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第5章 調査、予測及び評価の結果 

 騒音及び超低周波音 

5-1-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺の用途指定状況及び住居等の分布状況とした。 

 

（2） 調査手法 

用途指定状況は都市計画図を用い、住居等の分布状況は住宅地図、配慮が特に必要な

施設は国土数値情報等を用いて整理した。なお、住宅地図は「ゼンリン住宅地図 むつ

市」（平成 28 年 株式会社ゼンリン）及び「ゼンリン住宅地図 上北郡横浜町」（平成 27

年 株式会社ゼンリン）を使用した。 

また、本事業の環境影響評価を実施する上での留意点等について専門家等へヒアリン

グを実施し、今後の環境影響評価に反映させるものとした。 

 

（3） 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とし、現時点では風力発電機の配置位置

等の詳細が定まっていないことから、次に示す「風力発電施設から発生する騒音に関す

る指針」(平成 29年 5月 環境省)及び「風力発電施設から発生する騒音等への対応につ

いて」（平成 28年 11月 風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会）

を参考に設定した。 

・「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」での指針値は図 5-1-1 に示すとおり、

残留騒音に 5dB 加えた値とし、特に静穏を要する場合等においては下限値を 35dB と

し、それ以外の地域においては40dBとする。 

・「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」でのウインドファームの場合

の風力発電施設から測定点までの水平距離と風車騒音の関係は、図 5-1-2 に示すと

おり、測定点までの水平距離が遠くなるほど音圧レベル(夜間の等価騒音レベル)は低

下する。 
 

 

図 5-1-1 指針値のイメージ 

 

図 5-1-2 風力発電施設から測定点までの 

   水平距離と風車騒音の関係 

 

以上のことから、風力発電施設から発生する騒音の指針値の下限値(35dB 又は 40dB)

を満たす最近接風力発電施設までの距離は、概ね 1㎞～1.2km であるが、図 5-1-2 の測

定値には風力発電機の向きとの関係、地形・植生、気象条件などによりバラツキが生じ

ていることから、安全側を考慮して、事業実施想定区域から 2㎞の範囲を調査地域とし

た（図 5-1-3参照）。 
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（4） 調査結果 

1） 用途指定状況及び住居等の分布 

調査範囲にある住居等及び配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、病院等）の分布

状況を図 5-1-3～図 5-1-8 に、配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、病院等）の

状況を表 5-1-1 に示す。なお、前述のとおり、調査範囲には用途指定等の地域地区は

ない。 

住居等は、事業実施想定区域から 2km の範囲に、むつ市の「近川地区」や「中野沢地

区」、横浜町の「1、2号有畑地区」、「旭町地区」、「向平地区」等が分布する。 

また、配慮が特に必要な施設は、学校が 4箇所、病院が1箇所、研修施設、図書館及

び児童館がそれぞれ 1箇所、保育所等が 4箇所、老人福祉施設が 4箇所、障害者支援施

設が1箇所ある。 

なお、事業実施想定区域内には、住居等や配慮が特に必要な施設はない。 

 

表 5-1-1 配慮が特に必要な施設 

区分 市町村 
番 

号 
施設名 

事業実施想定区域

からの距離 

学校 

むつ市 
Ａ むつ養護学校 北西側約1.1km 

Ｂ 近川中学校 北西側約1.6km 

横浜町 
Ｃ 横浜小学校 西側約 1.1km 

Ｄ 横浜中学校 西側約 0.7km 

病院 横浜町 イ 菜の花クリニック 西側約 1.6km 

研修施設 横浜町 ａ 自然体験ランド自然苑 西側約 0.5km 

図書館 横浜町 ｂ 横浜町民図書館 西側約 1.3km 

保育所等 

むつ市 ① 近川保育園 北西側約0.6km 

横浜町 

② ちどり保育園 西側約 1.7km 

③ 第二ちどり保育園 西側約 1.5km 

④ 横浜あさひ幼稚園 西側約 1.2km 

老人福祉施設 

むつ市 ⑤ 特別養護老人ホーム 恵光園 北西側約1.4km 

横浜町 

⑥ 特別養護老人ホーム なのはな苑 西側約 1.3km 

⑦ 有料老人ホーム よこはま 西側約 1.5km 

⑧ 横浜町老人福祉センター 西側約 1.3km 

障害者支援施設 むつ市 ⑨ 障害児入所支援施設 はまゆり学園 北西側約1.0km 

児童館 横浜町 ⑩ よこはま児童センター 北西側約1.3km 

出典：青森県教育委員会「平成28年度 学校一覧」 

   東北厚生局ホームページ「保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等一覧」（更新日：2017年 10月） 

   「国土数値情報 医療機関データ」(平成26年度 国土交通省) 

   「国土数値情報 文化施設データ」(平成25年度 国土交通省) 

   「国土数値情報 福祉施設データ」(平成27年度 国土交通省)  

   福祉ネットあおもり「青森県内の福祉施設」（閲覧日：2017年 10月） 

横浜町ホームページ「施設案内」（閲覧日：2017年 10月） 
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図 5-1-3 調査範囲及び用途指定、住居等の分布状況 
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図 5-1-4 調査範囲及び用途指定、住居等の分布状況（詳細図-1） 
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図 5-1-5 調査範囲及び用途指定、住居等の分布状況（詳細図-2） 
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図 5-1-6 調査範囲及び用途指定、住居等の分布状況（詳細図-3） 



 

5-7(208) 

図 5-1-7 調査範囲及び用途指定、住居等の分布状況（詳細図-4） 
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図 5-1-8 調査範囲及び用途指定、住居等の分布状況（詳細図-5） 
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2） 専門家等へのヒアリング 

本事業の環境影響評価を実施する上での留意点等について、表 5-1-2 に示すとおり

専門家等へのヒアリングを実施した。 

 

表 5-1-2 専門家等へのヒアリング結果 

名 前 所 属 ヒアリング実施日 

A氏 
大学名誉教授 

（騒音及び超低周波音） 
平成 29年 9月 6日（水） 

専門分野 内容 事業者の対応 

騒音及び 

超低周波音 

・事業実施想定区域の南側において、住居等のまとまりを取り囲

むように区域境界が引かれている。これでは風力発電機が住居

の周りを取り囲むように配置されるのではないかと、不安を与える

可能性がある。そのため、風力発電機配置の可能性がない範囲

を区域から除き、住居等に配慮した区域境界の引き方を検討し

た方が良いのではないか。 
 

・左記のご意見を

踏まえ、事業実

施想定区域を修

正いたしました。
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5-1-2 予 測 

（1） 予測項目 

住居等及び配慮が特に必要な施設等と事業実施想定区域との位置関係とした。 

 

（2） 予測手法 

騒音及び超低周波音は風力発電機からの距離に応じて減衰することから、事業実施想

定区域からの距離と住居等の分布状況を 0.5km 間隔(0～0.5km 区間は 0.1km 間隔)で整

理した。 

 

（3） 予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域から2km圏内とした。 

 

（4） 予測結果 

事業実施想定区域及びその周辺の住居等及び配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、

病院等）の分布状況を表5-1-3及び図 5-1-9～図 5-1-14に示す。 

住居等は事業実施想定区域には存在せず、事業実施想定区域から最も近い住居は 0.1

～0.2km 未満の距離に「松栄地区」4 戸があり、0.5km 未満の範囲では 61 戸、1km 未満

では 478戸である。 

配慮が特に必要な施設は、事業実施想定区域から 0.5～1.0km 未満に学校が 1 箇所、

研修施設が 1 箇所、保育所等が 1 箇所ある。さらに、2km 圏内では学校が 3 箇所、病院、

図書館、児童館及び障害者支援施設がそれぞれ 1箇所、保育所が 3箇所、老人福祉施設

が4箇所ある。 
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表5-1-3 住居等及び配慮が特に必要な施設（戸数） 

区分 

むつ市 横浜町 

奥内 近川 中野沢
中野沢

開拓
浜田

3、4

号有畑

1、2

号有畑
鶏沢 大豆田 桧木 

事業実施想定区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ
の
周
辺 

0.0～0.5km未満 0 5(0) 27(0) 0 0 0 7(0) 6(0) 0 0 

 0.0～0.1km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.1～0.2km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.2～0.3km未満 0 0 2(0) 0 0 0 1(0) 1(0) 0 0 

 0.3～0.4km未満 0 1(0) 12(0) 0 0 0 3(0) 2(0) 0 0 

 0.4～0.5km未満 0 4(0) 13(0) 0 0 0 3(0) 3(0) 0 0 

0.5～1.0km未満 0 92(1) 107(0) 7(0) 4(0) 38(0) 47(0) 67(1) 5(0) 8(0) 

1.0～1.5km未満 0 34(3) 0 0 38(0) 7(0) 21(0) 5(0) 55(0) 81(0) 

1.5～2.0km未満 60(0) 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 12(0) 

合計 60(0) 131(5) 134(0) 7(0) 42(0) 45(0) 75(0) 78(1) 60(0) 101(0) 

 

区分 

横浜町 

塚名平 旭町 松守 新町 舘町 浜町 大町
3号 

新丁 

2号 

新丁 

1号 

新丁 

事業実施想定区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ
の
周
辺 

0.0～0.5km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.0～0.1km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.1～0.2km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.2～0.3km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.3～0.4km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.4～0.5km未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5～1.0km未満 0 1(0) 0 0 0 0 0 0 5(1) 12(0) 

1.0～1.5km未満 0 99(2) 0 0 1(0) 0 0 0 15(4) 77(1) 

1.5～2.0km未満 67(0) 6(0) 0 78(0) 38(1) 30(0) 58(1) 17(0) 39(1) 254(1) 

合計 67(0) 106(2) 0 78(0) 39(1) 30(0) 58(1) 17(0) 59(6) 343(2) 

 

区分 

横浜町 

合計 
向平 百目木 向沢 松栄 吹越 中吹越明神平

事業実施想定区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ
の
周
辺 

0.0～0.5km未満 2(0) 0 0 14(0) 0 0 0 61(0) 

 0.0～0.1km未満 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 

 0.1～0.2km未満 0 0 0 4(0) 0 0 0 4(0) 

 0.2～0.3km未満 0 0 0 6(0) 0 0 0 10(0) 

 0.3～0.4km未満 2 0 0 3(0) 0 0 0 23(0) 

 0.4～0.5km未満 0 0 0 1(0) 0 0 0 24(0) 

0.5～1.0km未満 10(0) 0 7(0) 7(0) 0 0 0 417(3) 

1.0～1.5km未満 41(0) 0 1(0) 0 0 0 0 475(10) 

1.5～2.0km未満 0 8(0) 4(0) 18(0) 0 0 0 689(4) 

合計 53(0) 8(0) 12(0) 39(0) 0 0 0 1,642(17) 
 

注：括弧内数字は、配慮が特に必要な施設数を示す。 

出典： 青森県ホームページ「小学校一覧（上北郡）」、「青森県の有料老人ホーム(横浜町)」 

横浜町ホームページ「施設案内」 

国土数値情報 国土交通省 

福祉施設データ 医療機関データ 文化施設データ(平成23年度、平成25年度) 
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図 5-1-9 住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 
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図 5-1-10 予測地域及び距離別住居戸数（詳細図-1） 
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図 5-1-11 予測地域及び距離別住居戸数（詳細図-2） 
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図 5-1-12 予測地域及び距離別住居戸数（詳細図-3） 
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図 5-1-13 予測地域及び距離別住居戸数（詳細図-4） 
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図 5-1-14 予測地域及び距離別住居戸数（詳細図-5） 



 

5-18(219) 

 

5-1-3 評 価 

（1） 評価方法 

住居等及び配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、病院等）と事業実施想定区域と

の位置関係から評価した。 

 

（2） 評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域周辺の 2km 未満に住居が 1,642 戸分布し、約 0.5km に

は特に配慮が必要な施設（研修施設）が存在することが判明した。しかし、方法書以降

の手続きにおいて風力発電機の配置や基数等を検討することで、重大な環境影響は回避、

又は低減されるものと評価する。 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

事業実施想定区域及びその周辺は、住居等の分布する地区について騒音の環境基準の

当てはめはされていない。なお、超低周波音についての環境基準等は定められていない。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

