形図」（国土地理院） 

・「東京都総合地盤図（Ⅱ）」（東京都） 

・「地形分類図（八王子・藤沢・上野原）」（東京都） 

・「表層地質図（八王子・藤沢・上野原）」（東京都） 

・「土壌図（八王子・藤沢・上野原）」（東京都） 

・「気象統計情報」（気象庁） 

・「東京都自動車排出ガス測定局（自排局）の測定結果」（東京都） 

・「大気汚染常時監視測定結果」（八王子市） 

・「自然環境基礎調査 植生調査・特定植物群落調査・巨樹・巨木

林フォローアップ調査情報（自然環境調査Web-GIS）」（環境省） 

・「東京都保全地域の指定状況」（東京都） 

・「日野市史 通史編」（日野市） 

・「ひの生きものプラン～日野市生物多様性地域戦略～」（日野市） 

・「斜面緑地保全区域指定箇所一覧表」（八王子市） 

・「新八王子市史 自然編」（八王子市） 

最新の資料を

参考とした。 

 

⑤ 緑の量 

 (a) 現地調査 

  a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査時期は、表 8.7.11に示すとおりである。 

調査時期は、緑被率及び緑の体積の把握に適した時期とした。 

調査範囲は、道路用地内とした。 

 

表 8.7.11 現地調査の調査時期（緑の量） 

調査事項 調査時期 調査実施日 

緑の量 夏季 令和２年８月 27 日 

秋季 令和２年 11 月５日 
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  b) 調査方法 

調査方法は、表 8.7.12に示すとおりである。 

緑の量の調査は、「技術指針」に基づき、緑被率及び緑の体積を求めることにより行った。 

 

表 8.7.12 現地調査の調査方法（緑の量） 

項目 調査方法 

緑の量 

緑被率については、植物群落の調査結果により作成する植生図を用いて求めた。 

緑の体積については、緑被面積に各植物群落の最上層を形成する植物の平均高を

乗じて求めた。 

 

⑥ 法令による基準等 

関係法令による基準等について整理した。 

 

2) 生態系 

① 陸水域生態系の状況 

 (a) 既存資料調査 

計画道路及びその周辺における陸水域生態系の状況については、「1）生物」の調査結果に基

づき整理した。 

 

 (b) 現地調査 

  a) 調査時期・期間及び調査範囲・地点 

調査時期は、「1）生物」の調査結果を用いるため「1)生物」と同様とした。 

調査範囲は、計画道路端から約 250mの範囲を対象とした。 

 

  b) 調査方法 

調査方法は、表 8.7.13に示すとおりである。 

陸域生態系の調査は、「技術指針」に基づき、「1）生物」の既存資料調査結果及び現地調査結

果を基本として行った。 

 

表 8.7.13 現地調査の調査方法（陸水域生態系） 

項目 調査方法 

生態系の機能及び構造 

「1）生物」の既存資料調査結果及び現地調査結果を基本とし、計画道路周辺

の緑の連続性を把握した。また、調査地域の生態系における共生・循環等の

概要を把握した。 

注目される種及び群集 
上位性、典型性、特殊性の視点から生態系を特徴づける生物種・群集に着目

し、事業による環境の変化が注目される種及び群集へ及ぼす影響を調査した。 

 

② 法令による基準等 

関係法令による基準等について整理した。 
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 (4) 調査結果 

1) 生物 

① 陸上植物の状況 

 (a) 既存資料調査 

  a) 植物種 

計画道路及びその周辺における植物種の状況は、表 8.7.14に示すとおりである。 

計画道路及びその周辺では、176 科 2,138 種の植物種について生育記録がある（資料編「第

７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの植物種について、表 8.7.16 の選定基準に基づき、注目される植物種の選定を行っ

た。その結果、注目される植物種として、表 8.7.15(1)～(6)に示す 105科 429種が選定された。 

 

表 8.7.14 確認された植物種の内訳（既存資料調査） 

分類 科種数 

シダ植物 21科 200種 

裸子植物 7科 20種 

被子植物 双子葉植物 離弁花類 89科 840種 

合弁花類 38科 542種 

単子葉植物 21科 536種 

合計 176科 2,138種 
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表 8.7.15(1) 注目される植物種の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

1 マツバラン科 マツバラン Psilotum nudum NT EN
2 ヒカゲノカズラ科 ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum CR
3 イワヒバ科 イヌカタヒバ Selaginella moellendorffii VU
4 タチクラマゴケ Selaginella nipponica VU
5 トクサ科 イヌスギナ Equisetum palustre CR
6 ハナヤスリ科 アカハナワラビ Botrychium nipponicum VU
7 ナガホノナツノハナワラビ Botrychium strictum EN
8 ナツノハナワラビ Botrychium virginianum VU
9 コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum VU
10 ハマハナヤスリ Ophioglossum thermale EN
11 ヒロハハナヤスリ Ophioglossum vulgatum EN
12 ゼンマイ科 ヤシャゼンマイ Osmunda lancea CR
13 ウラジロ科 コシダ Dicranopteris linearis EN
14 ウラジロ Gleichenia japonica NT
15 コバノイシカグマ科 コバノイシカグマ Dennstaedtia scabra VU
16 ホングウシダ科 ホラシノブ Sphenomeris chinensis EN
17 シノブ科 シノブ Davallia mariesii VU
18 ミズワラビ科 ヒメミズワラビ Ceratopteris gaudichaudii var.vulgaris CR
19 カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi EN
20 イノモトソウ科 アマクサシダ Pteris dispar EN
21 チャセンシダ科 トキワトラノオ Asplenium pekinense VU
22 クモノスシダ Asplenium ruprechtii EN
23 コタニワタリ Asplenium scolopendrium CR
24 クルマシダ Asplenium wrightii CR
25 シシガシラ科 シシガシラ Struthiopteris niponica NT
26 コモチシダ Woodwardia orientalis VU
27 オシダ科 オオカナワラビ Arachniodes amabilis EN
28 ホソバナライシダ Arachniodes borealis NT
29 ナンゴクナライシダ Arachniodes miqueliana NT
30 シノブカグマ Arachniodes mutica CR
31 オニカナワラビ Arachniodes simplicior var.major VU
32 イワヘゴ Dryopteris atrata VU
33 サイゴクベニシダ Dryopteris championii EN
34 オオクジャクシダ Dryopteris dickinsii CR
35 マルバベニシダ Dryopteris fuscipes EN
36 サクライカグマ Dryopteris gymnophylla EN
37 ギフベニシダ Dryopteris kinkiensis EN
38 エンシュウベニシダ Dryopteris medioxima CR
39 トウゴクシダ Dryopteris nipponensis NT
40 ナガバノイタチシダ Dryopteris sparsa VU
41 タニヘゴ Dryopteris tokyoensis CR
42 ヒメイタチシダ Dryopteris varia var.sacrosancta EN
43 アスカイノデ Polystichum fibrillosopaleaceum VU
44 ヒメカナワラビ Polystichum tsussimense EN
45 ヒメシダ科 コハシゴシダ Thelypteris glanduligera var.elatior VU
46 メシダ科 カラクサイヌワラビ Athyrium clivicola VU
47 サトメシダ Athyrium deltoidofrons CR
48 ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum VU
49 タニイヌワラビ Athyrium otophorum CR
50 セイタカシケシダ Deparia dimorphophylla NT
51 ムクゲシケシダ Deparia kiusiana EN
52 フモトシケシダ Deparia pseudoconilii NT
53 ハクモウイノデ Deparia pycnosora var.albosquamata NT
54 コヒロハシケシダ Deparia pseudoconilii var. subdeltoidofrons EN
55 ヒカゲワラビ Diplazium chinense CR
56 オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum VU
57 ヘラシダ Diplazium subsinuatum CR
58 ウラボシ科 サジラン Loxogramme duclouxii CR
59 クリハラン Neocheiropteris ensata DD
60 オシャグジデンダ Polypodium fauriei CR
61 サンショウモ科 サンショウモ Salvinia natans VU CR
62 アカウキクサ科 アカウキクサ Azolla imbricata EN
63 オオアカウキクサ Azolla japonica EN CR
64 ヤナギ科 ジャヤナギ Salix eriocarpa VU
65 シバヤナギ Salix japonica VU
66 コゴメヤナギ Salix serissaefolia VU
67 オオキツネヤナギ Salix futura CR
68 カバノキ科 ハンノキ Alnus japonica VU
69 ウダイカンバ Betula maximowicziana VU
70 シラカンバ Betula platyphylla var.japonica NT
71 ブナ科 ナラガシワ Quercus aliena EN
72 ニレ科 ハルニレ Ulmus japonica VU
73 イラクサ科 トキホコリ Elatostema densiflorum VU EN
74 ミズ Pilea hamaoi NT
75 ヤドリギ科 マツグミ Taxillus kaempferi VU

学名No. 科 種名
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表 8.7.15(2) 注目される植物種の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

76 タデ科 ナガバノヤノネグサ Persicaria breviochreata VU
77 サクラタデ Persicaria conspicua VU
78 ナデシコ科 ナンバンハコベ Cucubalus baccifer var.japonicus VU
79 カワラナデシコ Dianthus superbus var.longicalycinus EN
80 フシグロセンノウ Lychnis miqueliana EN
81 ワダソウ Pseudostellaria heterophylla EN
82 フシグロ Silene firma CR
83 アカザ科 カワラアカザ Chenopodium acuminatum var.vachelii DD
84 ヒユ科 ヤナギイノコヅチ Achyranthes longifolia EN
85 クスノキ科 カゴノキ Actinodaphne lancifolia VU
86 ニッケイ Cinnamomum sieboldii NT
87 キンポウゲ科 ツクバトリカブト Aconitum japonicum ssp.maritimum VU
88 アズマレイジンソウ Aconitum pterocaule EN
89 フクジュソウ Adonis ramosa CR
90 ニリンソウ Anemone flaccida NT
91 イチリンソウ Anemone nikoensis NT
92 アズマイチゲ Anemone raddeana VU
93 カザグルマ Clematis patens NT
94 シロバナカザグルマ Clematis patens f. leucantha CR
95 シロバナハンショウヅル Clematis williamsii VU
96 トウゴクサバノオ Dichocarpum trachyspermum EN
97 ミスミソウ Hepatica nobilis var.japonica NT EX
98 オキナグサ Pulsatilla cernua VU EX
99 バイカモ Ranunculus nipponicus var.submersus EX
100 シギンカラマツ Thalictrum actaefolium CR
101 メギ科 イカリソウ Epimedium grandiflorum var.thunbergianum EN
102 ツヅラフジ科 コウモリカズラ Menispermum dauricum EN
103 スイレン科 ジュンサイ Brasenia schreberi EW
104 コウホネ Nuphar japonicum VU
105 ヒツジグサ Nymphaea tetragona var.angusta EX
106 ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ Aristolochia debilis VU
107 オオバウマノスズクサ Aristolochia kaempferi NT
108 タマノカンアオイ Asarum tamaense VU VU
109 ランヨウアオイ Heterotropa blumei EN
110 オトギリソウ科 トモエソウ Hypericum ascyron EN
111 ミズオトギリ Triadenum japonicum CR
112 ケシ科 ヤマブキソウ Hylomecon japonicum VU
113 アブラナ科 ハタザオ Arabis glabra EN
114 タチタネツケバナ Cardamine flexuosa var.fallax NT
115 コンロンソウ Cardamine leucantha CR
116 イヌナズナ Draba nemorosa VU
117 コイヌガラシ Rorippa cantoniensis NT VU
118 マンサク科 トキワマンサク Loropetalum chinense EN
119 ベンケイソウ科 アズマツメクサ Tillaea aquatica NT EN
120 ユキノシタ科 ネコノメソウ Chrysosplenium grayanum NT
121 ウメバチソウ Parnassia palustris var.multiseta CR
122 タコノアシ Penthorum chinense NT NT
123 ヤブサンザシ Ribes fasciculatum CR
124 バラ科 ザイフリボク Amelanchier asiatica EX
125 ヤブザクラ Cerasus x subhirtella f. hisauchiana EN VU
126 タマノホシザクラ Cerasus tamaclivorum CR
127 ズミ Malus toringo EN
128 カワラサイコ Potentilla chinensis VU
129 ヒロハノカワラサイコ Potentilla nipponica VU EN
130 マメザクラ Prunus incisa NT
131 エドヒガン Prunus pendula f.ascendens EN
132 シロヤマブキ Rhodotypos scandens EN
133 マメ科 クサネム Aeschynomene indica EN
134 ホドイモ Apios fortunei VU
135 カワラケツメイ Chamaecrista nomame VU
136 タヌキマメ Crotalaria sessiliflora CR
137 ノアズキ Dunbaria villosa EX
138 レンリソウ Lathyrus quinquenervius EN
139 キハギ Lespedeza buergeri NT
140 イヌハギ Lespedeza tomentosa VU CR
141 マキエハギ Lespedeza virgata VU
142 クララ Sophora flavescens VU
143 ツルフジバカマ Vicia amoena EN
144 クサフジ Vicia cracca EX
145 ヨツバハギ Vicia nipponica EX
146 オオバクサフジ Vicia pseudoorobus EN
147 カタバミ科 カントウミヤマカタバミ Oxalis griffithii var.kantoensis NT
148 フウロソウ科 タチフウロ Geranium krameri CR
149 トウダイグサ科 ニシキソウ Euphorbia pseudochamaesyce NT
150 ヒトツバハギ Securinega suffruticosa var.japonica EN

科 種名 学名No.
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表 8.7.15(3) 注目される植物種の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

151 ミカン科 キハダ Phellodendron amurense VU
152 オオバキハダ Phellodendron amurense var.japonicum VU
153 ヒメハギ科 ヒメハギ Polygala japonica VU
154 ドクウツギ科 ドクウツギ Coriaria japonica CR
155 ニシキギ科 イワウメヅル Celastrus flagellaris EN
156 オオツルウメモドキ Celastrus stephanotifolius VU
157 クロウメモドキ科 クロツバラ Rhamnus davurica var.nipponica EX
158 クロウメモドキ Rhamnus japonica var.decipiens EN
159 シナノキ科 シナノキ Tilia japonica EN
160 ジンチョウゲ科 オニシバリ Daphne pseudomezereum NT
161 コガンピ Diplomorpha ganpi CR
162 スミレ科 イブキスミレ Viola mirabilis var.subglabra CR
163 ナガハシスミレ Viola rostrata var.japonica CR
164 シハイスミレ Viola violacea NT
165 ヒカゲスミレ Viola yezoensis NT
166 ミゾハコベ科 ミゾハコベ Elatine triandra var.pedicellata CR
167 ウリ科 ゴキヅル Actinostemma lobatum CR
168 ミソハギ科 ミズマツバ Rotala mexicana VU CR
169 ヒシ科 ヒシ Trapa japonica CR
170 アカバナ科 ウシタキソウ Circaea cordata VU
171 ウスゲチョウジタデ Ludwigia greatrexii NT EN
172 ミズユキノシタ Ludwigia ovalis CR
173 アリノトウグサ科 ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum EN
174 セリ科 イワニンジン Angelica hakonensis VU
175 ホタルサイコ Bupleurum longiradiatum f.elatius EN
176 ムカゴニンジン Sium sisarum CR
177 イチヤクソウ科 ウメガサソウ Chimaphila japonica NT
178 シャクジョウソウ Monotropa hypopithys VU
179 ツツジ科 レンゲツツジ Rhododendron japonicum CR
180 スノキ Vaccinium smallii var.glabrum VU
181 サクラソウ科 ヌマトラノオ Lysimachia fortunei VU
182 クサレダマ Lysimachia vulgaris var.davurica CR
183 モクセイ科 ウスギモクセイ Osmanthus fragrans var.thunbergii NT
184 マチン科 アイナエ Mitrasacme pygmaea EN
185 リンドウ科 リンドウ Gentiana scabra var.buergeri VU
186 コケリンドウ Gentiana squarrosa EN
187 アケボノソウ Swertia bimaculata CR
188 センブリ Swertia japonica EN
189 ムラサキセンブリ Swertia pseudochinensis NT CR
190 ツルリンドウ Tripterospermum japonicum NT
191 ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata NT
192 ガガイモ科 フナバラソウ Cynanchum atratum VU CR
193 タチガシワ Cynanchum magnificum VU
194 スズサイコ Cynanchum paniculatum NT EN
195 コイケマ Cynanchum wilfordii EN
196 コカモメヅル Tylophora floribunda CR
197 ジョウシュウカモメヅル Vincetoxicum sublanceolatum var. auriculatum EN
198 アカネ科 オオアリドオシ Damnacanthus indicus ssp.major CR
199 キクムグラ Galium kikumugura EN
200 キヌタソウ Galium kinuta EN
201 ヤブムグラ Galium niewerthii VU EN
202 ホソバノヨツバムグラ Galium trifidum var.brevipedunculatum EX
203 クルマムグラ Galium trifloriforme var.nipponicum EN
204 カワラマツバ Galium verum var.asiaticum f.nikkoense CR
205 フタバムグラ Hedyotis diffusa EN
206 ツルアリドオシ Mitchella undulata VU
207 シロバナイナモリソウ Pseudopyxis heterophylla CR
208 ムラサキ科 ホタルカズラ Lithospermum zollingeri VU
209 ヤマルリソウ Omphalodes japonica NT
210 クマツヅラ科 コムラサキ Callicarpa dichotoma EN
211 アワゴケ科 ミズハコベ Callitriche verna EN
212 シソ科 ツクバキンモンソウ Ajuga yesoensis var.tsukubana EN
213 タニジャコウソウ Chelonopsis longipes NT DD
214 フトボナギナタコウジュ Elsholtzia nipponica VU
215 メハジキ Leonurus japonicus EN
216 シロネ Lycopus lucidus DD
217 ヒメシロネ Lycopus maackianus EN
218 ハッカ Mentha arvensis var.piperascens VU
219 シラゲヒメジソ Mosla hirta NT
220 ミゾコウジュ Salvia plebeia NT VU
221 オカタツナミソウ Scutellaria brachyspica NT
222 ヒメナミキ Scutellaria dependens EX
223 シソバタツナミ Scutellaria laeteviolacea VU
224 トウゴクシソバタツナミ Scutellaria laeteviolacea var.abbreviata EN

No. 科 種名 学名
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表 8.7.15(4) 注目される植物種の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

225 ナス科 イガホオズキ Physaliastrum japonicum VU
226 フジウツギ科 フジウツギ Buddleja japonica VU
227 ゴマノハグサ科 サワトウガラシ Deinostema violaceum CR
228 アブノメ Dopatrium junceum EN
229 キクモ Limnophila sessiliflora EN
230 ミゾホオズキ Mimulus nepalensis NT
231 クチナシグサ Monochasma sheareri VU
232 コシオガマ Phtheirospermum japonicum VU
233 ヒメトラノオ Pseudolysimachion rotundum var.subintegrum f.petiolatum CR
234 ゴマノハグサ Scrophularia buergeriana VU EX
235 オオヒナノウスツボ Scrophularia kakudensis EN
236 ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis EN
237 オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta VU CR
238 スズメノトウガラシ Vandellia anagallis var. verbenifolia EN
239 イヌノフグリ Veronica polita var.lilacina VU CR
240 カワヂシャ Veronica undulata NT VU
241 キツネノマゴ科 ハグロソウ Peristrophe japonica var.subrotunda NT
242 ゴマ科 ヒシモドキ Trapella sinensis EN
243 ハマウツボ科 オオナンバンギセル Aeginetia sinensis VU
244 タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis NT EN
245 オオバコ科 トウオオバコ Plantago japonica DD
246 スイカズラ科 オオツクバネウツギ Abelia tetrasepala VU
247 ゴマギ Viburnum sieboldii EN
248 レンプクソウ科 レンプクソウ Adoxa moschatellina VU
249 オミナエシ科 オミナエシ Patrinia scabiosaefolia EN
250 マツムシソウ科 マツムシソウ Scabiosa japonica EN
251 キキョウ科 ソバナ Adenophora remotiflora VU
252 ツルギキョウ Campanumoea maximowiczii VU CR
253 バアソブ Codonopsis ussuriensis VU EN
254 サワギキョウ Lobelia sessilifolia CR
255 タニギキョウ Peracarpa carnosa var.circaeoides EN
256 キキョウ Platycodon grandiflorum VU CR
257 キク科 ヤマハハコ Anaphalis margaritacea VU
258 カワラハハコ Anaphalis margaritacea ssp.yedoensis CR
259 カワラヨモギ Artemisia capillaris VU
260 イワヨモギ Artemisia iwayomogi VU
261 イヌヨモギ Artemisia keiskeana EN
262 タテヤマギク Aster dimorphophyllus NT DD
263 ヒメシオン Aster fastigiatus EN
264 カワラノギク Aster kantoensis VU EX
265 サワシロギク Aster rugulosus EX
266 オケラ Atractylodes japonica NT
267 タウコギ Bidens tripartita CR
268 ノッポロガンクビソウ Carpesium divaricatum var.matsuei EN
269 オオガンクビソウ Carpesium macrocephalum VU
270 タカアザミ Cirsium pendulum VU
271 キセルアザミ Cirsium sieboldii CR
272 ハチオウジアザミ Cirsium tamastoloniferum EN
273 タカサブロウ Eclipta prostrata ＊④
274 アズマギク Erigeron thunbergii EX
275 フジバカマ Eupatorium japonicum NT
276 アキノハハコグサ Gnaphalium hypoleucum EN CR
277 ヤナギタンポポ Hieracium umbellatum
278 オグルマ Inula japonica CR
279 カセンソウ Inula salicina var.asiatica EN
280 タカサゴソウ Ixeris chinensis ssp.strigosa VU EX
281 ノニガナ Ixeris polycephala NT
282 カワラニガナ Ixeris tamagawaensis NT VU
283 オオニガナ Prenanthes tanakae CR
284 ミヤコアザミ Saussurea maximowiczii CR
285 ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella VU EX
286 タカオヒゴタイ Saussurea sinuatoides VU
287 オカオグルマ Senecio integrifolius ssp.fauriei CR
288 タムラソウ Serratula coronata ssp.insularis CR
289 オナモミ Xanthium strumarium VU EX

科 種名 学名No.
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表 8.7.15(5) 注目される植物種の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

290 オモダカ科 ヘラオモダカ Alisma canaliculatum EN
291 トウゴクヘラオモダカ Alisma rariflorum VU CR
292 アギナシ Sagittaria aginashi NT CR
293 ウリカワ Sagittaria pygmaea DD
294 トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica EX
295 クロモ Hydrilla verticillata EX
296 ミズオオバコ Ottelia japonica VU EN
297 セキショウモ Vallisneria asiatica EN
298 コウガイモ Vallisneria denseserrulata DD
299 ヒルムシロ科 イトモ Potamogeton berchtoldii NT CR
300 エビモ Potamogeton crispus EN
301 ヒルムシロ Potamogeton distinctus EN
302 ササバモ Potamogeton malaianus VU
303 ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus VU
304 イバラモ科 イトトリゲモ Najas japonica NT EN
305 ユリ科 ヒメニラ Allium monanthum VU
306 ヒロハノアマナ Amana erythronioides VU CR
307 キジカクシ Asparagus schoberioides CR
308 オオチゴユリ Disporum viridescens CR
309 カタクリ Erythronium japonicum VU
310 カイコバイモ Fritillaria kaiensis 一種 EN CR
311 キバナノアマナ Gagea lutea EN
312 ツクシショウジョウバカマ Helonias breviscapa EX
313 ノカンゾウ Hemerocallis fulva var.longituba NT
314 コオニユリ Lilium leichtlinii var.tigrinum CR
315 ワニグチソウ Polygonatum involucratum VU
316 アマドコロ Polygonatum odoratum var.pluriflorum NT
317 ユキザサ Smilacina japonica VU
318 ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis NT
319 タイワンホトトギス Tricyrtis formosana CR
320 ホトトギス Tricyrtis hirta VU
321 ミヤマエンレイソウ Trillium tschonoskii EN
322 アマナ Tulipa edulis VU
323 シュロソウ Veratrum maackii var.reymondianum VU
324 ヒガンバナ科 キツネノカミソリ Lycoris sanguinea NT
325 ヤマノイモ科 ニガカシュウ Dioscorea bulbifera NT
326 ミズアオイ科 ミズアオイ Monochoria korsakowii NT EX
327 アヤメ科 ヒオウギ Belamcanda chinensis CR
328 ノハナショウブ Iris ensata var.spontanea EN
329 カキツバタ Iris laevigata NT CR
330 アヤメ Iris sanguinea EN
331 イグサ科 ハナビゼキショウ Juncus alatus EN
332 ヒロハノコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus CR
333 タチコウガイゼキショウ Juncus krameri CR
334 アオコウガイゼキショウ Juncus papillosus VU
335 ホソイ Juncus setchuensis var.effusoides NT
336 ハリコウガイゼキショウ Juncus wallichianus CR
337 ヤマスズメノヒエ Luzula multiflora VU
338 ホシクサ科 ホシクサ Eriocaulon cinereum EN
339 イトイヌノヒゲ Eriocaulon decemflorum var.nipponicum EN
340 ニッポンイヌノヒゲ Eriocaulon hondoense CR
341 クロホシクサ Eriocaulon parvum VU CR
342 イネ科 ハネガヤ Achnatherum extremiorientale VU
343 ミズタカモジ Agropyron humidorum VU VU
344 セトガヤ Alopecurus japonicus VU
345 アズマガヤ Asperella longearistata NT
346 チョウセンガリヤス Cleistogenes hackelii VU
347 カリマタガヤ Dimeria ornithopoda var.tenera NT
348 ムツオレグサ Glyceria acutiflora VU
349 コウボウ Hierochloe bungeana VU
350 アシカキ Leersia japonica CR
351 エゾノサヤヌカグサ Leersia oryzoides NT
352 ミノボロ Lophochloa cristata EN
353 ヌマガヤ Moliniopsis japonica CR
354 キダチノネズミガヤ Muhlenbergia ramosa EN
355 ヌメリグサ Sacciolepis indica var.oryzetorum NT
356 アズマザサ Sasaella ramosa NT
357 ヒゲシバ Sporobolus japonicus VU
358 メガルカヤ Themeda triandra var.japonica VU
359 サトイモ科 ショウブ Acorus calamus NT
360 ヒメザゼンソウ Symplocarpus nipponicus CR
361 ミクリ科 ミクリ Sparganium erectum ssp.stoloniferum NT VU
362 ナガエミクリ Sparganium japonicum NT VU

No. 科 種名 学名
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表 8.7.15(6) 注目される植物種の選定結果（既存資料調査） 
注目される種

1 2 3 4
363 カヤツリグサ科 ウキヤガラ Bolboschoenus fluviatilis EN
364 ハタガヤ Bulbostylis barbata CR
365 イトハナビテンツキ Bulbostylis densa NT
366 クロカワズスゲ Carex arenicola EN
367 マツバスゲ Carex biwensis VU
368 アワボスゲ Carex brownii CR
369 ジョウロウスゲ Carex capricornis VU CR
370 タマツリスゲ Carex filipes VU
371 ヤマアゼスゲ Carex heterolepis EN
372 ホソバヒカゲスゲ Carex humilis NT
373 テキリスゲ Carex kiotensis NT
374 チュウゼンジスゲ Carex longirostrata var. tenuistachya DD
375 ヤガミスゲ Carex maackii EN
376 タチスゲ Carex maculata EX
377 ホシナシゴウソ Carex maximowiczii var.levisaccus CR
378 ヒメシラスゲ Carex mollicula EN
379 ミコシガヤ Carex neurocarpa VU
380 ホンモンジスゲ Carex pisiformis NT
381 タカネマスクサ Carex planata EN
382 タヌキラン Carex podogyna CR
383 クサスゲ Carex rugata EN
384 カンエンガヤツリ Cyperus exaltatus var.iwasakii VU VU
385 アオガヤツリ Cyperus nipponicus NT
386 ミズガヤツリ Cyperus serotinus VU
387 ヒメガヤツリ Cyperus tenuispica EX
388 オオハリイ Eleocharis congesta VU
389 クログワイ Eleocharis kuroguwai EN
390 コツブヌマハリイ Eleocharis parvinux VU CR
391 シカクイ Eleocharis wichurae VU
392 コアゼテンツキ Fimbristylis aestivalis VU
393 ノテンツキ Fimbristylis complanata EX
394 クロテンツキ Fimbristylis diphylloides VU
395 メアゼテンツキ Fimbristylis velata EN
396 コイヌノハナヒゲ Rhynchospora fujiiana EX
397 シズイ Schoenoplectus nipponicus EX
398 カンガレイ Schoenoplectus triangulatus VU
399 コマツカサススキ Scirpus fuirenoides EN
400 マツカサススキ Scirpus mitsukurianus Makino EN
401 コシンジュガヤ Scleria parvula EX
402 ラン科 シラン Bletilla striata NT
403 エビネ Calanthe discolor NT NT
404 ギンラン Cephalanthera erecta VU
405 キンラン Cephalanthera falcata VU NT
406 ササバギンラン Cephalanthera longibracteata NT
407 クゲヌマラン Cephalanthera shizuoi VU
408 ユウシュンラン Cephalanthera subaphylla VU CR
409 マヤラン Cymbidium nipponicum VU
410 コアツモリソウ Cypripedium debile NT CR
411 クマガイソウ Cypripedium japonicum VU CR
412 カキラン Epipactis thunbergii CR
413 タシロラン Epipogium roseum NT
414 ツチアケビ Galeola septentrionalis EN
415 オニノヤガラ Gastrodia elata EN
416 アキザキヤツシロラン Gastrodia verrucosa VU
417 アケボノシュスラン Goodyera foliosa var.maximowicziana EN
418 ベニシュスラン Goodyera macrantha EN
419 ミズトンボ Habenaria sagittifera VU EX
420 ムカゴソウ Herminium lanceum var.longicrure EN
421 ムヨウラン Lecanorchis japonica VU
422 クモキリソウ Liparis kumokiri EN
423 コクラン Liparis nervosa NT
424 アオフタバラン Listera makinoana CR
425 ヒメフタバラン Neottia japonica CR
426 ミズチドリ Platanthera hologlottis EX
427 ヤマサギソウ Platanthera mandarinorum var.brachycentron CR
428 トンボソウ Platanthera ussuriensis EN
429 ハクウンラン Vexillabium nakaianum CR
－ 2門 105科 429種 0種 1種 75種 411種

