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7.9 土壌（土壌汚染） 
7.9.1 廃棄物の処理、有害物質等の使用・排出 

土地又は工作物の存在及び供用における廃棄物の処理(煙突排ガス)による土壌汚染について、

調査、予測及び評価を行った結果は以下のとおりである。 

 

(1) 調査結果 

1) 土壌汚染物質の濃度の状況 

① 現地調査 

(ｱ) 調査項目及び調査手法 

調査項目及び調査手法は、表7.9-1に示すとおりとした。 

 

表 7.9-1 調査項目及び調査手法 

調査項目 調査手法 

土壌の汚
染に係る
環境基準
が設定さ
れている
項目 

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、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、銅 

「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）に準拠する方法 

ダイオキ
シン類 

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）、「ダイオキシン類に係る大気環境
調査マニュアル」（平成 18 年、環境省）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 

 

(ｲ) 調査地域・地点 

調査地域は、対象事業実施区域内及びその周辺とした。調査地点は、表 7.9-2 及び図 7.9-1 に

示すとおり、対象事業実施区域を代表する地点(A)、及び周辺における最寄りの配慮を要する施

設 4地点の計 5地点とした。 

 

表 7.9-2 調査地点 

調査地域 地点番号 地点名 

対象事業実施区域内 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 
対象事業実施区域周辺 

4 旧戸門小学校 
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(ｳ) 調査期間 

調査期間は、表7.9-3に示すとおりである。 

表 7.9-3 調査期間 

調査項目 調査時期(試料採取) 

土壌の汚染に係る環境基準が設定されている項目、
ダイオキシン類（土壌） 

平成 20 年 5 月 8 日 

ダイオキシン類（大気質） 冬季：平成 20 年 1 月 26 日～2月 1日 
春季：平成 20 年 5 月 17 日～5月 23 日 
夏季：平成 20 年 7 月 24 日～7月 30 日 
秋季：平成 20 年 10 月 24 日～10 月 30 日 

 

(ｴ) 調査結果 

  ｱ 土壌の汚染に係る環境基準が設定されている項目 

土壌の汚染に係る環境基準が設定されている項目の調査結果を、表 7.9-4 に示す。 

調査の結果、ふっ素及び銅以外の項目は、全調査地点で定量下限値未満または不検出であり、

全ての項目、地点で環境基準値を下回っていた。 

 

表 7.9-4 調査結果（土壌の汚染に係る環境基準が設定されている項目） 

項目名         地点名

A.  
対象事業実
施区域 

1. 
旧鶴ヶ坂 
小学校 

2.  
岩渡集落 

3. 鶴ヶ丘ﾃﾞ
ｲｻｰﾋ ﾞ ｽｾ ﾝ ﾀ
ｰ・鶴ヶ丘苑

4.  
旧戸門 
小学校 

環境基準値※ 

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 

全シアン mg/L 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

有機燐 mg/L 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

鉛 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

六価クロム mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 以下 

砒素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

PCB mg/L 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.03 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 以下 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006 以下 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 

セレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 以下 

ふっ素 mg/L <0.08 <0.08 <0.08  0.24  0.11 0.8 以下 

ほう素 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1 以下 

銅 mg/kg 乾  0.9 <0.5  2.1 <0.5 <0.5 125 未満 

 ※「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) 
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  ｲ ダイオキシン類 

ダイオキシン類の調査結果を、表 7.9-5 に示す。 

調査の結果、ダイオキシン類は、0.071～1.1pg-TEQ/g であり、全地点で環境基準値を下回っ

ていた。 

 

表 7.9-5 調査結果（ダイオキシン類） 

項目名         地点名 

A.  
対象事業実
施区域 

1. 
旧鶴ヶ坂 
小学校 

2.  
岩渡集落 

3. 鶴ヶ丘ﾃﾞ
ｲｻｰﾋ ﾞ ｽｾ ﾝ ﾀ
ｰ・鶴ヶ丘苑

4.  
旧戸門 
小学校 

環境基準値※

ダイオキシン類（pg-TEQ/g）  0.35 0.092 1.1 0.41 0.071 1,000 

※「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」

(平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号) 

 

2) 大気質の状況 

「7.1 大気質 7.1.3 廃棄物の処理、有害物質等の使用・排出 (1) 調査結果 1) 大気質

の状況 ②現地調査 (ｴ)調査結果 ｵ ダイオキシン類」と同じである。 

 

3) 法令の状況 

「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 (4) 土壌汚染」と同じであ

る。 
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(2) 予測及び評価の結果 

1) 予測 

① 予測項目 

予測項目は、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

度とした。 

 
② 予測地域及び予測地点 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とし、予測地点は、表 7.9-6 及び図 7.9-3 に示す

最大着地濃度出現地点及び現地調査地点の 5地点とした。 

 

表 7.9-6 予測地点 

予測地点 

- 最大着地濃度出現地点 

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 

 

 

③ 予測対象時期 

予測対象時期は、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。 
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④ 予測手法 

(ｱ) 予測手順 

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基に行う方法とした。 

予測手順は、図7.9-2に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.9-2 予測手順 

 

⑤ 予測結果 

(ｱ) ダイオキシン類 

現地調査の結果、各予測地点の土壌中のダイオキシン類の濃度は0.071～1.1pg-TEQ/gと環境基

準（1,000pg-TEQ/g）と比べ、1/1,000～1/10,000程度であった。また、各予測地点の大気中のダ

イオキシン類の濃度は0.009～0.50pg-TEQ/m3であった。 

ごみ処理施設の稼動による煙突排ガスの排出による大気中のダイオキシン類濃度の年平均値の

予測結果は、表7.9-7に示すとおりである。また、ダイオキシン類の最大着地濃度出現地点及び拡

散状況を図7.9-3に示す。ダイオキシン類の最大着地濃度出現地点は対象事業実施区域の南南東側

約850m離れた地点であり、現在は山林として利用されている。 

ごみ処理施設の稼動による大気中のダイオキシン類濃度（最大着地濃度）は0.0002pg-TEQ/m3

と予測され、現地調査における大気中の濃度と比較して十分に小さいことから、ごみの焼却に伴

い排出されるダイオキシン類による土壌汚染の程度は小さいと予測された。 

 

表 7.9-7 ごみ処理施設の稼動によるダイオキシン類濃度（大気）の予測結果 

単位：pg-TEQ/ m3 

項目名     地点名 
最大着地濃度 
出現地点 

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 

ダイオキシン類（大気） 0.0002 0.0001 未満 0.0001 0.0001 0.0001 

土壌汚染の現況 

・汚染物質の濃度 

土地利用の現況 

・周辺農用地の状況 

事業計画 
 ・排ガス 

大気汚染予測結果

煙突排ガスの排出による周辺土壌への影響予測
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⑥ 環境保全措置及び事後調査の必要性 

ごみの焼却に伴い排出される大気中のダイオキシン類濃度（最大着地濃度）が 0.0002pg-TEQ/m3

と予測され、現地調査における大気中の濃度（0.009～0.50pg-TEQ/m3）と比較して十分に小さい

ことから、ダイオキシン類による土壌汚染への影響は極めて小さいと予測した。 

また、科学的知見に基づき大気質の予測を行っていることから、予測の不確実性の程度は小さ

く、環境保全措置及び事後調査の必要はないものと判断した。 

 

2) 評価 

① 環境影響の回避・低減に係る評価 

本事業においては、「第 2 章 対象事業の目的及び内容 2.2 対象事業の内容 2.2.5 環境保

全対策」に示した環境保全対策を実施することから、土壌汚染に及ぼす影響は低減されると評価

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 

ダイオキシン類（土壌）について、環境基準により 1,000pg-TEQ/g 以下と定められていること、

「第二次青森県環境計画」（平成 19 年 3 月、青森県）により目指すべき環境が「土壌環境基準の

達成及び維持」と定められていることから、評価基準を 1,000pg-TEQ/g と設定した。 

現地調査の結果、各予測地点の土壌中のダイオキシン類の濃度は 0.071～1.1pg-TEQ/g と環境基

準（1,000pg-TEQ/g）と比べ、1/1,000～1/10,000 程度であり、大気中のダイオキシン類の濃度は

0.009～0.50pg-TEQ/m3 である。ごみ処理施設の稼動による大気中のダイオキシン類濃度（最大着

地濃度）は 0.0002pg-TEQ/m3 と予測され、現地調査における大気中の濃度と比較して十分に小さ

く、ごみの焼却に伴い排出されるダイオキシン類による土壌汚染の程度も小さいと予測されるこ

とから、評価基準との整合性は図られると評価した。 
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7.10 陸生植物 
7.10.1 改変後の地形・樹木伐採後の状態 

改変後の地形・樹木伐採後の状態による陸生植物への影響について、調査、予測及び評価を行

った結果は以下のとおりである。 
 
(1) 調査結果 

1) 陸生植物の状況 

① 既存資料調査 

(ｱ) 植物 

対象事業実施区域周辺の植生は図 7.10-1 に示すとおりであった。 

「第 3 回自然環境保全基礎調査(植生調査) 現存植生図」(1984 年、環境庁)によると対象事業

実施区域周辺の植物の状況は、スギ・ヒノキ・サワラ植林が広く分布し、カスミザクラ－コナラ

群落やアカマツ群落も所々に見られる。また、二股川沿いには、水田雑草群落が見られ、下流に

は市街地が広がっている。 

対象事業実施区域は、カスミザクラ－コナラ群落やスギ・ヒノキ・サワラ植林で占められ、東

側には、造成地(一般廃棄物最終処分場)が見られる。 

また、「青森県の自然」（1990 年、青森県）によれば、青森平野に生育する植物として、休耕田

で見られるミズアオイ、ミズオオバコ等や、低地の神社の杜に見られるヤチハンノキ、ヤチダモ

等があげられている。 

「新青森市史 別編 4 自然」（2009 年、青森市）によると、青森市のスギ林で確認できるシダ植

物について、ほとんどのスギ林に生えている種としてミゾシダ、ヤマイヌワラビ、イヌガンソク、

サカゲイノデがあげられており、また出現回数は多くないが、ホソイノデ、オオメシダ、シラネ

ワラビ等のように本来は上部のブナ林に生えるシダ植物も生えているとされ、50 種のシダ植物が

生育しているとされている。 

なお、｢第 3回自然環境保全基礎調査(植生調査) 現存植生図｣(1984 年、環境庁)及び｢青森県自

然環境保全基礎調査｣(1976 年、青森県)によれば、対象事業実施区域及び周辺には、天然記念物

や学術的価値の高い貴重な植物は確認されていない。 

 

これらの既存資料調査で確認された種のうち、表 7.10-1 に示す選定基準に該当する種を重要な

種として選定した。 

その結果、表 7.10-2 に示すコウライイヌワラビ、タヌキモ、ムラサキミミカキグサ、ミズオオ

バコ、ミズアオイ、トキソウの 5科 6種が抽出された。 
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表 7.10-1 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 
(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 
際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝
類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 
(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR：絶滅危惧 IA 類 
EN：絶滅危惧 IB 類 
VU：絶滅危惧Ⅱ類 
NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年
改訂増補版）－」 
(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 
A：最重要希少野生生物 
B：重要希少野生生物 
C：希少野生生物 
D：要調査野生生物 
LP：地域限定希少野生生物 

 
表 7.10-2 植物の重要な種（既存資料） 

 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 メシダ コウライイヌワラビ Deparia coreana VU Ｃ

2 タヌキモ タヌキモ Utricularia australis NT Ｂ

3 ムラサキミミカキグサ Utricularia uliginosa NT Ｂ

4 トチカガミ ミズオオバコ Ottelia japonica VU

5 ミズアオイ ミズアオイ Monochoria korsakowii NT Ｃ

6 ラン トキソウ Pogonia japonica NT Ｂ

5科 6種 － 0 0 0 0 6 5

科名 和名
選定基準

No. 学名
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図 7.10-1 現存植生図 
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② 現地調査 

(ｱ) 調査項目及び調査手法 

調査項目及び調査手法は、表 7.10-3 に示すとおりとした。 

 
表 7.10-3 調査項目及び調査手法 

調査項目 調査手法 

植物相 植物相調査(現地での目視確認)の方法とした。 

植生の状況 植生調査（Braun-Blanquet,j.の植物社会学的手法）

の方法とした。 

植生自然度 植生群落の種類によって、人間による自然破壊の程

度を把握するために、環境省の緑の国勢調査におい

て定められている 10 段階の指標に、現存植生図の凡

例を区分し図示した。 

陸生植物 

潜在自然植生 調査対象地域に対し、現存植生、地形、地質、土壌

等の条件を基に、人為的影響を一切排除した場合に

成立可能な最も発達した植物群落を推定し、潜在自

然植生図として図示した。 

 
(ｲ) 調査地域・地点 

調査地域は図 7.10-2 に示すとおりであり、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。 

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。 

 
(ｳ) 調査期間 

調査期間は、表 7.10-4 に示すとおり、植物相 5季、植生の状況 2季の調査を実施した。 

 
表 7.10-4 調査項目及び調査手法 

調査項目 調査期間 
早春季 平成 20 年 4 月 15 日～17 日 

春季 平成 20 年 5 月 22 日～23 日 

初夏季 平成 20 年 6 月 11 日～13 日 

夏季 平成 20 年 8 月 14 日～16 日 

植物相 

秋季 平成 20 年 10 月 6 日～ 8 日 

夏季 平成 20 年 8 月 14 日～16 日 

陸生植物 

植生の状況 
秋季 平成 20 年 9 月 26 日～27 日 
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図 7.10-2 陸生植物調査地域 
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(ｴ) 調査結果 

  ｱ 植物相 

現地調査による植物の確認種数は、表 7.10-5 に示すとおりである。 

現地調査の結果、107 科 565 種の植物が確認された。また、確認種目録は資料編に示すとおり

である。 

コナラ等の落葉広葉樹林下においては、低木ではオオバクロモジ、ウワミズザクラ、草本では

チゴユリ、タチシオデ等が多く確認された。一方、スギ植林下においては、低木ではオオバクロ

モジ、キブシ、草本ではチゴユリ、ミゾシダ等が多く確認された。 

また、二股川沿いの草地等では、ヨモギ、ススキ、オオブタクサ等が多く確認され、水際付近

ではヨシ、ミゾソバ、カサスゲ等が多く確認された。 

 
表 7.10-5 植物の確認種数 

分類群 確認種数 

シダ植物 12 科 38 種 

裸子植物 4 科 5 種 

離弁花類 60 科 252 種 
双子葉植物

合弁花類 21 科 147 種 

種 

子 

植 

物 
被子植物 

単子葉類 10 科 123 種 

合   計 107 科 565 種 

 
現地調査で確認された種のうち、表 7.10-6 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選定

した。 

 
表 7.10-6 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝

類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 
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選定の結果、表 7.10-7 に示すノダイオウ、ヤマシャクヤク、キキョウ、エビネ等の 9 科 13 種

が重要な種として抽出された。重要な種の確認状況は、表7.10－8(1)～(13)に示すとおりである。 

 
表 7.10-7 植物の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 内 外
1 ﾀﾃﾞ ﾉﾀﾞｲｵｳ Rumex longifolius NT C ○ ○
2 ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ ｴｿﾞﾉﾘｭｳｷﾝｶ Caltha palustris var. barthei B ○
3 ﾎﾞﾀﾝ ﾔﾏｼｬｸﾔｸ Paeonia japonica NT B ○
4 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾔﾏｼｬｸﾔｸ Paeonia obovata VU A ○

ﾎﾞﾀﾝ属の一種 Paeonia sp. － －
5 ﾊﾞﾗ ﾋﾛﾊﾉｶﾜﾗｻｲｺ Potentilla nipponica VU ○
6 ﾏﾒ ｲﾇﾊｷﾞ Lespedeza tomentosa NT ○
7 ﾅｽ ﾔﾏﾎﾛｼ Solanum japonense D ○
8 ｷｷｮｳ ｷｷｮｳ Platycodon grandiflorum VU B ○
9 ｷｸ ｷﾀﾉｺｷﾞﾘｿｳ Achillea alpina ssp. japonica VU C ○
10 ﾗﾝ ｴﾋﾞﾈ Calanthe discolor NT B ○ ○
11 ｷﾝｾｲﾗﾝ Calanthe nipponica VU B ○
12 ｻﾙﾒﾝｴﾋﾞﾈ Calanthe tricarinata VU A ○ ○
13 ｲｲﾇﾏﾑｶｺﾞ Tulotis iinumae EN A ○

9科 13種 － 0 0 0 0 11 11 3 13

対象事業
実施区域

選定基準
No. 科名 種名 学名

 
 

表 7.10-8(1) 植物の重要な種の確認状況 

種名：ノダイオウ 

科名：タデ 

学名：Rumex longifolius 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL C ランク 

生態等：国内では北海道、本州、また四

国は高知県のみ。県内では低山地の沢沿

いに分布している。1 
 

確認状況：春季、秋季に沢沿いの湿地等の 10 箇所で、計 27 株の生育が確認

された。なお、対象事業実施区域内では、1箇所で 3株の生育が確認された。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.10-8(2) 植物の重要な種の確認状況 

種名：エゾノリュウキンカ 

科名：キンポウゲ 

学名：Caltha palustris var. barthei

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：草丈 30～50cm で春早く黄色の

大きい花をつける。北海道、本州北部、

サハリン、千島列島に分布する。県内で

の分布は八甲田山系の湿地・白神山系の

湿地である。山地の湿地に生え、雪が消

えるのと前後して花を咲かせる。1 
 

確認状況：早春季、春季、初夏季に沢沿いの湿地等の 5箇所で、計 105 株以

上の生育が確認された。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.10-8(3) 植物の重要な種の確認状況 

種名：ヤマシャクヤク 

科名：ボタン 

学名：Paeonia japonica 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL B ランク 

生態等：草丈 40cm ほどの多年草。国内

での分布は本州、四国、九州で、県内の

分布は全県にわたっている。山地の落葉

樹林下やスギの林床に生育している。1  

確認状況：春季にコナラ群落やスギ植林の林床 3箇所で、計 15 株の生育が確

認された。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.10-8(4) 植物の重要な種の確認状況 

種名：ベニバナヤマシャクヤク 

科名：ボタン 

学名：Paeonia obovata 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

    青森県 RL A ランク 

生態等：全体の形はヤマシャクヤクに似

ているが、淡紅色の花を 1個つけるので

目立つ。国内では北海道、本州、四国の

山中林下にはえる。1  

確認状況：春季にコナラ群落の林床 1箇所で、2株の生育を確認した。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.10-8(5) 植物の重要な種の確認状況 

種名：ヒロハノカワラサイコ 

科名：バラ 

学名：Potentilla nipponica 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

生態等：高さ 20～30cm。花期は 7月～8

月。北海道、本州（中北部）に分布する。

河原や砂地に生育する。1 

 
確認状況：秋季に林道沿いの 1箇所で、約 30 株の生育を確認した。なお、対

象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「フィールド版 日本の野生植物 草本」（昭和 60 年、平凡社） 
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表 7.10-8(6) 植物の重要な種の確認状況 

種名：イヌハギ 

科名：マメ 

学名：Lespedeza tomentosa 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

生態等：河原や海に近い日当たりのよい

砂地に生える半低木。高さ 150cm に達す

る。花期は 7月～9月。花は淡黄白色、

長さ8～10mm、長い総状花序に多数つく。

開出する白黄色毛を密生する。1  

確認状況：夏季に一般廃棄物最終処分場の人工法面の 1 箇所で、4 株の生育

を確認した。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－8 植物Ⅰ

（維管束植物）」（平成 12 年、環境庁） 

 
表 7.10-8(7) 植物の重要な種の確認状況 

種名：ヤマホロシ 

科名：ナス 

学名：Solanum japonense 

重要性：青森県 RL D ランク 

生態等：やや無毛の蔓状の多年草であ

る。花期は 7 月～10 月まで。県内では

採集の記録が少なく、生態等不明の点が

多い。1 
 

確認状況：夏季及び秋季にコナラ群落の林床の 2箇所で、計 2株の生育を確

認した。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.10-8(8) 植物の重要な種の確認状況 

種名：キキョウ 

科名：キキョウ 

学名：Platycodon grandiflorum 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

    青森県 RL B ランク 

生態等：大きい個体では高さ 100cm ほど

の茎を伸ばし、直径 4～5cm の鮮やかな

紫色の花を咲かせる。日当たりの良い、

乾いた草原を好む多年生草本。北海道か

ら沖縄、朝鮮等に分布している。1 
 

確認状況：夏季に伐採跡地群落やススキ群落内の 2箇所で、計 2株の生育を

確認した。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.10-8(9) 植物の重要な種の確認状況 

種名：キタノコギリソウ 

科名：キク 

学名：Achillea alpina ssp. japonica

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

    青森県 RL C ランク 1 

生態等：北地の海岸に多い。舌状花は 6

～8個、白色、ときに淡紅色をおびる。

北海道、本州中部以北、南千島、樺太に

分布する。2  

確認状況：夏季に林道沿いの 1箇所で、約 30 株の生育を確認した。なお、対

象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「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)-」におい

ては、別名である「ホロマンノコギリソウ」として掲載 

2.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青

森県） 

 
表 7.10-8(10) 植物の重要な種の確認状況 

種名：エビネ 

科名：ラン 

学名：Calanthe discolor 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL B ランク 

生態等：草丈 30～40cm の多年草。北海

道、本州、四国、九州、朝鮮に分布する。

花は淡紫色をしている。県内では各地に

みられる。丘陵や山地の湿潤な落葉樹林

下に生育している。1 
 

確認状況：早春季から秋季にかけて、調査地域内のコナラ群落やスギ植林の

林床等の 43 箇所で、計 200 株以上の生育を確認した。なお、対象事業実施区

域内では、5箇所で計 11 株の生育を確認した。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.10-8(11) 植物の重要な種の確認状況 

種名：キンセイラン 

科名：ラン 

学名：Calanthe nipponica 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

生態等：エビネに似ている多年草。花は

6 月～7 月、まばらに 5～12 個つき、色

は淡黄緑色である。北海道、本州、九州

の山中にややまれに産す。県内ではヒバ

林に生える。1 
 

確認状況：夏季及び秋季に、スギ植林の林床の 4箇所で、計 5株の生育を確

認した。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.10-8(12) 植物の重要な種の確認状況 

種名：サルメンエビネ 

科名：ラン 

学名：Calanthe tricarinata 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL A ランク 

生態等：草丈 50～90cm。分布は北海道、

本州、四国、九州、中国、インド北部で

ある。県内では、かつては各地の落葉樹

林下に普通に見られた。採取がなされて

いない場所では群生がみられる。1 
 

確認状況：早春季及び初夏季に、スギ植林の林床の 3箇所で、計 6株の生育

を確認した。なお、対象事業実施区域内では、2 箇所で計 5 株の生育を確認

した。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.10-8(13) 植物の重要な種の確認状況 

種名：イイヌマムカゴ 

科名：ラン 

学名：Tulotis iinumae 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧ⅠB類 

青森県 RL A ランク 

生態等：ヒバ林の林床に生え、茎は高さ

25～35cm、花期は 7月～8月。黄緑色の

小花をつける。県内の採集記録等ある

が、極めて少ない。生育環境や生育地等

不明な点が多い。1 
 

確認状況：春季に、コナラ群落やスギ植林の林床の 3箇所で、計 37 株の生育

を確認した。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注）1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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  ｲ 植生の状況 

現地調査により作成した現存植生図は、図 7.10-3 に示すとおりである。 

対象事業実施区域周辺は、二股川の左岸側の大部分がコナラ群落及びスギ植林からなる樹林地

となっており、一部に伐採跡地群落やオニグルミ群落が点在する。二股川の右岸側は、造成地や

伐採跡地群落が広く分布し、一般廃棄物最終処分場付近ではアカマツ林も見られる。 

なお、対象事業実施区域内も同様に大部分がコナラ群落及びスギ植林からなる樹林地となって

おり、沢沿いにはススキ群落やヨシ群落といった草地も見られる。 

また、各群落において実施した群落組成調査（コドラート調査）の結果は、表 7.10-9(1)～(10)

に示すとおりである。 
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図 7.10-3 現存植生図（現地調査） 
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表 7.10-9(1) 群落の概況(1) 

オノエヤナギ高木林 

 

【概要】 

河川の河床堆積地や湿地に発達するヤナギ高木林である。調査地域内では対象事業実施区域南東の谷部に分

布している。 

今回調査を行った地点の群落高は約 18m で、高木層はオノエヤナギが優占しており、亜高木層にはハルニレ、

低木層にはケナシヤブデマリ、カンボク、ノリウツギ、草本層にはカサスゲ、ミゾソバ、オニシモツケ、ミズ

バショウ、ミゾシダと、各層とも多湿な環境を好む種が多かった。確認種数は 29 種であった。 

オノエヤナギ二次林 

 

【概要】 

オノエヤナギの高木が優占する点では前出のオノエヤナギ高木林と同様だが、休耕地や造成地脇に成立した

林分はまだ木が細く遷移途上と考えられたため、オノエヤナギ二次林として区分した。調査地域内では北側の

谷部に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は約 12m で、高木層はオノエヤナギが優占していた。亜高木層はいずれ

の地点も欠き、低木層にノリウツギ、イヌコリヤナギ等がみられた。草本層にはミゾソバ、クマイザサ、キツ

リフネ、アキタブキ等が見られた。確認種数は 12～42 種であった。 
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表 7.10-9 (2) 群落の概況(2) 

コナラ群落 

 

【概要】 

低地から山地まで広がる、里山の代表的な二次林である。コナラは萌芽力が高いため伐採に対して耐性

が高く、古くから薪炭林として利用されてきた。調査地域内では、丘陵部に広く分布している。 
今回調査を行った地点の群落高は約 14～20m で、高木層はコナラが優占する他、ミズナラ、クリ、カスミザ

クラ等が見られた。また亜高木層にはクリ、コシアブラ等が、低木層にはオオバクロモジ、ウワミズザクラ等

が、草本層にはクマイザサ、チゴユリ、ミヤマナルコユリ等が見られた。確認種数は 22～32 種であった。 
オニグルミ群落 

 

【概要】 

河畔や、適潤な急傾斜地に成立するする二次林で、かつては食用や木材として有用であったため、植栽も行

われていた。調査地域内では斜面下部から谷部にかけて分布している。 
今回調査を行った地点の群落高は約 12～18m で、高木層はオニグルミが優占する他、ハルニレ、アカイタヤ

等が見られた。また亜高木層にはクリ、ミズキが、低木層にはツノハシバミ、コマユミ等が、草本層にはクマ

イザサ、キツリフネ、カサスゲ等が見られた。確認種数は 17～47 種であった。 
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表 7.10-9 (3) 群落の概況(3) 

ハリエンジュ群落 

 

【概要】 

ハリエンジュは北米原産で、国内では庭木や街路樹の他、治山・砂防目的で植栽されている。これはハリ

エンジュが空中窒素固定能力を有するためで、荒廃した林地では旺盛な生長を示して繁茂し、しばしば純群

落を形成する。調査地域内では、一般廃棄物最終処分場周辺に小規模な林分が分布する。 

今回調査を行った地点では、群落高は約 13～17m で、高木層はハリエンジュが優占しており、亜高木層では

ハリエンジュ、クズ、ミツバアケビ等が見られた。また低木層にはミツバアケビ、ニワトコ等が、草本層には

ミツバアケビ、ミズヒキ等が見られた。確認種数は 13～24 種であった。 

タニガワハンノキ群落 

 

【概要】 

オノエヤナギ二次林と同様に休耕地に成立した林分で、まだ木が細いため遷移途上と考えられる。調査地域

内では北側の谷部に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は約 14～16m で、高木層はタニガワハンノキが優占していた。亜高木層

にはタニガワハンノキやバッコヤナギが、低木層にはニワトコやノリウツギ、タニウツギ等が、草本層にはミ

ゾソバ、アキタブキ、キツリフネ、ツボスミレ等が見られた。確認種数は 17～30 種であった。 
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表 7.10-9 (4) 群落の概況(4) 

アカマツ林 

 

【概要】 

アカマツは初期生長が早く、また痩せ地にも耐えて生育するため、尾根筋等の乾燥した場所に植林される。

調査地域内では丘陵部の尾根筋に小規模な植林が分布している。 
今回調査を行った地点では、群落高は約 8～24m で、高木層はアカマツが優占しており、亜高木層ではスギ、

アカマツ、カスミザクラ、ミズナラ等が見られた。また低木層にはヤマウルシ、オオバクロモジ等が、草本層

にはチゴユリ、オオバクロモジ、フジ、ウワミズザクラ等が見られた。確認種数は 25～42 種であった。 

カラマツ植林 

 