予測の結果、事業実施想定区域周辺の 2km 未満に住居が 1,642 戸分布し、約 0.5km に

は特に配慮が必要な施設（研修施設）が存在することが判明した。しかし、方法書以降

の手続きにおいて風力発電機の配置や基数等を検討することで、重大な環境影響は回避、

又は低減されるものと評価する。 

なお、調査・予測・評価等については、最新知見及び先行事例等を参考にしてその手

法を検討し、合わせて既設風車・計画風車※との複合的・累積的影響についても考慮す

る予定である。 

 

※他事業者の計画風車については、計画が確定しており他事業者の協力が得られた場合

に、複合的・累積的影響について考慮する予定である。 
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 風車の影 

5-2-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺の住居等の分布状況とした。 

 

（2） 調査手法 

住居等の分布状況は住宅地図、配慮が特に必要な施設は国土数値情報等を用いて整理

した。なお、住宅地図は「ゼンリン住宅地図 むつ市」（平成 28年 株式会社ゼンリン）

及び「ゼンリン住宅地図 上北郡横浜町」（平成27年 株式会社ゼンリン）を使用した。 

 

（3） 調査地域 

風車の影の影響は、風力発電機のローター直径の 10 倍の範囲内で発生するとされて

いることから※、最大ローター直径 135m の 10 倍（1.35km）であるが、より広い範囲と

して事業実施想定区域から2㎞を調査地域とした（図 5-2-1参照）。 

なお、住居等及び配慮が特に必要な施設等のまとまりが地区単位を超えて連続する場

合には、一つの地区と見なして集計することとした。 

※Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(2011、英国エネルギー・気象変動省)

によれば、風車の影による影響はローター直径の10倍の範囲内で発生するとされている。 

 

（4） 調査結果 

住居等及び配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、病院等）の分布状況を図 5-2-1

に、配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、病院等）の状況を表 5-2-1に示す。 

住居等は、事業実施想定区域から 2km 圏内に、「近川地区」や、「1～4 号有畑地区」、

「旭町地区」「向平地区」等がある。 

また、配慮が特に必要な施設は、学校が 4箇所、病院、研修施設、図書館、障害者支

援施設及び児童館がそれぞれ 1箇所、保育所等が 4箇所、老人福祉施設が 4箇所あり、

最寄の施設として「自然体験ランド自然苑」が事業実施想定区域の西端から西側に約

0.5km離れた場所にある。 

なお、事業実施想定区域内には住居等や配慮が特に必要な施設は存在していない。 
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表 5-2-1 配慮が特に必要な施設 

区分 市町村 
番 

号 
施設名 

事業実施想定区域

からの距離 

学校 

むつ市 
Ａ むつ養護学校 北西側約1.1km 

Ｂ 近川中学校 北西側約1.6km 

横浜町 
Ｃ 横浜小学校 西側約 1.1km 

Ｄ 横浜中学校 西側約 0.7km 

病院 横浜町 イ 菜の花クリニック 西側約 1.6km 

研修施設 横浜町 ａ 自然体験ランド自然苑 西側約 0.5km 

図書館 横浜町 ｂ 横浜町民図書館 西側約 1.3km 

保育所等 

むつ市 ① 近川保育園 北西側約0.6km 

横浜町 

② ちどり保育園 西側約 1.7km 

③ 第二ちどり保育園 西側約 1.5km 

④ 横浜あさひ幼稚園 西側約 1.2km 

老人福祉施設 

むつ市 ⑤ 特別養護老人ホーム 恵光園 北西側約1.4km 

横浜町 

⑥ 特別養護老人ホーム なのはな苑 西側約 1.3km 

⑦ 有料老人ホーム よこはま 西側約 1.5km 

⑧ 横浜町老人福祉センター 西側約 1.3km 

障害者支援施設 むつ市 ⑨ 障害児入所支援施設 はまゆり学園 北西側約1.0km 

児童館 横浜町 ⑩ よこはま児童センター 北西側約1.3km 

出典：青森県教育委員会「平成28年度 学校一覧」 

   東北厚生局ホームページ「保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等一覧」（更新日：2017年 10月） 

   「国土数値情報 医療機関データ」(平成26年度 国土交通省) 

   「国土数値情報 文化施設データ」(平成25年度 国土交通省) 

   「国土数値情報 福祉施設データ」(平成27年度 国土交通省)  

   福祉ネットあおもり「青森県内の福祉施設」（閲覧日：2017年 10月） 

横浜町ホームページ「施設案内」（閲覧日：2017年 10月） 
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図 5-2-1 調査範囲及び住居等の分布状況 
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5-2-2 予 測 

（1） 予測項目 

住居等及び配慮が特に必要な施設等と事業実施想定区域との位置関係とした。 

 

（2） 予測手法 

風車の影の影響は、風力発電機のローター直径の 10 倍の範囲内で発生するとされて

いることから※、事業実施想定区域から 1.4km（ローター直径 135m×10 倍≒1,400m）範

囲、及び、1.4km～2.0km範囲での住居等の分布状況について整理した。 

 

※「Update of UK Shadow Flicker Evidence Base Final Report」(2011、英国エネルギー・気象変動

省)によれば、風車の影による影響はローター直径の10倍の範囲内で発生するとされている。 

 

（3） 予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域から2km圏内とした。 

 

（4） 予測結果 

事業実施想定区域及びその周辺の住居等及び配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、

病院等）の分布状況を表5-2-2及び図 5-2-2～図 5-2-7に示す。 

住居等は事業実施想定区域には存在せず、事業実施想定区域から 1.4km 未満にむつ市

の「近川」、「中野沢」等の地区や、横浜町の「1、2 号有畑」、「旭町」、「向平」等の地

区で合計803戸がある。 

配慮が特に必要な施設は、事業実施想定区域から 1.4km 以内に学校が 3箇所、研修施

設、図書館、障害者支援施設、児童館がそれぞれ 1箇所、保育所等が 2箇所、老人福祉

施設が2箇所の合計11箇所ある。 
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表5-2-2 住居等及び配慮が特に必要な施設（戸数） 

区分 

むつ市 横浜町 

奥内 近川 中野沢
中野沢

開拓
浜田

3、4

号有畑

1、2

号有畑
鶏沢 大豆田 桧木 

事業実施想定区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ
の
周
辺 

0.0～1.4km未満 0 128(3) 134(0) 7(0) 42(0) 45(0) 75(0) 78(1) 0 71(0) 

1.4～2.0km未満 60(0) 3(2) 0 0 0 0 0 0 60(0) 30(0) 

合計 60(0) 131(5) 134(0) 7(0) 42(0) 45(0) 75(0) 78(1) 60(0) 101(0) 

 

区分 

横浜町 

塚名平 旭町 松守 新町 舘町 浜町 大町
3号 

新丁 

2号 

新丁 

1号 

新丁 

事業実施想定区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ
の
周
辺

0.0～1.4km未満 0 60(2) 0 0 0 0 0 0 20(5) 62(0) 

1.4～2.0km未満 67(0) 46(0) 0 78(0) 39(1) 30(0) 58(0) 17(0) 39(1) 281(2) 

合計 67(0) 106(2) 0 78(0) 39(1) 30(0) 58(0) 17(0) 59(6) 343(2) 

 

区分 

横浜町 

合計 
向平 百目木 向沢 松栄 吹越 中吹越明神平

事業実施想定区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ
の
周
辺 

0.0～1.4km未満 53(0) 0 7(0) 21(0) 0 0 0 803(11) 

1.4～2.0km未満 0 8(0) 5(0) 18(0) 0 0 0 839(6) 

合計 53(0) 8(0) 12(0) 39(0) 0 0 0 1,642(17) 
 

注： 括弧内数字は、配慮が特に必要な施設数を示す。 

出典： 

 

青森県ホームページ「小学校一覧（上北郡）」、「青森県の有料老人ホーム(横浜町)」 

横浜町ホームページ「施設案内」 

国土数値情報 国土交通省 

福祉施設データ 医療機関データ 文化施設データ(平成23年度、平成25年度) 

 

  



 

5-24(225) 

図5-2-2 住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 
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図5-2-3 予測地域及び住居個数（詳細図-1） 
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図5-2-4 予測地域及び住居個数（詳細図-2） 
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図5-2-5 予測地域及び住居個数（詳細図-3） 
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図5-2-6 予測地域及び住居個数（詳細図-4） 
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図5-2-7 予測地域及び住居個数（詳細図-5） 
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5-2-3 評 価 

（1） 評価方法 

住居等及び配慮が特に必要な施設（福祉施設、学校、病院等）と事業実施想定区域と

の位置関係から評価した。 

 

（2） 評価結果 

事業実施想定区域から 1.4km 未満の 803 戸、及び 1.4km～2.0km 未満の 839 戸の住居

に配慮して、風力発電機の配置や基数等を検討することで、重大な環境影響は回避、又

は低減されるものと評価する。 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

風車の影についての環境基準等は定められていない。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

事業実施想定区域から 1.4km 未満の範囲では 803 戸、1.4km～2.0km 未満の範囲では

839 戸の住居が分布することが判明した。今後、方法書以降の手続きでは、本評価で明

らかとなった 2km 未満の住居等に配慮して、風力発電機の配置や基数等を検討するとと

もに、それらの環境影響を定量化し、必要に応じて実行可能な範囲で環境保全措置の検

討を行う。 

なお、調査・予測・評価等については、最新知見及び先行事例等を参考にしてその手

法を検討し、合わせて既設風車・計画風車※との複合的・累積的影響についても考慮す

る予定である。 

 

※他事業者の計画風車については、計画が確定しており他事業者の協力が得られた場合

に、複合的・累積的影響について考慮する予定である。 
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 動 物 

5-3-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺に生息する重要な種の分布及び注目すべき生息地とし

た。 

 

（2） 調査手法 

調査は、既存文献収集及び専門家等へのヒアリングにより行った。調査手法を表 5-

3-1に示す。 

 

表 5-3-1 調査手法 

調査項目 調査手法 

重要な種の分布 

既存文献の収集整理による生息分布状況の把握 

・「むつ市史 自然編」（平成元年 むつ市） 

・「東通村史 歴史編 II」（平成 11年 東通村） 

・「六ヶ所村史」(平成 9年 六ヶ所村) 

・「下北丘陵の自然」（平成13年 青森県立郷土館） 

・「青森の野鳥」(平成 13年 日本野鳥の会 青森県支部/弘前支部) 

・「動植物分布調査報告書」（第2～6回）環境庁、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 青森県)

・「青森県の淡水魚類相について」 

(昭和 60年 財団法人淡水魚保護協会)

・「ガンカモ類の生息調査」（平成23～27年データ抜粋 環境省） 

・「希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の結果について」 

（平成 16年 環境省）

・「オオタカ保護指針策定調査の結果について」（平成17年 環境省）

・「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」 

（平成 23年 1月・平成 27年 9月改正版 環境省）

・「環境アセスメントデータベース」（平成29年 8月 1日 環境省） 

注目すべき生息地 

既存文献の収集整理による重要な生息地の把握 

・自然公園等の関係資料 

・ラムサール条約湿地潜在候補地の選定について（お知らせ） 

（平成 22年 環境省）

・日本の重要湿地500 等 

専門家等ヒアリング実施日 

・鳥類      ：平成 29年 7月 26日（水） 

・鳥類・動物全般 ：平成 29年 8月 23日（水） 

 

 

（3） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周辺として、図 5-3-1に示す範囲とした。 
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図 5-3-1 調査地域 
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I Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ネズミ リス モモンガ 平地～山地の森林 C

ネズミ リス ムササビ 平地～山地の森林 C

ネズミ ヤマネ ヤマネ 山地の森林 国天 C

ネコ クマ ツキノワグマ 山地の森林 LP LP

ネコ イタチ イイズナ 平地～山地の森林 NT LP

ウシ ウシ カモシカ 山地 国特

3目 5科 6種 － 2種 0種 2種 5種

有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ 山地の森林の林床 NT C

有尾 サンショウウオ クロサンショウウオ 山地の森林の林床 NT C

有尾 イモリ アカハライモリ 水田、池、河川 NT C

無尾 アカガエル トノサマガエル 平野～低山の池、水田 NT

2目 3科 4種 － 0種 0種 4種 3種

有鱗 ナミヘビ ヒバカリ 平地～低山地の森林 B

1目 1科 1種 － 0種 0種 0種 1種

重要種選定基準
主な生息環境区分

両生類

爬虫類

目名 科名 種名

哺乳類

 

