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はじめに 

 

青森市の現有ごみ処理施設は、施設建設後 30 年以上が経過し、設備の老朽化に伴

う点検・補修頻度の増加による稼動率の低下や維持管理費の増大、あるいはライフ

サイクルの変化やリサイクルの推進に伴って変化するごみ質やごみ量への対応が懸

念されています。このため、ごみ排出状況の現状と将来予測を踏まえて、処理効率

に優れ、また環境負荷の小さいごみ処理方式への転換が求められています。 

青森市では平成 16 年 2 月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、ごみ

の発生抑制、排出抑制、再資源化に視点を置いた、中間処理・最終処分に関する中

長期的な計画を立案しました。その後、平成 17 年 3 月に「一般廃棄物（ごみ）処理

施設整備基本構想」、平成 18 年 3 月には「青森市廃棄物循環型社会基盤施設整備事

業計画」を策定し、現有施設の更新の必要性に鑑み、資源物やエネルギー回収に重

点を置いた新ごみ処理施設の検討を行ってきました。 

新ごみ処理施設は、青森市、平内町、今別町、蓬田村の 1 市 2 町 1 村の可燃ごみ、

不燃ごみ、粗大ごみ及び浪岡地区を除く青森市の下水汚泥等、浪岡地区を除く青森

市、平内町のし尿汚泥等を処理対象としており、可燃ごみ処理施設と破砕選別処理

施設により構成されるものとしております。 

可燃ごみ処理施設における処理方式については、3 つの焼却処理方式（①ストーカ

＋灰溶融方式、②分離式ガス化溶融方式、③一体式ガス化溶融方式）のいずれかを

採用することとしており、今回、環境影響評価を行うにあたっては、各方式におけ

る大気質等の環境に対する最大の影響をもって環境影響評価を実施する方針としま

す。 

また、新ごみ処理施設の事業運営手法は、平成 19 年度に PFI 等導入可能性につい

て検討した結果、DBO方式が最も望ましい事業方式とされ、今後、DBO方式を想定し

建設・運営事業者の選定及び処理方式の決定を行います。そのため、建設・運営事

業者選定後、事業計画が確定した際には、必要に応じて環境影響評価の見直しを行

うこととします。 
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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
1.1 事業者の名称 

青森市 
 
1.2 代表者の氏名 

青森市長 鹿内 博 
 
1.3 主たる事務所の所在地 

所 在 地：青森県青森市柳川二丁目１番１号 
部 署：青森市 環境部 清掃事業所 清掃管理課 清掃施設建設準備室 
電話番号：017-761-4427
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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 
2.1.1 対象事業の目的 

本市のごみ処理施設である梨の木清掃工場及び三内清掃工場は、ともに供用開始から 30 年を超

え、老朽化に伴って設備の点検、補修、交換頻度が増加し、稼動効率の低下や維持管理費の増大が

懸念される。また、施設設計時に比べてごみ質が高カロリー化していることから、現有施設の構造

上、単位時間・面積当たりの処理量も低下傾向にあり、安定したごみ処理の持続性確保が困難な状

況となっている。 

このため、本対象事業は「青森市廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画」（平成 18年 3 月策定）

や｢東青地域循環型社会形成推進地域計画｣（平成 19 年 1 月 11 日策定）を踏まえて、上述の 2つの

清掃工場に代わる、より周辺環境に配慮し、かつ、再生可能資源やエネルギーの回収に重点を置い

た新ごみ処理施設を整備、建設するものである。 

なお、本対象事業の建設・運営形態については、平成 19 年度の PFI1等導入可能性調査において

比較検討した結果、DBO 方式 2が最も望ましい事業方式とされた。現在、DBO 方式を想定し、平成

20 年度に建設・運営事業者選定委員会を設置し、平成 22 年度中に新ごみ処理施設の建設・運営事

業者を選定するため、準備を進めている。 

 

2.1.2 PFI 等の導入について 
近年の公共事業では、民間の資金及び経営能力や技術力を活用して、施設の建設、維持管理・運

営を行うものや、施設の建設時に自治体の財源を活用し、維持管理・運営時に民間の経営能力や技

術力を活用するもの等、民間活力の導入による官民パートナーシップに基づいた様々な PFI 的事業

方式が用いられている。 

本対象事業の建設、維持管理・運営については、多額の財政支出が予想されることから、事業方

式について従来の公設公営にこだわることなく、低廉で良質なサービスの提供が可能と考えられる

方式について導入を検討し、DBO 方式が最も望ましい事業方式とされた。DBO 方式は、公共が交付

金や公債により施設建設の資金を低金利で調達し、民間事業者が施設の設計・施工、維持管理・運

営を一体的に担う方式である。 

民間事業者に、事業期間における施設の性能の確保を条件として課すことで、長期間にわたる維

持管理・運営を見通した施設設計、建設を図ることができる。さらに維持管理・運営についても民

間に任せることで、業務の効率化と経費の削減を図る事が可能となる。廃棄物処理施設の整備運営

事業では、DBO 方式がこれまで最も導入事例が多い。 

本対象事業においては、DBO 方式による整備・運営手法を用いる予定であるが、事業責任のある

青森市が、設計・施工、維持管理・運営の各段階において、環境影響評価書に記載されているとこ

ろにより、環境の保全についての適正な配慮を含めて、当該対象事業を実施する。 

 

 
                                               
1：PFI とは、公共施設の建設・維持管理・運営について、民間の資金・経営能力・技術力を活用し行う事業 

（PFI：Ｐrivate Ｆinance Ｉnitiative の略）。 

2：DBO 方式とは、施設の設計（Ｄesign）、施工（Ｂuild）及び維持管理・運営（Ｏperate）を民間事業者が一体的に担

う方式で、事業者の創意工夫により建設・運営コストの削減が期待できる PFI 法に準じた手法。 
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2.1.3 環境影響評価書の公告・縦覧後の手続き 
本対象事業においては、DBO 方式による整備・運営手法を用いる予定であるため、環境影響評価

書の公告・縦覧後に事業計画が確定する予定である。 
環境影響評価書の公告・縦覧後の手続きについては、青森県環境影響評価条例に規定されている

手続きの他、次に示す手続きについて青森市が実施する。 
(1) 事業計画の決定に係る手続き 

事業計画の確定時に次のとおり、計画内容等について公表する。 

時  期：平成 23 年度末まで 

内  容：事業計画の内容、環境影響評価の見直しの有無及び見直しを行う場合の環境影響評

価図書の周知方法 

公告方法：市の公報、日刊新聞紙による公告 

なお、環境影響評価の見直しの判断要件は次のとおりとする。 

要 件 ①：対象事業の一日あたりの処理能力が評価書に示した内容を上回る場合、または、新

たな区域が対象事業実施区域になる場合 

要 件 ②：事業計画の変更に伴って環境の保全上の適正な配慮をするために、環境影響評価の

見直しが必要と判断される場合 

 

(2) 環境影響評価見直しを行う場合の手続き 

環境影響評価書を見直した図書を作成し、次のとおり公告・縦覧を行い、環境の保全の見地か

らの意見を受け付ける。 

なお、意見の内容及び事業者の対応については、事後調査報告書の縦覧と併せて公表する。 

公告方法：市の公報、日刊新聞紙による公告 

縦覧場所：1 ヶ月間、青森市役所情報公開コーナー、青森市役所柳川庁舎清掃管理課、駅前再

開発ビル（通称アウガ）4階情報プラザ市政情報提供コーナー、西部市民センター、

青森市役所浪岡事務所市民課、青森市ホームページで縦覧する。 
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2.2 対象事業の内容 
2.2.1 対象事業の種類 

青森県環境影響評価条例（平成 11 年 12 月 24 日青森県条例第 56 号）別表第 6号に該当する一般

廃棄物処理施設（焼却施設）の設置 

 
2.2.2 対象事業の実施区域及び対象事業実施区域の選定経緯 

本対象事業の実施区域の位置は、図 2.2-1 に示すとおりである。また、対象事業実施区域及びそ

の周辺の航空写真は、写真 2.2-1 に示すとおりである。 

所在地：青森市大字鶴ヶ坂字早稲田 241 番地 1他 

また、新ごみ処理施設建設地については、市民にとって安全で安心な生活環境の確保や、自然状

況、社会的状況といった建設地として要求される条件について検討を重ね、併せて既設最終処分場

と一体的なごみ処理が可能なことから当該地とした。 
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図 2.2-1 
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写真 2.2-1 
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2.2.3 対象事業の規模等 
(1) 施設の規模 

施設の規模は、表 2.2-1 に示すとおりである。 

可燃ごみ処理施設の規模は、可燃ごみ処理施設へ搬入される可燃ごみ、破砕選別処理後の可燃残

渣、下水汚泥等、し尿汚泥等の処理量のうち、下水汚泥、し尿汚泥の前処理（乾燥処理）の有無や

程度により変動する。市は下水汚泥、し尿汚泥を含水率 30%まで乾燥する場合の 395t/日規模を想

定しているが、処理方式が未定であることから、環境影響評価には下水汚泥、し尿汚泥の前処理（乾

燥処理）なしの場合に想定される最大規模の 435t/日を用いる。 

なお、この施設規模は当初の供用開始時期である平成 26 年度のものであるため、供用開始時期

が平成 27 年度へ変更になったことによる施設規模の見直しを今後行う予定であるが、近年のごみ

処理量が減少傾向にあること等から、見直し後の施設規模は最大規模の 435ｔ/日を下回ると想定

している。 

表 2.2-1 施設の規模 

ごみ処理施設 施設規模 

可燃ごみ処理施設 1 
（エネルギー回収推進施設） 

435t/日以下（24 時間/日稼動） 

破砕選別処理施設 
（マテリアルリサイクル推進施設） 

54t/日以下（5時間/日稼動） 

 

■施設規模の設定根拠 

可燃ごみ処理施設の施設規模は、平成19年度の実績値1をもとに、｢青森市廃棄物循環型社会

基盤施設整備事業計画｣(平成 18年 3月)で設定した当初の供用開始予定の平成 26年度のごみ排

出量（目標値）を見直したもの、｢東青地域循環型社会形成推進地域計画｣(平成 19 年 1 月 11 日

策定)で計画された汚泥の計画処理量、及び平成 19 年度のあおひらクリーンセンターで処理し

ているし尿汚泥量をもとに、計画稼動日数や調整稼動率 2、月最大変動係数 3を考慮して施設ご

とに設定した。なお、本施設の処理対象地域は、青森市、平内町、今別町、蓬田村の1市2町1

村である。 

 

(2) 対象事業実施区域の面積 

新ごみ処理施設整備用地として市が取得している土地は図 2.2-2 に示す約 68.7ha であるが、対

象事業実施区域としては、新ごみ処理施設整備に伴い土地の改変が生じる図 2.2-2 に示す区域とす

る。 

対象事業実施区域の面積は、市道からの取付道路を含めて約 14.7ha である。 

取付道路は、図 2.2-3 に示すとおり、隣接する一般廃棄物最終処分場内の管理道路を利用して築

造するものとし、市道から約 350m の区間は、現道を利用し、勾配、幅員の改修をする計画である。 

 

 

 
 
 
                                                                       
1.平成 19 年度の実測値において、計画策定時（平成 16 年度）よりも総ごみ排出量が事業系ごみの減量により約 4%削減されていること
から、当初の供用開始予定年度である平成 26 年度のごみ処理量について見直しを行った。 
2.調整稼動率：正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休止等のために処理能力が低下することを考慮した係数。
「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版（社）全国都市清掃会議」において焼却施設規模算定には 96%を用いることとさ
れており、これを採用している。 
3.月最大変動係数：年間のごみの排出量が季節によって変動することを考慮した係数。「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設
の構造に関する基準について」（昭和 54 年 9 月 1日 環整 108 号）では標準として 1.15 を用いるとされている。 
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(3) 処理方式 