【概要】 

自然植生を切り開いて植栽された代償植生で、寒冷地では植林として利用されることが多い。調査地域内で

は丘陵部に小規模な植林が点在している。 
今回調査を行った地点では、群落高は約 18～23m で、高木層はカラマツが優占しており、亜高木層ではミズ

キ、コシアブラ等が見られた。また低木層にはキブシ、オオバクロモジ等が、草本層にはクマイザサ、オオバ

クロモジ、ミツバアケビ、チゴユリ等が見られた。確認種数は 30～35 種であった。 
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表 7.10-9 (5) 群落の概況(5) 

スギ植林 

 

【概要】 

自然植生を切り開いて植栽された代償植生である。一般的にスギは沢筋の斜面等の湿性立地に植林され

る。調査地域内では丘陵部に広く分布している。 
今回調査を行った地点では、群落高は約 12～25m で、高木層はスギが優占する他、一部ではホオノキも見ら

れた。人為的管理がされているため、大部分の林分で亜高木層を欠くが、亜高木層がある地点ではスギ、コナ

ラ、アカイタヤ等が見られた。また低木層にはキブシ、オオバクロモジ等が、草本層にはチゴユリ、タチシオ

デ、オオタチツボスミレ、ワラビ等が見られた。確認種数は 28～52 種であった。 
クズ群落 

 

【概要】 

河川の堤防斜面、畑地脇、川辺等、富栄養な環境下に成立するつる性植物群落である。調査地域内では、

東側の一般廃棄物最終処分場周辺に分布している。 

今回調査を行った地点では、当群落はいずれも草本層のみであり、群落高は 0.8～1.2m でクズ、ノイバラ、

ヨモギ、ハルガヤ等から構成されていた。確認種数は 4～5種であった。 
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表 7.10-9 (6) 群落の概況(6) 

カラマツ幼齢林 

 

【概要】 

カラマツ植林の初期段階のもので、樹林に遷移する途中段階の群落である。調査地域内では、西側の丘陵部

の斜面上部に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 3～5m で低木層にはカラマツのみが見られ、草本層ではススキ、ワラ

ビ、クズ、ヤマハギ等が見られた。確認種数は 12～13 種であった。 

スギ幼齢林 

 

【概要】 

スギ植林の初期段階のもので、樹林に遷移する途中段階の群落である。調査地域内では、南側の丘陵部の尾

根上に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 5m で低木層にはスギのみが見られ、草本層では切り株から萌芽した

コナラやクマイザサ、ワラビ、キブシ、オオバクロモジ等が見られた。確認種数は 14 種であった。 
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表 7.10-9 (7) 群落の概況(7) 

伐採跡地群落 

 

【概要】 

樹林であった場所が伐採された跡地で、伐採されて間もない場所では１年生草本群落等が成立するが、時間

が経つとともに樹林へと遷移する。調査地域内では、東側の一般廃棄物最終処分場周辺に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 1.3～3m で、草本層でタラノキ、ワラビ、ヌルデ等が見られた。確認

種数は 7～15 種であった。 

オオイタドリ群落 

 

【概要】 

山野や路傍等に成立する高茎草本群落である。調査地域内では、東側の一般廃棄物最終処分場周辺に分布し

ている。 

今回調査を行った地点では、群落高は 2～2.5m で、低木層にはオオイタドリやヤブガラシ等が、草本層には

ヤブガラシ、スギナ、アキタブキ等が見られた。確認種数は 6～8種であった。 
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表 7.10-9 (8) 群落の概況(8) 

ヨモギ－メドハギ群落 

 

【概要】 

休耕地や造成地、時間が経過した法面等に成立する群落である。調査地域内では、東側の一般廃棄物最終処

分場周辺に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 0.7～1.3m で、草本層にはヨモギ、メドハギ、ススキ、スギナ、コヌ

カグサ等が見られた。確認種数は 8～9種であった。 

ヨモギ－ススキ群落 

 

【概要】 

休耕地や造成地、時間が経過した法面等に成立する群落である。調査地域内では、対象事業実施区域東側の

谷底に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 1.4～1.7m で、草本層にはヨモギ、ススキ、オオブタクサ等が見られ

た。確認種数は 5～8種であった。 
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表 7.10-9 (9) 群落の概況(9) 

ススキ群落 

 

【概要】 

伐採跡地や時間が経った法面、造成地等に二次草原として成立する群落である。調査地域内では、東側の一

般廃棄物最終処分場周辺に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 1.2～2.5m でススキが優占している他コヌカグサ、ヨモギ、メドハギ、

ヤハズソウ等が見られた。確認種数は 8～12 種であった。 

ヨシ群落 

 

【概要】 

地表が停滞水に覆われている泥質環境に成立し、しばしば耕作を停止した水田跡地等に群落を形成する。調

査地域内では、事業実施区域北側の谷底に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 1.7～2.5m でヨシが優占している他、ミゾソバ、ツリフネソウ、ツボ

スミレ、アキノウナギツカミ等の湿地を好む種が多く見られた。確認種数は 3～9種であった。 
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表 7.10-9 (10) 群落の概況(10) 

シバ草地 

 

【概要】 

森林伐採後の二次草原として成立する群落で、放牧、火入れ、草刈りによって群落は維持するが、これらの

管理を停止するとススキ群落等の禾本草原へと遷移する。調査地域内では、西側丘陵部の鉄塔周辺に分布して

いる。 

今回調査を行った地点では、群落高は 0.3m でシバが優占する他、ムラサキツメクサ、ブタナ、エゾオオバコ、

ヘラオオバコ等の陽地を好む種が多く生育していた。確認種数は 6種であった。 

造成地 

 

【概要】 

造成したために裸地化し、植被率が低い場所を造成地とした。調査地域内では、東側の一般廃棄物最終処分

場周辺に分布している。 

今回調査を行った地点では、群落高は 0.4～0.5m でヨモギ、ススキ、シバ、カモガヤ等が僅かに見られるの

みであった。確認種数は 3～5種であった。 
人工構造物 

【概要】 

施設、建物、道路等を人工構造物とした。 

開放水面 

【概要】 

池や河川で沈水植物群落や浮葉植物群落が成立していない水面。 
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現地調査で確認された植物群落のうち、表 7.10-10 に示す選定基準に該当する種を重要な種と

して選定した。 

選定の結果、重要な植物群落は確認されなかった。 

 
表 7.10-10 重要な植物群落の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物

天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 

③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 

④ 「植物群落レッドデータブック」（平成 8年、我が国における保

護状重要な植物種および植物群落研究委員会植物群落文科会）に

掲載されている群落 

 

⑤ 「日本の重要な植物群落 ‒東北版-」（昭和 55 年、環境庁編）に

おける特定植物群落 

 

⑥ 「日本の重要な植物群落Ⅱ -東北版 1-」（昭和 63 年、環境庁）

における特定植物群落 
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  ｳ 植生自然度 

図 7.10-3 に示す現存植生図における凡例の植生自然度は表 7.10-11 に、植生自然度区分は表

7.10-12 に示すとおりである。また、現地調査によって作成された現存植生図を基に作成した、

植生自然度図を図 7.10-4 に示す。 

調査範囲の植生は、大部分は植生自然度 6～7の二次林や植林地であるが、調査地域南部の谷沿

いに植生自然度の高いオノエヤナギ高木林がみられた。また、一般廃棄物最終処分場は自然度 1

であった。 

この他、一般廃棄物最終処分場の周辺、谷底の一部、二次林や植林地の所々に、自然度 4～5の

二次草原が散在していた。 

 

表 7.10-11 植生自然度 

植生自然度 区分 植生凡例 

10 自然草原 － 

9 自然林 オノエヤナギ高木林 

8 二次林（自然林に近いもの） － 

7 二次林 
オノエヤナギ二次林、コナラ群落、オニグルミ群

落、ハリエンジュ群落、タニガワハンノキ群落 

6 植林地 
アカマツ林、カラマツ植林、スギ植林、カラマツ

幼齢林、スギ幼齢林 

5 二次草原（背の高い草原） オオイタドリ群落、ススキ群落 

4 二次草原（背の低い草原） 
クズ群落、伐採跡地群落、ヨモギ-メドハギ群落、

ヨモギ-ススキ群落、ヨシ群落、シバ草地 

3 農耕地（樹園地） － 

2 農耕地（水田・畑）、緑の多い住宅地等 － 

1 市街地、造成地等 造成地、人工構造物 

 

 

表 7.10-12 植生自然度区分 

植生自然度 区分 内容 

10 自然草原 
高山ハイデ、風衝草原、自然草原、自然植生のうち
単層の植物社会を形成する地区。 

9 自然林 
エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生の
うち多層の植物社会を形成する地区。 

8 二次林（自然林に近いもの） 
ブナ・ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償
植生であっても特に自然植生に近い地区。 

7 二次林 
クリ－ミズナラ群落、クヌギ－コナラ群落等、一般
には二次林と呼ばれる代償植生地区。 

6 植林地 常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地。
5 二次草原（背の高い草原） ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原。 
4 二次草原（背の低い草原） シバ群落等の背丈の低い草原。 
3 農耕地（樹園地） 果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地。 
2 農耕地（水田・畑）、緑の多い住宅地等 畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地。 
1 市街地、造成地等 市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区。

※「緑の国勢調査－自然環境保全調査報告書－」（昭和 51 年、環境庁） 
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図 7.10-4 植生自然度図  
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  ｴ 潜在自然植生 

潜在自然植生図は、図 7.10-5 に示すとおりである。 

植生図作成調査によって作成された現存植生や立地環境の条件を基に、人為的影響が一切排除

された場合に、成立可能な最も発達した植物群落を推定し、潜在自然植生図を作成した。 

調査範囲の大部分を占めるコナラ群落にはミズナラも混生しており、スギ植林、アカマツ林、

カラマツ植林といった針葉樹林の林床にもミズナラやオオバクロモジ等落葉広葉樹林が生育して

いたことから、いずれは落葉広葉樹林へと、遷移していくものと考えられる。また、谷部にはタ

ニガワハンノキ群落が成立しているほか、湿性の草地はいずれ木本群落へと、遷移していくもの

と考えられる。このようなことから、調査範囲内の潜在自然植生としては、オオバクロモジ－ミ

ズナラ群集とハンノキ－ヤチダモ群集が挙げられた。 

調査範囲の適湿な斜面からやや乾燥した尾根周辺等、調査範囲の大部分には潜在自然植生とし

てオオバクロモジ－ミズナラ群集が成立すると推察された。調査範囲はコナラが多く、ミズナラ

は少ないが、オオバクロモジ、ハイイヌガヤ、ハイイヌツゲ、クマイザサ、トチノキ等、本群集

を特徴づける種も多く生育していた。 

また、谷沿いの湿潤な環境には、潜在自然植生として、ハンノキ－ヤチダモ群集が成立すると

推察された。調査範囲内の湿潤な環境には、タニガワハンノキ群落が成立している個所があり、

現在草地となっているヨシ群落やヨモギ－ススキ群落には木本類があまり見られないものの、草

本層にはカサスゲ、ヒメシロネ等の本群集を特徴づける湿性植物が生育していた。 
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図 7.10-5 潜在自然植生図  
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(2) 予測及び評価の結果 

1) 予測 

① 予測項目 

予測項目は、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

とした。 
 

② 予測地域及び予測地点 

現地調査と同様とした。 
 

③ 予測対象時期 

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。 

 
④ 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。 
 

⑤ 予測結果 

(ｱ) 植物相 

改変後の地形・樹木伐採後の状態による陸生植物の予測結果は、表 7.10-13(1)～(13)に示すと

おりである。 

現地調査で確認された重要な種のうち、エゾノリュウキンカ、ヤマシャクヤク、ベニバナヤマ

シャクヤク、ヒロハノカワラサイコ、イヌハギ、ヤマホロシ、キキョウ、キタノコギリソウ、キ

ンセイラン、イイヌマムカゴの 10 種は、直接改変により消失する個体はなく、直接改変区域近傍

（直接改変の範囲から約 50m の範囲）に生育し工事中の踏圧や今後の植栽による淘汰等の二次的

な影響を受ける個体もないため、改変後の地形・樹木伐採後の状態による影響はないと予測され

た。 

ノダイオウについては、確認地点の大部分は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範囲には

位置しておらず、確認地点及び確認個体の大部分は残存することから、地域的な個体群は維持さ

れると考えられるものの、生育地が縮小し、工事中の踏圧や今後の植栽による淘汰等の二次的な

影響を受ける恐れがあると予測された。 

エビネについては、確認地点の大部分は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範囲には位置

しておらず、確認地点及び確認個体の大部分は残存することから、地域的な個体群は維持される

と考えられるものの、一部の直接改変範囲に生育する個体群については生育地が縮小する恐れが

あると予測された。 

サルメンエビネについては、対象事業実施区域周辺の生育地 1箇所（1株）は残存するものの、

直接改変範囲に生育する 5 株については生育地が縮小し、直接改変の影響を受ける恐れがあると

予測された。 
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表 7.10-13(1) 予測結果（陸生植物） 

種名  ノダイオウ 

科名  タデ 

学名 Rumex longifolius 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL C ランク 

確認状況  春季、秋季に沢沿いの湿地等の 10 箇

所で、計 27 株の生育が確認された。

なお、対象事業実施区域内では、1 箇

所で 3株の生育が確認された。  

予測結果  本種が生育する 10 地点（27 株）のうち、1地点（3個体）は直接改変により

消失し、1 地点（1 株）は工事中の踏圧や今後の植栽による淘汰等の直接改変

以外の影響を受ける恐れがあると予測された。 

 本種は主に二股川沿いや沢沿いで確認されており、確認地点の大部分は直接

改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範囲には位置しておらず、事業実施による

影響はなく残存すると予測された。 

 以上より、地域的な個体群は維持されると考えられるものの、生育地が縮小

し、工事中の踏圧や今後の植栽による淘汰等の二次的な影響を受ける恐れがあ

ると予測された。 

 

ノダイオウの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
10 地点（27） 1 地点（3） 1 地点（1） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 

表 7.10-13(2) 予測結果（陸生植物） 

種名  エゾノリュウキンカ 

科名  キンポウゲ 

学名 Caltha palustris var. barthei 

重要性  青森県 RL B ランク 

確認状況  早春季、春季、初夏季に沢沿いの湿地

等の 5箇所で、計 105 株以上の生育が

確認された。なお、対象事業実施区域

内では確認されなかった。 
 

予測結果  本種が生育する 5地点（約 105 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及

ぶ範囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると

予測された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

エゾノリュウキンカの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
5 地点（約 105） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 
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表 7.10-13(3) 予測結果（陸生植物） 
種名  ヤマシャクヤク 

科名  ボタン 

学名 Paeonia japonica 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL B ランク 

確認状況  春季にコナラ群落やスギ植林の林床 3

箇所で、計 15 株の生育が確認された。

なお、対象事業実施区域内では確認さ

れなかった。  

予測結果  本種が生育する 3地点（15 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

ヤマシャクヤクの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
3 地点（15） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 
表 7.10-13(4) 予測結果（陸生植物） 

種名  ベニバナヤマシャクヤク 

科名  ボタン 

学名 Paeonia obovata 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL A ランク 

確認状況  春季にコナラ群落の林床 1 箇所で、2

株の生育を確認した。なお、対象事業

実施区域内では確認されなかった。 
 

予測結果  本種が生育する 1 地点（2 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

ベニバナヤマシャクヤクの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
1 地点（2） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 
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表 7.10-13(5) 予測結果（陸生植物） 
種名  ヒロハノカワラサイコ 

科名  バラ 

学名 Potentilla nipponica 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

確認状況  秋季に林道沿いの 1箇所で、約 30 株の

生育を確認した。なお、対象事業実施

区域内では確認されなかった。 

 
予測結果  本種が生育する 1 地点（約 30 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及

ぶ範囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると

予測された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

ヒロハノカワラサイコの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
1 地点（約 30） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 
表 7.10-13(6) 予測結果（陸生植物） 

種名  イヌハギ 

科名  マメ 

学名 Lespedeza tomentosa 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

確認状況  夏季に一般廃棄物最終処分場の人工

法面の 1箇所で、4株の生育を確認し

た。なお、対象事業実施区域内では確

認されなかった。 
 

予測結果  本種が生育する 1 地点（4 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

イヌハギの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
1 地点（4） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 
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表 7.10-13(7) 予測結果（陸生植物） 
種名  ヤマホロシ 

科名  ナス 

学名 Solanum japonense 

重要性  青森県 RL D ランク 

確認状況  夏季及び秋季にコナラ群落の林床の

2箇所で、計 2株の生育を確認した。

なお、対象事業実施区域内では確認さ

れなかった。 
 

予測結果  本種が生育する 2 地点（2 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

ヤマホロシの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
2 地点（2） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 
表 7.10-13(8) 予測結果（陸生植物） 

種名  キキョウ 

科名  キキョウ 

学名 Platycodon grandiflorum 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

確認状況  夏季に伐採跡地群落やススキ群落内

の2箇所で、計2株の生育を確認した。

なお、対象事業実施区域内では確認さ

れなかった。  

予測結果  本種が生育する 2 地点（2 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

キキョウの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
2 地点（2） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 
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表 7.10-13(9) 予測結果（陸生植物） 
種名  キタノコギリソウ 

科名  キク 

学名 Achillea alpina ssp. japonica 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL C ランク 

確認状況  夏季に林道沿いの 1 箇所で、約 30 株

の生育を確認した。なお、対象事業実

施区域内では確認されなかった。 
 

予測結果  本種が生育する 1地点（約 30 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ

範囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予

測された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

キタノコギリソウの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
1 地点（約 30） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 
表 7.10-13(10) 予測結果（陸生植物） 

種名  エビネ 

科名  ラン 

学名 Calanthe discolor 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL B ランク 

確認状況  早春季から秋季にかけて、調査地域内

のコナラ群落やスギ植林の林床等の 43

箇所で、計 200 株以上の生育を確認し

た。なお、対象事業実施区域内では、5

箇所で計 11 株の生育を確認した。 
 

予測結果  本種が生育する 43 地点（約 200 株）のうち、5地点（11 株）は直接改変によ

り消失すると予測された。 

 本種は主にコナラ群落やスギ植林の林床で確認されており、確認地点の大部

分は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範囲には位置しておらず、事業実

施による影響はなく残存すると予測された。 

 以上より、地域的な個体群は維持されると考えられるものの、生育地が縮小

する恐れがあると予測された。 

 

エビネの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
43 地点（約 200） 5 地点（11） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 
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表 7.10-13(11) 予測結果（陸生植物） 
種名  キンセイラン 

科名  ラン 

学名 Calanthe nipponica 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

確認状況  夏季及び秋季に、スギ植林の林床の 4

箇所で、計 5 株の生育を確認した。な

お、対象事業実施区域内では確認され

なかった。  

予測結果  本種が生育する 4 地点（5 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

キンセイランの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
4 地点（5） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 

表 7.10-13(12) 予測結果（陸生植物） 
種名  サルメンエビネ 

科名  ラン 

学名 Calanthe tricarinata 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL A ランク 

確認状況  早春季及び初夏季に、スギ植林の林床

の 3箇所で、計 6株の生育を確認した。

なお、対象事業実施区域内では、2箇所

で計 5株の生育を確認した。  

予測結果  本種が生育する 3地点（6株）のうち、2地点（5株）は直接改変により消失

すると予測された。 

 以上より、対象事業実施区域周辺の生育地 1箇所（1株）は残存するものの、

生育地が縮小し、確認個体の大部分が直接改変の影響を受ける恐れがあると予

測された。 

 

サルメンエビネの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
3 地点（6） 2 地点（5） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 
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表 7.10-13(13) 予測結果（陸生植物） 
種名  イイヌマムカゴ 

科名  ラン 

学名 Tulotis iinumae 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧ⅠB類 

青森県 RL A ランク 

確認状況  春季に、コナラ群落やスギ植林の林床

の3箇所で、計37株の生育を確認した。

なお、対象事業実施区域内では確認さ

れなかった。  

予測結果  本種が生育する 3地点（37 株）は直接改変及び直接改変以外の影響が及ぶ範

囲には位置しておらず、確認地点は事業実施による影響はなく残存すると予測

された。 

 以上より、対象事業の実施による本種に対する影響はないと予測された。 

 

イイヌマムカゴの確認地点数 

項目 調査範囲全体 直接改変 
直接改変 

以外の影響 

確認 

地点数 
3 地点（37） 0 地点（0） 0 地点（0） 

※直接改変以外の影響は、直接改変の範囲から約 50m の範囲に含まれる地点数を示す。

カッコ内は個体数を示す。 

 
(ｲ) 植物群落 

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺には重要な植物群落は確認されなかったため、

予測及び評価は行わなかった。 
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⑥ 環境保全措置及び事後調査の必要性の検討 

(ｱ) 環境保全措置の必要性 

予測の結果、対象事業の実施により、ノダイオウ、エビネ及びサルメンエビネの生育地が縮小

すること、ノダイオウの直接改変区域に近い対象事業実施区域内の生育地は、工事中の踏圧や今

後の植栽による淘汰等の二次的な影響を受けるおそれがあることから、影響を可能な限り回避、

低減することを目的として、表 7.10-14 に示す環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討結果は、表 7.10-15 に示すとおりである。 

直接改変される個体のあるノダイオウ、エビネ及びサルメンエビネ、並びに直接改変区域に近

い対象事業実施区域内に生育するノダイオウについては、移植による代償措置を講ずることとし、

専門家の助言・指導を受けながら実施することとする。 

 
表 7.10-14 環境保全措置 

影響要因 環境保全措置の内容 期待される効果 
改変後の地形・樹木

伐採後の状態 
 

対象事業実施区域周辺の影響の及

ばない生息適地に周辺土壌ごとブ

ロック状に掘り取り、移植すること

により、個体を保護する。 

直接改変の影響及び二次的な影

響を受けるおそれのあるノダイ

オウ、エビネ及びサルメンエビネ

を区域周辺に移植することで、種

への影響を回避・低減できる。 
 

表 7.10-15 環境保全措置の検討結果 

実施主体 事業者 
保全対象 ノダイオウ、エビネ、サルメンエビネ 

種類 対象事業実施区域周辺の生息適地への移植の実施 
位置 現地調査において改変区域内で確認された生育地 実施内容 
時期 造成工事開始前 

環境保全措置の効果 個体の保護 
効果の不確実性 移植後の個体の活着や生育状況について不確実性がある 
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(ｲ) 事後調査の必要性 

予測にあたっては、重要な種の生育地の消失及び生育環境の質的変化の影響について、事業実

施による改変区域との重ね合わせを参考に行ったことから、その不確実性は小さいと考えられる。

しかし、環境保全措置として検討した事項については、不確実性があるものと考えられることか

ら、事後調査を実施することとする。 

事後調査の概要は、表 7.10-16 に示すとおりである。 

事後調査により、対象事業による影響が著しいと判断された場合、その原因に応じて移植（再

移植）の実施等の影響を低減するための対策を専門家の助言・指導を受けながら行うこととする。 

 
表 7.10-16 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 

調査対象種 ノダイオウ、エビネ、サルメンエビネ 
調査時期 移植実施後 3年間 

（年 1回：初夏期） 
調査範囲 移植実施箇所 

移植した個体の生育

状況 

調査方法 現地調査による確認 

事業者 
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2) 評価 

① 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測の結果、事業実施による影響が予測された重要な種については、環境保全措置を講ずるこ

ととした。さらに、環境保全措置の効果に不確実性があることから、事後調査を実施することと

した。 
以上のことから、事業による影響は、回避、低減されると評価した。 
 

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 

陸生植物の重要な種の選定にあたっては、「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」、「文化財保護法」、「青森県文化財保護条例」等の法令における指定状況を選定基準として

採用した。 

また、改変後の地形・樹木伐採後の状態における重要な種及び群落への影響について、「青森県

自然環境保全条例」（昭和 48 年 7 月 青森県条例第 31 号）の「第十一条 事業者の責務」、及び「第

二次青森県環境計画」（平成 19 年 3 月、青森県）の「第 6 部 第 2 章 1（1）②緑地・森林への配

慮」、「同 2（1）①農林地等の緑地や植生の改変に係る環境配慮」に示されている環境配慮指針を

評価基準とした。 

予測結果と評価基準との比較は、表 7.10-17 に示すとおりである。 

比較の結果、改変後の地形・樹木伐採後の状態における重要な種及び群落への影響については、

重要な種の移植による環境保全措置を講じ、影響は回避・低減されることから、評価基準との整

合性は図られると評価した。 

 
表 7.10-17 予測結果と評価基準との比較 

予測項目 予測結果 評価基準 
[青森県自然環境保全条例] 
事業者は、その事業活動の実施に当たっ

て、自然環境が適正に保全されるよう必

要な措置を講ずるとともに、国及び県が

実施する自然環境の保全に関する施策に

協力しなければならない。 
[第二次青森県環境計画] 

改変後の地形・樹木伐

採後の状態における

重要な種及び群落へ

の影響 

予測の結果、事業の実施によ

り、ノダイオウ、エビネ、及びサ

ルメンエビネについては、直接改

変により一部の個体が消失し、直

接改変以外の影響を受けるおそ

れがある個体もあることから、影

響を可能な限り回避・低減するこ

とを目的として環境保全措置の

検討を行った。 

直接改変される個体のあるノ

ダイオウ、エビネ及びサルメンエ

ビネについては、移植による代償

措置を講ずることとした。 

 

・湿地や水辺、森林、草原、海浜等を野

生動植物の生息・生育環境と一体的に

保全するように努める。 
・改変計画地内に生育する希少種や貴重

種、巨樹・巨木林、自然植生、湿原、

景観木・花木等を良好な環境資源とし

てとらえ、その保全に努めるとともに、

改変せざるを得ない場合には、改変区

域内の植栽空間等への移植に配慮す

る。また、移植にあたっては、表土の

保全と一体的な生育環境の保全に配慮

する。 
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7.11 陸生動物 
7.11.1 資材等の運搬、建設機械の稼動、改変後の地形・樹木伐採後の状態及び資材・製品等の運搬 

工事の実施における資材等の運搬及び建設機械の稼動、並びに土地又は工作物の存在及び供用

に伴う改変後の地形・樹木伐採後の状態及び資材・製品等の運搬による陸生動物への影響につい

て、調査、予測及び評価を行った結果は以下のとおりである。 
 
(1) 調査結果 

1) 陸生動物の状況 

① 既存資料調査 

(ｱ) 動物 

｢第 4 回自然環境保全基礎調査｣(平成 7 年、環境庁)によると、対象事業実施区域周辺に生息す

る大型哺乳類については、キツネ、タヌキ及びカモシカの 3 種が｢昭和 60 年以降に分布が確認さ

れた地域｣となっている。 

｢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、青森市で生息が確認されて

いる哺乳類はノウサギ、タヌキ等の 4目 5科 9種であり、鳥類は 43 科 181 種である。新城川には

冬季にオオハクチョウが飛来する等、市街地を流れる河川においてもマガモ、コガモといったカ

モ類等の水鳥が見られる。 

「新青森市史 別編 4 自然」（平成 21 年、青森市）によると、青森県には約 50 種（海棲を除く）

の哺乳類が生息し、青森市においてもほぼ同じ数の哺乳類が生息しているとされており、ヒミズ、

モグラ等のモグラの仲間、キクガシラコウモリ、モモジロコウモリ等のコウモリの仲間、ニホン

リス、ハタネズミ等のネズミの仲間や、ニホンツキノワグマ、ホンドタヌキ等があげられている。

鳥類では、対象事業実施区域が位置する流域である新城川の鳥（新庄高架橋から河口沖）として、

マガモ、オナガガモ等のカモ類、オオハクチョウ、マガン等の春の渡り鳥、カッコウ、オオヨシ

キリ等の夏鳥、ミサゴ、オオタカ、ノスリ等の猛禽類等の 116 種があげられている。は虫類では、

青森市内には、青森県に生息するヘビ 8 種のうちシロマダラを除くタカチホヘビ、ヒバカリ、シ

マヘビ等の 7 種のヘビ、青森県に生息するニホントカゲ、ニホンカナヘビの 2 種のトカゲが生息

するとされている。両生類では、青森市内には、青森県に生息するトウホクサンショウウオ、ク

ロサンショウウオ、ハコネサンショウウオ、アカハライモリの 4 種のサンショウウオ全て、青森

県に自然分布しているアズマヒキガエル、タゴガエル、ヤマアカガエル等の 9 種のカエルが生息

するとされている。昆虫類では、現在青森市内に生息するトンボとしてモートンイトトンボ、キ

イトトンボ、ミヤマカワトンボ、アオヤンマ、シオヤトンボ、ハッチョウトンボ等の 54 種が、青

森市に分布するチョウとしてギンイチモンジセセリ、キアゲハ、ヒメギフチョウ、ダイセンシジ

ミ、オオムラサキ等の 101 種があげられているほか、コバネイナゴ、トノサマバッタ等のバッタ

目、コアリガタハネカクシ、コクワガタ、ゲンジボタル、ナミテントウ等のコウチュウ目等の多

数の昆虫類が生息するとされている。 

また、｢第 2回自然環境保全基礎調査｣(昭和 56 年、環境庁)によると、対象事業実施区域の北西

約 2km の大袋川付近で両生類・は虫類の学術上重要な種とされるクロサンショウウオが、対象事

業実施区域の北東約 4km の沖館川付近で昆虫類の学術上重要な種とされるカラカネイトトンボが

確認されている。 
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これらの既存資料調査で確認された種のうち、表 7.11-1 に示す選定基準に該当する種を重要な

