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(8) 地形・地質 

地形・地質に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-8(1)～(2)に示すとおりとした。 

表 6.2.1-8（1） 地形・地質に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 地形・地質 

影響要因の区分 工事の実施：土地の造成・樹木の伐採等 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

地形・地質 地形及び地質の状況 

土地の安定性 土地の安定性の状況 

法令 法令による基準等  

・工事中の土地の造成・

樹木の伐採等により、

対象事業実施区域及び

その周辺の土地の安定

性に変化が予想される

ことから、地形・地質

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、

その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「土地分類基本調査 青森西部」(青森県)、「青森県史 自然編 地学」

(青森県)、「青森県の地質(青森県)」、｢文化財保護法｣、｢青森県文化財

保護条例｣(青森県)、｢地すべり等防止法｣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 

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 

土地の安定性 ボーリング調査による方法  

・地形・地質の状況は、

既存資料及び対象事業

実施区域における現地

調査により現地の状況

を把握した。 

調査地域 調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 ・調査地域は、工事中の

土地の造成・樹木の伐

採等により、土地の安

定性に変化が予想され

る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た。 

【現地調査】 

現地踏査は、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。 

ボーリング調査地点は、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。 

・ボーリング調査地点は、

対象事業実施区域内の

土地の造成を行う範囲

を把握できる地点とし

た。 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

調査期間等は以下のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

地形・地質 1 回 

土地の安定性 1 回  

・調査期間等は、季節の

変化等を伴わないこと

から、時期を定めず適

宜 1回とした。 

予
測
の
手
法 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

土地の造成、樹林の伐採等による土地の安定性の変化の程度を対象

とした。 

②予測方法 

 工事計画や地形・地質の調査結果、関係する指針等を踏まえ定性的

に予測した。 

・工事中の土地の造成・

樹木の伐採等により造

成法面が生じることか

ら、土地の安定性を予

測項目に選定した。 
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表 6.2.1-8（2） 地形・地質に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 地形・地質 

影響要因の区分 工事の実施：土地の造成・樹木の伐採等 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

予測地域 予測地域は、工事中の土地の造成・樹木の伐採等により、土地の安

定性に変化が予想される対象事業実施区域及びその周辺とした。 

・予測地域は、土地の安

定性に影響を受ける地

域として調査地域と同

様とした。 

予測地点 予測地点は、土地の安定性に対し影響を受けると想定される道路・

施設用地及び防災調整池とした。 

 

・予測地点は、土地の安

定性に変化が予測され

る法面が形成される地

点とした。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

工事の実施により土地の改変が最大となる時期とし、造成工事及び

防災調整池工事期間中（平成 23 年 12 月頃）とした。 

・地形・地質への影響が

最大となる時期で予測

結果が代表できるもの

と考えた。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う土地の安定性への影響が可能な限り回避、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 

工事に伴う土地の安定性については、設計指針等の定める基準を評

価基準とし、整合が図られているかどうかについて評価した。 
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(9) 土壌（土壌汚染） 

土壌（土壌汚染）に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.1-9(1)～(2)に示すとおりとし

た。 

表 6.2.1-9（1） 土壌（土壌汚染）に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 土壌（土壌汚染） 

影響要因の区分 土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理(煙突排ガス)、有害物質等の使用・排出 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

土壌汚染 

物質濃度 

カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、

総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四

塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、

シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタ

ン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、

シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、

ほう素、ダイオキシン類 

大気質 ダイオキシン類 

法令 法令による規制等  

・施設の稼動に伴う煙突

からの排出ガスの影響

に先立ち、現況の土壌

の状況を把握した。 

・環境基本法及びダイオ

キシン類特別措置法に

基づく土壌の汚染に係

る環境基準が設定され

ている項目を選定し

た。 

調
査
の
手
法 

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、

その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「環境基本法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」、「土壌汚染対策

法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」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 細項目 調査手法 

カドミウム、全シアン、有機燐、

鉛、六価クロム、砒素、総水銀、

アルキル水銀、PCB、銅、ジク

ロロメタン、四塩化炭素、1,2-

ジクロロエタン、1,1-ジクロロ

エチレン、シス-1,2-ジクロロ

エチレン、1,1,1‐トリクロロ

エタン、1,1,2-トリクロロエタ

ン、トリクロロエチレン、テト

ラクロロエチレン、1,3-ジクロ

ロプロペン、チウラム、シマジ

ン、チオベンカルブ、ベンゼン、

セレン、ふっ素、ほう素 

「土壌の汚染に係る環境基準に

ついて」(平成 3年 環境庁告示

第 46 号)に準拠する方法 

土壌汚染 

物質濃度 

ダイオキシン類 

「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)及び｢ダイオキシン類に係る

土壌調査測定マニュアル｣(平成

20 年 3 月、環境省水・大気環境

局土壌環境課)に準拠する方法 

大気質 ダイオキシン類 

｢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  

・「土壌の汚染に係る環境

基準について」及び「ダ

イオキシン類に係る土

壌調査測定マニュア

ル」等に準拠した。 

・対象事業実施域及びそ

の周辺において土壌汚

染調査が実施されてい

ないことから現地調査

を実施した。 
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表 6.2.1-9（2） 土壌汚染に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 土壌（土壌汚染） 

影響要因の区分 土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理(煙突排ガス)、有害物質等の使用・排出 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査地域 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。 

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た。 

【現地調査】 

調査地点は、図 6.2-9 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。 

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 

3 鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑 

土壌汚染 

4 旧戸門小学校  

・調査地点は、対象事業

実施区域及び、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。 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

