6.2 調査、予測及び評価の手法
環境影響評価に係る調査、予測及び評価の手法は、事業特性及び地域特性を勘案して選定した。
環境影響評価項目別の調査、予測及び評価の手法及び選定理由を以下に示す。

6.2.1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要
素
(1) 大気質
大気質に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-1(1)〜(6)に示すとおりとした。

表 6.2.1-1（1）
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

大気質に係る調査、予測及び評価の手法

大気質(浮遊粒子状物質、二酸化窒素)
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
調査すべき情報
項 目
調査すべき情報
大気質
浮遊粒子状物質、二酸化窒素
気 象
地上気象（風向、風速）
土地利用 土地利用の状況、大規模発生源の状況
交通量
交通量の状況、走行速度、道路構造
法令
法令による基準等

選定理由
・浮遊粒子状物質、二酸
化窒素は、環境基準が
定められている大気汚
染物質のうち、車両の
走行に伴い排出され影
響が大きい項目として
選定した。
・地上気象は、拡散条件
の基礎情報として調査
項目に選定した。

調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・現地調査は、既存資料
その結果を整理・解析した。
における調査結果と対
象事業実施区域におけ
【既存資料調査】
「環境白書」(青森県)、
「青森市のかんきょう」(青森市)、
「地上気象
る状況を比較・補完す
るために実施した。
観測データ」((財)日本気象協会)、
「地上気象観測システム」((財)日本
気象協会)、
「青森県土地利用基本計画図」(青森県)、
「青森都市計画図」 ・大気質の調査は、法令
等により定められた方
(青森市)、
「地形図」(国土地理院)、｢環境基本法｣、｢大気汚染防止法｣、
｢青森県公害防止条例｣(青森県)、｢青森市公害防止条例｣(青森市)の資料
法を踏まえた手法とし
た。
を基本とし、整理・解析を行った。
・気象の調査は、法令等
【現地調査】
により定められた方法
現地調査の手法は以下のとおりとした。
を踏まえた手法とし
項 目
細項目
調査手法
た。
｢大気の汚染に係る環境基準について｣
浮遊粒子状物質
(昭和 48 年 環境庁告示第 25 号)に準拠
大気質
｢二酸化窒素に係る環境基準について｣
二酸化窒素
(昭和 53 年 環境庁告示第 38 号)に準拠
｢地上気象観測指針｣(平成 14 年、気象
気 象
地上気象
庁)に準拠
交通量の状況
カウンターによる計測
交通量
走行速度
ストップウォッチによる計測
道路構造
現地踏査による
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表 6.2.1-1（2）
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査地域

大気質に係る調査、予測及び評価の手法

大気質(浮遊粒子状物質、二酸化窒素)
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

調査地点

【既存資料調査】
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、大気質の状況は一
般環境大気測定局の 3 地点及び自動車排出ガス測定局の 2 地点とし、気
象の状況は青森地方気象台のデータとし、交通量の状況は青森市内の
10 地点とした。
【現地調査】
①大気質の状況
調査地点は、図 6.2-1 に示す 7 地点(A、1〜4、a、b)とした。
②気象の状況（地上気象）
調査地点は、図 6.2-1 に示す 1 地点(A)とした。
③交通量の状況
調査地点は、図 6.2-1 に示す 2 地点(a、b)とした。
項 目
№
調査地点
A
対象事業実施区域
1
旧鶴ヶ坂小学校
2
岩渡集落
大気質
鶴ヶ丘サービスセンター・鶴ヶ
3
丘苑
4
旧戸門小学校
大気質・交通量
a
つくしが丘病院
鶴ヶ丘デイサービスセンター・
大気質・交通量
b
鶴ヶ丘苑
気象
A
対象事業実施区域

調査期間
等

【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとし、大気質の状況は最新のものから過去 5
年間とし、気象の状況は最新のものから過去 10 年間とした。
【現地調査】
大気質及び気象等の現地調査の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
大気質
四季(春季、夏季、秋季及び冬季)、各季 7 日間
気象
1 年間
交通量
年 2 回（平日の各１日間（24 時間）
）

164

選定理由
・大気質の調査地域は、
対象事業実施区域周辺
の一般環境(バックグ
ラウンド濃度）の状況
が把握できる範囲とし
た。
・気象の調査地域は、大
気質濃度の拡散条件を
把握するための基礎情
報を得ることから、大
気質と同じ範囲とし
た。
・大気質調査地点は、工
事用車両及びごみ等搬
出入車両が集中する、
搬出入道路沿道の配慮
を要する施設がある地
点とした。
・気象調査地点は、大気
質濃度の拡散条件を把
握する為、対象事業実
施区域を代表する地点
とした。
・交通量調査地点は、工
事用車両及びごみ等搬
出入車両が集中する、
搬出入道路沿道の配慮
を要する施設がある地
点とした。

・大気質の調査時期は、
当該地域における年間
変動を把握できる期間
として、四季に実施し
た。
・大気質における一季の
調査期間は、一般的な
社会活動が 1 週間周期
であることから 7 日間
とした。
・地上気象の調査時期は
年間変動を把握するた
め、通年観測とした。

表 6.2.1-1（3）
環境要素の区分
影響要因の区分
予測の手法

項 目
予測の基
本的手法

予測地域

予測地点

大気質に係る調査、予測及び評価の手法

大気質(浮遊粒子状物質、二酸化窒素)
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
①予測項目
【工事中】
工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度
を対象とした。
【供用後】
ごみ等搬出入車両の走行に伴い発生する二酸化窒素、浮遊粒子状物質
の濃度を対象とした。
②予測方法
「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」
（平成 19 年 9 月、(財)
道路環境研究所）に準じて、大気拡散式（プルーム式・パフ式）による
長期平均濃度の算出により予測した。
予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

【工事中】
予測地点は、図 6.2-1 に示す工事用車両の主な走行ルート上の 1 地点
(b)とした。
№
予測地点
b
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑

選定理由
・関連車両の走行による
影響が大きいと考えら
れる項目を選定した。
・予測方法は、現況の交
通量の影響も考慮する
必要があることから、
拡散計算による方法と
した。

・予測地域は、関連車両
の主な走行ルート上で
関連車両の走行により
影響が想定される範囲
とした。
・予測地点は、関連車両
の主な走行ルート上で
関連車両の走行により
影響が想定される地点
とした。

