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3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

(1) 人口・世帯数 

平成 20 年度の青森市の人口及び世帯数を表 3.2-1 に示す。 

青森市の世帯数は 132,008 世帯、人口は 306,263 人であり、一世帯あたりの人口は約 2.3 人であ

った。 

表 3.2-1 青森市の人口及び世帯数 

（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

年度 世帯数（世帯） 人口（人） 

平成 20 年 132,008 306,263 

※｢青森県統計データランド｣： 

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 

 

(2) 人口動態 

青森市及び青森県の過去 5年間の人口推移を表 3.2-2 に示す。 

青森市の人口は、平成 16 年度から平成 20 年度の 5年間に約 2.7%減少していた。 

表 3.2-2 青森市の人口推移（平成 16 年度～平成 20 年度） 

（各年度 3月 31 日現在） 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

青森市 
314,786 

（100.0） 

313,733

（99.7）

311,101

（98.8）

308,616 

（98.0） 

306,263

（97.3）

青森県 
1,468,608 

（100.0） 

1,460,144

（99.4）

1,445,592

（98.4）

1,430,543 

（97.4） 

1,417,278

（96.5）

注)1.カッコ内の数字は、平成 16 年を 100 とした場合の割合を示す。 

2.平成 16 年度の青森市の人口は旧青森市と旧浪岡町の合計値を示す。 

※｢青森県統計データランド｣： 

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 

 

(3) 産業構造 

平成 17 年の国勢調査による青森市の 15 歳以上の産業大分類別就業者数を表 3.2-3 に示す。 

青森市は、総就業者の内、約 80%近くが第 3 次産業に属し、次いで第 2 次産業が約 16%、第 1 次

産業に従事している割合は 4%程度であった。 

 

表 3.2-3 産業大分類別就業者数（平成 17 年） 

 総就業者数 第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 

人口（人） 142,993 5,724 23,147 114,122 青 

森 

市 構成比（%） 100.0 4.0 16.2 79.8 

人口（人） 685,401 95,725 146,847 442,829 青 

森 

県 構成比（%） 100.0 14.0 21.4 64.6 

注)分類不能な産業については、第 3次産業に含めて作表した。 

※｢青森県統計データランド｣： 

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 
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(4) 農 業 

1) 農業人口 

平成 17 年の青森市と青森県の農家数と農家人口（15 歳以上）を表 3.2-4 に示す。 

平成 17 年の農林業センサスによると青森市の総農家数及び総農家人口は 3,231 戸、12,192 人で

あった。総農家数に対する専業農家、第 1種兼業農家、第 2種兼業農家の割合はそれぞれ、20.3%、

22.8%、56.9%であり、専業農家、第 1種兼業農家の割合が低く、第 2種兼業農家の割合が高かった。

この傾向は、青森県全体の傾向と同様であった。 

 

表 3.2-4 青森市の農家数と農家人口（平成 17 年） 

 
総農家数 

（戸） 

専業農家数 

（戸） 

第 1種兼業

農家数（戸）

第 2種兼業

農家数（戸）

総農家人口 

（人） 

青森市 
3,231 

（100.0） 

656 

（20.3） 

738 

（22.8） 

1,837 

（56.9） 
12,192 

青森県 
50,790 

（100.0） 

11,787 

（23.2） 

14,431 

（28.4） 

24,572 

（48.4） 
193,552 

注)1.本表には、自給的農家の戸数及び農家人口は含まれていない。 

  2.青森市は旧青森市と旧浪岡町の合計値を示す。 

  3.カッコ内の数字は、総農家数に対する割合を示す。 

※｢青森県統計データランド｣：  

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 

 

2) 農業産出額 

平成 18 年の青森市と青森県の農業産出額を表 3.2-5 に示す。 

青森市の農業産出額（1,389 千万円）のうち、耕種が 1,336 千万円（96.1%）、畜産が 54 千万円

（3.9%）と耕種が中心であり、耕種の内訳では果実が 45.8%と半数近くを占めていた。青森県全体

に対しては、耕種のうち米、果実の割合が高く、畜産の割合が低かった。 

 

表 3.2-5 農業産出額（平成 18 年） 

単位：千万円 

農業産出額 耕種計 米 野菜 果実 花き その他

1,336 

（96.1） 

448 

（32.2）

216 

（15.5）

636 

（45.8）

11 

（0.8） 

25 

（1.8）

畜産計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 その他
青森市 1,389 

（100.0） 
54 

（3.9） 

10 

（0.7）

- 

（-） 

- 

（-） 

- 

（-） 

44 

（3.2）

農業産出額 耕種計 米 野菜 果実 花き その他

21,800 

（75.6） 

5,890 

（20.4）

6,530 

（22.7）

7,710 

（26.7）

300 

（1.0） 

1,370 

（4.8）

畜産計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 その他
青森県 28,850 

（100.0） 
7,040 

（24.4） 

810 

（2.8）

690 

（2.4）

2,140 

（7.4）

3,300 

（11.4） 

100 

（0.4）

注)カッコ内の数字は、農業産出額に対する割合を示す。 

※｢図説 農林水産業の動向 統計資料｣（平成 21 年 3月、青森県農林水産部） 
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(5) 漁 業 

青森市と青森県の平成 15 年の漁業経営体及び平成 20 年の魚種別漁獲高を表 3.2-6 に示す。 

平成 15 年の漁業センサスによると、青森市では経営体数が 219 あった。 

平成 20 年の魚種別漁獲高ではホタテガイを主体とする貝類が約 83%と大多数を占めていた。 

 

表 3.2-6 漁業経営体及び魚種別漁獲高 

単位：千円 

平成 15 年 平成 20 年 
 

経営体数 総漁獲高 魚類 貝類 水産動物 藻類 

青森市 219 
2,041,800 

（100.0%）

42,355 

（2.1%） 

1,700,810 

（83.3%） 

298,621 

（14.6%） 

14 

（0.0%） 

青森県 5,513 
52,912,532

（100.0%）

18,811,861

（35.6%） 

10,760,896

（20.3%） 

22,632,324 

（42.8%） 

707,451 

（1.3%） 

※｢青森県統計データランド｣：http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 

 

(6) 工 業 

平成 19 年の青森市と青森県の工業事業所数、従業者数及び製造品出荷額等を表 3.2-7 に示す。 

青森市の工業事業所数、従業者数、製造品出荷額等がそれぞれ、239 箇所、6,716 人、8,198,617

万円であり、食料品製造業、精密機械製造業、印刷・同関連業の割合が高かった。 

 

表 3.2-7 工業事業所数、従業者数、製造品出荷額等（平成 19 年） 

 事業所数（箇所） 従業者数（人） 製造品出荷額等（万円） 

青森市 239 6,716 8,198,617 

青森県 1,748 65,475 120,437,197 

※｢青森県統計データランド｣：http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 

 

(7) 商 業 

平成 19 年の青森市と青森県の商店数、従業者数、年間商品販売額を表 3.2-8 に示す。 

青森市は、古くから本州と北海道との交通の結節点であったことや、青森県のほぼ中央に位置す

る県庁所在地であること等の特性を背景に、県内の小売・流通の拠点都市として発展してきた。商

店数が 4,196 箇所、従業者数が 30,052 人、年間商品販売額は合計が約 1兆 528 億 6800 万円と、青

森県全体に対して、商店数が約 22%、従業者数が約 25%、年間商品販売額が約 32%を占めていた。 

 

表 3.2-8 商店数、従業者数、年間商品販売額（平成 19 年） 

商店数 

（箇所） 

従業者数 

（人） 

年間商品販売額 

（万円）  

合 計 卸売業 小売業 合 計 卸売業 小売業 合 計 卸売業 小売業 

青森市 4,196 1,062 3,134 30,052 9,521 20,531 105,286,772 69,957,491 35,329,281

青森県 18,672 3,517 15,155 119,221 30,891 88,330 331,031,060 187,035,178 143,995,882

※｢青森県統計データランド｣：http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/dataland.html 
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3.2.2 土地利用の状況 

(1) 土地利用の現況 

青森市の地目別土地利用状況を表 3.2-9 に示す。 

青森市の総面積は、824.52km2である。地目別の土地利用は、山林が約 20%、原野が約 10%を占め

ていた。 

対象事業実施区域は、現在、山林及び田（放棄田）が占めている。 

 

表 3.2-9 地目別土地利用状況（平成 20 年） 

単位：km2 

 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 池沼 その他 

青森市 824.52 58.53 39.68 44.66 167.49 80.28 70.99 0.39 362.50

構成比（%） 7.10 4.81 5.42 20.31 9.74 8.61 0.05 43.96

※｢青森市役所｣：http://www.city.aomori.aomori.jp/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=1646 

 

(2) 土地利用計画 

調査地域における国土利用計画法に基づく土地利用基本計画の策定状況を図 3.2-1 に示す。 

対象事業実施区域は、東側の一部が都市地域内の市街化調整区域にあたり、その他の大部分は農

業地域内の農用地区域及び森林地域内の地域森林計画対象民有林に指定されている。 

 