 

（4） 調査結果 

1） 重要な種の分布 

事業実施想定区域の植生は、山地にヒノキアスナロ群落が広い面積を占め、丘陵地で

はカシワ群落、クロマツ植林及びアカマツ植林の比率が高くなる。また、台地部では畑

地雑草群落や牧草地等の耕作地が分布し、多くを畑地雑草群落が占める。 

既存文献調査の結果を表 5-3-2(1)～(6)に示す。事業実施想定区域及びその周辺の重

要な動物の分布状況は、哺乳類がヤマネ、カモシカ等 6種、両生類がトウホクサンショ

ウウオ、アカハライモリ等 4種、爬虫類がヒバカリ 1種、鳥類がマガン、オジロワシ等

122 種、昆虫類がモートンイトトンボ、ギンイチモンジセセリ等 53 種、魚類がカワヤ

ツメ、タナゴ、カンキョウカジカ等 15 種、底生動物がオオタニシ、カラスガイ、ザリ

ガニ等8種であった。 

 

表 5-3-2(1) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（哺乳類、両生類、爬虫類） 

注： 重要種の選定基準は以下のとおり 

Ⅰ「文化財保護法」(昭和25年 法律第214号) 

国特：国指定特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 

Ⅱ「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) 

Ⅲ「環境省レッドリスト2017」(平成 29年 環境省) 

NT：準絶滅危惧 LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

Ⅳ「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年改訂版)－」(平成22年 青森県) 

B：重要希少野生生物 C：希少野生生物 LP：地域限定希少野生生物 

出典： 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年改訂版)－」(平成22年 青森県) 

「日本の哺乳類」（平成5年 東海大学出版会） 

「日本の両生類・爬虫類」（昭和60年 小学館） 

「日本の両生爬虫類」（平成13年 平凡社） 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

キジ キジ ウズラ 草地・農耕地に生息：夏鳥 VU A

キジ キジ ヤマドリ 山地の森林に生息：留鳥 C

カモ カモ ヒシクイ 湖沼、湿原に生息し、周辺の農耕地等でも採餌：旅鳥 国天 VU C

カモ カモ マガン 湖沼、湿原に生息し、周辺の農耕地等でも採餌：旅鳥 国天 NT C

カモ カモ カリガネ 湖沼、河川、水田に生息し、周辺の農耕地等でも採餌：冬鳥又は旅鳥 EN

カモ カモ ハクガン 湖沼、河川、内湾に生息：迷鳥 CR

カモ カモ コクガン 海岸、河口、沿岸部の湖沼等に生息：冬鳥 国天 VU C

カモ カモ ツクシガモ 干潟や内湾し、海岸や海面で休息に生息：迷鳥 VU

カモ カモ オシドリ 渓流、湖沼に生息し、周辺の農耕地等でも採餌：留鳥 DD

カモ カモ オカヨシガモ 湖沼、湿原に生息：冬鳥 C

カモ カモ ヨシガモ 河川、湖沼に生息：冬鳥 C

カモ カモ ハシビロガモ 河川、湖沼、海岸に生息：冬鳥 C

カモ カモ シマアジ 河川、湖沼、湿原に生息：冬鳥 C

カモ カモ トモエガモ 湖沼、河川、海岸に生息：冬鳥 VU C

カモ カモ シノリガモ 岩礁海岸に生息：留鳥 LP B

カモ カモ ビロードキンクロ 海岸や海洋に生息：冬鳥 C

カモ カモ コオリガモ 外洋部、海岸や内湾に生息：冬鳥 C

カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ 河川、湖沼、湿原に生息：留鳥 LP C

ハト ハト アオバト 平地～山地の森林に生息：夏鳥 C

ミズナギドリ アホウドリ コアホウドリ 海洋に生息：迷鳥 EN

ミズナギドリ ミズナギドリ シロハラミズナギドリ 海洋に生息：迷鳥 DD

ミズナギドリ ウミツバメ クロコシジロウミツバメ 海洋に生息：旅鳥 CR

ミズナギドリ ウミツバメ ヒメクロウミツバメ 海洋に生息：夏鳥 VU

ミズナギドリ ウミツバメ コシジロウミツバメ 海洋に生息：迷鳥 A

コウノトリ コウノトリ コウノトリ 河川、水田、湖沼などに生息：冬鳥 国特 国内 CR

カツオドリ ウ ヒメウ 岩礁海岸に生息：留鳥 EN D

カツオドリ ウ チシマウガラス 岩磯海岸に生息：冬鳥又は旅鳥 国内 CR

ペリカン サギ サンカノゴイ 湿地、湖沼、河川のヨシ原や湿原に生息：迷鳥 EN A

ペリカン サギ ヨシゴイ 湿原、湖、池沼、水田に生息：夏鳥 NT B

ペリカン サギ オオヨシゴイ 湿性草原に生息：夏鳥 CR A

ペリカン サギ チュウサギ 水田、河原、湿地、湿原に生息：夏鳥 NT

ペリカン サギ クロサギ 海辺の岩場、干潟、河口に生息：冬鳥又は旅鳥 B

ペリカン トキ ヘラサギ 干潟、水田、湿地、河川、湖沼等に生息：冬鳥又は旅鳥 DD

ペリカン トキ クロツラヘラサギ 干潟、河口、池等の水辺に生息：迷鳥 EN

ツル クイナ クイナ 湿原、湖沼、水辺、水田に生息：夏鳥 B

ツル クイナ ヒメクイナ 湖沼、池、湿原、水田に生息：夏鳥 A

ツル クイナ ヒクイナ 湿原、河川、水田に生息：夏鳥 NT A

ツル クイナ バン 湖沼、河川、水田、湿地に生息：夏鳥 C

カッコウ カッコウ ジュウイチ 山地の森林に生息：夏鳥 C

ヨタカ ヨタカ ヨタカ 平地～山地の森林や草原に生息：夏鳥 NT B

チドリ チドリ タゲリ 河川、湿地、干潟、水田に生息：旅鳥 C

チドリ チドリ ケリ 水田、畑、河原、干潟、草原に生息：夏鳥 DD B

チドリ チドリ イカルチドリ 湖沼、河川、水田に生息：留鳥 B

チドリ チドリ シロチドリ 砂浜、河川、湖、池沼に生息：夏鳥 VU

チドリ ミヤコドリ ミヤコドリ 海岸、干潟、湖、湿性草原等に生息：冬鳥又は旅鳥 NT

チドリ セイタカシギ セイタカシギ 湿地、干潟、湖沼、河口、水田等に生息：迷鳥 VU B

チドリ シギ ヤマシギ 林、草地、農耕地、湿地、森林に生息：夏鳥 B

チドリ シギ アオシギ 渓流、小川に生息：冬鳥 B

チドリ シギ オオジシギ 草原、湿原等に生息：夏鳥 NT B

チドリ シギ シベリアオオハシシギ 海沿いの水田や湿地、河口、干潟に生息：迷鳥 DD

チドリ シギ オグロシギ 水田、湿地、干潟、河口に生息：旅鳥 C

チドリ シギ オオソリハシシギ 干潟や河口の砂州、砂浜に生息：旅鳥 VU

チドリ シギ ダイシャクシギ 河口や海辺の干潟に生息：旅鳥 B

チドリ シギ ホウロクシギ 河口や海辺の干潟に生息：旅鳥 VU B

チドリ シギ ツルシギ 水田、湿地、河口、湖沼、海岸に生息：夏鳥 VU

チドリ シギ アカアシシギ 湖や海岸周囲の湿った草原や干潟に生息：旅鳥 VU B

チドリ シギ カラフトアオアシシギ 塩性湿原や干潟に生息：迷鳥 国内 CR

チドリ シギ タカブシギ 水田、湿地、河川、草原に生息：旅鳥 VU

チドリ シギ ソリハシシギ 海岸の干潟、浅瀬、砂浜、水田、河口に生息：旅鳥 C

チドリ シギ オバシギ 干潟、河口、海岸や海岸付近の水田等に生息：旅鳥 C

チドリ シギ コオバシギ 干潟、水田、河口、海岸等に生息：旅鳥 C

チドリ シギ オジロトウネン 湿地、水田、湖沼の岸に生息：旅鳥 C

チドリ シギ ヒバリシギ 湿地、水田、河川、海岸に生息：旅鳥 C

チドリ シギ ウズラシギ 海岸近くの水田、入江、川岸等に生息：旅鳥 C

チドリ シギ サルハマシギ 干潟、水田、湿地、海岸等に生息：旅鳥 B

科名 種名
重要種選定基準

鳥類

主な生態特性等区分 目名

表 5-3-2 (2) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（鳥類1） 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