1) 可燃ごみ処理施設 

今後の建設・運営事業者選定の過程で、応募者からの提案を評価した上で下記 3方式のうちのい

ずれかを採用する。 

・ ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉 
・ 分離式ガス化溶融炉（流動床式ガス化炉・キルン式ガス化炉等） 
・ 一体式ガス化溶融炉（シャフト炉） 

 
2) 破砕選別処理施設 

・ 破砕（切断＋低速破砕＋高速破砕）＋磁性体・アルミ・可燃残渣・不燃残渣選別処理施設 
 
(4) 新ごみ処理施設の排ガスに係る諸元 

新ごみ処理施設の排ガスに係る諸元は、表 2.2-2 に示すとおりである。 

 

表 2.2-2 新ごみ処理施設の排ガスに係る諸元 

項 目 諸 元 

煙突高さ 59m 

湿り排ガス量 190,000m3N/時以下 

排ガス温度 210℃以下 

 

(5) 対象事業の実施予定期間 

・ 工事予定期間：平成 21 年度から平成 26 年度 

・ 供用開始予定：平成 27 年度 

 

 

2.2.4 設置されることとなる施設の概要 
(1) 施設の概要 

1) 施設配置 

市で想定している施設配置計画（案）は、図 2.2-3 に示すとおりである。 

なお、施設配置については、建設・運営事業者からの提案によって決定する。 
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図 2.2-2 
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図 2.2-3 
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2) 施設の概要 

施設の概要は、表 2.2-3 に示すとおりであり、主な建築物は可燃ごみ処理施設、破砕選別処理

施設、管理棟から構成される。 

なお、可燃ごみ処理施設、破砕選別処理施設、管理棟については建設・運営事業者からの提案

により合棟とすることも可能としている。 

 

表 2.2-3 施設計画の概要 

施設 面積 備考 

可燃ごみ処理施設 約 8,000m2以下

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨構造 あるいは 

鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 30m 以下 

破砕選別処理施設 約 3,500m2以下

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨構造 あるいは 

鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 30m 以下 

管理棟 

（計量設備を含む） 
約 600m2以下

構造 鉄筋コンクリート・鉄骨構造 あるいは 

鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 20m 以下 

煙突 － 

構造 外筒：鉄筋コンクリート 

内筒：鉄 

高さ 59m 

建
築
物
等 

ストックヤード 約 2,000m2以下
構造 鉄筋コンクリート・鉄構造 

高さ 10m 以下 

防災調整池 約 3,600m2  調整池容量：約 8,000m3 

構内道路・駐車場 約 12,300m2以下
乗用車 40 台程度 

バス   4 台程度 

取付道路 約 11,500m2以下  

緑地等 約 105,500m2以上 芝生・緩衝緑地、仮設工用地(原状復旧)等 

合 計 約 147,000m2   
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3) 受入対象廃棄物 

ごみ処理施設別の受入対象廃棄物の種類、搬入形態は表 2.2-4 に、受入対象廃棄物別の処理方式

は表 2.2-5 に、ごみ受入時間は表 2.2-6 に示すとおりである。 

表 2.2-4 ごみ処理施設別の受入対象廃棄物の種類及び搬入形態 

施設 
受入対象 
廃棄物 

対象市町村 
搬入形態 
(搬入者) 

主な対象物 

可燃ごみ 

青森市 
平内町 
今別町 
蓬田村 

･ステーション方式 
(委託業者) 
･依頼搬入 
(許可業者) 
･自己搬入 

家庭系ごみ、事業系ごみ 

破砕選別 
処理後 
可燃残渣 

－ 搬  送 
コンベア 1 

不燃ごみ、粗大ごみの破砕・選別処
理した後の可燃残渣 

下水汚泥等 
青森市 
(浪岡地区除く) 

汚泥運搬車搬入 
(委託業者) 

青森市公共下水道施設（新田浄化セン
ター、八重田浄化センター）からの搬
入汚泥・し渣・沈砂 

可燃ごみ 
処理施設 

し尿汚泥等 
青森市 
(浪岡地区除く) 

平内町 

汚泥運搬車搬入 
(委託業者) 

青森広域事務組合施設（あおひらクリ
ーンセンター）からの搬入汚泥・し
渣・沈砂 

不燃ごみ 

･ステーション方式 
(市) 
･依頼搬入 
(許可業者) 
･自己搬入 

金属類、せともの、ガラス類、小型
家電等 

可燃
･戸別収集 
(委託業者) 
･自己搬入 

木製家具(たんす､椅子､ベッド､机､食
堂セット､応接セット等)､畳､じゅう
たん､マットレス(スプリング入を除
く)等の大型のもので、主として可燃
性材料で構成されているもの。 

破砕選別 
処理施設 

粗大 
ごみ 

不燃

青森市 
平内町 
今別町 
蓬田村 

･戸別収集 
(委託業者) 
･自己搬入 

家電品（洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エ
アコンを除く）、自転車、流し台、ガ
ス器具、ストーブ、物干し台・竿、
スキー等の大型のもので、主として
不燃性材料で構成されているもの。 

注)1.破砕選別処理後の可燃残渣の搬入方法は建設・運営事業者からの提案による。 

表 2.2-5 ごみ処理施設別の受入対象廃棄物別の処理方式 

施設 受入対象廃棄物 処理方式 

可燃ごみ 

破砕選別処理後可燃残渣 

下水汚泥等 
可燃ごみ 
処理施設 

し尿汚泥等 

焼却溶融処理 
金属類 1やスラグ 2・メタル 3：回収・再利用 
溶融飛灰、溶融不適物：最終処分（埋立） 

不燃ごみ 破砕選別 
処理施設 

粗大ごみ 

破砕選別処理 
磁性体・アルミ：破砕選別後再利用 
可燃残渣：破砕後焼却処理 
不燃残渣：最終処分（埋立） 

注)1.金属類：焼却処理後の焼却残渣に含まれている金属 
2.スラグ：焼却灰を溶融処理した後に、冷却し固化したもの 
3.メタル：焼却灰を溶融処理した後に生成される塊状の金属 

表 2.2-6 新ごみ処理施設のごみ受入時間 

搬入者 
曜日 受入時間 

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 

平日 
（月～金） 

委託業者、許可業者
自己搬入 

市、許可業者 
自己搬入 

委託業者、自己搬入

土 

8：00～17：00 
（予定） 

許可業者、自己搬入 許可業者、自己搬入 自己搬入 
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(2) 主要施設の内容 

1) 可燃ごみ処理施設 

本対象事業における可燃ごみ処理施設の処理方式については、前述のとおり「ストーカ式焼却炉

＋灰溶融炉」、「分離式ガス化溶融炉」、「一体式ガス化溶融炉」の 3方式について、信頼性、安全性、

安定性、耐久性、経済性等の観点から最終的に建設・運営事業者選定の段階で決定する。 

各方式の一般的な特徴は、以下に示すとおりである。 

また、現在想定している可燃ごみ処理施設の設備仕様は、表 2.2-7 に示すとおりである。 

 

表 2.2-7 可燃ごみ処理施設の設備仕様 

設備名 処理方式等 

受入・供給 ピット＆クレーン方式、脱水汚泥受入供給設備 

燃焼・溶融 
①ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉、②分離式ガス化溶融炉、③一体式ガス化

溶融炉のいずれか 

燃焼ガス冷却 廃熱ボイラ方式 

排ガス処理 
ろ過式集じん器、有害ガス除去装置（乾式塩化水素除去方式）、 

触媒脱硝方式※ 

余熱利用 発電、場内給湯※、場内冷暖房※、構内道路の融雪※等 

通風 平衡通風方式 

溶融スラグ等 

処理 

溶融スラグ冷却：水砕方式 

溶融スラグ貯留：ヤード方式 

溶融メタル貯留：バンカ方式ピット方式 

飛灰処理 飛灰薬剤処理方式（基本） 

排水処理 
プラント排水：生物処理＋凝集沈殿（循環再利用） 

生活排水：浄化槽処理 

電気・計測 分散型自動制御システム方式（DCS） 

注)表中の※は建設・運営事業者提案により必要に応じて設置する設備である。 
 

① ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉 

ストーカと呼ばれる金属製の可動式火格子の上でごみの焼却を行う方式であり、ごみはストー

カの動きによって炉内を投入口から排出口まで徐々に移動しながら燃え、最終的に焼却灰として

排出される。 

排出された焼却灰及び排ガス中から捕集された飛灰は灰溶融炉によって 1,200℃以上の高温で

溶融されスラグとなり、重金属類が安定固化される。このスラグは路盤材といった建設資材等に

再利用することが可能である。また、溶融飛灰は安定化処理後、埋立処分される。 

② 分離式ガス化溶融炉（流動床式ガス化炉・キルン式ガス化炉） 

ガス化溶融技術は、ごみの持つエネルギーを活かして溶融処理する技術であり、分離式ガス化

溶融方式は、ごみの熱分解とガスの燃焼・溶融を異なる炉で行う方式である。まず熱分解炉でご

みを熱分解させて可燃性の熱分解ガスと熱分解残渣、溶融不適物及び金属類に分離する。次に溶

融炉で熱分解残渣を熱分解ガスの燃焼熱によって高温で燃焼・溶融し、スラグ化する。 

③ 一体式ガス化溶融炉（シャフト炉） 

一体式ガス化溶融方式では、コークスや他の助燃材を用いて高温で熱分解と溶融をひとつの炉

で行う方式である。 
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2) 破砕選別処理施設 

処理方法は、まず対象の不燃ごみ・粗大ごみを切断、一次破砕（低速破砕）、二次破砕（高速破

砕）により破砕し、その後、磁力選別機やアルミ選別機によって磁性体とアルミを選別するとと

もに、重力選別あるいは風選別の破砕物選別機等によって可燃及び不燃残渣を選別・回収するも

のである。磁性体やアルミは、金属回収業者へ売却する等有効活用し、可燃残渣については焼却

処理、不燃残渣については埋立処分する。 
 

3) 管理棟 

管理棟は、鉄筋コンクリート・鉄骨構造あるいは鉄筋コンクリート・鉄構造、高さ 20m 以下で

設置する計画である。 

 
4) ストックヤード 

スラグ等の資源物の保管のため、約 2,000m2以下のストックヤードを設置する計画である。 

 
5) 防災調整池 

防災調整池は、対象事業の実施による土地利用が森林から施設用地に変わることに伴って、対

象事業実施区域内に降る雨水が流れる量を一時的に調整し、下流河川の負荷を軽減する目的で設

置する計画である。防災調整池は、二股川の現状の河川流下能力（3～10 年降雨確率の流量相当）

及び将来の河川改修計画がないことを踏まえ、「河川事業と森林法に基づく開発許可との調整に関

する事務処理の手引き（案）」（青森県土木部河川課）に示される 30 年確率降雨強度に対して必要

な調整容量を確保する計画とし、対象事業実施区域北側の沢部に約 8,000m3 の容量をもつ防災調

整池を設置する。雨水排水ルートは、防災調整池下流側から流量調整を行った上で二股川に放流

する。 

 
6) 給・排水計画 

① 給水計画 

新ごみ処理施設で利用する上水、プラント用水は地下水を利用するものとし、対象事業実施区

域内に井戸を設置する計画である。地下水の揚水量として最大 500m3/日を、井戸深度は約 200m

を計画している。 

② 排水計画 

排水は、雨水と汚水を分けて処理する計画である。 

雨水は、対象事業実施区域北側の沢部に設置する防災調整池にて流量調整を行った上で二股川

に放流する計画である。 

新ごみ処理施設で生じる洗車排水、ごみピット排水及びボイラー排水は、焼却熱による蒸発散

により失われる排水を除き、可燃ごみ処理施設内に設置する排水処理施設（生物処理＋凝集沈殿）

によるクローズドシステムにより施設内で循環再利用する計画であり、基本的に排水は生じない。 

また、施設内で生じる生活系排水については、常時浄化槽にて「環境省関係浄化槽法施行規則」

（昭和 59 年 3 月 30 日 厚生省令第 17 号）に定める放流水の水質の技術上の基準(BOD:20mg/L 以

下及び BOD 除去率 90%以上)以下まで処理し、可燃ごみ処理施設稼動時はクローズドシステムによ

り施設内で循環再利用するが、可燃ごみ処理施設停止時(年間最大 85 日)は、防災調整池にて流量

調整を行った上で二股川へ排水する。 
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7) 構内道路・駐車場 

