
 

 1 

2021 年 10 月 1 日 

文化庁長官 

都倉俊一 様 

 

一般社団法人北海道自然保護協会会長 在田一則 

                                    北広島森の倶楽部会長 加藤和子 

                              北広島の自然を考える会代表 三澤英一 

 

 

北海道日本ハムファイターズの新球場に関する要望 

 

貴職にあっては、日頃我が国の特別天然記念物および天然記念物の保護と

保全に尽力されていることに心から敬意を表し、感謝申しあげます。 

さて、現在北海道北広島市西の里の特別天然記念物野幌原始林の近くでは、

北海道日本ハムファイターズ関連会社の株式会社ファイターズ スポーツ＆

エンタテイメントによる新球場（エスコンフィールド HOKKAIDO）の建設が「北

海道ならではの大自然を満喫できるエリアに、“北海道のシンボル”となる

空間を創造する」をキャッチフレーズに 2023 年度開業を目指して進められ

ております。 

新球場は北広島市が誘致し、北広島市共栄の市が所有する 36.7ha の北広

島総合運動公園用地に建設されつつある「北海道ボールパーク F ビレッジ」

の中核施設と位置付けられています。 

新球場へのアクセス道路として、当初は市道北進道路を西に延伸し特別天

然記念物野幌原始林の北縁を通る予定でしたが、私たち自然保護団体は強く

反対し、北の JR 千歳線近くを通すことを主張しました。その結果、北広島

市は野幌原始林と JR 千歳線の間を流れる裏の沢川南岸に沿う路線に変更し

ました。私たちはこの路線にも反対でしたが、道路を有識者や私たち自然保

護団体の意見を取り入れていわゆるエコロードにするということで容認し

ました。 

この過程において、文化庁は特別天然記念物野幌原始林とアクセス道路の

間の原生的な森林に回復しつつある二次林のかなりの部分(約 20ha)を特別

天然記念物に追加指定しました。それにより、アクセス道路が野幌原始林の

自然環境に直接悪影響を及ぼす恐れが緩和され、私たちとしてはたいへん感

謝しております。 

昨年 4 月、路線は北海道に移管されて道道きたひろしま総合運動公園線と

なり、現在、北海道空知総合振興局札幌建設管理部が設置した有識者からな

る「道道きたひろしま総合運動公園線の整備における環境保全を考える協議

会」の検討のもとで札幌建設管理部により工事が進められています。 

このように、アクセス道路については一定の環境保全の方針により工事が

進んでおりますが、アクセス道路よりもはるかに周囲の自然環境への負荷が

著しいのではないかと危惧される新球場については、それによる特別天然記



 