チドリ シギ ハマシギ 干潟や砂浜、河口、水田等に生息：冬鳥 NT

チドリ シギ ヘラシギ 干潟、湿原、海岸、砂丘等に生息：旅鳥 CR A

チドリ シギ キリアイ 干潟や河口、砂浜、水田等に生息：旅鳥 B

チドリ ツバメチドリ ツバメチドリ 海岸や干潟、河川、草原等に生息：迷鳥 VU B

チドリ カモメ コアジサシ 海岸、河川に生息：夏鳥 国際 VU A

チドリ ウミスズメ ウミガラス 海洋に生息：冬鳥 国内 CR

チドリ ウミスズメ ケイマフリ 海洋に生息：夏鳥 VU A

チドリ ウミスズメ マダラウミスズメ 海洋に生息：冬鳥 DD

チドリ ウミスズメ ウミスズメ 海洋に生息：冬鳥 CR

チドリ ウミスズメ カンムリウミスズメ 海洋に生息：冬鳥又は旅鳥 国天 VU

チドリ ウミスズメ エトピリカ 外洋に生息：冬鳥又は旅鳥 国内 CR

タカ ミサゴ ミサゴ 海岸、河川とその周辺に生息：夏鳥 NT B

タカ タカ ハチクマ 丘陵地～山地の森林に生息：夏鳥 NT C

タカ タカ オジロワシ 海岸、河川、湖沼周辺に生息：冬鳥 国天 国内,国際 VU B

タカ タカ オオワシ 海岸、河川、湖沼周辺に生息：冬鳥 国天 国内 VU B

タカ タカ チュウヒ 草原、湿地、ヨシ原に生息：留鳥 EN B

タカ タカ ハイイロチュウヒ 草原、湿地に生息：冬鳥 B

タカ タカ ツミ 平地～山地の森林に生息：留鳥 B

タカ タカ ハイタカ 平地～亜高山帯の森林に生息：留鳥 NT B

タカ タカ オオタカ 平地～山岳地帯の森林に生息：留鳥 国内 NT B

タカ タカ ケアシノスリ 干拓地や農地、草原に生息：冬鳥 B

タカ タカ イヌワシ 山岳地帯、低山～亜高山に生息：留鳥 国天 国内 EN A

タカ タカ クマタカ 山地の森林に生息：留鳥 国内 EN A

フクロウ フクロウ オオコノハズク 平地～山地の林等に生息：留鳥 B

フクロウ フクロウ コノハズク 山地の森林に生息：夏鳥 A

フクロウ フクロウ フクロウ 平地～山地の森林に生息：留鳥 C

フクロウ フクロウ アオバズク 平地～低山地の森林や農耕地に生息：夏鳥 B

フクロウ フクロウ トラフズク 平地～低山地の森林や農耕地に生息：留鳥 C

ブッポウソウ カワセミ アカショウビン 平地～山地の渓流や湖沼が近い森林に生息：夏鳥 B

ブッポウソウ カワセミ ヤマセミ 山地の渓流、池に生息：留鳥 C

ブッポウソウ ブッポウソウ ブッポウソウ 平地～山地までの水辺に近い森林に生息：夏鳥 EN B

キツツキ キツツキ アリスイ 開けた森林、林縁、草原、湿地等に生息：夏鳥 C

キツツキ キツツキ オオアカゲラ 平地～山地の森林に生息：留鳥 C

ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ 耕地、原野、河原、山地に生息：留鳥 C

ハヤブサ ハヤブサ コチョウゲンボウ 海岸、草原、農耕地、丘陵地に生息：冬鳥 C

ハヤブサ ハヤブサ チゴハヤブサ 平地～山地の森林、草原、農耕地等に生息：夏鳥 C

ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ 河川、湖沼、海岸、山地に生息：留鳥 国内 VU B

スズメ サンショウクイ サンショウクイ 平地～山地の森林に生息：夏鳥 VU B

スズメ カササギヒタキ サンコウチョウ 平地～低山の暗い林に生息：夏鳥 B

スズメ モズ チゴモズ 平地～山地の森林に生息：夏鳥 CR A

スズメ モズ アカモズ 森林、林縁、草原に生息：夏鳥 EN A

スズメ カラス ホシガラス 冷帯針葉樹林に生息：留鳥 C

スズメ センニュウ マキノセンニュウ 平地の草原、湿地等に生息：旅鳥 NT

スズメ センニュウ オオセッカ 海岸、河口、湿性草原に生息：夏鳥 国内 EN A

スズメ セッカ セッカ 平地～山地の草原、河原、水田に生息：夏鳥 D

スズメ キバシリ キバシリ 低山～亜高山帯の針葉樹林内に生息：留鳥 C

スズメ ヒタキ マミジロ 平地～山地の森林に生息：夏鳥 C

スズメ ヒタキ クロツグミ 平地～山地の森林に生息：夏鳥 C

スズメ ヒタキ コマドリ ササ等下草の生えた針葉樹林、針広混交林に生息：夏鳥・一部留鳥 C

スズメ イワヒバリ カヤクグリ 高山帯、標高の高い林、岩場に生息：夏鳥 C

スズメ セキレイ セグロセキレイ 水辺、畑、市街地に生息：留鳥 C

スズメ アトリ イスカ 平地～山地の森林に生息：冬鳥・一部留鳥 D

スズメ ホオジロ シマアオジ 平地の草原等に生息：夏鳥 CR D

スズメ ホオジロ ノジコ 平地～山地の森林に生息：夏鳥 NT C

スズメ ホオジロ クロジ 平地～山地の森林に生息：夏鳥 C

スズメ ホオジロ コジュリン 河川や湖沼の草原、湿原に生息：夏鳥 VU B

スズメ ホオジロ オオジュリン 河川や湖沼の草原、湿原に生息：夏鳥 B

18目 40科 122種 － 8種 13種 67種 95種

重要種選定基準
目名 科名区分 主な生態特性等種名

鳥類

表 5-3-2(3) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（鳥類2） 
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注： 重要種の選定基準は以下のとおり 

Ⅰ「文化財保護法」(昭和25年 法律第214 号) 

国特：国指定特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 

Ⅱ「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) 

国内：国内希少野生動植物種 国際：国際希少野生動植物種 

Ⅲ「環境省レッドリスト2017」(平成29年 環境省) 

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 

Ⅳ「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年改訂版)－」(平成22年 青森県) 

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 

出典： 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年改訂版)－」(平成 22年 青森県) 

「日本の野鳥590」（平成11年 平凡社） 

「野鳥」（平成3年 山と渓谷社） 

「原色日本野鳥生態図鑑」（平成7年 保育社） 
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表 5-3-2(4) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（昆虫類等）

 
注： 重要種の選定基準は以下のとおり 

Ⅰ「文化財保護法」(昭和25年 法律第214 号) 

Ⅱ「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) 

Ⅲ「環境省レッドリスト2017」(平成 29年 環境省) 

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  

Ⅳ「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010年 改訂版)－」(平成22年 青森県) 

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 

出典： 

 

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010年 改訂版)－」(平成22年 青森県) 

「原色日本昆虫図鑑(上)」（昭和56年 保育社）、「原色日本昆虫図鑑(下)」（昭和55年 保育社） 

「昆虫１ チョウ・ガ」（昭和55年 学研） 

「フィールドガイド 日本のチョウ」（平成22年 誠文堂新光社） 

「原色日本トンボ幼虫・成虫大図鑑」（平成11年 北海道大学図書刊行会） 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

トンボ アオイトトンボ コバネアオイトトンボ 平地～低山地の池沼、湿地、湿原 EN A

トンボ イトトンボ キイトトンボ 平地～低山地の池沼、湿地、湿原 B

トンボ イトトンボ ルリイトトンボ 池、沼でみられ、水面の植物に産卵 C

トンボ イトトンボ モートンイトトンボ 丘陵地～山地の湿地、放棄水田 NT C

トンボ イトトンボ カラカネイトトンボ 平地～低山地の湿地 A

トンボ カワトンボ ハグロトンボ 平地～丘陵地の緩やかな流水域 C

トンボ ヤンマ アオヤンマ 平地～丘陵地の池沼 NT

トンボ ヤンマ コシボソヤンマ 平地～丘陵地等の木陰の多い流れ B

トンボ サナエトンボ オナガサナエ 平地～丘陵地の清流等 C

トンボ サナエトンボ ホンサナエ 平地～丘陵の河川中流～下流 A

トンボ サナエトンボ ウチワヤンマ 平地～丘陵地の深くて水面の開けた湖沼 C

トンボ サナエトンボ ヒメサナエ 山間の渓流や河川の上・中流域 A

トンボ サナエトンボ メガネサナエ 比較的大きな湖や河川 VU A

トンボ エゾトンボ コヤマトンボ 平地～山地の河川、渓流、水路 C

トンボ トンボ ショウジョウトンボ 平地～低山地の池沼、湿地、湿原 C

トンボ トンボ ハラビロトンボ 平地～丘陵地の湿地、休耕田 C

トンボ トンボ ハッチョウトンボ 平地～低山地にかけての湿地、休耕田等 A

トンボ トンボ マイコアカネ 平地～低山帯の池沼、水田 B

トンボ トンボ ヒメアカネ 平地～低山地にかけての湿地、休耕田 C

バッタ コオロギ エゾエンマコオロギ 平地～山地の草地や石の下等 D

カメムシ ミズムシ ミズムシ(昆) 水草が繁茂した水田、池沼、水たまりなど C

カメムシ コオイムシ コオイムシ 水田や池沼の開放的な止水息の清水 NT C

チョウ マダラガ ヤホシホソマダラ 河川敷、湿地や明るい草地 NT

チョウ マダラガ ベニモンマダラ本土亜種 山麓の草原 NT B

チョウ セセリチョウ ホシチャバネセセリ 林縁、林間の草地や田園沿いの農道周辺 EN A

チョウ セセリチョウ ギンイチモンジセセリ 草原・河川敷・休耕田等 NT B

チョウ セセリチョウ オオチャバネセセリ 丘陵地～山地の林縁、草地 C

チョウ セセリチョウ
スジグロチャバネセセリ北海道・本
州・九州亜種

山麓の草原や林縁部の草地 NT C

チョウ シジミチョウ ミヤマカラスシジミ クロウメモドキ等が生育するところ C

チョウ シジミチョウ ゴマシジミ北海道・東北亜種 山麓の湿原や草原 NT C

チョウ シジミチョウ ヒメシジミ本州・九州亜種 荒地、山腹斜面、谷筋沿いの草地・休耕田周辺 NT C

チョウ タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン 低地～山地の草原 VU C

チョウ タテハチョウ ヒョウモンチョウ東北以北亜種 山地のやや乾燥した草原 NT C

チョウ タテハチョウ キマダラモドキ 丘陵地～山地の森林 NT

チョウ シロチョウ スジボソヤマキチョウ 明るい雑木林や林縁、湿地環境 B

チョウ シロチョウ ヒメシロチョウ北海道・本州亜種 平地～低山帯の草地 EN C

チョウ ヤママユガ オナガミズアオ 幼虫の植樹であるハンノキ属が繁茂する樹林 NT

チョウ スズメガ ヒメスズメ 山地の草原 NT

チョウ ヒトリガ シロホソバ 平地～山地の樹林、林縁､渓流沿い等 NT

チョウ ヤガ ウスジロケンモン ワレモコウが生育する山野 NT

チョウ ヤガ ガマヨトウ 低湿地帯や草原等 VU C

コウチュウ オサムシ オソレヤマミズギワゴミムシ 硫化水素の臭いのする温泉水の流れる水辺 C

コウチュウ オサムシ シモキタメクラチビゴミムシ 地中に生息 B

コウチュウ ハンミョウ ハンミョウ 平地～低山地の湿った林道、河原等 C

コウチュウ ハンミョウ エリザハンミョウ 海岸の砂丘地帯に注ぐ河口部 B

コウチュウ ゲンゴロウ ケシゲンゴロウ 平地～丘陵地の池沼 NT

コウチュウ ミズスマシ オオミズスマシ 丘陵地～山間部のため池、湖沼等 NT

コウチュウ コガネムシ ダイコクコガネ 平地～山地の放牧地等の草原 VU C

コウチュウ ホタル ゲンジボタル 水がきれいな川 C

コウチュウ ハムシ オオヨモギハムシ フキ、ヨモギ等が繁茂する林縁部 D

ハチ アリ エゾアカヤマアリ 海岸林に近い海岸草原 VU

ハチ ドロバチモドキ ヤマトスナハキバチ本土亜種 河川や海岸の砂原 DD

ハチ ドロバチモドキ ニッポンハナダカバチ 砂浜海岸、砂質の河川敷、湖畔の砂地 VU C

6目 28科 53種 － 0種 0種 27種 42種

主な生態特性等
重要種選定基準

昆虫類

区分 目名 科名 種名
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表 5-3-2(5) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（魚類） 

 

 

  

注1： 

 

重要種の選定基準は以下のとおり 

Ⅰ「文化財保護法」(昭和25年 法律第214 号) 

Ⅱ「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) 

Ⅲ「環境省レッドリスト2017」(平成 29年 環境省) 

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 

Ⅳ「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010年 改訂版)－」 

(平成 22年 青森県)

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 

注 2： 選定基準の注釈は以下のとおり 

 ＊1 メダカ北日本集団としてBランクに指定されている。 

 ＊2 イトヨ降海型としてBランクに指定されている。 

 ＊3 選定基準Ⅲでは本州のトミヨ属淡水型として LP ランクに、選定基準Ⅳではトミヨ及びイバラ

トミヨとしてBランクにそれぞれ指定されている。 

 ＊4 カジカは現在、小卵型、中卵型、大卵型に分類されており、選定基準Ⅲでは小卵型及び中卵

型が EN ランクに、大卵型が NT ランクに、選定基準Ⅳでは小卵型及び中卵型が B ランクに、

大卵型がCランクそれぞれ指定されている。 

出典： 

 

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010年 改訂版)－」(平成22年 青森県) 

「川の生物図典」（平成9年 山海堂） 

「日本の淡水魚」（平成元年 山と渓谷社） 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ北方種 平野部の汚染のない小河川 VU B