科 種名 学名No. 門

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.16 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「植物目録 1987」（昭和 63 年、環境庁）に準拠した。 
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表 8.7.16 注目される植物種の選定基準 

No. 選定基準 

1 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号、最終改正：令和３年４月 23 日法律第 22 号）に基づく国、
東京都及び日野市、八王子市の天然記念物、特別天然記念物 
・特別天然記念物(特天) 
・天然記念物(国天) 
・都指定天然記念物(都天) 
・市町村指定天然記念物(市天・町天) 

2 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成４年法律第 75 号、最終改正：令和１年
６月 14 日法律第 37 号)における国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種 
指定種 
・国内希少野生動植物種(国内) 
・特定第一種国内希少野生動植物種(一種) 
・特定第二種国内希少野生動植物種(二種) 
・国際希少野生動植物種(国際) 

3 

環境省レッドリスト 2020(令和２年３月、環境省)の掲載種 
選定種 
・絶滅(EX)：我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 
・野生絶滅(EW)：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 
・絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)：絶滅の危機に瀕している種 
・絶滅危惧ⅠA 類(CR)：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 
・絶滅危惧ⅠB 類(EN)：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 
・絶滅危惧Ⅱ類(VU)：絶滅の危険が増大している種 
・準絶滅危惧(NT)：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

行する可能性がある種 
・情報不足(DD)：評価するだけの情報が不足している種 
・絶滅のおそれのある地域個体群(LP)：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 

4 

東京都レッドリスト(本土部)2020 年版(令和３年４月、東京都環境局)の南多摩地域の掲載種 
選定種 
・絶滅(EX)：当該地域において、過去に生息していたことが確認されており、飼育・栽培下を含めす

でに絶滅したと考えられるもの  
・野生絶滅(EW)：当該地域において、過去に生息してい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、野生ではすでに絶滅したと考えられるもの 
・絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)：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 

・絶滅危惧ⅠA 類(CR)：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 
・絶滅危惧ⅠB 類(EN)：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 
・絶滅危惧Ⅱ類(VU)：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 
・準絶滅危惧(NT)：現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」とし

て上位ランクに移行する要素を有するもの 
・情報不足(DD)：環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性を有して

いるが、生息状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報が得られていないもの 
・留意種(*)：現時点では準絶滅危惧のレベルではないが、相対的に数が少ない種であり、次の理由
（選定理由①～⑥）のいずれかにより容易に個体数が減少することがあり得るため、その動向に留
意する必要があるもの 

＜選定理由＞ 
①生育、生息環境が減少もしくは悪化することで、個体数が減少するおそれがある。 
②生息地の限定もしくは分断による個体群の縮小あるいは孤立化により、個体数が減少するおそれ
がある。 

③人為的な環境配慮により個体群が維持されているが、人為的な環境配慮が失われた場合、個体数
が減少するおそれがある。 

④外来種の影響により、個体数が減少するおそれがある。 
⑤生活史の一部または全部で特殊な環境条件を必要としている種であり、これら特殊な環境が失わ
れた場合、個体数が減少するおそれがある。 

⑥かつて悪化していた環境の回復にともない個体群規模が戻ったが、その状況は不安定であり、環
境が変化すれば個体数が減少するおそれがある。 
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  b) 植物群落 

 ア) 植生の状況 

計画道路及びその周辺における植生の状況は表 8.7.17に、現存植生図は図 8.7.3に示すと

おりである。 

計画道路端から約 250m の範囲においては、市街地が約 56％を占め、次いで、畑雑草群落が

約 20％であった。 

 

表 8.7.17 計画道路及びその周辺に分布する植物群落及び土地利用（既存資料調査） 

大区分 細区分 面積(m2) 割合 

落葉広葉樹二次林 4,037    

 1.クヌギ－コナラ群集  4,037  0.4% 

二次草原 690    

 2.アズマネザサ－ススキ群集  690  0.1% 

湿原・河川・池沼植生 35,365    

 3.河辺一年生草本群落（タウコギクラス等）  35,365  3.5% 

植林地 7,936    

 4.ニセアカシア群落  7,936  0.8% 

耕作地 280,780    

 5.路傍・空地雑草群落  32,642  3.2% 
 6.放棄畑雑草群落  4,657  0.5% 
 7.果樹園  33,899  3.3% 
 8.畑雑草群落  208,039  20.3% 
 9.水田雑草群落  1,543  0.2% 

市街地等 694,813    

 10.市街地  576,258  56.3% 
 11.緑の多い住宅地  46,355  4.5% 
 12.残存・植栽樹群をもった公園、墓地等  19,296  1.9% 
 13.工場地帯  26,079  2.5% 
 14.造成地  16,536  1.6% 
 15.開放水域  10,289  1.0% 

総計 1,023,620  1,023,620  100% 

 

 イ) 注目される植物群落及び注目される理由 

計画道路及びその周辺には、注目される植物群落として「第６回自然環境基礎調査 巨樹・巨

木林フォローアップ調査」（平成 13年３月、環境省自然環境局）で確認されている巨樹・巨木

（ケヤキ）が分布している。そのほか、表 8.7.18 の選定基準に基づき注目される植物群落の

選定を行ったが、注目される植物群落は選定されなかった。 

 

表 8.7.18 注目される植物群落の選定基準 

No. 選定基準 

１ 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号、最終改正：令和３年４月 23 日法律第 22 号）に基づく国、
東京都及び日野市、八王子市の天然記念物、特別天然記念物 
・特別天然記念物(特天) 
・天然記念物(国天) 
・都指定天然記念物(都天) 
・市町村指定天然記念物(市天・町天) 

２ 

「植物群落レッドデータ・ブック」(平成８年４月、日本自然保護協会) 
保護・保全の対策を立てる必要がある植物群落 
・緊急に対策が必要：緊急に対策を講じなければ群落が壊滅する 
・対策必要：対策を講じなければ群落の状態が徐々に悪化する 
・破壊の危惧：現在は保護対策が功を奏しているが、将来は破壊の危惧が大きい 
・要注意：当面、新たな保護対策は必要ない(監視必要) 
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 (b) 現地調査 

  a) 植物種 

計画道路及びその周辺において、春季調査では 210種、夏季調査では 204種、秋季調査では

222種、早春季調査では 157種、計 86科 344種の植物種が確認された（資料編「第７章 生物・

生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの植物種について、表 8.7.16 の選定基準に基づき、注目される植物種の選定を行っ

た。その結果、注目される植物種として、表 8.7.19に示す３科３種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.19 注目される植物種の選定結果（現地調査） 

春季 夏季 秋季 早春季 1 2 3 4

1 シダ植物 ハナヤスリ コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum ● ● VU
2 離弁花類 マメ カワラケツメイ Chamaecrista nomame ● VU
3 合弁花類 ゴマノハクサ カワヂシャ Veronica undulata ● NT VU

合計 - 3科 1種 1種 1種 1種 0種 0種 1種 3種3種

注目される種
No. 分類群 科名

調査時期
種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.16 の No.と対応する。 

注２）分類群・科・種名及びその配列は、原則として「植物目録 1987」（昭和 63 年、環境庁）に準拠した。 
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表 8.7.20 注目される植物種の生育状況 
コヒロハハナヤスリ 

環境省：- 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 夏緑性シダ。葉は高さ８～25cm、担葉体は長さ２～10cm、栄養葉は長楕円形から広
卵形、鋭頭から鈍頭、長さ１～６cm、幅 0.7～３cm、薄く軟質、基部は急に狭くな
り、短い柄を持つ。葉脈は粗い網状で二次脈はあまり発達しない。胞子葉は長さ６
～16cm、胞子嚢穂は長さ２～4.5cm、鋭頭。山麓、原野に群生する。 

◆都内での分布状況 各地の社寺の境内、墓地、芝草地、手入れされた雑木林の林床などに生育する。 

◆確認状況 ・秋季に、中央分離帯の草地において１地点で確認された。 
・早春季に、中央分離帯の草地において１地点で確認された。 

カワラケツメイ 

環境省：-  

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 一年草または多年草。茎は高さ 30～60cm。葉は長さ３～７cm、葉柄の上部に蜜腺が
１個つく。小葉は 15～35 対、花期は８～10 月。葉腋のやや上に１～２花をつける。
花弁は黄色で倒卵形。豆果は扁平な長方形で、長さ３～４mm、幅５～６mm、伏した
短毛があり、熟すと黒褐色。 

◆都内での分布状況 低地の河川敷から、丘陵地、台地にかけての谷戸の草地、造成地、空き地などに生
育する。多摩川とその支流域の河川敷が主要な自生地として残されている。 

◆確認状況 夏季に、浅川河川敷において３地点で確認された。 

カワヂシャ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 茎は円柱状で径３～５mm、直立。草高 20～60cm、根もとで分枝し株をつくる。下方
はやや黄色をおびるが、上方は淡緑色、葉は対生、枝を斜出する。葉柄がなく、葉身
は鮮緑色で軟質、長楕円ひ針形、基部はややふくらんで茎を抱く。先頭は鋭頭、葉縁
に細かい鋸歯がある。長さ３～７cm、幅 0.5～2.5cm。 

◆都内での分布状況 川岸や水田などの水湿地に多く自生する越年草。 

◆確認状況 春季に、浅川の河原や川岸の護岸上において６地点で確認された。 
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  b) 植物群落 

計画道路及びその周辺において確認された植物群落は、表 8.7.21 に示すとおりである。 

計画道路及びその周辺において、コナラ群落、ハリエンジュ群落等の 16区分の植物群落等が

確認された。調査地域の群落面積は緑の少ない市街地・住宅地・工場等が約 69haと最も多く、

次いで畑地が約 16ha であった。 

 

表 8.7.21 計画道路及びその周辺で確認された植物群落等（現地調査） 
No. 群落名 面積（ha） 

１ コナラ群落 0.46  

２ ハリエンジュ群落 1.05  

３ モウソウチク・マダケ林 0.32  

４ クズ群落 0.30  

５ セイバンモロコシ群落 0.83  

６ オギ群落 2.08  

７ ツルヨシ群落 0.88  

８ 畑地 15.96  

９ 果樹園・樹園地 1.98  

10 植栽樹群 0.50  

11 公園 2.81  

12 緑の多い住宅地 1.17  

13 緑の少ない市街地・住宅地・工場等 69.32  

14 人工裸地 1.78  

15 自然裸地 0.83  

16 開放水面 2.05  

－ 総計 102.32  
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② 陸上動物の状況 

 (a) 既存資料調査 

  a) 哺乳類 

計画道路及びその周辺では、14 科 25 種の哺乳類について生息記録がある（資料編「第７章

生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの哺乳類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される哺乳類の選定を行っ

た。その結果、注目される哺乳類として、表 8.7.22に示す４科６種が選定された。 

 

表 8.7.22 注目される哺乳類の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

1 キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus VU
2 キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum VU
3 オナガザル科 ニホンザル Macaca fuscata VU
4 リス科 ニホンリス Sciurus lis VU
5 ムササビ Petaurista leucogenys NT
6 ネズミ科 カヤネズミ Micromys minutus VU
－ 4科 6種 0種 0種 0種 6種

No. 科 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「日本産野生生物目録（脊椎動物編）」（平成５年、環境庁）に準拠し

た。 
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表 8.7.23 注目される動物種の選定基準 

No. 選定基準 

1 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号、最終改正：令和３年４月 23 日法律第 22 号）に基づく国、
東京都及び日野市、八王子市の天然記念物、特別天然記念物 
・特別天然記念物(特天) 
・天然記念物(国天) 
・都指定天然記念物(都天) 
・市町村指定天然記念物(市天・町天) 

2 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成４年法律第 75 号、最終改正：令和１年
６月 14 日法律第 37 号)における国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種 
指定種 
・国内希少野生動植物種(国内) 
・特定第一種国内希少野生動植物種(一種) 
・特定第二種国内希少野生動植物種(二種) 
・国際希少野生動植物種(国際) 

3 

環境省レッドリスト 2020(令和２年３月、環境省)の掲載種 
選定種 
・絶滅(EX)：我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 
・野生絶滅(EW)：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 
・絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)：絶滅の危機に瀕している種 
・絶滅危惧ⅠA 類(CR)：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 
・絶滅危惧ⅠB 類(EN)：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 
・絶滅危惧Ⅱ類(VU)：絶滅の危険が増大している種 
・準絶滅危惧(NT)：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

行する可能性がある種 
・情報不足(DD)：評価するだけの情報が不足している種 
・絶滅のおそれのある地域個体群(LP)：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 

4 

東京都レッドリスト(本土部)2020 年版(令和３年４月、東京都環境局)の南多摩地域の掲載種 
選定種 
・絶滅(EX)：当該地域において、過去に生息していたことが確認されており、飼育・栽培下を含めす

でに絶滅したと考えられるもの  
・野生絶滅(EW)：当該地域において、過去に生息してい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、野生ではすでに絶滅したと考えられるもの 
・絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)：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 

・絶滅危惧ⅠA 類(CR)：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 
・絶滅危惧ⅠB 類(EN)：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 
・絶滅危惧Ⅱ類(VU)：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 
・準絶滅危惧(NT)：現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」とし

て上位ランクに移行する要素を有するもの 
・情報不足(DD)：環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性を有して

いるが、生息状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報が得られていないもの 
・留意種(*)：現時点では準絶滅危惧のレベルではないが、相対的に数が少ない種であり、次の理由
（選定理由①～⑥）のいずれかにより容易に個体数が減少することがあり得るため、その動向に留
意する必要があるもの 

＜選定理由＞ 
①生育、生息環境が減少もしくは悪化することで、個体数が減少するおそれがある。 
②生息地の限定もしくは分断による個体群の縮小あるいは孤立化により、個体数が減少するおそ
れがある。 

③人為的な環境配慮により個体群が維持されているが、人為的な環境配慮が失われた場合、個体
数が減少するおそれがある。 

④外来種の影響により、個体数が減少するおそれがある。 
⑤生活史の一部または全部で特殊な環境条件を必要としている種であり、これら特殊な環境が失
われた場合、個体数が減少するおそれがある。 

⑥かつて悪化していた環境の回復にともない個体群規模が戻ったが、その状況は不安定であり、
環境が変化すれば個体数が減少するおそれがある。 
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  b) 鳥類 

計画道路及びその周辺では、61科 253種の鳥類について生息記録がある（資料編「第７章 生

物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの鳥類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される鳥類の選定を行った。

その結果、注目される鳥類として、表 8.7.24(1)～(2)に示す 36科 104 種が選定された。 

 

表 8.7.24(1) 注目される鳥類の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

1 キジ科 ウズラ Coturnix japonica VU CR
2 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans EN
3 キジ Phasianus colchicus NT
4 カモ科 オシドリ Aix galericulata DD VU
5 ヨシガモ Anas falcata EN
6 ホシハジロ Aythya ferina VU
7 ホオジロガモ Bucephala clangula VU
8 ミコアイサ Mergellus albellus EN
9 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis NT
10 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus NT
11 ハト科 カラスバト Columba janthina 国天 NT
12 アオバト Treron sieboldii NT
13 サギ科 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis NT EN
14 ミゾゴイ Gorsachius goisagi VU EN
15 ゴイサギ Nycticorax nycticorax VU
16 ササゴイ Butorides striata VU
17 チュウサギ Egretta intermedia NT NT
18 コサギ Egretta garzetta NT
19 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus NT
20 ヒクイナ Porzana fusca NT CR
21 バン Gallinula chloropus VU
22 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus NT
23 ツツドリ Cuculus optatus NT
24 カッコウ Cuculus canorus VU
25 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus NT CR
26 アマツバメ科 ヒメアマツバメ Apus nipalensis NT
27 チドリ科 ムナグロ Pluvialis fulva VU
28 イカルチドリ Charadrius placidus VU
29 コチドリ Charadrius dubius VU
30 シロチドリ Charadrius alexandrinus VU CR
31 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola VU
32 タシギ Gallinago gallinago VU
33 ツルシギ Tringa erythropus VU DD
34 アオアシシギ Tringa nebularia NT
35 クサシギ Tringa ochropus VU
36 タカブシギ Tringa glareola VU VU
37 キアシシギ Heteroscelus brevipes VU
38 イソシギ Actitis hypoleucos VU
39 キョウジョシギ Arenaria interpres VU
40 トウネン Calidris ruficollis VU
41 オジロトウネン Calidris temminckii VU
42 ハマシギ Calidris alpina NT EN
43 アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus NT
44 タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis VU EN
45 カモメ科 コアジサシ Sterna albifrons VU EN
46 ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus NT EN
47 タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus NT EN
48 トビ Milvus migrans NT
49 オジロワシ Haliaeetus albicilla 国天 国内 VU
50 オオワシ Haliaeetus pelagicus 国天 国内 VU

No. 科 種名 学名
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表 8.7.24(2) 注目される鳥類の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

51 タカ科 チュウヒ Circus spilonotus 国内 EN
52 ツミ Accipiter gularis NT
53 ハイタカ Accipiter nisus NT VU
54 オオタカ Accipiter gentilis NT VU
55 サシバ Butastur indicus VU CR
56 ノスリ Buteo buteo VU
57 イヌワシ Aquila chrysaetos 国天 国内 EN
58 クマタカ Nisaetus nipalensis 国内 EN CR
59 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji CR
60 フクロウ Strix uralensis EN
61 アオバズク Ninox scutulata CR
62 トラフズク Asio otus EN
63 コミミズク Asio flammeus EN
64 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis NT
65 ヤマセミ Megaceryle lugubris EN
66 ブッポウソウ科 ブッポウソウ Eurystomus orientalis EN CR
67 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos NT
68 アカゲラ Dendrocopos major NT
69 ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus VU
70 ハヤブサ Falco peregrinus 国内 VU VU
71 サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus VU CR
72 カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata VU
73 モズ科 チゴモズ Lanius tigrinus CR CR
74 モズ Lanius bucephalus NT
75 アカモズ Lanius cristatus 国内 EN CR
76 カラス科 オナガ Cyanopica cyanus NT
77 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus NT
78 ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis VU
79 コシアカツバメ Hirundo daurica NT
80 イワツバメ Delichon dasypus NT
81 ヤブサメ Urosphena squameiceps VU
82 ムシクイ科 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus VU
83 ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis VU
84 コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps DD
85 セッカ科 セッカ Cisticola juncidis VU
86 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea VU
87 ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes NT
88 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii VU
89 ヒタキ科 マミジロ Zoothera sibirica NT
90 トラツグミ Zoothera dauma VU
91 クロツグミ Turdus cardis NT
92 イソヒヨドリ Monticola solitarius NT
93 コサメビタキ Muscicapa dauurica VU
94 オオルリ Cyanoptila cyanomelana NT
95 イワヒバリ科 カヤクグリ Prunella rubida NT
96 セキレイ科 セグロセキレイ Motacilla grandis NT
97 アトリ科 ベニマシコ Uragus sibiricus NT
98 オオマシコ Carpodacus roseus DD
99 ウソ Pyrrhula pyrrhula NT
100 ホオジロ Emberiza cioides NT
101 カシラダカ Emberiza rustica NT
102 シマアオジ Emberiza aureola 国内 CR
103 クロジ Emberiza variabilis NT
104 オオジュリン Emberiza schoeniclus NT
－ 36科 104種 4種 8種 30種 98種

No. 科 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第７版」（平成 24 年、日本鳥学会）に準拠した。 
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  c) は虫類及び両生類 

計画道路及びその周辺では、15 科 31 種のは虫類及び両生類について生息記録がある（資料

編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらのは虫類及び両生類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目されるは虫類及

び両生類の選定を行った。その結果、注目されるは虫類及び両生類として、表 8.7.25 に示す

14科 26種が選定された。 

 

表 8.7.25 注目されるは虫類及び両生類の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

1 サンショウウオ科 トウキョウサンショウウオ Hynobius tokyoensisTago, 1931 二種 VU EN
2 イモリ科 アカハライモリ Cynops pyrrhogaster(Boie, 1826) NT EN
3 ヒキガエル科 アズマヒキガエル Bufo japonicus formosusBoulenger, 1883 VU
4 アマガエル科 ニホンアマガエル Hyla japonicaGünther, 1859 VU
5 アカガエル科 タゴガエル Rana tagoiOkada, 1928 VU
6 ナガレタゴガエル Rana sakuraiiMatsui et Matsui, 1990 VU
7 ニホンアカガエル Rana japonicaBoulenger, 1879 EN
8 ヤマアカガエル Rana ornativentrisWerner, 1903 EN
9 ツチガエル Glandirana rugosa(Temminck et Schlegel, 1838) CR
10 トウキョウダルマガエル Pelophylax porosus porosus(Cope, 1868) NT EN
11 アオガエル科 シュレーゲルアオガエル hacophorus schlegelii(Günther, 1858) VU
12 モリアオガエル Rhacophorus arboreus(Okada et Kawano, 1924) NT
13 カジカガエル Buergeria buergeri(Temminck et Schlegel, 1838) VU
14 イシガメ科 ニホンイシガメ Mauremys japonica(Temminck et Schlegel, 1838) NT CR
15 スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis(Wiegmann, 1835) DD CR+EN
16 ヤモリ科 ニホンヤモリ Gekko japonicus(Duméril et Bibron, 1836) ＊①⑤

17 トカゲ科 ヒガシニホントカゲ Plestiodon finitimusOkamoto et Hikida, 2012 VU
18 カナヘビ科 ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides(Schlegel, 1838) NT
19 タカチホヘビ科 タカチホヘビ Achalinus spinalisPeters, 1869 VU
20 ナミヘビ科 ジムグリ Euprepiophis conspicillatus(Boie, 1826) VU
21 アオダイショウ Elaphe climacophora(Boie, 1826) NT
22 シマヘビ Elaphe quadrivirgata(Boie, 1826) VU
23 ヒバカリ Hebius vibakari(Boie, 1826) NT
24 シロマダラ Dinodon orientale(Hilgendorf, 1880) VU
25 ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus(Boie, 1826) EN
26 クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii(Boie, 1826) CR
－ 14科 26種 0種 1種 5種 26種

No. 科 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「日本産爬虫両生類標準和名」（令和元年、日本爬虫両棲類学会）に準

拠した。 
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  d) 昆虫類 

計画道路及びその周辺では、355 科 2,675 種の昆虫類について生息記録がある（資料編「第

７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの昆虫類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される昆虫類の選定を行っ

た。その結果、注目される昆虫類として、表 8.7.26（1）～（2）に示す 54科 130種が選定さ

れた。 
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表 8.7.26(1) 注目される昆虫類の選定結果（既存資料調査） 
注目される種

1 2 3 4
1 イトトンボ科 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion NT CR
2 キイトトンボ Ceriagrion melanurum EN
3 セスジイトトンボ Cercion hieroglyphicum CR
4 オオイトトンボ Cercion sieboldii CR
5 モノサシトンボ科 グンバイトンボ Platycnemis foliacea sasakii NT EX
6 モノサシトンボ Copera annulata VU
7 アオイトトンボ科 オツネントンボ Sympecma paedisca paedisca CR
8 ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus EN
9 アオイトトンボ Lestes sponsa VU
10 アオハダトンボ Calopteryx japonica NT VU
11 ニホンカワトンボ Mnais costalis EN
12 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri EN
13 サナエトンボ科 ヤマサナエ Asiagomphus melaenops VU
14 キイロサナエ Asiagomphus pryeri NT CR
15 ホンサナエ Gomphus postocularis VU
16 コサナエ Trigomphus melampus EN
17 アオサナエ Nihonogomphus viridis VU
18 ヤンマ科 コシボソヤンマ Boyeria maclachlani VU
19 ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera NT CR
20 カトリヤンマ Gynacantha japonica EN
21 ルリボシヤンマ Aeschna juncea VU
22 エゾトンボ科 コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena NT
23 トンボ科 ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra NT
24 シオヤトンボ Orthetrum japonicum japonicum NT
25 ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai VU
26 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum NT
27 マイコアカネ Sympetrum kunckeli EN
28 ヒメアカネ Sympetrum parvulum VU
29 マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum NT
30 リスアカネ Sympetrum risi risi NT
31 オオキトンボ Sympetrum uniforme EN EX
32 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa VU
33 カマキリ科 ウスバカマキリ Mantis religiosa DD CR
34 コオロギ科 エゾエンマコオロギ Teleogryllus yezoemma CR
35 カワラスズ Pteronemobius furumagiensis NT
36 マツムシ科 マツムシ Xenogryllus marmoratus CR
37 キリギリス科 クツワムシ Mecopoda nipponensis EN
38 カヤキリ Pseudorhynchus japonicus CR
39 ハタケノウマオイ Hexacentrus unicolor DD
40 バッタ科 クルマバッタ Gastrimargus marmoratus NT
41 カワラバッタ Eusphingonotus japonicus EN
42 ナキイナゴ Mongolotettix japonicus japonicus NT
43 セグロイナゴ Shirakiacris shirakii EN
44 セミ科 ハルゼミ Terpnosia vacua EN
45 アメンボ科 オオアメンボ Gerris elongatus NT
46 コオイムシ科 オオコオイムシ Diplonychus major CR
47 タイコウチ科 タイコウチ Laccotrephes japonensis CR
48 ミズカマキリ Ranatra chinensis VU
49 カスミカメムシ科 リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes NT
50 ヘビトンボ科 ヤマトクロスジヘビトンボ Parachauliodes japonicus NT
51 センブリ科 ネグロセンブリ Sialis japonica VU
52 カワラゴミムシ科 カワラゴミムシ Omophron aequalis CR
53 ハンミョウ科 ホソハンミョウ Cicindela gracilis VU CR
54 オサムシ科 ヒラタマルゴミムシ Cosmodiscus platynotus NT
55 オオナガゴミムシ Pterostichus fortis DD
56 キアシツヤヒラタゴミムシ Synuchus callitheres callitheres VU
57 ヒロゴモクムシ Harpalus corporosus NT
58 ヨツボシゴミムシ Panagaeus japonicus NT
59 アカガネアオゴミムシ Chlaenius abstersus NT
60 ゲンゴロウ科 キボシツブゲンゴロウ Japanolaccophilus nipponensis NT
61 ゲンゴロウ Cybister japonicus VU EX
62 ミズスマシ科 コオナガミズスマシ Orectochilus punctipennis VU
63 ガムシ科 コガムシ Hydrochara affinis DD
64 クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Serrognathus platymelus pilifer NT
65 コガネムシ科 クロモンマグソコガネ Aphodius variabilis NT
66 タマムシ科 ウバタマムシ Chalcophora japonica japonica NT
67 ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima NT
68 ホタル科 ゲンジボタル Luciola cruciata NT
69 ヘイケボタル Luciola lateralis VU
70 テントウムシ科 アイヌテントウ Coccinella ainu NT
71 カミキリムシ科 ベニバハナカミキリ Paranaspia anaspidoides NT
72 ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum EN CR
73 トラフカミキリ Xylotrechus chinensis NT
74 シロスジカミキリ Batocera lineolata NT