構内道路・駐車場は、以下のとおり計画する。 

・ 構内道路は、搬入・搬出用車両（大型車）を考慮し、片側幅員 3.25m を確保する。 

・ 防災調整池への管理用通路は道路幅員 5m を確保する。 

・ 切土構造の場所は、法尻と道路の離隔を 5m 以上確保する。 

・ 駐車場は用地内に乗用車 40 台程度、バス 4台程度を確保する。 

・ 構内道路、駐車場周辺を含めた敷地内緑化や法面緑化、小動物の落下防止や移動を可能

とした側溝への蓋かけ等、対応が可能な箇所について、できる限り陸生動物に配慮す

る。 

 

8) 取付道路 

市道から新ごみ処理施設までの取付道路は、以下のとおり計画する。 

取付道路の配置図は前掲図 2.2-3 に示すとおりである。 

・ 取付道路は、隣接する一般廃棄物最終処分場の管理用道路の改修を基本とする。 

・ 切盛土等の土地改変をできる限り避けることとし、市道から約 350m の範囲は現道の整形

により幅員を確保する。 

・ 道路規格は、計画交通量（531 台/日）、主な対象車種を考慮し、第 3種 4級 1とする。 

・ 道路勾配は、当該地域が積雪寒冷地域にあたることや、地形への状況を考慮し、最大 7.5%

とする。 

・ 道路幅員は、主に 4t から 10t のごみ等搬出入車両が通行することから、7m を確保する。 

・ 二股川の横断部は、極力、河川線形を変えないようカルバート構造とする。 

・ 取付道路の周辺の法面緑化、小動物の落下防止や移動を可能とした側溝への蓋かけ等、

対応が可能な箇所について、できる限り陸生動物に配慮する。 

 

9) 緑化計画 

緑化は、対象事業実施区域周辺の緑との調和を図るとともに、景観にも配慮するため、建築物、

駐車場、道路以外のエリアは極力、植栽する計画とする。造成法面については、種子の吹き付け

等による緑化を行うとともに、周辺緑地と造成法面との間は約 10m の緩衝緑地を確保する計画と

する。対象事業実施区域内全体の緑地面積は、約 105,500m2以上である。 

なお、植栽樹種の計画に際しては、青森市の原植生や周辺の緑との連携、景観、風環境等を総

合的に勘案し、今後検討していく。本対象事業における植栽予定樹種を表 2.2-8 に示す。 

 
表 2.2-8 植栽予定樹種 

区分 植栽予定樹種 

高木・中木 コナラ、ミズナラ、エゾヤマザクラ、ナナカマド、ヤマモミジ、アオ

モリトドマツ 

低木 タニウツギ、ウツギ、ムラサキシキブ、ヤマハギ、ヤマツツジ 

草木等 シバ、ススキ、ヨモギ 
 
 
                                                                       

1:道路規格は「道路構造令」（昭和 45 年 10 月 29 日政令第 320 号）において以下のとおりに定められている。 

第 3種：その他の道路（地方部）、4級：市町村道（平地部）計画交通量 500 台/日以上 1500 台/日未満 
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10) サーマルリサイクル計画 

可燃ごみ等の焼却処理に伴い発生するエネルギーは、サーマルリサイクルによる有効利用を図

る。エネルギー回収の基本的な方法は、ボイラー設備・発電設備等とする。特に、発電ではごみ

焼却による発熱量に対し10%以上の熱回収率を確保する計画である。発電電力は場内利用を図り、

余剰分が見込まれる場合は電力会社等への売電も計画する。また、発電後の排熱も、できる限り

蒸気や温水として施設内での有効利用を図る。なお、下水汚泥、し尿汚泥の混焼のための汚泥乾

燥等が必要な場合には、そのエネルギーとして余剰排熱や発電電力を有効利用する。 

 
11) マテリアルリサイクル計画 

可燃ごみ処理施設にて回収される金属類やメタルは金属回収業者に売却する等の有効利用を図

る。また溶融処理により発生するスラグについては、路盤材といった建設資材等としての再利用

を図る。 

破砕選別処理施設にて選別・回収される磁性体やアルミは、そのまま金属回収業者へ売却する

等、金属類やメタルと同様に有効活用する。 

 
12) 搬入・搬出計画 

新ごみ処理施設へのごみ搬入車両台数及び通勤車両台数については、現ごみ処理施設における

平成 19 年度の実績を、下水・し尿汚泥の搬入車両台数については各施設へのヒアリングを踏まえ、

通勤車両を含む 1日の搬入車両台数を 522 台/日とした。さらに、搬入時間を 9時間（8時から 17

時）とした場合、集中交通量は 58 台/時間となる。 

金属類やメタル・スラグ・磁性体・アルミ等の資源物の搬出車両台数は、現ごみ処理施設や同

規模施設に関して実績のあるプラントメーカーへのヒアリングを踏まえ 9台/日とし、搬入・搬出

車両の合計は 531 台/日（59 台/時間）である。 
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(3) 工事計画 

1) 工事工程 

本対象事業の工事工程は、表 2.2-9 に示すとおり、平成 21 年度から平成 23 年度にかけて樹木

伐採～造成工事を行い、平成 23 年度から平成 26 年度にかけて約 3 年間の建設工事を計画してい

る。 

供用開始予定時期は、平成 27 年度を予定している。 

 

表 2.2-9 工事工程 

項  目 
平成 21 

年度 

平成 22 

年度 

平成 23 

年度 

平成 24 

年度 

平成 25 

年度 

平成 26 

年度 

平成 27 

年度 

           
樹木伐採 

           

           
仮設調整池工事 

           

           
取付道路工事 

           

           

造
成
工
事 

敷地造成工事 
           

           
防災調整池工事 

           

           
杭工事 

           

           
山留工事 

           

           

土
木
工
事 

掘削工事 
           

           建築工事(基礎 
・躯体工事)            

           
機械工事 

           

           

建
設
工
事 

外構工事 
           

           
試運転 

           

           
供用開始 
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2) 造成工事 

① 樹木伐採 

対象事業実施区域は、現在山林であり、造成により施設用地を確保する計画である。 

造成工事に先立ち、樹木伐採を行う。 

② 仮設調整池工事 

仮設調整池は、造成工事に伴い発生が予測される濁水の対策として対象事業実施区域北端に設

置する計画である。仮設調整池は、30 年確率降雨強度に対して必要な調整容量を確保する計画と

し、調整容量は約 17,400m3である。設置期間は、敷地造成工事が完了する平成 23 年度までとし、

完了後は、設置前の状態へと原状復旧を行う。 

③ 取付道路工事 

対象事業実施区域の東側に接する一般廃棄物最終処分場内の現有道路を改修して、取付道路を

整備する。市道から約 350m の区間は、現道を利用し、勾配、幅員を改修する計画である。約 350m

から新ごみ処理施設までの区間は、切盛土により道路を整備する。 

また、二股川の横断部は、極力、河川線形を変えないようカルバート構造とする。 

④ 敷地造成工事 

造成する地盤標高は、施設用地として必要な面積を確保するとともに、造成土量や新規法面の

規模、道路延長を考慮し標高 80m レベルとする。造成により生じる建設発生土は、防災調整池堰

堤等の盛土材、隣接する一般廃棄物最終処分場の覆土材として利用する計画である。 

 

3) 建設工事の概要 

① 防災調整池工事 

建設工事に先立ち、対象事業実施区域北側の沢部に防災調整池を設置する。 

② 土木・建築工事 

杭・山留工事、掘削工事からなる土木工事を実施し、掘削工事終了後に鉄筋コンクリート工事、

鉄筋工事等の躯体工事を順次実施する。 

③ 機械工事 

機械工事は、施設の躯体工事の進捗に合わせて、設備機器の搬入・設置、電気工事を実施する。 

④ 外構工事 

舗装・植栽工事等を、機械工事の進捗に応じて順次施工する計画である。 

 
4) 工事用車両走行ルート 

工事用車両の走行ルートは、道路幅員や配慮施設（病院等）、人と自然との触れ合いの活動の場

（森の広場）へのアクセスルートや立地を考慮し、図 2.2-4 に示すとおり計画する。 
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図 2.2-4 工事用車両の走行ルート 
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2.2.5 環境保全対策 
(1) 工事中 

1) 大気、騒音、振動、水質、地形、地質 

工事中の主な環境保全対策は、以下に示すとおりである。 

・ 造成工事等に伴う粉じんの飛散防止のため、晴天時の散水、強風時の作業の一時中断等を

実施する。 

・ 建設機械は可能な限り排出ガス対策型、低騒音型の建設機械や低振動工法の採用に努める。 

・ 建設機械の燃料には良質の燃料を使用するとともに、アイドリングストップの励行に努め

る。 

・ 工事用車両の走行に際しては、走行時間の分散、走行ルートの限定、アイドリングストッ

プの励行、安全走行の励行に努める。 

・ 工事工程の平準化及び建設機械の効率的な稼動に努める。 

・ 造成工事等に伴い発生する濁水については、仮設調整池において濁水中の土砂を沈降させ

て放流する。また、土砂流出の低減を図るため、裸地部についてはシート養生や早期緑化

の実施に努める。 

・ 基礎・躯体工事時に発生するアルカリ排水については、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し、二股川が流入する新城川の基準であ

る B類型の環境基準値（pH:6.5～8.5）及び農業用水基準値（pH:6.0～7.5）を満たす値ま

で調整して排水する。 

・ 道路・施設用地において、新たに形成される造成法面の構造は、「設計施工マニュアル（案）

[河川編・道路編]」（平成 11 年 10 月、(社)東北建設協会）に示されている標準値を基本

とし、また、法面保護を兼ねた種子等による法面緑化や小段への植栽を行う。 

 

2) 廃棄物等 

廃棄物等の処理計画については、以下に示すとおりである。 
・ 造成工事に伴い発生する建設発生土については、全量を防災調整池堰堤の盛土材及び隣接

する青森市一般廃棄物最終処分場の覆土材として使用し、対象事業実施区域及び隣接する

青森市一般廃棄物最終処分場の外への搬出はしない。また、他地域から対象事業実施区域

に土砂を搬入する計画もない。 

・ 隣接する青森市一般廃棄物最終処分場までの搬出ルートは、土地造成に先立ち再整備し、

運搬上の安全性を確保する。 

・ コンクリート型枠の木製の建設資材は可能な限り再使用し、木くずの発生抑制に努める。

また、木製以外の建設資材についても、再資源化しやすいものの使用や、分別を徹底し、

廃棄物の再資源化、有価物としての再利用に努める。 

・ 伐採樹木の幹部は建設用資材等として再利用する。 

・ 除根や枝葉はチップ化し、一部を対象事業実施区域内の緑化基盤材として再生利用し、残

りは場外の有効利用先に搬出し、再生利用に努める。 
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(2) 供用後 