土壌汚染の調査期間等は以下のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

土壌汚染物質濃度 1 回  

・調査期間等は、季節の

変化等を伴わないこと

から、時期を定めず適

宜 1回とした。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

 ごみの焼却に伴い排出されるダイオキシン類(煙突排ガス)による土

壌汚染の程度を対象とした。 

②予測方法 

 煙突排ガスの排出による周辺土壌への影響の予測は、対象事業実施区

域及びその周辺における現地調査結果、事業計画及び大気汚染予測結果

をもとに行う方法とした。 

・ごみの焼却に伴い煙突

から大気中へのダイオ

キシン類の排出が予想

されることから予測項

目に選定した。 

・大気を媒体とする汚染

が想定されることか

ら、大気汚染予測結果

を用いる方法とした。

予測地域 

 

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 予測地点は、図 6.2-9 に示す現地調査地点(1～4)及び予想される最大

着地濃度が出現する地点とした。 

№ 予測地点 

1 旧鶴ヶ坂小学校 

2 岩渡集落 

3 
鶴ヶ丘デイサービスセンター・

鶴ヶ丘苑 

4 旧戸門小学校 

－ 最大着地濃度が出現する地点  

・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

点及び特に配慮が必要

な施設のある地点とし

た。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

施設の供用が定常状態に達し、土壌の汚染の変化が定常状態になる時

期とした。 

・施設の供用後に土壌が

どの程度の大気に曝露

されるかを見るため、

定常状態とした。 

評価の手法 ①環境の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う土壌環境への影響が可能な限り回避、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 

環境基準及び第二次青森県環境計画に基づく基準・目標との整合が図

られているかどうかについて評価した。 
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6.2.2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環
境要素 

 
(1) 陸生植物 

陸生植物に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.2-1(1)～(2)に示すとおりとした。 

 

表 6.2.2-1（1） 陸生植物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 陸生植物 

影響要因の区分 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 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 

項目 調査すべき情報 

植物相及び植生

の状況 

・生育種及び分布状況 

・現存植生の種類、種組成、構造、分布状況及び遷

移状況 

・植生自然度及び潜在自然植生 

重要な種及び群

落の分布及び生

育環境の状況 

・重要な種及び群落の分布及び生育環境の状況 

法令 法令による規制等  

・土地の改変及び樹木伐

採に先立ち、現況の対

象事業実施区域及びそ

の周辺の植物相、現存

植生及び重要な種、群

落を把握した。 

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、

その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「現存植生図」(環境庁)、「青森県自然環境保全基礎調査報告書」(青

森県)、「青森県の自然」（青森県）、「日本植生誌 東北」、「新青森市史」

(青森市)、「自然環境保全基礎調査」(環境庁)、「改訂・日本の絶滅のお

それのある野生生物」(環境庁)、「植物群落レッドデータブック」、「青

森県の希少な野生生物-青森県レッドデータブック-」(青森県)、「青森

県の希少な野生生物-青森県レッドリスト(2006 年 改訂増補版)-」(青森

県)、「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」、「自然

環境保全法」、「文化財保護法」、｢青森県自然環境保全条例｣(青森県)、｢青

森県文化財保護条例｣(青森県)、「青森市文化財保護条例」(青森市)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 

植物相 植物相調査(現地での目視確認)の方法 

植 生 
植生調査（Braun Blanquet,j.の植物社会学的手法）の方

法  

・既存資料調査では、対

象事業実施区域及びそ

の周辺の植物相や植生

の状況が十分に把握さ

れていないことから現

地調査により把握し

た。 

・陸生植物の調査は、「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）に示さ

れた方法に準拠した。

調査地域 

 

調査地域は、図 6.2-10 に示す直接的な影響及び間接的な影響を受け

ると想定される、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。 

・調査地域は、土地の改

変及び樹木伐採に伴う

周辺地域への影響も十

分考慮した範囲とし

た。 

調
査
の
手
法 

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た。 

【現地調査】（図 6.2-10 参照） 

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。 

・調査経路及び調査地点

は、調査地域の植物

相・植生の特性が把握

できる経路及び地点と

した。 
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表 6.2.2-1（2） 陸生植物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 陸生植物 

影響要因の区分 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 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

陸生植物の調査期間は以下のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

植物相 年 5回（早春季、春季、初夏季、夏季、秋季の各 1回） 

植 生 年 2回（夏季、秋季の各 1回）  

・植物相の調査時期は、

種によって確認適期が

異なるため、早春季～

秋季にかけて実施し

た。 

・植生の調査時期につい

ては多くの植物が繁茂

する夏季及び秋季の 2

季に実施した。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

改変後の地形・樹木伐採後の状態が重要な植物種・植物群落に及ぼす

影響の程度を対象とした。 

②予測方法 

重要な植物種・植物群落の生育地と、事業計画による生育環境の変化

との重ね合わせにより、重要な植物・群落の消失・縮小及び生育に及ぼ

す影響について予測した。 

・重要な種及び群落に及

ぼす直接的な影響、間

接的な影響を把握でき

る予測項目及び予測手

法とした。 

予測地域 予測地域は、事業実施前後の影響を比較するため現地調査地域と同様

とした。 

・予測地域は、土地の改

変・樹木の伐採に伴う

周辺地域への影響も十

分考慮した範囲とし

た。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

土地の造成及び計画建築物の完成後とし、施設稼動直後（平成 27 年

度）とした。 

・事業特性を勘案し、重

要な種及び群落に対し

影響が大きいと考えら

れる時期とした。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う陸生植物への影響が可能な限り回避、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 

青森県自然環境保全条例及び第二次青森県環境計画に示されている

環境配慮指針との整合が図られているかどうかについて評価した。 
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図 6.2-11 