【供用後】
予測地点は、図 6.2-1 に示すごみ等搬出入車両の主な走行ルート上の
2 地点(a、b)とした。
№
予測地点
a
つくしが丘病院
b
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑
予測対象
時期等

評価の手法

【工事中】
工事用車両の発生台数が最大となる、建設工事における躯体工事（コ
ンクリート打設）を施工予定である平成 24 年 7 月頃の工事用車両が 1
年間続くものとした。
【供用後】
施設の供用が定常状態に達した時点以降とし、ごみの処理量が最も多
いと考えられる施設稼動直後（平成 27 年度）とした。

①環境の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う大気質への影響が実行可能な範囲で回避・低減され
ているかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
環境基準との整合性が図られているかについて評価した。
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・工事中は、工事用車両
の発生台数が最大とな
る時期が最も影響が大
きいことから、この時
期で代表できるものと
考えた。
・供用後は、施設の定常
的な稼動状態となる時
期で予測結果が代表で
きるものと考えた。

表 6.2.1-1（4）

調査の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

大気質に係る調査、予測及び評価の手法

大気質（二酸化いおう、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、ダイオキシン類、塩化水素）
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理、有害物質等の使用・排出
調査、予測及び評価の手法
選定理由
調査すべき情報
・施設の稼動に伴う煙突
からの排出ガスによる
項 目
調査すべき情報
影響が大きいと考えら
二酸化いおう、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オ
大気質
れる項目を選定した。
キシダント、ダイオキシン類、塩化水素
・地上気象は、拡散条件
地上気象（風向、風速、気温、湿度、日射量、
の基礎情報として、上
気 象
放射収支量）
層気象は、発生源規模
上層気象（風向、風速、気温）
が大きく、有効煙突高
土地利用 土地利用の状況、大規模発生源の状況
さが高いことから調査
法令
法令による基準等
項目に選定した。
調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・現地調査は、既存資料
における調査結果と対
その結果を整理・解析した。
象事業実施区域におけ
【既存資料調査】
る状況を比較・補完す
「環境白書」(青森県)、
「青森市のかんきょう」(青森市)、
「地上気象
るために実施した。
観測データ」((財)日本気象協会)、
「地上気象観測システム」((財)日本
気象協会)、
「青森県土地利用基本計画図」(青森県)、
「青森都市計画図」 ・大気質の調査は、法令
等により定められた方
(青森市)、｢地形図｣(国土地理院)、｢環境基本法｣、｢大気汚染防止法｣、
法を踏まえた手法とし
「ダイオキシン類対策特別措置法」、｢青森県公害防止条例｣(青森県)、
た。
｢青森市公害防止条例｣(青森市)の資料を基本とし、整理・解析を行った。
・気象の調査は、法令等
【現地調査】
により定められた方法
現地調査の手法は以下のとおりとした。
を踏まえた手法とし
項 目
細項目
調査手法
た。
二酸化いおう
｢大気の汚染に係る環境基準につい
て｣(昭和 48 年 環境庁告示第 25 号)
浮遊粒子状物質
に準拠する方法
｢二酸化窒素に係る環境基準につい
て｣(昭和 53 年 環境庁告示第 38 号)
二酸化窒素
に準拠する方法
｢大気の汚染に係る環境基準につい
光化学オキシダント て｣(昭和 48 年 環境庁告示第 25 号)
大気質
に準拠する方法
｢ダイオキシン類による大気の汚染、
水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環
ダイオキシン類
境基準について｣(平成 11 年 環境庁
告示第 68 号)に準拠する方法
｢大気汚染物質測定法指針｣(昭和 63
塩化水素
年、環境庁大気保全局)に準拠する方
法
｢地上気象観測指針｣(平成 14 年、気
地上気象
象庁)に準拠する方法
気 象
｢高層気象観測指針｣(平成 14 年、気
上層気象
象庁)に準拠する方法
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表 6.2.1-1（5）

調査の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
調査地域

調査地点

調査期間
等

大気質に係る調査、予測及び評価の手法

大気質（二酸化いおう、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、ダイオキシン類、塩化水素）
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理、有害物質等の使用・排出
調査、予測及び評価の手法
選定理由
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。
・大気質の調査地域は、
対象事業実施区域周辺
の一般環境（バックグ
ラウンド濃度）の状況
が把握できる範囲とし
た。
・気象の調査地域は、大
気質濃度の拡散条件を
把握するための基礎情
報を得ることから、大
気質と同じ範囲とし
た。
【既存資料調査】
・大気質調査地点は、対
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、大気質の状況は一
象事業実施区域及びそ
般環境大気測定局の 3 地点及びダイオキシン類の測定地点の 2 地点、気
の周辺における一般環
象の状況は青森地方気象台のデータとした。
境大気の状況を代表で
【現地調査】
きる地点とした。
①大気質の状況（一般環境大気）
・気象調査地点は、大気
調査地点は、図 6.2-1 に示す対象事業実施区域(A)及び周辺の配慮を
質濃度の拡散条件を把
要する施設 (1〜4)の計 5 地点とした。
握する為、発生要因と
②気象の状況（地上気象、上層気象）
なる対象事業実施区域
調査地点は、図 6.2-1 に示す 1 地点(A)とした。
を代表する地点とし
た。
項 目
№
調査地点
大気質、気象
A
対象事業実施区域
大気質
1
旧鶴ヶ坂小学校
大気質
2
岩渡集落
鶴ヶ丘デイサービスセンター・
大気質
3
鶴ヶ丘苑
大気質
4
旧戸門小学校
【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとし、大気質の状況は最新のものから過去 5
年間とし、気象の状況は最新のものから過去 10 年間とした。
【現地調査】
大気質及び気象の現地調査の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
大気質
四季(春季、夏季、秋季及び冬季)、各季 7 日間
地上気象
通年
上層気象
暖候期(夏季)・寒候期(冬季)、各 5 日間
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・大気質の調査時期は、
当該地域における季節
変動を把握できる期間
として、四季に実施し
た。
・大気質における一季の
調査期間は、一般的な
社会活動が 1 週間周期
であることから 7 日間
とした。
・地上気象の調査時期は
予測条件としての年間
変動を把握するため、
通年観測とした。
・上層気象の調査時期は、
当該地域における逆転
層の発生しやすい時期
として暖候期(夏季)及
び寒候期(冬季)を対象
とした。