 2 

念物野幌原始林を含む周囲の自然環境への影響について環境アセスメント

が行われることなく、工事が進んでおります。 

添付の合成写真(イメージ図、図 1)は株式会社ファイターズ スポーツ＆エ

ンタテイメントの HP などのものです。広報資料ですので、誇張があるかも

しれませんが、図からおおむねわかるように、球場は同社の HP に「北海道

ならではの大自然を満喫できるエリアに」と謳っているように豊かな自然に

囲まれている感じです。球場のバックネットの左手後方延長には追加指定地

域を含めた野幌原始林があり、右翼後方には北広島市民が集う「レクリエー

ションの森」があります。また、下の図は試合が行われる夜間の光景ですが、

大自然の中に忽然と光のお城が現れた感じがいたします。 

新球場から特別天然記念物追加指定地域までの距離は近い所で約 450m、本来

の指定地である 60 林班までは約 600m 強です（図 2 参照）。球場からの夜間照明

や音響（応援などの大歓声や楽器類、時には花火？）がまわりの自然環境にどの

ような影響を与えるかが想像できます。オオタカ・ハイタカ・クマゲラの重要種

を含む鳥類やコウモリ類、昆虫類への影響が心配されます。植物にも夜間の人工

光の影響が懸念されます。高さ 70m、幅 180m のガラス壁（図 1 の上の図）が鳥

類やコウモリ類に与える影響もかなりなものと思われます。石狩平野の自然に遺

存する唯一のトドマツを含む原生的な針広混交林、稀有の森林植物相と評価され

ている特別天然記念物野幌原始林を含む周辺森林が照明や騒音などによって生

態系のバランスを崩し、森林の攪乱と外来生物の侵入を招くことが懸念されます。 

私たちは北広島市民や道民が歓迎し期待している新球場の建設に異議を

唱えるものではありません。しかし、新球場および北海道ボールパーク F ビ

レッジが周辺の特別天然記念物野幌原始林や北広島市のレクリエーション

の森を含む豊かな生態系や生物多様性に富む自然環境に与える影響ができ

るだけ少なくなることを望んでいます。新球場は法的には環境アセスメント

は必要ありませんので、それだけに株式会社ファイターズ スポーツ＆エン

タテイメントは、特別天然記念物とその周辺の自然に与える負荷をできるだ

け少なくするために関係機関、専門家、環境団体、および市民と連携しなが

ら、最大限の努力をする必要があると考えます。 

私たちは、北海道や北広島市などの公共自治体などとは異なり、私企業に対す

る対応は極めて困難であると感じています。同社には 2 回にわたり私たちの要望

書（資料１及び２）を提出し、7 月 28 日と 9 月 24 日の 2 回意見交換会を行なっ

ています。同社によると、国内外の約 50 か所の球場を視察したが、大自然が真

横にあるプロ野球球場はなかったということで、参考にすべきものがなく、自然

環境の保全をどのように行うべきか戸惑っているようにも感じられます。 

新球場の建設は着々と進んでいる状況ですので、特別天然記念物野幌原始林の

生態系や生物多様性の保全に責任がある貴職にあっては、新球場および北海道ボ

ールパーク F ビレッジが野幌原始林を含む周辺の自然環境に大きな影響を与え

ないよう、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンタテイメントに対して適切な

助言や指導を行うなどにご尽力くださるようお願い申しあげます。 
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2021 年 10 月 1 日 

文化庁長官 

都倉俊一 様 

 

 

貴職にあっては、日頃我が国の特別天然記念物および天然記念物の保護と

保全に尽力されていることに心からの感謝を申しあげます。 

 現在北海道北広島市西の里の特別天然記念物野幌原始林の近くで、北海道

日本ハムファイターズ関連会社の株式会社ファイターズ スポーツ＆エンタ

テイメントにより新球場（エスコンフィールド HOKKAIDO）が建設中ですが、

そのことに関わってお願いしたいことがあります。 

要望書と参考図２葉及び参考資料２点を同封いたしますので、ご検討、ご

配慮をよろしくお願い申しあげます。 

 

なお、この件での問い合わせは下記までお願いいたします。 

一般社団法人北海道自然保護協会 

〒060-0003 札幌市中央区北３条西 11 丁目 加森ビル５ 6 階 

電話 011-251-5465 

電子メール：info@nc-hokkaido.or.jp 

 

ただし、10 月 18 日（月）以降は下記にお願いいたします。 

一般社団法人北海道自然保護協会 

〒003-0026 札幌市白石区本通 1 丁目南 2 番 38 号 

電話 011-876-8546 

電子メール：info@nc-hokkaido.or.jp 

 

 

 

 

 

一般社団法人北海道自然保護協会 

 

 

mailto:info@nc-hokkaido.or.jp
mailto:info@nc-hokkaido.or.jp
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資料１ 

                                                           2021 年 7 月 20 日 

株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 

代表取締役社長 川村浩二 様 

 

                            一般社団法人北海道自然保護協会会長 在田一則 

                                               北広島森の倶楽部代表 加藤和子 

                                         北広島の自然を考える会代表 三澤英一 

 

 

HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE に関わる要望書 

 

 ご多忙のところを我々自然保護団体との意見交換の機会を設けていただき感謝申しあ

げます。 

ご承知のように、現在 HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE（以下 BP）が建設されているき