種として選定した。 

その結果、哺乳類では表 7.11-2 に示すヤマコウモリ、ニホンイイズナ、カモシカ等の 6 科 14

種が、鳥類では表 7.11-3 に示すカンムリカイツブリ、コクガン、オオタカ、ヤマセミ等の 29 科

59 種が、は虫類では、表 7.11-4 に示すタカチホヘビ、ヒバカリの 1科 2種が、両生類では表 7.11-5

に示すトウホクサンショウウオ、クロサンショウウオ、アカハライモリの 2 科 3 種が、昆虫類で

は表 7.11-6(1)～(2)に示すキイトトンボ、コオイムシ、ヒメシロチョウ等の 39 科 86 種が抽出さ

れた。 

なお、このうちカモシカは、｢第 4 回自然環境保全基礎調査｣(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。ヤ

マネは｢新青森市史 別編 4 自然」（平成 21 年、青森市）によると青森市内では自然林の落葉広葉

樹から里山の人家付近まで広く生息しているとされている。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。 

 
表 7.11-1 重要な種の選定基準 

No. 選定基準  

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝

類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

「環境省報道発表資料 鳥類、は虫類、両生類及びその他無脊

椎動物のレッドリストの見直しについて」 

(平成 18 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 
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表 7.11-2 哺乳類の重要な種（既存資料） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ﾓｸﾞﾗ ｼﾅﾉﾐｽﾞﾗﾓｸﾞﾗ Euroscaptor mizura ohtai NT Ｃ

2 ﾋﾅｺｳﾓﾘ ﾌｼﾞﾎｵﾋｹﾞｺｳﾓﾘ Myotis ikonnikovi fujiensis NT Ｂ

3 ﾆﾎﾝｺﾃﾝｸﾞｺｳﾓﾘ Murina silvatica Ｂ

4 ｶｸﾞﾔｺｳﾓﾘ Myotis frater Ｂ

5 ﾔﾏｺｳﾓﾘ Nyctalus aviator NT Ｂ

6 ｸﾛｵｵｱﾌﾞﾗｺｳﾓﾘ Pipistrellus savii velox DD Ｄ

7 ﾋﾅｺｳﾓﾘ Vespertilio superans Ｂ

8 ｳｻｷﾞｺｳﾓﾘ Plecotus auritus Ｂ

9 ﾘｽ ﾎﾝﾄﾞﾓﾓﾝｶﾞ Pteromys momonga Ｃ

10 ﾆｯｺｳﾑｻｻﾋﾞ Petaurista leucogenys nikkonis Ｃ

11 ﾔﾏﾈ ﾔﾏﾈ Glirulus japonicus 天 NT Ｃ

12 ｲﾀﾁ ﾆﾎﾝｲｲｽﾞﾅ Mustela nivalis namiyei LP LP

13 ﾎﾝﾄﾞｵｺｼﾞｮ Mustela erminea nippon NT Ｃ

14 ｳｼ ｶﾓｼｶ Capricornis crispus 特

6科 14種 － 2 0 0 0 7 13

科名 和名
選定基準

No. 学名
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表 7.11-3 鳥類の重要な種（既存資料） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ Podiceps cristatus LP Ｂ
2 ｱﾎｳﾄﾞﾘ ｺｱﾎｳﾄﾞﾘ Diomedea immutabilis EN
3 ｳ ｶﾜｳ Phalacrocorax carbo Ｃ
4 ﾋﾒｳ Phalacrocorax pelagicus EN
5 ｻｷﾞ ｵｵﾖｼｺﾞｲ Ixobrychus eurhythmus EN Ａ
6 ﾐｿﾞｺﾞｲ Gorsachius goisagi EN Ａ
7 ﾁｭｳｻｷﾞ Egretta intermedia NT Ｃ
8 ﾄｷ ﾍﾗｻｷﾞ Platalea leucorodia DD
9 ｶﾓ ｺｸｶﾞﾝ Branta bernicla 天 VU Ｃ
10 ﾏｶﾞﾝ Anser albifrons 天 NT Ｃ
11 ｵｼﾄﾞﾘ Aix galericulata DD Ｃ
12 ﾄﾓｴｶﾞﾓ Anas formosa VU Ｃ
13 ﾖｼｶﾞﾓ Anas falcata Ｃ
14 ｵｶﾖｼｶﾞﾓ Anas strepera Ｃ
15 ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ Anas clypeata Ｃ
16 ﾋﾞﾛｰﾄﾞｷﾝｸﾛ Melanitta fusca Ｃ
17 ｼﾉﾘｶﾞﾓ Histrionicus histrionicus LP Ｂ
18 ﾀｶ ﾐｻｺﾞ Pandion haliaetus NT Ｃ
19 ﾊﾁｸﾏ Pernis apivorus NT Ｃ
20 ｵｵﾀｶ Accipiter gentilis 国内 NT Ｂ
21 ﾂﾐ Accipiter gularis Ｂ
22 ﾊｲﾀｶ Accipiter nisus NT Ｃ
23 ｸﾏﾀｶ Spizaetus nipalensis 国内 EN Ａ
24 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ Falco peregrinus 国内 VU Ｂ
25 ﾁｺﾞﾊﾔﾌﾞｻ Falco subbuteo Ｃ
26 ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ Falco tinnunculus Ｃ
27 ｷｼﾞ ｳｽﾞﾗ Coturnix japonica NT Ａ
28 ﾔﾏﾄﾞﾘ Syrmaticus soemmerringii Ｃ
29 ｸｲﾅ ﾋｸｲﾅ Porzana fusca VU Ａ
30 ﾊﾞﾝ Gallinula chloropus Ｃ
31 ﾁﾄﾞﾘ ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ Charadrius placidus Ｂ
32 ｹﾘ Vanellus cinereus Ｂ
33 ｼｷﾞ ｻﾙﾊﾏｼｷﾞ Calidris ferruginea Ｂ
34 ﾀﾞｲｼｬｸｼｷﾞ Numenius arquata Ｂ
35 ｵｵｼﾞｼｷﾞ Gallinago hardwickii NT Ｃ
36 ｾｲﾀｶｼｷﾞ ｾｲﾀｶｼｷﾞ Himantopus himantopus VU Ｂ
37 ｶﾓﾒ ｺｱｼﾞｻｼ Sterna albifrons VU Ａ
38 ｳﾐｽｽﾞﾒ ｳﾐｶﾞﾗｽ Uria aalge 国内 CR
39 ﾏﾀﾞﾗｳﾐｽｽﾞﾒ Brachyramphus marmoratus DD
40 ｳﾐｽｽﾞﾒ Synthliboramphus antiquus CR
41 ﾊﾄ ｱｵﾊﾞﾄ Sphenurus sieboldii Ｃ
42 ｶｯｺｳ ｼﾞｭｳｲﾁ Cuculus fugax Ｃ
43 ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ Strix uralensis Ｃ
44 ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ Caprimulgus indicus VU Ｃ
45 ｶﾜｾﾐ ﾔﾏｾﾐ Ceryle lugubris Ｃ
46 ｷﾂﾂｷ ｵｵｱｶｹﾞﾗ Dendrocopos leucotos Ｃ
47 ｾｷﾚｲ ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ Motacilla grandis Ｃ
48 ﾓｽﾞ ﾁｺﾞﾓｽﾞ Lanius tigrinus CR Ａ
49 ｱｶﾓｽﾞ Lanius cristatus EN Ａ
50 ｲﾜﾋﾊﾞﾘ ｶﾔｸｸﾞﾘ Prunella rubida Ｃ
51 ﾂｸﾞﾐ ﾏﾐｼﾞﾛ Turdus sibiricus Ｃ
52 ｸﾛﾂｸﾞﾐ Turdus cardis Ｃ
53 ｳｸﾞｲｽ ｵｵｾｯｶ Locustella pryeri 国内 EN Ａ
54 ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷ ｻﾝｺｳﾁｮｳ Terpsiphone atrocaudata Ｃ
55 ﾎｵｼﾞﾛ ｺｼﾞｭﾘﾝ Emberiza yessoensis VU Ｂ
56 ﾉｼﾞｺ Emberiza sulphurata NT Ｃ
57 ｸﾛｼﾞ Emberiza variabilis Ｃ
58 ｵｵｼﾞｭﾘﾝ Emberiza schoeniclus Ｂ
59 ｶﾗｽ ﾎｼｶﾞﾗｽ Nucifraga caryocatactes Ｃ

29科 59種 － 2 0 0 5 32 53

科名 和名
選定基準

No. 学名
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表 7.11-4 は虫類の重要な種（既存資料） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ﾍﾋﾞ ﾀｶﾁﾎﾍﾋﾞ Achalinus spinalis Ａ

2 ﾋﾊﾞｶﾘ Amphiesma vibakari vibakari Ｄ

1科 2種 － 0 0 0 0 0 2

科名 和名
選定基準

No. 学名

  
表 7.11-5 両生類の重要な種（既存資料） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ｻﾝｼｮｳｳｵ ﾄｳﾎｸｻﾝｼｮｳｳｵ Hynobius lichenatus NT

2 ｸﾛｻﾝｼｮｳｳｵ Hynobius nigrescens NT Ｃ

3 ｲﾓﾘ ｱｶﾊﾗｲﾓﾘ Cynops pyrrhogaster NT

2科 3種 － 0 0 0 0 3 1

科名 和名
選定基準

No. 学名

 
 

表 7.11-6(1) 昆虫類の重要な種（既存資料） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｷｲﾄﾄﾝﾎﾞ Ceriagrion melanurum Ｂ

2 ﾙﾘｲﾄﾄﾝﾎﾞ Enallagma boreale circulatum Ｂ

3 ﾓｰﾄﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ Mortonagrion selenion NT Ｂ

4 ｶﾗｶﾈｲﾄﾄﾝﾎﾞ Nehalennia speciosa NT Ａ

5 ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾐﾔﾏｶﾜﾄﾝﾎﾞ Calopteryx cornelia Ｃ

6 ﾔﾝﾏ ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ Boyeria maclachlani Ｂ

7 ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ ｺﾔﾏﾄﾝﾎﾞ Macromia amphigena amphigena Ｂ

8 ﾄﾝﾎﾞ ｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ Crocothemis servilia mariannae Ｂ

9 ｶｵｼﾞﾛﾄﾝﾎﾞ Leucorrhinia dubia orientalis Ｃ

10 ﾊﾗﾋﾞﾛﾄﾝﾎﾞ Lyriothemis pachygastra Ｃ

11 ﾊｯﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ Nannophya pygmaea Ａ

12 ｼｵﾔﾄﾝﾎﾞ Orthetrum japonicum japonicum Ｂ

13 ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ Orthetrum triangulare melania Ｂ

14 ﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ Rhyothemis fuliginosa Ｄ

15 ﾐﾔﾏｱｶﾈ Sympetrum pedemontanum elatum Ｃ

16 ﾘｽｱｶﾈ Sympetrum risi risi Ｃ

17 ｶﾏｷﾘ ｳｽﾊﾞｶﾏｷﾘ Mantis religiosa Ｂ

18 ｱﾌﾞﾗﾑｼ ﾊｼﾊﾞﾐﾋｹﾞﾅｶﾞｱﾌﾞﾗﾑｼ Unisitobion corylicola VU

19 ﾅﾅﾌｼ ﾔｽﾏﾂﾄﾋﾞﾅﾅﾌｼ Micadina yasumatsui Ｃ

20 ﾖｺﾊﾞｲ ﾅｶﾊﾗﾖｺﾊﾞｲ Nakaharanus nakaharae DD

21 ﾋﾗﾀｶﾒﾑｼ ﾔｾｵｵﾋﾗﾀｶﾒﾑｼ Mezira tremulae ussuriensis NT Ｃ

22 ﾐｽﾞｷﾞﾜｶﾒﾑｼ ﾋﾒﾐｽﾞｷﾞﾜｶﾒﾑｼ Micracanthia hasegawai NT Ｃ

23 ﾐｽﾞﾑｼ ﾐｽﾞﾑｼ Hesperocorixa distanti distanti Ｃ

24 ｺｵｲﾑｼ ｺｵｲﾑｼ Appasus japonicus NT Ｃ

25 ﾀｶﾞﾒ Lethocerus deyrolli VU Ａ

26 ﾂﾉﾄﾝﾎﾞ ｷﾊﾞﾈﾂﾉﾄﾝﾎﾞ Ascalaphus ramburi Ｂ

27 ｾｾﾘﾁｮｳ ｷﾞﾝｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ Leptalina unicolor NT Ｃ

28 ﾐﾔﾏﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ Pelopidas jansonis Ｃ

29 ｵｵﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ Polytremis pellucida pellucida Ｄ

30 ﾁｬﾏﾀﾞﾗｾｾﾘ Pyrgus maculatus maculatus CR+EN Ａ

31 ｽｼﾞｸﾞﾛﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ Thymelicus leoninus leoninus NT Ｄ

32 ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ｷﾀｱｶｼｼﾞﾐ Japonica onoi onoi VU Ｃ

33 ｳﾗﾅﾐｱｶｼｼﾞﾐ Japonica saepestriata saepestriata Ｃ

34 ｵｵｺﾞﾏｼｼﾞﾐ Maculinea arionides takamukui NT Ｂ

35 ｺﾞﾏｼｼﾞﾐ Maculinea teleius shiriyensis Ｃ

36 ﾋﾒｼｼﾞﾐ Plebejus argus micrargus NT

37 ｵｵﾙﾘｼｼﾞﾐ Shijimiaeoides divinus barine CR+EN ＥＸ

38 ﾐﾔﾏｶﾗｽｼｼﾞﾐ Strymonidia mera Ｃ

科名 和名
選定基準

No. 学名
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表 7.11-6(2) 昆虫類の重要な種（既存資料） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

39 ﾀﾃﾊﾁｮｳ ｳﾗｷﾞﾝｽｼﾞﾋｮｳﾓﾝ Argyronome laodice japonica NT Ｄ

40 ﾋｮｳﾓﾝﾁｮｳ Brenthis daphne iwatensis NT

41 ｵｵｳﾗｷﾞﾝﾋｮｳﾓﾝ Fabriciana nerippe CR+EN Ａ

42 ｵｵﾑﾗｻｷ Sasakia charonda charonda NT Ｃ

43 ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ﾋﾒｷﾞﾌﾁｮｳ Luehdorfia puziloi inexpecta NT

44 ｼﾛﾁｮｳ ｽｼﾞﾎﾞｿﾔﾏｷﾁｮｳ Gonepteryx aspasia niphonica Ｃ

45 ﾋﾒｼﾛﾁｮｳ Leptidea amurensis VU Ｃ

46 ﾏﾀﾞﾗｶﾞ ﾍﾞﾆﾓﾝﾏﾀﾞﾗ Zygaena niphona niphona NT Ｂ

47 ｼｬﾁﾎｺｶﾞ ｱﾏｷﾞｼｬﾁﾎｺ Eriodonta amagisana Ｄ

48 ﾔｶﾞ ﾋﾒｼﾛｼﾀﾊﾞ Catocala nagioides Ｄ

49 ｸﾛﾔｶﾞ Euxoa nigrata Ｄ

50 ﾐｽｼﾞｷﾘｶﾞ Jodia sericea Ｃ

51 ﾊｲｲﾛﾖﾄｳ Parastichtis suspecta Ｄ

52 ｱﾙﾌﾟｽｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ Syngrapha ottolenguii Ｄ

53 ﾀﾞｲｾﾂﾔｶﾞ Xestia albuncula Ｃ

54 ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ｷﾏﾀﾞﾗﾓﾄﾞｷ Kirinia epaminondas NT

55 ﾂﾏｼﾞﾛｳﾗｼﾞｬﾉﾒ Lasiommata deidamia Ａ

56 ｶ ﾄﾜﾀﾞｵｵｶ Toxorhynchites(Toxorhynchi) towadensis Ｃ

57 ｵｻﾑｼ ﾁｮｳｶｲﾋﾒｸﾛｵｻﾑｼ Asthenocarabus opaculus shirahatai Ｄ

58 ｲﾜｷﾅｶﾞﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ Trechiama oreas Ｄ

59 ﾊﾝﾐｮｳ ｺﾊﾝﾐｮｳ Myriochile specularis Ｃ

60 ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ Cybister japonicus NT Ｃ

61 ｴｿﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾓﾄﾞｷ Dytiscus marginalis czerskii VU Ｃ

62 ｺｶﾞﾈﾑｼ ﾀﾞｲｺｸｺｶﾞﾈ Copris ochus VU Ｃ

63 ﾐﾔﾏﾀﾞｲｺｸｺｶﾞﾈ Copris pecuarius Ｄ

64 ｵｵﾁｬｲﾛﾊﾅﾑｸﾞﾘ Osmoderma opicum NT Ｃ

65 ｺﾒﾂｷﾑｼ ﾐﾁﾉｸｼﾓﾌﾘｺﾒﾂｷ Actenicerus nempta Ｃ

66 ﾁﾋﾞﾋｻｺﾞｺﾒﾂｷ Hypnoidus rivularius rivalis Ｃ

67 ﾎﾀﾙ ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ Luciola cruciata Ｃ

68 ｺﾏﾕﾊﾞﾁ ｳﾏﾉｵﾊﾞﾁ Euurobracon yokohamae NT Ａ

69 ｶﾐｷﾘﾑｼ ﾖｺﾔﾏﾋﾒｶﾐｷﾘ Ceresium holophaeum Ｄ

70 ﾖｺﾔﾏﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾐｷﾘ Dolichoprosopus yokoyamai Ｄ

71 ｵﾀﾞﾋｹﾞﾅｶﾞｺﾊﾞﾈｶﾐｷﾘ Glaphyra gracilis Ｄ

72 ﾔﾂﾎﾞｼｶﾐｷﾘ Saperda octomaculata Ｄ

73 ﾊﾑｼ ｸﾛｽｼﾞｶﾒﾉｺﾊﾑｼ Cassida lineola Ｄ

74 ﾍﾞﾆｶﾒﾉｺﾊﾑｼ Cassida murraea Ｃ

75 ｵｵﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ Chrysolina angsticollis Ｄ

76 ﾍﾞｯｺｳﾊﾞﾁ ｲﾜﾀﾂﾂﾍﾞｯｺｳ Homonotus iwatai Ｄ

77 ﾌﾀﾓﾝﾍﾞｯｺｳ Parabatozonus jankowskii Ｄ

78 ｷﾞﾝｸﾞﾁﾊﾞﾁ ｼﾓﾔﾏｷﾞﾝｸﾞﾁ Ceratocrabro shimoyamai Ｃ

79 ﾙﾘｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ Chalybion japonicum Ｂ

80 ｻｻｷﾘｷﾞﾝｸﾞﾁ Ectemnius furuichii Ｃ

81 ﾆﾄﾍﾞｷﾞﾝｸﾞﾁ Spadicocrabro nitobei Ｃ

82 ｷﾕﾋﾞｷﾞﾝｸﾞﾁ Towada flavitarsus Ｄ

83 ｱﾅﾊﾞﾁ ﾐｶﾄﾞｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ Hoplammophila aemulans Ｄ

84 ﾐﾂﾊﾞﾁ ﾊｲｲﾛﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾊﾞﾁ Eucera sociabilis Ｄ

85 ｲﾎﾞﾄﾋﾞﾑｼ ｴｻｷｳﾐﾄﾋﾞﾑｼ Oudemansia esakii Ｄ

86 ﾏﾙﾄﾋﾞﾑｼ ﾐﾂﾜﾏﾙﾄﾋﾞﾑｼ Ptenothrix tricycla Ｄ

39科 86種 － 0 0 0 0 28 79

No. 科名 和名 学名
選定基準
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② 現地調査 

(ｱ) 調査項目及び調査手法 

調査項目及び調査手法は、表 7.11-7 に示すとおりとした。 

 
表 7.11-7 調査項目及び調査手法 

調査項目 調査手法 
哺乳類 フィールドサイン調査、捕獲調査（5地点、

各地点にシャーマントラップ 20 個、墜落か
ん 5 個）、直接観察法、自動撮影（5 地点）
とした。 

鳥類 ラインセンサス法（3 定線）、定点センサス
法（2定点）、直接観察法とした。 

 猛禽類 定点調査法（4定点）とした。 
は虫類、両生類 直接観察法、任意採取法とした。 
昆虫類 任意採取法、ライトトラップ法（ボックス法

5 地点、カーテン法 1 地点）、ベイトトラッ
プ法（5地点）とした。 

陸生動物 

その他の主な動物 直接観察法、任意採取法とした。 

 
(ｲ) 調査地域・地点 

調査地域は、図 7.11-1 に示すとおりであり、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。 

 

(ｳ) 調査期間 

調査期間は、表 7.11-8 に示すとおり、哺乳類 4季、鳥類 4季、猛禽類 5回、は虫類・両生類 3

季、昆虫類 4季、その他の主な動物 2季の調査を実施した。 

 
表 7.11-8 調査期間 

調査項目 調査期間 
冬季 平成 20 年 1 月 15 日～17 日 
春季 平成 20 年 5 月 15 日～16 日 
夏季 平成 20 年 8 月 13 日～15 日 

哺乳類 

秋季 平成 20 年 10 月 20 日～22 日 
冬季 平成 20 年 1 月 15 日～17 日 
春季 平成 20 年 4 月 30 日～ 5 月 2 日 
初夏季 平成 20 年 6 月 19 日～21 日 

鳥類 

秋季 平成 20 年 10 月 20 日～22 日 
3 月 平成 20 年 3 月 26 日～28 日 
4 月 平成 20 年 4 月 15 日～17 日 
5 月 平成 20 年 5 月 20 日～22 日 
6 月 平成 20 年 6 月 16 日～18 日 

 猛禽類 

7 月 平成 20 年 7 月 14 日～16 日 
早春季 平成 20 年 4 月 21 日～23 日 
春季 平成 20 年 5 月 28 日～30 日 

は虫類、両生類 

夏季 平成 20 年 8 月 13 日～15 日 
春季 平成 20 年 5 月 19 日～21 日 
初夏季 平成 20 年 6 月 19 日～21 日 
夏季 平成 20 年 8 月 13 日～15 日 

昆虫類 

秋季 平成 20 年 10 月 6 日～ 8 日 
夏季 平成 20 年 8 月 15 日～17 日 

陸生動物 

その他の主な動物 
秋季 平成 20 年 10 月 6 日～ 8 日 
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図 7.11-1 陸生動物調査地域及び調査地点 
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(ｴ) 調査結果 

  ｱ 哺乳類 

現地調査による哺乳類の確認種の一覧は、表 7.11-9 に示すとおりである。現地調査の結果、6

目 8科 14 種の哺乳類が確認された。捕獲調査による確認種及び確認個体数の一覧は資料編に示す

とおりである。 

確認された哺乳類は、ノウサギ、ニホンリス、アカネズミ、タヌキ、キツネ、カモシカ等、青

森県の平野部から丘陵、山地にかけて一般的に生息する種であった。 

また、目撃によりモモジロコウモリが確認されたほか、バットディテクターによる調査では、

ヒナコウモリ科のものと思われる周波数が確認され、その周波数(20-25kHz)や分布情報等より、

ヤマコウモリまたはヒナコウモリである可能性が示唆された。 

 
表 7.11-9 哺乳類の確認種一覧 

冬季 春季 夏季 秋季

1 ﾓｸﾞﾗ ﾓｸﾞﾗ ﾋﾐｽﾞ Urotrichus talpoides ○ 捕獲

2 ﾓｸﾞﾗ Mogera wogura ○ ○ ○ 塚

3 ｺｳﾓﾘ ﾋﾅｺｳﾓﾘ ﾓﾓｼﾞﾛｺｳﾓﾘ Myotis macrodactylus ○ ○ ○ 目撃

4 ﾋﾅｺｳﾓﾘ科の数種①1 Vespertilionidae spp.① ○ ○ B.D.3

ﾋﾅｺｳﾓﾘ科の数種②2 Vespertilionidae spp.② ○ ○ B.D.3

5 ｳｻｷﾞ ｳｻｷﾞ ﾉｳｻｷﾞ Lepus brachyurus ○ ○ ○ ○ 糞,足跡,食痕

6 ﾈｽﾞﾐ ﾘｽ ﾆﾎﾝﾘｽ Sciurus lis ○ ○ ○ ○ 目撃,足跡,食痕,崩落巣

7 ﾈｽﾞﾐ ﾄｳﾎｸﾔﾁﾈｽﾞﾐ Eothenmys andersoni ○ 捕獲

8 ｱｶﾈｽﾞﾐ Apodemus speciosus ○ ○ ○ 捕獲,食痕,自動撮影

9 ﾋﾒﾈｽﾞﾐ Apodemus argenteus ○ ○ ○ 捕獲

10 ﾈｺ ｲﾇ ﾀﾇｷ Nyctereutes procyonoides ○ ○ ○ ○ 糞,足跡

11 ｷﾂﾈ Vulpes vulpes ○ ○ ○ 目撃,糞,足跡

12 ｲﾀﾁ ﾃﾝ Martes melampus ○ ○ ○ ○ 糞,足跡,自動撮影

13 ｲﾀﾁ Martes itatsi ○ ○ ○ 糞,足跡,自動撮影

14 ｳｼ ｳｼ ｶﾓｼｶ Capricornis crispus ○ ○ 糞,足跡

6目 8科 14種 － 6種 14種 11種 9種 －

学名 確認形態
確認時期

No. 目名 科名 和名

 
注)1.ﾋﾅｺｳﾓﾘ科の数種①は確認した周波数(20-25kHz)や分布情報等より、ﾔﾏｺｳﾓﾘまたはﾋﾅｺｳﾓﾘの可能性が高く、ﾋﾅｺｳﾓﾘ科

の数種②及びﾓﾓｼﾞﾛｺｳﾓﾘとは別種であると考えられるため、種数の合計に計上した。 
2.ﾋﾅｺｳﾓﾘ科の数種②は確認した周波数(40-45kHz)やバットディタクターの入感音、分布情報等よりｱﾌﾞﾗｺｳﾓﾘまたはﾓﾓ
ｼﾞﾛｺｳﾓﾘの可能性が高いため、種数の合計に計上しなかった。 

3.B.D.はバットディテクターの略。 
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現地調査で確認された種のうち、表 7.11-10 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

選定の結果、表 7.11-11 に示すヒナコウモリ科の数種、及びカモシカの 2 科 2 種が重要な種と

して抽出された。重要な種の確認状況は、表 7.11－12(1)～(3)に示すとおりである。 

また、「第 2回自然環境保全基礎調査」（昭和 56 年、環境庁）、「日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－」（平成 14 年 3 月、環境省）、「青森県の希少な野生生物－青森県レ

ッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により指定されている注目すべき生息地は、

調査範囲内に分布していなかった。 

 
表 7.11-10 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝

類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 

 

表 7.11-11 哺乳類の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ﾋﾅｺｳﾓﾘ ﾋﾅｺｳﾓﾘ科の数種①1 espertilionidae spp.① 2 B3

2 ｳｼ ｶﾓｼｶ Capricornis crispus 特

2科 2種 － 1 0 0 0 1 1

科名 和名
選定基準

No. 学名

 
注)1.ﾋﾅｺｳﾓﾘ科の数種①はﾔﾏｺｳﾓﾘまたはﾋﾅｺｳﾓﾘの可能性が高い。 

2.選定基準⑤では、ﾔﾏｺｳﾓﾘは NT に該当するが、ﾋﾅｺｳﾓﾘは該当しない。 

3.選定基準⑥では、ﾔﾏｺｳﾓﾘ、ﾋﾅｺｳﾓﾘのいずれも Bランクに該当する。 
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表 7.11-12(1) 哺乳類の重要な種の確認状況 

種名：ヤマコウモリ 

科名：ヒナコウモリ 

学名：Nyctalus aviator 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL B ランク 

生態等：前腕長 60mm 前後、体重 40g 前後の大

型種で、光沢のある明るい茶色の長毛が密生

する。本邦産の食虫性コウモリの中で最大種

である。県内では市街地の公園から白神山地

のような原生林地帯まで広く分布している

が、本来の生息場所は森林と考えられる。1 

 