(3) 用途地域 

青森市における都市計画法に基づく用途地域の指定状況を図 3.2-2 に示す。 

対象事業実施区域は、東側の一部が都市地域の市街化調整区域にあたり、調査地域内では第一種

低層住居専用地域、準住居地域等の住居系地域が一般国道 7号線（青森環状バイパス）の北側に分

布している。 
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図 3.2-1 土地利用基本計画図 
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図 3.2-2 用途地域図 



96 

 

3.2.3 河川、湖沼及び地下水の利用の状況 

調査地域の河川利用の状況を図 3.2-3 に示す。 

対象事業実施区域及びその周辺の孫内地区、岩渡地区には簡易水道施設があり、地下水を水源と

している。 

簡易水道施設の位置は、図 3.2-3 に示すとおりであり、青森市水道事業ホームページ

（http://www.city.aomori.aomori.jp/contents/suido/）によると、配水能力は、孫内地区簡易水

道が 74 m3/日、岩渡地区簡易水道が 24 m3/日である。 

対象事業実施区域を流域に含む二股川には、青森県や青森市が把握する農業用取水設備はない。

（青森県農林水産部農村整備課及び青森市農林水産部農地林務課への聞き取りによる） 

また、新城川及び二股川には、漁業権の設定はない。 
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図 3.2-3 調査地域の河川の概況 
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3.2.4 交通の状況 

(1) 交通網 

調査地域の主要交通網を図 3.2-4 に示す。 

調査地域の主要幹線としては、黒石市から北上する東北自動車道と一般国道 7号がある。東北自

動車道は、一般国道 7 号（青森環状バイパス）と三内地区にある青森 IC で合流する。一般国道 7

号（青森環状バイパス）は、市街地南側を通る。 

対象事業実施区域は、南側を東北自動車道に、北側を一般国道 7号に挟まれた鷹森山の北東側斜

面に位置している。 

 

(2) 自動車交通量 

｢平成 17 年度全国交通情報調査（道路交通センサス）｣によると、青森市内では東北自動車道、

一般国道 7号、津軽新城停車場線、鶴ヶ坂千刈線で調査している。 

調査地点位置図を図 3.2-4 に、調査結果を表 3.2-10 に示す。一般国道 7 号は東北自動車道との

合流及び青森市内への主要な流通道路であり、12 時間交通量で 17,220～26,773 台、24 時間交通量

で 21,869～35,608 台と他の路線に比べて交通量が多かった。 

 

表 3.2-10 平日の自動車交通量（平成 17 年度） 

単位：台 

道路名 
調査地点 

番号 
調査地点 12 時間 24 時間 

東北自動車道 4 浪岡 IC～青森分岐間 6,664 8,480

東北自動車道 5 青森分岐～青森 IC 間 2,213 3,051

一般国道 7号 1042 青森市鶴ヶ坂字山本 21,163 27,512

一般国道 7号 1044 青森市新城字山田 21,857 28,414

一般国道 7号 1045 青森市石江字高間 26,773 35,608

一般国道 7号 11044 青森市新城字平岡 17,220 21,869

一般国道 7号 11045 青森市三内字丸山 21,148 26,827

一般国道 7号 71043 青森市鶴ヶ坂字田坂 21,857 28,414

津軽新城停車場線 46162 青森市大字新城字山田 3,386 4,199

鶴ヶ坂千刈線 66182 青森市大字戸門字山部 109 2,867 3,584

※｢道路交通センサス 2005｣（平成 17 年、青森県県土整備部） 
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図 3.2-4 交通網図及び交通量図 
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3.2.5 学校、病院等の環境の保全について配慮が特に必要な施設の配置状況及び住宅の配置の概況 

(1) 環境保全上配慮が必要な施設及び住宅の配置の概況 

環境保全上の配慮が必要な教育施設、医療施設、福祉施設を表 3.2-11 に、各施設の分布状況を

図 3.2-5 に示す。 

対象事業実施区域に最も近い施設は、鶴ヶ丘デイサービスセンター、指定介護老人福祉施設鶴ヶ

丘苑であり対象事業実施区域の北北東約 1.4km の位置にある。 

また、調査地域の主要な住居地域としては、第一種低層住居専用地域や準住居地域等の住居地域

が一般国道 7号線（青森環状バイパス）の北側に分布しており、対象事業実施区域に最も近い集落

としては、岩渡集落が対象事業実施区域の南東約 1.2km の位置にある。 

 

表 3.2-11 環境保全上配慮が必要な施設 

№ 施設区分 種別 施設名 

1 新城小学校 

2 新城中央小学校 

3 

小学校 

三内西小学校 

4 新城中学校 

5 
中学校 

三内中学校 

6 高等学校 青森西高等学校 

7 

教育施設 

県立養護学校 第一養護学校 

8 国立療養所 松丘保養園 

9 
医療施設 

県立病院 つくしが丘病院 

10 せんじゅ園 

11 鶴ヶ丘 

12 

デイサービスセンター 

平和台 

13 知的障害者更正施設 ゆきわり荘 

14 知的障害者通所授産施設 福祉ショップ西部 

15 地域活動支援センター C-FLOWER 

16 関係機関（県立） あすなろ医療療育センター 

17 指定介護老人福祉施設 鶴ヶ丘苑 

18 グループホーム 和の家 

19 
介護保険グループホーム 

グループホーム 新城 

20 障害者居住介護 居住介護事業所サポートセンターゆきわり 

21 あすなろ医療療育センター 

22 
障害者短期入所 

ゆきわり荘 

23 グループホームあけぼの 

24 
共同生活援助 

共同生活介護事業所ゆきわり 

25 グループホームあけぼの 

26 
共同生活介護 

共同生活介護事業所ゆきわり 

27 三内保育園 

28 石江保育園 

29 平和台保育園 

30 しらかば保育園 

31 

福祉施設 

保育所 

新城保育園 

※｢青森市役所｣福祉施設：http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?nd=1328&ik=1 

公共施設一覧：http://www.city.aomori.aomori.jp/info.rbz?ik=1&nd=476 
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図 3.2-5 環境保全上配慮が必要な施設位置図 
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3.2.6 下水道の整備の状況 

青森市では、公共下水道事業及び農業集落排水事業が実施されている。 

青森市における公共下水道事業の実施状況を表 3.2-12 に、調査地域内の農業集落排水事業等の

実施状況を図 3.2-6 に示す。 

青森市における公共下水道は昭和 27 年度から事業が着手され、平成 20 年 4 月 1日現在の普及率

は 72.2%となっている。 

青森市によると、調査地域内の農業集落排水事業としては、孫内地区において計画人口 240 人、

計画面積 14.6ha の事業が平成 12 年度に供用開始している。また、鶴ヶ坂処理区、戸門処理区にお

いて今後、事業が予定されている。 

 

表 3.2-12 公共下水道事業の実施状況 

項 目 青森市 

行政人口（千人） （A） 308.6

処理面積（ha） 7,233.3全体計画 

処理人口（千人） 332.6

整備面積（ha） 3,927.3整備状況 

処理人口（千人）（B） 222.7

着手年度 昭和27年度

供用開始年度 昭和47年度

普及率（%） （（B）/（A）） 72.2

※「環境白書 平成 20 年版」（青森県） 
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図 3.2-6 農業集落排水事業の位置図 
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3.3 公害防止に係る規制等の状況 

3.3.1 環境基準の指定状況 

(1) 大気汚染 

1) 大気の汚染に係る環境基準 

環境基本法第 16 条、ダイオキシン類対策特別措置法第 7 条の規定に基づく大気の汚染に係る環

境基準（人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準）を表 3.3-1 に示す。 

 

表 3.3-1 大気汚染に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 

二酸化いおう 
1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値 

が 0.1ppm 以下であること 

一酸化炭素 
1 時間値の 1日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1時間値の 

8 時間平均値が 20ppm 以下であること 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間 

値が 0.20mg/m3以下であること 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること 

二酸化窒素 
1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内 

又はそれ以下であること 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること 

ダイオキシン類 1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること 

微小粒子状物質 
1 年平均値が 15μg/m3であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3以下

であること 

※｢大気の汚染に係る環境基準について｣（昭和 48 年 5月 8日 環境庁告示第 25 号） 

 ｢二酸化窒素に係る環境基準について｣（昭和 53 年 7月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

 ｢ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について｣（平成 9年 2月 4日 環境庁告示第 4号） 

 ｢ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境

基準について｣（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 

 ｢微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について｣（平成 21 年 9 月 9日 環境省告示第 33 号） 

 

2) その他生活環境保全上の目標の根拠となる基準 

① 二酸化窒素の目標環境濃度について 

中央公害対策審議会の短期暴露指針では、「二酸化窒素の 1 時間値が 0.1～0.2ppm 以下」として

いる。（｢二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について（答申）｣（昭和 53 年 3 月 22 日中

公審第 163 号）） 

 

② 塩化水素の目標環境濃度について 

塩化水素の目標環境濃度は、塩化水素の排出基準の設定基準根拠から導かれ、0.02ppm としてい

る。（環境庁大気保全局長通達（昭和 52 年 6 月 16 日環大規第 136 号）） 
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(2) 騒音 

1) 騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準を表 3.3-2 に示す。 

環境基本法第 16 条に基づく騒音に係る環境基準は、地域の区分及び時間の区分ごとに定めてい

て、調査地域における騒音に係る環境類型の指定状況は、図 3.3-1 に示すとおりである。 

 