ヤツメウナギ ヤツメウナギ カワヤツメ 幼生期は河川中下流の砂泥中 VU C

コイ コイ キンブナ 河川の中・下流、用水路、浅い池沼 VU D

コイ コイ タナゴ 湖、池沼、川の下流域等 EN A

コイ コイ マルタ 河口部の汽水域 D

コイ ドジョウ ドジョウ 水田、用水路等の泥底 DD

サケ サケ サクラマス（ヤマメ） 海洋に生息、河川に遡上し渓流で産卵 NT

ダツ メダカ キタノメダカ 流れの緩い小河川、水路（メダカ類） VU B＊1

トゲウオ トゲウオ ニホンイトヨ 流れの緩い小河川や湖沼 LP B＊2

トゲウオ トゲウオ トミヨ属淡水型 湧水や伏流水のある河川細流・池沼 LP ＊3 B

カサゴ カジカ カジカ（生態型不明） 河川の下流～山地の渓流 EN・NT＊4 B･C＊4

カサゴ カジカ カンキョウカジカ 河川の下流～上流 LP C

スズキ ハゼ シロウオ 海域～河口 VU C

スズキ ハゼ ジュズカケハゼ 河川下流部や平野部の溜池 NT

スズキ ハゼ チチブ 内湾、河口の汽水域・純淡水域 D

7目 8科 15種 － 0種 0種 13種 12種

主な生態特性等
重要種選定基準

魚類

区分 目名 科名 種名
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

原始紐舌 タニシ オオタニシ 水田、池沼、潟、用水路等 NT

盤足 ワカウラツボ カワグチツボ 内湾汽水域の泥干潟 NT

イシガイ イシガイ カラスガイ 河川、沼等の泥の中 NT

マルスダレガイ シジミ ヤマトシジミ 河口や潟湖等の汽水域 NT

オオノガイ ヌマコダキガイ ヌマコダキガイ 汽水域～淡水域の泥底 CR+EN

エビ アメリカザリガニ ザリガニ ゆるい流れの河川や水路等 VU B

サワガニ サワガニ 上流域河川の砂礫や小石底 C

ムツハアリアケガニ アリアケモドキ 河口干潟～汽水域 D

6目 8科 8種 － 0種 0種 6種 3種

主な生息環境
重要種選定基準

底
生

動
物

区分 目名 科名 種名

表 5-3-2(6) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（底生動物） 

注： 重要種の選定基準は以下のとおり 

Ⅰ「文化財保護法」(昭和25年 法律第214 号) 

Ⅱ「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) 

Ⅲ「環境省レッドリスト2017」(平成 29年 環境省) 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 VU：絶滅危惧Ⅱ類 NT：準絶滅危惧 

Ⅳ「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010年 改訂版)－」(平成22年 青森県)

B：重要希少野生生物 C：希少野生生物 D：要調査野生生物 

出典： 「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年改訂版)－」(平成22年 青森県) 

「レッドデータブック2014-日本の絶滅のおそれのある野生生物-6 貝類」（平成27年 環境省） 

「川の生物図典」（平成9年 山海堂） 

 

 

 

2） 注目すべき生息地 

文献調査の結果、事業実施想定区域及びその周辺地域には、表 5-3-3 及び図 5-3-2

に示すとおり、県の天然記念物に指定された「横浜町のゲンジボタルおよびその生息地」

がある。指定地は 3箇所に分かれており、そのうち上田ノ沢地区が事業実施想定区域か

ら西側約0.6kmに位置し最寄となる。 

 

表 5-3-3 注目すべき生息地 

注目すべき生息地 選定理由 
図対応

番号 
所在地 

青森県 

天然記念物 

横浜町のゲンジボタ

ルおよびその生息地 
ゲンジボタル生息の北限地 

① 横浜町字上田ノ沢 

② 横浜町字吹越 

(図外) 横浜町字長下 

出典：青森県ホームページ「国・県指定文化財一覧」（閲覧日：2017年 10月） 

横浜町ホームページ「横浜町の文化財紹介」（閲覧日：2017年 10月） 
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図 5-3-2 注目すべき生息地等の位置 
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3） 専門家等へのヒアリング 

既存資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒアリングを

実施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周辺に生息する種、調査時の留意点等

について、表 5-3-4(1)～(4)に示す情報が得られた。 

 

表 5-3-4(1) 専門家等へのヒアリング結果 

名 前 所 属 ヒアリング実施日 

B氏 
大学名誉教授 

（鳥類、動物全般） 
平成 29年 8月 23日（水） 

専門分野 内容 事業者の対応 

鳥類、 

動物全般 

①当該地域の動物生息情報（特に重要種） 
 ◆オオジシギが牧草地で繁殖する可能性があるので、分布確

認に注意すること。本種はノイバラ等のブッシュが残る放

牧牧野でよく営巣しており、農機が頻繁に入る刈取牧野に

は多くないと思われる。 

 ◆渡りの時期には、ヨシが生育する溜池をオオセッカが通過

するかもしれない。 

 ◆平地の水田では、マガン、ヒシクイ等のガン、カモ類、ハ

クチョウ類の渡り・越冬がみられており、小川原湖から陸

奥湾にかけての移動がある。今後現地調査を実施する際に

は、環境省で公開している渡りコース図等も参考にして移

動経路に留意すること。 

 ◆コクガンは、岸から 2km 以内の磯を採餌場としており、当

該区域においては特段の配慮は必要がないと思われる。 

 ◆ナガボノシロワレモコウが生育する湿地及びその近傍に

は、ゴマシジミが生息するかもしれない。 

 ◆港や河口部にはミサゴが採餌のため飛来する可能性があ

る。仮に、港や河口部を餌場としておりマツ林に営巣地が

ある場合、往復コース上に風力発電機があれば影響が出て

くる。風力発電機設置にあたっては、営巣地から 500ｍ以

上離すこと、主要な餌運搬コースへの配慮、人工巣誘導等

の措置が必要となる。 

 ◆当該区域にはマツ林が多く分布しており、オオタカが生息

していてもおかしくはない。 

 ◆カシワ群落には、キタアカシジミが生息するかもしれな

い。 

 

②事業計画にあたっての留意点 

 ◆風力発電機の配置は、既設の風力発電機及び送電線との位

置関係を考慮する必要がある。 

 ◆丘陵部の沢では、源頭部が改変されると下流部の魚類に影

響が及ぶので留意すること。 

 ◆ゲンジボタル生息地の上流部で改変を行う場合には、濁水

流出に留意すること。 

 

・左記のご意見に留

意 し て 、 今 後 、 調

査・予測・評価し、

必要な対策を検討

いたします。 
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表 5-3-4(2) 専門家等へのヒアリング結果 

専門分野 内容 事業者の対応 

鳥類、 

動物全般 

③アセスメントにあたっての留意点 

 ◆今後の意見聴取によっては、風況ポールに AnaBat を設置

したコウモリ類調査が必要となる可能性がある。 

 ◆ノスリについて、東北地方の事例によれば、風力発電機を

回避しているようだ。もしも今後の現地調査で渡りが多数

確認された場合、風力発電機が林立する当該区域では回避

スペースを調べる必要がある。 

 ◆下北半島の脊梁部にはブナ等の自然林が分布している。自

然林は原則として開発禁止であったが、最近環境省の方に

聞いたところによれば、例えば現地調査に基づき択伐等に

よる消失が確認された場合、必ずしも開発禁止という訳で

はない。 

◆風力発電機周辺では、養蜂業の動向に注意すること。欧米

の文献によれば、風力発電機の白色塗装から発せられる紫

外線にミツバチが誘引されて衝突する例が報告されてい

る。配慮事項としては、紫外線を発しない紫色に塗装する

対策がとられている。 

 ◆蛾類等の紫外線に誘引される昆虫は、白色塗装に誘引さ

れ、誘引された昆虫にはコウモリ類が誘引されることか

ら、紫外線を発しない紫色の塗装はコウモリ対策として有

効とする文献がある。その一方で、コウモリ類は紫外線を

認識できることから、紫外線を発する塗装が有効であると

する意見がある。 

 ◆昆虫類、コウモリ類に加えて、夜間に渡る鳥類の影響も考

慮した場合、紫外線を発しない紫色の塗装と赤色灯のイン

ターバル点灯を複合させるのが有効と思われる。 

④その他 

 ◆2017 年 11 月に、コウモリの会から向山先生の遺稿業績集

が発刊されるので、参考にしてはどうか。 

 ◆まもなく公開される NEDO の GPS 調査によれば、ノスリは

津軽海峡を渡る際、旋回上昇後に高度を下げながら渡って

おり、旋回上昇せずに低空を飛翔していく個体もいること

から、海峡を渡るのが苦手のように思われる。 

 ◆オオタカは種の保存法指定から外れることが予想される。

外れた場合は、人工巣での誘導を行う際の届出が不要とな

る。 

 ◆オオタカの他、ミサゴ、ノスリも人工巣で誘導できると思

われる。また、ノスリは止まり場を誘導する方法もある。

 

・左記のご意見に留

意 し て 、 今 後 、 調

査・予測・評価し、必

要な対策を検討い

たします。 
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表 5-3-4(3) 専門家等へのヒアリング結果 

 

  

名 前 所 属 ヒアリング実施日 

C氏 
大学教授 

（鳥類） 
平成 29年 7月 26日（水） 

専門分野 内容 事業者の対応 

鳥類 ①鳥類について 

 ◆事業実施想定区域の北に位置する山辺沢沼にカワウのコ

ロニーがある。このコロニーは本種が絶滅の危機に瀕し

た時代から継続している場所であり、周辺を飛翔するか

もしれないので留意すること。 

 ◆事業実施想定区域を横切る形の渡りがあることが近年の

調査で分かってきた。多くは高高度の通過で衝突リスク

は低いが、休息個体が飛来する場合は衝突リスクが高く

なると思われる。 

 ◆青森県には、オオセッカ、コジュリン、クイナ類等の草

原性の鳥類が多く、休耕田等の小規模な環境でも確認さ

れているので留意すること。 

・左記のご意見に留意

して、今後、調査・予

測・評価し、必要な

対策を検討いたしま

す。 

 

②魚類について 

 ◆既存資料にあるチチブは、青森県内では川内川等、一部

で確認されているのみである。古い文献ではヌマチチブ

とチチブが分類されておらず同種と扱っていることがあ

るので、備考記載とするのがよい。 

・左記のご指摘を踏ま

え、修正いたしまし

た。 

 

 ◆当該区域の河川にはエゾホトケの生息が確認されてい

る。本種は今のところ移入種扱いとなっているが、異論

もあり確定的ではない状況である。 

③その他 

 ◆事業実施想定区域はスギ植林等が広く分布し、自然性は

あまり高くないと思われるが、鳥類の調査等は十分に行

って、手をかけないですむところは外していただければ

と思う。 

 

・左記のご意見に留意

して、今後、調査・予

測・評価し、必要な

対策を検討いたしま

す。 
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5-3-2 予 測 

（1） 予測項目 

事業実施想定区域及びその周辺に生息する重要な種の分布及び注目すべき生息地とし

た。 

 

（2） 予測手法 

施設の存在及び施設の稼働が、重要な種及び注目すべき生息地に与える影響について、

既存資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態的特性等を基に、

重要な種の生息環境と事業実施想定区域との位置関係を整理した。それを踏まえ、直接

改変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。 

なお、事業実施想定区域内は主に樹林環境であり、一部に乾性草地、湿性草地、河

辺・砂丘環境及び開放水域が分布しているが、河川等の水辺環境の改変は行わない計画

である。 

 

（3） 予測地域 

予測地域は、「調査地域」(図 5-3-1参照)と同じ範囲とした。 

 

（4） 予測結果 

1） 重要な種の分布 

調査結果で示した重要な種の主な生息環境と事業実施想定区域との位置関係を整理し、

表 5-3-5(1)～(3)に示す。 

 

表 5-3-5(1) 重要な種の生息環境と事業実施想定区域との位置関係 

区分 重要な動物の種名 
重要な動物の生息環境と 

事業実施想定区域との位置関係 

哺乳類 

モモンガ、ムササビ、ヤマネ、ツキノワグ

マ、イイズナ、カモシカ 

（6種） 

主に平地から山地の森林に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 

鳥 類 

ヤマドリ、アオバト、ジュウイチ、ヨタカ、

ヤマシギ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオ

タカ、イヌワシ、クマタカ、オオコノハズ

ク、コノハズク、フクロウ、アオバズク、ト

ラフズク、アカショウビン、ブッポウソウ、

アリスイ、オオアカゲラ、チゴハヤブサ、ハ

ヤブサ、サンショウクイ、サンコウチョウ、

チゴモズ、アカモズ、ホシガラス、キバシ

リ、マミジロ、クロツグミ、コマドリ、カヤ

クグリ、イスカ、ノジコ、クロジ 

（35種） 

主に平地から山地の森林に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 

ウズラ、オオジシギ、チュウヒ、ハイイロチ

ュウヒ、ケアシノスリ、チョウゲンボウ、コ

チョウゲンボウ、シマアオジ 

（8種） 

主に草地、農耕地に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 
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表 5-3-5(2) 重要な種の生息環境と事業実施想定区域との位置関係 