確認状況：春季に林道沿いの 1箇所で、夏季に林道沿い等の 4箇所で、バットディ

テクターによりヒナコウモリ科の数種として確認された。バットディテクターによ

り確認した周波数(20-25kHz)や分布情報等より、ヤマコウモリまたはヒナコウモリ

の可能性が高いと考えられる。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.11-12(2) 哺乳類の重要な種の確認状況 

種名：ヒナコウモリ 

科名：ヒナコウモリ 

学名：Vespertilio superans 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：前腕長 48mm 前後、体重 20g 前後の中

型種で、暗褐色の体毛に白っぽい長毛が混じ

って霜降り状に見える。繁殖コロニー形成場

所は元々は樹洞であったと考えられるが、現

在は社寺仏閣、橋等の人工建造物を利用して

いる。1 

 

確認状況：春季に林道沿いの 1箇所で、夏季に林道沿い等の 4箇所で、バットディ

テクターによりヒナコウモリ科の数種として確認された。バットディテクターによ

り確認した周波数(20-25kHz)や分布情報等より、ヤマコウモリまたはヒナコウモリ

の可能性が高いと考えられる。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.11-12(3) 哺乳類の重要な種の確認状況 

種名：カモシカ 

科名：ウシ 

学名：Capricornis crispus 

重要性：文化財保護法 特別天然記念物 

生態等：本州、四国、九州に分布する日本固

有種。低山帯から亜高山帯にかけてのブナ、

ミズナラ等が優占する落葉広葉樹林、針広混

交林に多く生息し、各種木本類の葉、広葉草

本、ササ類等を選択的に採食する。1  

確認状況：冬季に落葉広葉樹林の 3箇所、及び湿性草地の 1箇所、春季に湿性草地

の 1箇所の合計 5箇所で足跡が、春季にスギ植林の 1箇所で糞が確認された。なお、

対象事業実施区域内では、3箇所で足跡が確認された。 

注)1.「日本の哺乳類［改訂版］」（平成 17 年、東海大学出版会） 
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  ｲ 鳥類 

現地調査による鳥類の確認種の一覧は、表 7.11-13(1)～(2)に示すとおりである。調査の結果、

13 目 36 科 102 種の鳥類が確認された。ライセンサス法及び定点センサス法による鳥類確認種及

び確認個体数一覧は、資料編に示すとおりである。 

確認種は、青森県の丘陵地樹林に一般的に生息する種で構成されており、主に樹林性の種が確

認された。 

樹林環境では、落葉広葉樹林及び落葉広葉樹とアカマツの混交林ではコガラ、シジュウカラ等

のカラ類やエナガ、キクイタダキが確認され、スギ林では、マヒワやベニヒワが確認された。 

隣接した一般廃棄物最終処分場周辺では、多数のカラス類が確認され、その大半がハシブトガ

ラスであり、ハシボソガラスも少数見られた。 

水域では、林内湿地でアオシギが確認されたほか、二股川沿い等でオシドリ、カルガモ等のカ

モ類も確認された。 

また、ハチクマ、オオタカ、ハイタカ等の猛禽類も確認された。 

 

表 7.11-13(1) 鳥類の確認種一覧 

冬季 春季 初夏季 秋季

1月 4月 6月 10月

1 ｺｳﾉﾄﾘ ｻｷﾞ ｻｻｺﾞｲ Butorides striatus 夏鳥 ●
2 ｱｵｻｷﾞ Ardea cinerea 夏鳥 ● ● ●
3 ｶﾓ ｶﾓ ｵｵﾊｸﾁｮｳ Cygnus cygnus 冬鳥 ● ●
4 ｺﾊｸﾁｮｳ Cygnus columbianus 冬鳥 ●
5 ｵｼﾄﾞﾘ Aix galericulata 夏鳥 ●
6 ﾏｶﾞﾓ Anas platyrhynchos 冬鳥 ●
7 ｶﾙｶﾞﾓ Anas poecilorhyncha 留鳥 ● ● ●
8 ｺｶﾞﾓ Anas crecca 冬鳥 ● ●
9 ﾀｶ ﾀｶ ﾐｻｺﾞ Pandion haliaetus 夏鳥 ●
10 ﾊﾁｸﾏ Pernis apivorus 夏鳥 ● ●
11 ﾄﾋﾞ Milvus migrans 留鳥 ● ● ● ● ●
12 ｵｵﾀｶ Accipiter gentilis 留鳥 ● ● ●
13 ﾂﾐ Accipiter gularis 夏鳥 ●
14 ﾊｲﾀｶ Accipiter nisus 留鳥 ● ●
15 ﾉｽﾘ Buteo buteo 留鳥 ● ● ● ● ●
16 ｻｼﾊﾞ Butastur indicus 夏鳥 ● ●
17 ｸﾏﾀｶ Spizaetus nipalensis 留鳥 ●
18 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ Falco peregrinus 留鳥 ●
19 ﾁｺﾞﾊﾔﾌﾞｻ Falco subbuteo 夏鳥 ●
20 ｷｼﾞ ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ Syrmaticus soemmerringii 留鳥 ● ●
21 ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ｺﾁﾄﾞﾘ Charadrius dubius 夏鳥 ● ● ●
22 ｼｷﾞ ｲｿｼｷﾞ Actitis hypoleucos 夏鳥 ●
23 ﾔﾏｼｷﾞ Scolopax rusticola 夏鳥 ●
24 ｱｵｼｷﾞ Gallinago solitaria 冬鳥 ●
25 ｶﾓﾒ ｾｸﾞﾛｶﾓﾒ Larus argentatus 冬鳥 ●
26 ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ Streptopelia orientalis 留鳥 ● ● ● ●
27 ｱｵﾊﾞﾄ Sphenurus sieboldii 夏鳥 ● ●
28 ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ Cuculus canorus 夏鳥 ● ●
29 ﾂﾂﾄﾞﾘ Cuculus saturatus 夏鳥 ● ● ●
30 ﾎﾄﾄｷﾞｽ Cuculus poliocephalus 夏鳥 ● ●
31 ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ Strix uralensis 留鳥 ●
32 ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ Caprimulgus indicus 夏鳥 ●
33 ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ﾊﾘｵｱﾏﾂﾊﾞﾒ Hirundapus caudacutus 夏鳥 ● ●
34 ｱﾏﾂﾊﾞﾒ Apus pacificus 夏鳥 ●
35 ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｶﾜｾﾐ Alcedo atthis 留鳥 ●
36 ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ Picus awokera 留鳥 ● ● ● ● ●
37 ｱｶｹﾞﾗ Dendrocopos major 留鳥 ● ● ● ● ●
38 ｵｵｱｶｹﾞﾗ Dendrocopos leucotos 留鳥 ●
39 ｺｹﾞﾗ Dendrocopos kizuki 留鳥 ● ● ● ● ●

確認時期
渡り
区分

猛禽類
調査

No. 目名 科名 種名 学名
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表 7.11-13(2) 鳥類の確認種一覧 

冬季 春季 初夏季 秋季
1月 4月 6月 10月

40 ｽｽﾞﾒ ﾋﾊﾞﾘ ﾋﾊﾞﾘ Alauda arvensis 夏鳥 ● ● ● ●
41 ﾂﾊﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ Hirundo rustica 夏鳥 ● ● ●
42 ｲﾜﾂﾊﾞﾒ Delichon urbica 夏鳥 ● ●
43 ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ Motacilla cinerea 留鳥 ●
44 ﾊｸｾｷﾚｲ Motacilla alba 留鳥 ● ● ● ●
45 ﾋﾞﾝｽﾞｲ Anthus hodgsoni 夏鳥 ● ●
46 ﾀﾋﾊﾞﾘ Anthus spinoletta 旅鳥 ● ● ●
47 ｻﾝｼｮｳｸｲ ｻﾝｼｮｳｸｲ Pericrocotus divaricatus 夏鳥 ●
48 ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ Hypsipetes amaurotis 留鳥 ● ● ● ● ●
49 ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ Lanius bucephalus 留鳥 ● ● ●
50 ｶﾜｶﾞﾗｽ ｶﾜｶﾞﾗｽ Cinclus pallasii 留鳥 ●
51 ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ Troglodytes troglodytes 留鳥 ● ● ● ●
52 ｲﾜﾋﾊﾞﾘ ｶﾔｸｸﾞﾘ Prunella rubida 夏鳥 ●
53 ﾂｸﾞﾐ ｺﾙﾘ Luscinia cyane 夏鳥 ●
54 ﾙﾘﾋﾞﾀｷ Tarsiger cyanurus 夏鳥 ●
55 ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ Phoenicurus auroreus 冬鳥 ●
56 ﾉﾋﾞﾀｷ Saxicola torquata 旅鳥 ●
57 ﾄﾗﾂｸﾞﾐ Zoothera dauma 夏鳥 ● ●
58 ｸﾛﾂｸﾞﾐ Turdus cardis 夏鳥 ●
59 ｱｶﾊﾗ Turdus chrysolaus 夏鳥 ● ● ●
60 ｼﾛﾊﾗ Turdus pallidus 冬鳥 ●
61 ﾏﾐﾁｬｼﾞﾅｲ Turdus obscurus 旅鳥 ●
62 ﾂｸﾞﾐ Turdus naumanni 冬鳥 ● ● ●
63 ｳｸﾞｲｽ ﾔﾌﾞｻﾒ Urosphena squameiceps 夏鳥 ● ●
64 ｳｸﾞｲｽ Cettia diphone 夏鳥 ● ● ● ●
65 ｴｿﾞﾑｼｸｲ Phylloscopus borealoides 夏鳥 ●
66 ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ Phylloscopus coronatus 夏鳥 ● ●
67 ｷｸｲﾀﾀﾞｷ Regulus regulus 漂鳥 ● ● ● ● ●
68 ﾋﾀｷ ｷﾋﾞﾀｷ Ficedula narcissina 夏鳥 ● ● ●
69 ｵｵﾙﾘ Cyanoptila cyanomelana 夏鳥 ● ●
70 ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ Muscicapa dauurica 夏鳥 ● ●
71 ｴﾅｶﾞ ｴﾅｶﾞ Aegithalos caudatus 留鳥 ● ● ● ● ●
72 ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ Parus montanus 留鳥 ● ● ● ● ●
73 ﾋｶﾞﾗ Parus ater 留鳥 ● ● ● ● ●
74 ﾔﾏｶﾞﾗ Parus varius 留鳥 ● ● ● ● ●
75 ｼｼﾞｭｳｶﾗ Parus major 留鳥 ● ● ● ● ●
76 ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ Sitta europaea 留鳥 ● ● ●
77 ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ Zosterops japonicus 留鳥 ● ● ● ●
78 ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ Emberiza cioides 留鳥 ● ● ● ●
79 ﾎｵｱｶ Emberiza fucata 夏鳥 ● ● ●
80 ｶｼﾗﾀﾞｶ Emberiza rustica 冬鳥 ● ● ● ●
81 ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞﾛ Emberiza elegans 冬鳥 ●
82 ﾉｼﾞｺ Emberiza sulphurata 夏鳥 ● ● ●
83 ｱｵｼﾞ Emberiza spodocephala 留鳥 ● ● ● ●
84 ｸﾛｼﾞ Emberiza variabilis 夏鳥 ● ● ●
85 ｵｵｼﾞｭﾘﾝ Emberiza schoeniclus 夏鳥 ● ●
86 ｱﾄﾘ ｱﾄﾘ Fringilla montifringilla 冬鳥 ● ● ● ●
87 ｶﾜﾗﾋﾜ Carduelis sinica 留鳥 ● ● ● ● ●
88 ﾏﾋﾜ Carduelis spinus 冬鳥 ● ● ● ●
89 ﾍﾞﾆﾋﾜ Carduelis flammea 冬鳥 ●
90 ｵｵﾏｼｺ Carpodacus roseus 冬鳥 ● ●
91 ｲｽｶ Loxia curvirostra 冬鳥 ● ● ● ●
92 ﾍﾞﾆﾏｼｺ Uragus sibiricus 冬鳥 ● ● ●
93 ｳｿ Pyrrhula pyrrhula 漂鳥 ● ● ●
94 ｲｶﾙ Eophona personata 夏鳥 ● ● ●
95 ｼﾒ Coccothraustes coccothraustes 冬鳥 ● ● ● ●
96 ﾊﾀｵﾘﾄﾞﾘ ﾆｭｳﾅｲｽｽﾞﾒ Passer rutilans 旅鳥 ● ●
97 ｽｽﾞﾒ Passer montanus 留鳥 ● ● ● ●
98 ﾑｸﾄﾞﾘ ｺﾑｸﾄﾞﾘ Sturnus philippensis 夏鳥 ●
99 ﾑｸﾄﾞﾘ Sturnus cineraceus 留鳥 ● ● ●
100 ｶﾗｽ ｶｹｽ Garrulus glandarius 留鳥 ● ● ● ● ●
101 ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ Corvus corone 留鳥 ● ● ● ● ●
102 ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ Corvus macrorhynchos 留鳥 ● ● ● ● ●

13目 36科 102種 - - 25種 64種 58種 52種 67種

猛禽類
調査

No. 目名 科名 種名 学名
渡り
区分

確認時期
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現地調査で確認された種のうち、表 7.11-14 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

選定の結果、表 7.11-15 に示すオシドリ、オオタカ、フクロウ、サンショウクイ等の 13 科 23

種が重要種として抽出された。重要な種の確認状況は、表 7.11－16(1)～(23)に示すとおりであ

る。 

また、「日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－」（平成14年8月、環境省）、

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により

指定されている注目すべき生息地は、調査範囲内に分布していなかった。 
 

表 7.11-14 重要な種の選定基準 
No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 
(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 
際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 鳥類、は虫類、両生類及びその他無脊
椎動物のレッドリストの見直しについて」 
(平成 18 年、環境省) 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR：絶滅危惧 IA 類 
EN：絶滅危惧 IB 類 
VU：絶滅危惧Ⅱ類 
NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年
改訂増補版）－」 
(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 
A：最重要希少野生生物 
B：重要希少野生生物 
C：希少野生生物 
D：要調査野生生物 
LP：地域限定希少野生生物 

 
表 7.11-15 鳥類の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 ｶﾓ ｵｼﾄﾞﾘ Aix galericulata DD C
2 ﾀｶ ﾐｻｺﾞ Pandion haliaetus NT C
3 ﾊﾁｸﾏ Pernis apivorus NT C
4 ｵｵﾀｶ Accipiter gentilis 国内 NT B
5 ﾂﾐ Accipiter gularis B
6 ﾊｲﾀｶ Accipiter nisus NT C
7 ｻｼﾊﾞ Butastur indicus VU C
8 ｸﾏﾀｶ Spizaetus nipalensis 国内 EN A
9 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ Falco peregrinus 国内 VU B
10 ﾁｺﾞﾊﾔﾌﾞｻ Falco subbuteo C
11 ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ Syrmaticus soemmerringii C
12 ｼｷﾞ ﾔﾏｼｷﾞ Scolopax rusticola C
13 ｱｵｼｷﾞ Gallinago solitaria C
14 ﾊﾄ ｱｵﾊﾞﾄ Sphenurus sieboldii C
15 ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ Strix uralensis C
16 ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ Caprimulgus indicus VU C
17 ｷﾂﾂｷ ｵｵｱｶｹﾞﾗ Dendrocopos leucotos C
18 ｻﾝｼｮｳｸｲ ｻﾝｼｮｳｸｲ Pericrocotus divaricatus VU B
19 ｲﾜﾋﾊﾞﾘ ｶﾔｸｸﾞﾘ Prunella rubida C
20 ﾂｸﾞﾐ ｸﾛﾂｸﾞﾐ Turdus cardis C
21 ﾎｵｼﾞﾛ ﾉｼﾞｺ Emberiza sulphurata NT C
22 ｸﾛｼﾞ Emberiza variabilis C
23 ｵｵｼﾞｭﾘﾝ Emberiza schoeniclus B

13科 23種 － 0 0 0 3 11 23

選定基準
学名No. 科名 種名
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表 7.11-16(1) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：オシドリ 

科名：カモ 

学名：Aix galericulata 

重要性：環境省 RL 情報不足 

    青森県 RL C ランク 

生態等：全長 45cm 程度。冬羽のオスはイチョウ型

をした橙色の飾り羽を持ち、色彩が鮮やかである。

国内では、北海道、本州、九州、沖縄で繁殖して

いる。県内では、各地の樹林に囲まれた湖沼や渓

流域で生息・繁殖している。1 

 

確認状況：春季の任意踏査時に二股川沿いで 2 個体が確認された。なお、対象事業実

施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(2) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ミサゴ 

科名：タカ 

学名：Pandion haliaetus 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL C ランク 

生態等：全長雄 54cm、雌 64cm。翼は細長く尾が短

い。頭部と体の下面が白く胸に黒褐色の帯がある。

各地の海岸、海に近い大きな河川や湖沼で少数見

られる。主にボラ、ウグイ等の魚類が餌になる。

春から秋に見られ、冬は暖地へ移動する。1 

 

確認状況：7月の猛禽類調査時に対象事業実施区域周辺から南へ飛翔する個体が 2例確

認された。確認個体はいずれも成鳥であり、一般廃棄物最終処分場の調整池等の上空

で探餌する様子が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(3) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ハチクマ 

科名：タカ 

学名：Pernis apivorus 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL C ランク 

生態等：全長雄 57cm、雌 61cm。トビより少し

小さく、飛んでいる時首が長く見える。夏鳥

で、各地の低山地帯に少数が生息する。県内

では日本海側の山地に多く出現し、5月中下旬

に渡来する。クロスズメバチ等のハチやカエ

ル、ネズミ、小鳥を食べる。1 

 

確認状況：5月、6月、7月の猛禽類調査時、及び 6月の鳥類調査時に、合計 86 例の飛

翔が確認された。確認された個体の一部には渡りの個体と思われる個体も確認された。

また、雌雄の成鳥によるディスプレイ飛翔も確認され、対象事業実施区域周辺では営巣

地は確認されていないが、対象事業実施区域から約 600m の樹林内において営巣地が確

認され、給餌する様子も確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(4) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：オオタカ 

科名：タカ 

学名：Accipiter gentilis 

重要性：種の保存法 国内希少野生動植物 

環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL B ランク 

生態等：全長雄 50cm、雌 57cm。ほぼハシブトガラ

ス大のタカである。県内各地の人里に近い林で繁殖

し、低山帯から市街地まで広い範囲で見られるが、

数は少ない。留鳥であるがえさの少ない山地に生息

する個体は厳冬期に里へ移動する。1 

 

確認状況：3月、4 月の猛禽類調査時、及び 6月、10 月の鳥類調査時に、合計 21 例の

飛翔が確認された。これらの大部分は成鳥・亜成鳥であったが、10 月には幼鳥 1 個体

が確認された。対象事業実施区域周辺では営巣地は確認されていないが、対象事業実

施区域から約800mの樹林内において本種のものである可能性が考えられる営巣地が確

認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(5) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ツミ 

科名：タカ 

学名：Accipiter gularis 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：全長雄 27cm、雌 30cm。ヒヨドリ大で、

日本最小のタカである。低山帯、人里付近の林に

生息するが、眼にふれる機会が少なく県内の生息

実態は明らかではない。1 

 

確認状況：6 月の猛禽類調査時に、二股川上空を北西方向へ飛翔する個体 1 例が確認

された。確認された個体は成鳥（雌）であり、幼鳥は確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(6) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ハイタカ 

科名：タカ 

学名：Accipiter nisus 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

    青森県 RL C ランク 

生態等：全長雄 32cm、雌 39cm。雄はハト大、雌

は雄より大きいがカラスより小さい小型のタカ

である。各地の低山帯、人里に周年見られるが数

は少ない。夏期は農耕地付近の林に生息するもの

が多いが、冬期は河川敷の茂みや市街地の公園に

も出現する。1 

 

確認状況：3月、4月、5月、6月、7月の猛禽類調査時に、合計 38 例の飛翔が確認さ

れた。確認された個体は大部分が成鳥であり、4 月には雌雄の成鳥によるディスプレ

イ飛翔も確認されたが、対象事業実施区域周辺での確認頻度は低く、営巣地も確認さ

れなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(7) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：サシバ 

科名：タカ 

学名：Butastur indicus 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

    青森県 RL C ランク 

生態等：全長 49cm のハシボソガラス大の

タカである。夏鳥として山間にある農地付

近の林、湿地や湖沼に接した山林等に生息

している。林縁部を旋回し、カエルや小鳥、

昆虫を捕食している。1 

 

確認状況：6 月及び 7 月の猛禽類調査時に、合計 4 例の飛翔が確認された。こ

れらの飛翔はいずれも南方へ飛翔するものであり、7 月には亜成鳥 2 個体の同

時飛翔が確認された。また、トンボを捕食する様子が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(8) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：クマタカ 

科名：タカ 

学名：Spizaetus nipalensis 

重要性：種の保存法 国内希少野生動植物 

環境省 RL 絶滅危惧ⅠB類 

    青森県 RL A ランク 

生態等：全長雄 72cm、雌 80cm。全長はトビよ

り大きい。豊かな森林がある山地に留鳥とし

て生息している。ウサギ、キジ、ヤマドリ、

ヘビ等を食べ、大樹に巣を作る。餌獲りは林

間、伐採跡地、林道等で行われる。1 

 

確認状況：3月の猛禽類調査時に、対象事業実施区域西側の上空から北へ飛翔す

る個体 1例が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(9) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ハヤブサ 

科名：ハヤブサ 

学名：Falco peregrinus 

重要性：種の保存法 国内希少野生動植物 

環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

    青森県 RL B ランク 

生態等：全長雄 38cm、雌 51cm。海岸部の切

り立った岩場や、海に近い採石跡地で繁殖し

ている。冬期には北海道方面からの移動個体

も加わり、内陸の湖沼・河川・耕地・市街地

にも出現する。飛んでいる鳥を捕食する。1 

 

確認状況：6月の猛禽類調査時に、鶴ヶ坂地区北東側上空を北東へ旋回後、北へ

飛翔する個体 1例が確認された。確認された個体は成鳥であった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(10) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：チゴハヤブサ 

科名：ハヤブサ 

学名：Falco subbuteo 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 28～31cm。ハト大の小型のハ

ヤブサである。4 月下旬に夏鳥として渡来

し、県内各地の集落、市街地の寺社林や公

園の林・農耕地の防風林等で繁殖している。

餌はスズメ、カワラヒワ等の小鳥、コウモ

リ、昆虫である。1 

 

確認状況：6月の猛禽類調査時に、二股川上空で雄雌で同時飛翔する個体、対象

事業実施区域南側の上空で餌運びする個体の合計 3 例が確認された。確認され

た個体はいずれも成鳥であった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(11) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ヤマドリ 

科名：キジ 

学名：Syrmaticus soemmerringii 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長雄 130cm、雌 50cm 前後。日本

特産種で青森県が自然分布の北限となっ

ている。主として標高 1500m 以下の山地に

生息し、スギ･ヒノキの密林､落葉広葉樹

林､雑木林、草原、渓谷等に生息する。1 

 

確認状況：春季のラインセンサス調査及び任意踏査時に、二股川沿いのヤナギ

林内等の 2箇所で合計 2個体が、秋季のラインセンサス調査及び任意踏査時に、

スギ植林内等の 3 箇所で合計 3 個体が確認された。なお、対象事業実施区域内

では、1箇所で 1個体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(12) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ヤマシギ 

科名：シギ 

学名：Scolopax rusticola 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 34cm 前後。国内では北海道

から九州、伊豆諸島で繁殖し、北の地方の

ものは冬季に暖かい地方へ移動する。県内

では、各地の森林、湿地や渓流沿いに生息

し繁殖しているが、夜行性のこともあって

あまり人目につかない。1 

 

確認状況：春季の任意踏査時に、二股川に流入する沢の上流で 1 個体が確認さ

れた。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(13) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：アオシギ 

科名：シギ 

学名：Gallinago solitaria 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 30cm 前後。アジア大陸の中

東部で繁殖し、冬には南アジア・日本に渡

る。国内では冬鳥として山間の小川や渓流

沿いの草むらに単独で生息している。県内

にも冬鳥として飛来し生息するが、数は少

ない。1 

 

確認状況：冬季の任意踏査時に、二股川に流入する沢の上流で 1 個体が確認さ

れた。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(14) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：アオバト 

科名：ハト 

学名：Sphenurus sieboldii 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 33cm 前後。四国以北のよく

茂った林で繁殖している。県内でも山深い

ところに生息する。冬季には北海道・東北

地方及び本州の山地のものは本州以南の

平野に移動し、特に九州の森林で越冬する

ものが多い。1 

 

確認状況：繁殖期の任意踏査時にスギ植林や落葉広葉樹林等の 4 箇所で合計 4

個体が、7 月の猛禽類調査時にスギ植林の 2 箇所で合計 2 個体が確認された。

なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(15) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：フクロウ 

科名：フクロウ 

学名：Strix uralensis 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 48～52cm。大樹の多い山林、

寺社林、老木のあるリンゴ園等広範に生息

するが個体数は少ない。2 月頃からさかん

に鳴き、4 月下旬から 5 月下旬には雛が見

られる。夜行性だが育雛期には昼でも餌運

びをすることがある。ネズミや小鳥を餌に

する。1 

 

確認状況：秋季の任意踏査時に伐採跡地の 1箇所で、1個体が確認された。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(16) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ヨタカ 

科名：ヨタカ 

学名：Caprimulgus indicus 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL C ランク 

生態等：全長 29cm。全身黒褐色で灰色小斑

が各所にある。疎開地や山道際の地面に直

接 2 卵産卵する。夜間、飛びながら昆虫類

を大きな口を開けて取り込む。主に低山地

から山地の森林に生息する。1 

 

確認状況：初夏季の任意踏査時に伐採跡地の 1箇所で、1個体が確認された。な

お、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「いわてレッドデータブック 岩手県の希少な野生生物」（平成 13 年 3月、岩手県） 

 

表 7.11-16(17) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：オオアカゲラ 

科名：キツツキ 

学名：Dendrocopos leucotos 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 28cm。留鳥で低山帯から奥深

い森林まで広い範囲で見られるが個体数は

少ない。大樹の多い広面積の森林に比較的

良く見られる。主に朽木等の昆虫を食べる

が、積雪期には里でカキを食べることがあ

る。1 

 

確認状況：冬季の任意踏査時に、スギ植林の 1 箇所で 1 個体が確認された。な

お、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(18) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：サンショウクイ 

科名：サンショウクイ 

学名：Pericrocotus divaricatus 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

生態等：全長 20cm。夏鳥で各地の落葉広葉

樹林に生息するが個体数は少ない。昆虫を主

食とし、高い木の梢に止まることが多い。1

 

確認状況：初夏季の任意踏査時に、二股川に流入する沢の上空を飛翔する 1 個

体が確認された。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(19) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：カヤクグリ 

科名：イワヒバリ 

学名：Prunella rubida 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 14cm。白神山地、岩木山、八

甲田山等の標高の高い場所に生息し、密生

した樹木等の茂みで生活し、人目にふれる

ことは少ない。春、秋には標高の低い灌木

林にも出現する。1 

 

確認状況：秋季の任意踏査時に、落葉広葉樹林の 1箇所で 1個体が確認された。

なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(20) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：クロツグミ 

科名：ツグミ 

学名：Turdus cardis 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 22cm。夏鳥で低山帯のやや暗

い森林に生息する。各地の防風林、雑木林

等で繁殖している。なわばり意識が強く、

他の個体が接近すると激しく鳴いて威嚇

する。地上でミミズや昆虫を食べる。1 

 

確認状況：初夏季の任意踏査時に、落葉広葉樹林の 1 箇所で 1 個体が確認され

た。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(21) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：ノジコ 

科名：ホオジロ 

学名：Emberiza sulphurata 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL C ランク 

生態等：全長 14cm 前後。夏鳥として渡来

し、本州で繁殖するが、日本西南部で越冬

するものもある。本州中部と北部山地の落

葉広葉樹林で繁殖するが局所的である。県

内にも夏鳥として渡来し繁殖する。1 
 

確認状況：春季の任意踏査時に林道沿いの 1 箇所で 1 個体が、初夏季のライン

センサス調査、定点調査、任意踏査時に落葉広葉樹林や伐採跡地等の 10 箇所で

合計 10個体が、7月の猛禽類調査時に伐採跡地の 1箇所で 1個体が確認された。

なお、対象事業実施区域内では、1箇所で 1個体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-16(22) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：クロジ 

科名：ホオジロ 

学名：Emberiza variabilis 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：全長 17cm 前後。本州中部以北

の山地のササが多い林で繁殖するが、

局所的である。秋、冬には本州中部以

南の低山の暗い林にいる。県内でもブ

ナ林等の広葉樹林内の低木が茂ってい

るような場所にいるが、目にふれるこ

とは少ない。1 

 

確認状況：春季の任意踏査時に二股川沿いの落葉広葉樹林等の 2 箇所で合計 4

個体が、秋季のラインセンサス調査及び任意踏査時にスギ植林や落葉広葉樹林

等の 9 箇所で合計 26 個体が確認された。なお、対象事業実施区域内では、2 箇

所で合計 14 個体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.11-16(23) 鳥類の重要な種の確認状況 

種名：オオジュリン 

科名：ホオジロ 

学名：Emberiza schoeniclus 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：全長 16cm 前後。主に北海道の低地

の湿原で繁殖するが、青森県・秋田県の湿

原でも繁殖している。個体数は少ない。秋、

冬には本州中部から九州へ移動し、低地の

アシ原で生活する。1 

 

確認状況：3月の猛禽類調査時に一般廃棄物最終処分場の上空を飛翔する 1個体

が、秋季の任意踏査時にスギ植林等の上空 2箇所で飛翔する個体（合計 20 個体）

が確認された。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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  ｳ は虫類 

現地調査によるは虫類の確認種の一覧は、表 7.11-17 に示すとおりである。現地調査の結果、1

目 3科 7種のは虫類が確認された。 

これらの確認種の大部分は青森市を含む青森県内で一般的に見られる種であり、現地調査では

樹林内や林道沿い、二股川や沢沿いの草地等の広い範囲で確認された。 

 
表 7.11-17 は虫類の確認種一覧 

早春季 春季 夏季 秋季1

1 ﾍﾋﾞ ｶﾅﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ Takydromus tachydromoides ○ ○ ○ ○ 幼体,成体,死体(成体)

2 ﾅﾐﾍﾋﾞ ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ Elaphe climacophora ○ 幼体,成体

3 ｼﾏﾍﾋﾞ Elaphe quadrivirgata ○ ○ ○ 幼体,成体,死体(幼体)

4 ｼﾞﾑｸﾞﾘ Elaphe conspicillata ○ 成体

5 ﾋﾊﾞｶﾘ Amphiesma vibakari vibakari ○ 成体

6 ﾔﾏｶｶﾞｼ Rhabdophis tigrinus tigrinus ○ ○ ○ ○ 幼体,成体

7 ｸｻﾘﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝﾏﾑｼ Gloydius blomhoffii ○ ○ ○ 幼体,成体

1目 3科 7種 － 4種 4種 5種 4種 －

No. 確認形態
確認時期

目名 科名 和名 学名

 
注)1.哺乳類調査時の補足結果 

 
現地調査で確認された種のうち、表 7.11-18 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

 
表 7.11-18 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 鳥類、は虫類、両生類及びその他無脊

椎動物のレッドリストの見直しについて」 

(平成 18 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 
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選定の結果、表 7.11-19 に示すヒバカリが重要な種として抽出された。重要な種の確認状況は、

表 7.11-20 に示すとおりである。 

また、「第 2回自然環境保全基礎調査」（昭和 56 年、環境庁）、「日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－」（平成 12 年 2 月、環境省）、「青森県の希少な野生生物－青森県レ

ッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により指定されている注目すべき生息地は、

調査範囲内に分布していなかった。 

 
表 7.11-19 は虫類の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ﾅﾐﾍﾋﾞ ﾋﾊﾞｶﾘ Amphiesma vibakari vibakari D

1科 1種 － 0 0 0 0 0 1

選定基準
種名科名 学名No.