No. 科 種名 学名
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表 8.7.26(2) 注目される昆虫類の選定結果（既存資料調査） 
注目される種

1 2 3 4
75 セイボウ科 オオセイボウ本土亜種 Stilbum cyanurum pacificum DD
76 ミヤマツヤセイボウ Omalus monticola DD
77 アリ科 トゲアリ Polyrhachis lamellidens VU
78 ベッコウバチ科 アオスジベッコウ Paracyphononyx alienus DD
79 ドロバチ科 キボシトックリバチ Eumenes fraterculus DD
80 スズメバチ科 モンスズメバチ Vespa crabro flavofasciata DD
81 アナバチ科 キゴシジガバチ Sceliphron madraspatanum kohli DD
82 ミツバチ科 クロマルハナバチ Bombus ignitus NT
83 クモバチ科 キスジクモバチ Batozonellus lacerticida DD
84 ミノガ科 オオミノガ Eumeta japonica NT
85 スカシバガ科 ヒメアトスカシバ Paranthrene pernix NT
86 マダラガ科 ルリハダホソクロバ Rhagades pruni esmeralda NT
87 ヤホシホソマダラ Balataea octomaculata NT VU
88 セセリチョウ科 ミヤマセセリ Erynnis montanus NT
89 ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor NT NT
90 ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus lamprospilus NT
91 ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus sylvaticus EN
92 オオチャバネセセリ Polytremis pellucida pellucida NT
93 ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii NT
94 シロチョウ科 ツマグロキチョウ Eurema laeta EN CR
95 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri NT
96 ミドリシジミ Neozephyrus japonicus VU
97 コツバメ Callophrys ferrea NT
98 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada VU
99 クロシジミ Niphanda fusca EN EX
100 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia NT
101 ミヤマシジミ Lycaeides argyrognomon praeterinsularis EN EX
102 シルビアシジミ Zizina emelina emelina EN EX
103 タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica VU EX
104 クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene midas NT
105 メスグロヒョウモン Damora sagana ilone NT
106 ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens NT
107 アサマイチモンジ Ladoga glorifica CR
108 ミスジチョウ Neptis philyra excellens NT
109 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri VU
110 ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica NT
111 オオムラサキ Sasakia charonda charonda NT NT
112 ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata NT
113 カレハガ科 カレハガ Gastropacha orientalis NT
114 ヤママユガ科 クスサン Caligula japonica japonica NT
115 ウスタビガ Rhodinia fugax fugax NT
116 スズメガ科 クロスズメ Hyloicus caligineus VU
117 ドクガ科 スゲドクガ Laelia coenosa sangaica NT CR
118 ヒトリガ科 ヤネホソバ Eilema fuscodorsalis NT EN
119 シロホソバ Eilema degenerella NT EN
120 カノコガ科 キハダカノコ Amata germana nigricauda VU
121 ヤガ科 ギンモンセダカモクメ Cucullia jankowskii NT VU
122 ウスミミモンキリガ Eupsilia contractra NT VU
123 ミヤマオビキリガ Conistra grisescens NT
124 イチゴキリガ Orbona fragariae NT
125 ミスジキリガ Jodia sericea NT VU
126 イチモジヒメヨトウ Xylomoia fusei VU
127 キスジウスキヨトウ Archanara sparganii VU VU
128 ギンモンアカヨトウ Plusilla rosalia VU VU
129 コシロシタバ Catocala actaea NT NT
130 カギモンハナオイアツバ Cidariplura signata NT VU
- 54科 130種 0種 0種 42種 116種

No. 科 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「日本産野生生物目録（無脊椎動物編Ⅱ）」（平成７年、環境庁自然保

護局編集）に準拠した 
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 (b) 現地調査 

  a) 哺乳類 

計画道路及びその周辺において、春季調査では７種、夏季調査では６種、秋季調査では６種、

冬季調査では７種、計７科９種の哺乳類が確認された（資料編「第７章 生物・生態系、7.1 現

況調査」参照）。 

これらの哺乳類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される哺乳類の選定を行っ

た。その結果、注目される哺乳類は選定されなかった。 
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  b) 鳥類（一般鳥類） 

計画道路及びその周辺において、春季調査では 46種、夏季調査では 38種、秋季調査では 37

種、早春季調査では 40種、計 35科 70種の一般鳥類が確認された(哺乳類調査及び猛禽類調査

での確認種を含む)（資料編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの一般鳥類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される鳥類の選定を行っ

た。その結果、注目される一般鳥類として、表 8.7.27に示す 21科 34 種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.27 注目される鳥類（一般鳥類）の選定結果（現地調査） 

春季 夏季 秋季 冬季 1 2 3 4

1 キジ キジ Phasianus colchicus ● NT

2 サギ コサギ Egretta garzetta ● NT

3 カッコウ ホトトギス
※２） Cuculus poliocephalus ● ● NT

4 カッコウ※２） Cuculus canorus ● VU

5 アマツバメ ヒメアマツバメ Apus nipalensis ● ● ● NT

6 チドリ イカルチドリ Charadrius placidus ● ● ● ● VU

7 コチドリ※２） Charadrius dubius ● ● VU

8 シギ タシギ Gallinago gallinago ● VU

9 キアシシギ※２） Heteroscelus brevipes ● VU

10 イソシギ Actitis hypoleucos ● ● ● VU

11 タカ トビ Milvus migrans ● ● ● ● NT

12 ツミ Accipiter gularis ● NT

13 ハイタカ※１） Accipiter nisus ● NT VU

14 オオタカ Accipiter gentilis ● NT VU

15 カワセミ カワセミ Alcedo atthis ● ● ● ● NT

16 ハヤブサ チョウゲンボウ Falco tinnunculus ● ● VU

17 サンショウクイ サンショウクイ※２） Pericrocotus divaricatus ● VU CR

18 モズ モズ Lanius bucephalus ● ● ● ● NT

19 カラス オナガ Cyanopica cyanus ● ● NT

20 ヒバリ ヒバリ Alauda arvensis ● VU

21 ツバメ コシアカツバメ※２） Hirundo daurica ● NT

22 イワツバメ Delichon dasypus ● ● NT

23 ヨシキリ オオヨシキリ※２） Acrocephalus orientalis ● ● VU

24 ムシクイ メボソムシクイ上種※３） Phylloscopus borealis s.l. ● （DD）

25 セッカ セッカ Cisticola juncidis ● ● VU

26 ヒタキ トラツグミ Zoothera dauma ● VU

27 イソヒヨドリ Monticola solitarius ● ● ● NT

28 コサメビタキ Muscicapa dauurica ● VU

29 オオルリ Cyanoptila cyanomelana ● ● NT

30 セキレイ セグロセキレイ Motacilla grandis ● ● ● ● NT

31 アトリ ベニマシコ※２） Uragus sibiricus ● NT

32 ホオジロ ホオジロ Emberiza cioides ● ● ● NT

33 カシラダカ Emberiza rustica ● NT

34 オオジュリン※２） Emberiza schoeniclus ● NT

合計 21科 20種 18種 16種 11種 0種 0種 4種 33種34種

注目される種
No. 科名 種名 学名

調査時期

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第７版」（平成 24 年、日本鳥学会）に準拠した。 

※１）哺乳類調査時に確認した。 

※２）猛禽類調査時に確認した。 

※３）メボソムシクイ上種は、コムシクイ、オオムシクイ、メボソムシクイの３種のいずれかと考えられ、オオムシ

クイである場合、重要種となるためランクを（）内に示した。 
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表 8.7.28(1) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

キジ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長雄 80cm、雌 60cm。雄成鳥の顔は皮膚が裸出して赤く、胸、腹は緑色光沢があ
る。平地や山地の草地、耕作地、河原などに生息し、地表で植物の種子や昆虫類、
クモ類、土壌動物などを食べる。 

◆都内での分布状況 河川敷、平地や丘陵地の耕作地、造成地の草地に生息する。草丈の高い草地が多い
公園でも見られることがある。 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に２個体確認。 

コサギ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 61cm。全身が白色で足指の黄色が目立つ。夏羽は後頭と背や胸に長い飾り羽が
出る。水田、河川、湖沼、干潟など浅い水辺で採食し、人やカラスによるかく乱の少
ない樹林に集団で営巣し、休息する。魚類やカエル類、甲殻類や昆虫類などを食べる。 

◆都内での分布状況 海岸、河川、水路、湖沼、池など、山間部を除く広い範囲で見られる。 

◆確認状況 ・夏季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 

ホトトギス 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 27.5cm。成鳥は頭部から背、上尾筒、胸は暗青灰色で、翼と尾は黒褐色。腹は
白く、黒色横斑がある。平地から亜高山帯の樹林に生息し、主に昆虫類を食べる。主
な宿主はウグイスである。 

◆都内での分布状況 山地から丘陵地、平地の樹林に生息し、繁殖していて、宿主はウグイスと考えられ
る。春・秋の渡りの時期は、公園などの樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

カッコウ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 種（VU） 

◆形態及び生態 体長 35cm。成鳥は頭部から背、上尾筒、胸は青灰色で、翼と尾は黒褐色。体下面は
白く、細い黒色横斑がある。林縁や草原などの開けた環境を好み、様々な鳥を宿主と
する。主に昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 西多摩、南多摩、北多摩の丘陵地から平地一帯、河川敷などの樹林や草地に生息し、
少数が繁殖をしている。東京都本土部での宿主についての知見はほとんどないがホ
オジロ、オオヨシキリ、モズ、オナガなどの可能性がある。春・秋の渡りの時期は、
都市部の公園などの樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

ヒメアマツバメ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 13cm。成鳥は体の大部分が黒色で、喉から頸と腰が白く翼は鎌形。主に平地か
ら低山地の開けた場所に生息し、飛翔性昆虫類を食べる。コンクリートの建築物な
どで営巣する。イワツバメの巣を利用することが多い。 

◆都内での分布状況 1987 年ごろから、南多摩の鉄道高架下のイワツバメのコロニーに集団で定着するな
ど、イワツバメの分布拡大とともに生息地を広げ、沿岸域でも見られる。近年、都
心部の高層ビルの最上階でも営巣している。 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に３個体確認。 
・夏季調査の L3 のラインセンサス時に５個体確認。 
・秋季の直接観察調査時に確認。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 



290 

表 8.7.28(2) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

イカルチドリ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 20.5cm。成鳥夏羽はコチドリに似るが、嘴と足は長く、過眼線やアイリングは
色が薄い。砂礫地がある河川、湖沼、池、水田などに生息し、河川中・上流域の砂礫
河原で営巣する。主に昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 主に河川中流域の砂礫河原で見られる。造成地においても砂礫河原と同じような環
境で見られることがある。多摩川中・上流域で繁殖している。 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に 1 個体確認。 
・夏季調査の L3 のラインセンサス時に 1 個体確認。 
・春季、夏季、秋季、冬季の直接観察調査時に確認。 

コチドリ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 16cm。成鳥夏羽は前頭の黒色と頭頂の褐色の間に白色部があり、黄色いアイリ
ングがある。河川敷、海岸の砂洲、造成地などの草の少ない砂礫地で繁殖する。主に
小型のカニや底生動物、昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 海岸や河口の干潟、河川敷の河原、造成地の裸地、休耕田などで見られる。埋立地
や河川敷などで繁殖している。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

タシギ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 27cm。非常に長い嘴を持つ。頭部は黒色の頭側線、過眼線、頬の線と、淡黄白
色の頭央線、眉斑のコントラストが目立つ。干潟や河川、水田などに生息し、昆虫
類や甲殻類、ミミズ類などを食べる。 

◆都内での分布状況 春・秋の渡りの時期及び冬に、ヨシ・ガマやスゲ類が生育する海岸や河川敷、丘陵
地の谷戸、水田などの湿地で見られる。 

◆確認状況 ・冬季の直接観察調査時に浅川で確認。 

キアシシギ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 25cm。成鳥夏羽の上面は一様な灰褐色で体下面は白い。嘴は黒く、下嘴基部は
淡黄色。足は黄色い。干潟、河口、岩場、河川などに生息し、昆虫類や甲殻類などを
食べる。 

◆都内での分布状況 春・秋の渡りの時期に、海岸や河口の干潟や河川の浅瀬、泥地で見られる。礫の多
い水辺も好み、石積護岸も利用する。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

イソシギ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 20cm。成鳥の顔と胸は灰褐色で、喉と下胸からの体下面は白い。河川、湖沼、
海岸、干潟などに生息し、昆虫類や甲殻類などを食べる。海岸の砂洲や河川の中州
などの草地で営巣する。 

◆都内での分布状況 海岸や河川敷に広く生息し、中小河川でも見られる。近年は個体数の減少が著しい。 

◆確認状況 ・春季、夏季、秋季の直接観察調査時に浅川河川敷等で確認。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.28(3) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

トビ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長雄 58.5cm、雌 68.5cm。成鳥は全体が茶褐色で、翼下面の外側に白斑がある。尾
はたたむと凹形、広げると尾端が直線に揃う。海岸部や平地の河川・池沼に多いが、
高山にも生息する。樹林で繁殖し、主に死肉を食べるが、ネズミ類、ヘビ類、カエル
類などの小動物を食べることもある。 

◆都内での分布状況 丘陵地から低山地、東京湾の埋立地の一部で周年見られる。冬には、大河川下流域
や海岸付近に見られる。 

◆確認状況 ・春季、夏季、秋季、冬季の直接観察調査時に確認。 

ツミ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長雄 27cm、雌 30cm。雄成鳥は頭部からの上面が暗青灰色で体下面は白く、胸か
ら脇は淡橙色。平地から山地の樹林に生息し、繁殖する。主にスズメ、シジュウカ
ラなどの小鳥や昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 平地や丘陵地、山地などの樹林や河畔林に生息するが、個体数は少ない。最近は市
街地の公園などの樹林でも営巣することがある。 

◆確認状況 ・秋季の直接観察調査時に確認。 

ハイタカ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長雄 31.5cm、雌 39cm。体上面は青灰色で、体下面は白く、胸から腹に橙褐色の横
斑がある。平地から山地の樹林、耕作地、河川敷に生息し、営巣は普通、樹林内に
行う。主にスズメ、シジュウカラなどの小鳥を食べる。 

◆都内での分布状況 平地や丘陵地、山地、河川敷などの樹林に生息するが、繁殖期の観察例は少なく、
営巣については不明な点が多い。冬は、海岸の緑地など区部でも見られる。 

◆確認状況 ・秋季の哺乳類調査時に浅川河川敷で確認。 

オオタカ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長雄 50cm、雌 56.5cm。頭部からの体上面は暗青灰色で、体下面は白く細い暗灰色
の横帯がある。平地から山地の樹林に生息し、繁殖する。ハト類やカモ類など主に中
型の鳥類を食べる。 

◆都内での分布状況 低山地から丘陵地、平地の人があまり立ち入らない樹林で営巣するが、個体数は少
ない。冬は、公園など都市緑地の樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・春季の直接観察調査時に浅川河川敷で確認。 

カワセミ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 17cm。成鳥は背面が光沢のある青色で、頭部、頬、雨覆は黒褐色。胸からの体
下面は橙色。平地から低山地の河川、湖沼、都市公園の池などに生息する。小魚や
ザリガニ、エビ類、カエル類などを食べる。 

◆都内での分布状況 水質汚染が激しかった 1960～70 年代は多摩地域の西部まで分布が縮小したが、近
年は都市部の小河川や公園の池でも見られる。 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・秋季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・冬季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・春季、夏季、秋季、冬季の直接観察調査時に浅川河川敷等で確認。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.28(4) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

チョウゲンボウ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長雄 30cm、雌 33cm。雄成鳥は頭頸部、顔、腰から尾にかけてが青灰色。背、翼上
面は茶褐色。平地から山地の崖のほか、橋脚や煙突などの人工建造物で繁殖する。
ネズミ類や小鳥、昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 海岸の埋立地や河川敷の草地、丘陵地や低山地の耕作地や造成地、住宅地などで見
られ、営巣もしている。 

◆確認状況 ・夏季調査の L4 のラインセンサス時に１個体確認。 
・秋季調査の L4 のラインセンサス時に１個体確認。 
・夏季の直接観察調査時に確認。 

サンショウクイ 

環境省：絶滅危惧 II 類（VU） 

東京都：絶滅危惧 IA 類（CR） 

◆形態及び生態 体長 20cm。雄成鳥は額、喉から側頸と体下面は白く、背面は灰色。翼と尾は黒褐色。
頭頂から後頸、過眼線は黒くつながっており、嘴と足は黒色。平地から山地の広葉樹
林に生息し、昆虫類やクモ類を食べる。 

◆都内での分布状況 以前は都心部の樹林で繁殖期の記録があり、南多摩や西多摩の樹林に生息していた
が、近年は渡りの時期に通過個体が見られるのみである。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

モズ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 20cm。雄成鳥は頭部から後頸が茶褐色で、過眼線は黒い。背面は灰色、翼と尾
は黒褐色。平地から山地の疎林、耕作地、河畔林、公園などに生息し、昆虫類やミミ
ズ類、両生・爬虫類などを食べる。 

◆都内での分布状況 河川敷、丘陵地の低木林や草地、雑木林、耕作地、公園、住宅地などに広く生息し、
繁殖をしている。 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に２個体確認。 
・夏季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・秋季調査の L3 のラインセンサス時に５個体確認。 
・冬季調査の L3 のラインセンサス時に３個体確認。 
・春季、秋季、冬季の直接観察調査で確認。 

オナガ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 全長 37cm。額から後頸、顔、頬が黒く、黒い帽子を被ったように見える。背から腰
は灰色で、翼、尾は青灰色。低地や低山帯の果樹園、農耕地のある集落、村落周辺
の雑木林、樹木の多い市街地や公園などにすみ、とくに果樹園周辺に多い。雑食性
で、樹上で昆虫や果実を食べる。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 ・秋季調査の L3 のラインセンサス時に２個体確認。 
・夏季、秋季の直接観察調査で確認。 

ヒバリ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 17cm。全体に褐色で、後頭に冠羽がある。翼は黒褐色で、濃いバフ色の羽縁が
ある。眼の後方から耳羽を囲むように細い黒線がある。草地、耕作地などに生息し、
植物の種子や昆虫類などを食べる。 

◆都内での分布状況 以前は山地を除く全域で見られ繁殖していたが、現在は広い草地が存在する河川敷
や造成地などに限られる。冬は河川敷や耕作地のほか、公園のグラウンドでも少数
見られる。 

◆確認状況 ・夏季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注２）オナガの一般生態は「決定版日本の野鳥 650」（平成 26 年、平凡社）、「原色日本野鳥生態図鑑＜陸鳥編＞」（平

成 7 年、保育社）を参考とした。 
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表 8.7.28(5) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

コシアカツバメ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 18.5cm。成鳥の背面は藍色光沢のある黒色。腰は橙色で、飛翔時によく目立つ。
体下面はくすんだ白色で、黒褐色の細い縦斑が密にある。市街地や耕作地に生息し、
飛翔性昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 南多摩や北多摩、奥多摩の住宅団地などに局所的に生息する。秋の渡りの時期には、
多数の通過個体が見られる。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

イワツバメ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 全長 13cm。額から体上面は紺色光沢のある黒色。腰は白く、羽軸は褐色。上尾筒は
光沢のある黒色。腮以下の体下面は淡色で褐色みが強い。山麓の温泉街、山地の断
崖、高山や海岸の岩壁に集団で営巣する。近年は市街地の人工構造物にも多数が繁
殖する。空中を飛行しながら、飛翔している昆虫を食べる。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に２個体確認。 
・夏季調査の L3 のラインセンサス時に４個体確認。 
・夏季の直接観察調査時に確認。 

オオヨシキリ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 18.5cm。成鳥は頭部から尾にかけての背面が灰褐色で、体下面は淡色。河口、
河川、湖沼のヨシ原などに生息し、昆虫類やクモ類などを食べる。 

◆都内での分布状況 河川敷や海岸の埋立地などのヨシ原で繁殖している。渡りの時期には、平地の池の
ある公園などで見られることがある。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

メボソムシクイ上種 

環境省：（情報不足（DD）） 

東京都：－  

◆形態及び生態 全長 10-13cm。メボソムシクイやコムシクイに酷似し、羽色や大きさは両種の中間的
だが、野外識別は困難。頭部や上面は一様に緑褐色。眉斑は黄白色で細長く明瞭。嘴
基部の手前で切れる。体下面は汚白色で、側胸から脇は黄色みがある。夏鳥として北
海道の知床半島や千島列島で繁殖する。各地には旅鳥として渡来し、春は５月中旬～
６月中旬、秋は９月中旬～10 月中旬によく見られる。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 ・秋季の直接観察調査時に確認。 

セッカ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 全長 13cm。額から体上面は黄褐色で、黒褐色の斑がある。眉斑、腮以下の体下面は
淡褐色。低地から山地の草原、水田に生息し、植物の茎を移動しながら、昆虫、ク
モ類を食べる。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・夏季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・春季、夏季の直接観察調査時に確認。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注２）メボソムシクイ上種については、重要種に該当するオオムシクイの情報を記載した。 

注３）イワツバメ及びセッカの一般生態は「決定版日本の野鳥 650」（平成 26 年、平凡社）、「原色日本野鳥生態図鑑＜

陸鳥編＞」（平成７年、保育社）に、オオムシクイの一般生態は「決定版日本の野鳥 650」（平成 26 年、平凡社）

を参考とした。 
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表 8.7.28(6) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

トラツグミ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 29.5cm。頭部から腰までの背面と翼は黄褐色で黒い小斑が密にある。低山地か
ら亜高山帯までの樹林に生息し、冬は山麓地域に下る。昆虫類やミミズ類、植物の
果実などを食べる 

◆都内での分布状況 南多摩や西多摩の山地で繁殖し、冬は丘陵地や平地の樹林で越冬する。渡りの時期
には、都市部の公園でも見られる。 

◆確認状況 ・冬季哺乳類調査の T4 に設置した無人撮影カメラにて確認。 

イソヒヨドリ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 25.5cm。雄成鳥は頭部から尾までの背面と顔、喉から胸までが青色で、腹から
下尾筒までは赤褐色。海岸の岩場や崖、河川などに生息するが、市街地でも見られ
る。岩場があれば内陸でも生息する。昆虫類や甲殻類、両生・爬虫類などを食べる。 

◆都内での分布状況 海岸や河川敷、平地の鉄道駅の周辺、住宅地などで観察されることがあり、多摩地
域では建造物などに営巣し、繁殖している。内陸部では 1990 年代になって観察さ
れるようになった鳥であり、個体数は少ない。 

◆確認状況 ・春季調査の L4 のラインセンサス時に１個体確認。 
・夏季調査の L4 のラインセンサス時に１個体確認。 
・秋季調査の L4 のラインセンサス時に１個体確認。 

コサメビタキ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 13cm。成鳥は頭部から尾までの背面が灰褐色で翼は黒褐色。アイリングと眼先
が白い。体下面は白色。平地から山地の落葉広葉樹林に生息し、昆虫類などを食べ
る。 

◆都内での分布状況 西多摩や南多摩の丘陵地や山地の広葉樹林で繁殖しているが、個体数は著しく減少
している。渡りの時期には平地の樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・秋季の直接観察調査時に浅川河川敷で確認。 

オオルリ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 16.5cm。雄成鳥は頭部から尾までの背面が青色で、顔から喉、胸、脇にかけて
は黒い。体下面は白色。低山地から山地にかけての樹林に生息し、渓谷に沿った樹
林を好む。昆虫類などを食べる。 

◆都内での分布状況 南多摩や西多摩の山地の渓谷沿いの自然林に渡来し、繁殖している。春・秋の渡り
の時期には、平地の樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・春季、秋季の直接観察調査時に確認。 

セグロセキレイ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 21cm。成鳥は背面や頸、胸などが黒く、眉斑と喉、体下面は白い。平地から山
地の河川、湖沼、耕作地などに生息し、昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 西多摩や南多摩の丘陵地や山地の広葉樹林で繁殖しているが、個体数は著しく減少
している。渡りの時期には平地の樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・夏季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・秋季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・冬季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
･春季、夏季、秋季、冬季の直接観察調査時に確認。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.28(7) 注目される鳥類（一般鳥類）の生息状況 

ベニマシコ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 15cm。雄成鳥夏羽は全体が紅色で、頭は灰白色で黒褐色の縦斑がある。背面と
尾は黒い。平地から低山の林縁、草原、湿原、ヨシ原に生息し、昆虫類や植物の種子
などを食べる。 

◆都内での分布状況 大河川の河川敷や、海岸の埋立地のヨシ、ススキ、オギの草地や疎林で越冬してい
る。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

ホオジロ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 全長 16.5cm。雄は過眼線から頬、顎線はつながり黒色。眉斑、頬線、腮から喉は白
く、側頸は灰色みがある。背以下の体上面、胸以下の体下面は茶褐色。雌は過眼線
から頬、顎線はつながり、黒褐色。藪地を好み、集落、農耕地、牧草地などの周辺
の藪地、いろいろなタイプの樹林の林縁、路傍の雑草と藪の多いところなどで見ら
れる。地上で採食することが多く、雑草などの間の裸出土を歩きながら草の種子な
どをつまみ上げる。昆虫も食べるが、とくに雛の餌として鱗翅類の幼虫や直翅類な
どを捕える。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 ・春季調査の L3 のラインセンサス時に１個体確認。 
・春季、秋季、冬季の直接観察調査時に確認。 

カシラダカ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 全長 15cm。短い冠羽がある。雄夏羽は額から後頭、眼先から頬は黒色。後頭中央は
白色。眉斑、腮から体下面は白色。後頸、腰は栗茶色で腰の羽縁は淡褐色。雌は、
頭頂の軸斑は茶褐色で、羽縁は淡褐色。冬は低地や低山帯の農耕地、雑木林、疎林、
湖畔や川辺のヨシ原や藪地で見られる。主としてイネ科、カヤツリグサ科、タデ科、
マメ科などの種子を食べ、昆虫も食べる。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 ・冬季の直接観察調査時に確認。 

オオジュリン 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 16cm。雄成鳥夏羽は頭部、顔、喉から上胸までが黒く、体下面は白い。背面は
赤褐色で黒とバフ色の縦斑がある。平地の湿原、ヨシ原、草原に生息し、植物の種子
や昆虫類などを食べる。 

◆都内での分布状況 大河川の河川敷や海岸の埋立地の広大なヨシ原に渡来し、越冬している。 

◆確認状況 ・猛禽類調査時に確認。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注 2）ホオジロ及びカシラダカの一般生態は「決定版日本の野鳥 650」（平成 26 年、平凡社）、「原色日本野鳥生態図鑑

＜陸鳥編＞」（平成７年、保育社）を参考とした。 
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  c) 鳥類（猛禽類） 

計画道路及びその周辺において、令和２年繁殖期に８種、令和３年繁殖期に８種、計２科９

種の猛禽類が確認された。また、令和２年繁殖期はオオタカ、チョウゲンボウの２種２ペア（オ

オタカＡペア、チョウゲンボウＢペア）、令和３年繁殖期はツミ、オオタカ（ツミＣペア、オオ

タカＤペア）の２種ペアの繁殖が確認された。 

これらの猛禽類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される猛禽類の選定を行っ

た。その結果、注目される猛禽類として、表 8.7.29に示す２科９種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.29 注目される鳥類（猛禽類）の選定結果（現地調査） 

R2繁殖期 R3繁殖期 1 2 3 4
1 タカ ハチクマ Pernis ptilorhynchus ● NT EN
2 トビ Milvus migrans ● ● NT
3 ツミ Accipiter gularis ● ● NT
4 ハイタカ Accipiter nisus ● ● NT VU
5 オオタカ Accipiter gentilis ● ● NT VU
6 サシバ Butastur indicus ● ● VU CR
7 ノスリ Buteo buteo ● ● VU
8 ハヤブサ チョウゲンボウ Falco tinnunculus ● ● VU
9 ハヤブサ Falco peregrinus ● 国内 VU VU

合計 2科 8種 8種 0種 1種 5種 9種

注目される種

9種

No. 科名 種名 学名
調査時期

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第７版」（平成 24 年、日本鳥学会）に準拠した。 
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表 8.7.30(1) 注目される鳥類（猛禽類）の生息状況 