表 6.2.1-1（6）

予測の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
予測の基
本的手法

予測地域

予測地点

大気質（二酸化いおう、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、ダイオキシン類、塩化水素）
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理、有害物質等の使用・排出
調査、予測及び評価の手法
選定理由
・施設の稼動に伴う煙突
①予測項目
からの排出ガスによる
ごみの焼却に伴い排出される大気汚染物質による大気中の二酸化い
影響が大きいと考えら
おう、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、ダイオキシン類及び塩化水素の濃
れる項目を選定した。
度を対象とした。
・逆転層等の特別な気象
②予測方法
条件での予測を行う必
「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
（平成 18 年、環境省）
、
「窒
要があるため、拡散計
素酸化物総量規制マニュアル[新版]」（平成 12 年 12 月、公害研究対策
算による方法とした。
センター）に準じて、大気拡散式（プルーム式・パフ式）による長期平
均濃度の算出及び高濃度となる気象条件(逆転層等の特別な気象条件)
での短期高濃度の算出により予測した。
予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。
・予測地域は、ごみの焼
却による影響が想定さ
れる範囲とした。
予測地点は、図 6.2-1 に示す現地調査地点(1〜4)及び予想される最大 ・予測地点は、ごみの焼
却による影響が想定さ
着地濃度が出現する地点とした。
れる範囲のうち、最大
№
予測地点
着地濃度が出現する地
1
旧鶴ヶ坂小学校
点及び特に配慮が必要
2
岩渡集落
な施設のある地点とし
3
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑
た。
4
旧戸門小学校
−

予測対象
時期等

評価の手法

大気質に係る調査、予測及び評価の手法

最大着地濃度が出現する地点

施設の供用が定常状態に達した時点以降とし、ごみの処理量が最も多
いと考えられる施設稼動直後（平成 27 年度）とした。

①環境の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う大気質への影響が実行可能な範囲で回避・低減され
ているかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
環境基準との整合性が図られているかについて評価した。
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・施設の定常的な稼動状
態となる時期で予測結
果が代表できるものと
考えた。
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(2) 騒

音

騒音に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-2(1)〜(2)に示すとおりとした。
表 6.2.1-2（1） 騒音に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

調査地域

調査地点

騒音
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
調査すべき情報
項 目
調査すべき情報
騒 音
道路交通騒音(等価騒音レベル(LAeq))
土地利用
土地利用の状況
時間交通量（上下線別・車種別）
、走行速度、地
交通量等
表面の状況、道路構造の状況
法令
法令による基準等

選定理由
・関連車両の走行に先立
ち、現況の道路沿道に
おける騒音レベルを把
握した。
・騒音は、環境基準に定
められた等価騒音レベ
ルとした。
・交通量は、騒音レベル
の予測を行うための基
礎情報として調査項目
に選定した。
調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・騒音の状況は、既存資
その結果を整理・解析した。
料において対象事業実
【既存資料調査】
施区域周辺の関連車両
「青森市のかんきょう 平成 20 年度」
（平成 21 年、青森市環境部）
、
走行ルートで騒音調査
「青森県土地利用基本計画図」(青森県)、
「青森都市計画図」
（青森市）、
が実施されていないこ
「道路交通センサス」(青森県)、｢地形図｣(国土地理院)、｢環境基本法｣、
とから現地調査を実施
「騒音規制法｣、｢青森県公害防止条例｣(青森県)、｢青森市公害防止条例｣
した。
(青森市)の資料を基本とし、整理・解析を行った。
・騒音の調査は、法令等
【現地調査】
により定められた方法
現地調査の手法は以下のとおりとした。
を踏まえた手法とし
た。
項 目
細項目
調査手法
｢騒音に係る環境基準について｣(平成
騒 音
等価騒音レベル 10 年 環境庁告示第 64 号)に準拠する
方法
カウンターによる計測（上下線別・車
時間交通量
種別）
交通量等
走行速度
ストップウォッチによる計測
地表面の状況
現地踏査による方法
道路構造の状況
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

【既存資料調査】
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、騒音の状況は一般
国道 7 号線の 1 地点とし、交通量の状況は青森市内の 10 地点とした。
【現地調査】
現地調査地点は、図 6.2-2 に示す 2 地点(a、b)、
（①、②）とした。
項 目
№
調査地点
a、① つくしが丘病院
騒音・交通量等
b、② 鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑
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・騒音、交通量の調査地
域は、道路沿道で関連
車両の走行による影響
が想定される範囲とし
た。
・騒音、交通量の調査地
点は、関連車両の走行
ルート沿道で、道路に
近接した配慮を要する
施設を選定した。

表 6.2.1-2（2） 騒音に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査期間
等

予測の手法

予測の基
本的手法

予測地域

騒音
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとした。
【現地調査】
騒音、交通量等の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
通常期、ピーク期の平日の昼間 16 時間
騒音
(6：00〜22：00)
時間交通量
通常期、ピーク期の平日の昼間 16 時間
交
(6：00〜22：00)
走行速度
通
量 地表面の状況
騒音、交通量の調査にあわせて実施
等 道路構造の状況
①予測項目
【工事中】
工事用車両の走行に伴う道路交通騒音（等価騒音レベル(LAeq)）を対
象とした。
【供用後】
ごみ等搬出入車両の走行に伴う道路交通騒音（等価騒音レベル
(LAeq)）を対象とした。
②予測方法
「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」
（平成 19 年 9 月、(財)
道路環境研究所）に基づき、
「道路交通騒音予測モデル“ASJ RTN-Model
2003”」（平成 16 年、(社)日本音響学会）による予測式とした。
予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

予測地点

【工事中】
予測地点は、図 6.2-2 に示す工事用車両の走行ルート上の 1 地点(b)
とした。
№
予測地点
b
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑
【供用後】
予測地点は、図 6.2-2 に示すごみ等搬出入車両の走行ルート上の 2
地点（a、b）とした。
№
予測地点
a
つくしが丘病院
b
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑

予測対象
時期等

【工事中】
工事用車両の発生台数が最大となる建設工事における躯体工事（コ
ンクリート打設）を施工予定である平成 24 年 7 月頃の平日（ピーク期
及び通常期）とした。
【供用後】
施設の供用が定常状態に達した時点以降とし、ごみの処理量が最も
多いと考えられる施設稼動直後（平成 27 年度）の平日（ピーク期、通
常期）とした。