 
 

表 7.11-20 は虫類の重要な種の確認状況 

種名：ヒバカリ 

科名：ナミヘビ 

学名：Amphiesma vibakari vibakari 

重要性：青森県 RL D ランク 

生態等：日本固有種。背面が黒ずんだチョ

コレート色で地味な感じの、体長 50cm ほ

どの細みの小型のヘビである。陰湿な水辺

を好み、ミミズ、カエルやそのおたまじゃ

くし、小魚等を食べている。1 

 

確認状況：夏季に対象事業実施区域内の 1箇所で 1個体の成体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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  ｴ 両生類 

現地調査による両生類の確認種の一覧は、表 7.11-21 に示すとおりである。現地調査の結果、2

目 5科 8種の両生類が確認された。 

これらの確認種の大部分は青森を含む青森県内で一般的に見られる種であり、現地調査では主

に二股川やその流入支沢、及びその周辺の湿性草地等で確認された。 

 
表 7.11-21 両生類の確認種一覧 

早春季 春季 夏季

1 ｻﾝｼｮｳｳｵ ｻﾝｼｮｳｳｵ ﾄｳﾎｸｻﾝｼｮｳｳｵ Hynobius lichenatus ○ ○ ○ 卵のう,幼生

2 ｶｴﾙ ﾋｷｶﾞｴﾙ ｱｽﾞﾏﾋｷｶﾞｴﾙ Bufo japonicus formosus ○ 成体

3 ｱﾏｶﾞｴﾙ ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ Hyla japonica ○ ○ ○ 幼生,成体,鳴き声

4 ｱｶｶﾞｴﾙ ﾀｺﾞｶﾞｴﾙ Rana tagoi tagoi ○ ○ 成体,鳴き声

5 ﾂﾁｶﾞｴﾙ Rana rugosa ○ ○ ○ 成体

6 ﾔﾏｱｶｶﾞｴﾙ Rana ornativentris ○ ○ ○ 卵塊,幼生,幼体,成体,鳴き声

7 ｱｵｶﾞｴﾙ ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ Rhacophorus schlegelii ○ 卵塊,鳴き声

8 ﾓﾘｱｵｶﾞｴﾙ Rhacophorus arboreus ○ ○ 卵塊,幼生,成体

2目 5科 8種 － 5種 7種 6種 －

No. 確認形態
確認時期

目名 科名 和名 学名

 

 
現地調査で確認された種のうち、表 7.11-22 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

 
表 7.11-22 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 鳥類、は虫類、両生類及びその他無脊椎

動物のレッドリストの見直しについて」 

(平成 18 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 
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選定の結果、表 7.11-23 に示すトウホクサンショウウオが重要な種として抽出された。重要な

種の確認状況は、表 7.11－24 に示すとおりである。 

また、「第 2回自然環境保全基礎調査」（昭和 56 年、環境庁）、「日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－」（平成 12 年 2 月、環境省）、「青森県の希少な野生生物－青森県レ

ッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により指定されている注目すべき生息地は、

調査範囲内に分布していなかった。 

 
表 7.11-23 両生類の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ｻﾝｼｮｳｳｵ ﾄｳﾎｸｻﾝｼｮｳｳｵ Hynobius lichenatus NT

1科 1種 － 0 0 0 0 1 0

選定基準
No. 科名 和名 学名

 
 

表 7.11-24 両生類の重要な種の確認状況 

種名：トウホクサンショウウオ 

科名：サンショウウオ 

学名：Hynobius lichenatus 

重要性：環境省 RL 準絶滅危惧 

生態等：体の背面は黒褐色から暗褐色で、

体長が 9～14cm。尾の長さが体長の 1/2 を

超えない。東北地方の山地を中心に分布す

る。林床等の湿った環境と、産卵場所とし

ての水辺の両方がそろっていることが必

要条件で、湿地や湧水のある林縁に点々と

分布する。1 

 

確認状況：早春季及び春季には沢沿いの水たまり等の 13 箇所で合計 22 対の卵

のうが確認され、夏季には沢沿いの水たまりの 1 箇所で 1 個体の幼生が確認さ

れた。なお、対象事業実施区域内では、早春季及び春季に 2 箇所で合計 2 対の

卵のうが確認された。 

注)1.「いわてレッドデータブック 岩手県の希少な野生生物」（平成 13 年 3月、岩手県） 
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  ｵ 昆虫類 

現地調査による昆虫類の確認種数は表 7.11-25 に、確認種リストは資料編に示すとおりである。 

現地調査の結果 17 目 216 科 1138 種の昆虫類が確認され、目別にみると、コウチュウ目が 385

種と最も多く、次いでチョウ目が 371 種となっており、この 2 目で全体の確認種数の 6 割以上を

占めていた。 

 
表 7.11-25 昆虫類の目別確認種数 

目名 科数 種数 

トビムシ 1 1 
カゲロウ 1 1 
トンボ 8 17 
カワゲラ 2 2 
カマキリ 1 1 
バッタ 11 24 
ハサミムシ 1 3 
チャタテムシ 3 5 
カメムシ 32 124 
ヘビトンボ 1 1 
アミメカゲロウ 5 10 
コウチュウ 54 385 
ハチ 19 76 
シリアゲムシ 2 4 
ハエ 33 97 
トビケラ 11 16 
チョウ 31 371 

計 216 科 1138 種 

 
現地調査で確認された種のうち、表 7.11-26 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

 
表 7.11-26 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、

植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 



 536

 
選定の結果、表 7.11-27 に示すコシボソヤンマ、ヒメシロチョウ等の 4 科 5 種が重要な種とし

て抽出された。重要な種の確認状況は、表 7.11-28(1)～(5)に示すとおりである。 

また、「第 2回自然環境保全基礎調査」（昭和 56 年、環境庁）、「日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－」（平成 18 年 8 月、環境省）、「青森県の希少な野生生物－青森県レ

ッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により指定されている注目すべき生息地は、

調査範囲内に分布していなかった。 

 
表 7.11-27 昆虫類の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾆﾎﾝｶﾜﾄﾝﾎﾞ
1 Mnais costalis C

2 ﾔﾝﾏ ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ Boyeria maclachlani B
3 ﾄﾝﾎﾞ ｼｵﾔﾄﾝﾎﾞ Orthetrum japonicum japonicum B
4 ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ Orthetrum triangulare melania B
5 ｼﾛﾁｮｳ ﾋﾒｼﾛﾁｮｳ Leptidea amurensis VU C

4科 5種 － 0 0 0 0 1 5

選定基準
学名種名No. 科名

 
注)1.ニホンカワトンボは「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年 改訂増補版）－」においては、

旧名オオカワトンボで掲載されている。 

 
表 7.11-28(1) 昆虫類の重要な種の確認状況 

種名：ニホンカワトンボ 

科名：カワトンボ 

学名：Mnais costalis 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：日本特産種で、北海道と関東以東

の本州に分布している。低地から高地の渓

流や清流に生息する。成虫は 5月中旬から

8月までみられる。1 
 

確認状況：初夏季に二股川や沢沿い草地等の 7箇所で、合計 15 個体が確認され

た。そのうち、対象事業実施区域内では、4 箇所で合計 7 個体が確認された。

また、本種は底生動物調査においても幼虫が確認されている。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

  

表 7.11-28(2) 昆虫類の重要な種の確認状況 

種名：コシボソヤンマ 

科名：ヤンマ 

学名：Boyeria maclachlani 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：日本特産種で、本州・四国・九州

に分布する。主に平地や低山地の木陰の多

い清流域に生息する。成虫は 7月中旬から

発生し、9月末まで見られる。1 

 

確認状況：秋季に二股川沿いの草地の 1 箇所で、4 個体が確認された。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。また、本種は底生動物調査におい

ても幼虫が確認されている。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-28(3) 昆虫類の重要な種の確認状況 

種名：シオヤトンボ 

科名：トンボ 

学名：Orthetrum japonicum japonicum 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：シオカラトンボに酷似するが、一

回り小さく、腹部が太短い。日本列島特産

亜種で、北海道、本州、四国、九州に分布

する。主に丘陵地、山地の湿地、水田等に

生息する。成虫は 5月半ばから 7月まで見

られる。1 
 

確認状況：春季及び初夏季に林道沿いの落葉広葉樹林内等の 6 箇所で、合計 7

個体が確認された。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.11-28(4) 昆虫類の重要な種の確認状況 

種名：オオシオカラトンボ 

科名：トンボ 

学名：Orthetrum triangulare melania 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：シオカラトンボに似ているが、頑

丈な感じのする中型のトンボである。北海

道、本州、四国、九州及び南西諸島に分布

する。平地や丘陵地、低山地の池沼、湿地、

水田等に見られる。7 月、8 月に出現し、

稀に 9月でも見られる。1 

 

確認状況：夏季に二股川沿いの草地の 2 箇所で、2 個体が確認された。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.11-28(5) 昆虫類の重要な種の確認状況 

種名：ヒメシロチョウ 

科名：シロチョウ 

学名：Leptidea amurensis 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

    青森県 RL C ランク 

生態等：前翅長は 23mm 前後の、シロチョ

ウ科の小型種。北海道、本州、九州に分布

する。県内では、平地から低山にかけての

沼や河川の土手、田畑の縁の草原、山間・

林縁の草地等に普通に見られる。4 月下旬

から 5月にかけて 1化が発生し、7月中・

下旬に 2 化、8 月中旬から 9 月にかけて 3

化の発生を見る。1 

 

確認状況：夏季に林道沿いの草地等の 2 箇所で、合計 2 個体が確認された。な

お、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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  ｶ その他の主な動物 

現地調査によるその他の主な動物の確認種の一覧は、表 7.11-29 に示すとおりである。現地調

査の結果、その他の主な動物として、2目 18 科 32 種の動物が確認された。 

 
表 7.11-29 その他の主な動物の確認種一覧 

夏季 秋季

1 ﾏｲﾏｲ ｵｶｸﾁｷﾚｶﾞｲ ｵｶﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ Allopeas clavulinum kyotoense ○
2 ﾊﾟﾂﾗﾏｲﾏｲ ﾊﾟﾂﾗﾏｲﾏｲ Discus pauper ○
3 ﾅﾒｸｼﾞ ﾅﾒｸｼﾞ Meghimatium bilineatum ○
4 ﾀﾞｲｾﾝﾔﾏﾅﾒｸｼﾞ Meghimatium fruhstorferi daiseniana ○
5 ﾍﾞｯｺｳﾏｲﾏｲ ｸﾘｲﾛﾍﾞｯｺｳ Japanochlamys cerasina ○
6 ｺﾊｸｶﾞｲ ｺﾊｸｶﾞｲ Zonitoides arboreus ○
7 ｺｳﾗﾅﾒｸｼﾞ ﾁｬｺｳﾗﾅﾒｸｼﾞ Limax marginatus ○
8 ﾉﾅﾒｸｼﾞ Deroceras varians ○
9 ｵﾅｼﾞﾏｲﾏｲ ｱｵﾓﾘﾏｲﾏｲ Euhadra senckenbergiana aomoriensis ○
10 ｸﾓ ｶﾞｹｼﾞｸﾞﾓ ｶﾞｹｼﾞｸﾞﾓ科の数種 Amaurobiidae spp. ○
11 ﾋﾒｸﾞﾓ ﾆﾎﾝﾋﾒｸﾞﾓ Achaearanea japonica ○
12 ﾎﾞｶｼﾐｼﾞﾝｸﾞﾓ Dipoena castrata ○
13 ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ Araneus属の数種 Araneus spp. ○
14 ﾅｶﾞｺｶﾞﾈｸﾞﾓ Argiope bruennichii ○
15 ﾄﾘﾉﾌﾝﾀﾞﾏｼ Cyrtarachne bufo ○
16 ﾅｶﾑﾗｵﾆｸﾞﾓ Larinioides cornutus ○
17 ﾄﾞﾖｳｵﾆｸﾞﾓ Neoscona adianta ○
18 ｱｼﾅｶﾞｸﾞﾓ ｺｼﾛｶﾈｸﾞﾓ Leucauge subblanda ○
19 Tetragnatha属の数種 Tetragnatha spp. ○
20 ｷｼﾀﾞｸﾞﾓ ｽｼﾞｱｶﾊｼﾘｸﾞﾓ Dolomedes saganus ○

Dolomedes属の数種 Dolomedes spp. ○
21 ｱｽﾞﾏｷｼﾀﾞｸﾞﾓ Pisaura lama ○
22 ｺﾓﾘｸﾞﾓ ｳﾂﾞｷｺﾓﾘｸﾞﾓ Pardosa astrigera ○

Pardosa属の数種 Pardosa spp. ○
23 ｸﾗｰｸｺﾓﾘｸﾞﾓ Pirata clercki ○
24 ﾌｸﾛｸﾞﾓ ﾋﾒﾌｸﾛｸﾞﾓ Clubiona kurilensis ○
25 ｳｴﾉﾌｸﾛｸﾞﾓ Clubiona uenoi ○

Clubiona属の数種 Clubiona spp. ○
26 ﾂﾁﾌｸﾛｸﾞﾓ Cheiracanthium属の数種 Cheiracanthium spp. ○
27 ﾜｼｸﾞﾓ ﾒｷﾘｸﾞﾓ Gnaphosa kompirensis ○
28 ｶﾆｸﾞﾓ ｺﾊﾅｸﾞﾓ Diaea subdola ○
29 ﾜｶﾊﾞｸﾞﾓ Oxytate striatipes ○
30 ﾄﾗﾌｶﾆｸﾞﾓ Tmarus piger ○

Xysticus属の数種 Xysticus spp. ○
31 ﾊｴﾄﾘｸﾞﾓ ｳｽﾘｰﾊｴﾄﾘ Heliophanus ussuricus ○
32 ﾊｴﾄﾘｸﾞﾓ科の数種 Salticidae spp. ○

2目 18科 32種 ― 9種 23種

学名
確認時期

No. 目名 科名 種名
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現地調査で確認された種のうち、表 7.11-30 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

表 7.11-30 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 
(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 
際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 鳥類、は虫類、両生類及びその他無脊
椎動物のレッドリストの見直しについて」 
(平成 18 年、環境省) 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR：絶滅危惧 IA 類 
EN：絶滅危惧 IB 類 
VU：絶滅危惧Ⅱ類 
NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年
改訂増補版）－」 
(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 
A：最重要希少野生生物 
B：重要希少野生生物 
C：希少野生生物 
D：要調査野生生物 
LP：地域限定希少野生生物 

 
選定の結果、表 7.11-31 に示すクリイロベッコウが重要な種として抽出された。重要な種の確

認状況は、表 7.11-32 に示すとおりである。 

また、「日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－」（平成17年7月、環境省）、

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により

指定されている注目すべき生息地は、調査範囲内に分布していなかった。 

 
表 7.11-31 その他の主な動物の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 ﾍﾞｯｺｳﾏｲﾏｲ ｸﾘｲﾛﾍﾞｯｺｳ Japanochlamys cerasina DD

1科 1種 － 0 0 0 0 1 0

No.
選定基準

学名種名科名

 
 

表 7.11-32 その他の主な動物の重要な種の確認状況 

種名：クリイロベッコウ 

科名：ベッコウマイマイ 

学名：Japanochlamys cerasina 

重要性：環境省 RL 情報不足 

生態等：沢に近接した箇所等に見られる小

型の薄質の貝。本州東北部から関東地方､

山梨県､佐渡島に分布する。沢、湿地辺、

定時的に霧のかかる箇所等を好む。1 
 

確認状況：秋季に林道沿いの 1 箇所で、1 個体を確認した。なお、対象事業実

施区域内では確認されなかった。 

注)1.「いわてレッドデータブック 岩手県の希少な野生生物」（平成 13 年 3月、岩手県） 
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(2) 予測及び評価の結果 

1) 予測 

① 予測項目 

陸生動物の予測項目は、以下に示すとおりとした。 
(ｱ) 工事の実施 

◆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 
◆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 
 

(ｲ) 土地又は工作物の存在及び供用 

◆改変後の地形・樹木伐採後の状態が重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度 
◆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 
 

② 予測地域及び予測地点 

現地調査と同様とした。 
 

③ 予測対象時期 

(ｱ) 工事の実施 

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。 

 
(ｲ) 土地又は工作物の存在及び供用 

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。 

 
④ 予測方法 

重要な種及び注目すべき生息地と、事業計画、建設機械の稼動、関連車両の走行による生息環

境の変化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。 
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⑤ 予測結果 

(ｱ) 哺乳類 

哺乳類の重要な種の予測結果は、表 7.11-33(1)～(3)に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認された哺乳類の重要な種は、ヤマコウモリ、ヒナコウモ

リ及びカモシカの 3種である。 

 

  ｱ 工事の実施（工事用車両の走行） 

工事用車両の走行に伴う騒音については、走行ルートから 10m 地点で騒音レベル 50.2dB、50m

地点で 46.7dB と、現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれるが、ヤマコウモリ及びヒナコウ

モリは夜行性であり、また周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから生息

環境に及ぼす影響は極めて小さく、カモシカについては工事用車両の走行ルート周辺において確

認されていないことから生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

ロードキルについては、ヤマコウモリ及びヒナコウモリは道路面を横断することはないため、

ロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。カモシカについては、取付

道路が二股川の谷底部を横断する箇所では、本種の移動経路が分断される可能性があるが、沢部

の水路トンネル 2ヵ所に加え管理用道路を兼ねた移動経路 1箇所を設置する（図 7.11-2 参照）こ

とから、移動分断の影響は極めて小さいと予測された。一方、工事用車両の走行ルートにおいて

は横断する可能性があることから、ロードキルにより本種の生息環境に影響が及ぶものと予測さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.11-2 二股川横断部の平面図及び標準断面図 

1 号水路

2号水路

管理用道路 

2 号水路 

（幅：1.20ｍ、高さ：1.44ｍ） 

1 号水路 

（幅：3.00ｍ、高さ：3.00ｍ）

管理用道路 

9.6ｍ

5.3ｍ
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  ｲ 工事の実施（建設機械の稼動） 

建設機械の稼動に伴う騒音については、機械の稼動箇所から 100m 地点で騒音レベル 62.1dB、

200m 地点で 56.1dB と現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれるが、対象事業実施区域と周

辺地域が工事により分断されることはなく、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予

測された。 

 

  ｳ 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） 

改変後の地形・樹木伐採後の状態については、対象事業実施区域内では、本種の生息環境であ

る樹林が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺にお

いては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えら

れることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

 

  ｴ 土地又は工作物の存在及び供用（ごみ等搬出入車両の走行） 

ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音については、走行ルートから10m地点で騒音レベル51.1dB、

50m 地点で 47.2dB と、現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれるが、ヤマコウモリ及びヒナ

コウモリは夜行性であり、また周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから

生息環境に及ぼす影響は極めて小さく、カモシカについてはごみ等搬出入車両の走行ルート周辺

において確認されていないことから生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

ロードキルについては、ヤマコウモリ及びヒナコウモリは道路面を横断することはないため、

ロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。カモシカについては、取付

道路が二股川の谷底部を横断する箇所では、本種の移動経路が分断される可能性があるが、沢部

の水路トンネル 2箇所に加え管理用道路を兼ねた移動経路 1箇所を設置（図 7.11-2 参照）するこ

とから、移動分断の影響は極めて小さいと予測された。一方、ごみ等搬出入車両の走行ルートに

おいては横断する可能性があることから、ロードキルにより本種の生息環境に影響が及ぶものと

予測された。 
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表 7.11-33(1) 予測結果（哺乳類） 

種名  ヤマコウモリ 

科名  ヒナコウモリ 

学名 Nyctalus aviator 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧、青森県 RL B ランク 

生態等 前腕長 60mm 前後、体重 40g 前後の大型種で、光

沢のある明るい茶色の長毛が密生する。本邦産

の食虫性コウモリの中で最大種である。県内で

は市街地の公園から白神山地のような原生林地

帯まで広く分布しているが、本来の生息場所は

森林と考えられる。1 

 

確認状況  春季に林道沿いの 1箇所で、夏季に林道沿い等の 4箇所で、バットディテクタ

ーによりヒナコウモリ科の数種として確認された。バットディテクターにより

確認した周波数(20-25kHz)や分布情報等より、ヤマコウモリまたはヒナコウモ

リの可能性が高いと考えられる。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林地の広い範囲の主に上空を利用しているものと考えら

れる。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考え

られる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート沿いにおいても確認されているため、騒音による影

響を受けるおそれが考えられるが、本種は夜行性であること、対象事業実施区

域周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、工事用車

両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予

測される。また、本種は道路面を横断することはないため、ロードキルによる

本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

伴う騒音により、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測され

た。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

車両の走行は日中のみであるのに対し、本種は夜行性であること、対象事業

実施区域周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、騒

音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-33(2) 予測結果（哺乳類） 

種名  ヒナコウモリ 

科名  ヒナコウモリ 

学名 Vespertilio superans 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 前腕長 48mm 前後、体重 20g 前後の中型種で、暗

褐色の体毛に白っぽい長毛が混じって霜降り状

に見える。繁殖コロニー形成場所は元々は樹洞

であったと考えられるが、現在は社寺仏閣、橋

等の人工建造物を利用している。1 

 

確認状況  春季に林道沿いの 1箇所で、夏季に林道沿い等の 4箇所で、バットディテクタ

ーによりヒナコウモリ科の数種として確認された。バットディテクターにより

確認した周波数(20-25kHz)や分布情報等より、ヤマコウモリまたはヒナコウモ

リの可能性が高いと考えられる。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林地の広い範囲の主に上空を利用しているものと考えら

れる。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考え

られる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート沿いにおいても確認されているため、騒音による影

響を受けるおそれが考えられるが、本種は夜行性であること、対象事業実施区

域周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、工事用車

両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予

測される。また、本種は道路面を横断することはないため、ロードキルによる

本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

伴う騒音により、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測され

た。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行は日中のみであるのに対し、本種は夜行性であるこ

と、対象事業実施区域周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在する

ことから、騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-33(3) 予測結果（哺乳類） 

種名  カモシカ 

科名  ウシ 

学名 Capricornis crispus 

重要性  文化財保護法 特別天然記念物 

生態等 本州、四国、九州に分布する日本固有種。低

山帯から亜高山帯にかけてのブナ、ミズナラ

等が優占する落葉広葉樹林、針広混交林に多

く生息し、各種木本類の葉、広葉草本、ササ

類等を選択的に採食する。1 

確認状況  冬季に落葉広葉樹林の 3 箇所、及び湿性草地の 1 箇所、春季に湿性草地の 1 箇所

の合計 5 箇所で足跡が、春季にスギ植林の 1 箇所で糞が確認された。なお、対象

事業実施区域内では、3箇所で足跡が確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林及びその周辺の草地等を広く利用しているものと考えら

れる。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えら

れる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されていないことから、工事用車両

の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

る。また、取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所では、本種の移動経路が分

断される可能性があるが、沢部の水路トンネル 2 箇所に加え管理用道路を兼ねた

移動経路 1 箇所を設置することから、移動分断の影響は極めて小さいと予測され

た。一方、工事用車両の走行ルートにおいては横断する可能性があることから、

ロードキルにより本種の生息環境に影響が及ぶものと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

建設機械の稼動に伴う騒音、振動により、対象事業実施区域内を行動圏の一部

として利用する程度になると予測される。しかし、対象事業実施区域と周辺地域

が工事により分断されることはなく、周辺地域に移動することを妨げる可能性は

ないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林及び草地が改変されるた

め、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、

本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されていないことから、ご

み等搬出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小

さいと予測される。また、取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所では、本種

の移動経路が分断される可能性があるが、沢部の水路トンネル 2 箇所に加え管理

用道路を兼ねた移動経路 1 箇所を設置することから、移動分断の影響は極めて小

さいと予測された。一方、ごみ等搬出入車両の走行ルートにおいては横断する可

能性があることから、ロードキルにより本種の生息環境に影響が及ぶものと予測

された。 

注)1.「日本の哺乳類［改訂版］」（平成 17 年、東海大学出版会） 
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(ｲ) 鳥類 

鳥類の重要な種の予測結果は、表 7.11-34(1)～(23)に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認された鳥類の重要な種は、オシドリ、ハチクマ、オオタ

カ、ヤマドリ、オオアカゲラ、ノジコ、クロジ等の 23 種である。 

 

  ｱ 工事の実施（工事用車両の走行） 

工事用車両の走行に伴う騒音については、走行ルートから 10m 地点で騒音レベル 50.2dB、50m

地点で 46.7dB と、現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれるため、走行ルートから約 50m の

地点で営巣が確認されているハチクマの生息環境に影響を及ぼす恐れがあると予測された。一方、

工事用車両の走行ルート周辺において繁殖期に確認されているノジコについては、周辺でも広く

確認されており、周辺に本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、生息環境に及

ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、ロードキルによる本種の生

息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

 

  ｲ 工事の実施（建設機械の稼動） 

建設機械の稼動に伴う騒音については、建設機械の稼動箇所から100m地点で騒音レベル62.1dB、

200m 地点で 56.1dB と現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれるため、渡り時に対象事業実

施区域の上空を通過する程度のオオジュリンを除き、他の 22 種の鳥類については対象事業実施区

域周辺から一時的に移動すると予測されるが、周辺に本種の生息地と考えられる環境が広く存在

し、ロードキルによる影響もないことから、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予

測された。また、ハチクマ及びオオタカについては、営巣地は対象事業実施区域から 600～800m

程度離れているが、建設機械の稼動による騒音レベルは 47.0～48.4dB と予測され、現況（44dB）

よりもレベルの増加が見込まれるため、生息環境に影響を及ぼす恐れがあると予測された。 

 