表 3.3-2 騒音に係る環境基準 

環境基準（LAeq） 
地域 

類型 
あてはめる地域 地域の区分 昼間 

（6時～22 時） 

夜間 

（22 時～6時）

一般地域 55dB 以下 45dB 以下 

A 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 
2 車線以上の車線 

を有する地域 
60dB 以下 55dB 以下 

一般地域 55dB 以下 45dB 以下 

B 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

市街化調整区域の一部 
2 車線以上の車線 

を有する地域 
65dB 以下 60dB 以下 

一般地域 60dB 以下 50dB 以下 

C 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 車線を有する地域 65dB 以下 60dB 以下 

特例 

幹線交通を担う道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び 4

車線以上の市町村道並びに一般自動車道(自動車専用道路)）に近接す

る空間 

70dB 以下 65dB 以下 

注)1.地域の類型の当てはめは以下のとおりである。 

AA：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域 

A ：専ら住居の用に供される地域 

B ：主として住居の用に供される地域 

C ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

2.車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として上表の基準値の欄に掲げるとお

りとする。 

3.個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、

屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以下）によることができる。 

※｢騒音に係る環境基準について｣（平成 10 年 9 月 30 日 環境庁告示第 64 号） 

 ｢騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定｣（平成 12 年 4 月 1日 青森県告示第 297 号） 
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図 3.3-1 騒音に係る環境類型指定 
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(3) 水質汚濁 

1) 水質汚濁に係る環境基準 

① 人の健康の保護に関する環境基準等 

環境基本法第 16 条の人の健康の保護に関する環境基準及びダイオキシン類対策特別措置法第 7

条に基づく公共用水域の水質汚濁に係る環境基準を表 3.3-3 に示す。 

 

表 3.3-3 人の健康の保護に関する環境基準等 

項 目 基準値 

カドミウム 0.01mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

ＰＣＢ 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 

ダイオキシン類 1pg-TEQ/L 以下 
備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、環境庁告示により定められた方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

※｢水質汚濁に係る環境基準について｣（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

｢ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。） 

及び土壌の汚染に係る環境基準について｣（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 
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② 生活環境の保全に関する環境基準 

河川の生活環境の保全に関する環境基準を表 3.3-4（1）～（2）に示す。 

 

表 3.3-4（1） 生活環境の保全に関する環境基準 

基準値 項 

目 

類 

型 

利用目的の適応性 
水素イオン 

濃度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 
水道 1級、自然環境保全及び 

A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

A 
水道 2級、水産 1級、水浴及 

び B以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

B 
水道 3級、水産 2級及び C 以 

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上 

5,000MPN/ 

100mL 以下 

C 
水産 3級、工業用水 1級及び 

D 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上 - 

D 
工業用水 2級、農業用水及び 

E 以下の欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 - 

E 工業用水 3級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊 

が認められな 

いこと 

2mg/L 以上 - 

備考 

1.基準値は、日間平均値とする。 

2.農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

注) 1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  2.水道 1 級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

   水道 2 級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

   水道 3 級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

  3.水産 1 級  ：ヤマメ､イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産生物用 

   水産 2 級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用 

   水産 3 級  ：コイ、フナ等、β‐中腐水性水域の水産生物用 

  4.工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

   工業用水 2級：薬品注入等による高度の浄水作業を行うもの 

   工業用水 3級：特殊の浄水操作を行うもの 

  5.環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩道等を含む。）において不快感を生じない限度。 

※｢水質汚濁に係る環境基準について｣（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 
 

表 3.3-4（2） 水生生物の保全に係る水質環境基準 

基準値 
項 
目 

類 
型 

水生生物の生息状況の適応性 
全亜鉛 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれら 
の餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 

生物特 A 
生物 Aの水域のうち、生物 Aの欄に掲げる水生生物の産卵場 
（繁殖場）または幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L 以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生 
物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 

生物特 B 
生物 Bの水域のうち、生物 Bの欄に掲げる水生生物の産卵場 
（繁殖場）または幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L 以下 

測定方法 

規格 53 に定める方法（準備操作は規格 53 に
定める方法によるほか、付表 9に掲げる方法
によることができる。また、規格 53 で使用
する水については付表 9の 1（1）による。）

備考 
1.基準値は、年間平均値とする。 

※｢水質汚濁に係る環境基準について｣（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 
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③ 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法第 16 条、ダイオキシン類対策特別措置法第 7 条に基づく地下水の水質汚濁に係る環

境基準は、表 3.3-5 に示すとおりである。 

 

表 3.3-5 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項 目 基準値 

カドミウム 0.01mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

ＰＣＢ 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 

ダイオキシン類 1pg-TEQ/L 以下 
備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、環境庁告示により定められた方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

※「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9年 3 月 13 日 環境庁告示第 10 号） 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の 

汚染に係る環境基準について」（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 
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2) 水域類型指定の状況 

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）と生活

環境の保全に関する環境基準があり、後者は個別水域毎にその水域類型を指定して具体的な基準を

示すことになっている。 

青森市では、市内を流れる新城川、沖館川、堤川、横内川、駒込川、野内川の 6 河川について、

環境基準の類型指定がされており、調査地域内では新城川が B類型に、沖館川が C類型に指定され

ている。 

対象事業実施区域付近を流れる二股川については、環境基準の類型指定はされていない。 

青森市内を流れる河川の指定水域の環境基準類型は表 3.3-6、調査地域の河川の環境基準類型の

指定状況は図 3.3-2 に示すとおりである。 

 

表 3.3-6 青森市内を流れる河川の類型 

 水 域 名 類 型 区域 

新城川 B 全域 

沖館川 C 全域及び支川 

堤川上流 A 横内川合流点から上流 

堤川下流 B 横内川合流点から下流 

横内川上流 AA 水源池取水口から上流 

横内川下流 A 水源池取水口から下流 

駒込川上流 A 駒込川頭首工から上流 

駒込川下流 B 駒込川頭首工から下流 

河

川 

野内川 A 全域 

※｢公共用水域が該当する水域類型の指定｣（昭和 48 年 5 月 15 日 青森県告示 361 号） 
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図 3.3-2 水域類型指定 
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(4) 土壌汚染 

1) 土壌の汚染に係る環境基準 

環境基本法第 16 条、ダイオキシン類対策特別措置法第 7 条に基づく土壌の汚染に係る環境基準

は、表 3.3-7 に示すとおりである。 

 

表 3.3-7 土壌汚染に係る環境基準 

項 目 基準値 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であること。かつ、農用地において

は、米 1kg につき 1mg 未満であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であること。かつ、農用地（田に限

る）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと 

銅 
農用地（田に限る）において、土壌 1kg につき 125mg 未満であ

ること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g 以下であること。 

※｢土壌の汚染に係る環境基準について｣（平成 3年 8月 23 日 環境庁告示第 46 号） 

 ｢ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境 

基準について｣（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 
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3.3.2 公害防止関係法令に基づく指定及び規制の状況 

(1) 大気汚染 

1) 硫黄酸化物 

大気汚染防止法及び青森県公害防止条例では、硫黄酸化物に関する排出規制は、K値による規制

が行われており、その排出基準は表 3.3-8 に示すとおりである。 

 

表 3.3-8 硫黄酸化物の排出基準 

Q=K×10-3・He2 

Q：硫黄酸化物の規制量（m3N/時） 

K：大気汚染防止法第三条第二項第一号で定める値（青森市 K=14.5） 

He：大気汚染防止法第三条第二項第一号に規定する補正された排出口の高さ（m） 

※｢大気汚染防止法施行規則｣（昭和 46 年 6 月 22 日 厚生省・通商産業省令第 1号） 

｢青森県公害防止条例施行規則｣（昭和 47 年 9月 9日 青森県 規則第 63 号） 

 

2) ばいじん 

大気汚染防止法に基づくばいじんに関する排出規制（廃棄物焼却炉に関するもの）は表 3.3-9 に

示すとおりである。青森県公害防止条例では小規模（火格子面積が 1m2以上 2m2未満であるか、又

は焼却能力が 1時間当たり 100kg 以上 200kg 未満）の廃棄物焼却炉に対して排出基準（0.50g/m3N）

が定められており、青森市公害防止条例ではさらに小規模（焼却能力が1時間当たり50kg以上100kg

未満）の廃棄物焼却炉に対して排出基準（0.70g/m3N）が定められている。 

 

表 3.3-9 廃棄物焼却炉に係るばいじんの排出基準 

施設名 焼却能力 
排出基準

（g/m3N） 

4,000kg/時以上 0.04 

2,000kg/時以上 

4,000kg/時未満 
0.08 

廃棄物焼却炉 

〔火格子面積が 2m2 以上又は焼却能力が 1

時間当たり 200kg 以上のもの〕 

2,000kg/時未満 0.15 

※｢大気汚染防止法施行規則｣（昭和 46 年 6 月 22 日 厚生省・通商産業省令第 1号） 
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3) 窒素酸化物 

大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準（廃棄物焼却炉に係るもの）は、表 3.3-10 に示

すとおりである。 

 