陸生植物調査地域 
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(2) 陸生動物 

陸生動物に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.2-2(1)～(3)に示すとおりとした。 

 
表 6.2.2-2（1） 陸生動物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 陸生動物 

影響要因の区分 
工事の実施：資材等の運搬、建設機械の稼動 

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、資材・製品等の運搬 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

哺乳類相、鳥類相、猛禽類、

は虫類相・両生類相、昆虫類

相及びその他の主な動物に係

る動物相の状況 

種類、分布状況及び個体数 

重要な種の生息環境の状況 
重要な種の分布及び生息状況並びに

注目すべき生息地の分布状況 

法令 法令による規制等  

・工事の実施及び土地の

改変等に先立ち、現況

の対象事業実施区域及

びその周辺の動物相及

び重要な種の生息状況

を把握した。 

調
査
の
手
法 

調査の基 

本的手法 

調査対象とする分類群は、哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類及

びその他の主な動物とした。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、その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「自然環境保全基礎調査」(環境庁)、「青森県自然環境保全基礎調査報

告書」(青森県)、「青森県鳥獣生息状況調査報告書」(青森県)、「市町村

別鳥獣生息状況調査報告書」(青森県)、「新青森市史」(青森市)、「改訂・

日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境庁)、「青森県の希少な野生生

物-青森県レッドデータブック-」(青森県)、「青森県の希少な野生生物-

青森県レッドリスト(2006 年 改訂増補版)-」（青森県）、「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」、「自然環境保全法」、「文化

財保護法」、｢青森県自然環境保全条例｣(青森県)、｢青森県文化財保護条

例｣(青森県)、「青森市文化財保護条例」(青森市)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 

哺乳類相 
フィールドサイン調査、捕獲調査、直接観察法、自動撮

影 

鳥類相 ラインセンサス法、定点センサス法、直接観察法 

猛禽類 定点調査法 

は虫類相 

両生類相 
直接観察法、任意採取法 

昆虫類相 任意採取法、ライトトラップ法、ベイトトラップ法 

その他の 

主な動物相 
直接観察法、任意採取法 

 

・既存資料調査では、対

象事業実施区域及び

その周辺の動物相の

状況が十分に把握さ

れていないことから

現地調査により把握

した。 

・陸生動物の調査は、「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）に示さ

れた方法を基に「自然

環境アセスメント技術

マニュアル」（1995 年、

自然環境アセスメント

研究会編）等で示され

た手法とした。 
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表 6.2.2-2（2） 陸生動物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 陸生動物 

影響要因の区分 
工事の実施：資材等の運搬、建設機械の稼動 

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、資材・製品等の運搬 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査地域 調査地域は、直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、

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。 

・調査地域は、土地の改

変及び樹木伐採に伴う

周辺地域への影響も十

分考慮した範囲とし

た。 

調査地点 【既存資料調査】 

調査地点は、事業実施区域及びその周辺とした。 

【現地調査】（図 6.2-11 参照） 

①哺乳類相 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、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(捕獲調査地点：5地

点（各地点にシャーマントラップ 20 個、墜落かん 5個）、自動撮影地

点：5地点)とした。 

②鳥類相 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、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(ラインセンサス法：

3定線、定点センサス法：2定点)とした。 

③猛禽類 

事業実施区域及びその周辺における希少猛禽類の利用状況を確認

できる地点（4地点）とした。 

③は虫類相・両生類相 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、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昆虫類相 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、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(ライトトラップ法：

6地点、ベイトトラップ法：5地点)とした。 

⑤その他の主な動物相 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、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。 

・調査地点及び調査ルー

トは、調査地域の生息

環境の違いを勘案し、

動物相が適切かつ効果

的に把握できる経路及

び地点とした。 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

陸生動物の調査期間等は以下のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

哺乳類相 4 季（春季、夏季、秋季、冬季） 

鳥類相 4 季（春季、初夏季、秋季、冬季） 

猛禽類 5 回（3月～7月：1回/月） 

は虫類相 

両生類相 
3 季（早春季、春季、夏季） 

昆虫類相 4 季（春季、初夏季、夏季、秋季） 

その他の 

主な動物相 
2 季（夏季、秋季） 

 

・調査期間は、季節によ

る移動特性や捕獲適

期を勘案し、調査地域

の動物相が適切かつ

効果的に把握できる

時期とした。 

・特に鳥類については、

移動特性が調査結果

に影響しやすいこと

から、渡り時期等を十

分に考慮して調査日

程を設定した。 

・猛禽類については、多

くの希少猛禽類の繁

殖期にあたる早春～

夏季に調査期間を設

定した。 
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表 6.2.2-2（3） 陸生動物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 陸生動物 

影響要因の区分 
工事の実施：資材等の運搬、建設機械の稼動 

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、資材・製品等の運搬 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

【工事中】 

a.工事用車両の走行が重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響

の程度を対象とした。 

b.建設機械の稼動が重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の

程度を対象とした。 

【供用後】 

c.改変後の地形・樹木伐採後の状態が重要な種及び注目すべき生息

地に及ぼす影響の程度を対象とした。 

d.ごみ等搬出入車両の走行が重要な種及び注目すべき生息地に及ぼ

す影響の程度を対象とした。 

②予測方法 

【工事中】 

a.重要な種及び注目すべき生息地と、工事用車両の走行による生息

環境の変化との重ね合わせにより、重要な種の生息に及ぼす影響

について予測した。 

b.重要な種及び注目すべき生息地と、建設機械の稼動による生息環

境の変化との重ね合わせにより、重要な種の生息に及ぼす影響に

ついて予測した。 

【供用後】 

c.重要な種及び注目すべき生息地と、地形の改変及び樹木伐採によ

る生息環境の変化との重ね合わせにより、重要な種の生息地の消

失・縮小及び生息に及ぼす影響について予測した。 

d.重要な種及び注目すべき生息地と、ごみ等搬出入車両の走行によ

る生息環境の変化との重ね合わせにより、重要な種の生息に及ぼ

す影響について予測した。 

・重要な種の生息に及ぼ

す直接的な影響、間接

的な影響を把握できる

予測項目及び予測手法

とした。 

予測地域 予測地域は、事業実施前後の影響を比較するため現地調査地域と同様

とした。 

・予測地域は、土地の改

変及び樹木の伐採に伴

う周辺地域への影響を

十分考慮した範囲とし

た。 

予
測
の
手
法 

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。 

・工事中については陸生

動物への影響が最大と

なる時期とした。 

・供用後については、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。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う重要な種及び注目すべき生息地への影響が可能な