  ｳ 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） 

ミサゴ、ツミ、ハイタカ、サシバ、クマタカ、ハヤブサ及びチゴハヤブサについては、対象事

業実施区域近傍での確認頻度は高くなく、対象事業実施区域周辺での繁殖を示唆する行動は確認

されていないことから、対象事業実施区域周辺は行動圏の一部とはなっているものの、繁殖場所

等に位置づけられる重要な生息環境には含まれていないものと考えられる。一方、対象事業実施

区域内では、種の生息環境である樹林が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象

事業実施区域周辺にはこれらの種の生息地と考えられる環境が広く存在しており、地域全体とし

ての変化は小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測さ

れた。 

ハチクマ及びオオタカについては、営巣地は対象事業実施区域から 600～800m 程度離れており、

直接改変の影響はないと予測された。また、対象事業実施区域内では、これらの種の生息環境で

ある樹林が改変（改変率約 8%）されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域

周辺にはこれらの種の生息地と考えられる環境が広く存在しており、地域全体としての変化は小

さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
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オオジュリンについては、渡り時に対象事業実施区域の上空を通過する程度と考えられること

から、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

アオシギについては、冬鳥として調査地区周辺に飛来しているものと考えられる。対象事業実

施区域内では、本種の生息環境である沢部の草地が改変されるため、生息環境の縮小が予測され

るが、対象事業実施区域周辺にはこれらの種の生息地と考えられる環境が広く存在しており、地

域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。 

オシドリ、ヤマドリ、ヤマシギ、アオバト、フクロウ、ヨタカ、オオアカゲラ、サンショウク

イ、カヤクグリ、クロツグミ、ノジコ、クロジの 12 種については、調査地域周辺で繁殖している

可能性も考えられる。対象事業実施区域内では、これらの種の生息環境である樹林や草地が改変

されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域周辺にはこれらの種の生息地と

考えられる環境が広く存在しており、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本

種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

 

  ｴ 土地又は工作物の存在及び供用（ごみ等搬出入車両の走行） 

ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音については、走行ルートから10m地点で騒音レベル51.1dB、

50m 地点で 47.2dB と、現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれるため、走行ルートから約 50m

の地点で営巣が確認されているハチクマの生息環境に影響を及ぼす恐れがあると予測された。一

方、ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺において繁殖期に確認されているノジコについては、周

辺でも広く確認されており、周辺に本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、生

息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
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表 7.11-34(1) 予測結果（鳥類） 

種名  オシドリ 

科名  カモ 

学名 Aix galericulata 

重要性  環境省 RL 情報不足 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長 45cm 程度。冬羽のオスはイチョウ型をした

橙色の飾り羽を持ち、色彩が鮮やかである。国

内では、北海道、本州、九州、沖縄で繁殖して

いる。県内では、各地の樹林に囲まれた湖沼や

渓流域で生息・繁殖している。1 

 

確認状況  春季の任意踏査時に二股川沿いで 2個体が確認された。なお、対象事業実施区

域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の二股川沿いの樹林地等を広く利用しているものと考えられ

る。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えら

れる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

により、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影

響は極めて小さいと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(2) 予測結果（鳥類） 

種名  ミサゴ 

科名  タカ 

学名 Pandion haliaetus 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長雄 54cm、雌 64cm。翼は細長く尾が短い。頭

部と体の下面が白く胸に黒褐色の帯がある。各地

の海岸、海に近い大きな河川や湖沼で少数見られ

る。主にボラ、ウグイ等の魚類が餌になる。春か

ら秋に見られ、冬は暖地へ移動する。1 

 

確認状況  7 月の猛禽類調査時に対象事業実施区域周辺から南へ飛翔する個体が 2 例確認

された。確認個体はいずれも成鳥であり、一般廃棄物最終処分場の調整池等の

上空で探餌する様子が確認された。 

生息地の分

布状況 

確認頻度は高くなく、繁殖を示唆する行動も確認されなかったことから、調査

区域内で繁殖している可能性は低いものと考えられる。また、対象事業実施区

域周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設

機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要

な生息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広

く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息

環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う

騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(3) 予測結果（鳥類） 

種名  ハチクマ 

科名  タカ 

学名 Pernis apivorus 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長雄 57cm、雌 61cm。トビより少し小さ

く、飛んでいる時首が長く見える。夏鳥

で、各地の低山地帯に少数が生息する。

県内では日本海側の山地に多く出現し、5

月中下旬に渡来する。クロスズメバチ等

のハチやカエル､ネズミ､小鳥を食べる。1

確認状況  5 月、6月、7月の猛禽類調査時、及び 6月の鳥類調査時に、合計 86 例の飛翔が確

認された。確認された個体の一部には渡りの個体と思われる個体も確認された。

また、雌雄の成鳥によるディスプレイ飛翔も確認され、対象事業実施区域周辺で

は営巣地は確認されていないが、対象事業実施区域から約 600m の樹林内において

営巣地が確認され、給餌する様子も確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、確認頻度が高く、調査区域周辺において営巣地が確認されていることか

ら調査区域周辺を繁殖地として利用しているものと考えられる。また、対象事業

実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在す

る。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において営巣地が確認されており、工事用車両の

走行に伴う騒音レベルは 46.7dB と現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれる

ため、生息環境に影響を及ぼす恐れがあると予測された。一方、本種は道路面を

横断することはないため、ロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はない

と予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区域

と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動により、

周辺地域に移動することを妨げる可能性はない。また、確認されている営巣地は

対象事業実施区域から約 600m 離れているが、建設機械の稼動による騒音レベルは

48.4dB と現況よりもレベルの増加が見込まれるため、生息環境に影響を及ぼす恐

れがあると予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生息

環境の縮小が予測される。しかし、周辺に生息地と考えられる環境が広く存在し、

地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす

影響は小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺において営巣地が確認されており、ごみ等

搬出入車両の走行に伴う騒音レベルは 47.2dB と、現況（44dB）よりもレベルの増

加が見込まれるため、生息環境に影響を及ぼす恐れがあると予測された。一方、

本種は道路面を横断することはないため、ロードキルによる本種の生息環境に及

ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(4) 予測結果（鳥類） 

種名  オオタカ 

科名  タカ 

学名 Accipiter gentiles 

重要性  種の保存法 国内希少野生動植物 

環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL B ランク 

生態等 全長雄 50cm、雌 57cm。ほぼハシブトガラス大の

タカである。県内各地の人里に近い林で繁殖し、

低山帯から市街地まで広い範囲で見られるが、

数は少ない。留鳥であるがえさの少ない山地に

生息する個体は厳冬期に里へ移動する。1 

 

確認状況  3 月、4月の猛禽類調査時、及び 6月、10 月の鳥類調査時に、合計 21 例の飛翔

が確認された。これらの大部分は成鳥・亜成鳥であったが、10 月には幼鳥 1

個体が確認された。対象事業実施区域周辺では営巣地は確認されていないが、

対象事業実施区域から約 800m の樹林内において本種のものである可能性が考

えられる営巣地が確認された。 

生息地の分

布状況 

対象事業実施区域周辺での確認頻度は高くなく、また営巣は確認されていない

ことから、対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられる重要な生息環

境には含まれていないと考えられる。しかし、幼鳥が確認されており、調査区

域周辺の樹林で繁殖しているものと考えられる。また、対象事業実施区域及び

その周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において営巣地は確認されておらず、工事用車

両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予

測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、

本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はない。また、確認されている

営巣地は対象事業実施区域から約 800m 離れているが、建設機械の稼動による

騒音レベルは 47.0dB と現況よりもレベルの増加が見込まれるため、生息環境

に影響を及ぼす恐れがあると予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林及び草地が改変される

ため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺におい

ては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は

小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと

予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺において営巣地は確認されておらず、ご

み等搬出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極め

て小さいと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断すること

はないため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(5) 予測結果（鳥類） 

種名  ツミ 

科名  タカ 

学名 Accipiter gularis 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 全長雄 27cm、雌 30cm。ヒヨドリ大で、日本最小

のタカである。低山帯、人里付近の林に生息す

るが、眼にふれる機会が少なく県内の生息実態

は明らかではない。1 

 

確認状況  6 月の猛禽類調査時に、二股川上空を北西方向へ飛翔する個体 1 例が確認され

た。確認された個体は成鳥（雌）であり、幼鳥は確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

確認頻度は高くなく、繁殖を示唆する行動も確認されなかったことから、調査

区域内で繁殖している可能性は低いものと考えられる。また、対象事業実施区

域周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設

機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要

な生息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広

く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息

環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う

騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(6) 予測結果（鳥類） 

種名  ハイタカ 

科名  タカ 

学名 Accipiter nisus 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長雄 32cm、雌 39cm。雄はハト大、雌は雄

より大きいがカラスより小さい小型のタカ

である。各地の低山帯、人里に周年見られる

が数は少ない。花期は農耕地付近の林に生息

するものが多いが、冬季は河川敷の茂みや市

街地の公園にも出現する。1 

確認状況  3 月、4月、5月、6月、7月の猛禽類調査時に、合計 38 例の飛翔が確認された。

確認された個体は大部分が成鳥であり、4 月には対象事業実施区域から 1km 以上

北側で雌雄の成鳥によるディスプレイ飛翔も確認されたが、対象事業実施区域近

傍での確認頻度は低く、営巣地も確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

対象事業実施区域近傍での確認頻度は高くなく、また営巣は確認されていないこ

とから、対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられる重要な生息環境に

は含まれていないと考えられる。また、対象事業実施区域周辺においては、本種

の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環境

には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及びロ

ードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設機

械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生息

環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生

息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広く存在

し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息環境に及

ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環境に

は含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(7) 予測結果（鳥類） 

種名  サシバ 

科名  タカ 

学名 Butastur indicus 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長 49cm のハシボソガラス大のタカである。夏

鳥として山間にある農地付近の林、湿地や湖沼

に接した山林等に生息している。林縁部を旋回

し、カエルや小鳥、昆虫を捕食している。1 

 

確認状況  6 月及び 7 月の猛禽類調査時に、合計 4例の飛翔が確認された。これらの飛翔

はいずれも南方へ飛翔するものであり、7 月には亜成鳥 2 個体の同時飛翔が確

認された。また、トンボを捕食する様子が確認された。 

生息地の分

布状況 

確認頻度は高くなく、繁殖を示唆する行動も確認されなかったことから、調査

区域内で繁殖している可能性は低いものと考えられる。また、対象事業実施区

域周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設

機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要

な生息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広

く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息

環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う

騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(8) 予測結果（鳥類） 

種名  クマタカ 

科名  タカ 

学名 Spizaetus nipalensis 

重要性  種の保存法 国内希少野生動植物 

環境省 RL 絶滅危惧ⅠB類 

青森県 RL A ランク 

生態等 全長雄 72cm、雌 80cm。全長はトビより大きい。

豊かな森林がある山地に留鳥として生息してい

る。ウサギ、キジ、ヤマドリ、ヘビ等を食べ、

大樹に巣を作る。餌獲りは林間、伐採跡地、林

道等で行われる。1 

 

確認状況  3 月の猛禽類調査時に、対象事業実施区域西側の上空から北へ飛翔する個体 1

例が確認された。 

生息地の分

布状況 

確認頻度は高くなく、繁殖を示唆する行動も確認されなかったことから、調査

区域内で繁殖している可能性は低いものと考えられる。また、対象事業実施区

域周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設

機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要

な生息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広

く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息

環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う

騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(9) 予測結果（鳥類） 

種名  ハヤブサ 

科名  ハヤブサ 

学名 Falco peregrinus 

重要性  種の保存法 国内希少野生動植物 

環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

生態等 全長雄 38cm、雌 51cm。海岸部の切り立った岩場

や、海に近い採石跡地で繁殖している。冬季に

は北海道方面からの移動個体も加わり、内陸の

湖沼・河川・耕地・市街地にも出現する。飛ん

でいる鳥を捕食する。1 

 

確認状況  6 月の猛禽類調査時に、鶴ヶ坂地区北東側上空を北東へ旋回後、北へ飛翔する

個体 1例が確認された。確認された個体は成鳥であった。 

生息地の分

布状況 

確認頻度は高くなく、繁殖を示唆する行動も確認されなかったことから、調査

区域内で繁殖している可能性は低いものと考えられる。また、対象事業実施区

域周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設

機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要

な生息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広

く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息

環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う

騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(10) 予測結果（鳥類） 

種名  チゴハヤブサ 

科名  ハヤブサ 

学名 Falco subbuteo 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長28～31cm。ハト大の小型のハヤブサである。

4月下旬に夏鳥として渡来し、県内各地の集落、

市街地の寺社林や公園の林・農耕地の防風林等

で繁殖している。餌はスズメ、カワラヒワ等の

小鳥、コウモリ、昆虫である。1 

 

確認状況  6 月の猛禽類調査時に、二股川上空で雄雌で同時飛翔する個体、対象事業実施

区域南側の上空で餌運びする個体の合計 3例が確認された。確認された個体は

いずれも成鳥であった。 

生息地の分

布状況 

確認頻度は高くなく、繁殖を示唆する行動も確認されなかったことから、調査

区域内で繁殖している可能性は低いものと考えられる。また、対象事業実施区

域周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在している。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

対象事業実施区域周辺は、繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及

びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域周辺は主要な行動圏ではないと考えられることから、建設

機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測された。しかし、繁殖場所等に位置づけられるような重要

な生息環境には含まれていないとともに、周辺に生息地と考えられる環境が広

く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息

環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

対象事業実施区域周辺は繁殖場所等に位置づけられるような重要な生息環

境には含まれていないと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う

騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 



 558

 
表 7.11-34(11) 予測結果（鳥類） 

種名  ヤマドリ 

科名  キジ 

学名 Syrmaticus soemmerringii 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長雄 130cm、雌 50cm 前後。日本特産種で青森

県が自然分布の北限となっている。主として標

高 1500m 以下の山地に生息し、スギ・ヒノキの

密林、落葉広葉樹林、雑木林、草原、渓谷等に

生息する。1 

 

確認状況  春季のラインセンサス調査及び任意踏査時に、二股川沿いのヤナギ林内等の 2

箇所で合計 2個体が、秋季のラインセンサス調査及び任意踏査時に、スギ植林

内等の 3 箇所で合計 3 個体が確認された。なお、対象事業実施区域内では、1

箇所で 1個体が確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林地等を広く利用しているものと考えられる。また、対

象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広

く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、本種の主な生息環

境となっていないものと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音に

よる本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。また、ロードキルに

ついては、道路面を横断することはないため、本種の生息環境に及ぼす影響は

ないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林及び草地が改変される

ため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺におい

ては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は

小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと

予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主

な生息環境となっていないものと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走

行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の

生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(12) 予測結果（鳥類） 

種名  ヤマシギ 

科名  シギ 

学名 Scolopax rusticola 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 34cm 前後。国内では北海道から九州、伊豆

諸島で繁殖し、北の地方のものは冬季に暖かい

地方へ移動する。県内では、各地の森林、湿地

や渓流沿いに生息し繁殖しているが、夜行性の

こともあってあまり人目につかない。1 

 

確認状況  春季の任意踏査時に、二股川に流入する沢の上流で 1個体が確認された。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林及び沢沿いの湿地等を利用しているものと考えられ

る。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えら

れる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、本種の主な生息環

境となっていないものと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音に

よる本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。また、ロードキルに

ついては、道路面を横断することはないため、本種の生息環境に及ぼす影響は

ないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林及び沢の一部が改変さ

れるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺に

おいては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変

化は小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主

な生息環境となっていないものと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走

行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の

生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 



 560

 
表 7.11-34(13) 予測結果（鳥類） 

種名  アオシギ 

科名  シギ 

学名 Gallinago solitaria 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 30cm 前後。アジア大陸の中東部で繁殖し、

冬には南アジア・日本に渡る。国内では冬鳥と

して山間の小川や渓流沿いの草むらに単独で生

息している。県内にも冬鳥として飛来し生息す

るが、数は少ない。1 

 

確認状況  冬季の任意踏査時に、二股川に流入する沢の上流で 1個体が確認された。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、冬鳥として飛来し、調査区域の沢部の草地等を利用しているものと考

えられる。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と

考えられる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、本種の主な生息環

境となっていないものと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音に

よる本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測される。また、ロードキルに

ついては、道路面を横断することはないため、本種の生息環境に及ぼす影響は

ないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である沢部の草地が改変されるた

め、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺において

は、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小

さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予

測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主

な生息環境となっていないものと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走

行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の

生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(14) 予測結果（鳥類） 

種名  アオバト 

科名  ハト 

学名 Sphenurus sieboldii 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 33cm 前後。四国以北のよく茂った林で繁殖

している。県内でも山深いところに生息する。

冬季には北海道・東北地方及び本州の山地のも

のは本州以南の平野に移動し、特に九州の森林

で越冬するものが多い。1 

 

確認状況  初夏季の任意踏査時にスギ植林や落葉広葉樹林等の 4 箇所で合計 4 個体が、7

月の猛禽類調査時にスギ植林の 2箇所で合計 2個体が確認された。なお、対象

事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息

環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはない

ため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(15) 予測結果（鳥類） 

種名  フクロウ 

科名  フクロウ 

学名 Strix uralensis 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 48～52cm。大樹の多い山林、寺社林、老木

のあるリンゴ園等広範に生息するが個体数は少

ない。2月頃からさかんに鳴き、4月下旬から 5

月下旬には雛が見られる。夜行性だが育雛期に

は昼でも餌運びをすることがある。ネズミや小

鳥を餌にする。1 

 

確認状況  秋季の任意踏査時に伐採跡地の 1 箇所で、1 個体が確認された。なお、対象事

業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されていないこと、工事用車両の

走行は日中のみであるのに対し本種は夜行性であることから、工事用車両の走

行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の

生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないこと、本種は夜行性であるこ

とから、建設機械の稼動により、周辺地域に移動することを妨げる可能性はな

いと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されていないこと、ごみ

等搬出入車両の走行は日中のみであるのに対し本種は夜行性であることから、

ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極

めて小さいと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断するこ

とはないため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(16) 予測結果（鳥類） 

種名  ヨタカ 

科名  ヨタカ 

学名 Caprimulgus indicus 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長29cm。全身黒褐色で灰色小斑が各所にある。

疎開地や山道際の地面に直接 2 卵産卵する。夜

間、飛ながら昆虫類を大きな口を開けて取り込

む。主に低山地から山地の森林に生息する。1 

 

確認状況  初夏季の任意踏査時に伐採跡地の 1 箇所で、1 個体が確認された。なお、対象

事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息

環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはない

ため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「いわてレッドデータブック 岩手県の希少な野生生物」（平成 13 年 3月、岩手県） 
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表 7.11-34(17) 予測結果（鳥類） 

種名  オオアカゲラ 

科名  キツツキ 

学名 Dendrocopos leucotos 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 28cm。留鳥で低山帯から奥深い森林まで広

い範囲で見られるが個体数は少ない。大樹の多

い広面積の森林に比較的良く見られる。主に朽

木等の昆虫を食べるが、積雪期には里でカキを

食べることがある。1 

 

確認状況  冬季の任意踏査時に、スギ植林の 1箇所で 1個体が確認された、なお、対象事

業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息

環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはない

ため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(18) 予測結果（鳥類） 

種名  サンショウクイ 

科名  サンショウクイ 

学名 Pericrocotus divaricatus 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

生態等 全長 20cm。夏鳥で各地の落葉広葉樹林に生息す

るが個体数は少ない。昆虫を主食とし、高い木

の梢に止まることが多い。1 

 

確認状況  初夏季の任意踏査時に、二股川に流入する沢の上空を飛翔する 1個体が確認さ

れた。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息

環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはない

ため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(19) 予測結果（鳥類） 

種名  カヤクグリ 

科名  イワヒバリ 

学名 Prunella rubida 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 14cm。白神山地、岩木山、八甲田山等の標

高の高い場所に生息し、密生した樹木等の茂み

で生活し、人目にふれることは少ない。春、秋

には標高の低い灌木林にも出現する。1 

 

確認状況  秋季の任意踏査時に、落葉広葉樹林の 1箇所で 1個体が確認された。なお、対

象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息

環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され

た。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さ

いと予測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはない

ため、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(20) 予測結果（鳥類） 

種名  クロツグミ 

科名  ツグミ 

学名 Turdus cardis 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 22cm。夏鳥で低山帯のやや暗い森林に生息

する。各地の防風林、雑木林等で繁殖している。

なわばり意識が強く、他の個体が接近すると激

しく泣いて威嚇する。地上でミミズや昆虫を食

べる。1 

 

確認状況  初夏季の任意踏査時に、落葉広葉樹林の 1箇所で 1個体が確認された。なお、

対象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象

事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く

存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行

に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息

環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区

域と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動に

より、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと

考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬

出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予

測された。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、

本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(21) 予測結果（鳥類） 

種名  ノジコ 

科名  ホオジロ 

学名 Emberiza sulphurata 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

青森県 RL C ランク 

生態等 全長 14cm 前後。夏鳥として渡来し、本州で

繁殖するが、日本西南部で越冬するものもあ

る。繁殖期には本州中部と北部山地の落葉広

葉樹林にすむが局所的である。県内にも夏鳥

として渡来し繁殖する。1 

確認状況  春季の任意踏査時に林道沿いの 1箇所で 1個体が、初夏季のラインセンサス調査、

定点調査、任意踏査時に落葉広葉樹林や伐採跡地等の 10 箇所で合計 10 個体が、7

月の猛禽類調査時に伐採跡地の 1 箇所で 1 個体が確認された。なお、対象事業実

施区域内では、1箇所で 1個体が確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、夏鳥として飛来し、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えら

れる。また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えら

れる環境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート沿いにおいて確認されているため、騒音による影響を

受けるおそれが考えられるが、本種は周辺でも広く確認されており、周辺に本種

の生息地と考えられる環境が広く存在することから、生息環境に及ぼす影響は極

めて小さいと予測された。また、本種は道路面を横断することはないため、ロー

ドキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区域

と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動により、

周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生息

環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の

生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えら

れることから、本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート沿いにおいて確認されているため、騒音による

影響を受けるおそれが考えられるが、本種は周辺でも広く確認されており、周辺

に本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、生息環境に及ぼす影

響は極めて小さいと予測された。また、本種は道路面を横断することはないため、

ロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 



 569

 
表 7.11-34(22) 予測結果（鳥類） 

種名  クロジ 

科名  ホオジロ 

学名 Emberiza variabilis 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 全長 17cm 前後。本州中部以北の山地のサ

サが多い林で繁殖するが、局所的。秋冬

には本州中部以南の低山の暗い林にい

る。県内でもブナ林等の広葉樹林内の低

木が茂っているような場所にいるが、目

にふれることは少ない。1 

確認状況  春季の任意踏査時に二股川沿いの落葉広葉樹林等の 2 箇所で合計 4 個体が、秋季

のラインセンサス調査及び任意踏査時にスギ植林や落葉広葉樹林等の 9 箇所で合

計 26 個体が確認された。なお、対象事業実施区域内では、2箇所で合計 14 個体が

確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の樹林等を広く利用しているものと考えられる。また、対象事

業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在

する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート周辺において確認されておらず、工事用車両の走行に

伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。また、

ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生息環境に及

ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

対象事業実施区域内は行動圏の一部であると考えられるが、対象事業実施区域

と周辺地域が工事により分断されることはないことから、建設機械の稼動により、

周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である樹林が改変されるため、生息

環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の

生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えら

れることから、本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、ごみ等搬出

入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測され

た。また、ロードキルについては、道路面を横断することはないため、本種の生

息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-34(23) 予測結果（鳥類） 

種名  オオジュリン 

科名  ホオジロ 

学名 Emberiza schoeniclus 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 全長 16cm 前後。主に北海道の低地の湿原で繁殖

するが、青森県・秋田県の湿原でも繁殖してい

る。個体数は少ない。秋冬には本州中部から九

州へ移動し、低地のアシ原で生活する。1 

 

確認状況  3 月の猛禽類調査時に一般廃棄物最終処分場の上空を飛翔する 1 個体が、秋季

の任意踏査時にスギ植林等の上空 2 箇所で飛翔する個体（合計 20 個体）が確

認された。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、春季及び秋季にのみ確認され、繁殖期には確認されていないことから、

渡りの個体であるものと考えられる。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

本種は対象事業実施区域上空を通過する程度の利用状況と考えられること

から、工事用車両の走行に伴う騒音及びロードキルによる本種の生息環境に及

ぼす影響はないと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

本種は対象事業実施区域上空を通過する程度の利用状況と考えられること

から、建設機械の稼動による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測され

た。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の主な生息環境には含まれていないと考えら

れることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

本種は対象事業実施区域上空を通過する程度の利用状況と考えられること

から、ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音及びロードキルによる本種の生息環

境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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(ｳ) は虫類 

は虫類の重要な種の予測結果は、表 7.11-35 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認されたは虫類の重要な種は、ヒバカリの 1種である。 

 

  ｱ 工事の実施（工事用車両の走行） 

工事用車両の走行に伴う騒音については、走行ルートから 10m 地点で騒音レベル 50.2dB、50m

地点で 46.7dB と予測され、現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まる。本種は工事用車両の走

行ルート沿いにおいて確認されているため、騒音による影響を受けるおそれが考えられるが、周

辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、工事用車両の走行に伴う騒音に

よる本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。また、取付道路が二股川の谷底

部を横断する箇所では、本種の移動経路が分断される可能性があるが、沢部の水路トンネル 2 箇

所に加え管理用道路を兼ねた移動経路 1箇所を設置する（前掲図 7.11-2 参照）ことから、移動分

断の影響は極めて小さいと予測された。一方、工事用車両の走行ルートにおいては、道路面を横

断する場合に、ロードキルが発生する恐れがあることから、生息環境に影響が及ぶものと予測さ

れた。 

 

  ｲ 工事の実施（建設機械の稼動） 

工事中の建設機械の稼動に伴う騒音については、機械の稼動箇所から 100m 地点で騒音レベル

62.1dB、200m 地点で 56.1dB と予測され、現況よりもレベルの増加が見込まれるため、対象事業

実施区域内に生息する個体は一時的に周辺の主な生息環境へ逃避するものと予測された。なお、

対象事業実施区域と周辺地域が工事により分断されることはなく、周辺地域に移動することを妨

げる可能性はないことから、生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

 

  ｳ 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） 

改変後の地形・樹木伐採後の状態については、対象事業実施区域内では、本種の生息環境であ

る草地の一部が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、周辺には本種の生息地と考え

られる環境が広く存在することから、影響は極めて小さいと予測された。 

 

  ｴ 土地又は工作物の存在及び供用（ごみ等搬出入車両の走行） 

ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音については、走行ルートから10m地点で騒音レベル51.1dB、

50m 地点で 47.2dB と、現況（44dB）よりもレベルの増加が見込まれる。本種は供用後のごみ等搬

出入車両の走行ルート沿いにおいて確認されているため、騒音による影響を受けるおそれが考え

られるが、周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在することから、ごみ等搬出入車両

の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。また、取付

道路が二股川の谷底部を横断する箇所では、本種の移動経路が分断される可能性があるが、沢部

の水路トンネル2箇所に加え管理用道路を兼ねた移動経路1箇所を設置する（前掲図7.11-2参照）

ことから、移動分断の影響は極めて小さいと予測された。一方、ごみ等搬出入車両の走行ルート

においては、道路面を横断する場合に、ロードキルが発生する恐れがあることから、生息環境に

影響が及ぶものと予測された。 
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表 7.11-35 予測結果（は虫類） 

種名  ヒバカリ 

科名  ナミヘビ 

学名 Amphiesma vibakari vibakari 

重要性  青森県 RL D ランク 

生態等 日本固有種。背面が黒ずんだチョコレート色で地

味な感じの、体長 50cm ほどの細みの小型のヘビで

ある。陰湿な水辺を好み、ミミズ、カエルやその

おたまじゃくし、小魚等を食べている。1 

 

確認状況  夏季に対象事業実施区域内の 1箇所で 1個体の成体が確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の二股川沿い等の草地等を利用しているものと考えられる。また、