表 3.3-10 窒素酸化物に係る排出基準 

廃棄物焼却炉 排 出 基 準 

火格子面積が 2m2以上であるか、又は焼却能力が 1時間

当たり 200kg 以上のもの（連続炉以外のものにあって

は、排出ガス量が 4万 m3N/時以上のものに限る） 

250ppm 

※｢大気汚染防止法施行規則｣（昭和 46 年 6 月 22 日 厚生省・通商産業省令第 1号） 

 

4) 有害物質 

大気汚染防止法では、有害物質（窒素酸化物を除く）としてカドミウム及びその化合物、塩素、

塩化水素、弗
ふっ

素、弗
ふっ

化水素、弗
ふっ

化珪素、鉛及びその化合物が定められており、廃棄物焼却炉に関し

ては、塩化水素について排出基準が設定されている。排出基準は表 3.3-11 に示すとおりである。 

 

表 3.3-11 塩化水素に係る排出基準 

施設名 排 出 基 準 

廃棄物焼却炉 700mg/m3N 

※｢大気汚染防止法施行規則｣（昭和 46 年 6 月 22 日 厚生省・通商産業省令第 1号） 

 

5) ダイオキシン類 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の大気排出基準（廃棄物焼却炉に係るも

の）は、表 3.3-12 に示すとおりである。 

 

表 3.3-12 ダイオキシン類に係る大気排出基準 

大気排出基準（単位：ng-TEQ/m3N） 
施設名 焼却能力 

既 存 新 設 

4,000kg/時以上 1 0.1 

2,000kg/時以上

4,000kg/時未満
5 1 

廃棄物焼却炉 

[火床面積が 0.5m2 以上又

は焼却能力が 1 時間当た

り 50kg 以上のもの] 
2,000kg/時未満 10 5 

※｢ダイオキシン類対策特別措置法施行規則｣（平成 11 年 12 月 27 日 総理府令第 67 号） 
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(2) 騒 音 

騒音規制法では、特定工場等において発生する騒音に関する規制基準、並びに特定建設作業に伴

い発生する騒音についての規制基準、及び自動車騒音の限度が定められている。 

1) 規制地域の指定状況 

青森市は、騒音規制法に基づく規制地域が指定されており、騒音規制地域を図 3.3-3 に、騒音規

制地域の指定区域区分を表 3.3-13 に示す。 

対象事業実施区域は、東側の一部が都市計画に基づく用途地域の未指定地域にあたるものの、未

指定地域における騒音規制地域の指定は住居等のある一部の地域のみであり、対象事業実施区域は

指定地域外にあたる。 

また、青森市公害防止条例では、工場又は事業場（工場等）、特定建設作業に対し、騒音規制地

域の地域以外について規制をしている。（表 3.3-15 及び表 3.3-17 参照） 

 

表 3.3-13 騒音規制地域の指定区域区分 

騒音規制区域 

都市計画法に基づく用途地域 特定工場騒音に 

係る区域区分 

特定建設騒音に 

係る区域区分 

自動車騒音に 

係る区域区分 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 
第 1種区域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

a 区域 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

未指定地域 1 

第 2 種区域 

b 区域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

第 3種区域 

第 1号区域 

工業地域 第 4種区域 第 2号区域 2 

c 区域 

工業専用地域 除 外 除 外 除 外 

注)1.未指定地域のうち、騒音規制地域の指定は住居等のある一部の地域のみである。 

2.このうち、学校、病院等の静穏を必要とする施設の敷地の周囲 80m の区域内は第 1号区域とする。 

※｢騒音規制地域の指定及び騒音規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 164 号） 
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図 3.3-3 青森市騒音規制地域図 



117 

 

2) 騒音の規制基準 

① 特定工場等において発生する騒音の規制基準 

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音に係る規制基準を表 3.3-14 に、青森市公

害防止条例に基づく工場等において発生する騒音に係る規制基準を表 3.3-15 に示す。 

 

表 3.3-14 特定工場等において発生する騒音の規制基準 

単位：dB 

朝 昼間 夕 夜間 時間の区分 

 

区域の区分 

午前 6時～ 

午前 8時 

午前 8時～ 

午後 7時 

午後 7時～ 

午後 9時 

午後 9時～ 

翌朝 6時 

第 1種区域 45 50 45 45 

第 2 種区域 50 55 50 45 

第 3 種区域 60 65 60 50 

第 4 種区域 65 70 65 55 

注)1.第 1 種区域：良好な住民の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

2.第 2 種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

3.第 3 種区域：住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であってその区域 

              内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 

4.第 4 種区域：主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活 

              環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 

5.第 2 種、第 3種及び第 4種区域の騒音規制地域内にある学校・図書館・病院等の敷地の周囲 

50m の区域内における規制基準は、同表に定める値から 5dB を減じた値とする。 

※｢特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準｣（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・農林 

水産省・通商産業省・運輸省告示第 1号） 

｢騒音規制地域の指定及び騒音規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 164 号） 

 

表 3.3-15 青森市公害防止条例に基づく工場等において発生する騒音に係る規制基準 

単位：dB 

朝 昼間 夕 夜間 時間の区分 

 

対 象 

午前 6時～ 

午前 8時 

午前 8時～ 

午後 7時 

午後 7時～ 

午後 9時 

午後 9時～ 

翌朝 6時 

工場等 50 55 50 45 

注)騒音規制地域、工業専用地域及び臨港地区については適用しない。 

※｢青森市公害防止条例施行規則｣（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 
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② 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 

騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準を表 3.3-16 に、青森市公害防

止条例に基づく特定建設作業に係る騒音の規制基準を表 3.3-17 に示す。 

 

表 3.3-16 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 

作業期間の制限 

開始終了 
1 日当たり 

の作業時間 作業の内容 
規制基準

(敷地境界)
1 号

区域

2号

区域

1号

区域

2号

区域

連続作業 

期間の制限 

作業日

の制限

1.くい打機(もんけんを除く)、く
い抜機又はくい打くい抜機(圧
入式くい打くい抜機を除く)を
使用する作業(くい打機をアー
スオーガーと併用する作業を
除く) 

2.びょう打機を使用する作業 

3.さく岩機を使用する作業 

4.空気圧縮機(原動機の定格出力
15kW以上のものに限る)を使用
する作業 

5.コンクリートプラント(混練機
の混練容量が 0.45m3 以上のも
のに限る)又はアスファルトプ
ラント(混練機の混練重量が
200kg 以上のものに限る)等を
設けて行う作業(モルタルを製
造するためにコンクリートプ
ラントを設けて行う作業を除
く) 

6.バックホウ(原動機の定格出力
が 80kW 以上のものに限る)を
使用する作業 

7.トラクターショベル(原動機の
定格出力が 70kW 以上のものに
限る)を使用する作業 

8.ブルドーザー(原動機の定格出
力が 40kW 以上のものに限る)
を使用する作業 

85dB 以下

午
前
７
時
―
午
後
７
時 

午
前
６
時
―
午
後
10
時 

10
時
間
以
内 

14
時
間
以
内 

連
続
６
日
以
内 

日
曜
・
休
日
に
お
け
る
作
業
の
禁
止 

注)1.1 号区域とは、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層

住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び 2 号

区域内であっても学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム敷地の周囲 80m の区域内、未指定

地域 

2.2 号区域とは、工業地域（1号区域に該当する区域を除く） 

※｢特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準｣（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・建設省告示第 1 号） 

 ｢騒音規制地域の指定及び騒音規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 164 号） 

 

表 3.3-17 青森市公害防止条例に基づく特定建設作業に係る騒音の規制基準 

基準値 85dB 

作業日時等 

・午後 7時から翌日午前 7時までは行わないこと。 

・1日 10 時間を超えて行わないこと。 

・連続して 6日を超えて行わないこと。 

・日曜日その他の休日には行わないこと。 

注)騒音規制地域、工業専用地域及び臨港地区については適用しない。 

※｢青森市公害防止条例施行規則｣（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 



119 

③ 自動車騒音の限度 

騒音規制法に基づく自動車騒音の限度を表 3.3-18 に示す。 

 

表 3.3-18 自動車騒音の限度 

単位：dB 

時間の区分

 

区域の区分 

昼間 

午前 6時から 

午後 10 時までの間 

夜間 

午後 10 時から 

翌日の午前 6時までの間

1 
a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路

に面する区域 
65 55 

2 
a 区域及び 2 車線以上の車線を有する道路に

面する区域 
70 65 

3 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する区域及び c 区域のうち車線を有する

道路に面する区域 

75 70 

上表に掲げる区域の内、幹線交通を担う道路に近接する区域（2 車線以下の車線を有する道路の場合は

道路の敷地の境界線から 15m、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20m

までの範囲をいう。）に係る限度は上表に係らず、昼間においては 75dB、夜間においては 70dB とする。

注：a区域、b区域及び c区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県が定めた区域をいう。

（1）a区域 専ら住居の用に供される区域 

（2）b区域 主として住居の用に供される区域 

（3）c区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

※｢騒音規制法第 17 条第 1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令｣（平成 12 年 3 月 2日

総理府令第 15 号） 

｢騒音規制地域の指定及び騒音規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 164 号） 
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(3) 振 動 