限り回避、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 

青森県自然環境保全条例及び第二次青森県環境計画に示されている

環境配慮指針との整合が図られているかについて評価した。 
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図 6.2-12 

陸生動物調査地域 
及び調査地点 
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(3) 水生生物 

水生生物に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.2-3(1)～(2)に示すとおりとした。 

 

表 6.2.2-3（1） 水生生物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 水生生物 

影響要因の区分 
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：改変後の地形・樹木伐採後の状態 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

水生植物

の状況 

・水草等に係る植物相の種類及び現存量、並びに植物群
落の種類、種組成、構造及び分布状況 
・付着藻類の種組成及び現存量 

水生動物

の状況 
・魚類（遊泳動物）の種類、現存量及び分布状況 
・底生動物の種類、現存量及び分布状況 

重要な種 
・重要な植物の種及び群落の分布、生育の状況 
・重要な動物の種の分布、生息の状況並びに注目すべき
生息地の分布状況 

法令 法令による規制等  

・事業の実施に伴う工事

の実施及び土地の改変

に先立ち、現況の対象

事業実施区域及びその

周辺の水生生物相及び

注目すべき種の生育・

生息状況を把握した。

調査の基 

本的手法 

調査対象とする分類群は、植物、付着藻類、魚類、底生動物とした。

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、そ

の結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「現存植生図」(環境庁)、「青森県自然環境保全基礎調査報告書」(青

森県)、「日本植性誌 東北」、「新青森市史」(青森市)、「自然環境保全基

礎調査」(環境庁)、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境

庁)、「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」(水産庁)、「青

森県の希少な野生生物-青森県レッドデータブック-」(青森県)、「青森県

の希少な野生生物-青森県レッドリスト(2006 年 改訂増補版)-」(青森

県) 、「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」、「自然

環境保全法」、「文化財保護法」、｢青森県自然環境保全条例｣(青森県)、｢青

森県文化財保護条例｣(青森県)、「青森市文化財保護条例」(青森市)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 細 目 調査手法 

植物相 直接観察法とした。 

植物群落 
Braun Blanquet,j.の植物社会学的手法

とした。 
水生植物 

付着藻類相 コドラート法とした。 

魚類相 魚類捕獲調査とした。 
水生動物 

底生動物相 コドラート法及び任意捕獲とした。  

・既存資料調査では、対

象事業実施区域及び

その周辺の水生生物

相の状況が十分に把

握されていないこと

から現地調査により

把握した。 

・水生生物の調査は、「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）

等で示された方法に

準拠した。 

調査地域 調査地域は、直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、

取付道路を含むごみ処理施設用地からおおよそ500mの範囲及び二股川の

新城川合流前までの範囲とした。 

・調査地域は、工事に伴
う排水、土地の改変及
び樹木の伐採に伴う周
辺地域への影響も十分
考慮した範囲とした。

調
査
の
手
法 

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た。 

【現地調査】（図 6.2-12 参照） 

①植物相、植生 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される対象事業実施区

域を含む集水域を包含する、取付道路を含むごみ処理施設用地からおお

よそ 500m の範囲内の水域並びに、二股川の新城川合流前までとした。 

②付着藻類相、魚類相、底生動物相 

直接的な影響及び間接的な影響を受けると想定される、対象事業実施

区域を流域とする二股川の 5地点とした。 

・調査地域の生息環境の

違いを勘案し、水生生

物相が適切かつ効果的

に把握できる地点とし

た。 
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表 6.2.2-3（2） 水生生物に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 水生生物 

影響要因の区分 
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：改変後の地形・樹木伐採後の状態 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

水生生物の状況は、最新のものとした。 

【現地調査】 

水生生物の調査期間等は以下のとおりとした。 

項 目 細 目 調査期間等 

植物相 4 季（春季、初夏季、夏季、秋季） 

植生 2 季（夏季、秋季） 水生植物 

付着藻類相 3季（春季、夏季、秋季） 

魚類相 3 季（春季、夏季、秋季） 
水生動物 

底生動物相 3季（春季、夏季、秋季）  

・調査期間は、季節によ

る移動特性や捕獲適

期を勘案し、調査地域

の水生生物相が適切

かつ効果的に把握で

きる時期とした。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

【工事中】 

工事に伴う排水が水生植物の重要な種及び群落、水生動物の重要な種

及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度を対象とした。 

【供用後】 

改変後の地形・樹木伐採後の状態が水生植物の重要な種及び群落、水

生動物の重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度を対象と

した。 

②予測方法 

水質、水象(地下水を除く)の各予測結果を踏まえ、生息環境の変化と

の重ね合わせにより、重要な種の生息地の消失・縮小及び生息に及ぼす

影響について予測した。 

・予測項目は、重要な種

等の生息、生育に及ぼ

す直接的な影響、間接

的な影響を把握でき

る項目とした。 

予測地域 

予測地点 

予測地域は、事業実施前後の影響を比較するため現地調査地域と同様

とした。 

・予測地域は、工事に伴

う排水、土地の改変及

び樹木の伐採に伴う

周辺地域への影響も

十分考慮した範囲と

した。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

【工事中】 

工事の内容を勘案し、重要な種及び群落、注目すべき生息地に著しい

影響を与えると考えられる時期とし、水の濁り(SS)による影響は、敷地

造成工事が完了する平成 23年を対象とし、水の汚れ (pH)による影響は、

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】 

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。 

・水生生物への影響を的

確に把握できる時期と

した。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う水生植物の重要な種及び群落、水生動物の重要な種

及び注目すべき生息地への影響が可能な限り回避、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 

青森県自然環境保全条例及び第二次青森県環境計画に示されている

環境配慮指針との整合が図られているかについて評価した。 
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図 6.2-13 