評価の手法

①影響の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う騒音の影響が実行可能な範囲で回避、低減されて
いるかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
環境基準との整合性が図られているかについて評価した。
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選定理由
・騒音、交通量の調査時
期は、虫の鳴き声等の
要因をできる限り避け
た時期に実施し、降雨
時、強風時には実施し
なかった。
・調査は、通常時とピー
ク時にわけて実施し、
ピーク時は近隣に位置
する青森競輪場のレー
ス開催日とした。
・予測項目は、環境基準
に定められた等価騒音
レベルとした。
・予測方法は、一般的に
広く騒音の予測で用い
られている手法に準拠
した。

・予測地域は、関連車両
の走行ルート沿道で走
行による影響が想定さ
れる範囲とした。
・予測地点は、関連車両
の走行ルート沿道で走
行による影響が想定さ
れる施設のある地点と
した。

・工事中は、工事用車両
の発生台数が最大とな
る時期が最も影響が大
きいことから、この時
期で代表できるものと
考えた。
・供用後は、施設の定常
的な稼動状態となる時
期で予測結果が代表で
きるものと考えた。
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(3) 振

動

振動に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-3(1)〜(2)に示すとおりとした。
表 6.2.1-3（1） 振動に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

調査地域

調査地点

振動
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
調査すべき情報
項 目
調査すべき情報
振 動
道路交通振動（80%レンジ上端値(L10)）
土地利用
土地利用の状況
地盤
地盤卓越振動数
交通量等
時間交通量、走行速度、道路構造の状況
法令
法令による基準等

選定理由
・関連車両の走行に先立
ち、現況の振動レベル
を把握した。
・振動は、振動規制法施
行規則に定められた
80%レンジ上端値(L10)
とした。
・地盤卓越振動数及び交
通量は、振動レベルの
予測を行うための基礎
情報として調査項目に
選定した。
調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・振動の状況は、既存資
料において対象事業実
その結果を整理・解析した。
施区域周辺の関連車両
【既存資料調査】
走行ルートで振動調査
「青森市のかんきょう 平成 20 年版」
（青森市環境部）
、「青森県土地
が実施されていないこ
利用基本計画図」(青森県)、
「青森都市計画図」
（青森市）、
「地形分類図」
とから現地調査を実施
(青森県)、
「傾斜区分図」(青森県)、
「道路交通センサス」(青森県)、｢地
した。
形図｣(国土地理院)、｢環境基本法｣、｢振動規制法｣、｢青森県公害防止条
例｣(青森県)、｢青森市公害防止条例｣(青森市)の資料を基本とし、整理・ ・振動の調査は、法令等
により定められた方法
解析を行った。
を踏まえた手法とし
【現地調査】
た。
現地調査の手法は以下のとおりとした。
項 目
細項目
調査手法
80%レンジ上端値 「振動規制法施行規則」(昭和 51 年総
振 動
(L10)
理府令第 58 号)に準拠する方法
大型車単独走行時の 1/3 オクターブバ
地 盤
地盤卓越振動数
ンド分析器による周波数分析
カウンターによる計測（上下線別・車
時間交通量
種別）
交通量等
走行速度
ストップウォッチによる計測
道路構造の状況 現地踏査による方法

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

【既存資料調査】
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、交通量の状況につ
いては青森市内の 10 地点とした。なお、振動の状況については、対象
事業実施区域及びその周辺で調査は実施されていない。
【現地調査】
調査地点は、前掲図 6.2-2 に示す 2 地点(a、b)、
（①、②）とした。
項 目
№
調査地点
a、① つくしが丘病院
振動･地盤･交通量等
b、② 鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑
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・振動、交通量、地盤の
調査地域は、道路沿道
で関連車両の走行によ
る影響が想定される範
囲とした。
・振動、交通量、地盤の
調査地点は、関連車両
の走行ルート沿道で、
道路に近接した配慮を
要する施設を選定し
た。

表 6.2.1-3（2） 振動に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査期間
等

選定理由
・振動の調査時期は、発
生源が騒音と共通であ
るため騒音調査と同時
に実施した。

交通量等

振動
工事の実施：資材等の運搬
土地又は工作物の存在及び供用：資材・製品等の運搬
調査、予測及び評価の手法
【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとした。
【現地調査】
振動、地盤、交通量等の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
通常期、ピーク期の平日の昼間 16 時間
振動
(6：00〜22：00)
地盤
振動の調査にあわせて実施
時間交通量 通常期、ピーク期の平日の昼間 16 時間
(6：00〜22：00)
走行速度
道路構造
振動の調査にあわせて実施

予測の手法

予測の基
本的手法

予測地域

①予測項目
【工事中】
工事用車両の走行に伴う道路交通振動（80%レンジ上端値(L10)）を対
象とした。
【供用後】
ごみ等搬出入車両の走行に伴う道路交通振動（80%レンジ上端値
(L10)）を対象とした。
②予測方法
｢道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版｣(平成 19 年 9 月 (財)道
路環境研究所)による予測式とした。
予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

予測地点

【工事中】
予測地点は、図 6.2-2 に示す工事用車両の走行ルート上の 1 地点(b)
とした。
№
予測地点
b
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑
【供用後】
予測地点は、図 6.2-2 に示すごみ等搬出入車両の走行ルート上の 2
地点（a、b）とした。
№
予測地点
a
つくしが丘病院
b
鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑

予測対象
時期等

【工事中】
工事用車両の発生台数が最大となる建設工事における躯体工事（コン
クリート打設）を施工予定である平成 24 年 7 月頃の平日（ピーク期及
び通常期）とした。
【供用後】
施設の供用が定常状態に達した時点以降とし、ごみの処理量が最も多
いと考えられる施設稼動直後（平成 27 年度）の平日（ピーク期、通常
期）とした。

評価の手法

①影響の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う振動の影響が実行可能な範囲で回避、低減されてい
るかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
振動規制法に基づく要請限度との整合性が図られているかについて
評価した。
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・予測項目は、振動規制
法施行規則に定められ
た 80% レ ン ジ 上 端 値
(L10)とした。
・予測方法は、振動の予
測で用いられている最
新の知見に基づく手法
とした。

・予測地域は、関連車両
の走行ルート沿道で走
行による影響が想定さ
れる範囲とした。
・予測地点は、関連車両
の走行ルート沿道で走
行による影響が想定さ
れる施設のある地点と
した。

・工事中は、工事用車両
の発生台数が最大とな
る時期が最も影響が大
きいことから、この時
期で代表できるものと
考えた。
・供用後は、施設の定常
的な稼動状態となる時
期で予測結果が代表で
きるものと考えた。