振動規制法では、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動につ

いての規制基準、道路交通振動に係る限度がある。 

1) 規制地域の指定状況 

青森市は、振動規制法に基づき規制地域が指定されており、振動規制地域を図 3.3-4 に、振動規

制地域の指定区域区分を表 3.3-19 に示す。 

対象事業実施区域は、東側の一部が都市計画に基づく用途地域の未指定地域にあたるものの、未

指定地域における振動規制地域の指定は住居等のある一部の地域のみであり、対象事業実施区域は

指定地域外にあたる。 

また、青森市公害防止条例では、工場等、特定建設作業に対し、振動規制地域以外の地域につい

て規制をしている。（表 3.3-21 及び表 3.3-23 参照） 

 

表 3.3-19 振動規制地域の指定区域区分 

振動規制区域 

都市計画に基づく用途地域 特定工場振動に 

係る区域区分 

特定建設振動に 

係る区域区分 

道路交通振動に 

係る区域区分 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

未指定地域 1 

第 1 種区域 第 1種区域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

第 1号区域 

工業地域 

第 2種区域 

第 2号区域 2 

第 2 種区域 

工業専用地域 除 外 除 外 除 外 

注)1.未指定地域のうち、振動規制地域の指定は住居等のある一部の地域のみである。 

2.このうち、学校、病院等の静穏を必要とする施設の敷地の周囲 80m の区域内は第 1号区域とする。 

※｢振動規制地域の指定及び振動規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 165 号） 
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図 3.3-4 青森市振動規制地域図 
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2) 振動の規制基準 

① 特定工場等において発生する振動の規制基準 

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動に係る規制基準を表 3.3-20 に、青森市公

害防止条例に基づく工場等において発生する振動の規制基準を表 3.3-21 に示す。 

 

表 3.3-20 特定工場等において発生する振動の規制基準 

                                                                            単位：dB 

昼 間 夜 間      時間の区分 

区域の区分 8 時から 19 時まで 19 時から翌朝 8時まで 

第１種区域 60 55 

第 2 種区域 65 60 

ただし、学校教育法（昭和 22 年法律第 16 号）第 1 条に規定する学校、児童福祉法（昭和

22 年法律第 164 号）第 7 条に規定する保育所、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条

の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 3 項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有す

るもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2条第 1項に規定する図書館、老人福祉法

（昭和 38 年法律第 133 号）第 5条の 3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲 50m の

区域内における当該規制基準は、同表の各欄に定める値から 5dB を減じた値とする。 

※｢特定工場等において発生する振動の規制基準｣（昭和 51 年 11 月 10 日 環境庁告示第 90 号） 

｢振動規制地域の指定及び振動規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 165 号） 

 

表 3.3-21 青森市公害防止条例に基づく工場等において発生する振動の規制基準 

                                             単位：dB 

昼 間 夜 間      時間の区分 

対 象 8 時から 19 時まで 19 時から翌朝 8時まで 

工場等 60 55 

注)振動規制地域、工業専用地域及び臨港地区については適用しない。 

※｢青森市公害防止条例施行規則｣（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 
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② 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 

特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準を表 3.3-22 に、青森市公害防止条例に基づく

特定建設作業に係る振動の規制基準を表 3.3-23 に示す。 

 

表 3.3-22 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 

作業期間の制限 

開始終了 実働時間 
作業の内容 

規制基準 

（敷地境界） 一号
区域

二号
区域

一号
区域

二号 
区域 

連続作業 

期間の制限 

作業日

の制限

1.くい打機（もんけん及び圧入式く
い打機を除く）、くい抜機（油圧式
くい抜機を除く）又はくい打くい
抜機（圧入式くい打くい抜機を除
く）を使用する作業 

2.鋼球を使用して建築物その他の工
作物を破壊する作業 

3.舗装版破砕機を使用する作業 

4.ブレーカー（手持式を除く）を使
用する作業 

75dB 以下 

午
前
７
時
―
午
後
７
時 

午
前
６
時
―
午
後
10
時 

10
時
間
以
内 

14
時
間
以
内 

連
続
６
日
以
内 

日
曜
・
休
日
に
お
け
る
作
業
の

禁
止 

注)1.区域の区分は、次の地域区分による。 
第一号区域：指定地域のうち、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地

域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、未指定地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び 2 号区域内であっても学校、保育所、病院、診療所、
図書館、特別養護老人ホーム敷地の周囲 80m の区域内 

第二号区域：工業地域（第 1号区域に該当する区域を除く） 
2.基準値は、特定建設作業場所の敷地境界線上の値である。 
3.1 日の作業限度時間は振動基準を超える振動を発生する特定建設作業について勧告又は命令を行うにあたり、上
記の欄に定める時間から 4 時間まで短縮させることができる。 

4.この基準には災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等の適用除外が設けら
れている。 

※｢振動規制法施行規則｣（昭和 51 年 11 月 10 日 総理府令第 58 号） 
｢特定建設作業の規制に関する基準及び振動規制地域の指定及び振動規制基準の設定等｣（平成 18 年 10 月 1 日 青
森市告示第 165 号） 

 

表 3.3-23 青森市公害防止条例に基づく特定建設作業に係る振動の規制基準 

基準値 75dB 

作業日時等 ・午後 7時から翌日午前 7時までは行わないこと。 

・1日 10 時間を超えて行わないこと。 

・連続して 6日を超えて行わないこと。 

・日曜日その他の休日には行わないこと。 
注)振動規制地域、工業専用地域及び臨港地区については適用しない。 
※｢青森市公害防止条例施行規則｣（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 

 

③ 道路交通振動の限度 

振動規制法に基づく道路交通振動に係る要請限度を表 3.3-24 に示す。 

 

表 3.3-24 道路交通振動に係る要請限度 

時間の区分 
区域区分 昼間 

（8：00～19：00） 
夜間 

（19：00～8：00） 

第 1種区域 65dB 60dB 

第 2 種区域 70dB 65dB 
※｢振動規制法施行規則第 12 条｣（昭和 51 年 11 月 10 日 総理府令第 58 号） 

｢道路交通振動の限度及び振動規制地域の指定及び振動規制基準の設定等｣（平成 18 年 10
月 1 日 青森市告示第 165 号） 
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(4) 悪 臭 

悪臭防止法では、事業活動に伴って発生する悪臭の原因となる悪臭物質を特定し、排出物質濃度

について一定の許容限度を規定しているほか、人間の嗅覚を用いて測定される悪臭の程度の指標で

ある「臭気指数」について許容限度を規定している。また、騒音規制法や振動規制法と同様に規制

地域を定めて規制している。 

1) 悪臭防止法 

・規制地域 

調査地域における規制地域の指定状況は、図 3.3-5 に示すとおりである。対象事業実施区域は、

悪臭規制地域の指定区域外に位置している。 

・悪臭の規制基準 

悪臭防止法第 4条第 1項及び 2項では、悪臭原因物質が①事業場の建家・敷地全体から敷地境界

を越えて排出されたり、漏出されたりしている場合（1 号規制）、②煙突等の気体排出口から排出

される場合（2 号規制）、③事業場から排出される排出水に含まれて事業場の外に排出されて気化

蒸散する場合（3号規制）の 3つの形態に応じ、それぞれ規制基準を定めている。 

① 1 号規制 

特定悪臭物質の敷地境界線における大気中の規制基準が定められている。各特定悪臭物質の規制

基準は、表 3.3-25 に示すとおりである。 

 

表 3.3-25 敷地境界線における悪臭の規制基準 

特定悪臭物質名 規制基準(ppm) 特定悪臭物質名 規制基準(ppm) 

1 アンモニア   1 12 イソバレルアルデヒド 0.003 

2 メチルメルカプタン 0.002 13 イソブタノール 0.9 

3 硫化水素 0.02 14 酢酸エチル   3 

4 硫化メチル 0.01 15 メチルイソブチルケトン   1 

5 二硫化メチル 0.009 16 トルエン 10 

6 トリメチルアミン 0.005 17 スチレン 0.4 

7 アセトアルデヒド 0.05 18 キシレン   1 

8 プロピオンアルデヒド 0.05 19 プロピオン酸 0.03 

9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 20 ノルマル酪酸 0.001 

10 イソブチルアルデヒド 0.02 21 ノルマル吉草酸 0.0009 

11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 22 イソ吉草酸 0.001 

※｢悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 166 号） 

 

② 2 号規制 

煙突その他の気体排出口において、排出口の高さに応じて特定悪臭物質の流量又は排出気体中の 

特定悪臭物質濃度の規制基準を規定している。 

｛気体排出口における規制基準｝ 

・規制対象物質：アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、 

ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、 

イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、 

トルエン、キシレン 

・計算式 

q=0.108×He2・Cm 

q ：流量（m3N/時） 

He：補正された排出口の高さ（m） 

Cm：敷地境界線の基準値（ppm） 
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③ 3 号規制 

排出水中の特定悪臭物質濃度の規制基準は、表 3.3-26 に示すとおりである。 

 

表 3.3-26 排出水における規制基準 

単位：mg/L 

排出水量（Q：m3/秒） 
項  目 

Q≦0.001 0.001＜Q≦0.1 0.1＜Q 

メチルメルカプタン 0.03 0.007 0.002 

硫化水素 0.1 0.02 0.005 

硫化メチル 0.3 0.07 0.01 

二硫化メチル 0.6 0.1 0.03 

※｢悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定｣（平成 18 年 10 月 1 日 青森市告示第 166 号） 