水生生物調査地域 
及び調査地点 
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(4) 生態系 

生態系に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.2-4(1)～(2)に示すとおりとした。 

 

表 6.2.2-4（1） 生態系に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 生態系 

影響要因の区分 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 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

生態系 生態系の種類、構造、分布状況及び遷移状況 

地域を 

特徴づける

生態系 

・地域を特徴づける生態系の分布 

・地域を特徴づける生態系を構成する複数の注目

種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境

若しくは生育環境の状況 

法令 法令による規制等  

・土地の改変及び樹木の

伐採に先立ち、対象事

業実施区域及びその

周辺における生態系

の構成要素、構造及び

機能を把握した。 

調
査
の
手
法 

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、

その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「現存植生図」(環境庁)、「地形分類図」(青森県)、「表層地質図」(青森

県)、「自然環境保全基礎調査」(環境庁)、「青森県自然環境保全基礎調査報

告書」(青森県)、「青森県鳥獣生息状況調査報告書」(青森県)、「市町村別

鳥獣生息状況調査報告書」(青森県)、「新青森市史」(青森市) 、「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」、「自然環境保全法」、「文

化財保護法」、｢青森県自然環境保全条例｣(青森県)、｢青森県文化財保護条

例｣(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「(1)陸生植物」、「(2)陸生動物」及び「(3)水生生

物」と同様とし、調査結果について以下の項目のとおり整理・解析した。 

項 

目 
細 目 整理・解析手法 

種類 

「地形及び地質」の調査結果等と、「現存植

生図」等を重ね合わせ、均質性を有する生

態系の類型化と空間的な区分を行った。 

構造 

類型区分された各々の生態系について、「陸

生植物」、「陸生動物」、「水生生物」の調査

結果を用いて、対象とする生態系の垂直

的・水平的な相互関係について整理した。 
生

態

系 

分布状況及び

遷移状況 

類型区分した生態系について、「類型区分

図」として図化し、調査地域の生態系の分

布状況を把握した。また、調査地域に遷移

途上の生態系が含まれる場合には、その生

態系の遷移過程、過去に成立した生態系等

から、その生態系の遷移過程及び遷移の方

向性を推定した。 

分布 

上位性、典型性、特殊性等の観点から当該

地域を特徴づける生態系を抽出し、類型区

分図を基に、その分布状況を把握した。 

地

域

を 

特

徴

づ

け

る

生

態

系 

地域を 

特徴づける生

態系を構成す

る複数の注目

種等の生態、他

の動植物との

関係又は生息

環境若しくは

生育環境 

当該地域の生態系の特性を指標する複数の

代表的な種及び群集を注目種等として抽出

し、他の動植物種との相互関係及び生息、

生育環境との関係を把握した。 

 

・既存資料調査では、対

象事業実施区域及びそ

の周辺の生態系の状況

が十分に把握されてい

ないことから現地調査

により把握した。 

・生態系の調査は、「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）に示さ

れた方法に準拠した。
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表 6.2.2-4（2） 生態系に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 生態系 

影響要因の区分 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 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査地域 事業の実施により、地域を特徴づける生態系に直接的な影響及び間接

的な影響を受けると想定される範囲とし、「陸生植物」、「陸生動物」、「水

生生物」の調査範囲を基本とした、取付道路を含むごみ処理施設用地か

らおおよそ 500m の範囲及び二股川の新城川合流前までとした。 

（図 6.2-13 参照） 

・調査地域は、「陸生植

物」、「陸生動物」、「水

生生物」の調査地域と

した範囲を基本とし、

生態系の区分は現存植

生図の図示範囲と同じ

とすることで、生態系

への影響が及ぶ地域を

包括する範囲とした。

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た。 

【現地調査】 

調査地点は、「陸生植物」、「陸生動物」、「水生生物」の調査地点を基

本とし、生態系の注目種の特性が把握できる経路及び地点とした。 

・調査地点は、「陸生植

物」、「陸生動物」、「水

生生物」の調査地点を

基本とした。 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

生態系の調査期間等は以下のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

生態系 

地域を 

特徴づける

生態系 

陸生植物、陸生動物及び、水生生物調査と同じ

時期とした。 

 

・調査期間は、調査地域

の動植物相が適切かつ

効果的に把握できる時

期とし、「陸生植物」、

「陸生動物」、「水生生

物」の調査期間と同じ

とした。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

改変後の地形・樹木伐採後の状態が地域を特徴づける生態系に及ぼす

影響の程度を対象とした。 

②予測方法 

事業による影響要因を把握し、影響の伝搬経路を整理した上で、生態

系を構成する環境要素及び注目種等への影響について、分布状況と改変

区域との重ね合わせや食物連鎖上の位置、生息環境及び生育環境の改変

の程度を踏まえた類似事例や生態学的な知見の引用、解析により予測し

た。 

・予測項目は、注目種の

生息に及ぼす直接的な

影響、間接的な影響を

把握できる項目とし

た。 

・予測手法は、地域を特

徴づける生態系の注目

種への影響を予測する

ため、事業による影響

要因を把握し、影響の

伝播経路を整理できる

手法とした。 

予測地域 

予測地点 

現地調査と同じ範囲を基本とし、注目種等についてはそれらの生態に

応じて適切な範囲を設定した。 

・予測地域は、注目種の

生態に応じて適切な地

域を設定し、土地の改

変に伴う周辺地域への

影響も十分考慮した範

囲とした。 

予
測
の
手
法 

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）とした。 

・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。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う生態系への影響が可能な限り回避、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 