区分 重要な動物の種名 
重要な動物の生息環境と 

事業実施想定区域との位置関係 

鳥 類 

ヒシクイ、マガン、カリガネ、ハクガン、オ

シドリ、オカヨシガモ、ヨシガモ、ハシビロ

ガモ、シマアジ、トモエガモ、カンムリカイ

ツブリ、コウノトリ、サンカノゴイ、ヨシゴ

イ、オオヨシゴイ、チュウサギ、ヘラサギ、

クロツラヘラサギ、クイナ、ヒメクイナ、ヒ

クイナ、バン、タゲリ、ケリ、イカルチド

リ、シロチドリ、セイタカシギ、アオシギ、

シベリアオオハシシギ、オグロシギ、ツルシ

ギ、アカアシシギ、カラフトアオアシシギ、

タカブシギ、オバシギ、コオバシギ、オジロ

トウネン、ヒバリシギ、ウズラシギ、サルハ

マシギ、ハマシギ、ヘラシギ、キリアイ、ツ

バメチドリ、コアジサシ、ミサゴ、オジロワ

シ、オオワシ、ヤマセミ、マキノセンニュ

ウ、オオセッカ、セッカ、セグロセキレイ、

コジュリン、オオジュリン 

（55種） 

主に河川、湖沼、干潟、湿地周辺に生息す

る。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在す

るものの、河川等の水辺環境の改変は行わな

い計画であることから、影響はない。 

コクガン、ツクシガモ、シノリガモ、ビロー

ドキンクロ、コオリガモ、コアホウドリ、シ

ロハラミズナギドリ、クロコシジロウミツバ

メ、ヒメクロウミツバメ、コシジロウミツバ

メ、ヒメウ、チシマウガラス、クロサギ、ミ

ヤコドリ、オオソリハシシギ、ダイシャクシ

ギ、ホウロクシギ、ソリハシシギ、ウミガラ

ス、ケイマフリ、マダラウミスズメ、ウミス

ズメ、カンムリウミスズメ、エトピリカ 

（24種） 

主に海域から海岸、河口干潟に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在し

ないことから、影響はない。 

両生類 

トウホクサンショウウオ、クロサンショウウ

オ 

（2種） 

主に山地の森林の林床に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 

アカハライモリ、トノサマガエル 

（2種） 

主に河川、水田、池沼等の水辺に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在す

るものの、河川等の水辺環境の改変は行わな

い計画であることから、影響はない。 

爬虫類 
ヒバカリ 

（1種） 

主に平地から低山地の森林に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 

昆虫類 

ミヤマカラスシジミ、キマダラモドキ、スジ

ボソヤマキチョウ、オナガミズアオ、シロホ

ソバ、シモキタメクラチビゴミムシ、ハンミ

ョウ、オオヨモギハムシ 

（8種） 

主に平地から山地の森林に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 

エゾエンマコオロギ、ベニモンマダラ本土亜

種、ホシチャバネセセリ、ギンイチモンジセ

セリ、オオチャバネセセリ、スジグロチャバ

ネセセリ、ゴマシジミ北海道・東北亜種、ヒ

メシジミ本州・九州亜種、ウラギンスジヒョ

ウモン、ヒョウモンチョウ東北以北亜種、ヒ

メシロチョウ、ヒメスズメ、ウスジロケンモ

ン、ダイコクコガネ 

（14種） 

主に平地から山地の草地に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在

し、その一部が改変されることから、生息環

境が変化する可能性がある。 
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表 5-3-5(3) 重要な種の生息環境と事業実施想定区域との位置関係 

区分 重要な動物の種名 
重要な動物の生息環境と 

事業実施想定区域との位置関係 

昆虫類 

コバネアオイトトンボ、キイトトンボ、ルリイ

トトンボ、モートンイトトンボ、カラカネイト

トンボ、ハグロトンボ、アオヤンマ、コシボソ

ヤンマ、オナガサナエ、ホンサナエ、ウチワヤ

ンマ、ヒメサナエ、メガネサナエ、コヤマトン

ボ、ショウジョウトンボ、ハラビロトンボ、ハ

ッチョウトンボ、マイコアカネ、ヒメアカネ、

ミズムシ、コオイムシ、ヤホシホソマダラ、ガ

マヨトウ、オソレヤマミズギワゴミムシ、ケシ

ゲンゴロウ、オオミズスマシ、ゲンジボタル 

（27種） 

主に河川、池沼、湿地周辺に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在する

ものの、河川等の水辺環境の改変は行わない計

画であることから、影響はない。 

エリザハンミョウ、エゾアカヤマアリ、ヤマト

スナハキバチ、ニッポンハナダカバチ 

（4種） 

主に河口部、砂浜、海岸周辺に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在しな

いことから、影響はない。 

魚 類 

スナヤツメ北方種、キンブナ、タナゴ、ドジョ

ウ、キタノメダカ、トミヨ属淡水型 

（6種） 

主に淡水域に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在する

ものの、河川等の水辺環境の改変は行わない計

画であることから、影響はない。 

サクラマス（ヤマメ）、ニホンイトヨ、カジカ

（生態型不明）、カンキョウカジカ 

（4種） 

主に淡水域（上流域を含む）又は海水域に生息

する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在する

ものの、河川等の水辺環境の改変は行わない計

画であることから、影響はない。 

カワヤツメ、マルタ、シロウオ、ジュズカケハ

ゼ、チチブ 

（5種） 

主に淡水域（中下流域）又は海水域に生息す

る。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在しな

いことから、影響はない。 

底生動物 

オオタニシ、カラスガイ、ザリガニ、サワガニ

（4種） 

主に河川、水田、池沼、用水路に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在する

ものの、河川等の水辺環境の改変は行わない計

画であることから、影響はない。 

カワグチツボ、ヤマトシジミ、ヌマコダキガ

イ、アリアケモドキ 

（4種） 

主に河口、汽水域に生息する。 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存在しな

いことから、影響はない。 

 

 

2） 注目すべき生息地 

文献調査の結果、事業実施想定区域及びその周辺地域には、県の天然記念物に指定さ

れた「横浜町のゲンジボタルおよびその生息地」がある。指定地は3箇所に分かれて位

置するが、いずれの指定地とも事業実施想定区域内に位置していないことから、直接改

変による生息環境の変化に伴う影響はない。なお、この他に集団繁殖地や集団ねぐら等

に代表される重要な動物の生息地も存在しないことから、直接改変による生息環境の変

化に伴う影響はない。 

なお、周辺地域には、日本の重要湿地 500（陸奥湾）及びラムサール条約湿地の潜在

候補地（陸奥湾南部）に含まれる範囲が存在するが、事業実施想定区域に位置しないこ

とから、改変による影響はないと予測する。また、事業実施想定区域から最も近接する

場所でも約 1.5km 離れていることから、直接改変による生息環境の変化に伴う影響はな

い。 
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5-3-3 評 価 

（1） 評価方法 

施設の存在及び施設の稼働が、重要な種及び注目すべき生息地に与える影響について、

直接改変による生息環境の変化に伴う影響の予測結果を基に評価した。 

 

（2） 評価結果 

主に森林、草地、農耕地に生息する重要な種については、直接改変による生息環境の

変化に伴う重大な影響の可能性がある。しかし、風力発電機の配置や基数等を検討する

ことで、重大な環境影響は回避、低減されるものと評価する｡ 

主に河川、湖沼、水田、湿地等、水辺周辺に生息する重要な種については、河川等の

水辺環境の改変は行わない計画であることから、重大な影響はないと評価する。 

主に海域、海岸、河口部周辺に生息する重要な種については、事業実施想定区域内に

主な生息環境が存在しないことから、重大な影響はないと評価する。 

また、注目すべき生息地については、県の天然記念物に指定された「横浜町のゲンジ

ボタルおよその生息地」があるが、事業実施想定区域内に位置していないことから、直

接改変に伴う生息地消失による重大な影響はないと評価する。 

集団繁殖地や集団ねぐらに代表される重要な動物の生息地は存在しない。また、ラム

サール条約湿地潜在候補地の「陸奥湾南部」が海岸部に隣接するが、「陸奥湾南部」は

事業実施想定区域から約 1.5km 離れていることから、直接改変による重大な影響はない

と評価する。 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

動物に係る基準・目標等は定められていない。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

配慮書では事業計画が検討中であり、調査も既存文献に基づくものであるため、予測

及び評価は簡易的なものとなっている。 

方法書以降の手続きにおいては、動物全般、鳥類等の専門家等へのヒアリングを適宜

行いながら現地調査を実施し、事業実施想定区域及びその周辺に生息する動物、渡り鳥

の移動経路等の状況を適切に把握する。 

また、工事中の直接改変や濁水による影響も考慮しながら調査・予測・評価を行い、

必要に応じて実行可能な範囲で環境保全措置の検討を行う。 

なお、調査・予測・評価等については、最新知見及び先行事例等を参考にしてその手

法を検討し、合わせて既設風車・計画風車※との複合的・累積的影響についても考慮す

る予定である。 

 

※他事業者の計画風車については、計画が確定しており他事業者の協力が得られた場合

に、複合的・累積的影響について考慮する予定である。 
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 植 物 

5-4-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺に生育する重要な種の分布及び重要な群落とした。 

 

（2） 調査手法 

調査は、既存文献収集により行った。 

調査手法を表 5-4-1に示す。 

 

表 5-4-1 調査手法 

調査項目 調査手法 

重要な種の分布 

既存文献の収集整理による生育分布状況の把握 

・「むつ市史 自然編」（平成元年 むつ市） 

・「東通村史 歴史編 II」（平成 11年 東通村） 

・「六ヶ所村史」(平成 9年 六ヶ所村) 

・「第 2回～第 6回 動植物分布調査報告書」（環境庁、環境省） 

・「下北丘陵の自然」（平成13年 青森県立郷土館） 

・「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年

改訂版)－」(平成 22年 青森県) 

重要な群落 

既存文献の収集整理による生育分布状況の把握 

・青森県教育委員会文化財保護課「国・県指定文化財一覧」 

（閲覧日：2017年 10月）

・横浜町教育委員会「横浜町の文化財紹介」 

（閲覧日：2017年 10月）

・「日本の重要な植物群落 東北版」（昭和55年 環境庁） 

・「日本の重要な植物群落Ⅱ 東北版 1」（昭和63年 環境庁） 

・「第 4回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林 

（北海道・東北版）」（平成3年 環境庁）

 

 

（3） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周辺として、図5-4-1に示す範囲とした。 
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図5-4-1  調査地域 
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（1） 調査結果 

1） 重要な種の分布 

事業実施想定区域の植生は、山地にヒノキアスナロ群落が広い面積を占め、丘陵地で

はカシワ群落、クロマツ植林及びアカマツ植林の比率が高くなる。また、台地部では畑

地雑草群落や牧草地等の耕作地が分布し、多くを畑地雑草群落が占める。 

既存文献調査の結果を表 5-4-2(1)、(2)に示す。事業実施想定区域及びその周辺の重

要な植物の分布状況はタチハコベ、ミクリ、エビネ等102種であった。 

 

表5-4-2(1) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（植物） 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ミズニラ ヒメミズニラ 湖沼や水田、水路等 NT C