 

2) 青森市公害防止条例による規制基準 

青森市公害防止条例では、悪臭防止法の規制地域以外の地域に対し、臭気強度の規制基準として

工場等の敷地境界線における臭気強度を 3（臭気指数1：12～18）以下、工場等に係る排水基準とし

て臭気度を 4以下（表 3.3-31 参照）と定めている。 

臭気強度の 6 段階臭気強度表示法を表 3.3-27、青森市臭気指数測定実施要領に基づく臭気強度

の判定を表 3.3-28 に示す。 

 

表 3.3-27 6 段階臭気強度表示法 

臭気強度 内     容 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

無 臭 

やっと感知できるにおい（検知閾値濃度） 

何のにおいであるかわかる弱いにおい（認知閾値濃度） 

楽に感知できるにおい 

強いにおい 

強烈なにおい 
※｢青森市公害防止条例施行規則｣（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 

 

表 3.3-28 臭気強度の判定 

臭気強度 臭気指数の範囲 

2.5 10～15 

3.0 12～18 

3.5 14～21 
※｢青森市臭気指数測定実施要領｣（平成 17 年 6 月 7日、青森市） 

                                                                                             
1 臭気指数とは悪臭防止法第 2条第 2項に定める臭気指数をいう。 
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図 3.3-5 青森市悪臭規制区域図 
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(5) 水質汚濁 

1) 有害物質 

水質汚濁防止法に基づく有害物質及び生活環境項目に係る排水基準は、表 3.3-29 に示すとおり

である。 

表 3.3-29 有害物質及び生活環境項目に係る排水基準 

区分 項 目 一律排水基準 特定地下浸透基準 

カドミウム及びその化合物 カドミウム 0.1mg/L カドミウム 0.001mg/L 

シアン化合物 シアン 1mg/L シアン 0.1mg/L 

有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ

及び EPN に限る） 
1mg/L 0.1mg/L 

鉛及びその化合物 鉛 0.1mg/L 鉛 0.005mg/L 

六価クロム化合物 六価クロム 0.5mg/L 六価クロム 0.04mg/L 

砒素及びその化合物 砒素 0.1mg/L 砒素 0.005mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀 0.005mg/L 水銀 0.0005mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと アルキル水銀 0.0005mg/L

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 0.3mg/L 0.002mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 0.0005mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 0.002mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 0.0002mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 0.0004mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 0.2mg/L 0.002mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 0.004mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 0.0005mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 0.0006mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 0.0002mg/L 

チウラム 0.06mg/L 0.0006mg/L 

シマジン 0.03mg/L 0.0003mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 0.002mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 0.001mg/L 

セレン及びその化合物 セレン 0.1mg/L セレン 0.002mg/L 

ほう素及びその化合物 ほう素 10mg/L(海域以外)､230mg/L(海域) ほう素 0.2mg/L 

ふっ素及びその化合物 ふっ素 8mg/L(海域以外)､15mg/L(海域) ふっ素 0.2mg/L 

有 

害 

物 

質 

に 

係 

る 

排 

水 

基 

準 

アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合

物及び硝酸化合物 

アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜

硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 

100mg/L 

0.7mg/L（アンモニア） 

0.2mg/L（亜硝酸） 

0.2mg/L（硝酸） 

水素イオン濃度 5.8～8.6（海域以外）、5.0～9.0（海域） － 

生物化学的酸素要求量 160（日間平均 120）mg/L － 

化学的酸素要求量 160（日間平均 120）mg/L － 

浮遊物質量 200（日間平均 150）mg/L － 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 5mg/L － 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） 30mg/L － 

フェノール類含有量 5mg/L － 

銅含有量 3mg/L － 

亜鉛含有量 2mg/L － 

溶解性鉄含有量 10mg/L － 

溶解性マンガン含有量 10mg/L － 

クロム含有量 2mg/L － 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 － 

窒素含有量 120（日間平均 60）mg/L － 

生 

活 

環 

境 

項 

目 

に 

係 

る 

排 

水 

基 

準 

燐含有量 16（日間平均 8）mg/L － 

※「排水基準を定める省令」（昭和 46 年 6 月 21 日 総理府令第 35 号） 

「水質汚濁防止法施行規則第 6条の 2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法」 

（平成元年 8 月 21 日 環境庁告示第 39 号） 
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2) ダイオキシン類の水質排出基準 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の水質排出基準（廃棄物焼却炉に係るも

の）は、表 3.3-30 に示すとおりである。 

表 3.3-30 ダイオキシン類の水質排出基準 

特 定 施 設 
水 質 排 

出 基 準 

火床面積が 0.5m2以上又は焼却能力が 1 時間当たり 50kg 以

上の廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のう

ち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却

炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排

出するもの 

10pg-TEQ/L 

※「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」（平成 11 年 12 月 27 日 政令第 433 号） 

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」（平成 11 年 12 月 27 日 総理府令第 67 号） 

 

3) 青森市公害防止条例に基づく排水基準 

青森市公害防止条例に基づく、工場等に係る排水基準は、表 3.3-31 に示すとおりである。 

表 3.3-31 工場等に係る排水基準 

項 目 基準値 

外 観 著しい着色又は発泡が認められないこと。 

臭 気 臭気度 4を超える不快な臭気を帯びていないこと。 

温 度 40℃以下 
注)臭気度は、「日本工業規格 K0102.10.2（臭気強度）」に定める方法により測定した臭気 

強度（TON）を用いて次式により求めた値 臭気度＝3.32×logTON（臭気強度） 
※「青森市公害防止条例施行規則」（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 

 

4) 浄化槽法に基づく放流水の水質の技術上の基準 

浄化槽法に基づく放流水の水質の技術上の基準は、表 3.3-32 に示すとおりである。 

表 3.3-32 浄化槽の放流水の水質の技術上の基準 

項 目 基 準 

BOD 20mg/L 以下及び除去率 90%以上 
※「環境省関係浄化槽法施行規則」（昭和 59 年 3 月 30 日 厚生省令第 17 号） 

 

(6) 地盤沈下 

青森市公害防止条例に基づく地下水の採取を規制する地域（指定地域）は図 3.3-6 に、指定地域

内の揚水規制基準は表 3.3-33 に示すとおりである。 

対象事業実施区域は青森市公害防止条例に基づく指定地域外にあたる。 

表 3.3-33 指定地域内の揚水規制基準 

項   目 基   準 

揚水設備のストレーナーの位置 地表面下 30m 以浅 

揚水機の吐出口の断面積 内径 5cm 以下で算出される断面積 

工業用、公衆浴場用及び温泉用 300m3以下 揚水設備による 

1 日当たりの揚水量 その他の用途 100m3以下 
※「青森市公害防止条例施行規則」（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 184 号） 
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図 3.3-6 地下水採取指定地域 
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(7) 廃棄物 

1) 特別管理一般廃棄物の指定 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」（昭和 46 年 9 月 23 日 政令第 300 号）、「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行規則」（昭和 46 年 9 月 23 日 厚生省令第 35 号）では、一般廃棄

物焼却炉の集じん機で集められたばいじん及び焼却灰その他の燃焼殻（以下、「ばいじん等」とい

う）のうち、ダイオキシン類の含有量が基準（3ng-TEQ/g）を超過しているものは「特別管理一般

廃棄物」として、溶融、セメント固化等の処理を行った上で、一般廃棄物最終処分場で埋め立て処

分することとされている。 

 

2) ばいじん等の処理基準の設定 

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年 7 月 16 日 法律第 105 号）では、廃棄物焼却炉

である特定施設から排出されるばいじん等の処分（再生することを含む。）を行う場合には、当該

ばいじん等に含まれるダイオキシン類の量が 1g につき 3ng 以下となるように処理しなければなら

ないとされている。 

 

3.3.3 自然保護に係る規制等の状況 

自然環境保全に係る規制の位置は図 3.3-7 に示すとおりである。 

 

(1) 自然環境保全地域等 

調査地域内には、「自然環境保全法」（昭和 47 年 6 月 22 日 法律第 85 号）及び「青森県自然環

境保全条例」（昭和 48 年 7 月 10 日  青森県条例第 31 号）に基づく自然環境保全地域の指定区域は

ない。対象事業実施区域西側の女蛇山、鷹森山の西斜面は「青森県自然環境保全条例」（昭和 48 年

7 月 10 日 青森県条例第 31 号）に基づく鷹森山県開発規制地域に指定されている。 

(2) 自然公園等 

調査地域内には、「自然公園法」（昭和 32 年 6 月 1 日 法律第 161 号）及び「青森県立自然公園

条例」（昭和 36 年 10 月 16 日  青森県条例第 58 号）に基づく国立公園、国定公園及び県立自然公

園の指定区域はない。 

(3) 鳥獣保護区等 

対象事業実施区域は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年 7 月 12 日 法律

第 88 号）に基づく鳥獣保護区の指定はないが、対象事業実施区域南西側に休猟区が、北東側に特

定猟具使用禁止区域（銃）の指定を受けた区域がある。 

また、調査地域内には、「水産資源保護法」（昭和 26 年 12 月 17 日 法律第 313 号）に基づく保

護水面の指定区域はない。 
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3.3.4 景観に係る規制の状況 