たひろしま総合運動公園および BP へのアクセス道路（道道きたひろしま総合運動公園

線）の南側には国指定特別天然記念物野幌原始林や北広島レクリエーションの森など豊

かな森があります。また、北側にはかつて耕作地であったところに発達した 2 次林があ

り、さらに護岸工事などがほとんどなされていない原始的な河川である裏の沢川沿いに

は豊かな水辺環境があり、北広島市民の憩いの場である「水辺の広場」、あるいはサイ

クリング専用道路（エルフィンロード）として楽しまれています。 

 私たちは、BP 構想を否定するものでなく、北広島市や周辺町村の活性化につながるも

のと期待しています。しかし、BP やそのアクセス道路の建設により、きたひろしま総合

運動公園や裏の沢川周辺の北広島市民が誇る自然環境が損なわれることを危惧し、北広

島市が示したアクセス道路の当初路線案には反対しました。その後変更された現在の路

線について、2019 年 10 月から昨年５月まで 4 回にわたって北広島市主催によりそれぞ

れの専門家も交えて「アクセス道路に関する意見交換会」を開催し、意見交換をしてき

ました。その間、私たちは BP 建設者である貴社と球場を含む BP 自体について意見交換

を希望し、「意見交換会」開催以前から、北広島市には再三その仲介をお願いしてきま

した。そしてようやく 2019 年 10 月の第 1 回「意見交換会」の後に福田様と小川様にお

会いすることができました。しかし、その時はご挨拶程度でした。その後も北広島市に

貴社との意見交換をお願いしてきましたが、今回ようやく 2 回目が実現いたします。実

りある意見交換を期待して、あらかじめこの文書を差し上げるしだいです。 

私たちは、上に述べましたように、きたひろしま総合運動公園・裏の沢川周辺・特別

天然記念物野幌原始林・北広島レクリエーションの森などを一帯の自然として捉え、生

物多様性や生態系保全にとっては極めて重要な地域と考えています。また、そこにでき

る BP やそのアクセス道路もその中に含まれる一体のものと考えています。そのことは添

付の株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントのイメージ図からもお分り

いただけると思います。それらがその周辺の自然に与える影響を私たちは心配しており

ます。特に国の特別天然記念物野幌原始林への影響を危惧します。アクセス道路はその

後道道きたひろしま総合運動公園線となり、北海道空知総合振興局札幌建設管理部と

2020 年 5 月からいわゆるエコロードをめざして 5 回の「道道きたひろしま総合運動公園

線の整備における環境保全を考える協議会」を重ねてきております。 
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株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの資料には、「北海道ならでは

の大自然を満喫できるエリアに、“北海道のシンボル”となる空間を創造する」とあり

ますが、大自然を毀損してしまっては元も子もありません。新球場を含む BP については

この地域一帯の自然の生物多様性や生態系にできるだけ悪影響を及ぼさないものである

ことを期待し、以下の質問・要望をいたします。 

 

1． 国内外のプロ野球球団のホーム球場で新球場のように大自然を満喫できるエリアに

あるものはあるのでしょうか。お教えください。 

2．新球場の設計にあたっては国外の球場も参考にされたと聞いていますが、新球場のよ

うに大自然を満喫できるエリアにある球場についても参考にされたのでしょうか。さ

れたのなら、どこの球場か、またどのような視点から参考にされたかお教えください。 

3. 新球場は下記のように周辺の自然への重大な影響が考えられますが、新球場のデザイ

ンなどを考える上で、周辺の生物多様性や生態系への影響に関してどのようなコンセ

プトをお持ちだったでしょうか。またどのような環境アセスメントを行ったか教えて

ください。また、その結果もお知らせください。 

4．新球場による周囲の自然への影響をできるだけ避けるために、以前の北広島市による

「意見交換会」や北海道による「協議会」のような専門家を交えた「意見交換会」を

設立していただき、以下のような具体的な問題について意見交換や検討をしていただ

きたい。 

（１）バードストライク防止について 

（２）バッドストライク防止について 

（３）照明による夜行性昆虫の飛来について 

  ①水銀灯・白熱灯・ＬＥＤの誘因性の違いの検証 

  ②ＬＥＤの波長と昆虫の誘引性についての検証 

（４）夜間照明による昼行性昆虫への影響について 

（５）球場建物内への昆虫（ガ、トビケラ、コガネムシ、カブトムシ、ガムシ、カメ 

  ムシなど）の侵入防止について 

（６）昆虫を餌とする動物の食物連鎖の攪乱の危険性について 

（７）夜間の光により植物の光周性が攪乱され、周囲の樹木の開花時期や紅葉時期の乱

れ、草本類の異常な成長、および矮性化が懸念されるが、その防止について   

（８）その他 

  ①不要な音や光は建物外に出さないようにする 

  ②花火の爆音や光など人工的な突発音や突発光により、繁殖期間中の哺乳類や鳥類

の営巣放棄などが懸念されるため、繁殖期の花火の打ちあげを自粛する。 

  ③きたひろしま総合運動公園を２重の街路樹の植え込みで囲むなどし、対面の北広

島レクリエーションの森や特別天然記念物指定林を含む国有林への騒音と光害の

緩和を図る 

 

なお、７月 28 日のご面談の時に上記の質問・要望についてご説明いたしますが、上

記１～４については 8 月中に文書でご回答ください。また、次回の意見交換会では、植

物専門家である札幌市立大名誉教授の矢部和夫氏や北海道自然保護監視員の森下徹氏ほ

かもメンバ－に加えていただけるよう強くお願いいたします。 
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資料２ 

 