1) 大気、騒音、振動、悪臭 

市民や付近住民にとって安全で安心な施設とするため、供用後の環境保全対策は、公害防止の

ための自主基準を設け、周辺環境への配慮を徹底する。自主基準値は、法令や条例で定めている

各種の環境基準値、排出基準値を参考にする。 

大気については、可燃ごみ処理施設に、ろ過式集じん機、有害ガス除去装置（乾式塩化水素除

去方式）等の排ガス処理装置を設置し、表 2.2-10 に示す自主基準値を満足するよう対策を講じ

るとともに、適切な燃焼管理、定期的な施設の保守点検に努める。また、ごみ等搬出入車両の走

行に際しては、アイドリングストップの励行、安全運転の励行に努める。 

騒音、振動については、発生源設備の建物による伝搬防止対策、施設内の機器配置、必要に応

じた遮音措置、防振ゴム等による振動伝搬防止等により、可燃ごみ処理施設、破砕選別処理施設

の両施設稼動時に敷地境界線において、表 2.2-11 に示す青森市公害防止条例施行規則の規制基

準を満足するよう対策を講じる。 

ごみの搬入に伴い発生する悪臭については、臭気の拡散を防止するため、ごみの投入口である

プラットホームを屋内構造とし、搬入口への扉とエアーカーテンを設置する。また、ごみピット

内を常に負圧に保ち、屋外及びプラットホーム内への臭気の拡散防止を図り、敷地境界線におい

て表 2.2-11 に示す基準値を満足するよう対策を講じる。施設停止時の生活系排出水の悪臭につ

いては、浄化槽による適正処理と浄化槽の定期点検・清掃作業の実施により表 2.2-11 に示す基

準値を満足するよう対策を講じる。なお、煙突排出口から発生する悪臭については、最大着地濃

度地点での値が敷地境界線での基準値未満となるよう計画する。 

 

表 2.2-10 大気(排出ガス)に係る基準値 

項  目 基準値 自主基準値 1 備考 

1 ばいじん 
大気汚染防止法 

0.04g/m3N以下 
0.02g/m3N以下 12%酸素換算値 

2 硫黄酸化物 

大気汚染防止法 

K 値規制 K＝14.5 

(187m3N/時)
※ 35m3N/時以下 

※K値規制による許容

排出量は、計画値（煙

突高さ、排ガス温度

等）を用いて求めた

値である。 

3 窒素酸化物 
大気汚染防止法 

250ppm 以下 
150ppm 以下 12%酸素換算値 

4 塩化水素 
大気汚染防止法 

700mg/m3N以下 
105mg/m3N以下 12%酸素換算値 

5 ダイオキシン類 
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法 

0.1ng-TEQ/m3N以下 
0.05ng-TEQ/m3N以下 12%酸素換算値 

 
注)1.各項目の自主基準値は、既設の清掃工場における排出状況を基に定めている。 
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表 2.2-11 騒音、振動及び悪臭に係る基準値 

項目 
時間の区分 

【規制対象】 
基準値 1 備  考 

朝( 6 時－ 8 時) 50dB 

昼( 8 時－19 時) 55dB 

夕(19 時－21 時) 50dB 
騒音 

夜(21 時－ 6 時) 45dB 

昼( 8 時－19 時) 60dB 
振動 

夜(19 時－ 8 時) 55dB 

敷地境界線における許容限度 

敷地境界線 
臭気強度

3以下 

6 段階臭気強度表示法による臭気強度 3

｢楽に感知できるにおい｣ 
悪臭 

排出水 
臭気度 

4 以下 

「JIS K 0102 10.2(臭気強度)」による臭

気度 

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

 

 

2) 水 質 

排水は、雨水と汚水を分けて処理する計画である。 
雨水は、対象事業実施区域北側の沢部に設置する防災調整池にて流量調整を行った上で二股川

に放流する計画である。 

新ごみ処理施設で生じる洗車排水、ごみピット排水及びボイラー排水のうち、焼却熱による蒸

発散により失われる排水を除き、可燃ごみ処理施設内に設置する排水処理施設（生物処理＋凝集

沈殿）によるクローズドシステムにより施設内で循環再利用する計画であり、基本的に排水は生

じない。 

また、施設内で生じる生活系排水については、常時浄化槽にて「環境省関係浄化槽法施行規則」

（昭和 59 年 3 月 30 日、厚生省令第 17 号）に定める放流水の水質の技術上の基準(BOD:20mg/L

以下及び BOD 除去率 90%以上)以下まで処理し、可燃ごみ処理施設稼動時はクローズドシステム

により施設内で循環再利用し、可燃ごみ処理施設停止時（年間最大 85 日）は、防災調整池にて

流量調整を行った上で二股川へ排水する。 

また、施設からの生活排水の抑制のため、節水の励行に努める。 

 

3) 廃棄物等 

廃棄物等の処理計画については、以下に示すとおりである。 

・ ごみの焼却に伴い発生するスラグは、道路用骨材、コンクリート骨材、コンクリート二次

製品として再資源化に努める。 

・ 発生したスラグ等の資源物は、ストックヤードの建屋で保管するとともに、ストックヤー

ドへの搬送段階においても、雨水にさらされることがないよう適切な管理を行う。 

・ 金属類やメタル、スラグ、磁性体、アルミ等は、可能な限り回収し、再資源化する。 

・ 溶融飛灰は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」（昭和 46 年 9 月 23 日 政令第

300 号）に基づく、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分再生の方法として

環境大臣が定める方法に基づき適正に処理・処分する。 
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4) 温室効果ガス等 

温室効果ガス等の主な対策については、以下に示すとおりである。 

・ ごみ等搬出入車両のドライバーへの教育訓練の徹底を図る。 

・ 低公害車両の導入を検討する。 

・ 二酸化炭素吸収源としての緑地を敷地内に確保し、適正な維持・管理を図る。 

・ 可燃ごみ処理施設の設計にあたっては、温室効果ガスの排出抑制に係る最良技術の導入を

検討する。 

 

5) その他 

緑化は、対象事業実施区域周辺の緑との調和を図るとともに、景観にも配慮するため、建築物

以外のエリアは極力、植栽する。造成法面については、種子の吹き付け等による緑化を行うとと

もに、周辺緑地と造成法面との間は、約 10m の緩衝緑地を確保する。 

緑地等は、対象事業実施区域内全体で約 105,500m2以上確保する計画である。 

なお、植栽樹種の計画に際しては、青森市の原植生や周辺の緑との調和、景観、風環境等を総

合的に勘案し、今後検討していく。本対象事業における植栽予定樹種を前掲表 2.2-8 に示す。 
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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

本対象事業の実施区域及びその周辺の概況は、表 3.1-1（1）～（3）に示すとおりである。また、

環境法令等による指定等の状況は、表 3.1-2 に示すとおりである。 
表 3.1-1（1） 地域の概況に関する調査結果 

調査項目 調査結果の概要 

気象 青森市の気象は冷涼型で、夏は短く冬は長いという特色がある。青森地方気象

台における昭和 46 年から平成 12 年までの平年値の年平均気温は 10.1℃、年間降

水量は 1,289.9mm であった。冬は積雪量が非常に多く、市全域が特別豪雪地帯に

指定されている。平成 11 年から平成 20 年までの 10 年間の、年平均気温は

10.6℃、最低気温は1月の-10.5℃であった。年間の平均降水量は1,414.2mmであ

り、月別の平均降水量は12月に174.8mmと最も多く、4月に59.7mmと最も少なか

った。風の状況は年平均風速が3.7m/秒で、月別では3月に4.4m/秒と最も強く、

8月に3.0m/秒と最も弱かった。風向は夏季に東からの風が卓越し、秋季から春季

にかけて南西からの風が卓越した。 

大気質 堤小学校、甲田小学校、新城中央小学校、青森県庁及び大栄小学校の平成 19年

度における二酸化窒素(NO2)の測定結果は、長期的評価（日平均値が 0.04ppm から
0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下）による環境基準を達成していた。 

上記同局の平成 19 年度における浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果は、短期的評

価（1 時間値 0.20mg/m3以下）及び長期的評価（日平均値 0.10mg/m3以下）による

環境基準を達成していた。 

堤小学校及び旧戸門小学校の平成 19 年度におけるダイオキシン類の測定結果

は、いずれも環境基準（年平均値 0.6 pg-TEQ/m3）を達成していた。 

騒音 環境騒音は青森市西部市民センター及び滝内福祉館の 2 地点で調査が実施され

ており、平成19年度の測定結果は、昼間、夜間ともに環境基準を達成していた。

振動 振動調査は、青森市内では実施されていない。 

大

気

環

境 

悪臭  平成 17 年度から平成 19 年度の青森市における臭気指数測定結果において、平

成17年度の水産物加工工場及び平成19年度の汚水処理施設の測定結果のうち計3

回が臭気指数の規制基準値を上回っていた。 

水質  対象事業実施区域及びその周辺では、対象事業実施区域の北側を流れている新

城川の戸建沢橋、平岡橋、新井田橋で水質測定が実施されている。平成 19 年度に

おいては、SS が新井田橋で、BOD が平岡橋と新井田橋で月により環境基準値を超

える月がみられた。 

また、経年的には、pH、DO が全地点、全ての月で環境基準値を満足していたが、

SS、BOD は年度により環境基準値を超える地点、月がみられた。 

底質 対象事業実施区域及びその周辺では新井田橋、戸建沢橋で底質のダイオキシン

類が測定されている。平成 15 年度から平成 19 年度までのダイオキシン類の測定

結果は、いずれの地点においても環境基準を達成していた。 

地下水 対象事業実施区域及びその周辺では、戸門、新城（山田）、新城（平岡）で地

下水の水質測定が実施されている。平成 15 年度から平成 19 年度までの測定結果

は、いずれの地点においても環境基準を達成していた。 

また、新城（山田）、戸門、沖館、鶴ヶ坂では地下水のダイオキシン類の測定

が実施されている。平成 15 年度から平成 19 年度までのダイオキシン類の測定結

果は、いずれの地点においても環境基準を達成していた。 

自

然

的

状

況 

水

環

境 

水象 対象事業実施区域及びその周辺の主要な河川は新城川、二股川、沖館川等があ

り、いずれの河川とも、南西から北東方向に流下し、青森湾に注いでいる。対象

事業実施区域は新城川支川の二股川の流域に属しており、二股川は対象事業実施

区域の下流約 5km で新城川に注いでいる。新城川は、大釈迦丘陵に源を発し、鶴

ヶ坂、新城の住宅地を JR 奥羽本線に沿って貫流して、青森平野の田園地帯を進

み、青森湾に注ぐ流域面積 85.7km2、流路延長 20.4km の二級河川である。 
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表 3.1-1（2） 地域の概況に関する調査結果 