ハチクマ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

◆形態及び生態 体長雄 57cm、雌 60.5cm。上面は暗褐色であるが、体下面は白色の淡色型から黒褐
色の暗色型のあいだで段階的に様々。丘陵地から低山地の樹林で繁殖する。スズメ
バチ類の幼虫や蛹を好むが、両生・爬虫類なども食べる。 

◆都内での分布状況 丘陵地や低山地で見られるが、確認は極めて少ない。また、春と秋には渡りの途中
と思われる個体が、主に山地で見られる。 

◆確認状況 ・令和２年５月に８例が確認されたが、繁殖兆候等は確認されず、渡りの途中の個
体と考えられた。 

・令和３年繁殖期は確認されていない。 

トビ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長雄 58.5cm、雌 68.5cm。成鳥は全体が茶褐色で、翼下面の外側に白斑がある。
尾はたたむと凹形、広げると尾端が直線に揃う。海岸部や平地の河川・池沼に多い
が、高山にも生息する。樹林で繁殖し、主に死肉を食べるが、ネズミ類、ヘビ類、
カエル類などの小動物を食べることもある。 

◆都内での分布状況 丘陵地から低山地、東京湾の埋立地の一部で周年見られる。冬には、大河川下流域
や海岸付近に見られる。 

◆確認状況 ・令和２年繁殖期に 36 例が確認された。確認個体はほとんどが成鳥であり、繁殖
兆候及び幼鳥の確認はなかったことから、調査地域周辺では今年度は繁殖を行っ
ていないと考えられる。 

・令和３年繁殖期には 30 例が確認された。確認個体はほとんどが、成鳥性不明（推
定も含む）であり、いずれの個体も繁殖兆候を示しておらず、確認例数も少ない
ことから、調査地域周辺では繁殖を行っていないと考えられる。 

ツミ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長雄 27cm、雌 30cm。雄成鳥は頭部からの上面が暗青灰色で体下面は白く、胸か
ら脇は淡橙色。平地から山地の樹林に生息し、繁殖する。主にスズメ、シジュウカ
ラなどの小鳥や昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 平地や丘陵地、山地などの樹林や河畔林に生息するが、個体数は少ない。最近は市
街地の公園などの樹林でも営巣することがある。 

◆確認状況 ・ツミについては、１ペア（Ｃペア）が確認された。 
・令和２年繁殖期は 17 例が確認された。確認個体は主に成鳥雌雄と若鳥雌（推定）

と幼鳥（推定）であった。７月調査において、長沼町上空で幼鳥が２例確認され
た。しかしながら、成鳥雌雄による繁殖兆候は観察されていないこと、確認例数
が少ないことなどから、確認された幼鳥は調査地域外の出生地より分散した個体
と考えられる。 

・令和３年繁殖期には 14 例が確認された。確認個体は成鳥雄（推定を含む）と幼
鳥雄などであった。日野市多摩平地区で３月、５月に鳴き声、７月に同地区で本
種と推定される巣が確認された。また、同林内で確認された個体は、鳴き声の特
徴から幼鳥と推定され、当該巣から既に巣立ち、繁殖したものと考えられる。（ツ
ミＣペア） 

・また、令和３年７月調査において、計画道路西側の浅川沿いの樹林付近で幼鳥が
２例確認されたが、確認例数が少ないことなどから、調査地域外の出生地より分
散した個体と考えられる。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.30(2) 注目される鳥類（猛禽類）の生息状況 

ハイタカ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 体長雄 31.5cm、雌 39cm。体上面は青灰色で、体下面は白く、胸から腹に橙褐色の
横斑がある。平地から山地の樹林、耕作地、河川敷に生息し、営巣は普通、樹林内
に行う。主にスズメ、シジュウカラなどの小鳥を食べる。 

◆都内での分布状況 平地や丘陵地、山地、河川敷などの樹林に生息するが、繁殖期の観察例は少なく、
営巣については不明な点が多い。冬は、海岸の緑地など区部でも見られる。 

◆確認状況 ・令和２年繁殖期は６例が確認された。確認個体は成鳥雄と齢性不明個体であり、
いずれの個体も繁殖兆候を示しておらず、確認例数も少ないことから、調査地域
周辺では繁殖を行っていないと考えられる。 

・令和３年繁殖期には７例が確認された。確認個体は若鳥雌雄（推定を含む）と幼
鳥雌雄及び齢不明雄（推定）であり、いずれの個体も繁殖兆候を示しておらず、
確認例数も少ないことから、調査地域周辺では繁殖を行っていないと考えられ
る。 

オオタカ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 体長雄 50cm、雌 56.5cm。頭部からの体上面は暗青灰色で、体下面は白く細い暗灰
色の横帯がある。平地から山地の樹林に生息し、繁殖する。ハト類やカモ類など主
に中型の鳥類を食べる。 

◆都内での分布状況 低山地から丘陵地、平地の人があまり立ち入らない樹林で営巣するが、個体数は少
ない。冬は、公園など都市緑地の樹林でも見られる。 

◆確認状況 ・オオタカについては、２ペア（Ａペア、Ｄペア）が確認された。 
・令和２年繁殖期は 62 例が確認された。確認個体は成鳥雌雄もしくは性不明、若

鳥雄、幼鳥であった。日野市程久保地区において、成鳥雄による繁殖兆候が確認
されたことから、繁殖を行っていると考えられたため、６月調査時に短時間での
林内踏査を実施した。その結果、同地区において本繁殖期における利用巣と巣及
び営巣林内で成鳥雌と幼鳥３羽の飛翔と鳴き声が確認された（オオタカＡペア） 
その他、Ａペア以外と考えられる個体も確認されたが、いずれの個体も繁殖兆候
を示しておらず、確認例数も少ないことから、調査地域周辺では繁殖を行ってい
ないと考えられる。 

・令和３年繁殖期には 34 例が確認された。確認個体は成鳥雌雄もしくは性不明（推
定を含む）、若鳥雄もしくは性不明（推定を含む）、幼鳥及び齢不明雌もしくは性
不明であった。 

・日野市程久保地区において、オオタカＡペアの交尾声や成鳥雄による巣の監視と
まり等の繁殖兆候が確認されたことから、昨年の営巣林内で営巣していると考え
られたため、５月に同営巣地において短時間での林内踏査を実施した。その結果、
既知巣上に青葉が積まれており、営巣は認められたものの、抱卵・抱雛の様子や
巣直下や営巣林内での痕跡は確認されなかった。その後、同地区への餌運びが確
認され、昨年の営巣林周辺の踏査を行ったが、新たな巣は確認されなかった。幼
鳥も確認されなかったことから、本年は営巣したものの繁殖を行わなかったか、
繁殖に失敗したと考えられる。（オオタカＡペア） 

・また、令和３年 7 月に八王子市長沼地区において、オオタカの成鳥雌（推定）と
幼鳥 1 羽が確認された。２羽とも長沼地区の公園周辺で鳴いており、これらの確
認状況から巣外育雛期と考え、公園周辺で営巣地を特定するために踏査を実施し
た。その結果、本種のものと推定される新たな営巣地が確認された。（オオタカ
Ｄペア） 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.30(3) 注目される鳥類（猛禽類）の生息状況 

サシバ 

環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

東京都：絶滅危惧ⅠA 類（CR） 

◆形態及び生態 体長 49cm。雄成鳥の頭部は灰褐色で、体上面、胸は茶褐色。喉は白く、中央に１本
縦斑がある。体下面は白く、茶褐色の横斑がある。主に低山地の樹林で繁殖し、カ
エル類やヘビ類、バッタ類などを食べる。 

◆都内での分布状況 近年は、繁殖期には稀に見られるのみ。以前は南多摩の丘陵地や西多摩の低山地で
営巣していたが、最近の営巣については不明である。また、渡りの時期には、通過
個体が東京都本土部各地で見られる。 

◆確認状況 ・令和２年繁殖期は 12 例確認された。確認された個体は成鳥雄または性不明個体
と若鳥及び齢性不明個体であり、いずれの個体も繁殖兆候を示しておらず、確認
例数も少ないことから、調査地域周辺では繁殖を行っていないと考えられる。 

・令和３年繁殖期には２例が確認された。確認された個体は成鳥性不明個体であり、
いずれの個体も繁殖兆候を示しておらず、確認例数も少ないことから、調査地域
周辺では繁殖を行っていないと考えられる。 

ノスリ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 体長 54cm。体下面は淡いバフ色で翼先、翼角に暗褐色の斑がある。尾は短く円尾で
下面に細い横帯がある。山地の樹林で繁殖し、冬は広大な干拓地、河川敷、耕作地
などで越冬する。主にネズミ類などの小動物を食べる。 

◆都内での分布状況 西多摩の丘陵地、山地などの樹林で営巣する。冬は、河川敷や海岸の緑地など、樹
林のある水辺で良く見られる。 

◆確認状況 ・令和２年繁殖期に４例を確認した。確認個体は成鳥雌または性不明及び齢性不明
個体であり、繁殖兆候等は確認されていないことから、調査地域周辺では繁殖を
行っていないと考えられる。 

・令和３年繁殖期には１例が確認された。確認個体は成鳥性不明個体であり、確認
状況から渡りと推測された。また、５月以降は確認されなかったことから、調査
地域周辺では繁殖を行っていないと考えられる。 

チョウゲンボウ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 体長雄 30cm、雌 33cm。雄成鳥は頭頸部、顔、腰から尾にかけて青灰色。背、翼上
面は茶褐色。平地から山地の崖のほか、橋脚や煙突などの人工建造物で繁殖する。
ネズミ類や小鳥、昆虫類を食べる。 

◆都内での分布状況 海岸の埋立地や河川敷の草地、丘陵地や低山地の耕作地や造成地、住宅地などで見
られ、営巣もしている。 

◆確認状況 ・チョウゲンボウについては、１ペア（Ｂペア）が確認された。 
・令和２年繁殖期に 41 例が確認された。確認個体は成鳥雌雄または性不明、若鳥

雌（推定）、幼鳥雌（推定）及び齢性不明であった。主に浅川で餌運びや巣の監
視止まりが確認されたことから、浅川近傍で繁殖を行っていると考えられた。そ
の後、夏季の一般鳥類調査において、八王子市北野町にある工場において成鳥雌
と幼鳥を確認し、同工場の建物内に繁殖巣があることが示唆された。（チョウゲ
ンボウＢペア）その他、長沼ペア以外の個体も確認されたが、調査地周辺では繁
殖を行っていないと考えられる。 

・昨年、チョウゲンボウＢペアの繁殖が確認された地区において令和３年３月に餌
運びが確認され、同工場で本年も営巣している可能性があるため、移動定点観察
を行い、繁殖状況を把握した。その結果、本ペアの生息が確認され、雄が侵入個
体を排斥する様子や、同工場の屋根と壁の隙間へ雌が出入りする様子が確認され
た。しかしながら、その後、餌運び等の繁殖兆候や当年生まれの幼鳥が確認され
なかったことから、本年は営巣したものの繁殖を行わなかったか、繁殖に失敗し
たと考えられる。（チョウゲンボウＢペア） 

・その他、Ｂペア以外の個体も程久保や万願寺地区周辺で確認されたが、いずれの
個体も繁殖兆候を示しておらず、確認例数も少ないことから、調査地域周辺では
繁殖を行っていないと考えられる。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.30(4) 注目される鳥類（猛禽類）の生息状況 

ハヤブサ 

種の保存法：国内希少野生動物種 

環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 成鳥は上面が青黒色で、眼から頬にはひげ状の黒斑がある。平地から山地の海岸、
河口、河川、湖沼、耕作地などに生息し、一般に崖地の岩棚や横穴で繁殖する。主
に飛んでいる鳥類を捕まえて食べる。 

◆都内での分布状況 主に非繁殖期の８月から２月にかけて、海岸や河川敷を中心に見られる。都市部の
ビル街に現れることもある。繁殖期に観察されることもあるが、営巣については不
明である。また、秋には渡りの個体が見られる。 

◆確認状況 ・令和２年繁殖期は確認されなかった。 
・令和３年繁殖期には２例が確認された。確認個体は成鳥雄（推定）及び性齢不明

であり、いずれの個体も繁殖兆候を示しておらず、確認例数も少ないことから、
調査地域周辺では繁殖を行っていないと考えられる。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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  d) は虫類及び両生類 

計画道路及びその周辺において、春季調査では３種、夏季調査では６種、秋季調査では６種、

早春季調査では２種、計８科９種のは虫類及び両生類が確認された（一般鳥類調査での確認種

を含む）（資料編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらのは虫類及び両生類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目されるは虫類及

び両生類の選定を行った。その結果、注目されるは虫類及び両生類として、表 8.7.31 に示す

６科６種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.31 注目されるは虫類及び両生類の選定結果（現地調査） 

春季 夏季 秋季 早春季 1 2 3 4
1 ヤモリ ニホンヤモリ Gekko japonicus ● ＊①⑤

2 トカゲ ヒガシニホントカゲ Plestiodon finitimus ● ● ● VU
3 カナヘビ ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides ● ● ● NT
4 ナミヘビ アオダイショウ Elaphe climacophora ● NT
5 アカガエル ヤマアカガエル Rana ornativentris ● EN

6 アオガエル カジカガエル※） Buergeria buergeri ● VU
合計 6科 2種 4種 3種 1種 0種 0種 0種 6種

調査時期 注目される種

6種

No. 科名 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、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２年度版）」（令和

２年 11 月、国土交通省）に準拠した。 

※）カジカガエルは一般鳥類調査時に確認された。 
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表 8.7.32(1) 注目されるは虫類及び両生類の生息状況 

ニホンヤモリ 

環境省：－ 

東京都：留意種 

◆形態及び生態 全長 10～14cm 程度。体色は淡い灰色に暗褐色の斑紋があるが、温度などにより大
きく変わる。体は平たく指先が扁平で壁を垂直に登ったり、天井なども巧みに素早
く動く。尾は自切する。瞼がなく目を閉じることはない。夜行性でガ類など昆虫類、
クモ類を食べる。古い時代の大陸からの移入種。 

◆都内での分布状況 人間とうまく共存している動物（シナントロープ）であり、主に民家や寺院、その
周辺などに見られる。 

◆確認状況 夏季に浅川右岸で１個体を確認した。 

ヒガシニホントカゲ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 全長 20～25cm 程度。体鱗には光沢があり、オスの成体は頭部が発達し、繁殖期はの
どや腹部がオレンジ色になる。オスは背面が茶褐色で体側に黒褐色の帯がある。メ
スは幼体の体色があせた感じで、幼体は背面が黒く黄白色の５本の縦縞が入り、尾
は鮮やかなコバルトブルー。昼行性でクモ類、昆虫類、陸生甲殻類などを食べる肉
食性。尾は自切する。 

◆都内での分布状況 市街地から山地まで広く分布し、日当たりのよい草地や石垣などがある環境を好む。 

◆確認状況 春季、夏季、秋季に各１個体を確認した。 

ニホンカナヘビ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 全長 16～27cm 程度。ニホントカゲに比べずっと細身で尾は長く全長の３分の２強。
体色は背面が褐色、腹面は白または黄色。体側に白と暗褐色の縞がはしる。背面の鱗
にはうね（キール）があり、ザラザラした感じ。幼体の体色は全体に暗く、特に尾部
は顕著。昼行性でクモ類や昆虫類、ダンゴムシなど陸生甲殻類などを食べる肉食性。
尾は自切する。 

◆都内での分布状況 市街地から低山地まで広く分布し、日当たりのよい草地や藪を好む。 

◆確認状況 春季、夏季、秋季に計５個体を確認した。 

アオダイショウ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT）  

◆形態及び生態 全長 110～190cm 程度で、本土最大のヘビ。体色は褐色からオリーブ色と個体差が大
きい。背面に黒色や暗褐色の不明瞭な４本の縞が入る。幼蛇ははしご状の斑紋が並び、
マムシとよく間違えられる。樹上性傾向があり立体的な運動能力が非常に高いが地上
でも活発に活動する。成蛇は主にネズミ類と鳥類を捕食する。幼蛇はカエル類、トカ
ゲ類、ヤモリを好食し、成蛇と大きく違う。 

◆都内での分布状況 平地から山地の民家周辺から森林まで様々な環境に見られる。人間とうまく共存し
ている動物（シナントロープ）である。 

◆確認状況 秋季に西平山で１個体を確認した。 

ヤマアカガエル 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 IB 類（EN） 

◆形態及び生態 体長４～８cm。ニホンアカガエルに似るが本種の方が大きい。四肢の指端に吸盤を
持たない。後肢趾間に発達したみずかきを持つ。眼上部後方から後肢基部にかけて
背側線～条がある。背側線～条は鼓膜後方で外側に折れ曲がる。体色は茶褐色から
赤褐色で、鼓膜周囲は暗黒色を帯びる。成体は昆虫類やクモ類、ミミズ類などを食
べる。 

◆都内での分布状況 山間地や丘陵地の林床に生息する。ニホンアカガエルと同所的に生息することがあ
るが、非繁殖期は草地や水田などにはあまり現れない。 

◆確認状況 早春季に浅川で成体１個体と４卵塊を確認した。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.32(2) 注目されるは虫類及び両生類の生息状況 

カジカガエル 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 体長 3.5～７cm。扁平な体形で、指端に吸盤を持つ。趾間にはみずかきがあるが、
前肢のものは痕跡程度である。背面には小顆粒が散在し、ざらついた印象を与える。
背面の体色は灰褐色から灰暗色で、背面中央に暗色の斑紋が見られることもある。
成体は昆虫類やクモ類などを食べる。 

◆都内での分布状況 山間地の渓流内、及びその周辺の樹林に生息する。 

◆確認状況 夏季に浅川で１個体を確認した。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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  e) 昆虫類 

計画道路及びその周辺において、春季調査では 334種、夏季調査では 291種、秋季調査では

375種、計 173科 692 種の昆虫類が確認された（資料編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」

参照）。 

これらの昆虫類について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される昆虫類の選定を行っ

た。その結果、注目される昆虫類として、表 8.7.33に示す５科８種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.33 注目される昆虫類の選定結果（現地調査） 

春季 夏季 秋季 1 2 3 4
1 ヤンマ カトリヤンマ Gynacantha japonica ● EN

2 トンボ マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum ● ● NT

3 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum ● ● NT

4 シジミチョウ ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri pryeri ● NT

5 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada ● VU

6 オサムシ ヒラタマルゴミムシ Cosmodiscus platynotus ● NT

7 ホソチビヒョウタンゴミムシ Dyschirius steno ● VU

8 テントウムシ アイヌテントウ Coccinella ainu ● NT

合計 5科 2種 5種 3種 0種 0種 0種 8種

注目される種調査時期

8種

No. 科名 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（令和２年度版）」（令和２年 11 月、国土交
通省）に準拠した。 
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表 8.7.34(1) 注目される昆虫類の生息状況 

カトリヤンマ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 IB 類（EN） 

◆形態及び生態 腹長 54～60mm。細身で腹部第３節のくびれも強い。成熟個体では翅胸は緑色、腹部
第２節は♂では青色、♀では緑色。複眼は大きく、成熟個体では緑色で前半が青み
がかる。♀尾毛は長くてもろく老熟個体では大半が折損する。夏から秋に見られる。 

◆都内での分布状況 平地から丘陵地の湿田に生息する。河川敷の湿地に生息する例もある。 

◆確認状況 ・一般鳥類調査時に、秋季任意調査にて川北用水と浅川の日野市側堤防の間の竹林
で成虫を１個体確認した。 

マユタテアカネ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 腹長 20～28mm。胸側第１条は細く短く、下から立ち上がった細い黒条は気門に向か
って枝分かれした後すぐに終わり、上端までの間は広く残される。肩縫線上の黒条
は上で分岐してＰ字型になる。平地、低山地の植生豊かな池に生息し、成虫は夏～
秋にみられる。 

◆都内での分布状況 - 

◆確認状況 ・夏季の任意調査にて浅川河川敷沿いの林縁部で成虫を１個体確認した。 
・秋季の任意調査にて浅川河川敷沿いの林縁部とその周辺の草地で成虫を 10 個体確
認した。 

ミヤマアカネ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 腹長 23～28mm。翅胸はほぼ無班、翅の縁紋付近から内側にかけて幅広い褐色帯が入
る。♂では成熟すると全身鮮やかな赤色となり、縁紋も赤くなる。♀は黄褐色。初
夏から秋にみられる。 

◆都内での分布状況 平地から丘陵地の穏やかな砂泥底の細流に生息する。 

◆確認状況 ・夏季の任意調査にて浅川河川敷で成虫を１個体確認した。 
・秋季の任意調査にて浅川河川敷で成虫を８個体確認した。 

ウラゴマダラシジミ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 開長 35～40mm。翅表は中央が青色で、幅広く黒色で縁取られる。翅裏は純白色で、
中央部には黒斑がなく、外縁の内側に沿って二重の黒点が並ぶ。年１回初夏に発生し、
幼虫はイボタやミヤマイボタなどを食べる。 

◆都内での分布状況 世田谷区において 1970 年代までは生息が確認されていたが、谷戸の湿地の消滅によ
り、1970 年代前半に絶滅した。その後同様の理由で区部から絶滅した。南多摩でも
谷戸の湿地の減少で絶滅した場所がある。北多摩での生息状況は不明。谷戸の湿地
などの存在する西多摩に多くの生息地が存在している。 

◆確認状況 ・春季調査の任意調査にて浅川河川敷沿いの落葉広葉樹林の林縁部で成虫を１個体
確認した。 

ゴイシシジミ 

環境省：－  

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 開長 20～25mm。翅表は黒色で、翅裏は白色の地色に黒い斑点が多数散りばめられて
いる。♀は♂よりも翅形が丸い。年数回発生し、幼虫はタケ・ササ類に寄生するササ
コナフキツノアブラムシを食べる。 

◆都内での分布状況 区部において 1960 年代までは各所でみられたが、1980 年代には数か所程度まで減
少した。区部の詳細は不明であるが、樹林に囲まれたアズマネザサなどが生育する
環境がないと生存は不可能と考えられる。1990 年代以降、多摩地域においても分布
が分断されている。 

◆確認状況 ・夏季調査の任意調査にて浅川河川敷沿いの竹林の林縁部で成虫を 1 個体確認した。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注２）重要種のうち、マユタテアカネの一般生態は「赤トンボのすべて」（平成 22 年、トンボ出版）を参考とした。 
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表 8.7.34(2) 注目される昆虫類の生息状況 

ヒラタマルゴミムシ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長８～９mm。マルガタゴミムシに似た幅広い体型を持ち、黒色で強い光沢がある。
前胸側片は幅広く、特に後方で著しい。灯火に飛来する。 

◆都内での分布状況 不明。樹林や竹林などの周辺で見られることがある。 

◆確認状況 ・春季調査の任意調査にて浅川河川敷の草地脇の落葉落枝下で成虫を１個体確認し
た。 

ホソチビヒョウタンゴミムシ 

環境省：－  

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 体長 2.9～3.2mm。同属の中では体型が著しく細型。銅緑色の強い光沢を持つ。前頭
に３条の横隆起がある。 

◆都内での分布状況 中流域の砂礫質の河原に生息する。 

◆確認状況 ・夏季調査の任意調査にて T3 近傍の畑地付近で成虫を２個体確認した。 

アイヌテントウ 

環境省：－  

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 5mm 前後。ナナホシテントウなどに似るが、各上翅には円形の黒色紋が 1.5-2-2
（合計 11 個）に配置され、側方の２個が非常に小さくなる点で区別できる。大～中
河川の上～中流域の河川敷の水辺付近にみられ、カワラヨモギやカワラハハコなどが
まばらに生育する環境に生息する。成虫は６～７月ごろ出現する。 

◆都内での分布状況 - 

◆確認状況 ・夏季調査の任意調査にて浅川河川敷の湿性草地で成虫を３個体確認した。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注２）重要種のうち、アイヌテントウの一般生態は「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・野生生物」（平成 30 年、栃木県）を参考とした。 
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③ 水生生物の状況 

 (a) 既存資料調査 

  a) 大型水生植物 

計画道路及びその周辺では、35科 117種の大型水生植物について生育記録がある（資料編「第

７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの大型水生植物について、表 8.7.16 の選定基準に基づき、注目される大型水生植物

の選定を行った。その結果、注目される大型水生植物として、表 8.7.35 に示す 26 科 52 種が

選定された。 

 

表 8.7.35 注目される大型水生植物の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

1 サンショウモ科 サンショウモ Salvinia natans VU CR
2 アカウキクサ科 アカウキクサ Azolla imbricata EN
3 オオアカウキクサ Azolla japonica EN CR
4 キンポウゲ科 バイカモ Ranunculus nipponicus var.submersus EX
5 スイレン科 ジュンサイ Brasenia schreberi EW
6 コウホネ Nuphar japonicum VU
7 ヒツジグサ Nymphaea tetragona var.angusta EX
8 オトギリソウ科 ミズオトギリ Triadenum japonicum CR
9 ミゾハコベ科 ミゾハコベ Elatine triandra var.pedicellata CR
10 ミソハギ科 ミズマツバ Rotala mexicana VU CR
11 ヒシ科 ヒシ Trapa japonica CR
12 アカバナ科 ミズユキノシタ Ludwigia ovalis CR
13 アリノトウグサ科 ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum EN
14 ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata NT
15 アワゴケ科 ミズハコベ Callitriche verna EN
16 ゴマノハグサ科 キクモ Limnophila sessiliflora EN
17 カワヂシャ Veronica undulata NT VU
18 ゴマ科 ヒシモドキ Trapella sinensis EN
19 タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis NT EN
20 オモダカ科 ヘラオモダカ Alisma canaliculatum EN
21 トウゴクヘラオモダカ Alisma rariflorum VU CR
22 ウリカワ Sagittaria pygmaea DD
23 トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica EX
24 クロモ Hydrilla verticillata EX
25 ミズオオバコ Ottelia japonica VU EN
26 セキショウモ Vallisneria asiatica EN
27 コウガイモ Vallisneria denseserrulata DD
28 ヒルムシロ科 イトモ Potamogeton berchtoldii NT CR
29 エビモ Potamogeton crispus EN
30 ヒルムシロ Potamogeton distinctus EN
31 ササバモ Potamogeton malaianus VU
32 ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus VU
33 イバラモ科 イトトリゲモ Najas japonica NT EN
34 ミズアオイ科 ミズアオイ Monochoria korsakowii NT EX
35 アヤメ科 ノハナショウブ Iris ensata var.spontanea EN
36 カキツバタ Iris laevigata NT CR
37 アヤメ Iris sanguinea EN
38 ホシクサ科 ホシクサ Eriocaulon cinereum EN
39 ニッポンイヌノヒゲ Eriocaulon hondoense CR
40 イネ科 アシカキ Leersia japonica CR
41 エゾノサヤヌカグサ Leersia oryzoides NT
42 ヌマガヤ Moliniopsis japonica CR
43 サトイモ科 ショウブ Acorus calamus NT
44 ヒメザゼンソウ Symplocarpus nipponicus CR
45 ミクリ科 ミクリ Sparganium erectum ssp.stoloniferum NT VU
46 ナガエミクリ Sparganium japonicum NT VU
47 カヤツリグサ科 ウキヤガラ Bolboschoenus fluviatilis EN
48 カンエンガヤツリ Cyperus exaltatus var.iwasakii VU VU
49 ミズガヤツリ Cyperus serotinus VU
50 オオハリイ Eleocharis congesta VU
51 クログワイ Eleocharis kuroguwai EN
52 カンガレイ Schoenoplectus triangulatus VU
－ 26科 0種 0種 17種 49種

No. 科 種名

52種

学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.16 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、原則として「植物目録 1987」（昭和 63 年、環境庁）に準拠した。 
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  b) 付着藻類 

計画道路及びその周辺では、40 種の付着藻類について生息記録がある（資料編「第７章 生

物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの付着藻類について、表 8.7.16 の選定基準に基づき、注目される付着藻類の選定を

行った。その結果、注目される付着藻類は選定されなかった。 

 

  c) 水生動物（魚類等の遊泳生物） 

計画道路及びその周辺では、21 科 65 種の魚類等の遊泳生物について生息記録がある（資料

編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの大型水生植物について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される魚類等の遊泳

生物の選定を行った。その結果、注目される魚類等の遊泳生物として、表 8.7.36 に示す７科

16種が選定された。 

 

表 8.7.36 注目される水生動物（魚類等の遊泳動物）の選定結果（既存資料調査） 

注目される種
1 2 3 4

1 ウナギ科 ニホンウナギ Anguilla japonica EN EN
2 コイ科 キンブナ Carassius buergeri subsp.2 VU EN
3 ギンブナ Carassius sp. DD
4 ヤリタナゴ Tanakia lanceolata NT DD
5 オイカワ Opsariichthys platypus DD
6 アブラハヤ Rhynchocypris lagowskii steindachneri VU
7 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus NT DD
8 ヒガシシマドジョウ Cobitis sp. BIWAE type C NT
9 フクドジョウ科 ホトケドジョウ Lefua echigonia EN EN
10 ギギ科 ギバチ Tachysurus tokiensis VU VU
11 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes VU CR
12 ハゼ科 ヌマチチブ Tridentiger brevispinis NT
13 オオヨシノボリ Rhinogobius fluviatilis DD
14 クロヨシノボリ Rhinogobius brunneus DD
15 ジュズカケハゼ Gymnogobius castaneus NT DD
16 ムサシノジュズカケハゼ Gymnogobius sp.1 EN DD
－ 7科 16種 0種 0種 9種 16種

No. 科 種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、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２年度版）」（令

和２年 11 月、国土交通省）に準拠した。 

 

  d) 水生動物（底生動物） 

計画道路及びその周辺では、92科 211種の底生動物について生息記録がある（資料編「第７

章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの底生動物について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される底生動物の選定を

行った。その結果、注目される底生動物として、表 8.7.37に示す６科６種が選定された。 

 

表 8.7.37 注目される水生動物（底生動物）の選定結果（既存資料調査） 
注目される種

1 2 3 4
1 モノアラガイ科 コシダカヒメモノアラガイ Lymnaea truncatula DD
2 ヌマエビ科 ヌカエビ Paratya improvisa ＊①②③

3 テナガエビ科 スジエビ Palaemon paucidens ＊①②③

4 サワガニ科 サワガニ Geothelphusa dehaani ＊①②
5 モクズガニ科 モクズガニ Eriocheir japonicus ＊①②④

6 ゲンゴロウ科 キベリマメゲンゴロウ Platambus fimbriatus NT
- 6科 6種 0種 0種 2種 4種

学名科 種名No.