(4) 悪

臭

悪臭に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-4(1)〜(2)に示すとおりとした。

表 6.2.1-4（1）

調査の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

調査地域

悪臭に係る調査、予測及び評価の手法

悪臭
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理
調査、予測及び評価の手法
調査すべき情報
項 目
調査すべき情報
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチ
ル、 二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒ
ド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、
特定悪臭 イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イ
物質濃度 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、スチレン、キシレン、
プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉
草酸
臭気指数 臭気指数(臭気濃度)、臭気強度
臭気強度
地上気象（風向、風速、気温、湿度、日射量、
気象
放射収支量）
上層気象（風向、風速、気温）
土地利用 土地利用の状況
法令
法令による基準等

選定理由
・施設の稼動に先立ち、
現況の悪臭の状況を把
握した。
・対象事業実施区域は、
悪臭防止法の規制地域
外となっているが、対
象事業の特性より悪臭
の発生による影響が予
想されるため、悪臭防
止法に規定される項目
（特定悪臭物質濃度）
を選定した。
・青森市公害防止条例に
おいては、悪臭防止法
の規制地域以外の地域
に対し、臭気強度の規
制基準を設けているた
め項目に選定した。
・気象は、拡散条件の基
礎資料として調査項目
に選定した。
調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・悪臭の状況は、既存資
料において対象事業実
その結果を整理・解析した。
施区域及びその周辺で
【既存資料調査】
悪臭調査が実施されて
「青森県環境白書」(青森県)、
「青森市のかんきょう」(青森市)、
「地
いないことから、現地
上気象観測データ」((財)日本気象協会)、
「地上気象観測システム」((財)
調査により現況を把握
日本気象協会)、
「土地利用基本計画図」(青森県)、
「青森都市計画図」(青
した。
森市)、｢悪臭防止法｣、｢青森県公害防止条例｣(青森県)、｢青森市公害防
・特定悪臭物質、臭気指
止条例｣(青森市)の資料を基本とし、整理・解析を行った。
数、臭気強度の調査は、
【現地調査】
法令等により定められ
現地調査の手法は以下のとおりとした。
た方法を踏まえた手法
項 目
調査手法
とした。
特定悪臭 「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和 47 年 5 月 30 日 環
物質濃度 境庁告示第 9 号)に準拠する方法
「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法｣(平成 7 年
臭気指数 環境庁告示第 63 号)及び「嗅覚測定法マニュアル」(平成
臭気強度 13 年、環境庁大気保全局大気生活環境室編集)に準拠する
方法
「地上気象観測指針」(平成 14 年、気象庁)に準拠する方
地上気象
法
「高層気象観測指針」(平成 14 年、気象庁)に準拠する方
上層気象
法
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。
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・悪臭の調査地域は、施
設の稼動（ごみの焼却）
による影響が想定され
る範囲とした。

表 6.2.1-4（2）

調査の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
調査地点

悪臭に係る調査、予測及び評価の手法

悪臭
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理
調査、予測及び評価の手法
【既存資料調査】
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、悪臭の状況は青森
市内とし、気象の状況は青森地方気象台のデータとした。
【現地調査】
①悪臭
調査地点は、図 6.2-3 に示す対象事業実施区域(A)及び周辺の配慮を
要する施設 (1〜4)の計 5 地点とした。
②気象
調査地域の気象を代表する地点である 1 地点(A)とした。
項 目
№
調査地点
1
旧鶴ヶ坂小学校
2
岩渡集落
悪 臭
鶴ヶ丘デイサービスセンター・
3
鶴ヶ丘苑
4
旧戸門小学校

選定理由
・施設の稼動（ごみの焼
却）による悪臭は、煙
突排ガスに伴う悪臭が
考えられる。
・調査地点は、ごみの焼
却による影響が想定さ
れる範囲のうち、特に
配慮が必要な施設のあ
る地点とした。

予測の手法

調査期間
等

【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとし、悪臭の状況は最新のものから過去 3 年
間、気象の状況は最新のものから過去 10 年間とした。
【現地調査】
悪臭の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
悪 臭
年 2 回（梅雨期・夏季）
、各 1 日 1 回
地上気象 通年
気象
上層気象 暖候期(夏季)・寒候期(冬季)、各 5 日間

・悪臭の調査時期は、悪
臭の発生しやすい、高
温多湿の時期である梅
雨期、夏季に実施した。

予測の基
本的手法

①予測項目
ごみの焼却（煙突排ガス）に伴う悪臭の程度を対象とした。
②予測方法
特定悪臭物質濃度については、定性的に予測する方法とした。
臭気強度については、大気拡散式による高濃度となる気象条件での短
期高濃度の算出により予測することとし、建物の影響（ダウンドラフト
効果）を考慮した拡散計算（Huber-Snyder 式）により、ごみ焼却に伴
う悪臭の程度を予測する方法とした。
予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

・
「悪臭防止法」、
「青森市
公害防止条例」と比較
するために特定悪臭物
質濃度及び臭気強度に
ついて予測した。
・建物の影響を考慮した
拡散計算による方法と
した。
・予測地域は、施設の稼
動による影響が想定さ
れる範囲とした。
・予測地点は、ごみの焼
却による影響が想定さ
れる範囲のうち、最大
着地濃度が出現する地
点、特に配慮が必要な
施設及び規制基準との
整合を把握する敷地境
界線とした。
・煙突排ガスによる影響
は、気象の状況に応じて
変動する可能性がある
ため、高濃度となる気象
条件時を対象とした。

予測地域

予測地点

予測地点は、図 6.2-3 に示す悪臭の現地調査地点（1〜4）、対象事業
実施区域の敷地境界線及び最大着地濃度が出現する地点とした。

予測対象
時期等

施設の供用が定常状態に達した時点以降とし、ごみの処理量が最も多
いと考えられる施設稼動直後（平成 27 年度）の高濃度となる気象条件
を対象とした。

評価の手法

①環境の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う悪臭の影響が実行可能な範囲で回避、低減されてい
るかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
悪臭防止法及び青森市公害防止条例における、悪臭の規制基準との整
合性が図られているかについて評価した。

176

177

(5) 水

質（地下水を除く）

水質に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-5(1)〜(3)に示すとおりとした。
表 6.2.1-5（1） 水質に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