調査項目 調査結果の概要 

地盤 青森県内においては、青森地区、八戸地区及び弘前地区の 3 地区において地盤

沈下に係る調査が実施されているが、青森地区においては、平成 8 年度以降は年

間沈下量が 2cm 以上の箇所は、認められておらず、沈静化の傾向となっている。
地
盤
及
び
土
壌 

土壌 対象事業実施区域は、二股川沿いに岩渡統が分布する他は、広く黒ボク土壌の

弘前統が分布している。 

青森市内では農用地土壌汚染は確認されていない。また、平成 15 年度から平成

19 年度に青森市内 7地点で行われた土壌のダイオキシン類の測定結果はいずれの

地点においても環境基準を達成していた。 

地形 対象事業実施区域は東西約 10km、南北約 5km の三角形の沖積平野である青森平

野の南西側の大釈迦丘陵に位置し、標高40～115mにある。対象事業実施区域の南

西には標高 162m の鷹森山、北側には標高 154.2m の女蛇山が分布しており、対象

事業実施区域及びその周辺は二股川支沢の源流部となっている。対象事業実施区

域及びその周辺は、二股川沿いに狭い谷底平野が分布している以外は、丘陵地と

なっており、二股川と新城川の合流部から下流には、谷底平野や三角州が広がっ

ている。 

地
形
及
び
地
質 

地質 対象事業実施区域には、第四紀更新世の堆積岩類であり砂岩・シルト岩で代表

される大釈迦層及び火山砕屑岩類である鶴ヶ坂層が分布する。また、対象事業実

施区域付近を流れる二股川左岸の鷹森山から東に延びる尾根の頂部付近では、粘

土・砂・礫からなる岡町層が、二股川右岸では、新期火山噴出物の火山灰（A・

B）、軽石流堆積物が分布し、二股川の谷底平野部には谷底低地堆積物が分布して

いる。 

植物  対象事業実施区域及びその周辺の植生は、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。対象事業実施区域及びその周辺に特定植物群落は分布していない。青森

平野に生育する植物はミズアオイ、ミズオオバコ、ヤチハンノキ等があげられて

おり、そのうち注目すべき種は 6種となっている。 

哺乳類 青森市で生息が確認されている哺乳類は、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

おり、そのうち注目すべき種が 14 種となっている。 

鳥類 青森市で生息が確認されている鳥類は、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があげられており、そのうち注目すべき種が 59 種

となっている。 

両生類・ 

は虫類 

対象事業実施区域の北西約 2km の大袋川付近で学術上重要な種とされるクロサ

ンショウウオが確認されている。青森市で生息が確認されているは虫類は、7種の

ヘビ、2種のトカゲ、両生類では、4種のサンショウウオ、9種のカエルの生息が

確認されている。そのうち注目すべき種が 5種となっている。 

魚類 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するとされている。そのうち注目すべ

き種が 17 種となっている。 

底生動物 対象事業実施区域及びその周辺には、天然記念物や学術的価値の高い貴重な底

生動物は確認されていない。新城川で確認された水生昆虫類として、トンボ類、

コウチュウ類、カゲロウ類、トビケラ類等が確認されているほか、甲殻類、貝類

が確認されている。そのうち注目すべき種が 9種となっている。 

自

然

的

状

況 

動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
、
植
生
及
び
生
態
系 

昆虫類 対象事業実施区域の北東約 4km の沖館川付近で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。青森市内に生息するトンボが 54 種、チョウが

101 種あげられているほか、バッタ目、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。そのうち注目すべき種が 86 種となっている。 
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表 3.1-1（3） 地域の概況に関する調査結果 

調査項目 調査結果の概要 

景観 対象事業実施区域及びその周辺は、鷹森山(標高162m)や女蛇山(標高154.2m)、

鳥屋森(標高 182m)等が位置する標高 120～180m 程度の丘陵地となっており、対象

事業実施区域及びその周辺の景観は、低山景観に類型区分されている。また、調

査地域内の個別景観資源の「歴史・文化的資源」として三内丸山遺跡があげられ

ているが、主要な眺望地点はあげられていない。なお、対象事業実施区域には主

要な景観資源及び主要な眺望点はない。 

自
然
的
状
況 

景
観
及
び
人
と
自
然
と
の

触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

対象事業実施区域及びその周辺の主要な人と自然との触れ合いの活動の場とし

ては、対象事業実施区域の東約 1km に位置する、森の広場があげられる。 

なお、対象事業実施区域には主要な人と自然との触れ合いの活動の場はない。

人口 青森市の平成 20 年度末における世帯数は 132,008 世帯、人口は 306,263 人であ

り、一世帯あたりの人口は約2.3人であった。青森市の人口は、平成16年度から

平成 20 年度の 5年間に約 2.7％減少していた。 

人
口
及
び
産
業 

産業 平成 17 年の国勢調査による青森市の 15 歳以上の総就業者の内、約 80％近くが

第 3次産業に属し、次いで第 2次産業が約 16％、第 1次産業に従事している割合

は 4％程度であった。 

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

原野が約 10％を占めていた。対象事業実施区域は、現在、山林及び田(放棄田)が

占めており、東側の一部が都市地域内の市街化調整区域にあたり、その他の大部

分は農業地域内の農用地区域及び森林地域内の地域森林計画対象民有林に指定さ

れている。 

土
地
利
用 用途地域 対象事業実施区域は、東側の一部が都市地域の市街化調整区域にあたり、調査

地域内では第一種低層住居専用地域、準住居地域等の住居系地域が一般国道 7 号

線(青森環状バイパス)の北側に分布している。 

河川、湖沼及び地下

水の利用 

対象事業実施区域及びその周辺の孫内地区、岩渡地区には簡易水道施設があ

り、地下水を水源としている。二股川には、青森県や青森市が把握する農業用取

水設備はない。また、新城川及び二股川には、漁業権の設定はない。 

交通 対象事業実施区域及びその周辺の主要幹線としては、黒石市から北上する東北

自動車道と一般国道 7 号がある。一般国道 7 号は東北自動車道との合流及び青森

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

通量で 21,869～35,608 台と他の路線に比べて交通量が多かった。 

環境保全上配慮が必

要な施設等 

対象事業実施区域及びその周辺において、環境保全についての配慮が特に必要

な施設として 34 施設があげられた。対象事業実施区域に最も近い施設は、デイサ

ービスセンター鶴ヶ丘、指定介護老人福祉施設鶴ヶ丘苑である。また、対象事業

実施区域及びその周辺に最も近い住居地域としては、岩渡集落がある。 

社
会
的
状
況 

下水道の整備 青森市では、公共下水道事業及び農業集落排水事業が実施されている。 

平成 20 年 4月 1日現在の公共下水道普及率は 72.2％となっている。 

対象事業実施区域及びその周辺の農業集落排水事業としては、孫内地区におい

て計画人口 240 人、計画面積 14.6ha の事業が平成 12 年度に供用開始している。

また、鶴ヶ坂処理区、戸門処理区において今後、事業が予定されている。 
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表 3.1-2 環境法令等による指定等の状況 

法令との 
関連の有無 

項 目 
対象事業 
実施区域 

調査 
範囲 

法令等 

環境基準 
○ ○ 環境基本法、ダイオキシン類対策

特別措置法 
大気汚染 

排出基準 
○ ○ 

大気汚染防止法、青森県公害防止

条例、ダイオキシン類対策特別措

置法、青森市公害防止条例 
環境基準（地域の類型指定） × ○ 環境基本法 
騒音規制地域 × ○ 騒音規制法 

騒音 

騒音規制地域以外 ○ ○ 青森市公害防止条例 
振動規制地域 × ○ 振動規制法 振動 
振動規制地域以外 ○ ○ 青森市公害防止条例 
悪臭規制地域 × ○ 悪臭防止法 悪臭 
悪臭規制地域以外 ○ ○ 青森市公害防止条例 
環境基準（地下水を含む） 

○ ○ 環境基本法、ダイオキシン類対策

特別措置法 
水質汚濁 

排水基準 

○ ○ 

水質汚濁防止法、青森県公害防止

条例、排水基準を定める省令、青

森市公害防止条例、浄化槽法、ダ

イオキシン類対策特別措置法 
地盤沈下 指定地域 × ○ 青森市公害防止条例 

公害防止に 
係るもの 

土壌汚染 環境基準 
○ ○ 環境基本法、ダイオキシン類対策

特別措置法 
原生自然環境保全地域 × × 
自然環境保全地域 × × 

自然環境保全法 

県自然環境保全地域 × × 
県開発規制地域 × ○ 

自然環境 
保全地域等 

県緑地保全地域 × × 

青森県自然環境保全条例 

国立公園 × × 
国定公園 × × 

自然公園法 自然公園等 

県立自然公園 × × 青森県自然公園条例 
鳥獣保護区 × × 
特定猟具使用禁止区域（銃） × ○ 

自然環境保全 
に係るもの 

鳥獣保護区等 

休猟区 × ○ 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律 

景観に係る 
もの 

景観 大規模行為 
○ ○ 青森市景観条例 

市街化区域 × ○ 都市地域 
市街化調整区域 ○ ○ 

都市計画法 

農業地域 農用地区域 ○ ○ 農業振興地域の整備に関する法律 

土地利用計画

に係るもの 

森林地域 地域森林計画対象民有林 ○ ○ 森林法 
急傾斜地崩壊危険区域 

× ○ 急傾斜地の崩壊による災害防止に

関する法律 
地すべり防止区域 × × 地すべり等防止法 
砂防指定地 × × 砂防法 

国土保全に 
係るもの 

保安林 × ○ 森林法 
× ○ 文化財保護法 
× × 青森県文化財保護条例 

史跡・名勝・天然記念物 

× ○ 青森市文化財保護条例 

文化財に係る 
もの 

埋蔵文化財 × ○ 文化財保護法 
注)○：対象事業実施区域又は調査範囲内に指定地域等がある。 
×：対象業実施区域又は調査範囲内に指定地域等がない。 
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第4章 方法書についての環境の保全の見地からの意見の概要及び知事の意見並びに事業者

の見解 

4.1 意見書の提出による意見の概要及び事業者の見解 
「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業に係る環境影響評価方法書」について、青森県環境影

響評価条例(平成 11 年青森県条例 56 号)第 7 条第 1 項の規定に基づき行った方法書の縦覧期間及び

縦覧場所は表 4.1-1 に示すとおりである。 

また、青森県環境影響評価条例(平成 11 年青森県条例 56 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、意見

書が 1通提出された。 

意見の概要及び意見についての事業者の見解を表 4.1-2（1）～（3）に示す。 

 
表 4.1-1 方法書の縦覧期間・縦覧場所 

縦覧期間 平成 19 年 10 月 22 日から平成 19 年 11 月 21 日 

縦覧場所 

青森市役所情報公開コーナー   (青森市中央一丁目 22-5) 

青森市役所柳川庁舎清掃管理課  (青森市柳川二丁目 1-1) 

駅前再開発ビル(通称アウガ)4 階 

情報プラザ市政情報提供コーナー (青森市新町一丁目 3-7） 

西部市民センター        (青森市新城字平岡 163-22) 

青森市役所浪岡事務所市民課   (青森市浪岡大字浪岡字稲村 101-1) 

※青森市ホームページにも掲載 
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表 4.1-2(1) 意見書の概要及び意見についての事業者の見解 

意見の概要 事業者の見解 
1.「影響評価書報告書」の提出期限は何年何月か。
また、調査実行者は「日本工営株式会社」が担
当するのか。 

今後の手続きの状況によりますが、現時点では平
成 21 年度末を予定しています。 
調査を含めた環境影響評価は、日本工営(株)が担
当します。 

2.方法書の中では既存の資料等を活用する方向で
現地調査が行われるようであるが、資料がとり
まとめられてから相当の年数が経過し、あるい
はより広域的な見地からの資料となっているも
のもある。例えば植生分布図などは現況とかけ
離れた区分図になっているのではないかと思わ
れる。当該箇所の植生区分では「スギ・ヒノ
キ・サワラ植林地」に該当することになってい
るが、現地周辺では「ヒノキ・サワラ」などの
植栽は現在も過去にも行われたことは無いので
はないか。 