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、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２年度版）」（令

和２年 11 月、国土交通省）に準拠した。 
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 (b) 現地調査 

  a) 大型水生植物 

計画道路及びその周辺において、春季調査では 12種、夏季調査では 17種、秋季調査では７

種、早春季調査では５種、計 15科 23種の大型水生植物が確認された（資料編「第７章 生物・

生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの大型水生植物について、表 8.7.16 の選定基準に基づき、注目される大型水生植物

の選定を行った。その結果、注目される大型水生植物として、表 8.7.38 に示す２科２種が選

定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.38 注目される大型水生植物の選定結果（現地調査） 

春季 夏季 秋季 早春季 1 2 3 4
1 合弁花類 アワゴケ ミズハコベ Callitriche verna ● EN
2 単子葉類 ヒルムシロ ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus ● ● VU

合計 - 2科 0種 2種 1種 0種 0種 0種 0種 2種2種

注目される種
No. 分類群 科名

調査時期
種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.16 の No.と対応する。 

注２）分類群・科・種名及びその配列は、原則として「植物目録 1987」（昭和 63 年、環境庁）に準拠した。 

 

 

表 8.7.39 注目される大型水生植物の生育状況 

ミズハコベ 

環境省：- 

東京都：絶滅危惧 IB 類（EN） 

◆形態及び生態 一年生。全体軟弱。茎は分枝を繰り返す。水中葉は線形、水上葉はへら形。花は黄
緑色、葉腋に１個つき、ごく小型で２個の苞に包まれる。花期は 5～11 月。低地の
湿地やため池の縁などに生育する。 

◆都内での分布状況 南多摩や西多摩の沖積地に生育する。 

◆確認状況 夏季に、浅川において１地点で確認された。 

ヤナギモ 

環境省：-  

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 沈水性の多年草。水中茎の断面は楕円形。葉は無柄、線形、鋭尖頭。長さ５～12cm、
幅２～５mm、前縁で５脈以上ある。花茎は長さ 20～50mm、花穂は長さ 6～12mm。花
期は５～９月。河川、水路、稀にため池などに生育する。 

◆都内での分布状況 北多摩から南多摩における河川中流域及び沖積地を流れる用水路、湧水起源の水路
などに生育するが、分布は局限される。 

◆確認状況 夏季に、川北用水において１地点で確認された。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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  b) 付着藻類 

計画道路及びその周辺において、川北用水（W1）の春季調査では 31 種、夏季調査では 35種、

秋季調査では 32 種が、浅川（W2）の春季調査では 30 種、夏季調査では 32 種、秋季調査では

25種、計 14科 72種の付着藻類が確認された（資料編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」

参照）。 

これらの付着藻類について、表 8.7.16 の選定基準に基づき、注目される付着藻類の選定を

行った。その結果、注目される付着藻類として、表 8.7.40に示す１科１種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護の観点から図示しない。 

 

表 8.7.40 注目される付着藻類の選定結果（現地調査） 

W1 W2 W1 W2 W1 W2 1 2 3 4

1 ベニマダラ タンスイベニマダラ Hildenbrandia rivularis ● ● ● NT
合計 1科 1種 0種 1種 0種 1種 0種 0種 0種 1種 0種

No. 科名
注目される種夏季春季 秋季

種名 学名

1種  
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.16 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、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２年度版）」（令和２年

11 月、国土交通省）に準拠した。 

 

表 8.7.41 注目される付着藻類の生育状況 

タンスイベニマダラ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：－ 

◆形態及び生態 藻体は明るい褐色で、やや不規則な円盤で、太さ約 2.5cm であるが、隣り合った藻
体が融合して、より大きい円盤に成長する。円盤は通常厚さ 50-100μm で、基部と
直立部からなる。基層部は放射状に並んだ、やや長い細胞の列からなる。 

◆確認状況 川北用水で、春季、夏季、秋季において１地点以上で確認された。 

注）注目される種の一般生態は「世界の淡水産紅藻」（平成 12 年６月、内田老鶴圃）を参考とした。 
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  c) 水生動物（魚類等の遊泳動物） 

計画道路及びその周辺において、川北用水（W1）の春季調査では６種、夏季調査では 11種、

秋季調査では 10種、浅川(W2)の春季調査では 13種、夏季調査では 14 種、秋季調査では 13種、

計６科 19種の魚類等の遊泳動物が確認された（資料編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」

参照）。 

これらの魚類等の遊泳動物について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される魚類等の

遊泳動物の選定を行った。その結果、注目される魚類等の遊泳動物として、表 8.7.42 に示す

３科６種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護のため図示しない。 

 

表 8.7.42 注目される水生動物（魚類等の遊泳動物）の選定結果（現地調査） 

W1 W2 W1 W2 W1 W2 1 2 3 4
1 コイ オイカワ Opsariichthys platypus ● ● ● ● ● ● DD
2 アブラハヤ Rhynchocypris lagowskii steindachneri ● ● ● ● ● ● VU

3 スゴモロコ※） Squalidus chankaensis biwae ● ● (VU)

4 ドジョウ ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus ● ● NT DD
5 ヒガシシマドジョウ Cobitis sp. BIWAE type C ● ● ● ● ● ● NT
6 ハゼ クロダハゼ Rhinogobius kurodai ● ● DD

合計 3科 3種 4種 5種 4種 4種 4種 0種 0種 2種 5種

夏季 秋季 注目される種

6種

No. 科名 種名 学名
春季

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、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２年度版）」（令和２年

11 月、国土交通省）に準拠した。 

※）スゴモロコは国内外来種である。 
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表 8.7.43(1) 注目される水生動物（魚類等の遊泳動物）の生息状況 

オイカワ 

環境省：－ 

東京都：情報不足（DD） 

◆形態及び生態 全長 12～15cm。細長い側扁形型で、臀びれは大きく伸長する。体側に不明瞭な横帯
が不規則に並ぶ。平野部を流れる河川の中・下流域とそれに続く水路、きれいな湖
沼に生息する。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 川北用水で、春季２個体、夏季５個体、秋季３個体を確認した。 
浅川で、春季 44 個体、夏季 67 個体、秋季 53 個体を確認した。 

アブラハヤ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

◆形態及び生態 体長 15cm 程度。体型は紡錘型で、口ひげはない。鱗が細かく体表のぬめりが強い。
河川の中・上流域の淵や淀みに生息する。 

◆都内での分布状況 区部、北多摩では、護岸がコンクリート化されていない限られた水域で、水質が改
善されたことにより、やや増加傾向にある。南多摩では多摩川などで多く見られる。
西多摩では近縁種のタカハヤが移入され繁殖している。 

◆確認状況 川北用水で、春季 10 個体、夏季 61 個体、秋季３個体を確認した。 
浅川で、春季 11 個体、夏季 26 個体、秋季 21 個体を確認した。 

スゴモロコ 

環境省：（絶滅危惧Ⅱ類（VU）） 

東京都：－ 

◆形態及び生態 全長９～12cm。体は細長い。口はやや下向きで、１対の長い口ひげを備える。半底
生性魚類で、琵琶湖では水深 10m 前後の砂底や砂泥底の上を群泳する。冬はさらに
深いところへ移動する。繁殖期は５～６月。水生昆虫、ヨコエビ、小型巻貝、浮遊
動物などを食べる雑食性。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 浅川で、夏季３個体、秋季３個体を確認した。 

ドジョウ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：情報不足（DD） 

◆形態及び生態 成魚の全長は 10～15cm 程度。体形は細長い。口ひげは５対。オス成魚の胸びれは伸
びて尖り、基部に骨質盤ができる。水田や農業用水路、湿地帯などの流れのない泥
底に生息する。初夏に、水田やタマリなどの一時的水域に遡上して産卵を行う。雑
食性。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 川北用水で、夏季１個体を確認した。 
浅川で、春季６個体を確認した。 

ヒガシシマドジョウ 

環境省：－ 

東京都：準絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 体長 10cm 程度。体型は細長く、体側に黒暗色の縞模様がある。３対の口ひげがあり、
体表はぬめりが強い。河川の中流域の砂礫底に生息する。 

◆都内での分布状況 昭和 50 年代に河川の汚染が進んだ時代に区部、北多摩、南多摩の河川の多くから姿
を消したが、近年水質の改善ともに多摩川や柳瀬川などで増えている。西多摩では
多摩川と秋川の合流点より上流で普通に見られる。 

◆確認状況 川北用水で、春季７個体、夏季 15 個体、秋季２個体を確認した。 
浅川で、春季 18 個体、夏季 16 個体、秋季 11 個体を確認した。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注２）オイカワ、スゴモロコ、ヒガシシマドジョウの生態については「山渓ハンディ図鑑 15 増強改訂 日本の淡水魚」

（令和元年９月、山と渓谷社）を参考とした。 
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表 8.7.43(2) 注目される水生動物（魚類等の遊泳動物）の生息状況 

クロダハゼ 

環境省：－ 

東京都：情報不足（DD） 

◆形態及び生態 全長４～６cm。オスの尾びれは白色の縁どりがあり、赤褐色横帯がある。河川の中流
域の流れの緩やかな場所から、湧水地、池沼、ワンドなどの止水域を中心とした流れ
の緩やかな場所に生息。 

◆都内での分布状況 － 

◆確認状況 川北用水で夏季７個体、秋季 12 個体を確認した。 

注１）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部

解説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

注２）クロダハゼの生態については「山渓ハンディ図鑑 15増強改訂 日本の淡水魚」（令和元年９月、山と渓谷社）を

参考とした。 
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  d) 水生動物（底生動物） 

計画道路及びその周辺において、川北用水（W1）の春季調査では 36 種、夏季調査では 29種、

秋季調査では 41 種、早春季調査では 65 種が、浅川(W2)の春季調査では 64 種、夏季調査では

58種、秋季調査では 62種、早春季調査では 64種、計 70科 164種の底生動物が確認された（資

料編「第７章 生物・生態系、7.1 現況調査」参照）。 

これらの底生動物について、表 8.7.23 の選定基準に基づき、注目される底生動物の選定を

行った。その結果、注目される底生動物として、表 8.7.44に示す６科８種が選定された。 

なお、これらの種の確認位置は、注目される種の保護のため図示しない。 

 

表 8.7.44 注目される水生動物（底生動物）の選定結果（現地調査） 

W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 1 2 3 4
1 モノアラガイ モノアラガイ Radix auricularia japonica ● ● NT
2 マメシジミ マメシジミ属の一種 Pisidium sp. ● DD
3 モクズガニ モクズガニ Eriocheir japonica ● ● ● ＊①②④

4 サナエトンボ ヤマサナエ Asiagomphus melaenops ● VU
5 アオサナエ Nihonogomphus viridis ● VU
6 ホンサナエ Shaogomphus postocularis ● VU
7 エゾトンボ コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena ● NT
8 アメンボ エサキアメンボ Limnoporus esakii ● NT DD

合計 6科 1種 1種 0種 2種 1種 3種 1種 2種 0種 0種 2種 7種

No. 科名
注目される種

8種

春季 夏季 秋季 早春季
種名 学名

 
注１）注目される種の選定基準は表 8.7.23 の No.と対応する。 

注２）科・種名及びその配列は、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２年度版）」（令和２年

11 月、国土交通省）に準拠した。 
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表 8.7.45(1) 注目される水生動物（底生動物）の生息状況 

モノアラガイ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：－ 

◆形態及び生態 殻高 25mm、殻径 20mm 程度の卵形、殻は薄質。体層が全体の 4/5 を占め、螺層は小
さく、臍穴は裂け目状。縫合は深い。殻表は平滑で、淡黄褐色の半透明。軸唇はね
じれる。フタを持たない。池沼や水田、川の淀みなどの水草や礫に付着する。 

◆都内での分布状況 平地の止水域の水草・転石上に生息する。 

◆確認状況 浅川で、秋季１個体、早春季１個体を確認した。 

マメシジミ属 

環境省：－ 

東京都：情報不足（DD） 

◆形態及び生態 殻長３mm、殻高 2.2mm、殻幅 1.7mm 程度の卵三角形、殻は薄質。殻頂は後方に寄り、
殻縁から突出する。殻は半透明黄白色だが、殻表に付着物を持つ場合が多い。殻表
は弱い成長肋を持つほかは平滑。主に湧水などの砂礫底に生息する。淡水産。 

◆都内での分布状況 主に台地下の湧水起源の自然の残っている細粒の砂泥底に生息する。 

◆確認状況 川北用水で、春季３個体を確認した。 

モクズガニ 

環境省：－ 

東京都：留意種 

◆形態及び生態 甲幅約 5.5cm。甲の輪郭は丸みを帯びた四角形で、甲面は平たく、浅い溝で甲域に区
分される。額縁は中央が浅くくぼみ、その左右が弱く突出するため、額縁全体が波打
つ状態である。河川の中流域に生息し、降海して半年ほどの間に２、３回、幼生を海
に放つ。海で育った稚ガニが河川を遡上する。 

◆都内での分布状況 東京湾沿岸に注ぐ大型河川の下流域から中流域に生息する。水から離れることはな
く、土手などに穴居するほか、石の下に潜む。 

◆確認状況 浅川で、春季１個体、夏季３個体、秋季２個体を確認した。 

ヤマサナエ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 腹長 44～48mm。キイロサナエに酷似するが、頭部上唇に黄斑がないことや、胸部の
斑紋が異なることで区別される。♀の産卵弁は板状で短く、腹部側面から見た状態で
目立たない。春から初夏にみられる。 

◆都内での分布状況 流れが緩やかな河川や水路などに生息し、特に谷戸の水路など小規模な砂泥の流れ
を好む。 

◆確認状況 川北用水で、早春季１個体を確認した。 

アオサナエ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 腹長 37～43mm。やや太身で翅胸前面と側面の条は著しく太く、成熟すると黄緑色と
なる。特に♂では鮮やかな緑色になることで容易に区別できる。春から夏に見られ
る。 

◆都内での分布状況 平地から丘陵地の河川に生息し、川幅が広く砂礫底の河川中流域を好む。多摩川で
は中流域の各地で確認されているが個体数は少ない。多摩川の支流にも記録があ
る。 

◆確認状況 浅川で、早春季１個体を確認した。 

ホンサナエ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧 II 類（VU） 

◆形態及び生態 腹長 33～36mm。体つきが著しく太短い。黒地に黄色斑があり老熟すると灰緑色とな
る。翅胸前面の条は太く上下端が曲がりＺ字型となる。春から初夏に見られる。 

◆都内での分布状況 平地から丘陵地の河川や水路などに生息し、砂泥底の流れを好む。 

◆確認状況 浅川で、夏季２個体を確認した。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 
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表 8.7.45(2) 注目される水生動物（底生動物）の生息状況 

コヤマトンボ 

環境省：－ 

東京都：絶滅危惧（NT） 

◆形態及び生態 腹長 49～57mm。翅胸には青緑色の金属光沢があり、明瞭な黄色条がある。腹部基部
の黄色斑は斜めに途切れない。頭部顔面の黄色条は１本。複眼は成熟個体では緑色。
春から夏に見られる。 

◆都内での分布状況 平地から丘陵地の河川に生息し、川幅が広く砂礫底の河川中流域を好む。 

◆確認状況 浅川で、秋季１個体を確認した。 

エサキアメンボ 

環境省：準絶滅危惧（NT） 

東京都：情報不足（DD） 

◆形態及び生態 体長 7.9～10.5mm。体は暗赤色から褐色。体側に銀白色の微毛が密生しておりよく目
立つ。 

◆都内での分布状況 平地の池沼に生息する。 

◆確認状況 川北用水で、秋季２個体を確認した。 

注）注目される種の一般生態は、主に「レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部解

説版）～」（平成 25 年３月、東京都環境局）を参考とした。 

 

 



317 

④ 生息（育）環境 

 (a) 既存資料調査 

  a) 地形、地質、土壌、地下水等の状況 

計画道路及びその周辺における地形の状況は、図 8.1.13（大気汚染参照：P.63）に示すとお

りである。計画道路及びその周辺は、主に八王子市には浅川低地が、日野市には日野台地、立

川段丘の２面の段丘面が広がっている。計画道路は、主に浅川低地を通過する。 

計画道路及びその周辺における表層地質は、図 8.5.2（地盤参照：P.220）に示すとおりであ

る。計画道路及びその周辺は、主に八王子市で沖積層及び河川堆積物、日野市で立川ローム層

及び立川段丘堆積物が広がっている。 

計画道路及びその周辺における土質等の状況は、図 8.6.1（水循環参照：P.249）に示すとお

りである。計画道路及びその周辺は、主に八王子市で人口改変地、日野市で厚層黒ボク土壌・

多腐植質が広がっている。 

計画道路及びその周辺における湧水及び井戸等の位置は、図 8.5.5（地盤参照：P.224）に示

すとおりである。湧水は、計画道路周辺に３箇所が分布する。井戸は、日野市において計画道

路の北側に分布している。なお、八王子市内における井戸の位置を示す公表資料はない。 

 

  b) 気温、風向、風速、日照時間、日射量、降水量等の気象の状況 

計画道路及びその周辺における気象の状況は、表 8.1.13～14（大気汚染参照：P.55）、表 

8.3.12及び図 8.3.3（水質汚濁参照：P.196）に示すとおりである。 

八王子観測所（八王子市元本郷町）における令和２年の気象の状況は、年平均気温は 15.4℃、

年平均風速は 2.7m/s であり、年間最多風向は北、年間降水量は 1,604.5mmとなっている。平成

28年～令和２年の過去５年間では、平均気温は 14.6℃～15.7℃、平均風速は 2.7m/s～2.8m/s、

最多風向は北、日照時間は約 1,900時間～2,200時間、年間降水量は 1,436.0mm～1,966.0mm、

である。 

八王子市片倉町測定局における令和２年の気象の状況は、年平均風速は 2.0m/sであり、年間

最多風向は東となっている。平成 28 年～令和２年の過去５年間では、平均風速は 2.0m/s～

2.1m/s、最多風向は北北西である。 

 

  c) 大気汚染等の状況 

計画道路及びその周辺における二酸化窒素（NO2）の測定結果は、表 8.1.10(1)～(2)及び図 

8.1.6（大気汚染参照：P.52）に示すとおりである。平成 27年度～令和元年度の過去５年間に

おける二酸化窒素（NO2）の日平均値の年間 98％値は、八王子市片倉町 0.023ppm～0.028ppm、

甲州街道八木町 0.024ppm～0.031ppm、下柚木 0.028ppm～0.030ppm、打越町 0.033ppm～0.035ppm

となっており、いずれの測定局においても環境基準を満足している。 

計画道路及びその周辺における浮遊粒子状物質（SPM）の測定結果は、表 8.1.11(1)～(2)及

び図 8.1.7（大気汚染参照：P.53）に示すとおりである。平成 27年度～令和元年度の過去５年

間における浮遊粒子状物質（SPM）の日平均値の年間２％除外値は、八王子市片倉町 0.028mg/m3

～0.040mg/m3、甲州街道八木町 0.034mg/m3～0.044mg/m3、下柚木 0.037mg/m3～0.057mg/m3とな

っており、いずれの測定局においても環境基準を満足している。 
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  d) 微気候及び植物群落の構造特徴 

計画道路及びその周辺に分布する植物群落及び土地利用は表 8.7.17 に、現存植生図は図 

8.7.3に示すとおりである。 

計画道路端から約 250m の範囲においては、市街地が約 56％を占め、次いで、畑雑草群落が

約 20％である。 

 

  e) 地域社会とのつながり 

計画道路及びその周辺には、「ひの生きものプラン～日野市生物多様性地域戦略～」（平成 30

年３月、日野市）において生物多様性の観点で重要となる場所（ホットスポット）として選定

されている「さいかち堰（浅川左岸の水路がつくった池の周辺）」がある。また、一級河川であ

る浅川の河川敷は、年間を通して水遊びや魚釣り等に利用されており、地域住民の自然観察の

場として親しまれている。 

 

⑤ 緑の量 

 (a) 現地調査 

  a) 緑被面積 

調査地域（現存植生図の調査範囲）と計画道路内の緑被率は表 8.7.46 に、緑被地の分布は

図 8.7.3に示すとおりである。緑被率は、現地調査により作成した現存植生図を基に、面積と

その割合を算出した。 

調査地域における緑被面積は約 28.3ha、緑被率は約 28％であり、緑被の中で比率が高いのは

農地で全体の約 18％であった。また、約 68％は市街地・住宅地・工場等であった。 

計画道路用地内の緑被面積は約 2.3ha、緑被率は約 38％であった。 

 

表 8.7.46 現存植生図の調査範囲と計画道路内の緑被率 

緑被面積
（ha）

比率
(%)

緑被面積
（ha）

比率
(%)

Ⅰ.樹林地 コナラ群落 0.46 0.4 - -

ハリエンジュ群落 1.05 1.0 0.11 1.8
モウソウチク・マダケ林 0.32 0.3 - -

小計 1.82 1.8 0.11 1.8
Ⅱ.草地 クズ群落 0.30 0.3 0.03 0.5

セイバンモロコシ群落 0.83 0.8 0.05 0.8
オギ群落 2.08 2.0 0.07 1.2
ツルヨシ群落 0.88 0.9 0.08 1.4

小計 3.79 3.7 0.21 3.4
Ⅲ.農地 畑地 15.96 15.6 1.54 25.6

果樹園・樹園地 1.98 1.9 0.23 3.8
小計 17.95 17.5 1.77 29.4

Ⅳ.その他の緑 植栽樹群 0.50 0.5 - -
公園 2.81 2.7 - -
緑の多い住宅地 1.17 1.1 0.15 2.5

小計 4.48 4.4 0.15 2.5

緑被率合計 28.34 27.7 2.27 37.7

分類 土地利用
面積

（ha）
比率
(%)

面積
（ha）

比率
(%)

Ⅴ.その他 緑の少ない市街地・住宅地・工場等 69.32 67.7 3.49 58.0

人工裸地 1.78 1.7 0.16 2.6
自然裸地 0.83 0.8 - -
開放水面 2.05 2.0 0.10 1.7

緑被区分との合計 102.32 100.0 6.03 100.0

緑
被
区
分

分類 植物群落・土地利用

緑被率
調査地域 計画道路
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  b) 緑の体積 

調査地域における緑の体積は、表 8.7.47 に示すとおりである。 

緑被区分ごとの面積に各植物群落の平均高を乗じて緑の体積を算出した結果、調査地域内の

緑の体積は約 46万 m3であった。 

また、最も体積の大きい緑被区分は、樹林地で約 25万 m3であった。 

 

表 8.7.47 緑の体積 

分類 植物群落・土地利用
平均高(注)

(m)

緑被面積
（ha）

体積
(㎥)

比率
(%)

Ⅰ.樹林地 コナラ群落 16.5 0.46 75,458 16.4

ハリエンジュ群落 12 1.05 125,896 27.4
モウソウチク・マダケ林 15 0.32 47,660 10.4

小計 - 1.82 249,014 54.11
Ⅱ.草地 クズ群落 1.4 0.30 4,220 0.9

セイバンモロコシ群落 2 0.83 16,666 3.6
オギ群落 2 2.08 41,555 9.0
ツルヨシ群落 2 0.88 17,617 3.8

小計 - 3.79 75,838 16.48
Ⅲ.農地 畑地 0.2 15.96 31,923 6.9

果樹園・樹園地 5 1.98 99,197 21.6
小計 - 17.95 131,121 28.49

Ⅳ.その他の緑 植栽樹群 - 0.50 - -
公園 - 2.81 - -
緑の多い住宅地 - 1.17 - -

合計 - 28.34 460,192 100.00

緑
被
区
分

 
注）平均高は、現地調査結果をもとに、各植物群落の最上層を形成する植物の平均高とした。 

 

⑥ 法令による規制等 

調査地域においては、以下の法令や基準等に係る区域等の指定はない。 

・文化財保護法 

・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 

・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

・自然環境保全法 

・自然公園法 

・東京における自然の保護と回復に関する法律 
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2) 生態系 

① 陸水域生態系の状況 

 (a) 生態系の機能及び構造 

  a) 緑の連続性 

緑の連続性を把握するために、現存植生図(平成 17年、環境省)に基づき作成した緑の分布概

念図は図 8.7.5に、計画道路及びその周辺における自然環境の概要は表 8.7.48に示すとおり

である。 

計画道路及びその周辺では土地区画整理事業が計画・実施されており、市街地化が進んでい

る。計画道路及びその周辺は、東側の丘陵地、台地では農地やその他の緑が多く、西側の低地

では緑の少ない市街地・住宅地・工場等がまとまって見られる。また、計画道路は浅川を通過

し、浅川左岸には台地(立川段丘)、浅川右岸には浅川低地が広がっている。 

 

  b) 環境類型区分、環境特性の概要 

計画道路及びその周辺における自然環境の概要は、表 8.7.48 に示すとおりである。また、

環境類型区分図は図 8.7.6に、環境類型区分の概要は表 8.7.49に示すとおりである。 

自然環境の概況(地形の状況、土地利用)と植生区分の類型との組み合わせから、調査地域に

おける自然環境の類型化を検討し、６種類の自然環境区分を設定した。 

 

表 8.7.48 計画道路及びその周辺における自然環境の概要 

地形 土地利用 地形の状況 植生の状況 

台地（立川段丘）、
低地（浅川低地） 

計画道路及びその周辺
では、主に八王子市では
住宅系のほか、工業系の
土地利用が見られ、日野
市では畑や独立住宅と
して利用されている。計
画道路は、住宅系、農業
系（畑）、河川敷を主に
通過する。 

計画道路及びその周辺
は、主に八王子市には
浅川低地が、日野市に
は日野台地、立川段丘
の２面の段丘面が広が
っている。計画道路は
主に立川段丘と浅川低
地を通過する。 

計画道路周辺は、主に八王子
市には緑の少ない市街地・住
宅地・工場等が、日野市には
畑地や果樹園・樹園地等のま
とまりが見られる。 
計画道路は浅川を通過し、河
道内には河辺草本群落（オ
ギ・ツルヨシ等）や自然裸地
が連続して分布している。 
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表 8.7.49 調査地域における環境類型区分の概要 