対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存

在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

工事用車両の走行ルート沿いにおいて確認されているため、騒音による影響を受け

るおそれが考えられるが、周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在するこ

とから、工事用車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小

さいと予測された。また、取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所では、本種の移

動経路が分断される可能性があるが、沢部の水路トンネル 2箇所に加え管理用道路を

兼ねた移動経路 1箇所を設置することから、移動分断の影響は極めて小さいと予測さ

れた。一方、工事用車両の走行ルートにおいては横断する可能性があることから、ロ

ードキルにより本種の生息環境に影響が及ぶものと予測された。 

＜建設機械の稼動＞ 

建設機械の稼動に伴う騒音により、対象事業実施区域内に生息する個体は一時的に

周辺の主な生息環境へ逃避するものと予測された。なお、対象事業実施区域と周辺地

域が工事により分断されることはなく、周辺地域に移動することを妨げる可能性はな

いことから、生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である草地の一部が改変されるため、生

息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生

息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられるこ

とから、本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

ごみ等搬出入車両の走行ルート沿いにおいて確認されているため、騒音による影響

を受けるおそれが考えられるが、周辺には本種の生息地と考えられる環境が広く存在

することから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影

響は極めて小さいと予測された。また、取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所で

は、本種の移動経路が分断される可能性があるが、沢部の水路トンネル 2箇所に加え

管理用道路を兼ねた移動経路 1箇所を設置することから、移動分断の影響は極めて小

さいと予測された。一方、ごみ等搬出入車両の走行ルートにおいては横断する可能性

があることから、ロードキルにより本種の生息環境に影響が及ぶものと予測された。

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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(ｴ) 両生類 

両生類の重要な種の予測結果は、表 7.11-36 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認された両生類の重要な種は、トウホクサンショウウオの

1種である。 

 

  ｱ 工事の実施（工事用車両の走行） 

工事用車両の走行に伴う騒音及びロードキルについては、工事用車両の走行ルート周辺におい

ては確認されておらず、本種の主な生息環境となっていないものと考えられることから、本種の

生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

 

  ｲ 工事の実施（建設機械の稼動） 

工事中の建設機械の稼動に伴う騒音については、機械の稼動箇所から 100m 地点で騒音レベル

62.1dB、200m 地点で 56.1dB と予測され、現況よりもレベルの増加が見込まれるため、対象事業

実施区域内に生息する個体は一時的に周辺の主な生息環境へ逃避するものと予測された。なお、

対象事業実施区域と周辺地域が工事により分断されることはなく、周辺地域に移動することを妨

げる可能性はないことから、生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

 

  ｳ 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） 

改変後の地形・樹木伐採後の状態については、対象事業実施区域内では、本種の生息環境であ

る樹林が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域内では確認されて

いないことから、影響は極めて小さいと予測された。 

 
  ｴ 土地又は工作物の存在及び供用（ごみ等搬出入車両の走行） 

本種はごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主な生息環境

となっていないものと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音及びロードキル

による本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
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表 7.11-36 予測結果（両生類） 

種名  トウホクサンショウウオ 

科名  サンショウウオ 

学名 Hynobius lichenatus 

重要性  環境省 RL 準絶滅危惧 

生態等 体の背面は黒褐色から暗褐色で、体長が 9～14cm。尾

の長さが体長の 1/2 を超えない。東北地方の山地を

中心に分布する。林床等の湿った環境と、産卵場所

としての水辺の両方がそろっていることが必要条件

で、湿地や湧水のある林縁に点々と分布する。1  

確認状況  早春季及び春季には沢沿いの水たまり等の 13 箇所で合計 22 対の卵のうが確認され、夏季に

は沢沿いの水たまりの 1箇所で 1個体の幼生が確認された。なお、対象事業実施区域内では、

早春季及び春季に 2箇所で合計 2対の卵のうが確認された。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の二股川等の沢沿いの水辺等を利用しているものと考えられる。また、対

象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在する。

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 
工事用車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主な生息環境となって
いないものと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及びロードキルによる本種
の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
＜建設機械の稼動＞ 
建設機械の稼動に伴う騒音により、対象事業実施区域内に生息する個体は一時的に周辺の

主な生息環境へ逃避するものと予測された。なお、対象事業実施区域と周辺地域が工事によ
り分断されることはなく、周辺地域に移動することを妨げる可能性はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 
対象事業実施区域内では、本種の生息環境である湿性草地が改変されるため、生息環境の

縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられ
る環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息環
境に及ぼす影響は小さいと予測された。 
＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 
ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主な生息環境と
なっていないものと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音及びロードキ
ルによる本種の生息環境に及ぼす影響は小さいと予測された。 

注)1.「いわてレッドデータブック 岩手県の希少な野生生物」（平成 13 年 3月、岩手県）
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(ｵ) 昆虫類 

昆虫類の重要な種の予測結果は、表 7.11-37(1)～(5)に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認された昆虫類の重要な種は、ニホンカワトンボ、コシボ

ソヤンマ、シオヤトンボ、オオシオカラトンボ、ヒメシロチョウの 5種であった。 

 

  ｱ 工事の実施（工事用車両の走行、建設機械の稼動） 

工事用車両の走行及び建設機械の稼動に伴う騒音については、昆虫類に対して影響はないと考

えられ、ロードキルについてもこれらの種については、生息環境に及ぼす影響はないと予測され

た。 

 

  ｲ 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） 

改変後の地形・樹木伐採後の状態については、ニホンカワトンボは、本種の生息環境である沢

沿いの水辺が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺

においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考

えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。コシボソヤンマ、

シオヤトンボ、オオシオカラトンボの 3 種については、対象事業実施区域内では本種の生息環境

である樹林が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺

においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考

えられることから、影響は極めて小さいと予測された。ヒメシロチョウについては、本種の生息

環境である草地は改変されないことから、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

 
  ｳ 土地又は工作物の存在及び供用（ごみ等搬出入車両の走行） 

ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音については、昆虫類に対して影響はないと考えられ、ロー

ドキルについてもこれらの種については、生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 
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表 7.11-37(1) 予測結果（昆虫類） 

種名  ニホンカワトンボ 

科名  カワトンボ 

学名 Mnais costalis 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 日本特産種で、北海道と関東以東の本州に分

布している。低地から高地の渓流や清流に生

息する。成虫は 5 月中旬から 8 月までみられ

る。1 

確認状況  初夏季に二股川や沢沿い草地等の 7箇所で、合計 15個体が確認された。なお、対

象事業実施区域内では、4箇所で合計 7個体が確認された。また、本種は底生動物

調査においても幼虫が確認されている。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の二股川等の沢沿いの水辺等を利用しているものと考えられる。

また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環

境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 
騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

工事用車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息環境と
なっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと予測さ
れた。 
＜建設機械の稼動＞ 
騒音については、昆虫類に対して影響はないと考えられることから、建設機械

の稼動に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 
対象事業実施区域内では、本種の生息環境である沢沿いの水辺が改変されるた

め、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、
本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと
考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。
＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 
騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息
環境となっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと
予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県）
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表 7.11-37(2) 予測結果（昆虫類） 

種名  コシボソヤンマ 

科名  ヤンマ 

学名 Boyeria maclachlani 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 生態等：日本特産種で、本州・四国・九州に

分布する。主に平地や低山地の木陰の多い清

流域に生息する。成虫は 7月中旬から発生し、

9月末まで見られる。1 

 

確認状況  秋季に二股川沿いの草地の 1 箇所で、4 個体が確認された。なお、対象事業実施

区域内では確認されなかった。また、本種は底生動物調査においても幼虫が確認

されている。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の二股川沢沿いの水辺等を利用しているものと考えられる。ま

た、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境

が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 
騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

工事用車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息環境と
なっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと予測さ
れた。 
＜建設機械の稼動＞ 
騒音については、昆虫類に対して影響はないと考えられることから、建設機械

の稼動に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 
対象事業実施区域内では、本種の生息環境である沢沿いの水辺が改変されるた

め、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、
本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと
考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。
＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 
騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息
環境となっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと
予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-37(3) 予測結果（昆虫類） 

種名  シオヤトンボ 

科名  トンボ 

学名 Orthetrum japonicum japonicum 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 シオカラトンボに酷似するが、一回り小さ

く、腹部が太短い。日本列島特産亜種で、北

海道、本州、四国、九州に分布する。主に丘

陵地、山地の湿地、水田等に生息する。成虫

は 5月半ばから 7月まで見られる。1 

確認状況  春季及び初夏季に林道沿いの落葉広葉樹林内等の 6 箇所で、合計 7 個体が確認さ

れた。なお、対象事業実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の沢の上流部の水辺等を利用しているものと考えられる。また、

対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広

く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

工事用車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息環境と

なっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと予測さ

れた。 

＜建設機械の稼動＞ 

騒音については、昆虫類に対して影響はないと考えられることから、建設機械

の稼動に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である湿性草地が改変されるため、

生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考

えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息

環境となっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと

予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-37(4) 予測結果（昆虫類） 

種名  オオシオカラトンボ 

科名  トンボ 

学名 Orthetrum triangulare melania 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 シオカラトンボに似ているが、頑丈な感じ

のする中型のトンボである。北海道、本州、

四国、九州及び南西諸島に分布する。平地

や丘陵地、低山地の池沼、湿地、水田等に

見られる。7、8月に出現し、稀に 9月でも

見られる。1 

 

確認状況  夏季に二股川沿いの草地の 1箇所で、1個体が確認された。なお、対象事業実施区

域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の二股川等の沢沿いの水辺等を利用しているものと考えられる。

また、対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環

境が広く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

工事用車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息環境と

なっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと予測さ

れた。 

＜建設機械の稼動＞ 

騒音については、昆虫類に対して影響はないと考えられることから、建設機械

の稼動に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では、本種の生息環境である湿性草地が改変されるため、

生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域及びその周辺においては、本

種の生息地と考えられる環境が広く存在し、地域全体としての変化は小さいと考

えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息

環境となっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと

予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.11-37(5) 予測結果（昆虫類） 

種名  ヒメシロチョウ 

科名  シロチョウ 

学名 Leptidea amurensis 

重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL C ランク 

生態等 前翅長は 23mm 前後の、シロチョウ科の小型

種。北海道、本州、九州に分布する。県内で

は、平地から低山にかけての沼や河川の土手、

田畑の縁の草原、山間・林縁の草地等に普通

に見られる。4 月下旬から 5 月にかけて 1 化

が発生し、7月中・下旬に 2化、8月中旬から

9月にかけて 3化の発生を見る。1 

確認状況  夏季に林道沿いの草地等の 2 箇所で、合計 2 個体が確認された。なお、対象事業

実施区域内では確認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域西端の尾根部の草地を利用しているものと考えられる。また、

本種の生息は食草（ツルフジバカマ）の生育地に限られることから、生息地は限

定されていると考えられる。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 

騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

工事用車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息環境と

なっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと予測さ

れた。 

＜建設機械の稼動＞ 

騒音については、昆虫類に対して影響はないと考えられることから、建設機械

の稼動に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 

対象事業実施区域内では本種の生息は確認されておらず、また本種の生息環境

である草地は改変されないことから、本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測

された。 

＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 

騒音及びロードキルについては、本種に対して影響はないと考えられること、

ごみ等搬出入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息

環境となっていないものと考えられることから、生息環境に及ぼす影響はないと

予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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(ｶ) その他の主な動物 

その他の主な動物の重要な種の予測結果は、表 7.11-38 に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認されたその他の主な動物の重要な種は、陸産貝類のクリ

イロベッコウの 1種である。 
 

  ｱ 工事の実施（工事用車両の走行、建設機械の稼動） 

工事用車両の走行及び建設機械の稼動に伴う騒音については、陸産貝類に対して影響はないと

考えられ、ロードキルについても、生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

 

  ｲ 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） 

改変後の地形・樹木伐採後の状態については、対象事業実施区域内では本種の生息環境である

湿性草地が改変されるため、生息環境の縮小が予測されるが、対象事業実施区域内では確認され

ていないことから、影響は極めて小さいと予測された。 

 
  ｳ 土地又は工作物の存在及び供用（ごみ等搬出入車両の走行） 

ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音については、陸産貝類に対して影響はないと考えられ、ロ

ードキルについても、生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 
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表 7.11-38 予測結果（その他の主な生物） 

種名  クリイロベッコウ 

科名  ベッコウマイマイ 

学名 Japanochlamys cerasina 

重要性  環境省 RL 情報不足 

生態等 沢に近接した箇所等に見られる小型の薄質の

貝。本州東北部から関東地方、山梨県、佐渡

島に分布する。沢、湿地辺、定時的に霧のか

かる箇所等を好む。1  

確認状況  秋季に林道沿いの 1箇所で、1個体を確認した。なお、対象事業実施区域内では確
認されなかった。 

生息地の分

布状況 

本種は、調査区域の沢部周辺の湿地等を利用しているものと考えられる。また、
対象事業実施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広
く存在する。 

工事の 

実施 

＜資材等の運搬＞ 
騒音については、陸産貝類に対して影響はないと考えられること、工事用車両

の走行ルート周辺においては確認されておらず本種の主な生息環境となっていな
いものと考えられることから、工事用車両の走行に伴う騒音及びロードキルによ
る本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 
＜建設機械の稼動＞ 
騒音については、陸産貝類に対して影響はないと考えられることから、建設機

械の稼動に伴う騒音による本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

予

測

結

果 

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＞ 
対象事業実施区域内では、本種の生息環境である湿性草地が改変されるため、

生息環境の縮小が予測される。しかし、確認地点は改変されず、また対象事業実
施区域及びその周辺においては、本種の生息地と考えられる環境が広く存在し、
地域全体としての変化は小さいと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす
影響は極めて小さいと予測された。 
＜ごみ等搬出入車両の走行＞ 
騒音については、陸産貝類に対して影響はないと考えられること、ごみ等搬出

入車両の走行ルート周辺においては確認されておらず、本種の主な生息環境とな
っていないものと考えられることから、ごみ等搬出入車両の走行に伴う騒音及び
ロードキルによる本種の生息環境に及ぼす影響はないと予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
 

(ｷ) 注目すべき生育地 

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺には、陸生動物の注目すべき生息地は確認さ

れなかったため、予測及び評価は行わなかった。 
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⑥ 環境保全措置及び事後調査の必要性の検討 

(ｱ) 環境保全措置の必要性 

予測の結果、対象事業の実施により、対象事業実施区域及びその周辺で確認された陸生動物の

うち、カモシカ及びヒバカリはロードキルにより生息環境が影響を受けるおそれがあり、ハチク

マ及びオオタカは営巣・繁殖環境が影響を受ける恐れがあることから、影響を可能な限り回避、

低減することを目的として、表 7.11-39 に示す環境保全措置の検討を行った。 
環境保全措置の検討結果は、表 7.11-40(1)～(2)に示すとおりである。 

カモシカ及びヒバカリについては関連車両の走行ルートへの動物横断注意の標識設置及び車両

運転者に対して安全運転教育を徹底する回避・低減措置を講じ、ハチクマ及びオオタカについて

は、生息・繁殖状況をモニタリングし、必要に応じて回避・低減措置を講ずることとする。 

 
表 7.11-39 環境保全措置 

影響要因 環境保全措置の内容 期待される効果 
資材等の運搬 
資材・製品等の運搬 

関連車両の走行ルートのうち、カモシカ、

ヒバカリの横断が考えられる対象事業実施

区域周辺の区間において、動物横断注意の

標識を設置する。 
車両の運転者に安全運転教育を徹底する。 

カモシカ、ヒバカリのロ

ードキルの影響を回避・

低減できる。 

資材等の運搬 
建設機械の稼動 
資材・製品等の運搬 

調査地区周辺において繁殖している可能性

が示唆されたハチクマ及びオオタカの生

息・繁殖状況をモニタリングし、必要に応

じて回避・低減措置を講ずる。 

ハチクマ及びオオタカの

営巣・繁殖環境に及ぼす

影響を回避・低減できる。 

 
表 7.11-40(1) 環境保全措置の検討結果 

実施主体 事業者、設計・施工業者、SPC 

保全対象 カモシカ、ヒバカリ 

種類 
移動経路の確保 

（動物横断注意の標識の設置、安全運転教育の徹底） 
実施内容 

位置 
関係車両の走行ルートのうち、カモシカ、ヒバカリの横断が

考えられる対象事業実施区域周辺の区間 
環境保全措置の効果 ロードキルの回避・低減 
効果の不確実性 ロードキルの回避状況について不確実性がある 

 
表 7.11-40(2) 環境保全措置の検討結果 

実施主体 事業者、設計・施工業者、SPC 

保全対象 ハチクマ、オオタカ 

種類 営巣・繁殖状況のモニタリング 
実施内容 

位置 対象事業実施区域周辺 

環境保全措置の効果 営巣・繁殖に及ぼす影響の回避・低減 

効果の不確実性 
環境保全措置実施後の生息・繁殖状況について不確実性があ

る 
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(ｲ) 事後調査の必要性 

予測にあたっては、重要な種の生息地の消失及び生息環境の質的変化の影響について、対象事

業実施による改変区域との重ね合わせを参考に行ったことから、その不確実性は小さいと考えら

れる。しかし、環境保全措置として検討した事項については、不確実性があるものと考えられる

ことから、事後調査を実施することとする。 

事後調査の概要は、表 7.11-41(1)～(2)に示すとおりである。 

事後調査により、対象事業による影響が著しいと判断された場合、その原因に応じて侵入防止

柵の設置等の影響を低減するための対策を、必要に応じて専門家の助言・指導を受けながら行う

こととする。 

 
表 7.11-41(1) 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 

調査対象種 カモシカ、ヒバカリ 
調査時期 工事開始～供用開始後 3年間 

調査範囲 対象事業実施区域周辺 

移動経路の利用 

調査方法 車両走行ルートにおける事故

情報の収集 

事業者 

 
表 7.11-41(2) 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 

調査対象種 ハチクマ、オオタカ 
調査時期 工事開始～供用開始後 3年間 

（4月～7月：1回/月） 

調査範囲 対象事業実施区域周辺 

生息・繁殖状況 

調査方法 現地調査（定点調査等）による

生息・繁殖状況の確認 

事業者 
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2) 評価 

① 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測の結果、対象事業の実施による影響が予測された重要な種については、環境保全措置を講

ずることとした。さらに、環境保全措置の効果に不確実性があることから、事後調査を実施する

こととした。 
以上のことから、事業による影響は、回避、低減されると評価した。 
 

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 

陸生動物の重要な種の選定にあたっては、「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」、「文化財保護法」、「青森県文化財保護条例」等の法令における指定状況を選定基準として

採用した。 

また、資材等の運搬及び建設機械の稼動、並びに改変後の地形・樹木伐採後の状態及び資材・

製品等の運搬における重要な種への影響について、「青森県自然環境保全条例」（昭和48年7月 青

森県条例第 31 号）の「第十一条 事業者の責務」、及び「第二次青森県環境計画」（平成 19 年 3 月、

青森県）の「第 6部 第 2章 2（2）①道路（車歩道）、雨水排水路の設置に係る環境配慮」、「同第

2章 1（1）④生物多様性の確保への環境配慮」に示されている環境配慮指針に示されている行動

指針を評価基準とした。 

予測結果と評価基準との比較は、表 7.11-42 に示すとおりである。 

比較の結果、資材等の運搬、建設機械の稼動、及び資材・製品等の運搬における重要な種への

影響については、関係車両の走行ルートへの動物横断注意の標識設置及び車両運転者に対しての

安全運転教育の徹底、ハチクマ及びオオタカの生息・繁殖状況をモニタリングし必要に応じて回

避・低減措置を講ずる、といった環境保全措置を講じ、影響は回避・低減されることから、評価

基準との整合性は図られると評価した。 

 



 586

 
表 7.11-42 予測結果と評価基準との比較 

予測項目 予測結果 評価基準 
[青森県自然環境保全条例] 

・事業者は、その事業活動の実施

に当たって、自然環境が適正に保

全されるよう必要な措置を講ずる

とともに、国及び県が実施する自

然環境の保全に関する施策に協力

しなければならない。 

工事用車両の走行及び建設
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 

予測の結果、対象事業の実施によ
り、カモシカ及びヒバカリについて
は工事用車両の走行に伴うロードキ
ルの影響があると考えられること、
ハチクマ及びオオタカについては工
事用車両、及び建設機械の稼動に伴
う騒音により営巣・繁殖環境が影響
を受ける恐れがあることから、影響
を可能な限り回避・低減することを
目的として、環境保全措置の検討を
行った。 
カモシカ及びヒバカリについて
は、工事用車両の走行ルートへの動
物横断注意の標識設置及び車両運転
者に対しての安全運転教育の徹底に
よる回避・低減措置を講ずることと
した。 
ハチクマ及びオオタカについて
は、生息・繁殖状況をモニタリング
し、必要に応じて影響低減策を講じ
る回避・低減措置を講ずることとし
た。 

[第二次青森県環境計画] 

・野生動物のれき死の防止のため、

その横断環境の創出等に努める。

 

[青森県自然環境保全条例] 

・事業者は、その事業活動の実施

に当たって、自然環境が適正に保

全されるよう必要な措置を講ずる

とともに、国及び県が実施する自

然環境の保全に関する施策に協力

しなければならない。 

改変後の地形・樹木伐採後
の状態及びごみ等搬出入車
両の走行が、重要な種及び
注目すべき生息地に及ぼす
の影響の程度 

予測の結果、カモシカ及びヒバカ
リについては供用後のごみ等搬出入
車両の走行によりロードキルの影響
があると考えられること、ハチクマ
及びオオタカについてはごみ等搬出
入車両の走行に伴う騒音により営
巣・繁殖環境が影響を受ける恐れが
あることから、影響を可能な限り回
避・低減することを目的として、環
境保全措置の検討を行った。 
カモシカ及びヒバカリについて
は、ごみ等搬出入車両の走行ルート
への動物横断注意の標識設置及び車
両運転者に対しての安全運転教育の
徹底による回避・低減措置を講ずる
こととした。 
ハチクマ及びオオタカについて
は、生息・繁殖状況をモニタリング
し、必要に応じて影響低減策を講じ
る回避・低減措置を講ずることとし
た。 

[第二次青森県環境計画] 

・森林や草原、湿原、水辺の植生

等、野生動植物の生息・生育環境

の分断はできるだけ避ける。 

・生物の生息・繁殖や連続した移

動環境の場となる河川、湖沼、池、

湿地等の自然環境の保全に配慮す

る。 
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7.12 水生生物 
7.12.1 工事に伴う排水、改変後の地形・樹木伐採後の状態 

工事に伴う排水、改変後の地形・樹木伐採後の状態による水生生物への影響について、調査、

予測及び評価を行った結果は以下のとおりである。 
 
(1) 調査結果 

1) 水生生物の状況 

① 既存資料調査 

(ｱ) 植物 

植物については、「7.10 陸生植物 7.10.1 改変後の地形・樹木伐採後の状態 （1）調査結果  

1）陸生植物の状況」と同じである。 

 
(ｲ) 動物 

「青森県の自然」（平成 2年、青森県）によると、青森県内の河川に生息する魚類としてスナヤ

ツメ、ウグイ、サクラマス等の 6目 9科 16 種があげられている。また、県内のほとんどの河川は

長さが短く、山から海へ一気に流れ込むことから、一般的にイワナやヤマメ等の生息する流れの

速い上流部と、アユ、ウグイ等の生息するゆるやかなせせらぎの続く中流部だけで、平野の中を

ゆったり流れる、コイ、ドジョウ等の生息する下流部のない河川が多いとされている。 

「新青森市史 別編 4 自然」（平成 21 年、青森市）によると、魚類では青森市内の河川の上流

部にはアメマスやカジカ大卵型が、中流域を特徴づける種としてウグイがあげられ、中流域の両

側回遊魚としてアユ、トウヨシノボリ、シマウキゴリ、カンキョウカジカ等が生息しているとさ

れる。また、市内の外来魚としては、ナマズ、ナイルティラピア、カムルチー、オオクチバス、

ブルーギル、モツゴがあげられている。また、底生動物では、新城川で確認された水生昆虫類と

して、オニヤンマ、ミヤマアカネ等のトンボ類、ガムシ、ゲンゴロウ、ヒメゲンゴロウ等のコウ

チュウ類、エルモンヒラタカゲロウ、ナミヒラタカゲロウ等のカゲロウ類、ヒゲナガカワトビケ

ラ、ウルマーシマトビケラ等のトビケラ類等が確認されているほか、サワガニ、ニホンザリガニ

等の甲殻類、カワニナ、モノアラガイ等の貝類が確認されている。 

これらの既存資料調査で確認された種のうち、表 7.12-1 に示す選定基準に該当する種を重要な

種として選定した。 

その結果、表 7.12-2(1)～(2)に示すスナヤツメ、エゾウグイ等の 8 科 17 種の魚類、及びニホ

ンザリガニ、サワガニ、シオヤトンボ等の 7科 9種の底生動物が抽出された。 
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表 7.12-1 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 
① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 

天：国指定天然記念物 
② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 
(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 
際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝
類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 
(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR：絶滅危惧 IA 類 
EN：絶滅危惧 IB 類 
VU：絶滅危惧Ⅱ類 
NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年
改訂増補版）－」 
(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 
A：最重要希少野生生物 
B：重要希少野生生物 
C：希少野生生物 
D：要調査野生生物 
LP：地域限定希少野生生物 

 
表 7.12-2(1) 水生生物の重要な種（既存資料：魚類） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ｽﾅﾔﾂﾒ Lethenteron reissneri VU Ｂ

2 ｶﾜﾔﾂﾒ Lethenteron japonicum VU

3 ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ Anguilla japonica DD

4 ｺｲ ｺｲ Cyprinus carpio LP

5 ｷﾝﾌﾞﾅ Carassius auratus subsp.2 NT

6 ｴｿﾞｳｸﾞｲ Tribolodon ezoe LP

7 ｳｸﾞｲ Tribolodon hakonensis LP

8 ｼﾅｲﾓﾂｺﾞ Pseudorasbora pumila pumila CR Ａ

9 ｻｹ ｻｸﾗﾏｽ(ﾔﾏﾒ) Oncorhynchus masou masou NT LP

10 ﾆｯｺｳｲﾜﾅ Salvelinus leucomaenis pluvius DD

11 ﾒﾀﾞｶ ﾒﾀﾞｶ Oryzias latipes VU Ｂ

12 ﾄｹﾞｳｵ ｲﾄﾖ日本海型 Gasterosteus aculeatus sp.2 LP Ｂ

13
ﾄﾐﾖ属淡水型（ﾄﾐﾖ
及びｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ）

Pungitius pungitius LP Ｂ

14 ｶｼﾞｶ ｱﾕｶｹ Cottus kazika VU Ｄ

15 ｶｼﾞｶ大卵型 Cottus pollux NT

16 ｶﾝｷｮｳｶｼﾞｶ Cottus hangiongensis LP

17 ﾊｾﾞ ｼﾛｳｵ Leucopsarion petersii VU Ｃ

8科 17種 － 0 0 0 0 16 9

科名 和名
選定基準

No. 学名
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表 7.12-2(2) 水生生物の重要な種（既存資料：底生動物） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ｻﾞﾘｶﾞﾆ ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ Cambaroides japonicus VU Ｂ

2 ｻﾜｶﾞﾆ ｻﾜｶﾞﾆ Geothelphusa dehaani Ｃ

3 ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾐﾔﾏｶﾜﾄﾝﾎﾞ Calopteryx cornelia Ｃ

4 ｵｵｶﾜﾄﾝﾎﾞ Mnais pruinosa nawai Ｃ

5 ﾄﾝﾎﾞ ｼｵﾔﾄﾝﾎﾞ Orthetrum japonicum Ｂ

6 ﾐﾔﾏｱｶﾈ Sympetrum pedemontanum Ｃ

7 ｺｵｲﾑｼ ｺｵｲﾑｼ Appasus japonicus NT Ｃ

8 ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ Cybister japonicus NT Ｃ

9 ﾎﾀﾙ ｹﾞﾝｼﾞボタル Luciola cruciata Ｃ

7科 9種 － 0 0 0 0 3 9

科名 和名
選定基準

No. 学名
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② 現地調査 

(ｱ) 調査項目及び調査手法 

調査項目及び調査手法は、表 7.12-3 に示すとおりとした。 

 
表 7.12-3 調査項目及び調査手法 

調査項目 調査手法 
植物相 直接観察法とした。 

植生の状況 Braun-Blanquet,j.の植物社会学的手法とした。 

付着藻類 コドラート法とした。 

魚類 魚類捕獲法とした。 

水生生物 

底生動物 コドラート法及び任意捕獲とした。 
 
(ｲ) 調査地域・地点 

調査地域は、図 7.12-1 に示すとおりであり、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

の範囲の 5地点とした。 

 