ご指摘のとおり、文献によっては調査から年数が
経過しているものもあるため、環境影響評価にあ
たっては、既存資料調査に加え、現地調査を実施
し、対象事業実施区域及びその周辺の環境につい
ての把握に努め、その結果を「第 7章 調査、予測
及び評価の結果」に示しました。 
なお、現地調査結果を踏まえた対象事業実施区域
及びその周辺の現存植生図は図 7.10-2 に示すと
おりであり、対象事業実施区域にはコナラ群落や
スギ植林が分布しています。 

3.既存の調査記録で沖館川流域で「カラカネイト
トンボ」が記録されているとあるが、どのよう
な文献に依るものか。近年は青森市内からは絶
滅したのではないか。 

ご指摘の点につきましては、「第 2回自然環境保
全基礎調査」（1981 年、環境庁）に記載されてい
ます。 

4.具体的な水生生物の調査ポイントとして S1、
S2、S3、S4、S5 が予定調査箇所となっている
が(方法書 p.160)、S1、S2 周辺には青森県レッ
ドデータブックに記載されている絶滅危惧種が
生息している可能性があるので調査ポイントを
増やすべきではないか。 

S1 は対象事業実施区域上流側を、S2 は調整池か
らの放流先となる支川を、S3 は二股川の一般廃
棄物最終処分場下流側を、S4 は調整池からの放
流先となる支川と二股川が合流した後の代表地点
として選定したものです。また、水生生物の調査
にあたっては、これらの定点調査の他、任意踏査
を行い、対象河川における水生生物相の把握に努
めました。 

5.また、絶滅危惧種の生息が確認された場合、如
何なる処置を講ずるのか伺いたい。また、二股
川は既存の処理場からの汚水漏出があると思わ
れるが市の見解を伺う。市の測定値でも処分場
出口付近のpH値は8に近い数値を示していると
聞いている。また、「6 段階臭気強度表示法」
でも 3～4 に相当するのが現況ではないだろう
か。 

本事業の環境影響評価にあたり、対象事業実施区
域及び周辺の動植物の現況調査を実施しました。
現況調査において生息・生育が確認された絶滅危
惧種等の重要種に対する本事業による影響の予
測・評価結果は、「7.10 陸生植物」、「7.11 陸生
動物」に示したとおりです。特に、影響を受ける
恐れのある種については移植、移送、標識の設
置、関係者への安全運転教育、モニタリング等の
環境保全措置を講ずることから、重要種に対する
事業影響は回避・低減できるものと考えます。 
また、処分場からの二股川への汚水漏水について
は、二股川の処分場横断部に設置されているボッ
クスカルバートにおいて年に 1回、目視点検を行
っていますが、平成 5 年に改修工事を施して以
降、漏水は確認されておりません。また、二股川
の処分場上流部と下流部において定期的に実施し
ている水質検査においては平成 20 年度の平均値
は、上流部、下流部共に pH7.4 となっています。
臭気につきましても、ごみを埋め立てる際には十
分な覆土を施すなど、臭気防止対策をとってお
り、処分場に関する悪臭の苦情も寄せられていな
いことから、「6 段階臭気強度表示法」でも臭気
強度 3～4 に相当する臭気は発生していないと思
われます。 
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表 4.1-2(2) 意見書の概要及び意見についての事業者の見解 

意見の概要 事業者の見解 
6.近隣(森の広場)の植物調査(青森・草と木の会)

が行われ、約 400 種の植物が記録されている。

また、個人の取りまとめではあるが、「青森県

野生植物目録」(細井幸兵衛著)などがあるが参

考にするのか。 

既存資料調査として、対象事業実施区域及び周辺

における動・植物の生息・生育情報や国・県・市

レベルの注目すべき種に係る情報について、公の

文献等を収集・整理しました。ご指摘のありまし

た「森の広場」は、調査地域（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）外にあ

たることから、当該広場の植物記録は近隣の生育

情報として参考とさせていただきました。「青森

県野生植物目録」（細井幸兵衛著）は、県内の植物

目録として、確認種の分布情報のチェック等の参

考としています。 

7.処分場の建設にあたって緑化工事は種子の吹き

付けを行うことになっているが、使用する種子

は何か。田代付近の道路法面に外国産の種子が

使用されたため、生態系に攪乱を起こしている

例もあるので注意が必要である。 

現時点で想定しています緑化樹種は、「第 2章 対

象事業の目的及び内容 2.2 対象事業の内容

2.2.4 設置されることとなる施設の概要(2)主要

施設の内容 9)緑化計画」に記載したとおり、コナ

ラ、ミズナラ、シバ、ススキ、ヨモギ等、対象事

業実施区域及び周辺で生育の確認されている在来

種を中心とした樹種を想定しています。 

8.予定地への事前立ち入りは可能か。個人あるい

は団体で現地見学したいのだが、可能であれば

説明を受けたい。 

鷹森山、女蛇山を通る林道から事業対象事業実施

区域への立ち入りは可能です。 

現地見学については、予め連絡戴ければ、計画概

要等の説明をすることは可能です。 

9.田子の不法投棄物を運搬焼却している鶴ヶ坂の

RER の煙突から排出されている排気ガスで立木

の枯損被害が現れているが当該施設にその危険

性は無いのか。 

本事業では、公害防止のため、排出ガスについて

は、関係法令で定められている基準値を下回る自

主基準値を設け、周辺環境への配慮徹底を図る計

画です。 

煙突排ガスによる周辺での有害物質濃度について

の予測結果は、「7.1 大気質 7.1.3 廃棄物の処

理、有害物質等の使用・排出」に記載したとお

り、いずれの物質とも最大着地濃度において環境

基準の長期的評価及び短期的評価の基準を下回る

と予測されます。また、ごみの焼却にあたっては

適切な燃焼管理、定期的な施設の保守点検を実施

することにより煙突排ガスによる大気への影響低

減に努めます。 

10.RER の焼却炉と予定焼却炉との構造上の差異

はあるのか。 

RER の焼却炉は、ガス化溶融炉であり、現在予定

している 3方式の 1方式と同方式です。 

本事業では、今後、3 方式について、信頼性、安

全性、安定性、耐久性、経済性の観点から最終的

に事業者選定の段階で決定する計画としているた

め、現時点での構造上の差異についてはお答えで

きる段階にはありません。 
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表 4.1-2(3) 意見書の概要及び意見についての事業者の見解 

意見の概要 事業者の見解 
11.焼却場は公害の発生が絶対に無いと保証する

のであれば市の中心部に建設すればゴミの収集

コスト、廃熱の有効利用などメリットが大きい

と思うが、何故に郊外の自然を破壊してまで建

設しなければならないのか。むしろ、ゴミもエ

ネルギー資源と考える発想の転換が必要な時代

ではないのか。そして市の中心部にエネルギー

センターを建設し発生する熱エネルギーの有効

活用を図るべき時代では無いだろうか。 

対象事業実施区域の選定については｢第 2章 対象

事業の目的及び内容 2.2 対象事業の内容 2.2.2

対象事業の実施区域及び対象事業実施区域の選定

経緯｣に示したとおり、市民にとって安全で安心

な生活環境の確保や、自然状況、社会的状況とい

った条件について検討した結果、当該区域を選定

いたしました。 

本事業では、ご指摘の点も踏まえ、老朽化の進ん

だ現ごみ処理施設に代わり、再生可能資源やエネ

ルギー回収に重点をおいた施設整備を図る計画と

しています。 
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4.2 方法書についての知事の意見及び事業者の見解 
「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業に係る環境影響評価方法書」について、青森県環境影

響評価条例(平成11年青森県条例56号)第 10条第1項の規定に基づき、青森県知事より環境の保全

の見地からの意見が述べられた。 

青森県知事の意見及び意見についての事業者の見解を表 4.2-1（1）～（2）に示す。 

 
表 4.2-1(1) 青森県知事の意見及び意見についての事業者の見解 

青森県知事の意見 事業者の見解 

1.焼却施設が停止する頻度及び焼却施設停止時の

生活排水の量並びに二股川の水量の状況を明ら

かにした上で、「取水・揚水・排水等」を影響

要因とする「水象」を環境影響評価項目とする

ことについて検討を行い、その結果を環境影響

評価準備書において明らかにすること。 

焼却施設の停止期間は最大で 85 日間です。ま

た、焼却施設停止時の生活排水は約0.458m3/時、

二股川の水量（連続観測地点）の現地調査結果（年

平均流量）は約 430 m3/時（0.12 m3/秒）であり、

生活排水による二股川への負荷は 0.11%と 1%にも

満たないことから、影響は小さく「取水・揚水・

排水等」を環境要因には選定しません。 

2.緑化計画については、周辺の動植物及び景観に

配慮する必要があることから、潜在自然植生に

留意して植栽する樹木や吹き付けを行う種子の

種類の検討を行い、その結果を環境影響評価準

備書において明らかにすること。 

緑化計画の策定にあたっては、現地調査により把

握しました計画地及び周辺の植物相、植生に留意

し、在来種を中心として植栽する樹木や吹き付け

種子の候補となる種を選定し、「第 2章 対象事業

の目的及び内容 2.2 対象事業の内容 2.2.4 設置

されることとなる施設の概要(2)主要施設の内容

9)緑化計画」に記載しました。 

なお、具体的な植栽樹木や吹き付け種子の種類に

ついては、準備書に示した候補を参考に、今後選

定する新ごみ処理施設の建設・運営事業者によ

り、検討・決定します。 

3.事業者が実施している一般廃棄物の収集運搬、

焼却等の中間処理及び埋立処分において公害苦

情が発生した事例がある場合は、その内容及び

対応の概要を明らかにした上で、必要に応じて

本事業に係る環境保全対策を検討し、その結果

を環境影響評価準備書において明らかにするこ

と。 

青森市が実施している一般廃棄物の収集運搬、焼

却等の中間処理及び埋立処分において、これま

で、公害苦情が発生した事例はありません。 
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表 4.2-1(2)  青森県知事の意見及び意見についての事業者の見解 

青森県知事の意見 事業者の見解 

4.「3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態

系の状況」については、既存資料の調査結果の

記述が不十分であることから、既存資料の調査

結果を十分に整理するとともに、専門家に意見

を聞くなどにより現地調査を適切に実施した上

で、動植物及び生態系に対する影響を予測及び

評価し、その結果を環境影響評価準備書におい

て明らかにすること。 

現地調査にあたっては、既存資料の調査結果を十

分に整理するとともに、専門家に意見を聞いた上

で現地調査を適切に実施し、動植物及び生態系に

対する影響を予測及び評価し、その結果を「7.10

陸生植物」、「7.11 陸生動物」、「7.12 水生生物」、

「7.13 生態系」に記載しました。 

5.対象事業計画地内の二股川支流の取扱いが明ら

かにされていないことから、当該取扱いを明ら

かにした上で、「改変後の河川・湖沼・海域」

を影響要因とする環境影響評価項目の選定につ

いて検討を行い、その結果を環境影響評価準備

書において明らかにすること。 

対象事業実施区域北側の二股川支流には、防災調

整池（約 8,000m3）を設置し、洪水時には一時的

に貯留することになりますが、通常時はオリフィ

ス管を通して、防災調整池への流入水は常時、下

流に流れる構造とする計画であり、改変後も現況

と同様、河川機能は維持されると考えられること

から、環境影響評価項目には選定しません。 

なお、二股川支流の改変による影響は、「改変後

の地形・樹木伐採後の状態」を影響要因とする環

境影響評価項目において調査、予測及び評価しま

した。 

6.景観の評価については、「青森市景観計画」(大

規模行為景観形成基準含む)、「青森市公共事業

景観形成基準」及び「青森市景観形成ガイドラ

イン」とも整合が図られているかを検討し、そ

の結果を環境影響評価準備書において明らかに

すること。 

景観の評価は、「青森市景観計画」(大規模行為景

観形成基準含む)に加え、「青森市公共事業景観形

成基準」及び「青森市景観形成ガイドライン」と

の整合についても行い、その結果を「7.14 景観」

に記載しました。 

7.現有の梨の木清掃工場及び三内清掃工場の 2ヶ

所のごみ処理施設に代わって、今回計画の新ご

み処理施設が稼動することにより、ごみ搬入車

両が排出する温室効果ガス等の量が変化すると

考えられることから、現状と新ごみ処理施設稼

動後におけるごみ搬入車両が排出する温室効果

ガス等の量について調査、予測及び評価を行

い、その結果を環境影響評価準備書において明

らかにすること。 

現状と新ごみ処理施設稼動後におけるごみ等搬入

車両が排出する温室効果ガス等の量について調

査、予測及び評価を行い、その結果を「7.17 温室

効果ガス等」に記載しました。 
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第5章 準備書についての環境の保全の見地からの意見の概要、説明会に参加した者から述