                              2021 年 9 月 22 日 

（株）ＦＳ＆Ｅ取締役事業統轄本部長 前沢賢様 

 

                  （一社）北海道自然保護協会会長 在田一則 

                       北広島森の倶楽部代表 加藤和子 

                    北広島の自然を考える会代表 三澤英一 

 

 

拝啓  

時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

さて、8 月 31日にいただきました貴社からの回答につきまして、下記のとおり、球

場のガラス壁面や騒音・人工光が動植物に与える影響が懸念されるため、改めて改善

を要望いたしますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。なお、24日の意見

交換会ではそれらについて議論が深まることを期待します。 

 

記 

（１）巨大ガラス壁面への鳥類の衝突について 

 住宅の窓ガラスへの衝突の事例も聞くが、新球場のガラス壁は巨大であるだけでな

く、野鳥の宝庫である森に隣接しているため、その比ではない。 

 研究者によると、建造物のガラス壁面の高さや幅（面積）、時季（繁殖期や渡り・

移動時期）により壁面への衝突の度合いは変化するとのこと。衝突の理由として、ガ

ラス面に木が写るとその方向に林があると勘違いしたり、逆に何も写っていないと通

り抜けられると勘違いし衝突するといわれる。 

【参考資料】日経新聞・mashupＮＹなど 

 

（２）巨大ガラス壁面へのコウモリ類の衝突について 

  コウモリは超音波を出し、その反射波を感知して餌となる昆虫を捉える。相手（壁

面など）の表面が凸凹な場合、反射波の一部がコウモリに戻ってくるためコウモリは

それを捉えることができるが、表面がガラスのような平滑な場合は、発射された超音

波は乱反射せずコウモリに戻ってこなくなり、その場合には、コウモリは対象（ガラ

ス）を認識できず衝突する危険が高まるといわれる。 

【参考資料】Greif 博士らによる研究（2017.09.07 発行「サイエンス」） 

 「コウモリを惑わせる見えない壁（NATURE VIDEO 2017」 

 https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/video/contents/16 より 

 

（３）騒音や光が生物に与える影響について 

①騒音と光が鳥類に与える影響について 

 騒音と人工光が鳥類の繁殖行動に強く影響することが報告されている。 

【参考資料】北大環科研助教先崎理之氏の論文レジュメ（2020.11.17）など 

②ＬＥＤ照明が与えるコウモリの活動への影響について 
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 ＬＥＤ照明は昆虫の活動に強く影響し、それが最大の昆虫捕食者であるコウモリの

活動にも影響する。また、昆虫は植物にとって受粉を媒介する動物なので植物の繁殖

にも影響を与える。さらに人工光が人の健康にも悪影響を及ぼすことも指摘されてい

る。 

【参考資料】ＬＥＤS MAGAZINEJAPAN（2016.9.16）より 

③ＬＥＤ照明が与える昆虫への影響について 

 街灯の昆虫への影響を調べた研究によると、特に白色発光ダイオード（LED）を使用

した街灯が虫の行動パターンを乱すだけでなく、産卵や摂食行動に影響を与えること

から個体数減少の原因にもなっているとのこと。 

【参考資料】２０２１年８月の発表論文（LED 照明と昆虫個体数）のネットニュース 

https://www.afpbb.com/articles/-/3363421 より 

④人工光が植物の光周性や生長に対する影響について 

 花卉栽培の世界では人工光を照射して花芽の形成と開花をコントロ－ルしているこ

とは周知のことである。また街灯がある道路際の水田で稲の異常生長が見られること

も近年明らかになっている。 

【参考】数研出版や東京書籍はじめとする全ての高校生物教科書に記載されている。

それらを紹介した資料集やビデオ教材もある。 

 

 以上、ＢＰ開業にあたり、上記のように鳥類やコウモリ類の球場の巨大ガラス壁面

への衝突の危険性や球場から発せられる騒音や光、ＢＰをとりまく街灯が動植物に与

える影響は少なくないため、貴社と我々との間で問題点を共有するとともに、動植物

への影響を最小限にとどめるよう一緒に対策を考えていきたいと願っています。あわ

せて、上記問題点の解決にあたり、我々が推薦する専門家（鳥、コウモリ、昆虫、植

物、環境保全など）をまじえた懇談会や協議会の立ち上げを強くお願いいたします。 

 

https://www.afpbb.com/articles/-/3363421
https://www.afpbb.com/articles/-/3363421
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図１ 

大自然の中のボールパーク（Fighters Sports & Entertainment Co.Ltd.の HP より） 
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