(ｳ) 調査期間 

調査期間は、表 7.12-4 に示すとおり、植物 4季、植生の状況 2季、付着藻類 3季、魚類 3季、

底生動物 3季の調査を実施した。 

 
表 7.12-4 調査項目及び調査手法 

調査項目 調査期間 
春季 平成 20 年 5 月 22 日～23 日 

初夏季 平成 20 年 6 月 11 日～13 日 

夏季 平成 20 年 8 月 14 日～16 日 

植物 
 

秋季 平成 20 年 10 月 6 日～ 8 日 

夏季 平成 20 年 8 月 14 日～16 日 植生の状況 
 秋季 平成 20 年 9 月 26 日～27 日 

春季 平成 20 年 5 月 22 日～23 日 

夏季 平成 20 年 8 月 15 日～17 日 

付着藻類 
 

秋季 平成 20 年 10 月 29 日～31 日 

春季 平成 20 年 5 月 22 日～23 日 

夏季 平成 20 年 8 月 15 日～17 日 

魚類 

秋季 平成 20 年 10 月 29 日～31 日 

春季 平成 20 年 5 月 22 日～23 日 

夏季 平成 20 年 8 月 15 日～17 日 

水生生物 

底生動物 

秋季 平成 20 年 10 月 29 日～31 日 
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図 7.12-1 水生生物調査地域及び調査地点 

 
 

図 7.12-1 

水生生物調査地域 

及び調査地点 
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(ｴ) 調査結果 

  ｱ 植物相 

現地調査による植物の確認種数は表 7.12-5 に、確認種の一覧は表 7.12-6 示すとおりである。

現地調査の結果、10 科 14 種の植物が確認された。 

現地調査では、二股川やその支沢は川幅が狭く、まとまった面積の水生植物群落は確認されず、

ミゾソバ、クサヨシ等の比較的湿った環境を好む種が、二股川や沢沿付近の河道内に散生してい

た。河道内のより水際に近い箇所ではセリ、ヨシ等の水辺を好む種が見られ、比較的冠水頻度が

低い箇所では、キツリフネ、ツユクサ等の湿った環境を好む種が見られた。 

 
表 7.12-5 植物の確認種数 

分類群 確認種数 

シダ植物 0 科 0 種 

裸子植物 0 科 0 種 

離弁花類 6 科 7 種 
双子葉植物

合弁花類 1 科 1 種 

種 

子 

植 

物 
被子植物 

単子葉類 3 科 6 種 

合   計 10 科 14 種 

 
表 7.12-6 植物の確認種一覧 

春季 夏季 秋季
1 種子植物門 ﾀﾃﾞ ﾐｿﾞｿﾊﾞ Persicaria thunbergii ○ ○ ○
2 　被子植物亜門 ｱﾌﾞﾗﾅ ﾔﾏﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ Cardamine scutata ○
3 　　双子葉植物綱 ﾕｷﾉｼﾀ ﾈｺﾉﾒｿｳ Chrysosplenium grayanum ○
　　　離弁花類亜綱 ﾈｺﾉﾒｿｳ属の一種 Chrysosplenium sp. ○ ○
4 ﾂﾘﾌﾈｿｳ ｷﾂﾘﾌﾈ Impatiens noli-tangere ○ ○ ○
5 ﾂﾘﾌﾈｿｳ Impatiens textori ○ ○
6 ｱｶﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾀﾏｿｳ Circaea mollis ○
7 ｾﾘ ｾﾘ Oenanthe javanica ○ ○ ○
8 　　　合弁花類亜綱 ｷｸ ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ Bidens frondosa ○ ○ 帰化
9 種子植物門 ﾂﾕｸｻ ﾂﾕｸｻ Commelina communis ○ ○
10 　被子植物亜門 ｲﾈ ﾇｶｷﾋﾞ Panicum bisulcatum ○
11 　　単子葉植物綱 ｸｻﾖｼ Phalaris arundinacea ○
12 ﾖｼ Phragmites australis ○ ○ ○
13 ﾂﾙﾖｼ Phragmites japonica ○ ○ ○
14 ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ｶｻｽｹﾞ Carex dispalata ○ ○ ○

ｽｹﾞ属の一種 Carex sp. ○ ○
- 10科 14種 - 8種 10種 11種 -

分類群No. 備考
確認時期

学名種名科名
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現地調査で確認された種のうち、表 7.12-7 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選定

した。 

選定の結果、植物の重要な種は確認されなかった。 

 
表 7.12-7 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝

類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 

 
  ｲ 植生の状況 

現地調査では、ミゾソバ、クサヨシ等の比較的湿った環境を好む種が、二股川や沢沿付近の河

道内で確認されたものの、まとまった面積の水生植物群落は確認されなかった。 
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  ｳ 付着藻類 

現地調査による付着藻類の確認種数は表 7.12-8 に、確認種リストは資料編に示すとおりである。 

合計で 5綱 11 目 19 科 89 種の付着藻類が確認された。 

 

表 7.12-8 付着藻類の確認種数 

綱名 種数 

藍藻  2 目 3 科 5種  

紅藻  1 目 1 科 1種  

クリプト藻  1 目 1 科 1種  

珪藻  2 目 9 科 77 種  

緑藻  5 目 5 科 5種  

合計 5 綱 11 目 19 科 89 種  

 
現地調査で確認された種のうち、表 7.12-9 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選定

した。 

選定の結果、付着藻類の重要な種は確認されなかった。 

 
表 7.12-9 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号）天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝

類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 
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  ｴ 魚類 

現地調査による魚類の確認種の一覧は表 7.12-10 に、各調査時期における捕獲個体数は資料編

に示すとおりである。現地調査の結果、スナヤツメ、エゾウグイ、ドジョウ等の 3 目 4 科 8 種の

魚類が確認された。 

これらは一生を淡水域で過ごす純淡水魚であり、そのほとんどは東北地方北部の河川に一般的

なものであった。また、確認種に国内外他地域からの明らかな移入種は含まれなかった。 

調査地点のうち、二股川本川においては、3 季を通して確認個体数がもっとも多かったエゾウ

グイが、優占種として挙げられる。 

二股川支沢において確認されたのは、スナヤツメ、エゾイワナの 2種のみであった。 

 

表 7.12-10 魚類の確認種一覧 

春季 夏季 秋季

1 ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ｽﾅﾔﾂﾒ Lethenteron reissneri ○ ○ ○

2 ｺｲ ｺｲ ｺｲ Cyprinus carpio ○ ○

3 ｷﾞﾝﾌﾞﾅ Carassius auratus langsdorfii ○

4 ｱﾌﾞﾗﾊﾔ Phoxinus lagowskii steindachneri ○ ○ ○

5 ｴｿﾞｳｸﾞｲ Tribolodon ezoe ○ ○ ○

6 ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾄﾞｼﾞｮｳ Misgurnus anguillicaudatus ○ ○ ○

7 ｼﾏﾄﾞｼﾞｮｳ Cobitis biwae ○ ○ ○

8 ｻｹ ｻｹ ｴｿﾞｲﾜﾅ Salvelinus leucomaenis leucomaenis ○ ○ ○

3 目 4 科 8 種 － 8種 7種 6種

学名
確認時期

No. 目名 科名 種名

 
 
現地調査で確認された種のうち、表 7.12-11 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

 
表 7.12-11 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号） 天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 
(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 
際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝
類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 
(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR：絶滅危惧 IA 類 
EN：絶滅危惧 IB 類 
VU：絶滅危惧Ⅱ類 
NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年
改訂増補版）－」 
(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 
A：最重要希少野生生物 
B：重要希少野生生物 
C：希少野生生物 
D：要調査野生生物 
LP：地域限定希少野生生物 
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選定の結果、表 7.12-12 に示すスナヤツメ、エゾウグイの 2 科 2 種が重要な種として抽出され

た。重要な種の確認状況は、表 7.12-13(1)～(2)に示すとおりである。 

また、「第 2回自然環境保全基礎調査」（昭和 56 年、環境庁）、「日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－」（平成 15 年 3 月、環境省）、「青森県の希少な野生生物－青森県レ

ッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により指定されている注目すべき生息地は、

調査範囲内に分布していなかった。 

 

表 7.12-12 魚類の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ｽﾅﾔﾂﾒ Lethenteron reissneri VU B
2 ｺｲ ｴｿﾞｳｸﾞｲ Tribolodon ezoe LP

2科 2種 － 0 0 0 0 2 1

NO. 科名 和名
選定基準

学名

 

 
表 7.12-13(1) 魚類の重要な種の確認状況 

種名：スナヤツメ 

科名：ヤツメウナギ 

学名：Lethenteron reissneri 

重要性：環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

生態等：全長 20cm ほど。吸盤状の口を持ち、

あごを持たない。幼生は泥底・砂泥底にす

み、泥中の有機物を食べている。海には下

らず、変態して成魚になってからは餌をと

らない。河川中を移動して 5 月頃砂礫底の

平瀬で集団で繁殖する。1 

 

確認状況：春季、夏季及び秋季に、成体及びアンモシーテス幼生が確認された。

また、春季調査時には産卵床が多数確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.12-13(2) 魚類の重要な種の確認状況 

種名：エゾウグイ 

科名：コイ 

学名：Tribolodon ezoe 

重要性：環境省 RL 絶滅のおそれのある 

地域個体群 

生態等：全長 25cm ほど。北海道ではほぼ全

域に、本州では青森、秋田、岩手、福島等

の各県の比較的大きな川の上流部にわずか

に分布する。雑食性であるが底層で餌をと

ることが多く、ウグイほど水面の餌を食べ

ない。1 

 

確認状況：春季、夏季及び秋季に多数が確認された。 

注)1.「山渓カラー名鑑 日本の淡水魚」（平成 13 年、山と渓谷社） 
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  ｵ 底生動物 

現地調査による底生動物の確認種数は、表 7.12-14 に、確認種リストは資料編に示すとおりで

ある。 

合計で 8綱 21 目 61 科 111 種の底生動物が確認された。 

 
表 7.12-14 底生動物の目別確認種数 

綱名 種数 

渦虫 1 種  

腹足 2 目 2 科 2種  

二枚貝 1 目 1 科 1種  

ミミズ 3 目 4 科 4種  

ヒル 2 目 2 科 3種  

クモ 1 目 1 種  

軟甲 3 目 6 科 6種  

昆虫 9 目 46 科 93 種  

合計 8 綱 21 目 61 科 111 種  

 
現地調査で確認された種のうち、表 7.12-15 に示す選定基準に該当する種を重要な種として選

定した。 

 
表 7.12-15 重要な種の選定基準 

No. 選定基準 

① 「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号) 特：国指定特別天然記念物 
天：国指定天然記念物 

② 「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年 青森県条例第 46 号） 天：県指定天然記念物 
③ 「青森市文化財保護条例」（平成 17 年 青森市条例第 113 号）天：市指定天然記念物 
④ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

(平成 4年 法律第 75 号) 

内：国内希少野生動植物種 

際：国際希少野生動植物種 

⑤ 「環境省報道発表資料 哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝

類、植物 I及び植物 II のレッドリストの見直しについて」 

(平成 19 年、環境省) 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR：絶滅危惧 IA 類 

EN：絶滅危惧 IB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑥ 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年

改訂増補版）－」 

(平成 18 年 3月、青森県) 

EX：絶滅野生生物 

A：最重要希少野生生物 

B：重要希少野生生物 

C：希少野生生物 

D：要調査野生生物 

LP：地域限定希少野生生物 
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選定の結果、表 7.12-16 に示すニホンカワトンボ、コシボソヤンマ、コヤマトンボの 3 科 3 種

が重要な種として抽出された。重要な種の確認状況は、表 7.12-17(1)～(3)に示すとおりである。 

また、「日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－」（平成18年8月、環境省）、

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3 月、青森県）等により

指定されている注目すべき生息地は、調査範囲内に分布していなかった。 

 
表 7.12-16 底生動物の重要な種 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾆﾎﾝｶﾜﾄﾝﾎﾞ1 Mnais costalis C

2 ﾔﾝﾏ ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ Boyeria maclachlani B

3 ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ ｺﾔﾏﾄﾝﾎﾞ Macromia amphigena amphigena B

3科 3種 － 0 0 0 0 0 3

選定基準
学名種名科名No.

 
注)1.ニホンカワトンボは「青森県の希少な野生生物－青森県レッドリスト（平成 18 年 改訂増補版）－」においては、

旧名オオカワトンボで掲載されている。 

 
表 7.12-17(1) 底生動物の重要な種 

種名：ニホンカワトンボ 

科名：カワトンボ 

学名：Mnais costalis 

重要性：青森県 RL C ランク 

生態等：日本特産種で、北海道と関東以

東の本州に分布している。低地から高地

の渓流や清流に生息する。成虫は 5月中

旬から 8月までみられる。1 
 

確認状況：春季、夏季及び秋季に、合計 26 個体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.12-17(2) 底生動物の重要な種 

種名：コシボソヤンマ 

科名：ヤンマ 

学名：Boyeria maclachlani 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：日本特産種で、本州・四国・九

州に分布する。主に平地や低山地の木陰

の多い清流域に生息する。成虫は 7月中

旬から発生し、9月末まで見られる。1 
 

確認状況：春季、夏季及び秋季に、合計約 70 個体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.12-17(3) 底生動物の重要な種 

種名：コヤマトンボ 

科名：エゾトンボ 

学名：Macromia amphigena amphigena 

重要性：青森県 RL B ランク 

生態等：北海道・本州・九州に分布する。

平地から低山地の河川や沼、湖に生息す

る。成虫は 6月から出現し、8月いっぱ

いみられる。1 
 

確認状況：夏季及び秋季に、合計 11 個体が確認された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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(2) 予測及び評価の結果 

1) 予測 

① 予測項目 

水生生物の予測項目は、以下に示すとおりとした。 
(ｱ) 工事の実施 

工事に伴う排水（浮遊物質量（SS）、水素イオン濃度（pH））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 

 
(ｲ) 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 
 
 

② 予測地域及び予測地点 

現地調査と同様とした。 
 

③ 予測対象時期 

(ｱ) 工事の実施 

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（浮遊物質量(SS)）による影響は、敷地造成工事が完了する平成 23 年度を

対象とし、水の汚れ（水素イオン濃度(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。 

 
(ｲ) 土地又は工作物の存在及び供用 

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。 
 

④ 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。 
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⑤ 予測結果 

(ｱ) 植物相 

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺には、植物の重要な種は確認されなかったた

め、予測及び評価は行わなかった。 
 
(ｲ) 植生の状況 

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺には、重要な植物群落は確認されなかったた

め、予測及び評価は行わなかった。 
 
(ｳ) 付着藻類 

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺には、付着藻類の重要な種は確認されなかっ

たため、予測及び評価は行わなかった。 
 
(ｴ) 魚類 

魚類の重要な種の予測結果は、表 7.12-18(1)～(2)に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認された魚類の重要な種のうち、スナヤツメについては、

工事中の浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さく、水素イオン濃度(pH)については基礎・躯体工事

実施時に必要に応じて中和処理等のアルカリ排水対策を実施する計画であることから、本種の生

息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。供用後には、二股川本流の生息地の大部分は

事業による改変はなく、河川流況の変化もほとんどないと考えられるが、確認地点のある二股川

支沢の一部及び二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変されるた

め、生息環境の縮小が予測された。 

エゾウグイについては、工事中の浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さく、水素イオン濃度(pH)

については基礎・躯体工事実施時に必要に応じて中和処理等のアルカリ排水対策を実施する計画

であることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。供用後には、確認

地点である二股川本流の生息地の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変され

るものの、大部分は事業による改変はなく、河川流況の変化もほとんどないと考えられることか

ら影響は極めて小さいと予測された。 
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表 7.12-18(1) 予測結果（魚類） 

種名  スナヤツメ 

科名  ヤツメウナギ 

学名 Lethenteron reissneri 
重要性  環境省 RL 絶滅危惧Ⅱ類 

青森県 RL B ランク 

生態等 全長 20cm ほど。吸盤状の口を持ち、あごを持たな
い。幼生は泥底・砂泥底にすみ、泥中の有機物を食
べている。海には下らず、変態して成魚になってか
らは餌をとらない。河川中を移動して 5月頃砂礫底
の平瀬で集団で繁殖する。1  

確認状況  春季、夏季及び秋季に、成体及びアンモシーテス幼生が確認された。また、春季調査時に
は産卵床が多数確認された。 

生息地の分
布状況 

確認地点数・確認個体数も多く、調査区域の二股川本流及び支沢に広く生息しているもの
と考えられる。 

工事等 ＜水の濁り（浮遊物質量(SS)）＞ 
仮設調整池、防災調整池の設置により、濁水の流出や洪水を抑制する計画であり、工事

の実施による浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さいことから、本種の生息環境に及ぼす影
響は極めて小さいと予測された。 
＜水の汚れ（水素イオン濃度(pH)）＞ 
基礎・躯体工事実施時には、定期的なモニタリングを行い、必要に応じて中和処理等の

アルカリ排水対策を実施する計画であることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて
小さいと予測された。 

予
測
結
果 

存在・ 
供用時 

＜改変後の地形・樹木伐採後の状態＞ 
二股川本流の生息地の大部分は事業による改変はなく、河川流況の変化もほとんどない

と考えられ、地域全体としての変化は小さいと考えられるが、確認地点のある二股川支沢
の一部及び二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変される
ため、生息環境の縮小が予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 

表 7.12-18(2) 予測結果（魚類） 

種名  エゾウグイ 

科名  コイ 

学名 Tribolodon ezoe 
重要性  環境省 RL 絶滅のおそれのある地域個体群 

生態等 全長 25cm ほど。北海道ではほぼ全域に、本州では
青森、秋田、岩手、福島等の各県の比較的大きな川
の上流部にわずかに分布する。雑食性であるが底層
で餌をとることが多く、ウグイほど水面の餌を食べ
ない。1 

 
確認状況  春季、夏季及び秋季に多数が確認された。 

生息地の分
布状況 

本種は、調査区域の二股川本流でのみ確認されており、確認個体数も多いことから、二股
川に広く生息しているものと考えられる。 

工事等 ＜水の濁り（浮遊物質量(SS)）＞ 
仮設調整池、防災調整池の設置により、濁水の流出や洪水を抑制する計画であり、工事

の実施による浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さいことから、本種の生息環境に及ぼす影
響は極めて小さいと予測された。 
＜水の汚れ（水素イオン濃度(pH)）＞ 
基礎・躯体工事実施時には、定期的なモニタリングを行い、必要に応じて中和処理等の

アルカリ排水対策を実施する計画であることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて
小さいと予測された。 

予
測
結
果 

存在・ 
供用時 

＜改変後の地形・樹木伐採後の状態＞ 
二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変されるものの、

二股川本流の生息地の大部分は事業による改変はなく、河川流況の変化もほとんどないと
考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 

注)1.「山渓カラー名鑑 日本の淡水魚」（平成 13 年、山と渓谷社） 
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(ｵ) 底生動物 

底生動物の重要な種の予測結果は、表 7.12-19(1)～(3)に示すとおりである。 

底生動物の重要な種のうち、ニホンカワトンボについては、二股川本流の生息地の大部分は事

業による改変はなく、河川流況の変化もほとんどないと考えられるが、確認地点のある二股川支

沢の一部及び二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変されるため、

生息環境の縮小が予測された。 

コシボソヤンマ及びコヤマトンボについては、二股川本流でのみ確認されており、二股川本流

の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変されるものの、二股川本流の生息地

の大部分は事業による改変や環境の質的変化は生じないと考えられることから影響は極めて小さ

いと予測された。 

 

表 7.12-19(1) 予測結果（底生動物） 

種名  ニホンカワトンボ 

科名  カワトンボ 

学名 Mnais costalis 

重要性  青森県 RL C ランク 

生態等 日本特産種で、北海道と関東以東の本州

に分布している。低地から高地の渓流や

清流に生息する。成虫は 5 月中旬から 8

月までみられる。1 

確認状況  春季、夏季及び秋季に、合計 26 個体が確認された。 

生息地の分

布状況 

確認地点数・確認個体数も多く、調査区域の二股川本流及び支沢に広く生息してい

るものと考えられる。 

工事等 ＜水の濁り（浮遊物質量(SS)）＞ 

仮設調整池、防災調整池の設置により、濁水の流出や洪水を抑制する計画であり、
工事の実施による浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さいことから、本種の生息環境
に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
＜水の汚れ（水素イオン濃度(pH)）＞ 

基礎躯体工事実施時には、定期的なモニタリングを行い、必要に応じて中和処理

等のアルカリ排水対策を実施する計画であることから、本種の生息環境に及ぼす影

響は極めて小さいと予測された。 

予

測

結

果 

存在・ 

供用時 

＜改変後の地形・樹木伐採後の状態＞ 

二股川本流の生息地の大部分は事業による改変や環境の質的変化は生じないと考

えられ、地域全体としての変化は小さいと考えられるが、確認地点のある二股川支

沢の一部及び二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改

変されるため、生息環境の縮小が予測された。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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表 7.12-19(2) 予測結果（底生動物） 

種名  コシボソヤンマ 

科名  ヤンマ 

学名 Boyeria maclachlani 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 日本特産種で、本州・四国・九州に分布

する。主に平地や低山地の木陰の多い清

流域に生息する。成虫は 7 月中旬から発

生し、9月末まで見られる。1 
 

確認状況  春季、夏季及び秋季に、合計約 70 個体が確認された。 

生息地の分
布状況 

本種は、調査区域の二股川本流でのみ確認されており、確認地点数・確認個体数も
多いことから、二股川に広く生息しているものと考えられる。 

工事等 ＜水の濁り（浮遊物質量(SS)）＞ 
仮設調整池、防災調整池の設置により、濁水の流出や洪水を抑制する計画であり、

工事の実施による浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さいことから、本種の生息環境
に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
＜水の汚れ（水素イオン濃度(pH)）＞ 
基礎躯体工事実施時には、定期的なモニタリングを行い、必要に応じて中和処理

等のアルカリ排水対策を実施する計画であることから、本種の生息環境に及ぼす影
響は極めて小さいと予測された。 

予

測

結

果 

存在・ 

供用時 

＜改変後の地形・樹木伐採後の状態＞ 
二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変されるも

のの、二股川本流の生息地の大部分は、事業による改変や環境の質的変化は生じな
いと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され
た。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 

 
表 7.12-19(3) 予測結果（底生動物） 

種名  コヤマトンボ 

科名  エゾトンボ 

学名 Macromia amphigena amphigena 

重要性  青森県 RL B ランク 

生態等 北海道・本州・九州に分布する。平地か

ら低山地の河川や沼、湖に生息する。成

虫は 6 月から出現し、8 月いっぱいみら

れる。1 
 

確認状況  夏季及び秋季に、合計 11 個体が確認された。 

生息地の分
布状況 

本種は、調査区域の二股川本流でのみ確認されており、確認地点数も多いことから、
二股川に広く生息しているものと考えられる。 

工事等 ＜水の濁り（浮遊物質量(SS)）＞ 
仮設調整池、防災調整池の設置により、濁水の流出や洪水を抑制する計画であり、

工事の実施による浮遊物質量(SS)濃度の増加率は小さいことから、本種の生息環境
に及ぼす影響は極めて小さいと予測された。 
＜水の汚れ（水素イオン濃度(pH)）＞ 
基礎躯体工事実施時には、定期的なモニタリングを行い、必要に応じて中和処理

等のアルカリ排水対策を実施する計画であることから、本種の生息環境に及ぼす影
響は極めて小さいと予測された。 

予

測

結

果 

存在・ 

供用時 

＜改変後の地形・樹木伐採後の状態＞ 
二股川本流の一部（取付道路が二股川の谷底部を横断する箇所）が改変されるも

のの、二股川本流の生息地の大部分は、事業による改変や環境の質的変化は生じな
いと考えられることから、本種の生息環境に及ぼす影響は極めて小さいと予測され
た。 

注)1.「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック－」（平成 12 年 3月、青森県） 
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(ｶ) 注目すべき生育・生息地 

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺には、水生植物、付着藻類、魚類及び底生動

物の注目すべき生育・生息地は確認されなかったため、予測及び評価は行わなかった。 
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⑥ 環境保全措置及び事後調査の必要性の検討 

(ｱ) 環境保全措置の必要性 

予測の結果、スナヤツメ及びニホンカワトンボの対象事業実施区域内の生息地は、対象事業の

実施（防災調整地の設置による土地の改変）により影響を受けることから、影響を可能な限り回

避、低減することを目的として、表 7.12-20 に示す環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討結果は、表 7.12-21 に示すとおりである。 

直接改変区域内に生息するスナヤツメ及びニホンカワトンボについては、付近の生息可能な場

所へ移送する代償措置を講ずる。移送先については、事業による影響を受けない対象事業実施区

域の上流側の生息確認地点周辺が良いと考えられるが、上流側は川幅や流量が小さく生息に適し

た環境が限られていることから、上流側だけでなく下流側の生息確認地点周辺及び、生息確認地

点周辺に流入する支沢も視野に入れ検討し、移送先の選定及び移送については、現地確認を含め、

専門家による助言・指導を受けながら実施することとする。 

 
表 7.12-20 環境保全措置 

影響要因 環境保全措置の内容 期待される効果 
改変後の地形・樹木

伐採後の状態 
影響の及ばない場所に移送する

ことにより個体を保護する。 
直接改変の影響を受ける地点で捕

獲された個体を移送することで、個

体の保護を図ることができる。 
 

表 7.12-21 環境保全措置の検討結果 

実施主体 事業者、設計・施工業者 
保全対象 スナヤツメ、ニホンカワトンボ 

種類 移送の実施 
位置 対象事業実施区域上流・下流側の二股川または流入支沢 実施内容 
時期 造成工事開始前 

環境保全措置の効果 個体の保護 
効果の不確実性 生息が維持できるかどうか不確実性がある 

 
(ｲ) 事後調査の必要性 

予測にあたっては、重要な種の生息地の消失及び生息環境の質的変化の影響について、対象事

業の実施による改変区域との重ね合わせを参考に行ったことから、その不確実性は小さいと考え

られる。しかし、環境保全措置として検討した事項については、不確実性があるものと考えられ

ることから、事後調査を実施することとする。 

事後調査の概要は、表 7.12-22 に示すとおりである。 

事後調査により、対象事業の実施による影響が著しいと判断された場合、その原因に応じて影

響を低減するための対策を専門家の助言・指導を受けながら行うこととする。 

 

表 7.12-22 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 
調査対象種 スナヤツメ、ニホンカワトンボ 
調査時期 移送実施後 3年間（スナヤツメ：春季、ニホンカワトンボ：秋季） 
調査範囲 移送実施箇所周辺 

生息状況 
の確認 

調査方法 現地調査（捕獲調査、目視調査）による生息状況及び繁殖状況の確

認 

事業者 
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2) 評価 

① 環境影響の回避・低減に係る評価 

予測の結果、対象事業の実施による影響が予測された重要な種については、環境保全措置を講

ずることとした。さらに、環境保全措置の効果に不確実性があることから、事後調査を実施する

こととした。 
以上のことから、対象事業の実施による影響は、回避、低減されると評価した。 
 

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 

水生生物の重要な種の選定にあたっては、「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」、「文化財保護法」、「青森県文化財保護条例」等の法令における指定状況を選定基準として

採用した。 

また、工事に伴う排水及び改変後の地形・樹木伐採後の状態における重要な種及び群落への影

響について、「青森県自然環境保全条例」（昭和 48 年 7 月 青森県条例第 31 号）の「第十一条 事

業者の責務」、及び「第二次青森県環境計画」（平成 19 年 3 月、青森県）の「第 6部 第 2章 1（1）

④生物多様性の確保への環境配慮」に示されている環境配慮指針を評価基準とした。 

予測結果と評価基準との比較は、表 7.12-23 に示すとおりである。 

比較の結果、改変後の地形・樹木伐採後の状態における重要な種への影響については、対象事

業実施区域上流・下流側の二股川または流入支沢に移送する代償措置を講じ、影響は回避・低減

されることから、評価基準との整合性は図られると評価した。 

 
表 7.12-23 予測結果と評価基準との比較 

予測項目 予測結果 評価基準 
[青森県自然環境保全条例] 

事業者は、その事業活動の実施に

当たって、自然環境が適正に保全

されるよう必要な措置を講ずる

とともに、国及び県が実施する自

然環境の保全に関する施策に協

力しなければならない。 

工事に伴う排水及び、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 

予測の結果、対象事業の実施により、
スナヤツメ及びニホンカワトンボにつ
いては、二股川本流の生息地は対象の
事業の実施による改変や環境の質的変
化は生じないと考えられるものの、確
認地点のある二股川支沢の一部が改変
されることから、影響を可能な限り回
避・低減することを目的として環境保
全措置の検討を行った。 
直接改変区域内に生息するスナヤツ
メ及びニホンカワトンボについては、
対象事業実施区域上流・下流側の二股
川または流入支沢に移送する代償措置
を講ずることとした。 

[第二次青森県環境計画] 

・森林や草原、湿原、水辺の植生

等、野生動植物の生息・生育環

境の分断はできるだけ避ける。

・生物の生息・繁殖や連続した移

動環境の場となる河川、湖沼、

池、湿地等の自然環境の保全に

配慮する。 
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