べられた意見の概要及び知事の意見並びに事業者の見解 

5.1 意見書の提出による意見の概要及び事業者の見解 
「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業に係る環境影響評価準備書」について、青森県環境影

響評価条例(平成11年青森県条例56号)第 16条第1項の規定に基づき行った準備書の縦覧期間及び

縦覧場所は表 5.1-1 に示すとおりである。 

また、青森県環境影響評価条例(平成11年青森県条例56号)第 18条第1項の規定に基づき、意見

書が 2通、30 件の意見が提出された。 

提出された意見のうち環境の保全の見地からの意見の概要及び意見についての事業者の見解を表

5.1-2（1）～（2）に示す。 

 
表 5.1-1 準備書の縦覧期間・縦覧場所 

縦覧期間 平成 21 年 9 月 16 日から平成 21 年 10 月 15 日 

縦覧場所 

青森市役所情報公開コーナー   (青森市中央一丁目 22-5) 

青森市役所柳川庁舎清掃管理課  (青森市柳川二丁目 1-1) 

駅前再開発ビル(通称アウガ)4 階 

情報プラザ市政情報提供コーナー (青森市新町一丁目 3-7） 

西部市民センター        (青森市新城字平岡 163-22) 

青森市役所浪岡事務所市民課   (青森市浪岡大字浪岡字稲村 101-1) 

※青森市ホームページにも掲載 

 



 

35 

表 5.1-2(1) 意見書の概要及び意見についての事業者の見解 

№ 大項目 小項目 住民意見概要 事業者の見解 

1 事業計画 事業計画 生成されるスラグの利用技術は確

立されていません。しかも有害物

質であるとも指摘されています。

もう一度現状維持のまま、最新の

ごみ焼却プラントのあり方を再検

討されるように要望します。 

スラグにつきましては土木資材、

建設資材として広く利用され、全

国的にも年々その利用普及が図ら

れているところでありますが、新

ごみ処理施設においても各種の基

準やＪＩＳ規格に適合したスラグ

を生成し、有効利用を図ることと

しております。 

2 事業計画 スラグ 新焼却炉で生成されるスラグは先

例地において未利用のまま野積み

状態になっているといわれていま

す。その中には多量の重金属など

が含まれ危険物とされている様で

すが理解されておられるのでしょ

うか？ 

スラグは土木資材、建設資材とし

て広く利用され、全国的にも年々

その利用普及が図られているとこ

ろでありますが、新ごみ処理施設

においても各種の基準やＪＩＳ規

格に適合したスラグを生成し、土

木資材、建設資材等としての有効

利用を図ることとしております。

また、発生するスラグについて

は、ストックヤードで保管すると

ともに、ストックヤードまでの運

搬や貯留の際、雨水にさらされる

ことがないよう適切な管理を行い

ます。 

3 事業計画 防災調整 

池 

防災調整池は生物多様性を全く保

障していないばかりか汚染水が河

川に流入する恐れが多分にありま

す。 

新ごみ処理施設ではプラント排水

等をクローズドシステムにより施

設内で循環再利用することとして

おります。その為、防災調整池に

ついては、新ごみ処理施設用地に

降った雨や保守点検等による施設

停止時に浄化槽で処理された生活

排水を調整して二股川へ排水する

ものであり、プラント排水を調整

して二股川へ排水するものではあ

りません。 

また、二股川への排水による影響

については、今回の環境影響評価

において、影響は極めて小さいと

予測・評価しております。 

4 調査結果 水生生物 生物調査についても調査時期・調

査地点の不足から当然生息が予想

される生物（日本ザリガニ＝絶滅

危惧種）が見つかっていないなど

疑問に思われる点もあります。 

現地調査の実施にあたっては、青

森県環境影響評価技術指針マニュ

アルに沿った現地調査を実施して

おります。また、文献調査等にお

いてニホンザリガニの生息の可能

性については把握したうえで現地

調査を実施いたしましたが、今回

の現地調査においては確認されて

おりません。 
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表 5.1-2(2) 意見書の概要及び意見についての事業者の見解 

№ 大項目 小項目 住民意見概要 事業者の見解 

5 調査結果 標本 調査結果発見された標本はどちら

に保管されているのでしょうか？

現在は、日本工営㈱で保管してい

ますが、委託業務終了後は市が保

管します。 

6 予測・評 

価 

大気質 プラスチックを高温焼却すればダ

イオキシンは分解されるといわれ

ますが、炉外に出てから冷却時分

解されずに残っているベンゼン環

に再び無機塩素がついてダイオキ

シンが再合成されるといわれてい

ます。 

ご指摘のとおり、焼却施設から排

出する排ガスの冷却過程で、ダイ

オキシン類が再合成される場合が

あります。 

再合成に対する対策としては、以

下の方法があり、当該施設におい

ても、これらの対策を図るものと

します。 

①250～400℃の温度領域におい

て、排ガスを急速冷却し、再合

成を防止する。 

②飛灰等を集塵過程で十分に除去

する。 

また、施設稼動時は、「ダイオキ

シン類対策特別措置法」により、

煙突（排出口）における冷却後の

排ガス中のダイオキシン濃度を規

制しています。当該施設では、規

制基準を上回るより厳しい自主基

準を設定し、自主基準を遵守する

こととしています。 

7 予測・評 

価 

陸生植物 

陸生動物 

水生生物 

近隣にごみ処理関連施設の多い地

域にさらに新焼却場を建設しよう

としている。この事は周辺の生物

多様性を著しく破壊する事にな

り、「生物多様性条約」の趣旨に

も反する行為と見なされます。 

新ごみ処理施設の建設による周辺

への影響については、環境影響評

価の実施により周辺へ与える影響

を予測・評価し、影響の大きいと

評価された項目については回避・

低減策を講ずることとしておりま

す。また、その回避・低減策に不

確実性があるものについては事後

調査を実施し、必要に応じて対応

することとしております。 

8 予測・評 

価 

生態系 ハチクマおよびオオタカなどは生

態系の上位種で全国的にも個体数

の少ない貴重種です。ハチクマ、

オオタカが生息可能な地域は、広

いコナラ、ミズナラなどの森林と

草原に生息する齧歯類、や水辺の

カエルなど両生類の生息が必須の

条件になります。それが、先述の

様にこの地域全体の環境悪化は言

語に絶するほどです。 

ハチクマ、オオタカを含め、対象

事業実施区域の生態系について

も、今回の環境影響評価において

影響は極めて小さいと予測・評価

しております。また、環境保全対

策として対象事業実施区域周辺の

緑との調和を図り、生態系に及ぼ

す影響を低減するために、極力、

潜在自然植生を考慮して緑化・植

栽を行います。造成法面について

は、種子の吹き付け等による緑化

を行うとともに、周辺緑地と造成

法面との間は約 10m の緩衝緑地を

確保します。 
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5.2 説明会に参加した者から述べられた意見の概要及び事業者の見解 
「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業に係る環境影響評価準備書」について、青森県環境影

響評価条例(平成11年青森県条例56号)第 17条第1項の規定に基づき実施した説明会の開催状況は

表 5.2-1 に示すとおりである。 

説明会に参加した者から述べられた意見の概要及び事業者の見解を表 5.2-2（1）～（2）に示す。 

 
表 5.2-1 準備書の説明会の開催状況 

説明会の開催状況 

場 所：西部市民センター1F 和風会議室 1、2 

（青森市新城字平岡 163-22） 

日 時：平成 21 年 10 月 5 日（月）18：00～20：15 

出席者：23 名 
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表 5.2-2(1) 説明会に参加した者から述べられた意見の概要及び事業者の見解 

№ 大項目 小項目 住民意見概要 事業者の見解 

1 事業計画 排水 新ごみ処理施設からの汚水が、現

在の一般廃棄物処分場からの汚水

と一緒になることで、下流はさら

に水が汚くなるのではないか。洗

車した水や、貯水池からの水が二

股川に流れるのではないのか。 

施設稼動時には、洗車した水等、

排水は施設内で循環再利用するた

め、二股川には流れません。 

メンテナンス等の施設停止時に発

生する生活排水は、浄化槽で基準

以下まで処理した後に防災調整池

から二股川へ放流する為、防災調

整池から流れる水は通常時は雨水

のみです。 

2 事業計画 排水 汚水の処理に関して、田子の汚水

処理を参考にしてほしい。田子の

事例をアセスで活用してほしい。

排水については、二股川に放流す

ることはありません。 

3 調査結果 陸生動物 ヒバカリの写真は現地で撮影した

ものか。県内では確認例が少な

い。 

写真は、図鑑のものを利用しまし

た。 

ヒバカリは目視による確認です。

4 調査結果 陸生動物 目視だけでは不十分だと思う。調

査は爬虫類の専門家が担当したの

か。調査した専門家の名前を教え

て欲しい。このような調査は間違

いが多い。貴重種で間違いがある

と地元の我々が困る。生息地点を

教えてほしい。 

調査は、それぞれの専門家が実施

しました。 

調査した専門家の名前までは教え

られません。 

生息地点は、保護の観点から公表

していません。 

5 調査結果 水生生物 底生生物について、「sp」が多い
ので、種名まできちんと特定して

ほしい。トビケラもありふれた種

しか記載されていない。 

三岐腸類プラナリア（渦虫綱の一

種）、本州全体で 8 種程度である

が、何の種がいるのか。専門家が

みればわかるはずである。 

底生生物は、3 回調査を実施しま

した。 

大型のものは同定しています。小

型のものは、できる限り同定に努

めていますが、精度の問題があり

間違いのない範囲で記載していま

す。 

また、分類学自体が発展途上であ

ること、同定作業はお金がかかる

こともあり、アセスの関係上、希

少性の観点から判断せざるを得な

いことなどから、あまり小型のも

のまでは同定できないのが現状で

す。 

6 調査結果 水生生物 底生生物について、どんな種が確
認されたかだけで、量的な調査結

果が記載されていない。 

底生生物については、定量的及び

定性的に調査を行いました。 

7 調査結果 標本 種名がわからないなら標本を取っ

てほしい。 

標本は取っています。 

8 調査結果 標本 青森市は、アセスの担当会社に標

本の保存をお願いしてほしい。 

現在は、日本工営㈱で標本を保管

していますが、委託業務終了後は

市が保管します。 
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表 5.2-2(2) 説明会に参加した者から述べられた意見の概要及び事業者の見解 