青森県自然環境保全条例及び第二次青森県環境計画に示されている

環境配慮指針との整合が図られているかについて評価した。 
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図 6.2-14 

生態系調査地点 
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6.2.3 人と自然との豊かな触れ合いの確保及び歴史的文化的遺産等への配慮を旨として調査、予測
及び評価されるべき環境要素 

 
(1) 景 観 

景観に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.3-1(1)～(2)に示すとおりとした。 

 

表 6.2.3-1（1） 景観に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 景観 

影響要因の区分 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、工作物の出現 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

主要な眺望点の

状況 

・主要な眺望点の位置及び分布状況 

・主要な眺望点の眺望領域 

景観資源の状況 

・主要な景観資源の構成要素 

・地域の景観資源特性 

・特筆すべき景観資源の分布状況及び構成要素 

・特筆すべき景観資源の価値の程度及び内容 

主要な眺望景観

の状況 

・主要な眺望点における眺望景観の状況 

法令 法令による基準等  

・施設の存在に先立ち、

現況の主要な眺望点の

状況、景観資源の状況、

主要な眺望景観の状況

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、

その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「地形図」(国土地理院)、「自然環境保全基礎調査」(環境庁)、「ふる

さと眺望点」(青森県)、「あおもりの景観 67 選」(青森県)、「地域別景

観特性ガイドプラン」(青森県)、「文化財保護法」、｢青森県文化財保護

条例｣(青森県)、｢青森県自然環境保全条例｣(青森県)、「景観法」、｢青森

県景観条例｣(青森県)、｢青森市景観条例｣(青森市)、「青森市景観計画」

（青森市）、「青森市景観形成ガイドライン」（青森市）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 

主要な眺望景観 主要な眺望点からの写真撮影による。  

・主要な眺望景観の状況

は、既存資料等におい

て対象事業実施区域及

びその周辺で十分に把

握されていないことか

ら現地調査を実施し

た。 

調査地域 調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。  

調
査
の
手
法 

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た。 

【現地調査】 

調査地点は、図 6.2-14 に示す、不特定多数の人の利用度や滞留度が

高い場所等の代表的な地点として対象事業実施区域の周辺の 6地点（1

～6）及び市街地からの眺望地点として 1地点（7）とした。 

No. 地点名称 

1 女蛇山 

2 鶴ヶ丘デイサービスセンター・鶴ヶ丘苑 

3 森の広場 

4 東北自動車道付近 

5 旧鶴ヶ坂小学校 

6 栄山 

7 青森県庁北棟8階展望ホール  

・調査範囲において、不

特定多数の人の利用度

や滞留度が高い場所等

の代表的な地点から、

調査地点を設定した。
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表 6.2.3-1（2） 景観に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 景観 

影響要因の区分 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、工作物の出現 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

調査期間は以下のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

主要な眺望景観の状況 2季（春季、秋季）  

・調査時期は、対象事業

実施区域及びその周辺

は、土地利用が樹林地

であることから、葉が

繁る前の春季、紅葉時

期の秋季に実施した。

・写真撮影は、視程状況

を考慮して晴天日と

し、撮影方向に対し順

光、側光となる時間に

実施した。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

改変後の地形・樹木伐採後の状態及び計画建築物の建設による、主要

な眺望景観の変化の程度を対象とした。 

②予測方法 

◆構成要素の変化の程度 

改変前後を重ね合わせ、景観構成要素の変化を図上解析することによ

り変化の程度を予測した。 

◆眺望景観の変化の程度 

完成予想図（フォトモンタージュ）の作成による予測とした。 

・不特定多数の人の利用

度や滞留度が高い場所

等の代表的な地点から

撮影した写真と対象事

業に係る施設の完成予

想図を作成し、眺望の

変化を視覚的表現手法

によって予測を実施し

た。また、改変前後を

重ね合わせ、景観構成

要素の変化を図上解析

することにより変化の

程度を予測した。 

・主要な眺望点、景観資

源の分布の改変の程度

については既存資料調

査の結果、対象事業実

施区域内に存在しない

ことから予測は実施し

ない。 

予測地域 

 

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、現地調査

範囲と同様とすること

により、主要な眺望点

からの眺望景観への影

響を予測できるものと

考えた。 

予測地点 予測地点は、図 6.2-14 に示す以下の 3地点とした。 

No. 地点名称 

1 女蛇山 

6 栄山 

7 青森県庁北棟8階展望ホール 

・予測地点は、現地調査

より対象事業実施区域

が視認された地点とし

た。 

 

 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

供用が開始する平成 27 年度とした。 ・土地の改変、樹木の伐

採及び施設の存在を予

測対象とするため、施

設が存在する時期で代

表できるものと考え

た。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う景観への影響が可能な限り回避、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 

青森市景観計画、青森市公共事業景観形成基準及び青森市景観形成ガ

イドラインによる基準、目標等との整合が図られているかについて評価

した。 
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(2) 人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.3-2(1)～(2)に

示すとおりとした。 

 

表 6.2.3-2（1） 人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 人と自然との触れ合いの活動の場 

影響要因の区分 
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：工作物の出現、資材・製品等の運搬 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