青森市は、青森県の定めている「青森県景観条例」（平成 8年 3月 27 日 青森県条例第 2号）第

23 条で市町村条例適用地域に指定されているため、「青森市景観条例」（平成 17 年 4 月 1日 青森

市条例第 186 号）により景観に係る規制がなされている。 

青森市景観条例第 4条には、事業者が果たすべき責務として、景観形成のために必要な措置を講

ずることが定められている。また、青森市景観条例第 7条には、青森市景観条例施行規則第 3条で

定める要件を超えるものを「大規模行為」として定めている。 

本施設は、規則第 3 条第 2 項第 6 号の、「汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これに類する処理

施設」に関する要件（表 3.3-34 参照）を超えている為、大規模行為に該当し、青森市景観条例第

8条において定められるように、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針として、景

観法第 8条第 2項第 3号に規定する大規模行為に係る基準として必要な制限（青森市大規模行為景

観形成基準）に適合するよう努める必要がある。 

ごみ処理施設に係る「青森市大規模行為景観形成基準」（平成 14 年 9 月 青森市都市整備部都市

政策課）の要件を表 3.3-35（1）～（2）に示す。 

 

表 3.3-34 ごみ処理施設に係る大規模行為に該当する要件 

施設の種類 要件 

汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類

する処理施設 

高さ 13m 又は築造面積 1,000m2 

を超えるもの 

※「青森市景観条例」（平成 17 年 4 月 1日 青森市条例第 186 号） 

「青森市景観条例施行規則」（平成 17 年 4 月 1日 青森市規則第 148 号） 
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図 3.3-7 鳥獣保護区等位置図 
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表 3.3-35（1） 青森市大規模行為景観形成基準（ごみ処理施設関連） 

区 分 基   準 

共通基準 

1.大規模行為に当たっては､地形･自然資源等の地域特性や生態系への影響に

も十分配慮し､周辺の優れた景観と調和した魅力ある景観形成を行うこと。

2.大規模行為に当たっては､魅力的な「まち」を演出する点景として､形態意

匠､色彩､素材等の工夫により周辺景観と調和するように努めるとともに統

一性に配慮すること。また､施設をライトアップする場合には､周辺への影

響に配慮しつつ､夜間における良好な景観を創出するよう配慮すること。 

3.大規模行為の行為地の選定に当たっては､自然や歴史的･文化遺産等の地域

の優れた景観資源を保全活用するとともに､地域のシンボルとなる山稜（八

甲田山･岩木山･東岳）を眺望できる主要な視点場からの眺望景観に十分配

慮すること。 

4.大規模行為において人の利用に供されるものに当たっては､ユニバーサル･

デザインにおける景観形成に配慮すること。 

5.大規模行為の行為地について､景観形成に関する協定が認定されている場

合は､その内容に適合するよう配慮すること。 

6.工作物等設置等の行為後は､物件の適切な維持管理をすることとし､良好な

景観形成に支障をきたす場合は､速やかに撤去すること。 

建築物 

の建築 

等又は 

工作物 

の建設 

等 

位置、規模 

及び形態意匠 

1.主要な視点場から眺望できる､地域のシンボルとなる山稜の稜線を切断し

たり､背景との調和を乱すことのないよう位置､規模及び形態に配慮するこ

と。 

2.優れた自然景観（海･半島･河川景観､田園･農業景観､山並み景観）や人工景

観（歴史･文化施設景観､道路景観等）を有する地域では､これと保全又は調

和が図られるよう､規模､形態意匠に配慮すること。 

3.道路等の公共空間に接する部分については､通行者等に対する圧迫感を緩

和するような位置､規模､形態意匠とするとともに､前面に公開空地を設け

る等､敷地内にゆとりある空間を創出するよう配慮すること。特に自然景観

エリア内の主要道路沿線においては､車道からの壁面線の後退距離を20m以

上とすること。 

4.市街地にあっては､周辺の優れた建築物等との連続性を考慮して､街並みと

調和した高さ､位置､形態意匠とするよう配慮すること。 

5.一つの敷地に複数の建築物や工作物､屋外駐車場等を設ける場合には､施設

間の調和を図った位置､規模､形態意匠となるよう配慮するとともに､群（ま

とまり）として周辺の優れた景観と調和するよう配慮をすること。 

6.自然景観エリア内の主要道路沿線は､周辺の優れた景観と調和又は保全が

図られるよう必要最低限の規模､高さ､位置､形態意匠とするよう配慮する

こと。特に､建築物の最高部の高さは 13m 以下とすること。 

※「青森市大規模行為景観形成基準」（平成 14 年 9月、青森市都市整備部都市政策課） 
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表 3.3-35（2） 青森市大規模行為景観形成基準（ごみ処理施設関連） 

区 分 基   準 

色 彩 

1.四季を通じて周辺の街並みや自然景観と調和する色彩を用いることとし､

極力青森県景観色彩ガイドプラン（平成 12 年 3 月 青森県）の青森地域及

び津軽地域の推奨色を用いるよう配慮すること。 

 ①主に自然環境との調和を図るケースでは､山間のエリアカラーとして見

られる彩度の低いブラウン系や落ち着いたグリーン系を基調にし､森の

美しさや海岸線との調和を保つ色彩を優先させること。 

②自然が豊富な環境で街並みや人工物どうしとの調和を図るケースでは､

エリアカラーとして見られるブラウン系や落ち着いたベージュ系を重視

し､地域の植生や水田風景､街並みのベージュ系やアイボリー系と調和す

る色彩に配慮すること。 

③市街地で街並みや人工物どうしとの調和を図るケースでは､エリアカラ

ーとして見られるグリーン系やブルー系の比率を高め､市街の基調色を

成す明るいトーンを重視することに配慮すること。 

2.色彩が大面積を占める場合やアクセントとなるものについては､色数や色

彩相互の調和及びバランスに配慮すること。 

3.素材を生かし、景観に潤いを創出する色彩構成に配慮すること。 

素 材 

1.周辺の優れた景観と調和する素材を用いるとともにそのテクスチャー（材

質感）を活かすよう配慮すること。特に自然景観エリア内の外壁は､可能な

限り自然素材又は自然素材を模した仕上げにより化粧張りをすること。 

2.耐久性に優れ維持管理が容易な素材や年数とともに景観の中に溶け込むよ

うな素材を用いるよう配慮すること。 

建築物 

の建築 

等又は 

工作物 

の建設 

等 

敷 地 

1.敷地内は､安全性を確保したうえで周辺の優れた景観との調和に配慮し､可

能な限り市推薦樹種を用いて緑化するよう配慮すること。特に自然景観エ

リア内における工作物については基底部の施設（防護柵等）周辺の緑化に

努めること。 

2.敷地内に樹姿又は樹勢が優れた樹木がある場合は､保存又は移植するよう

配慮すること。 

方 法 

現況の地形を可能な限り生かし､長大な法面や擁壁が生じないよう配慮する

こと。やむを得ない場合､法面は市推薦樹種等を用いて緑化し､擁壁は周辺景

観と調和した形態及び素材とするよう配慮すること。 

開発行 

為その 

他土地 

の形質 

の変更 
その他 

敷地内に樹姿又は樹勢が優れた樹木がある場合は､保存又は移植するよう配

慮すること。 

※「青森市大規模行為景観形成基準」（平成 14 年 9月、青森市都市整備部都市政策課） 
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3.3.5 土地利用に係る規制等の状況 

調査地域の土地利用は、前掲図 3.2-1 に示すとおり、対象事業実施区域東側の一部は「都市計画

法（昭和 43 年）」に基づく市街化調整区域にあたり、その他は「農業振興地域の整備に関する法律

（昭和 44 年）」に基づく農業地域、農業地域内の農用地区域及び「森林法（昭和 26 年）」に基づく

森林地域内の地域森林計画対象民有林の区域に指定されている。 

 

3.3.6 国土保全に係る規制等の状況 

調査地域には、砂防指定地、地すべり防止区域の指定地はない。 

対象事業実施区域の西側の新城川沿い、東南側の岩渡地区及び南側の孫内地区に急傾斜地崩壊危

険区域、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流が点在している。 

急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流の土砂災害危険箇所の位置を

図 3.3-8 に、土石流危険渓流の概要を表 3.3-36 に示す。 

なお、対象事業実施区域内には保安林の指定地はない。 

 

表 3.3-36 土石流危険渓流の概要 

危険渓流番号 水系 河川名 渓流名 所在地 

Ⅰ-17 新城川 二股川 南熊沢 熊沢 

Ⅰ-18 新城川 二股川 北熊沢 熊沢 

Ⅰ-19 新城川 新城川 南田川沢 田川 

Ⅰ-20 新城川 新城川 北田川沢 田川 

Ⅰ-21 新城川 新城川 鶴ヶ坂川 川合 

Ⅰ-22 新城川 新城川 山部沢 山部 

Ⅱ-6 新城川 新城川 北早稲田沢 早稲田 

Ⅱ-7 新城川 新城川 南早稲田沢 早稲田 

Ⅱ-8 新城川 新城川 川合沢 川合 

※「青森市地域防災計画」（平成 19 年 3月、青森市） 
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図 3.3-8 土石流危険渓流位置図 
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3.3.7 文化財に係る規制等の状況 