環境類型区分 地 形 現存植生図における区分 特 徴 
面積 
［ha］ 

割合 
［%］ 

台地の樹林 

台地 

クヌギ-コナラ群落、ニセア
カシア群落 

河岸段丘斜面等に見られる樹
林で構成される区分である。 
樹林性の生物の生息環境であ
る。 

1.20 1.2 

台地の農地等 
畑雑草群落、果樹園、水田
雑草群落 

人為的に成立した草地や畑地
で構成される区分である。 
主に草地性の生物の生息環境
である。 

24.43 23.9 

市街地に植栽
樹等が混在す
る区域 

台地 
または 
低地 

植栽樹群、公園、緑の多い
住宅地 

住宅等の人口構造物が広がる
環境に小規模かつ断片的な樹
林環境が混在している区域で
ある。 
都市化にある程度耐性のある
生物の生息環境である。 

10.28 10.0 

市街地 
緑の少ない市街地･住宅地･
工場地、人工裸地 

緑地がほとんどなく、生物の
利用が少ない区分である。 

61.89 60.4 

河川敷 河川敷 
クズ群落、セイバンモロコ
シ群落、オギ群落、ツルヨ
シ群落、自然裸地 

主に浅川の河川敷で構成され
る区分である。 
浅川の氾濫により撹乱される
環境である。 
主に草地や裸地等の環境で構
成される。 
草地性の生物や水辺環境に依
存する生物の生息環境であ
る。 

3.54 3.5 

水域 河川 開放水面 
主に浅川の水域で構成される
区分である。 
水生生物の生息環境である。 

1.02 1.0 

合 計 102.36 100 
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 (b) 調査地域の生態系において注目される種及び群集 

  a) 上位性、典型性、特殊性の種の選定 

現地調査結果を踏まえ、環境類型区分ごとの生息（育）している主な動植物を整理した結果

は、表 8.7.50 に示すとおりである。また、生息（育）している動植物の相互関係を整理した

地域を特徴づける生態系食物連鎖図は図 8.7.7に、生態系模式図は図 8.7.8に示すとおりであ

る。 

上記を基に、調査地域の生態系を特徴づける動植物及び群集として、表 8.7.51 に掲げる選

定基準に基づき、上位性、典型性、特殊性を示す種及び群集を選定した。 

調査地域の生態系において上位性、典型性、特殊性を示す注目される種及び群集の選定結果

は、表 8.7.52に示すとおりである。 

 

表 8.7.50 各環境類型区分の利用状況と代表する動植物種 

生態系
区分 

環境類型区分 環境類型区分の全般的利用状況 
環境類型区分を 
代表する種 

陸水域 
生態系 

台地の樹林地 樹林・竹林内や林縁を生息・生育地とし、農地
を浅川河川敷への移動経路や生活の場として
利用する種が採餌、休息、繁殖を行っている。
また、これらを採餌する生物にも利用されてい
る。 

コナラ 
ハリエンジュ 
ゴンシュウアリタソウ 
コニシキソウ 
オオタカ 
カワラヒワ 
ハクセキレイ 
ベニシジミ 

台地の農地 

市街地に植栽樹等
が混在する区域 

植栽樹のある公園や人工構造物を生活の場と
し、人為的な変化に耐えうる種や移動能力の高
い種が、採餌、休息、繁殖等を行っている。 

イヌタデ 
イタドリ 
ケヤキ 
アズマモグラ 
ハシブトガラス 
シジュウカラ 
ツバメ 
チョウゲンボウ 
ムクドリ 

市街地 

河川敷 
砂礫地や低茎草地、高茎草地等の開けた環境を
生活の場とし、冠水に耐えうる種や移動能力の
高い種が、採餌、休息、繁殖等を行っている。 

オギ 
クズ 
ツルヨシ 
タヌキ 
イタチ 
アカネズミ 
サギ類 
イカルチドリ 
カワラヒワ 
ニホンカナヘビ 
ゾウムシ類 
コオニヤンマ 

水域 

浅川や日野市内に多くみられる用水路といっ
た水域環境を利用する種が、採餌、休息、繁殖
等を行っている。また、これらを採餌する生物
にも利用される。 

ヨシ 
カワセミ 
サギ類 
オイカワ 
アブラハヤ 
トンボ類 
アメリカザリガニ 
トビケラ類 
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注）赤字は当該地域の「上位性」、「典型性」を示す注目される種を表す。 

図 8.7.7 地域を特徴づける生態系食物連鎖図 

 

図 8.7.8 生態系模式図（陸水域生態系） 
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表 8.7.51 注目される種及び群集の選定基準 

項目 選定基準 

上位性 調査地域における食物連鎖の上位に位置する(栄養段階が上位に位置する)種及び群集。 

典型性 
調査地域の生態系の中で重要な機能的役割をもつ、生物多様性を特徴付ける等、当該生態系
の特徴をよく示す種及び群集。 

特殊性 
調査地域の中で占有面積は比較的小規模であっても特殊な環境に生育･生息するか、特殊な
環境を指標する種及び群集。 

 

表 8.7.52 上位性、典型性、特殊性を示す種及び群集 

項目 選定した種及び群集 選定理由 

上位性 

オオタカ 
平地、丘陵、高原、山地の林といった多様な環境を繁殖地及び越冬地とし
て利用しており、行動圏が広く、また、小型から大型の鳥類等を捕食する
ことから、林縁、農耕地における上位性に位置すると考えられる。 

チョウゲンボウ 
平地から丘陵地の草地を越冬地として、人工構造物を繁殖地として利用し
ており、行動圏が広く、また、小型の鳥類等を捕食することから、農耕地、
市街地における上位性に位置すると考えられる。 

イタチ 
主に河川敷に生息し、ネズミ類や昆虫類、小型鳥類等を餌とすることから、
河川敷における上位性に位置すると考えられる。 

典型性 

ケヤキ群落 
公園や市街地に点在し、市街地に生息する動物の主要な生息地になってい
ることから、公園、市街地における典型性に位置すると考えられる。 

オギ群落 
浅川の河川敷に広く生育し、浅川に生息する動物の主要な生息地になって
いることから、河川敷における典型性に位置すると考えられる。 

アカネズミ 
河川敷から山地の樹林まで広く生息し、行動圏が比較的広く、本種を餌と
する動物も多いことから、河川敷における典型性に位置すると考えられ
る。 

タヌキ 
河川敷から山地の樹林まで広く生息し、行動圏が比較的広いことから、河
川敷や林縁における典型性に位置すると考えられる。 

サギ類 
河川敷に複数の種が見られ、餌資源の豊かさの指標となることから、農耕
地、河川における典型性に位置すると考えられる。 

イカルチドリ 
河川敷に複数個体が見られ、餌資源の豊かさの指標となることから、河川
における典型性に位置すると考えられる。 

シジュウカラ 
河川敷や農地に多数の個体が見られ、餌資源の豊かさの指標となることか
ら、河川敷や農地における典型性に位置すると考えられる。 

セキレイ類 
河川敷や農地に多数の個体が見られ、餌資源の豊かさの指標となることか
ら、河川における典型性に位置すると考えられる。 

ニホンカナヘビ 
河川敷や民家の庭先などに広く分布し、本種を餌とする動物も多いことか
ら、林縁、河川敷、市街地における典型性に位置すると考えられる。 

ハグロトンボ 
幼虫は浅川や用水路等の水域を生息環境とし、成虫は浅川河川敷に隣接す
る樹林等に生息する。小型昆虫類を消費する一方で、魚類や水鳥の重要な
餌資源となっていることから典型性に位置すると考えられる。 

コオニヤンマ 
幼虫は浅川や用水路等の水域を生息環境とし、成虫は河川敷のような開け
た場所に生息する。小型昆虫類を消費する一方で、魚類や水鳥の重要な餌
資源となっていることから典型性に位置すると考えられる。 

ベニシジミ 
農地や河川敷の草地に生息し、魚類や小型鳥類の重要な餌資源となってい
ることから典型性に位置すると考えられる。 

オイカワ 
浅川や用水路等の水域を生息環境とし、底生動物や水生昆虫、付着藻類を
消費する一方で、魚食性の水鳥の重要な餌資源となっていることから典型
性に位置すると考えられる。 

アブラハヤ 
浅川や用水路等の水域を生息環境とする魚類。底生動物や水生昆虫、付着
藻類を消費する一方で、魚食性の水鳥の重要な餌資源となっていることか
ら典型性に位置すると考えられる。 

特殊性 － 湧水や崖地等の特殊な環境は存在しないため、選定しない。 
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  b) 注目される種及び群集の生育・生息の状況 

生態系において注目される種及び群集の生息（育）状況は、以下に示すとおりである。 

 

➢ オオタカ(上位性) 

平地から低山の林で繁殖し、周囲の農耕地、干拓地、河川敷、湖岸等に出現する。留鳥であ

るが、春と秋には少数の渡りがみられる。 

令和２年繁殖期では、浅川堤防横にある樹林にとまっている個体が確認された。同年の猛禽

類調査では、日野市程久保地区(Ａペア)での繁殖成功が確認されたほか、事業地付近の浅川河

川敷や農地上を探餌、採餌する個体が確認されている。 

令和３年繁殖期では、Ａペアは調査時に幼鳥が確認されていないことから、繁殖途中失敗か

繁殖中断したと考えられるが、７月調査において長沼町の公園で鉄塔にとまる幼鳥と当該年の

利用巣が確認され、これまでの飛翔状況、個体の特徴からＡペアとは別のペア（Ｄペア）が繁

殖成功したと考えられる。 

 

➢ チョウゲンボウ(上位性) 

河川敷や農耕地等の開けた草地に生息し、ネズミ類、昆虫類等を捕食する留鳥である。 

令和２年繁殖期では、チョウゲンボウは主に浅川で餌運びや巣の監視とまりが確認されたこ

とから浅川近傍で繁殖を行っていると考えられ、夏季に八王子市北野町にある工場の屋根及び

看板に止まる成鳥雌と幼鳥を確認し、同工場の建物内に繁殖巣があることが示唆された。（Ｂペ

ア） 

令和３年繁殖期では、３月に餌運び（Ｂペア）が確認され、令和２年に繁殖が示唆された工

場において雄が侵入個体を排斥する様子や、同工場の屋根と壁の隙間へ雌が出入りする様子が

確認された。しかしながら、その後の調査では餌運び等の繁殖兆候や当年生まれの幼鳥が確認

されなかったことから、当該年においては営巣したものの繁殖を行わなかったか、失敗したと

考えられる。 

 

➢ イタチ(上位性) 

小動物を捕食する中型哺乳類である。 

現地調査では、浅川河川敷で複数の生息痕跡（足跡、糞等）や個体が確認されていることか

ら、本種の主要な生息範囲は浅川河川敷と考えられる。 

 

➢ ケヤキ群落（典型性） 

ヤブコウジ-スダジイ群集、イノデ-タブノキ群集などの常緑広葉樹林の発達するヤブツバキ

クラス域に位置する渓谷地に集中的にみられる。 

現地調査では、主に市街地の公園における植樹として確認されている。 
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➢ オギ群落（典型性） 

オギ一種を優占種とするが、ハナムグラ-オギ群集に対しては、ヤブガラシ、ヨモギ、マメグ

ンバイナズナ、メマツヨイグサ、ケアリタソウ、ミミナグサなどの種を含むことで区別される。

厚く堆積した砂質土壌に発達し、夏季には比較的乾燥状態となる。 

現地調査では、主に浅川河川敷において確認されている。 

 

➢ アカネズミ（典型性） 

低地から高山帯まで広く分布し、森林や河川敷の下生えが密生している場所に生息する。や

わらかい植物の根茎部、実生、種実、しょう果や昆虫類を採食する。 

現地調査では、浅川河川敷や浅川左岸側の樹林帯において多数確認されていることから、当

該地域の複数の環境に広く分布していると考えられる。 

 

➢ タヌキ（典型性） 

郊外の住宅地や山地まで広く分布する。鳥類やノネズミ類、昆虫、果実などを採食する。親

子や家族が近い距離に集まり行動を行う。排泄物を特定の場所に集中するタメ糞を行う。 

現地調査では、主に浅川河川敷で生息痕跡や個体が確認されているが、市街地や樹林、耕作

地等においても生息痕跡が確認されていることから、当該地域の複数の環境に広く分布してい

ると考えられる。 

 

➢ サギ類(アオサギ、ダイサギ、コサギ) 

河川、水田、池、湿地、河口、干潟などに生息する。他のサギ類と混じってコロニーを作る。

主に魚類やザリガニやカエルを採食する。 

現地調査では、主に浅川で採食が確認され、河川敷、左岸側の樹林でとまりや飛翔が確認さ

れていることから、当該地域の河川敷、水域に多数生息していると考えられる。 

 

➢ イカルチドリ 

河川の中流から上流に生息する。繁殖期はつがいで砂礫地に縄張りを持ち営巣する。非繁殖

期は１羽か小群で生息し、川原や刈田などで小動物を採食する。 

現地調査では、主に浅川で採食が確認され、河川敷でとまりや飛翔が確認されていることか

ら、当該地域の河川敷、水域を生息環境としていると考えられる。 

 

➢ シジュウカラ 

市街地の樹木が比較的多い庭園や公園、住宅地や山地の林など、幅広い生息域を持つ。冬季

は一時的に河原や池のアシ原にもよく入る。樹上や地上で昆虫類、クモ類、草本の種子を採食

する。 

現地調査では、市街地の公園や浅川河川敷、耕作地及び樹林において多数の個体が確認され

ており、当該地域の様々な環境に広く生息していると考えられる。 
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➢ セキレイ類(キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ) 

河川、農耕地に生息する。主に地上にいる昆虫類や水中の水生昆虫を採食する。キセキレイ、

ハクセキレイでは、飛んでいる昆虫も採食することがある。セグロセキレイでは他種に比べあ

まり空中採食は行わない。 

現地調査では、ハクセキレイは市街地、耕作地及び浅川河川敷のいずれの環境においても確

認され、当該地域の環境に広く生息していると考えられる。セグロセキレイ、キセキレイは主

に浅川河川敷と日野市側の耕作地で確認され、当該地域の河川敷、水域、耕作地を生息環境と

していると考えられる。 

 

➢ ニホンカナヘビ 

平地から低山帯の草むらや藪、人家の庭先などに生息するが、ブロック塀の上で日光浴も行

う。小さな昆虫やクモを好んで採食するが、ワラジムシなどの陸生甲殻類も採食する。 

現地調査では、計画道路周辺の公園や浅川河川敷、樹林等で確認されており、当該地域の環

境に広く生息していると考えられる。 

 

➢ ハグロトンボ 

平地から丘陵地における抽水や沈水植物が多い砂底の河川中流域に生息する。１～２年で１

世代を繰り返し、幼虫は越冬を行う。 

現地調査では、幼虫が川北用水と浅川の水域から確認されており、成虫も水路や河川敷にお

いて確認されていることから、当該地域の河川敷、水域が主な生息、繁殖の場となっていると

考えられる。 

 

➢ コオニヤンマ 

丘陵地の樹木に近い河川における中から下流域や小川に生息する。幼虫は流れが緩やかな植

物の根際や落ち葉の下などで生息する。他種に比べ後脚の腿節が長い。２～４年で世代を繰り

返す。 

現地調査では、幼虫、成虫ともに浅川及びその河川敷において確認されており、浅川の水域、

河川敷が主な生息、繁殖の場となっていると考えられる。 

 

➢ ベニシジミ 

開けた日当たりの良い湿った場所に生息する。また、川の土手や田んぼの土手などで早春か

ら晩秋まで生息が確認されている。後翅の青い紋は春や秋に出る個体に発達している。 

現地調査では、浅川の河川敷や日野市側の耕作地で多く確認され、当該地域の環境に広く生

息していると考えられる。 
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➢ オイカワ 

河川の中・下流域や水路、湖沼に生息する。やや流れのある砂底や礫底の岸に多く分布する。

付着藻類を中心とした雑食性である。繁殖期は５月から８月である。 

現地調査では、川北用水と浅川ともに多数の個体が確認されており、当該地域の水路河川等

の水域に広く生息していると考えられる。 

 

➢ アブラハヤ 

河川の中流域に生息する。雑食性で、大型の個体は小型魚類を採食することもある。産卵は

５月から７月ごろに行い、雌雄が群れとなり砂礫中に卵を埋め込む形で行われる。 

現地調査では、川北用水と浅川ともに多数の個体が確認されており、オイカワと同様に当該

地域の水路河川等の水域に広く生息していると考えられる。 

 

② 法令による規制等 

調査地域においては、以下の法令や基準等に係る区域等の指定はない。 

・文化財保護法 

・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 

・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

・自然環境保全法 

・自然公園法 

・東京における自然の保護と回復に関する法律 

 



331 

8.7-2 予測 

 (1) 予測事項 

1) 工事の施行中 

工事の施行に伴う植物相及び植物群落、動物相及び動物群集、水生生物相、生息（育）環境、

陸水域生態系の変化の内容及びその程度を予測した。 

 

2) 工事の完了後 

計画道路の存在に伴う植物相及び植物群落、動物相及び動物群集、水生生物相、生息（育）環

境、緑の量、陸水域生態系の変化の内容及びその程度を予測した。 

 

 (2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

予測の対象時点は、工事の施行に係る生物・生態系の変化の内容及びその程度に係る環境影響

が最大となる時点とした。 

 

2) 工事の完了後 

予測の対象時点は、工事完了後一定期間を経過した時点とした。 

 

 (3) 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

 (4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

工事の施行に伴う植物相及び植物群落、動物相及び動物群集、水生生物相、生息（育）環境、

陸水域生態系の変化の内容及びその程度については、「技術指針」に基づき、施工計画及び現地調

査結果等を踏まえて、陸上植物、陸上動物、水生生物、生息（育）環境、陸水域生態系の変化の

程度を把握して予測した。 

なお、鳥類（猛禽類）調査において計画道路周辺で繁殖が確認された種については、行動圏解

析を実施したうえで生息環境の変化の程度について予測した。 

 

2) 工事の完了後 

計画道路の存在に伴う植物相及び植物群落、動物相及び動物群集、水生生物相、生息（育）環

境、緑の量、陸水域生態系の変化の内容及びその程度については、「技術指針」に基づき、事業計

画及び現地調査結果等を踏まえて、陸上植物、陸上動物、水生生物、生息（育）環境、緑の量、

陸水域生態系の変化の程度を把握して予測した。 

なお、鳥類（猛禽類）調査において計画道路周辺で繁殖が確認された種については、行動圏解

析を実施したうえで生息環境の変化の程度について予測した。 
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 (5) 予測対象種の選定 

予測対象種は、植物相及び植物群落、動物相及び動物群集、水生生物相については既存資料調査

又は現地調査によって確認された重要な種及び注目すべき生息（育）地のうち、予測地域内で生息

（育）する可能性のある種及び生息（育）地とした。分類群毎の予測対象種の選定結果は、表 8.7.53

～表 8.7.55 に示すとおりである。また、陸水域生態系については、現地調査によって確認された

上位性、典型性、特殊性を示す注目される種及び群集とした。 

 

表 8.7.53(1) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

1 マツバラン ● －
2 ヒカゲノカズラ ● －
3 イヌカタヒバ ● －
4 タチクラマゴケ ● －
5 イヌスギナ ● －
6 アカハナワラビ ● －
7 ナガホノナツノハナワラビ ● －
8 ナツノハナワラビ ● －
9 コヒロハハナヤスリ ● － ● ●
10 ハマハナヤスリ ● －
11 ヒロハハナヤスリ ● －
12 ヤシャゼンマイ ● －
13 コシダ ● －
14 ウラジロ ● －
15 コバノイシカグマ ● －
16 ホラシノブ ● －
17 シノブ ● －
18 ヒメミズワラビ ● －
19 カラクサシダ ● －
20 アマクサシダ ● －
21 トキワトラノオ ● －
22 クモノスシダ ● －
23 コタニワタリ ● －
24 クルマシダ ● －
25 シシガシラ ● －
26 コモチシダ ● －
27 オオカナワラビ ● －
28 ホソバナライシダ ● －
29 ナンゴクナライシダ ● －
30 シノブカグマ ● －
31 オニカナワラビ ● －
32 イワヘゴ ● －
33 サイゴクベニシダ ● －
34 オオクジャクシダ ● －
35 マルバベニシダ ● －
36 サクライカグマ ● －
37 ギフベニシダ ● －
38 エンシュウベニシダ ● －
39 トウゴクシダ ● －
40 ナガバノイタチシダ ● －
41 タニヘゴ ● －
42 ヒメイタチシダ ● －
43 アスカイノデ ● －
44 ヒメカナワラビ ● －
45 コハシゴシダ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.53(2) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

46 カラクサイヌワラビ ● －

47 サトメシダ ● －
48 ホソバイヌワラビ ● －
49 タニイヌワラビ ● －
50 セイタカシケシダ ● －
51 ムクゲシケシダ ● －
52 フモトシケシダ ● －
53 ハクモウイノデ ● －
54 コヒロハシケシダ ● －
55 ヒカゲワラビ ● －
56 オニヒカゲワラビ ● －
57 ヘラシダ ● －
58 サジラン ● －
59 クリハラン ● －
60 オシャグジデンダ ● －
61 サンショウモ ● －
62 アカウキクサ ● －
63 オオアカウキクサ ● －
64 ジャヤナギ ● －
65 シバヤナギ ● －
66 コゴメヤナギ ● －
67 オオキツネヤナギ ● －
68 ハンノキ ● －
69 ウダイカンバ ● －
70 シラカンバ ● －
71 ナラガシワ ● －
72 ハルニレ ● －
73 トキホコリ ● －
74 ミズ ● －
75 マツグミ ● －
76 ナガバノヤノネグサ ● －
77 サクラタデ ● －
78 ナンバンハコベ ● －
79 カワラナデシコ ● －
80 フシグロセンノウ ● －
81 ワダソウ ● －
82 フシグロ ● －
83 カワラアカザ ● －
84 ヤナギイノコヅチ ● －
85 カゴノキ ● －
86 ニッケイ ● －
87 ツクバトリカブト ● －
88 アズマレイジンソウ ● －
89 フクジュソウ ● －
90 ニリンソウ ● －
91 イチリンソウ ● －
92 アズマイチゲ ● －
93 カザグルマ ● －
94 シロバナカザグルマ ● －
95 シロバナハンショウヅル ● －
96 トウゴクサバノオ ● －
97 ミスミソウ ● －
98 オキナグサ ● －
99 バイカモ ● －
100 シギンカラマツ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.53(3) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

101 イカリソウ ● －

102 コウモリカズラ ● －

103 ジュンサイ ● －
104 コウホネ ● －
105 ヒツジグサ ● －
106 ウマノスズクサ ● －
107 オオバウマノスズクサ ● －
108 タマノカンアオイ ● －
109 ランヨウアオイ ● －
110 トモエソウ ● －
111 ミズオトギリ ● －
112 ヤマブキソウ ● －
113 ハタザオ ● －
114 タチタネツケバナ ● －
115 コンロンソウ ● －
116 イヌナズナ ● －
117 コイヌガラシ ● －
118 トキワマンサク ● －
119 アズマツメクサ ● －
120 ネコノメソウ ● －
121 ウメバチソウ ● －
122 タコノアシ ● －
123 ヤブサンザシ ● －
124 ザイフリボク ● －
125 ヤブザクラ ● －
126 タマノホシザクラ ● －
127 ズミ ● －
128 カワラサイコ ● －
129 ヒロハノカワラサイコ ● －
130 マメザクラ ● －
131 エドヒガン ● －
132 シロヤマブキ ● －
133 クサネム ● －
134 ホドイモ ● －
135 カワラケツメイ ● － ● ●
136 タヌキマメ ● －
137 ノアズキ ● －
138 レンリソウ ● －
139 キハギ ● －

140 イヌハギ ● －

141 マキエハギ ● －
142 クララ ● －
143 ツルフジバカマ ● －
144 クサフジ ● －
145 ヨツバハギ ● －
146 オオバクサフジ ● －
147 カントウミヤマカタバミ ● －
148 タチフウロ ● －
149 ニシキソウ ● －
150 ヒトツバハギ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.53(4) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

151 キハダ ● －

152 オオバキハダ ● －
153 ヒメハギ ● －
154 ドクウツギ ● －
155 イワウメヅル ● －
156 オオツルウメモドキ ● －
157 クロツバラ ● －
158 クロウメモドキ ● －
159 シナノキ ● －
160 オニシバリ ● －
161 コガンピ ● －
162 イブキスミレ ● －
163 ナガハシスミレ ● －
164 シハイスミレ ● －
165 ヒカゲスミレ ● －
166 ミゾハコベ ● －
167 ゴキヅル ● －
168 ミズマツバ ● －
169 ヒシ ● －
170 ウシタキソウ ● －
171 ウスゲチョウジタデ ● －
172 ミズユキノシタ ● －
173 ホザキノフサモ ● －
174 イワニンジン ● －
175 ホタルサイコ ● －
176 ムカゴニンジン ● －
177 ウメガサソウ ● －
178 シャクジョウソウ ● －
179 レンゲツツジ ● －
180 スノキ ● －
181 ヌマトラノオ ● －
182 クサレダマ ● －
183 ウスギモクセイ ● －
184 アイナエ ● －
185 リンドウ ● －
186 コケリンドウ ● －

187 アケボノソウ ● －

188 センブリ ● －

189 ムラサキセンブリ ● －
190 ツルリンドウ ● －
191 アサザ ● －
192 フナバラソウ ● －
193 タチガシワ ● －
194 スズサイコ ● －
195 コイケマ ● －
196 コカモメヅル ● －
197 ジョウシュウカモメヅル ● －
198 オオアリドオシ ● －
199 キクムグラ ● －
200 キヌタソウ ● －

予測対象No. 種名
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表 8.7.53(5) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

201 ヤブムグラ ● －

202 ホソバノヨツバムグラ ● －
203 クルマムグラ ● －
204 カワラマツバ ● －
205 フタバムグラ ● －
206 ツルアリドオシ ● －
207 シロバナイナモリソウ ● －
208 ホタルカズラ ● －
209 ヤマルリソウ ● －
210 コムラサキ ● －
211 ミズハコベ ● －
212 ツクバキンモンソウ ● －
213 タニジャコウソウ ● －
214 フトボナギナタコウジュ ● －
215 メハジキ ● －
216 シロネ ● －
217 ヒメシロネ ● －
218 ハッカ ● －
219 シラゲヒメジソ ● －
220 ミゾコウジュ ● －
221 オカタツナミソウ ● －
222 ヒメナミキ ● －
223 シソバタツナミ ● －
224 トウゴクシソバタツナミ ● －
225 イガホオズキ ● －
226 フジウツギ ● －
227 サワトウガラシ ● －
228 アブノメ ● －
229 キクモ ● －
230 ミゾホオズキ ● －
231 クチナシグサ ● －
232 コシオガマ ● －
233 ヒメトラノオ ● －
234 ゴマノハグサ ● －
235 オオヒナノウスツボ ● －
236 ヒキヨモギ ● －

237 オオヒキヨモギ ● －

238 スズメノトウガラシ ● －

239 イヌノフグリ ● －
240 カワヂシャ ● － ● ●
241 ハグロソウ ● －
242 ヒシモドキ ● －
243 オオナンバンギセル ● －
244 イヌタヌキモ ● －
245 トウオオバコ ● －
246 オオツクバネウツギ ● －
247 ゴマギ ● －
248 レンプクソウ ● －
249 オミナエシ ● －
250 マツムシソウ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.53(6) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

251 ソバナ ● －

252 ツルギキョウ ● －
253 バアソブ ● －
254 サワギキョウ ● －
255 タニギキョウ ● －
256 キキョウ ● －
257 ヤマハハコ ● －
258 カワラハハコ ● －
259 カワラヨモギ ● －
260 イワヨモギ ● －
261 イヌヨモギ ● －
262 タテヤマギク ● －
263 ヒメシオン ● －
264 カワラノギク ● －
265 サワシロギク ● －
266 オケラ ● －
267 タウコギ ● －
268 ノッポロガンクビソウ ● －
269 オオガンクビソウ ● －
270 タカアザミ ● －
271 キセルアザミ ● －
272 ハチオウジアザミ ● －
273 タカサブロウ ● －
274 アズマギク ● －
275 フジバカマ ● －
276 アキノハハコグサ ● －
277 ヤナギタンポポ ● －
278 オグルマ ● －
279 カセンソウ ● －
280 タカサゴソウ ● －
281 ノニガナ ● －
282 カワラニガナ ● －
283 オオニガナ ● －
284 ミヤコアザミ ● －
285 ヒメヒゴタイ ● －
286 タカオヒゴタイ ● －
287 オカオグルマ ● －
288 タムラソウ ● －
289 オナモミ ● －
290 ヘラオモダカ ● －
291 トウゴクヘラオモダカ ● －
292 アギナシ ● －
293 ウリカワ ● －
294 ヤナギスブタ ● －
295 クロモ ● －
296 ミズオオバコ ● －
297 セキショウモ ● －
298 コウガイモ ● －
299 イトモ ● －
300 エビモ ● －

予測対象No. 種名

 