ミズニラ ミズニラ 湖沼や水田、水路等 NT C

チャセンシダ イチョウシダ 石灰岩地の岩隙 NT B

チャセンシダ チャセンシダ 温帯から暖帯の岩の割れ目等 A

ウラボシ オオエゾデンダ 岩上等 EN B

サンショウモ サンショウモ 低地の池や水田等 VU B

タデ ヤナギヌカボ 自然度が高い水湿地 VU A
タデ ナガバノウナギツカミ 水際等の湿地 NT

タデ ノダイオウ 山野の水湿地、低山地の沢沿い VU C

ナデシコ タチハコベ 山地の沢沿い VU C

キンポウゲ オオレイジンソウ 深山の谷や沢等の湿気ある斜面 B

キンポウゲ フクジュソウ 日の差込む山地、丘陵地の林床や土手 B

キンポウゲ エゾノリュウキンカ 山地の湿地 B

キンポウゲ ハンショウヅル 林縁、明るい林内 B

キンポウゲ カザグルマ 林縁、原野、湿地や超塩基性岩石地 NT

キンポウゲ ヒメキンポウゲ 海岸近くの湿地 VU C

キンポウゲ オキナグサ 山地の日当たりのよい草原、河川の堤防等 VU A

キンポウゲ オオウマノアシガタ 湿地のある林下や草原 C

キンポウゲ チトセバイカモ 浅くて流れがある清流 EN A

キンポウゲ ノカラマツ 湿った場所 VU B

ウマノスズクサ ミチノクサイシン 山地の林床 VU C

ボタン ヤマシャクヤク 山地の林床 NT B

オトギリソウ エゾオトギリ 日当たりの良い岩場 VU C

ベンケイソウ ハコダテキリンソウ 岩石地 C

バラ カラフトダイコンソウ 山地の湿地のある林下 B

バラ ヒロハノカワラサイコ 日当たりのよい草地、川原、砂地 VU C

バラ ミチノクナシ 草原の縁、やや湿性の日当たりの良い縁 EN B

マメ イヌハギ 河川敷、日当たりよい草地や砂地 VU

フウロソウ チシマフウロ 高山の日当たりの良い草地や砂礫地 C

トウダイグサ ノウルシ 河川敷、湿地等 NT C

スミレ イソスミレ 海岸の砂地 VU C

ミソハギ ミズスギナ 池沼、水辺等 CR

ヒシ ヒメビシ 湖沼、溜池、水路等 VU

アリノトウグサ タチモ 低地の水中から湿地 NT C

イチヤクソウ オオウメガサソウ 海岸近くの低地から山地の林床 NT C

サクラソウ ユキワリソウ 岩場 B

ミツガシワ ヒメシロアサザ 湖沼、ため池、水田等 VU

ミツガシワ ガガブタ 湖沼、ため池等 NT

ミツガシワ アサザ 湖沼、ため池等 NT B

キョウチクトウ チョウジソウ 低地、河岸、草地 NT B

ガガイモ スズサイコ 日当たりのよい草地 NT B

シソ ムシャリンドウ 日当たりのよい原野 VU A

シソ ヤマジソ 山地の日当たりのよい草原や裸地 NT B

シソ エゾナミキソウ 海岸の砂地、湿った草地等 VU A

ゴマノハグサ ゴマノハグサ 低地、草地 VU

ゴマノハグサ イヌノフグリ 路傍、畑の畦道等 VU

ハマウツボ ハマウツボ 海岸、河原の砂地、岩礁海岸等の風衝草原 VU

タヌキモ タヌキモ 池沼、ため池等 NT B

タヌキモ ヒメタヌキモ 湿原中の泥のある浅い池等 NT B

キキョウ モイワシャジン 山地から高山の岩場 A

キキョウ キキョウ 日当たりのよい山野 VU B

種子植物門

 被子植物亜門

  双子葉植物綱

   合弁花亜綱

重要種選定基準
科名 和名 主な生育環境等

シダ植物門

種子植物門

 被子植物亜門

  双子葉植物綱

   離弁花亜綱

分類
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表5-4-2(2) 事業実施想定区域及びその周辺の重要種一覧（植物） 

 

注：重要種選定基準は以下のとおり 

Ⅰ「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号） 

Ⅱ「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） 

Ⅲ「環境省レッドリスト2017」(平成 29 年 9月 15日公表 環境省) 

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 

Ⅳ「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010年改訂版)－」(平成22 年 青森県) 

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 

出典：「日本の野生植物 シダ」（平成4年 平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ、Ⅱ」（昭和62年 平凡社）、 

「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56 年 平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ、Ⅱ」（平成元年 平凡社） 

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック(2010 年改訂版)－」(平成22年 青森県) 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
キク アキノハハコグサ 日当たりのよい山野、やや乾いた草地等 EN A

キク クモマニガナ 亜高山帯から高山帯 B

キク ミヤマキタアザミ 亜高山～高山の日当たりの良い場所 VU

キク ヒメヒゴタイ 日当たりの良い山地草地 VU A

キク オナモミ 道端等 VU

オモダカ アギナシ 水田、湖岸、沼沢地等 NT B

トチカガミ スブタ 水田、ため池、浅い水路等 VU
トチカガミ トチカガミ 池、沼、河川、用水路等 NT A

トチカガミ ミズオオバコ 水田、溝等の水中 VU

ホロムイソウ シバナ 河口や干潟の塩分を含む湿地 NT

ホロムイソウ オオシバナ 海岸の泥質の湿地 NT C

ホロムイソウ ホソバノシバナ 淡水系の湿地に生育 VU A

ヒルムシロ ホソバヒルムシロ 湖沼、水路等 VU

ヒルムシロ イトモ 池沼、ため池、小川等 NT B

ヒルムシロ コバノヒルムシロ 溜池や水路等 VU B

ヒルムシロ ササエビモ 冷涼地の湖沼や河川 VU A

ヒルムシロ ツツイトモ 湖沼、ため池、水路等 VU A

ヒルムシロ リュウノヒゲモ 河口等の淡水と海水の混ざる汽水域 NT B

ヒルムシロ カワツルモ 淡水と海水の混ざる汽水域の塩性湿地等 NT A

ヒルムシロ イトクズモ 海岸沿いの湖沼、塩湿地や干拓地 VU B

アマモ タチアマモ 浅海底の砂泥 VU D

アマモ コアマモ 沿岸の砂泥質の浅海や汽水湖等 B

イバラモ トリゲモ ため池、湖沼等 VU

イバラモ オオトリゲモ 湖沼、ため池等 D

イバラモ ヒメイバラモ 湖沼、ため池等 CR

ユリ ヒロハノアマナ 草地や疎林の下 VU

ユリ ホソバノアマナ 山地の草原、渓畔 B

ミズアオイ ミズアオイ 水田、沼等 NT C

アヤメ カキツバタ 池沼・水路、湿原等の水湿地 NT B

イグサ セキショウイ 日当たりの良い砂質の湿地 VU C

ホシクサ クロイヌノヒゲ 池や草があまり茂らない湿地周辺 NT

イネ オオトボシガラ 山地の谷間の林内 A

サトイモ ヒメカイウ 山地、水湿原 NT B

ミクリ ミクリ 湖沼、河川、水路等 NT C

ミクリ タマミクリ 山地帯から亜高山帯の沼地や湿地 NT B

ミクリ ナガエミクリ 沼畔、池溝 NT C

ミクリ ヒメミクリ 山地、湿原 VU B

カヤツリグサ エゾサワスゲ 湿地 NT C

カヤツリグサ スジヌマハリイ 湖畔等の砂質の淡水湿地 VU A

ラン エビネ 丘陵や山地の湿潤な落葉樹林下 NT B

ラン サルメンエビネ 低地～山地の薄暗い林内 VU A

ラン ホテイラン 亜高山の針葉樹林下 EN

ラン ユウシュンラン 林緑、杉植林地内 VU B

ラン キンラン 低山から里山の林床 VU B

ラン クマガイソウ 山地の林床 VU B

ラン ハマカキラン 海岸のクロマツ林下 VU B

ラン サギソウ 低地の湿地 NT

ラン ミズトンボ 日当たりの良い湿地 VU B

ラン クシロチドリ 石灰岩地のやや湿地の草地 CR A

ラン サカネラン 腐葉土がよく積もっている所 VU A

ラン トキソウ 山地、湿原 NT B

－ 46科 102種 － 0種 0種 86種 80種

種子植物門

 被子植物亜門

  単子葉植物綱

種子植物門

 被子植物亜門
  双子葉植物綱

   合弁花亜綱

主な生育環境等
重要種選定基準

和名分類 科名
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2） 重要な群落 

事業実施想定区域及びその周辺に生育する重要な植物（天然記念物）を表 5-4-3 に、

重要な植物群落を表 5-4-4 に、巨樹・巨木林を表 5-4-5 に示す。また、それらの位置を

図5-4-2に示す。 

事業実施想定区域及びその周辺の2箇所に重要な植物（天然記念物）がある。また、

重要な植物群落が 1箇所あり、それらのうち「横浜町向平のヨシ湿原」は、事業実施想

定区域の西側約 1.1km に分布する。また、巨樹・巨木林は 2か所あり、ともに横浜町の

天然記念物として指定されており、事業実施想定区域の西側約 1.6～1.7km に位置して

いる。 

 

表5-4-3 事業実施想定区域及びその周辺に生育する重要な植物（天然記念物） 

図対応

番号 
重要な植物 選定理由 所在 指定年月日 

a 
桧木在八幡神社 

海浜植生自然林 
横浜町天然記念物 横浜町字茅平 昭和 60年 3月 20日 

b 
神明宮跡地 

大ケヤキ 
横浜町天然記念物 横浜町字寺下 昭和 61年 8月 29日 

注：表中の記号は図5-4-2の記号に対応する。 

出典：「国・県指定文化財一覧」青森県ホームページ（閲覧日：2017年 10月） 

「横浜町の文化財紹介」横浜町ホームページ（閲覧日：2017年 10月） 

 

表5-4-4 事業実施想定区域及びその周辺に生育する重要な植物群落 

図対応

番号 

特定植物 

群落 
概  要 

① 
横浜町向平

のヨシ湿原 

上北郡横浜町向平部落の南側を流れる牛の沢川の両端はヨシを主

とした低湿地となっている。 

群落高は2～2.5ｍで植被率は70％で林床にはカサスゲが優占し、

群落内の侵入は困難である。この他ドクセリ、ミゾソバ、ヌマガヤ

がみられる。 

このヨシ湿原の一部に水田が作られ、次第に面積が減少しつつあ

る。 

面積：13 ha 

相観植生：雪田植生 

選定基準：D 

注 1：表中の番号は図5-4-2の番号に対応する。 

注 2：選定基準 

D：砂丘・断崖地・塩沼池・湖沼・河川・高山・石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または

個体群で、その群落の特徴が典型的なもの 

出典：「日本の重要な植物群落 東北版」（昭和55年 環境庁） 

「日本の重要な植物群落Ⅱ 東北版1」（昭和63年 環境庁） 

 

表5-4-5 事業実施想定区域及びその周辺に生育する巨樹・巨木林 

図対応

番号 
所在地 樹種 区分 推定樹齢 幹周 樹高 

イ 横浜町字茅平 
ケヤキ 単木 300年以上 422㎝ 25m 

カシワ 単木 300年以上 330㎝ 23m 

ロ 横浜町字寺下 ケヤキ 単木 300年以上 300㎝ 15m 

注：表中の記号は図5-4-2の記号に対応する。 

出典：「第4回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林（北海道・東北版）」（平成3年 環境庁） 
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図5-4-2 重要な群落等 
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5-4-2 予 測 

（1） 予測項目 

事業実施想定区域及びその周辺に生育する重要な種の分布及び重要な群落とした。 

 

（2） 予測手法 

地形の改変及び施設の存在が重要な種及び重要な群落に与える影響について、既存資

料調査結果における、各種の生態的特性等を基に、重要な種の生育環境と事業実施想定

区域との位置関係を整理した。それを踏まえ、直接改変による生育環境の変化に伴う影

響について予測した。 

なお、事業実施想定区域内は主に樹林環境であり、一部に乾性草地及び湿性草地環境

が分布しているが、河川等の水辺環境の改変は行わない計画である。 

 

（3） 予測地域 

予測地域は、「調査地域」（図5-4-1参照）と同じ範囲とした。 

 

（4） 予測結果 

1） 重要な種の分布 

調査結果で示した重要な種の主な生育環境と事業実施想定区域との位置関係を整理し、

表5-4-6(1)、(2)に示す。 

 