(1) 指定文化財 

調査地域内には、文化財保護法による国指定の特別史跡「三内丸山遺跡」及び青森市文化財保護

条例による青森市指定の天然記念物「三内稲荷神社の杜」が対象事業実施区域北東側約 4km にある。

指定文化財の位置を図 3.3-9 に示す。青森県文化財保護条例による県の指定文化財は存在しない。 

 

(2) 埋蔵文化財 

調査地域の埋蔵文化財は、図 3.3-9 及び表 3.3-37 に示すとおりである。対象事業実施区域に最

も近い埋蔵文化財は、対象事業実施区域北東側約 1.5km 離れた位置にある熊沢遺跡（縄文時代、集

落跡）である。 

 

(3) 天然記念物 

調査地域内で生息の記録のある天然記念物としては、国指定の特別天然記念物であるニホンカモ

シカ及び国指定の天然記念物であるコクガンがあげられる。 

ニホンカモシカは、「第 4 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（平成 7 年、環境庁）によ

ると青森市内が昭和 60 年以降に分布の確認された地域となっており、「市町村別鳥獣生息状況調査

報告書」（平成元年、青森県）によると青森市内において増加しているという情報が多いとされて

いる。 

コクガンは、「市町村別鳥獣生息状況調査報告書」（平成元年、青森県）によると、青森市内にお

いて毎年見られる種とされている。 
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表 3.3-37 調査地域内の埋蔵文化財一覧表 

遺跡番号 遺跡名 所在地 時代 種別 

01011 浪館(1)遺跡 大字三内字丸山 縄文(前) 散布地 

01014 安田近野(1)遺跡 大字安田字稲森(俗称、水天宮) 縄文(後) 散布地 

01016 安田(2)遺跡 大字安田字近野 縄文(前･後)､弥生､平安 散布地 

01018 三内霊園遺跡 大字三内字沢部 縄文(前･中) 散布地 

01019 三内遺跡 大字三内字丸山 縄文､平安 集落跡､城館跡 

01021 三内丸山遺跡 大字三内字丸山、安田字近野 縄文(中) その他(配石遺構)

01052 孫内遺跡 大字孫内字山科 縄文(後･晩) 集落跡 

01055 熊沢遺跡 大字岩渡字熊沢 縄文 集落跡 

01056 石江遺跡 大字石江字平山 縄文(前) 集落跡 

01062 西高校遺跡 大字新城字平岡 弥生､平安 散布地 

01064 三内沢部(1)遺跡 大字三内字沢部 縄文(早) 集落跡 

01065 近野遺跡 大字安田字近野、大字三内字丸山 縄文(中) 集落跡 

01067 新城平岡(1)遺跡 大字新城字平岡 縄文 城館跡 

01069 新城平岡(2)遺跡 大字新城字平岡 縄文(後)､平安 集落跡 

01070 高間(1)遺跡 大字石江字高間 縄文(前･中･後)､平安､近世､近代 集落跡 

01074 新城平岡(4)遺跡 大字新城字平岡 縄文(前･中･後)､平安､近世､近代 集落跡 

01075 高間(6)遺跡 大字石江字高間 縄文(中･後)､平安､近世 集落跡 

01076 岡部遺跡 大字石江字岡部 縄文 散布地 

01078 新田(1)遺跡 大字新田字忍 縄文(早･前･中･後)､平安､中世､近世､近代 散布地 

01079 新城平岡(5)遺跡 大字新城字平岡 平安 散布地 

01080 新田(2)遺跡 大字新田字忍 平安 散布地 

01162 三内沢部(2)遺跡 大字三内字沢部 縄文(中) 集落跡 

01163 江渡遺跡 大字石江字江渡 縄文(前･中･後)､弥生(前)､平安､近代 集落跡 

01166 新城山田(1)遺跡 大字新城字山田 縄文(晩)､平安 散布地 

01167 新城跡 大字新城字平岡 － 城館跡 

01168 土筆山館遺跡 大字戸門字土筆山 中世 城館跡 

01169 戸門館遺跡 大字戸門字山部 － 城館跡 

01193 土筆山遺跡 大字戸門字土筆山 縄文 散布地 

01203 新城山田(2)遺跡 大字新城字山田 縄文 散布地 

01239 三内沢部(3)遺跡 大字三内字沢部 縄文(中･後)､平安 集落跡 

01240 三内沢部(4)遺跡 大字三内字沢部 平安 散布地 

01241 新城平岡(3)遺跡 大字新城字平岡 平安 散布地 

01250 三内丸山(5)遺跡 大字三内字丸山 縄文(中･晩)､平安 散布地 

01254 新城山田(3)遺跡 大字新城字山田 平安 散布地 

01255 二股(1)遺跡 大字岩渡字熊沢 縄文 散布地 

01256 二股(2)遺跡 大字岩渡字熊沢 縄文 散布地 

01266 新城山田(4)遺跡 大字新城字山田 縄文(中･晩)､平安 散布地 

01267 新城山田(5)遺跡 大字新城字山田 平安 散布地 

01270 新城山田(8)遺跡 大字新城字山田 平安 散布地 

01282 三内丸山(6)遺跡 大字三内字丸山 縄文(中･後)､平安 散布地 

01287 岩渡小谷(1)遺跡 大字岩渡字小谷 縄文(前)､平安 集落跡 

01300 岩渡小谷(2)遺跡 大字岩渡字小谷 縄文､平安 集落跡 

01301 岩渡小谷(3)遺跡 大字岩渡字小谷 縄文(前) 散布地 

01302 岩渡小谷(4)遺跡 大字岩渡字小谷 縄文(前) 散布地 

01313 新城山田(9)遺跡 大字新城字山田 縄文 散布地 

01321 三内丸山(9)遺跡 大字三内字丸山 縄文、平安 集落跡 

01323 新城平岡(6)遺跡 大字新城字平岡 縄文 散布地 

※「青森市埋蔵文化財調査報告書 第 86 集 市内遺跡 発掘調査報告書 14」（平成 17 年度、青森市教育委員会） 
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図 3.3-9 埋蔵文化財包蔵地位置図 
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3.4 環境法令による規制状況のまとめ 

対象事業実施区域及び調査地域の環境法令等による指定等の状況は、表 3.4-1 に示すとおりであ

る。 

表 3.4-1 環境法令等による指定等の状況 

法令との 

関連の有無 
項 目 

対象事業

実施区域

調査

範囲

法令等 

環境基準 
○ ○ 

環境基本法、ダイオキシン類対策特

別措置法 

大気汚染 

排出基準 

○ ○ 

大気汚染防止法、青森県公害防止条

例、ダイオキシン類対策特別措置

法、青森市公害防止条例 

環境基準（地域の類型指定） × ○ 環境基本法 

騒音規制地域 × ○ 騒音規制法 

騒音 

騒音規制地域以外 ○ ○ 青森市公害防止条例 

振動規制地域 × ○ 振動規制法 振動 

振動規制地域以外 ○ ○ 青森市公害防止条例 

悪臭規制地域 × ○ 悪臭防止法 悪臭 

悪臭規制地域以外 ○ ○ 青森市公害防止条例 

環境基準（地下水を含む） 
○ ○ 

環境基本法、ダイオキシン類対策特

別措置法 

水質汚濁 

排水基準 

○ ○ 

水質汚濁防止法、青森県公害防止条

例、排水基準を定める省令、青森市

公害防止条例、浄化槽法、ダイオキ

シン類対策特別措置法 

地盤沈下 指定地域 × ○ 青森市公害防止条例 

公害防止に 

係るもの 

土壌汚染 環境基準 
○ ○ 

環境基本法、ダイオキシン類対策特

別措置法 

原生自然環境保全地域 × × 

自然環境保全地域 × × 

自然環境保全法 

県自然環境保全地域 × × 

県開発規制地域 × ○ 

自然環境 

保全地域等 

県緑地保全地域 × × 

青森県自然環境保全条例 

国立公園 × × 

国定公園 × × 

自然公園法 自然公園等 

県立自然公園 × × 青森県自然公園条例 

鳥獣保護区 × × 

特定猟具使用禁止区域（銃） × ○ 

自然環境保全 

に係るもの 

鳥獣保護区等 

休猟区 × ○ 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律 

景観に係る 

もの 

景観 大規模行為 
○ ○ 

青森市景観条例 

市街化区域 × ○ 都市地域 

市街化調整区域 ○ ○ 

都市計画法 

農業地域 農用地区域 ○ ○ 農業振興地域の整備に関する法律 

土地利用計画

に係るもの 

森林地域 地域森林計画対象民有林 ○ ○ 森林法 

急傾斜地崩壊危険区域 
× ○ 

急傾斜地の崩壊による災害防止に

関する法律 

地すべり防止区域 × × 地すべり等防止法 

砂防指定地 × × 砂防法 

国土保全に 

係るもの 

保安林 × ○ 森林法 

× ○ 文化財保護法 

× × 青森県文化財保護条例 

史跡・名勝・天然記念物 

× ○ 青森市文化財保護条例 

文化財に係る 

もの 

埋蔵文化財 × ○ 文化財保護法 

注)○：対象事業実施区域又は調査範囲内に指定地域等がある。 

   ×：対象業実施区域又は調査範囲内に指定地域等がない。 

 