調査地域

水質（地下水を除く）
工事の実施：工事に伴う排水
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理（施設停止時の生活排水）
調査、予測及び評価の手法
選定理由
調査すべき情報
・工事の実施及び施設の
稼動に先立ち、現況の
項 目
調査すべき情報
水質の状況を把握し
水質汚濁物質濃度 水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量(SS)、生物化
た。
（通常時）
学的酸素要求量(BOD)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)
・降雨後調査は、水の濁
水質汚濁物質濃度
水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量(SS)
りの原因となる降水量
（降雨後）
と水の濁りとの関連性
水温等
水温、透視度、色度、濁度、電気伝導度
を把握するために実施
気象
気温、降水量
した。
水象
水象の状況
・土質調査は、水の濁り
土質
土の粒度組成
の元となる土質の粒度
水利用等
水の利用の状況、大規模発生源の状況
特性を把握するために
法令
法令による基準等
実施した。
調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・水質の状況は、既存資
料調査において対象事
その結果を整理・解析した。
業実施区域及びその周
【既存資料調査】
辺で実施されていない
「青森県環境白書」(青森県)、
「公共用水域及び地下水の水質測定結
ことから、現地調査に
果」(青森県)、
「地上気象観測データ」((財)日本気象協会)、
「地上気象
より現況の状況を把握
観測システム」((財)日本気象協会)、
「地形図」(国土地理院)、
「地形分
した。
類図」(青森県)、
「表層地質図」(青森県)、
「青森県土地利用基本計画図」
(青森県)、
「取水施設台帳」
（青森県）、
「青森都市計画図」(青森市)、
「住 ・二股川では、対象事業
実施区域の下流域で流
宅地図」(㈱ゼンリン)、「環境基本法」、「水質汚濁防止法」、
「青森県公
量観測が実施されてい
害防止条例」(青森県)の資料を基本とし、整理・解析を行った。
ないことから、現地調
【現地調査】
査を実施した。
現地調査の手法は以下のとおりとした。
項 目
調査手法
水質汚濁物 ｢水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年 環境庁
質濃度
告示第 59 号)、
「水質調査方法」(昭和 46 年 環境庁水質
(通常時) 保全局長通達)に準拠する方法
水質汚濁物 ｢水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年 環境庁
質濃度
告示第 59 号)及び「水質調査方法」
（昭和 46 年 環境庁水
(降雨後) 質保全局長通達）に準拠する方法
水温等
｢日本工業規格」(JIS K 0102)に準拠する方法
気象
｢地上気象観測指針｣(平成 14 年、気象庁)に準拠する方法
｢建設省河川砂防技術基準(案)同解説 調査編｣(平成 9 年、
水象
建設省河川局監修、日本河川協会編)に準拠する方法
土質
｢土の粒度試験方法」(JIS A 1204)に準拠する方法
水利用等 現地踏査による方法

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の水系とした。
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・調査地域は、対象事業
実施区域を流域とする
二股川及び新城川とし
た。

表 6.2.1-5（2） 水質に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査地点

調査期間
等

水質（地下水を除く）
工事の実施：工事に伴う排水
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理（施設停止時の生活排水）
調査、予測及び評価の手法
選定理由
・水質の調査地点は、工
【既存資料調査】
事及び施設の稼動の影
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、水質汚濁物質濃度
響を受けない上流側の
等の状況は新城川の 3 地点とし、気象の状況は青森地方気象台のデータ
地点、工事により改変
とし、水象の状況は新城川の 2 地点とした。
される地点、工事及び
【現地調査】
施設の稼動の影響が考
①水質汚濁物質濃度及び水温等の状況
えられる下流側の地点
調査地点は、図 6.2-4 に示す対象事業実施区域を流域とする二股川の
とした。
5 地点（1〜5）とした。
・土質の調査地点は、改
No.
調査地点
変地域を含めた対象事
1
対象事業実施区域 右支沢
業実施区域及びその周
2
対象事業実施区域 左支沢
辺の地点とした。
3
二股川 上流
4
二股川 中流
5
二股川 下流
②気象の状況
調査地点は、図 6.2-1 に示す 1 地点(A)とした。
③水象の状況
調査地点は、図 6.2-5 に示す対象事業実施区域を流域とする二股川の
連続観測地点 1 地点及び定期観測地点 5 地点（水質の調査地点と同じ）
とした。
④土質の状況
調査地点は、図 6.2-6 に示す改変地域を含めた対象事業実施区域及び
その周辺の 7 地点とした。
⑤水の利用の状況及び大規模発生源の状況
調査地点は、取付道路を含むごみ処理施設用地からおおよそ 500m の
範囲並びに対象事業実施区域を流域とする二股川の新城川合流前まで
の範囲とした。
・通常時調査は、季節変
【既存資料調査】
化を把握できる四季に
調査期間は、最新のものとし、水質汚濁物質濃度及び水象の状況は最
実施した。
新のものから過去 5 年間とし、気象の状況については最新のものから過
・降雨後調査は、降雨後
去 10 年間とした。
の濁水がピークとなる
【現地調査】
時に実施した。
水質の調査期間等は以下のとおりとした。
現地調査の調査期間等
項 目
調査期間等
水質汚濁物質濃度
四季
(通常時)
水質汚濁物質濃度
年 2 回（降雨後）
(降雨後)
水温等
四季
気象
1 年間
連続観測：通年
水象
定期観測：四季、年 2 回（降雨時）
土質
1回
水利用等
四季
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表 6.2.1-5（3） 水質に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
予測の手法