338 

表 8.7.53(7) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

301 ヒルムシロ ● －

302 ササバモ ● －
303 ヤナギモ ● －
304 イトトリゲモ ● －
305 ヒメニラ ● －
306 ヒロハノアマナ ● －
307 キジカクシ ● －
308 オオチゴユリ ● －
309 カタクリ ● －
310 カイコバイモ ● －
311 キバナノアマナ ● －
312 ツクシショウジョウバカマ ● －
313 ノカンゾウ ● －
314 コオニユリ ● －
315 ワニグチソウ ● －
316 アマドコロ ● －
317 ユキザサ ● －
318 ヤマジノホトトギス ● －
319 タイワンホトトギス ● －
320 ホトトギス ● －
321 ミヤマエンレイソウ ● －
322 アマナ ● －
323 シュロソウ ● －
324 キツネノカミソリ ● －
325 ニガカシュウ ● －
326 ミズアオイ ● －
327 ヒオウギ ● －
328 ノハナショウブ ● －
329 カキツバタ ● －
330 アヤメ ● －
331 ハナビゼキショウ ● －
332 ヒロハノコウガイゼキショウ ● －
333 タチコウガイゼキショウ ● －
334 アオコウガイゼキショウ ● －
335 ホソイ ● －
336 ハリコウガイゼキショウ ● －
337 ヤマスズメノヒエ ● －
338 ホシクサ ● －
339 イトイヌノヒゲ ● －
340 ニッポンイヌノヒゲ ● －
341 クロホシクサ ● －
342 ハネガヤ ● －
343 ミズタカモジ ● －
344 セトガヤ ● －
345 アズマガヤ ● －
346 チョウセンガリヤス ● －
347 カリマタガヤ ● －
348 ムツオレグサ ● －
349 コウボウ ● －
350 アシカキ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.53(8) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

351 エゾノサヤヌカグサ ● －

352 ミノボロ ● －
353 ヌマガヤ ● －
354 キダチノネズミガヤ ● －
355 ヌメリグサ ● －
356 アズマザサ ● －
357 ヒゲシバ ● －
358 メガルカヤ ● －
359 ショウブ ● －
360 ヒメザゼンソウ ● －
361 ミクリ ● －
362 ナガエミクリ ● －
363 ウキヤガラ ● －
364 ハタガヤ ● －
365 イトハナビテンツキ ● －
366 クロカワズスゲ ● －
367 マツバスゲ ● －
368 アワボスゲ ● －
369 ジョウロウスゲ ● －
370 タマツリスゲ ● －
371 ヤマアゼスゲ ● －
372 ホソバヒカゲスゲ ● －
373 テキリスゲ ● －
374 チュウゼンジスゲ ● －
375 ヤガミスゲ ● －
376 タチスゲ ● －
377 ホシナシゴウソ ● －
378 ヒメシラスゲ ● －
379 ミコシガヤ ● －
380 ホンモンジスゲ ● －
381 タカネマスクサ ● －
382 タヌキラン ● －
383 クサスゲ ● －
384 カンエンガヤツリ ● －
385 アオガヤツリ ● －
386 ミズガヤツリ ● －
387 ヒメガヤツリ ● －
388 オオハリイ ● －
389 クログワイ ● －
390 コツブヌマハリイ ● －
391 シカクイ ● －
392 コアゼテンツキ ● －
393 ノテンツキ ● －
394 クロテンツキ ● －
395 メアゼテンツキ ● －
396 コイヌノハナヒゲ ● －
397 シズイ ● －
398 カンガレイ ● －
399 コマツカサススキ ● －
400 マツカサススキ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.53(9) 予測対象種の選定結果(陸上植物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

401 コシンジュガヤ ● －
402 シラン ● －
403 エビネ ● －
404 ギンラン ● －
405 キンラン ● －
406 ササバギンラン ● －
407 クゲヌマラン ● －
408 ユウシュンラン ● －
409 マヤラン ● －
410 コアツモリソウ ● －
411 クマガイソウ ● －
412 カキラン ● －
413 タシロラン ● －
414 ツチアケビ ● －
415 オニノヤガラ ● －
416 アキザキヤツシロラン ● －
417 アケボノシュスラン ● －
418 ベニシュスラン ● －
419 ミズトンボ ● －
420 ムカゴソウ ● －
421 ムヨウラン ● －
422 クモキリソウ ● －
423 コクラン ● －
424 アオフタバラン ● －
425 ヒメフタバラン ● －
426 ミズチドリ ● －
427 ヤマサギソウ ● －
428 トンボソウ ● －
429 ハクウンラン ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.54(1) 予測対象種の選定結果(陸上動物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

1 コキクガシラコウモリ ● －
2 キクガシラコウモリ ● －
3 ニホンザル ● －
4 ニホンリス ● －
5 ムササビ ● －
6 カヤネズミ ● －
7 ウズラ ● －
8 ヤマドリ ● －
9 キジ ● － ● ●
10 オシドリ ● －
11 ヨシガモ ● －
12 ホシハジロ ● －
13 ホオジロガモ ● －
14 ミコアイサ ● －
15 カイツブリ ● －
16 カンムリカイツブリ ● －
17 カラスバト ● －
18 アオバト ● －
19 ヨシゴイ ● －
20 ミゾゴイ ● －
21 ゴイサギ ● －
22 ササゴイ ● －
23 チュウサギ ● －
24 コサギ ● － ● ●
25 クイナ ● －
26 ヒクイナ ● －
27 バン ● －
28 ホトトギス ● － ● ●
29 ツツドリ ● －
30 カッコウ ● － ● ●
31 ヨタカ ● －
32 ヒメアマツバメ ● － ● ●
33 ムナグロ ● －
34 イカルチドリ ● － ● ●
35 コチドリ ● － ● ●
36 シロチドリ ● －
37 ヤマシギ ● －
38 タシギ ● － ● ●
39 ツルシギ ● －
40 アオアシシギ ● －
41 クサシギ ● －
42 タカブシギ ● －
43 キアシシギ ● － ● ●
44 イソシギ ● － ● ●
45 キョウジョシギ ● －
46 トウネン ● －
47 オジロトウネン ● －
48 ハマシギ ● －
49 アカエリヒレアシシギ ● －
50 タマシギ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.54(2) 予測対象種の選定結果(陸上動物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

51 コアジサシ ● －
52 ミサゴ ● －
53 ハチクマ ● － ● ●
54 トビ ● － ● ●
55 オジロワシ ● －
56 オオワシ ● －
57 チュウヒ ● －
58 ツミ ● － ● ●
59 ハイタカ ● － ● ●
60 オオタカ ● － ● ●
61 サシバ ● － ● ●
62 ノスリ ● － ● ●
63 イヌワシ ● －
64 クマタカ ● －
65 オオコノハズク ● －
66 フクロウ ● －
67 アオバズク ● －
68 トラフズク ● －
69 コミミズク ● －
70 カワセミ ● － ● ●
71 ヤマセミ ● －
72 ブッポウソウ ● －
73 オオアカゲラ ● －
74 アカゲラ ● －
75 チョウゲンボウ ● － ● ●
76 ハヤブサ ● － ● ●
77 サンショウクイ ● － ● ●
78 サンコウチョウ ● －
79 チゴモズ ● －
80 モズ ● － ● ●
81 アカモズ ● －
82 オナガ ● － ● ●
83 キクイタダキ ● －
84 ヒバリ ● － ● ●
85 コシアカツバメ ● － ● ●
86 イワツバメ ● － ● ●
87 ヤブサメ ● －
88 センダイムシクイ ● －
89 オオヨシキリ ● － ● ●
90 コヨシキリ ● －
91 メボソムシクイ上種 ● ●
92 セッカ ● － ● ●
93 ゴジュウカラ ● －
94 ミソサザイ ● －
95 カワガラス ● －
96 マミジロ ● －
97 トラツグミ ● － ● ●
98 クロツグミ ● －
99 イソヒヨドリ ● － ● ●
100 コサメビタキ ● － ● ●

No. 種名 予測対象

 



343 

表 8.7.54(3) 予測対象種の選定結果(陸上動物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

101 オオルリ ● － ● ●

102 カヤクグリ ● －
103 セグロセキレイ ● － ● ●
104 ベニマシコ ● － ● ●
105 オオマシコ ● －
106 ウソ ● －
107 ホオジロ ● － ● ●
108 カシラダカ ● － ● ●
109 シマアオジ ● －
110 クロジ ● －
111 オオジュリン ● － ● ●
112 ニホンイシガメ ● －
113 ニホンスッポン ● －
114 ニホンヤモリ ● － ● ●
115 ヒガシニホントカゲ ● － ● ●
116 ニホンカナヘビ ● － ● ●
117 タカチホヘビ ● －
118 ジムグリ ● －
119 アオダイショウ ● － ● ●
120 シマヘビ ● －
121 ヒバカリ ● －
122 シロマダラ ● －
123 ヤマカガシ ● －
124 ニホンマムシ ● －
125 トウキョウサンショウウオ ● －
126 アカハライモリ ● －
127 アズマヒキガエル ● －
128 ニホンアマガエル ● －
129 タゴガエル ● －
130 ナガレタゴガエル ● －
131 ニホンアカガエル ● －
132 ヤマアカガエル ● － ● ●
133 ツチガエル ● －
134 トウキョウダルマガエル ● －
135 シュレーゲルアオガエル ● －
136 モリアオガエル ● －
137 カジカガエル ● － ● ●
138 モートンイトトンボ ● －
139 キイトトンボ ● －
140 セスジイトトンボ ● －

141 オオイトトンボ ● －
142 グンバイトンボ ● －
143 モノサシトンボ ● －
144 オツネントンボ ● －
145 ホソミオツネントンボ ● －
146 アオイトトンボ ● －
147 アオハダトンボ ● －
148 ニホンカワトンボ ● －
149 ムカシヤンマ ● －
150 ヤマサナエ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.54(4) 予測対象種の選定結果(陸上動物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

151 キイロサナエ ● －

152 ホンサナエ ● －
153 コサナエ ● －
154 アオサナエ ● －
155 コシボソヤンマ ● －
156 ネアカヨシヤンマ ● －
157 カトリヤンマ ● － ● ●
158 ルリボシヤンマ ● －
159 コヤマトンボ ● －
160 ハラビロトンボ ● －
161 シオヤトンボ ● －
162 ヨツボシトンボ ● －
163 ミヤマアカネ ● － ● ●
164 マイコアカネ ● －
165 ヒメアカネ ● －
166 マユタテアカネ ● － ● ●
167 リスアカネ ● －
168 オオキトンボ ● －
169 チョウトンボ ● －
170 ウスバカマキリ ● －
171 エゾエンマコオロギ ● －
172 カワラスズ ● －
173 マツムシ ● －
174 クツワムシ ● －
175 カヤキリ ● －
176 ハタケノウマオイ ● －
177 クルマバッタ ● －
178 カワラバッタ ● －
179 ナキイナゴ ● －
180 セグロイナゴ ● －
181 ハルゼミ ● －
182 オオアメンボ ● －
183 オオコオイムシ ● －
184 タイコウチ ● －
185 ミズカマキリ ● －
186 リンゴクロカスミカメ ● －

187 ヤマトクロスジヘビトンボ ● －

188 ネグロセンブリ ● －
189 カワラゴミムシ ● －
190 ホソハンミョウ ● －
191 ヒラタマルゴミムシ ● － ● ●
192 オオナガゴミムシ ● －
193 キアシツヤヒラタゴミムシ ● －
194 ヒロゴモクムシ ● －
195 ヨツボシゴミムシ ● －
196 アカガネアオゴミムシ ● －
197 ホソチビヒョウタンゴミムシ ● ●
198 キボシツブゲンゴロウ ● －
199 ゲンゴロウ ● －
200 コオナガミズスマシ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.54(5) 予測対象種の選定結果(陸上動物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

201 コガムシ ● －
202 ヒラタクワガタ ● －
203 クロモンマグソコガネ ● －
204 ウバタマムシ ● －
205 ヤマトタマムシ ● －
206 ゲンジボタル ● －
207 ヘイケボタル ● －
208 アイヌテントウ ● － ● ●
209 ベニバハナカミキリ ● －
210 ヨツボシカミキリ ● －
211 トラフカミキリ ● －
212 シロスジカミキリ ● －
213 オオセイボウ本土亜種 ● －
214 ミヤマツヤセイボウ ● －
215 トゲアリ ● －
216 アオスジベッコウ ● －
217 キボシトックリバチ ● －
218 モンスズメバチ ● －
219 キゴシジガバチ ● －
220 クロマルハナバチ ● －
221 キスジクモバチ ● －
222 オオミノガ ● －
223 ヒメアトスカシバ ● －
224 ルリハダホソクロバ ● －
225 ヤホシホソマダラ ● －
226 ミヤマセセリ ● －
227 ギンイチモンジセセリ ● －
228 ホソバセセリ ● －
229 ヘリグロチャバネセセリ ● －
230 オオチャバネセセリ ● －
231 ミヤマカラスアゲハ ● －
232 ツマグロキチョウ ● －
233 ウラゴマダラシジミ ● － ● ●
234 ミドリシジミ ● －
235 コツバメ ● －
236 ゴイシシジミ ● － ● ●
237 クロシジミ ● －

238 ヤマトシジミ ● －
239 ミヤマシジミ ● －
240 シルビアシジミ ● －
241 ウラギンスジヒョウモン ● －
242 クモガタヒョウモン ● －
243 メスグロヒョウモン ● －
244 ウラギンヒョウモン ● －
245 アサマイチモンジ ● －
246 ミスジチョウ ● －
247 ホシミスジ ● －
248 ヒオドシチョウ ● －
249 オオムラサキ ● －
250 ジャノメチョウ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.54(6) 予測対象種の選定結果(陸上動物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

251 カレハガ ● －
252 クスサン ● －
253 ウスタビガ ● －
254 クロスズメ ● －
255 スゲドクガ ● －
256 ヤネホソバ ● －
257 シロホソバ ● －
258 キハダカノコ ● －
259 ギンモンセダカモクメ ● －
260 ウスミミモンキリガ ● －
261 ミヤマオビキリガ ● －
262 イチゴキリガ ● －
263 ミスジキリガ ● －
264 イチモジヒメヨトウ ● －
265 キスジウスキヨトウ ● －
266 ギンモンアカヨトウ ● －
267 コシロシタバ ● －
268 カギモンハナオイアツバ ● －

No. 種名 予測対象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



347 

表 8.7.55（1） 予測対象種の選定結果(水生生物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

1 サンショウモ ● －
2 アカウキクサ ● －
3 オオアカウキクサ ● －
4 バイカモ ● －
5 ジュンサイ ● －
6 コウホネ ● －
7 ヒツジグサ ● －
8 ミズオトギリ ● －
9 ミゾハコベ ● －
10 ミズマツバ ● －
11 ヒシ ● －
12 ミズユキノシタ ● －
13 ホザキノフサモ ● ▲
14 アサザ ● －
15 ミズハコベ ● － ● ●
16 キクモ ● －
17 カワヂシャ ● －
18 ヒシモドキ ● －
19 イヌタヌキモ ● －
20 ヘラオモダカ ● －
21 トウゴクヘラオモダカ ● －
22 ウリカワ ● －
23 ヤナギスブタ ● －
24 クロモ ● －
25 ミズオオバコ ● －
26 セキショウモ ● ▲
27 コウガイモ ● －
28 イトモ ● －
29 エビモ ● ▲
30 ヒルムシロ ● －
31 ササバモ ● ▲
32 ヤナギモ ● ▲ ● ●
33 イトトリゲモ ● －
34 ミズアオイ ● －
35 ノハナショウブ ● －
36 カキツバタ ● －
37 アヤメ ● －
38 ホシクサ ● －
39 ニッポンイヌノヒゲ ● －
40 アシカキ ● －
41 エゾノサヤヌカグサ ● －
42 ヌマガヤ ● －
43 ショウブ ● －
44 ヒメザゼンソウ ● －
45 ミクリ ● ▲
46 ナガエミクリ ● －
47 ウキヤガラ ● －
48 カンエンガヤツリ ● －
49 ミズガヤツリ ● －
50 オオハリイ ● －

No. 種名 予測対象
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表 8.7.55（2） 予測対象種の選定結果(水生生物) 

確認状況

既存資料調査
既存資料の
位置情報

現地調査

51 クログワイ ● －

52 カンガレイ ● －
53 タンスイベニマダラ ● ●
54 ニホンウナギ ● ▲
55 キンブナ ● ▲
56 ギンブナ ● ▲
57 ヤリタナゴ ● ▲
58 オイカワ ● ▲ ● ●
59 アブラハヤ ● ▲ ● ●
60 スゴモロコ ● ●
61 ドジョウ ● ▲ ● ●
62 ヒガシシマドジョウ ● ▲ ● ●
63 ホトケドジョウ ● ▲
64 ギバチ ● ▲
65 ミナミメダカ ● ▲
66 ヌマチチブ ● ▲
67 オオヨシノボリ ● ▲
68 クロヨシノボリ ● ▲
69 ジュズカケハゼ ● ▲
70 ムサシノジュズカケハゼ ● ▲
71 クロダハゼ ● ●
72 モノアラガイ ● ●
73 コシダカヒメモノアラガイ ● ▲
74 マメシジミ属 ● ●
75 ヌカエビ ● ▲
76 スジエビ ● ▲
77 サワガニ ● ▲
78 モクズガニ ● ▲ ● ●
79 ヤマサナエ ● ●
80 アオサナエ ● ●
81 ホンサナエ ● ●
82 コヤマトンボ ● ●
83 エサキアメンボ ● ●
84 キベリマメゲンゴロウ ● ▲

No. 種名 予測対象

 
注）既存資料の位置情報の凡例は以下のとおりである。 

▲：位置情報はあるが予測対象地域外、‐：位置情報なし 
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 (6) 鳥類（猛禽類）行動圏解析結果 

計画道路及びその周辺での繁殖が確認された希少猛禽類について、工事の施行中及び工事の完了

後における影響を検討するため、調査結果を用いて行動圏の構造の解析を行った。 

 

1) 猛禽類調査結果概要 

① 令和２年繁殖期 

・ハチクマ、トビ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、チョウゲンボウの２目２科８

種の重要な猛禽類が確認された。 

・上記のうち、オオタカＡペア、チョウゲンボウＢペアの営巣が確認された。 

・２ペアとも繁殖成功が確認された。 

 

② 令和３年繁殖期 

・トビ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、チョウゲンボウ、ハヤブサの２目２科８

種の重要な猛禽類が確認された。 

・上記のうち、ツミＣペア、オオタカＡペア、オオタカＤペア、チョウゲンボウＢペアの営巣が

確認された。 

・ツミＣペア、オオタカＤペアの繁殖成功、オオタカＡペア、チョウゲンボウＢペアの繁殖途中

失敗が確認された。 

 

2) 行動圏解析対象ペア 

行動圏解析の対象種は、令和２～３年繁殖期の調査結果のうち、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」

に示されている「繁殖が成功した１シーズンを含む 1.5年以上の調査期間」に該当する、ツミ、

オオタカ、チョウゲンボウの３種４ペアとした。 

 

表 8.7.56 対象ペアの繁殖状況 

ペア名 
利用巣 
No. 

繁殖状況 

R2 R3 

ツミ Ｃ N3 － 〇 

オオタカ Ａ N1 〇 × 

Ｄ N4 － 〇 

チョウゲンボウ Ｂ N2 〇 × 

注）○：繁殖成功、×：途中失敗または中断、－：該当年は未確認 

であった巣 

 

3) 解析手法 

オオタカは山地に営巣する個体と平地から丘陵地に営巣する個体で行動圏の推定方法が異なる

ため、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成 24 年 12 月、環境省）を参考に図 8.7.9 に示すと

おり手法を選定した。当該地域は農耕地と森林が混在する平地から丘陵地であることから、平地

～丘陵地性オオタカの行動圏解析手法（ボロノイ分割）に従って、繁殖期の行動圏、高利用域、

営巣中心域等の解析を行うこととした。 

ツミ、チョウゲンボウについては、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成 24年 12月、環境省）

を参考に、営巣中心域（ツミ：100m、チョウゲンボウ：200m）の解析を行った。 
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図 8.7.9 行動圏解析実施のためのフロー 

 

4) 行動圏解析の結果 

行動圏解析の結果は、表 8.7.57に示すとおりである（資料編「第７章 生物・生態系、7.2 予

測」参照）。 

チョウゲンボウＢペアについては、計画道路からの巣までの距離が約 0.1㎞であり、営巣中心

域が改変を受けると考えられる。しかしながら、現地調査で確認されたチョウゲンボウＢペアの

飛翔状況から、計画道路近傍で頻繁なハンティング等が行われていないこと、監視とまりを行っ

ている箇所が限定的であること、既に当該地域の環境への順応がみられている等から、工事の施

行及び工事の完了後においてチョウゲンボウＢペアの繁殖行動に影響は生じないと考えられる。 

オオタカＤペアについては、計画道路からの巣までの距離が約 1.1㎞であり、高利用域の一部

が改変を受けると考えられるが、高利用域のメッシュ面積のうち 10%程度であり、周辺に餌場が

広く存在することから、工事の施行中及び工事の完了後においてオオタカＤペアの繁殖行動に影

響は生じないと考えられる。 

ツミＣペア、オオタカＡペアについては、計画道路からの巣までの距離が２㎞以上離れており、

行動圏解析の結果、営巣中心域や高利用域は改変を受けないと考えられることから、工事の施行

中及び工事の完了後における影響は生じないと考えられる。 

なお、これらのペアの営巣位置や計画道路との位置関係は、注目される種の保護の観点から図

示しない。 
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表 8.7.57 行動圏解析の結果及び予測結果 

ペア名 
計画道路 

からの距離 

事業影響 

行動圏 高利用域 営巣中心域 

ツミ Ｃ 約 2.4km   － 

オオタカ 
Ａ 約 2.6km － － － 

Ｄ 約 1.1km － 〇 － 

チョウゲンボウ Ｂ 約 0.1km   〇 

注１）事業影響の凡例 ○：改変等による影響が生じる －：影響は生じない 

注２）表中の網掛け：行動圏解析対象外 
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 (7) 予測結果 

1) 生物 

① 陸上植物 

 (a) 植物相 

植物相の予測結果は表 8.7.58に示すとおりである。 

注目される植物種のうち、コヒロハハナヤスリについては計画道路用地内で確認され、工事の

施行により生育個体の消失が生じる可能性があるが、生育個体の移植を実施することで、消失の

代償が見込まれる。 

その他の注目される植物種については、工事の施行及び計画道路の存在により生育環境の一部

が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑え

た計画とし、生育基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に

処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さ

らに、河川への影響に配慮した施工を行う。 

以上のことから、植物相の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.58 注目される種の予測結果(植物相) 

項目 種名 主な生育環境 現地確認状況 生育環境の変化の内容及び程度 

植物相 コヒロハハナヤ
スリ 

芝草地、雑木林
の林床  

計画道路用地
内 

計画道路用地内で確認され、工事の施行に
より生育個体の消失が生じる可能性があ
るが、生育個体の移植を実施することで、
消失の代償が見込まれる。 

カワラケツメイ 河川敷、丘陵
地、台地、草地、
造成地、空き地 

浅川河川敷の
計画道路周辺 

工事の施行及び計画道路の存在により生
育環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生育
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
育環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

カワヂシャ 川岸や水田な
どの水湿地 

浅川河川敷の
計画道路周辺 

工事の施行及び計画道路の存在により生
育環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が広がっている。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生育環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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 (b) 植物群落 

現地調査の結果、注目される植物群落は確認されなかった。 

予測の対象地域における植物群落ごとの改変の程度は、予測の対象地域内の面積と計画道路内

の面積から、表 8.7.59に示すとおりである。予測の対象地域の現況は、約 68％が緑の少ない市

街地･住宅地･工場地となっており、その他の部分も約 18％が畑地、果樹園・樹園地、樹林地が約

２％、草地が約４％となっている。 

工事の施行及び計画道路の存在により、樹林地及び草地の約 0.3％にあたる 0.3ha が消失する

が、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、

生育基盤の改変の抑制に努める。 

以上のことから、植物群落の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.59 緑被面積の予測結果 

緑被面積
（ha）

比率
(%)

緑被面積
（ha）

現況と工事完
了時の緑被
面積の比率

(%)

緑被面積
（ha）

現況の緑被
面積の合計
に対する増
減分の比率

(%)

Ⅰ.樹林地 コナラ群落 0.46 0.4 0.46 0.4 - -

ハリエンジュ群落 1.05 1.0 0.94 0.9 -0.11 0.1
モウソウチク・マダケ林 0.32 0.3 0.32 0.3 - -

小計 1.82 1.8 1.71 1.7 -0.11 0.1
Ⅱ.草地 クズ群落 0.30 0.3 0.27 0.3 -0.03 0.0

セイバンモロコシ群落 0.83 0.8 0.78 0.8 -0.05 0.0
オギ群落 2.08 2.0 2.00 2.1 -0.07 0.1
ツルヨシ群落 0.88 0.9 0.80 0.8 -0.08 0.1

小計 4.09 4.0 3.86 3.9 -0.23 0.2
Ⅲ.農地 畑地 15.96 15.6 14.42 14.1 -1.54 1.5

果樹園・樹園地 1.98 1.9 1.75 1.7 -0.23 0.2
小計 17.95 17.5 16.17 15.8 -1.77 1.7

Ⅳ.その他の緑 植栽樹群 0.50 0.5 0.50 0.5 - -
公園 2.81 2.7 2.81 2.7 - -
緑の多い住宅地 1.17 1.1 1.01 1.0 -0.15 0.1

小計 4.48 4.4 4.33 4.2 -0.15 0.1

緑被率合計 28.34 27.7 26.07 25.6 -2.3 2.2

分類 土地利用
面積
（ha）

比率
(%)

面積
（ha）

比率
(%)

面積
（ha）

比率
(%)

Ⅴ.その他 緑の少ない市街地・住宅地・工場等 69.32 67.7 65.82 64.3 -3.49 3.4

人工裸地 1.78 1.7 1.62 1.6 -0.16 0.2
自然裸地 0.83 0.8 0.83 0.8 - -
開放水面 2.05 2.0 1.95 1.9 -0.10 0.1

小計 73.98 72.3 70.22 68.6 -3.76 3.7

緑被区分との合計 102.32 100 96.29 94.2 -6.03 5.9

緑
被
区
分

工事の完了後 増減
緑被率

分類 植物群落・土地利用

調査地域
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② 陸上動物 

 (a) 哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類 

哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類の予測結果は、表 8.7.60(1)～(7)に示すとおりである。 

哺乳類については、現地調査において、注目される種は確認されなかった。 

注目される動物種については、工事の施行及び計画道路の存在により生息環境の一部が改変

されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計

画とし、生息基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処

理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さ

らに、河川への影響に配慮した施工を行う。 

また、注目される動物種のうち、工事の施行に伴う騒音等により生息環境への影響が想定さ

れるオオタカ、チョウゲンボウについては、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環

境への影響の低減に努める。 

以上のことから、動物相及び動物群集の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.60(1) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

鳥類 キジ 河川敷、平地や
丘陵地の耕作
地、草地 

計画道路周辺
の耕作地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

コサギ 海岸、河川、水
路、湖沼、池 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

ホトトギス 平地から山地
の林、草原 

南平付近の樹
林 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

カッコウ 平地から山地
の林、草原 

南平付近の樹
林 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。  
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表 8.7.60(2) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

鳥類 ヒメアマツバメ 人工構造物 浅川河川敷上
空 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

イカルチドリ 河川中流域の
砂礫河原 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

コチドリ 海岸や河口の
干潟、河川敷、
造成地、休耕田 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

タシギ 海岸や河川敷、
丘陵地の谷戸、
水田などの湿
地 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

キアシシギ 干潟、河口、海
岸、砂浜、岩場、
河川、水田など 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 
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表 8.7.60(3) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

鳥類 イソシギ 海岸、中小河川
の河川敷 

計画道路及び
周辺の浅川河
川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

ハチクマ 低山地から丘
陵地の樹林 

計画道路周辺
の農地上空を
飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

トビ 丘陵地から低
山地 

浅川河川敷上
空を飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ツミ 平地や丘陵地、
山地や公園な
どの樹林や河
畔林 

浅川河川敷上
空を飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ハイタカ 平地や丘陵地、
山地、河川敷な
どの樹林 