人と自然との触れ合いの活動の場の種類、位置及び

規模 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利

用状況及び利用環境の状況 

法令 法令による基準等  

・工事の実施に先立ち、

現況の人と自然との触

れ合いの活動の場の状

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、

その結果を整理・解析した。 

【既存資料調査】 

「土地利用現況図」(青森県)、「航空写真」(国土地理院)、「自然環境

保全基礎調査」(環境庁)、「あおもりの景観 67 選」(青森県)、「青森市

観光地図」(青森市)、「青森 110 山」(東奥日報社)、「自然環境保全法」、

「文化財保護法」、「青森県自然環境保全条例」(青森県)、「青森県文化

財保護条例」(青森県)、「青森県景観条例」(青森県)、「青森県ふるさと

の森と川と海の保全及び創造に関する条例」(青森県)、「青森市景観条

例」(青森市)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 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場の利

用状況、利用環境 

現地踏査及び施設の管理者や利用者か

らの聞き取りによる。 
 

・主要な人と自然との触

れ合い活動の場の利用

状況等については、既

存資料等において対象

事業実施区域及びその

周辺で十分に把握され

ていないことから現地

調査を実施した。 

調査地域 

 

調査地域は、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た。 

【現地調査】 

調査地点は、図 6.2-15 に示す事業実施区域及びその周辺の 1地点(森

の広場)とした。 

・対象事業実施区域及び

その周辺に位置し、地

域住民の日常的な自然

との触れ合いの活動の

場として森の広場を調

査地点に選定した。 

調
査
の
手
法 

調査期間 

等 

【既存資料調査】 

調査期間は、最新のものとした。 

【現地調査】 

人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況等の調査期間等は以下

のとおりとした。 

項 目 調査期間等 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場の利

用状況、利用環境 

2 季（夏季、秋季） 

 

・森の広場の開場期間中

（5 月～10 月）の季節

変化による利用形態及

び利用最盛期を考慮し

て、夏季（夏休み期間）

と秋季（紅葉時期）を

設定した。 
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表 6.2.3-2（2） 人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 人と自然との触れ合いの活動の場 

影響要因の区分 
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：工作物の出現、資材・製品等の運搬 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

【工事中】 

工事用車両の走行が主要な人と自然との触れ合いの活動の場に及ぼ

す変化の程度を対象とした。 

【供用後】 

計画建築物の建設及びごみ等搬出入車両の走行が主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場に及ぼす変化の程度を対象とした。 

②予測方法 

【工事中】 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場のアクセスルートの交通量

の変化の程度及び利用機会の減少について、工事計画及び聞き取り調

査結果の解析により予測した。 

【供用後】 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場からの眺望景観の変化の程

度、主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートの交

通量の変化の程度及び利用機会の減少について、事業計画及び聞き取

り調査結果の解析により予測した。 

・工事用車両及びごみ等

搬出入車両の走行によ

りアクセスルートの交

通量の変化が見込まれ

ることから、交通量の

変化の程度、利用機会

の減少について予測を

実施した。 

・計画建築物の建設によ

り、主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場

からの眺望景観の変化

が見込まれることか

ら、景観の予測手法と

同様にフォトモンター

ジュによる予測を実施

した。 

予測地域 

 

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、現地調査

範囲と同様とすること

で、主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場

への影響を予測できる

ものと考えた。 

予測地点 予測地点は、図 6.2-15 に示す現地調査地点と同じ森の広場とした。 ・予測地点は、現地調査

地点と同様とすること

で、主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場

への影響を予測できる

ものと考えた。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

【工事中】 

森の広場の利用期間中の、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。 

・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、ごみ等搬出

入車両及び施設の存在

を予測対象とするた

め、施設が存在し、定

常的な稼動状態となる

時期で代表できるもの

と考えた。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施に伴う人と自然との触れ合いの活動の場への影響が可能

な限り回避、低減されているかについて評価した。 
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図 6.2-16 

人と自然との触れ合い 
の活動の場調査地点 
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6.2.4 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 
(1) 廃棄物等 

廃棄物等に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.4-1 に示すとおりとした。 

表 6.2.4-1 廃棄物等に係る予測及び評価の手法 

環境要素の区分 廃棄物等 

影響要因の区分 
工事の実施：廃棄物等の発生・処理 

土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

廃棄物の種類ごとの

発生状況、再利用の状

況及び処理の状況 

対象市町村のごみの排出状況、再利

用の状況及び処理の状況 

排出原単位 建設工事に伴う廃棄物の排出原単位

法令 法令による基準等  

・工事の実施に伴う廃棄物等の発

生・処理及び供用後の廃棄物の処

理により発生する廃棄物の発生

量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
の
手
法 

調査の基 

本的手法 

 調査は、既存資料調査により調査すべき情報として、「建築系

混合廃棄物の原単位調査報告書」（社団法人建築業協会）、「建築

系混合廃棄物の組成及び原単位調査報告書」（社団法人建築業協

会）、「建設副産物適正処理推進要綱」(国土交通省）、「リサイク

ル原則化ルール」（国土交通省）、「建設リサイクル推進計画

2008」（国土交通省）、「青森県建設リサイクル推進指針」（青森

県）、「第二次青森県環境計画」(青森県)、「青森市廃棄物循環型

社会基盤施設整備事業計画」（青森市）、「建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律」の資料を基本とし、整理・解析を行