項 目
予測の基
本的手法

予測地域

予測地点

予測対象
時期等

評価の手法

水質（地下水を除く）
工事の実施：工事に伴う排水
土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理（施設停止時の生活排水）
調査、予測及び評価の手法
選定理由
・工事中の予測について
①予測項目
は、濁水の影響を把握
【工事中】
できる SS 及びコンクリ
工事中の降雨により流出する水質汚濁物質(SS、pH)を対象とした。
ート打設時の影響を把
【供用後】
握できる pH とした。
施設停止時に公共用水域への排出の可能性のある生活排水による排
・供用後の予測について
出が予測される、BOD、T-N、T-P を対象とした。
は、生活系排水による
②予測方法
排出が予想される BOD、
【工事中】
T-N、T-P とした。
SS については、完全混合式による予測とした。
・完全混合式による予測
pH については、事業計画に基づく定性的な予測とした。
方法は、一般的に広く
【供用後】
水質予測計算で用いら
供用後の BOD、T-N、T-P については、完全混合式による予測とした。
れており、かつ「青森
県環境影響評価技術指
針マニュアル」（青森
県、平成 15 年）に準拠
した手法とした。
予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺の水系とした。
・予測地域は、対象事業
実施区域を流域とする
二股川とした。
・予測地点は工事及び施
予測地点は、図 6.2-4 に示す排水地点下流にあたる二股川の現地調
設の稼動の影響が考え
査地点の 2 地点（4〜5）とした。
られる排水地点下流側
No.
予測地点
の現地調査地点とし
4
二股川 中流
た。
5
二股川 下流
【工事中】
SS は、敷地造成工事が完了する平成 23 年度を対象とし、pH は、基
礎・躯体工事が行われる平成 24 年度から平成 25 年度を対象とした。
【供用後】
生活排水が排出される供用後の施設停止時を予測対象とした。
①影響の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う水質の影響が実行可能な範囲で回避、低減されて
いるかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
環境基準及び農業用水基準との整合性が図られているかについて評
価した。
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・工事中については、濁
水及びアルカリ排水の
発生が大きい時期を予
測することで代表でき
るものと考えた。
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(6) 地下水（水位）
地下水(水位)に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-6(1)〜(2)に示すとおりとした。
表 6.2.1-6（1） 地下水（水位）に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査すべ
き情報

調査の基
本的手法

調査地域

調査地点

地下水（水位）
工事の実施：土地の造成・樹木の伐採等
土地又は工作物の存在及び供用：地下水の揚水
調査、予測及び評価の手法
調査すべき情報
項 目
調査すべき情報
地下水
水位の状況、利用の状況
湧水
湧水の状況
地質
地質の状況
河川
水位及び流量
法令
法令による基準等

選定理由
・工事の実施に先立ち、
現況の地下水位、地下
水の利用の状況及び湧
水の分布状況を把握し
た。

調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・地下水位の状況、湧水
の状況は、既存資料等
その結果を整理・解析した。
において、対象事業実
【既存資料調査】
施区域周辺で十分な調
「全国地下水資料台帳」(国土交通省)、
「私たちの名水」(青森県)、
査が実施されていない
「名水百選」(環境庁)、
「平成の名水百選」
（平成 20 年 6 月環境省選
ことから、現地調査に
定）、「青森市公害防止条例」(青森市)の資料を基本とし、整理・解
より現況を把握した。
析を行った。
【現地調査】
現地調査の手法は以下のとおりとした。
項 目
調査手法
地下水の水位 「地下水調査及び観測指針（案）」(平成 5 年、建設省
の状況
河川局)に準拠する方法
地下水の利用
現地踏査による方法
状況
湧水の状況 現地踏査による方法
地質の状況 ボーリング調査による方法
｢建設省河川砂防技術基準(案)同解説 調査編｣(平成
河川の水位及
9 年、建設省河川局監修、日本河川協会編)に準拠す
び流量
る方法
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

【既存資料調査】
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、地下水の水位の
状況は対象事業実施区域及びその周辺の 3 地点とし、河川の水位及び
流量の状況は新城川の 2 地点とした。
【現地調査】
①地下水の水位の状況
調査地点は、図 6.2-7 に示す対象事業実施区域及び周辺の地下水の
水位を代表する 1 地点で連続観測を、図 6.2-8 に示す対象事業実施区
域及びその周辺の 14 地点でボーリング調査時に水位を観測した。
②地下水の利用の状況
調査地点は、図 6.2-7 に示す取付道路を含むごみ処理施設用地から
おおよそ 500m の範囲とした。
③湧水の状況
調査地点は、図 6.2-7 に示す取付道路を含むごみ処理施設用地から
おおよそ 500m の範囲とした。
④地質の状況
調査地点は、図 6.2-8 に示す対象事業実施区域及びその周辺の 14 地
点とした。
⑤河川の水位及び流量の状況等
調査地点は、図 6.2-5 に示す対象事業実施区域を流域とする二股川
の連続観測地点 1 地点及び定期観測地点 5 地点とした。
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・調査地域は、土地の造
成・樹木の伐採や地下水
の揚水による影響が考
えられる範囲とした。
・調査地点は、土地の造
成・樹木の伐採や地下
水の揚水による影響が
考えられる対象事業実
施区域及びその周辺の
地点とした。

表 6.2.1-6（2） 地下水（水位）に係る調査、予測及び評価の手法
環境要素の区分
影響要因の区分
調査の手法

項 目
調査期間
等

予測の手法

予測の基
本的手法

予測地域

予測地点

予測対象
時期等

評価の手法

地下水（水位）
工事の実施：土地の造成・樹木の伐採等
土地又は工作物の存在及び供用：地下水の揚水
調査、予測及び評価の手法
【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとし、河川の水位及び流量については最新
のものから過去 5 年間とした。
【現地調査】
地下水（水位）の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
地下水の水位の状況 通年(1 地点)、ボーリング調査時(14 地点)
地下水の利用状況
2 季(豊水期･渇水期)
湧水の状況
2 季(豊水期･渇水期)
地質の状況
1回
河川の水位及び流量 通年

選定理由
・地下水の水位及び河川
の水位・流量は、年間
変動が考えられること
から、通年観測とした。
平面的な地下水位の把
握のため、ボーリング
調査時に孔内水位を観
測した。
・地下水の利用の状況及
び湧水の状況について
は、季節に応じた著し
い変化はないと考えら
れることから、豊水期
と渇水期の 2 季とした。
・地質については、季節
の変化を伴わないこと
から、適宜 1 回とした。
・予測項目は、周辺の地
下水利用への影響を把
握できる項目とした。
・予測方法は、
「青森県環
境影響評価技術指針マ
ニュアル」（平成 15 年
青森県）で示された水
理公式による簡易計算
の手法である。