浅川河川敷上
空を飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

オオタカ 低山地から丘
陵地、平地の樹
林 

浅川河川敷上
空を飛翔、程久
保地区で繁殖 

現地調査では、オオタカの営巣が確認され
た。工事の施行及び計画道路の存在により
生息環境の一部が改変されるが、営巣地は
計画道路により改変されない。浅川河川敷
等を餌場として利用していると考えられ、
高利用域の一部が改変されるが、メッシュ
面積で 10.0％程度であり、周辺に餌場が広
く残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の
改変の抑制に努める。さらに、低騒音型建
設機械の採用等を行うことで、生息環境へ
の影響の低減に努めることから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.60(4) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

鳥類 サシバ 低山地の樹林 浅川河川敷上
空を飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環
境が残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改
変の抑制に努めることから、生息環境の変化
はほとんど生じないと予測される。 

ノスリ 丘陵地、山地
などの樹林 

計画道路周辺
の農地上空を
飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環
境が残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改
変の抑制に努めることから、生息環境の変化
はほとんど生じないと予測される。 

カワセミ 都市部の小河
川や公園の池 

計画道路及び
周辺の浅川河
川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環
境が残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改
変の抑制に努める。また、工事中の濁水は適
切に処理して排水するとともに、降雨時に発
生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防
止する。さらに、河川への影響に配慮した施
工を行うことから、生息環境の変化はほとん
ど生じないと予測される。 

チョウゲンボウ 海 岸 の 埋 立
地、河川敷の
草地、丘陵地
の耕作地､住
宅地 

八王子市北野
町の工場内で
繁殖、浅川河
川敷等で飛翔 

現地調査では、チョウゲンボウの営巣が確認
された。工事の施行及び計画道路の存在によ
り生息環境の一部が改変されるが、営巣地は
計画道路により改変されない。事業の実施に
より営巣中心域の一部が改変を受けるが、浅
川河川敷等を餌場として利用していると考
えられ、計画道路予定地周辺で頻繁な狩りな
どは行われていないとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基
盤の改変の抑制に努める。さらに、低騒音型
建設機械の採用等を行うことで、生息環境へ
の影響の低減に努めることから、生息環境の
変化はほとんど生じないと予測される。 

ハヤブサ 平地から山地
の海岸、河口、
河川、湖沼、
耕作地 

浅川河川敷上
空を飛翔 

工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環
境が残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改
変の抑制に努めることから、生息環境の変化
はほとんど生じないと予測される。 

サンショウクイ 平地から低山
の林 

南平付近の樹
林 

工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環
境が残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改
変の抑制に努めることから、生息環境の変化
はほとんど生じないと予測される。 

モズ 河川敷、丘陵
地の低木林や
草地、雑木林、
耕作地、公園、
住宅地 

計画道路周辺
の耕作地、浅
川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環
境が残されるとともに、工事に伴う土地の改
変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改
変の抑制に努めることから、生息環境の変化
はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.60(5) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

鳥類 オナガ 市街地から山
地 

計画道路が通
過する日野市
側農地や浅川
河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ヒバリ 広い草地が存
在する河川敷
や造成地 

計画道路が通
過する日野市
側農地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

コシアカツバメ 海岸から市街
地の開けた農
耕地、丘陵地 

川辺堀之内付
近の浅川河川
敷上空 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

イワツバメ 平地から高地
の開けたとこ
ろ 

浅川河川敷上
空 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

オオヨシキリ 河口、河川、湖
沼のヨシ原 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

メボソムシクイ
上種 

亜高山帯に渡
来、秋季は平地
の樹林 

浅川と日野市
側耕作地の間
の樹林帯 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

セッカ 平地の瓦、草
原、農耕地 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

トラツグミ 山地で繁殖し、
冬は丘陵地や
平地の樹林で
越冬 

浅川と日野市
側耕作地の間
の樹林帯 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 
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表 8.7.60(6) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

鳥類 イソヒヨドリ 海岸や河川敷、
平地の鉄道駅
の周辺、住宅地 

計画道路周辺
の八王子市内
の住宅地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

コサメビタキ 丘陵地や山地
の広葉樹林で
繁殖 

浅川河川敷上
空 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

オオルリ 山地の渓谷沿
いの自然林 

川北用水北側
の果樹園 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

セグロセキレイ 丘陵地や山地
の広葉樹林で
繁殖 

計画道路周辺
の耕作地、浅川
河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ベニマシコ 平地から低山
の草原、湿原、
灌木林 

長沼橋付近の
浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ホオジロ 平地から山地
の農耕地、樹
林、川原 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

カシラダカ 平地から山地
の疎林、林縁 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

オオジュリン 平地のアシ原、
湿原、草原 

川辺堀之内付
近の草地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 
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表 8.7.60(7) 注目される種の予測結果(陸上動物：哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

爬虫類 ニホンヤモリ 主に民家や寺
院、その周辺 

浅川右岸の住
宅地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ヒガシニホント
カゲ 

市街地から山
地、日当たりの
よい草地や石
垣 

浅川右岸堤防
上、計画道路周
辺の耕作地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ニホンカナヘビ 市街地から低
山地、日当たり
のよい草地や
藪 

計画道路周辺
の浅川河川敷、
耕作地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

アオダイショウ 平地から山地
の民家周辺、森
林 

計画道路周辺
の樹林 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

両生類 ヤマアカガエル 平地から山地
の森林と周辺
の田んぼ 

浅川河川敷の
止水域 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

カジカガエル 山間地の渓流
内、その周辺の
樹林 

計画道路周辺
の浅川河川敷 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 
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 (b) 昆虫類 

昆虫類に関する予測結果は、表 8.7.61(1)～(2)に示すとおりである。 

注目される動物種については、工事の施行及び計画道路の存在により生息環境の一部が改変

されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計

画とし、生息基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処

理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さ

らに、河川への影響に配慮した施工を行う。 

以上のことから、動物相及び動物群集の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.61(1) 注目される動植物種の予測結果(陸上動物：昆虫類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

昆虫類 

カトリヤンマ 

平地から丘陵
地の湿田、河川
敷の湿地 

川北用水北側
の竹林 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

マユタテアカネ 

平地～低山地
の池沼、湿地、
流れの緩い川
陰 

計画道路周辺
の日野市側の
浅川 
沿いの林縁 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ミヤマアカネ 

丘陵地や平地
の池沼、河原 

計画道路周辺
の浅川河川敷
内 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するととも
に、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川へ
の影響に配慮した施工を行うことから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測
される。 

ウラゴマダラシ
ジミ 

平地～丘陵地
の谷戸や湿地
周辺、森林、林
縁 

浅川河川敷沿
いの落葉広葉
樹林の林縁部 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ゴイシシジミ 

平地～山地の
タケ・ササ類が
生える林内や
林道 

浅川河川敷沿
いの竹林の林
縁部 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 
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表 8.7.61(2) 注目される動植物種の予測結果(陸上動物：昆虫類) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

昆虫類 

ヒラタマルゴミ
ムシ 

樹林や竹林な
どの周辺 

計画道路周辺
の浅川河川敷
内 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

ホソチビヒョウ
タンゴミムシ 

中流域の砂礫
質の河原 

計画道路周辺
の耕作地付近 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 

アイヌテントウ 

山地や河川敷 浅川河川敷の
湿性草地 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息
基盤の改変の抑制に努めることから、生息
環境の変化はほとんど生じないと予測さ
れる。 
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③ 水生生物 

 (a) 大型水生植物 

大型水生植物に関する予測結果は、表 8.7.62に示すとおりである。 

注目される水生生物種については、工事の施行により生息（育）環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残され、浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部は現況と

同様の機能を確保する。また、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）

基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水す

るとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川へ

の影響に配慮した施工を行う。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.62 注目される動植物種の予測結果(水生生物：大型水生植物) 

分類群 種名 主な生育環境 現地確認状況 生育環境の変化の内容及び程度 

大型水生
植物 

ミズハコベ 

浅い池や水田、
湿地 

計画道路下流
側の浅川 

工事の施行及び計画道路の存在により生
育環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生育環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

ヤナギモ 

池や流水中 計画道路上流
側の川北用水 

工事の施行及び計画道路の存在により生
育環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生育環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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 (b) 付着藻類 

付着藻類に関する予測結果は、表 8.7.63 に示すとおりである。 

注目される水生生物種については、工事の施行により生息（育）環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残され、浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部は現況と

同様の機能を確保する。また、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）

基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水す

るとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川へ

の影響に配慮した施工を行う。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.63 注目される種の予測結果(水生生物：付着藻類) 

分類群 種名 主な生育環境 現地確認状況 生育環境の変化の内容及び程度 

付着藻類 

タンスイベニマ
ダラ 

湧水が流入す
る小川や水路 

計画道路より
下流側を含む
川北用水 

工事の施行及び計画道路の存在により生
育環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生育環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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 (c) 水生動物 

水生動物に関する予測結果は、表 8.7.64(1)～(5)に示すとおりである。 

注目される水生生物種については、工事の施行により生息（育）環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残され、浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部は現況と

同様の機能を確保する。また、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）

基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水す

るとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川へ

の影響に配慮した施工を行う。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.64(1) 注目される種の予測結果(水生生物：水生動物) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

水生動物 
(魚類等遊
泳動物) 

オイカワ 

平野部を流れ
る河川、きれ
いな湖沼 

川北用水、浅
川 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

アブラハヤ 

護岸がコンク
リート化され
ていない限ら
れた水域 

川北用水、浅
川 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

スゴモロコ 

琵琶湖の固有
亜種。関東地
方や四国の太
平洋側など各
地にも移殖さ
れている 

浅川 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.64(2) 注目される種の予測結果(水生生物：水生動物) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

水生動物 

(魚類等遊

泳動物) 

ドジョウ 

水田や農業用
水路、湿地帯
の流れのない
泥底 

川北用水、浅
川 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

ヒガシシマドジ
ョウ 

河川の中流域
の砂礫底 

川北用水、浅
川 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

クロダハゼ 

河川中流域の
流れが緩やか
な箇所 

川北用水 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.64(3) 注目される種の予測結果(水生生物：水生動物) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

水生動物

(底生動物) 

モノアラガイ 

平地の止水域
の水草・転石
上 

浅川 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

マメシジミ属の
一種 

平地の止水域
の水草・転石
上 

川北用水 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

モクズガニ 

大型河川の下
流域から中流
域 

浅川 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.64(4) 注目される種の予測結果(水生生物：水生動物) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

水生動物
(底生動物) 

ヤマサナエ 

平地から丘陵
地の河川、川
幅が広く砂礫
底の河川中流
域 

川北用水、浅
川 

工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

アオサナエ 

雑木林の近い
清流 

浅川 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

ホンサナエ 

平地から丘陵
地の河川や水
路など 

浅川 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.64(5) 注目される種の予測結果(水生生物：水生動物) 

分類群 種名 主な生息環境 現地確認状況 生息環境の変化の内容及び程度 

水生動物

(底生動物) 

コヤマトンボ 

平地から丘陵
地の河川に生
息 

浅川 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 

エサキアメンボ 

丘陵地から山
地に広く分布 

川北用水 工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様
の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と
同様の機能を確保する。工事に伴う土地の
改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤
の改変の抑制に努める。また、工事中の濁
水は適切に処理して排水するとともに、降
雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路へ
の流出を防止する。さらに、河川への影響
に配慮した施工を行うことから、生息環境
の変化はほとんど生じないと予測される。 
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④ 生息（育）環境の変化の内容及びその程度 

計画道路及びその周辺は、約 70％を緑の少ない市街地・住宅地や人工裸地等が占めているほか、

動植物の生息（育）環境としては、公園内の樹林地や農地、浅川の河川敷等があり、さらに水域

として浅川や川北用水がある。 

「緑の量」の調査結果より、工事の完了後における緑被面積の減少の程度は 6.03haで、改変比

率として 5.9％が減少する（現況 102.32haから、工事の完了後 96.29ha）が、現存の緑被面積の

約 94％は残される。同様に緑の体積も現存の 93％は工事完了後も残される計画である。 

生息（育）環境については、計画道路の存在により一部が改変されるが、周辺に同様の環境が

残される。浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部は現況と同様の機能を確保す

る。また、地下構造で通過する区間においては、計画道路の存在に伴う地盤、地下水への影響は

ほとんど生じない（地盤、水循環参照）。 

以上のことから、生息（育）環境の変化はほとんど生じないと予測される。 
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⑤ 緑の量の変化の内容及びその程度 

 (a) 緑被面積 

工事の完了後における緑被面積の予測結果は、表 8.7.65に示すとおりである。 

工事の完了後における緑被面積の減少の程度は 6.03haで、改変比率として 5.9％が減少する

（現況 102.32haから、工事の完了後 96.29ha）が、現存の緑被面積の約 94％は残される。 

以上のことから、緑の量の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.65 緑被面積の予測結果 

緑被面積
（ha）

比率
(%)

緑被面積
（ha）

現況と工事完
了時の緑被
面積の比率

(%)

緑被面積
（ha）

現況の緑被
面積の合計
に対する増
減分の比率

(%)

Ⅰ.樹林地 コナラ群落 0.46 0.4 0.46 0.4 - -

ハリエンジュ群落 1.05 1.0 0.94 0.9 -0.11 0.1
モウソウチク・マダケ林 0.32 0.3 0.32 0.3 - -

小計 1.82 1.8 1.71 1.7 -0.11 0.1
Ⅱ.草地 クズ群落 0.30 0.3 0.27 0.3 -0.03 0.0

セイバンモロコシ群落 0.83 0.8 0.78 0.8 -0.05 0.0
オギ群落 2.08 2.0 2.00 2.1 -0.07 0.1
ツルヨシ群落 0.88 0.9 0.80 0.8 -0.08 0.1

小計 4.09 4.0 3.86 3.9 -0.23 0.2
Ⅲ.農地 畑地 15.96 15.6 14.42 14.1 -1.54 1.5

果樹園・樹園地 1.98 1.9 1.75 1.7 -0.23 0.2
小計 17.95 17.5 16.17 15.8 -1.77 1.7

Ⅳ.その他の緑 植栽樹群 0.50 0.5 0.50 0.5 - -
公園 2.81 2.7 2.81 2.7 - -
緑の多い住宅地 1.17 1.1 1.01 1.0 -0.15 0.1

小計 4.48 4.4 4.33 4.2 -0.15 0.1

緑被率合計 28.34 27.7 26.07 25.6 -2.3 2.2

分類 土地利用
面積
（ha）

比率
(%)

面積
（ha）

比率
(%)

面積
（ha）

比率
(%)

Ⅴ.その他 緑の少ない市街地・住宅地・工場等 69.32 67.7 65.82 64.3 -3.49 3.4

人工裸地 1.78 1.7 1.62 1.6 -0.16 0.2
自然裸地 0.83 0.8 0.83 0.8 - -
開放水面 2.05 2.0 1.95 1.9 -0.10 0.1

小計 73.98 72.3 70.22 68.6 -3.76 3.7

緑被区分との合計 102.32 100 96.29 94.2 -6.03 5.9

緑
被
区
分

工事の完了後 増減
緑被率

分類 植物群落・土地利用

調査地域
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 (b) 緑の体積 

工事の完了後における緑の体積の予測結果は、表 8.7.66に示すとおりである。 

工事の完了後における緑の体積の減少の程度は 32,412m3で、改変比率として 7.0％が減少す

る（現況 460,192m3から、工事の完了後 427,780m3）が、現存の緑の 93％は残される。 

以上のことから、緑の量の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.66 緑の体積の予測結果 

緑被面積
（ha）

体積
(㎥)

比率
(%)

緑被面積
（ha）

体積
(㎥)

現況と工
事完了後
の体積の
比率
(%)

緑の体積
の増減分
(㎥)

現況の緑
の体積合
計に対す
る増減分
の比率(%)

Ⅰ.樹林地 コナラ群落 16.5 0.46 75,458 16.4 0.46 75,458 16.4 - -

ハリエンジュ群落 12 1.05 125,896 27.4 0.94 112,581 24.5 -13,315 2.9
モウソウチク・マダケ林 15 0.32 47,660 10.4 0.32 47,660 10.4 - -

小計 - 1.82 249,014 54.1 1.71 235,698 51.2 -13,315 2.9
Ⅱ.草地 クズ群落 1.4 0.30 4,220 0.9 0.27 3,827 0.8 -393 0.1

セイバンモロコシ群落 2 0.83 16,666 3.6 0.78 15,654 3.4 -1,011 0.2
オギ群落 2 2.08 41,555 9.0 2.00 40,095 8.7 -1,460 0.3
ツルヨシ群落 2 0.88 17,617 3.8 0.80 15,974 3.5 -1,643 0.4

小計 - 4.09 80,058 17.4 3.86 75,550 16.4 -4,508 1.0
Ⅲ.農地 畑地 0.2 15.96 31,923 6.9 14.42 28,837 6.3 -3,086 0.7

果樹園・樹園地 5 1.98 99,197 21.6 1.75 87,695 19.1 -11,503 2.5
小計 - 17.95 131,121 28.5 16.17 116,532 25.3 -14,589 3.2

Ⅳ.その他の緑 植栽樹群 - 0.50 - - 0.50 - - - -
公園 - 2.81 - - 2.81 - - - -
緑の多い住宅地 - 1.17 - - 1.01 - - - -

小計 - 4.48 - - 4.33 - - - -

合計 - 28.34 460,192 100 26.07 427,780 93.0 -32,412 7.0

緑
被
区
分

現況 増減

平均高(注)

(m)
植物群落・土地利用分類

工事の完了後

 
注）平均高は、現地調査結果をもとに、各植物群落の最上層を形成する植物の平均高とした。 
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2) 生態系 

① 陸水域生態系の変化の内容及び程度 

予測の対象地域における注目される種及び群集の変化の内容及びその程度は表 8.7.67(1)～

(2)に示すとおりである。 

注目される種・群集については、工事の施行により生息（育）環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残され、消失する環境類型や食物連鎖の大きな分断等はないと考えられる

とともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）基盤の改変の抑制に

努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時

に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施

工を行う。 

また、注目される種・群集のうち、工事の施行に伴う騒音等により生息環境への影響が想定

されるオオタカ、チョウゲンボウについては、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息

環境への影響の低減に努める。 

以上のことから、陸水域生態系の変化はほとんど生じないと予測される。 

 

表 8.7.67（1） 注目される種及び群集の変化の内容及びその程度に係る予測結果 

区分 
注目される
種及び群集 

生息（育）環境の変化の内容及び程度 

上位性 

オオタカ 

現地調査では、オオタカの営巣が確認された。工事の施行及び計画道路の存在によ
り生息環境の一部が改変されるが、営巣地は計画道路により改変されない。浅川河
川敷等を餌場として利用していると考えられ、高利用域の一部が改変されるが、メ
ッシュ面積で 10.0％程度であり、周辺に餌場が広く残されるとともに、工事に伴う
土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める。さらに、
低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環境への影響の低減に努めることか
ら、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

チョウゲン
ボウ 

現地調査では、チョウゲンボウの営巣が確認された。工事の施行及び計画道路の存
在により生息環境の一部が改変されるが、営巣地は計画道路により改変されない。
事業の実施により営巣中心域の一部が改変を受けるが、浅川河川敷等を餌場として
利用していると考えられ、計画道路予定地周辺で頻繁な狩りなどは行われていない
とともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑
制に努める。さらに、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環境への影響
の低減に努めることから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

イタチ 

現地調査では、浅川河川敷で確認したため、本種の主要な生息範囲は浅川河川敷と
考えられる。工事の施行及び計画道路の存在により生息環境の一部が改変されるが、
周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計
画とし、生息基盤の改変の抑制に努めることから、生息環境の変化はほとんど生じ
ないと予測される。 

典型性 

ケヤキ群落 

ケヤキ群落は予測範囲において公園、市街地に点在しており、工事の施行及び計画
道路の存在により生育環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されると
ともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生育基盤の改変の抑制
に努めることから、生育環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

オギ群落 

オギ群落は予測範囲において緑被率 2.0％、体積比率 9.0%を占めており、浅川河川
敷を中心に広く分布している。工事の施行及び計画道路の存在により生育環境の一
部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変
を最小限に抑えた計画とし、生育基盤の改変の抑制に努めることから、生育環境の
変化はほとんど生じないと予測される。 

アカネズミ 

アカネズミが生息する農耕地や河川敷は工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努めることから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 
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表 8.7.67(2) 注目される種及び群集の変化の内容及びその程度に係る予測結果 

区分 
注目される
種及び群集 

生息（育）環境の変化の内容及び程度 

典型性 

タヌキ 

タヌキが生息する農耕地や樹林地は予測地域内に広く分布しており、工事の施行及
び計画道路の存在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残さ
れるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変
の抑制に努めることから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

サギ類 

サギ類が生息する浅川周辺の河川敷や農耕地は工事の施行及び計画道路の存在によ
り生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に
伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める。また、
工事中の濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河
川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施工を行うこと
から、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

セキレイ類 

セキレイ類が生息・繁殖する市街地、農耕地、河川は工事の施行及び計画道路の存
在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、
工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める
ことから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

イカルチド
リ 

イカルチドリが生息する浅川周辺の河川敷は分断されず、工事の施行及び計画道路
の存在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるととも
に、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努
めることから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

シジュウカ
ラ 

シジュウカラが生息・繁殖する公園や緑の多い住宅地は工事の施行及び計画道路の
存在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、
工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める
ことから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

ニホンカナ
ヘビ 

ニホンカナヘビが生息する農耕地や緑の多い住宅地は工事の施行及び計画道路の存
在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、
工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める
ことから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

ハグロトン
ボ 

ハグロトンボが生息する浅川周辺の河川敷は分断されず、工事の施行及び計画道路
の存在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるととも
に、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努
めることから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

コオニヤン
マ 

コオニヤンマが生息する浅川周辺の河川敷は分断されず、工事の施行及び計画道路
の存在により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるととも
に、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努
めることから、生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

ベニシジミ 

ベニシジミが生息する緑の多い住宅地は工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努めることから、生
息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

オイカワ 

オイカワが生息する浅川は分断されず、工事の施行及び計画道路の存在により生息
環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過
するとともに、水路の付け替え部は現況と同様の機能を確保する。工事に伴う土地
の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める。また、工事中
の濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用
水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施工を行うことから、
生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 

アブラハヤ 

アブラハヤが生息する浅川は分断されず、工事の施行及び計画道路の存在により生
息環境の一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残される。浅川は橋梁構造で通
過するとともに、水路の付け替え部は現況と同様の機能を確保する。工事に伴う土
地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の改変の抑制に努める。また、工事
中の濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・
用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施工を行うことから、
生息環境の変化はほとんど生じないと予測される。 
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8.7-3 環境保全のための措置 

 (1) 工事の施行中 

工事の施行中における生物・生態系への影響を可能な限り回避又は低減するため、以下に示す環

境保全措置を講じることとする。 

 

1) 予測に反映した措置 

・工事の施行により生育個体の消失が生じる可能性がある注目される植物種（コヒロハハナヤス

リ）については、生育個体の移植を実施することで、消失の代償を図る。 

・工事の施行に伴う騒音等により生息環境への影響が想定される猛禽類（オオタカ、チョウゲン

ボウ）については、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環境への影響の低減に努め

る。 

・工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）基盤の改変の抑制に努める。 

・濁水処理施設を設置し、濁水処理施設からの放流水は排水基準を順守して排水することで汚濁

負荷量を低減する。また、メンテナンスを行うことにより、低減効果が持続するよう努める。 

・土工部の速やかな転圧及び法面整形により、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流

出を防止する。 

・法面等のシートによる被覆等の実施により速やかに裸地を解消し、降雨時に発生する濁水の周

辺河川・用水路への流出を防止する。 

・仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時

的な流路の切り回し等を行う。 

・河川内における基礎工事等において、濁水処理施設の設置や中和処理による工事排水の適切な

処理等を行う。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・工事の施行中における工事関係者に対する生物・生態系保全のための配慮事項（ごみの持ち帰

りの遵守、不要なクラクション等の最小化等）の共有によって、生物・生態系の変化を低減す

ることに努める。 

 

 (2) 工事の完了後 

予測結果より、工事の完了後における計画道路の存在による影響は、極めて小さいと考えられる。 
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8.7-4 評価 

 (1) 工事の施行中 

1) 評価の指標 

評価の指標は、「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

① 生物 

 (a) 植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

注目される植物種のうち、コヒロハハナヤスリについては計画道路用地内で確認され、工事

の施行により生育個体の消失が生じる可能性があるが、生育個体の移植を実施することで、消

失の代償が見込まれる。 

その他の注目される植物種については、工事の施行により生育環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生

育基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水

するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川

への影響に配慮した施工を行う。 

また、工事の施行により、樹林地及び草地の約 0.3％にあたる 0.3ha が消失するが、周辺に

同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生育基盤

の改変の抑制に努める。 

以上のことから、植物相及び植物群落の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標と

した「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (b) 動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

注目される動物種については、工事の施行により生息環境の一部が改変されるが、周辺に同

様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息基盤の

改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水するとと

もに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響

に配慮した施工を行う。 

また、注目される動物種のうち、工事の施行に伴う騒音等により生息環境への影響が想定さ

れるオオタカ、チョウゲンボウについては、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息環

境への影響の低減に努める。 

以上のことから、動物相及び動物群集の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標と

した「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (c) 水生生物相の変化の内容及びその程度 

注目される水生生物種については、工事の施行により生息（育）環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生

息（育）基盤の改変の抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理し

て排水するとともに、降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、
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河川への影響に配慮した施工を行う。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「生

物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (d) 生息（育）環境の変化の内容及びその程度 

生息（育）環境については、工事の施行により一部が改変されるが、周辺に同様の環境が残

されるとともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）基盤の改変の

抑制に努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水するとともに、

降雨時に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮

した施工を行う。また、地下構造で通過する区間においては、工事の施行に伴う地盤、地下水

への影響はほとんど生じない（地盤、水循環参照）。 

以上のことから、生息（育）環境の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした

「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

② 生態系 

 (a) 陸水域生態系の変化の内容及びその程度 

注目される種・群集については、工事の施行により生息（育）環境の一部が改変されるが、

周辺に同様の環境が残され、消失する環境類型や食物連鎖の大きな分断等はないと考えられる

とともに、工事に伴う土地の改変を最小限に抑えた計画とし、生息（育）基盤の改変の抑制に

努める。工事の施行にあたっては、工事中の濁水は適切に処理して排水するとともに、降雨時

に発生する濁水の周辺河川・用水路への流出を防止する。さらに、河川への影響に配慮した施

工を行う。 

また、注目される種・群集のうち、工事の施行に伴う騒音等により生息環境への影響が想定

されるオオタカ、チョウゲンボウについては、低騒音型建設機械の採用等を行うことで、生息

環境への影響の低減に努める。 

以上のことから、陸水域生態系の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「生

物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 
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 (2) 工事の完了後 

1) 評価の指標 

評価の指標は、「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 評価の結果 

① 生物 

 (a) 植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

注目される植物種については、計画道路の存在により生育環境の一部が改変されるが、周辺

に同様の環境が残される。 

また、計画道路の存在により、樹林地及び草地の約 0.3％にあたる 0.3ha が消失するが、周

辺に同様の環境が残される。 

以上のことから、植物相及び植物群落の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標と

した「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (b) 動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

注目される動物種については、計画道路の存在により生息環境の一部が改変されるが、周辺

に同様の環境が残される。 

以上のことから、動物相及び動物群集の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標と

した「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (c) 水生生物相の変化の内容及びその程度 

注目される水生生物種については、計画道路の存在により生息（育）環境の一部が改変され

るが、周辺に同様の環境が残される。浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部

は現況と同様の機能を確保する。 

以上のことから、水生生物相の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「生

物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (d) 生息（育）環境の変化の内容及びその程度 

生息（育）環境については、計画道路の存在により一部が改変されるが、周辺に同様の環境

が残される。浅川は橋梁構造で通過するとともに、水路の付け替え部は現況と同様の機能を確

保する。また、地下構造で通過する区間においては、計画道路の存在に伴う地盤、地下水への

影響はほとんど生じない（地盤、水循環参照）。 

以上のことから、生息（育）環境の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした

「生物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 (e) 緑の量の変化の内容及びその程度 

緑の量については、工事の完了後において、緑被面積の 5.9%、緑の体積の 7.0%が減少するが、

現存の緑の９割以上が残される。 

以上のことから、緑の量の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「生物･

生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。
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② 生態系 

 (a) 陸水域生態系の変化の内容及びその程度 

注目される種・群集については、計画道路の存在により生息（育）環境の一部が改変される

が、周辺に同様の環境が残され、消失する環境類型や食物連鎖の大きな分断等はないと考えら

れる。 

以上のことから、陸水域生態系の変化はほとんど生じないと予測され、評価の指標とした「生

物･生態系の多様性に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考えられる。 

 

 

 