った。 

・最新の資料を収集するものとし

た。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

【工事中】 

造成工事に伴い発生する樹木の伐採・伐根、計画建築物の建

設により発生する廃棄物等の種類ごとの発生状況、再利用の状

況及び処理処分の状況を対象とした。 

【供用後】 

ごみの焼却、破砕選別に伴い発生する廃棄物等の種類ごとの

発生状況、再利用の状況及び処理処分の状況を対象とした。 

②予測方法 

事業計画、施工計画からの推定、排出原単位からの算定によ

り予測した。 

・工事の実施及び供用後の廃棄物

の処理による廃棄物等の発生

量、種類等が把握できる予測項

目及び予測手法とした。 

予測地域 予測地域は、対象事業実施区域とした。 ・廃棄物等は、施設の建設及び供

用に伴い発生することから対象

事業実施区域内とした。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

【工事中】 

工事の期間全体（平成 22 年から平成 26 年）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。

・工事の実施に伴う廃棄物等の発

生量等は、工事期間全体を対象

とすることで、工事中に発生す

る廃棄物の全てが対象となる。

・供用後の廃棄物等の処理に伴う

廃棄物の発生量等は、施設の定

常的な稼動状態で予測結果が代

表できるものと考えた。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施による廃棄物の発生が事業者により可能な限り回

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 

青森県建設リサイクル推進指針及び第二次青森県環境計画に

よる基準、目標等との整合が図られているかについて評価した。
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(2) 副産物（残土） 

副産物（残土）に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.4-2 に示すとおりとした。 

 

表 6.2.4-2 副産物（残土）に係る予測及び評価の手法 

環境要素の区分 副産物（残土） 

影響要因の区分 工事の実施：廃棄物等の発生・処理(土地の造成) 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

法令 法令による基準等  

・土地の造成に伴い発生

する建設発生土の評価

を行うための基礎情報

として調査項目に選定

した。 

調
査
の
手
法 

調査の基 

本的手法 

 調査は、既存資料調査により調査すべき情報として、「建設副産物適

正処理推進要綱」(国土交通省）、「リサイクル原則化ルール」（国土交

通省）、「建設リサイクル推進計画 2008」（国土交通省）、「第二次青森県

環境計画」(青森県)の資料を基本とし、整理を行った。 

・最新の資料を収集する

ものとした。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

土地の造成により発生する建設発生土量、及び対象事業実施区域外

への搬出土量、再利用及び処理処分の状況を対象とした。 

②予測方法 

施工計画を基に、建設発生土の発生量、再利用量及び処分量を予測

した。 

・工事の実施による建設

発生土の発生量が把握

できる予測項目及び予

測手法とした。 

予測地域 

 

予測地域は、対象事業実施区域内とした。 ・建設発生土は、土地の

造成に伴い発生するこ

とから対象事業実施区

域内とした。 

予
測
の
手
法 

予測対象 

時期等 

工事の期間全体（平成 22 年から平成 26 年）とした。 ・工事の実施に伴う建設

発生土は主に、土地の

造成により発生するこ

とから、土地の造成期

間を対象とした。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施による副産物(残土)の発生が可能な限り回避、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 

建設副産物適正処理推進要綱、リサイクル原則化ルール、建設リサ

イクル推進計画2008及び第二次青森県環境計画に示されている建設発

生土の発生抑制のための方策との整合が図られているかについて評価

した。 
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(3) 温室効果ガス等 

温室効果ガス等に係る調査、予測及び評価の手法は、表 6.2.4-3 に示すとおりとした。 

 

表 6.2.4-3 温室効果ガス等に係る調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 温室効果ガス等 

影響要因の区分 土地又は工作物の存在及び供用：廃棄物の処理 

項 目 調査、予測及び評価の手法 選定理由 

調査すべ 

き情報 

調査すべき情報 
項 目 調査すべき情報 

排出原単位 
廃棄物処理・焼却施設の稼動に関する温室効果ガス

の排出原単位 

対策の実施

状況 

温室効果ガスの排出を削減するための対策や取組、

エネルギー使用量の削減目標 

法令 法令による基準等  

・廃棄物の処理に係る温室

効果ガス発生量の予測を

行うための基礎情報とし

て調査項目に選定した。

調
査
の
手
法 

調査の基 

本的手法 

 調査は、既存資料調査により調査すべき情報として、「温室効果ガス

排出量算定・報告マニュアル」（環境省・経済産業省）、｢市町村におけ

る循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針｣(環境

省)、「青森市地球温暖化対策実行計画」（青森市）、「青森市地域新エネ

ルギー・省エネルギービジョン」（青森市）、「地球温暖化対策の推進に

関する法律」、「青森県地球温暖化防止計画」（青森県）、「エネルギーの

使用の合理化に関する法律」を基本とし、整理・解析を行った。 

・最新の資料を収集するも

のとした。 

予測の基 

本的手法 

①予測項目 

ごみの焼却、破砕選別及びごみ等搬出入車両の走行により発生する

温室効果ガス排出の状況(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素)を対象

とした。 

②予測方法 

排出原単位から、本事業における温室効果ガスの排出量の程度を予

測した。 

･廃棄物の焼却、破砕選別

及びごみ等搬出入車両の

走行によって発生が予想

される二酸化炭素、一酸

化二窒素、メタンを温暖

化効果ガスの予測項目と

した。 

･破砕選別に用いる機器

は、ごみ焼却処理による

発電電力を使用する計画

であり、消費電力量とし

て考慮した。 

予測地域 

 

予測地域は、対象事業実施区域及びごみ等搬出入ルートとした。 ・温室効果ガスは、ごみの

焼却､破砕選別及びごみ

等搬出入車両の走行に

より発生することから、

対象事業実施区域及び

ごみ等搬出入ルートと

した。 

予
測
の
手
法 

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）とした。 

・施設の稼動により温室効

果ガスが発生することか

ら、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。 

評価の手法 ①影響の回避・低減に係る評価 

事業の実施による温室効果ガス等の発生量が可能な限り回避、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 

青森県地球温暖化防止計画において示されている地球温暖化対策と

の整合が図られているかについて評価した。 

 

 