①予測項目
【工事中】
土地の造成・樹木の伐採等に伴う地下水位の変化の程度を対象とし
た。
【供用後】
地下水の揚水に伴う地下水位の変化の程度を対象とした。
②予測方法
【工事中】
降雨補給を考慮した自由地下水面の基本式による方法とした。
【供用後】
部分貫入井戸における理論式である Kozeny の式
（ティームの補正式）
による方法とした。
予測地域は、取付道路を含むごみ処理施設用地からおおよそ 500m の ・予測地域は、土地の造
範囲とした。
成・樹木の伐採及び地
下水の揚水により影響
が考えられる範囲と
し、現地調査範囲と同
様とした。
予測地点は、取付道路を含むごみ処理施設用地からおおよそ 500m の ・予測地点は、土地の造
範囲とした。
成・樹木の伐採及び地
下水の揚水により影響
が考えられる地点とし
た。
・工事中は、地下水への
【工事中】
影響が最大となる時期
土地の改変面積が最大となる時期（平成 23 年度末）とする。
で予測結果が代表でき
【供用後】
るものと考えた。
施設の供用が定常状態に達した時点以降とし、ごみの処理量が最も
・供用後は、施設の通常
多いと考えられる施設稼動直後（平成 27 年度）とした。
的な稼動状態となる時
期で予測結果が代表で
きるものと考えた。
①影響の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う地下水への影響が実行可能な範囲で回避、低減さ
れているかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
第二次青森県環境計画による目標との整合性が図られているかにつ
いて評価した。
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(7) 水象（地下水を除く）
水象（地下水を除く）に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-7(1)〜(2)に示すとおり
とした。
表 6.2.1-7（1） 水象（地下水を除く）に係る調査、予測及び評価の手法

調査の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
調査すべ
き情報

水象（地下水を除く）
土地又は工作物の存在及び供用：改変後の地形・樹木伐採後の状態
調査、予測及び評価の手法
調査すべき情報
項 目
調査すべき情報
河川
河川の状況
水利用
水利用の状況
気象
降水量・気温
地形・地質 地形・地質の状況
植生
植生の状況
土地利用 土地利用の状況

選定理由
・施設の稼動に先立ち、
河川の状況を把握し
た。

調査の基
本的手法

調査は、既存資料調査及び現地調査により調査すべき情報を収集し、 ・二股川では、対象事業
実施区域の下流域で流
その結果を整理・解析した。
量観測が実施されてい
【既存資料調査】
ないことから、現地調
「地形図」(国土地理院)、
「取水施設台帳」(青森県)、
「地上気象観測データ」
査を実施した。
((財)日本気象協会)、
「地上気象観測システム」((財)日本気象協会)、
「地形図」
(国土地理院)、
「土地分類基本図」(青森県)、
「現存植生図」(環境庁)、
「青森県
土地利用基本計画図」(青森県)の資料を基本とし、整理・解析を行った。
【現地調査】
現地調査の手法は以下のとおりとした。
項 目
調査手法
｢建設省河川砂防技術基準(案)同解説 調査編｣(平成 9
河川
年 建設省河川局監修、日本河川協会編)に準拠する方法
水利用
現地踏査による方法
気象
｢地上気象観測指針｣(平成 14 年、気象庁)に準拠する方法
地形
現地踏査による方法
地質
ボーリング調査による方法
植生調査(Braun Blanquet,j.の植物社会学的手法)の方
植生
法に準拠する方法

調査地域

・調査地域は、地形の改変や
樹木の伐採による影響が
考えられる範囲とした。
・調査地点は、地形の改
【既存資料調査】
変や樹木の伐採による
調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺とし、河川の状況は新城
影響が考えられる範囲
川の 2 地点とし、気象の状況は青森地方気象台のデータとした。
とした。
【現地調査】
①河川の状況
調査地点は、図 6.2-5 に示す二股川の連続観測地点 1 地点及び定期観
測地点 5 地点とした。
②水利用の状況
調査地点は、取付道路を含むごみ処理施設用地からおおよそ 500m の
範囲並びに対象事業実施区域を流域とする二股川の新城川合流前まで
の範囲とした。
③降水量等の気象の状況(降水量・気温)
調査地点は、図 6.2-1 に示す 1 地点(A)とした。
④地形の状況
調査地点は、取付道路を含むごみ処理施設用地からおおよそ 500m の
範囲とした。
⑤地形・地質の状況
調査地点は、図 6.2-8 に示す対象事業実施区域及びその周辺の 14 地
点とした。
⑥植生の状況
現地調査の調査経路は対象事業実施区域及びその周辺の植物種の生
育環境（耕作地、樹林地等）を勘案し、事前に現地踏査を行った上
で、基本踏査経路を設定した。

調査地点

調査範囲は、対象事業実施区域及びその周辺とした。
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表 6.2.1-7（2） 水象（地下水を除く）に係る調査、予測及び評価の手法

調査の手法

環境要素の区分
影響要因の区分
項 目
調査期間
等

予測の手法

予測の基
本的手法

予測地域

水象（地下水を除く）
土地又は工作物の存在及び供用：改変後の地形・樹木伐採後の状態
調査、予測及び評価の手法
【既存資料調査】
調査期間は、最新のものとし、河川の状況は最新のものから過去 5
年間とし、気象の状況は最新のものから過去 10 年間とした。
【現地調査】
水象（地下水を除く）の調査期間等は以下のとおりとした。
項 目
調査期間等
河川
通年（自記水位計による観測）
連続観測
河川
四季、年 2 回（降雨時）
定期観測
水利用
四季
気象
通年
地形・地質 1 回
植生
年 2 回（夏季、秋季）
①予測項目
改変後の地形・樹木伐採後の状態による河川の流量の変化の程度を
対象とした。
②予測方法
土地の改変前後の土地利用の変化、融雪量を考慮したタンクモデル
による方法とした。

予測地域は、対象事業実施区域を流域とする二股川とした。

予測地点

予測地点は、図 6.2-5 に示す二股川の現地調査（連続観測）地点と
した。

予測対象
時期等

施設の供用が定常状態に達した後、水象への影響が最大となる時期
（渇水時）を含めた通年とした。

評価の手法

①影響の回避・低減に係る評価
事業の実施に伴う水象（地下水を除く）への影響が実行可能な範囲
で回避、低減されているかについて評価した。
②国または青森県等が実施する環境保全施策との整合性
第二次青森県環境計画による目標との整合性が図られているかにつ
いて評価した。
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選定理由
・河川流量は、年間変動
が考えられることか
ら、通年観測とした。
流下に伴う流量変化を
把握するため、複数地
点において四季調査を
実施した。

・予測項目は、下流域に
おける水利用への影響
を把握できる項目とし
た。
・タンクモデルは、低水
流出解析で広く用いら
れる解析手法であり、
「青森県環境影響評価
技術指針マニュアル」
（平成 15 年、青森県）
で示された方法であ
る。
・予測地域は、流況の変
化によって影響が考え
られる範囲とした。
・予測地点は、流況の変
化によって影響が考え
られる範囲とした。
・施設の通常的な稼動状
態となる時期で予測結
果が代表できるものと
考えた。