№ 大項目 小項目 住民意見概要 事業者の見解 

9 予測・評 

価 

大気質 西部地区には既に田子の産業廃棄

物焼却施設が稼動している。西部

地区の排気ガスが短期間では基準

以下でも、長期的には、連続して

排出されることにより影響が蓄積

する。風を考慮すると、どこに影

響が出るのか。 

年間の風向、風速を考慮して予測

を行った結果、計画地の南東側

1km あたりが最大になると考えま

す。 

予測事業の実施により付加される

汚染物質の濃度は小さく、影響は

小さいと考えます。 

10 予測・評 

価 

陸生動物 ロードキルを防止するために注意

を喚起するだけでは問題である。

事後調査の結果、環境保全措置が

不足であるとなった場合には、新

たな回避・低減措置を図ります。

11 予測・評 

価 

陸生動物 
水生生物 

道路の側溝により、爬虫類がいな

くなることが多いので対策してほ

しい。 

特定の貴重種だけでなく、普通種

も大切だと思うので、普通種にも

配慮して欲しい。 

工事中及び供用開始後において、

環境に配慮していきます。 

また、道路整備にあたっては、道

路周辺を含めた敷地内緑化や法面

緑化や、小動物の落下防止や移動

を可能とした側溝への蓋かけ、市

道から約350mの範囲の取付道路の

整形については、必要最小限の改

変に留める等、対応が可能な箇所

について、できる限り陸生動物に

配慮します。 

12 予測・評 

価 

水生生物 スナヤツメを二股川に移送すると
いうことであるが、移送先がスナ

ヤツメの生息できる環境かどうか

を調査しているのか。 

現地調査で確認された場所を中心

に移送する予定です。 

場所、時期等の具体的な内容につ

いては、専門の先生に相談しなが

ら行います。 

13 事後調査 事後調査 事後調査やモニタリング調査の結
果は公表するのか。 

事後調査やモニタリング調査の結

果は、皆さんに周知しながら、公

表していきます。 
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5.3 準備書についての知事の意見及び事業者の見解 
「青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業に係る環境影響評価準備書」について、青森県環境影

響評価条例(平成11年青森県条例56号)第 20条第1項の規定に基づき、青森県知事より環境の保全

の見地からの意見が述べられた。 

青森県知事の意見及び意見についての事業者の見解を表 5.3-1(1)～(2)に示す。 

 
表 5.3-1(1) 青森県知事の意見及び意見についての事業者の見解 

青森県知事の意見 事業者の見解 

1. 本事業においては、民間事業者が施設の設
計・施工、維持管理・運営を行う DBO 方式を導

入する予定であり、環境影響評価書の公告・縦

覧後に処理方式等の事業計画が確定するもので

あることから、事業計画の決定時には、計画内

容等について準備書に記載したとおり公表等の

手続きを行うとともに、速やかに県及び関係市

に報告すること。 

本事業では、DBO 方式による整備・運営手法を

用いる予定であるため、環境影響評価書の告示・

縦覧後に処理方式等の事業計画が確定した時に

は、計画内容等について環境影響評価書に記載し

たとおり公表等の手続きを行うとともに、速やか

に県及び関係市に報告します。 

2. DBO 方式の導入に当たっては、事業の実施の各
段階において、環境保全対策及び環境保全措

置、並びに事後調査及びモニタリング調査の実

施主体が異なることから、各実施主体に対して

準備書に記載した内容の周知徹底を図り、十分

な指導監督に努めること。 

DBO 方式の導入に当たっては、事業の実施の各

段階において、環境保全対策及び環境保全措置、

並びに事後調査及びモニタリング調査の実施主体

が異なりますが、青森市が事業責任者として、各

実施主体に対して環境影響評価書に記載した内容

の周知徹底を図り、十分な指導監督に努めます。

3. 事業の実施においては、環境影響評価に基づ
き、環境への影響に配慮し、環境保全対策及び

環境保全措置を適切かつ確実に実施するととも

に、新たに環境に影響を及ぼす事実が生じた場

合には、速やかに県及び関係市に報告し、専門

家の指導・助言を受ける等により適切な措置を

講じること。 

また、住民等からの苦情が生じた場合は速や

かに対応し、適切な措置を講じること。 

本事業の実施にあたっては、環境影響評価書に

記載のとおり、環境への影響に配慮し、環境保全

対策及び環境保全措置を適切かつ確実に実施する

とともに、新たに環境に影響を及ぼす事実が生じ

た場合には、速やかに県及び関係市に報告し、専

門家の指導・助言を受ける等により適切な措置を

講じます。 

また、住民等からの苦情が生じた場合は速やか

に対応し、適切な措置を講じます。 

4.仮設調整池の設置及び使用終了後の原状復旧に

おける工事の内容を明らかにするとともに、当

該工事に伴い環境への影響が予想される場合に

は、その影響を予測・評価し、その結果を環境

影響評価書に記述すること。 

仮設調整池の設置及び原状復旧における工事の

内容については「第 2章 対象事業の目的及び内

容 2.2 対象事業の内容 2.2.4 設置されることと

なる施設の概要 (3)工事計画 2)造成工事 ②仮設

調整池工事」に記載しました。 

また、当該工事に伴い濁水等、周辺環境への影

響はないものと考えます。 
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表 5.3-2(2) 青森県知事の意見及び意見についての事業者の見解 

青森県知事の意見 事業者の見解 

5.環境保全措置として実施することとしている重

要な種（スナヤツメ及びニホンカワトンボ）の

移送について、二股川の支流を含めた適切な移

送先を検討し、その結果を環境影響評価書に記

述すること。 

直接改変区域内に生息する重要な種（スナヤツ

メ及びニホンカワトンボ）の移送先については、

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、専門家の助

言・指導を受けながら移送する旨を「第 7章 調

査、予測及び評価の結果 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 (2) 予測及び評価の結果」に記載しました。 

6.土地の造成に伴い生じる切土法面において、軟

弱な地層である鶴ヶ坂層強風化部（Tpt-vw）が

露出する部分があることから、切土法面におい

て露出する地層の種類及び位置を明らかにする

とともに、軟弱な地層を考慮した予測・評価を

行い、その結果を環境影響評価書に記述するこ

と。 

土地の造成に伴い生じる切土法面のうち、施設

用地南西側の取付道路末端付近には、砂質土に相

当する鶴ヶ坂層風化部（Tpt-w）、鶴ヶ坂層強風化

部（Tpt-vw）がみられることから、鶴ヶ坂層風化

部（Tpt-w）、鶴ヶ坂層強風化部（Tpt-vw）が露出

する部分の法面勾配については、鶴ヶ坂層（Tpt）

が露出する部分の勾配（1：1.0）よりも緩い勾配

（1：1.2）とすることにより、斜面の安定性を確

保する旨を、「第 7章 調査、予測及び評価の結

果 7.8 地形・地質 7.8.1 土地の造成・樹木の伐

採等 (2) 予測及び評価の結果」に記載しました。

7.陸生植物の現地調査結果について、確認した植

物種を専門家に確認するなどにより適切に修正

した上で、陸生植物に及ぼす影響を予測・評価

し、その結果を環境影響評価書に記述するこ

と。 

陸生植物の現地調査結果については、野帳、入

力データの再チェック、青森県の植物目録による

分布情報の確認及び、写真等による専門家の確認

を行いました。修正した調査結果を「第 7章 調

査、予測及び評価の結果 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」

に記載しました。 

なお、修正した植物種はいずれも重要種ではな

いため、予測・評価の結論に変更はありません。
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第6章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 
環境影響評価の項目、調査、予測及び評価の手法は、｢青森県環境影響評価技術指針｣(平成 12 年

6 月 青森県告示第 448 号)(以下、｢技術指針｣という。)に基づき、以下のとおり選定した。 

 

6.1 評価項目の選定 
6.1.1 環境影響要因の把握 

対象事業に係る全ての行為のうち、環境影響が予想される行為を抽出した結果は表 6.1-1 に示す

とおりである。 

表 6.1-1 影響要因の抽出 

環境影響要因の区分 要因の有無 1 

資材等の運搬※ ○ 

建設機械の稼動 ○ 

土地の造成・樹木の伐採等※ ○ 

工作物の建設 ○ 

工事に伴う排水 ○ 

工事の実施 

廃棄物等の発生・処理※ ○ 
改変後の地形・樹木伐採後の状

態 
○ 

改変後の河川・湖沼・海域 ☓ 

工作物の出現 ○ 

自動車・鉄道等の走行 ☓ 

資材・製品等の運搬 ○ 

施設の稼動 ☓ 

取水・揚水・排水等※ ○ 

人の居住・利用 ☓ 

廃棄物の処理 ○ 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

有害物質の使用・排出 ○ 
注)1.○：有、☓：無を示す。 

※：標準項目では影響要因とされていないが今回選定した項目を示す 

 
6.1.2 環境影響要素の抽出及び影響評価項目の選定 

環境影響要因により影響を受けることが予想される環境の要素を抽出し、対象事業の特性及び対

象事業実施区域を含む周辺地域の特性から、環境影響評価を行う項目を選定した。 

環境影響要因と環境影響要素の関係は表 6.1-2 に示すとおりである。 
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表 6.1-2 環境影響要因と環境影響要素のマトリクス表 

工事の実施 
土地又は工作物 

の存在及び供用 影響要因の区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

資

材

等

の

運

搬

 

建

設

機

械

の

稼

動

土

地

の

造

成

・

樹

木

の

伐

採

等

 

工

作

物

の

建

設

 

工

事

に

伴

う

排

水

廃 

棄 

物 

等 

の 

発 

生 

・ 

処 

理 

 

改 

変 

後 

の 

地 

形 

・ 

樹 

木 

伐 

採 

後 

の 

状 

態 

工 

作 

物 

の 

出 

現 

資 

材 

・ 

製 

品 

等 

の 

運 

搬 

取

水

・

揚

水

・

排

水

等

 

廃

棄

物

の

処

理

有

害

物

質

等

の

使

用

・

排

出

大気質 ◎ ▲  ▲     ○  ○ ○

騒音 ◎ ▲       ○  ▲  

振動 ◎ ▲       ○  ▲  

悪臭           ○  

大気環境 

風害        ▲     

水質（地下水を除く）    ○      ○ ▲

水底の底質     ▲      ▲ ▲

地下水（水質及び水位）   ◎       ◎ ▲ ▲

水環境 

水象（地下水を除く）       ○   ×   

地形・地質   ◎    ▲      

地盤（地盤沈下）        ▲     

土壌（土壌汚染）           ○ ○

日照阻害        ▲     

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持 

土 壌 環

境・その

他の環境 

電波障害        ▲     

陸生植物（重要な種及び群落）       ○      

陸生動物（重要な種及び注目すべき

生息地） 
◎ ○     ○  ○    

水生生物（重要な種及び群落並びに

注目すべき生息地） 
   ○  ○      

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全 

生態系（地域を特徴づける生態系）       ○      

景観（主要な眺望点及び景観資源並

びに主要な眺望景観） 
      ○ ○     

人と自然との触れ合いの活動の場

（主要な人と自然との触れ合いの活

動の場） 

◎ ▲     ▲ ○ ○    

人と自然との豊か

な触れ合いの確保

及び歴史的文化的

遺産等への配慮 

文化財    ▲   ▲ ▲     

廃棄物      ◎     ○  廃棄物等 

副産物（残土）      ◎       

環境への負荷 

温室効果ガス等           ○  

○：技術指針で標準項目として設定されている項目で環境影響評価項目として選定した項目 
▲：技術指針で標準項目として設定されている項目で今回は選定しない項目 
◎：技術指針で標準項目として設定されていないが今回選定した項目 
×：技術指針で標準項目として設定されていない。しかし、対象事業の内容から影響要因となることも考えられるため、

確認した結果、影響はなく削除した項目 