表5-4-6(1) 重要な種の生育環境と事業実施想定区域との位置関係 

重要な植物種名 
重要な植物の生育環境と 

事業実施想定区域との位置関係 

タチハコベ、オオレイジンソウ、フクジュソウ、エ

ゾノリュウキンカ、ハンショウヅル、カザグルマ、

オオウマノアシガタ、ノカラマツ、ミチノクサイシ

ン、ヤマシャクヤク、カラフトダイコンソウ、ミチ

ノクナシ、オオウメガサソウ、キキョウ、クモマニ

ガナ、ミヤマキタアザミ、ヒメヒゴタイ、ヒロハノ

アマナ、ホソバノアマナ、オオトボシガラ、エビ

ネ、サルメンエビネ、ホテイラン、ユウシュンラ

ン、キンラン、クマガイソウ、サカネラン 

（27種） 

主に低山から山地に生育する。 

事業実施想定区域内に主な生育環境

が存在し、その一部が改変されるこ

とから、生育環境が変化する可能性

がある。 

オキナグサ、ヒロハノカワラサイコ、イヌハギ、チ

シマフウロ、スズサイコ、ムシャリンドウ、ヤマジ

ソ、ゴマノハグサ、イヌノフグリ、アキノハハコグ

サ、オナモミ 

（11種） 

主に日当たりの良い草地等に生育す

る。 

事業実施想定区域内に主な生育環境

が存在し、その一部が改変されるこ

とから、生育環境が変化する可能性

がある。 

イチョウシダ、チャセンシダ、オオエゾデンダ、エ

ゾオトギリ、ハコダテキリンソウ、ユキワリソウ、

モイワシャジン 

（7種） 

主に岩石地、岩場等に生育する。 

事業実施想定区域内に主な生育環境

が存在し、その一部が改変されるこ

とから、生育環境が変化する可能性

がある。 
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表5-4-6(2) 重要な種の生育環境と事業実施想定区域との位置関係 

重要な植物種名 
重要な植物の生育環境と 

事業実施想定区域との位置関係 

ヒメミズニラ、ミズニラ、サンショウモ、ヤナギヌ

カボ、ナガバノウナギツカミ、ノダイオウ、チトセ

バイカモ、ノウルシ、ミズスギナ、ヒメビシ、タチ

モ、ヒメシロアサザ、ガガブタ、アサザ、チョウジ

ソウ、タヌキモ、ヒメタヌキモ、アギナシ、スブ

タ、トチカガミ、ミズオオバコ、ホソバノシバナ、

ホソバヒルムシロ、イトモ、コバノヒルムシロ、サ

サエビモ、ツツイトモ、トリゲモ、オオトリゲモ、

ヒメイバラモ、ミズアオイ、カキツバタ、セキショ

ウイ、クロイヌノヒゲ、ヒメカイウ、ミクリ、タマ

ミクリ、ナガエミクリ、ヒメミクリ、エゾサワス

ゲ、スジヌマハリイ、サギソウ、ミズトンボ、クシ

ロチドリ、トキソウ 

（45種） 

主に池沼や水田等の湿地に生育する。

事業実施想定区域内に主な生育環境が

存在するものの、湿地等の水辺環境の

改変は行わない計画であることから、

影響はない。 

ヒメキンポウゲ、イソスミレ、エゾナミキソウ、ハ

マウツボ、シバナ、オオシバナ、リュウノヒゲモ、

カワツルモ、イトクズモ、ハマカキラン 

（10種） 

主に海岸に生育する。 

事業実施想定区域内に主な生育環境が

存在しないことから、影響はない。 

タチアマモ、コアマモ 

（2種） 

主に海域に生育する。 

事業実施想定区域内に主な生育環境が

存在しないことから、影響はない。 

 

 

2） 重要な群落 

事業実施想定区域外の西側に特定植物群落である「横浜町向平のヨシ湿原」が分布す

るが、事業実施想定区域から約1.1km離れているため、直接改変による影響はない。 
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5-4-3 評 価 

（1） 評価方法 

地形の改変及び施設の存在が、重要な種及び注目すべき生育地に与える影響について、

直接改変による生育環境の変化に伴う影響の予測結果を基に評価した。 

 

（2） 評価結果 

主に低山から山地に生育する重要な種、日当たりの良い草地等に生育する重要な種、

岩石地、岩場等に生育する重要な種については、直接改変による生育環境の変化に伴う

影響が生じる可能性がある。しかし、風力発電機の配置や基数等を検討することで、重

大な環境影響は回避、低減されるものと評価する｡ 

主に池沼や水田等の湿地に生育する重要な種については、湿地等の水辺環境の改変は

行わない計画であることから、重大な影響はないと評価する。 

主に海岸に生育する重要な種、及び海域に生育する重要な種については、事業実施想

定区域内に主な生育環境が存在しないことから、重大な影響はないと評価する。 

また、重要な群落のうち、特定植物群落は事業実施想定区域外に分布しているため、

重大な環境影響はないと評価する。さらに、植生自然度が 8以上の群落については、事

業実施想定区域西側に一部含まれる範囲が存在するが、方法書以降の手続き等において

現況を把握し、適切な影響の程度の予測を行った上で、風力発電機の配置や基数等を検

討することにより、重大な環境影響は回避、低減されるものと評価する。 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

植物に係る基準・目標等は定められていない。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

主に低山から山地に生育する重要な種、日当たりの良い草地等に生育する重要な種、

岩石地、岩場等に生育する重要な種及び植生自然度 8以上の群落については、直接改変

による生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があることが判明した。 

今後、方法書以降の手続きでは、重要な種の生育環境及び重要な群落等に配慮して、

風力発電機の配置や基数等を検討するとともに、それらの環境影響を定量化し、必要に

応じて実行可能な範囲で環境保全措置の検討を行う。 
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 生態系 

5-5-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺の重要な自然環境のまとまりの場の分布状況とした。 

 

（2） 調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場の状況は、既存文献収集により資料等を整理し、事業

実施想定区域との位置関係、事業実施想定区域の分布状況を把握した。 

なお、重要な自然環境のまとまりの場は、「計画段階配慮手続に係る技術ガイド(平成

25年 環境省)」に基づき、以下の地域を抽出した。 

①環境影響を受けやすい場 

②環境保全の観点から法令等により指定された場  

③法令等により指定されていないが地域により注目されている場 

 

（3） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周辺として、図5-5-1に示す範囲とした。 

 

（4） 調査結果 

重要な自然環境のまとまりの場は表 5-5-1 及び図 5-5-1 に示すとおり、事業実施想定

区域及びその周辺には、自然林、河辺・湿原・沼沢地植生、特定植物群落、保安林、鳥

獣保護区等が分布する。 

事業実施想定区域には、自然林のヒノキアスナロ群落、カシワ群落、ヤナギ低木群落、

ジュウモンジシダ－サワグルミ群集及び河辺・湿原・沼沢地のヨシクラスが含まれる。 

また、事業実施想定区域の近傍には、西側約 0.6km に県の天然記念物に指定された地

域の「横浜町のゲンジボタルおよびその生息地」があり、また南西側約 1.2km には特定

植物群落の「横浜町向平のヨシ湿原」が分布する。 
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表5-5-1 重要な自然環境のまとまりの場 

抽出の区分 重要な自然環境のまとまりの場の抽出結果 

環境影響

を受けや

すい場 

・ 自然林、湿原、湧水、藻場、干潟、

サンゴ群集、自然海岸等の人為的な

改変をほとんど受けていない自然環

境又は野生生物の重要な生息・生育

の場 

・ 運河、内湾等の閉鎖性水域 等 

・ 自然林：10群落 

（ササ－ダケカンバ群落、チシマザサ－ブナ

群団、エゾイタヤ－シナノキ群落、ヒノキア

スナロ群落、クロベ－キタゴヨウ群落、ジュ

ウモンジシダ－サワグルミ群集、ヤナギ低木

群落、ハンノキ－ヤチダモ群集、ヤマハンノ

キ群落、カシワ群落） 

・ 河辺・湿原・沼沢地：1群落 

（ヨシクラス） 

・ 砂丘植生：2群落 

（ハマニンニク－コウボウムギ群落、ハマナ

ス群落） 

・ 生物多様性の観点から重要度の高い湿地 

（陸奥湾）

・生物多様性の観点から重要度の高い海域 

（陸奥湾沿岸）

・ 特定植物群落 

① 横浜町向平のヨシ湿原 

環境保全

の観点か

ら法令等

により指

定された

場 

・ 文化財保護法に基づき指定された天

然保護区域 

・ 自然公園（国立公園、国定公園及び

都道府県立自然公園）の区域 

・ 原生自然環境保全地域、自然環境保

全地域 

・ 緑地保全地区（都市緑地法） 

・ 鳥獣保護区、ラムサール条約に基づ

く登録簿に掲載された湿地 

・ 保安林等の地域において重要な機能

を有する自然環境 等 

・ 県、町の天然記念物 

イ：桧木在八幡神社海浜植生自然林 

ロ：横浜町のゲンジボタルおよび 

その生息地 

ハ：神明宮跡地大ケヤキ 

・ 保安林 

・ 鳥獣保護区 

A：有畑 

法令等に

より指定

されてい

ないが地

域により

注目され

ている場 

・ 里地里山（二次林、人工林、農地、

ため池、草原等）並びに河川沿いの

氾濫原の湿地帯及び河畔林等のう

ち、減少又は劣化しつつある自然環

境 

･ 都市に残存する樹林地及び緑地（斜

面林、社寺林、屋敷林等）並びに水

辺地等のうち、地域を特徴づける重

要な自然環境 

･ 地域で認められている魚類の産卵場

等である浅海域等 

・ 巨樹・巨木林 

Ⅰ：横浜町字茅平のケヤキ、カシワ 

Ⅱ：横浜町字寺下のケヤキ 

注：表中の記号及び番号は図5-5-1の記号及び番号に対応する。 
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図5-5-1 事業実施想定区域周辺の重要な自然環境のまとまりの場の位置 
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5-5-2 予 測 

（1） 予測項目 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域との位置関係とした。 

 

（2） 予測手法 

現時点では風力発電機の配置は未定であるため、重要な自然環境のまとまりの場と事

業実施想定区域との位置関係を整理した。 

 

（3） 予測地域 

予測地域は、「事業実施想定区域」とした。 

 

（4） 予測結果 

予測結果を表5-5-2及び図 5-5-2(1)、(2)に示す。 

事業実施想定区域には、自然林、河辺・湿原・沼沢地植生があり、その面積は全体の

17.79％となっている。また、保安林の面積は全体の 8.5％、鳥獣保護区の面積は全体

の7.32％となっている。 

なお、法令等により指定されていないが地域により注目されている場は、事業実施想

定区域には存在しない。 
 

表5-5-2 事業実施想定区域内の重要な自然環境のまとまりの場 

区分 
事業実施想定区域内の 

重要な自然環境のまとまりの場 
位置と面積注） 

環境影響を 

受けやすい場 

･自然林 

（エゾイタヤ－シナノキ群落） 

事業実施想定区域の北部 

面積：8.46ha（0.17％） 

（ヒノキアスナロ群落） 
事業実施想定区域の東部山地 

面積：606.81ha（12.19％） 

（ジュウモンジシダ－サワグルミ群集） 
事業実施想定区域の東部山地 

面積：0.81ha（0.02％） 

（ヤナギ低木群落） 
事業実施想定区域の西部低地 

面積：48.76ha（0.98％） 

（ハンノキ－ヤチダモ群集） 
事業実施想定区域の西部低地 

面積：15.98ha（0.32％） 

（ヤマハンノキ群落） 
事業実施想定区域の北部及び南部 

面積：10.54ha（0.21％） 

（カシワ群落） 
事業実施想定区域の西部低地 

面積：186.93ha（3.75％） 

･河辺・湿原・沼沢地植生 

（ヨシクラス） 

事業実施想定区域の南部低地 

面積：7.58ha(0.15％) 

環境保全の観点から

法令等により 

指定された場  

保安林 
事業実施想定区域の北部山地 

面積：423.18ha（8.50％） 

鳥獣保護区 
事業実施想定区域の北部山地 

面積：364.50ha（7.32％） 

法令等により指定され

ていないが地域により

注目されている場 

なし － 

その他 重要な自然環境のまとまりの場以外 面積：3483.84ha（69.97％） 

事業実施想定区域 面積：4978.79ha（100.0％） 

注）自然林、保安林、鳥獣保護区の重なりを考慮した値。
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図5-5-2(1) 事業実施想定区域及びその近接に位置する重要な自然環境のまとまりの場 

備考：図の凡例は、次ページに掲載 
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図5-5-2(2) 事業実施想定区域及びその近接に位置する重要な自然環境のまとまりの場 
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5-5-3 評 価 

（1） 評価方法 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域との位置関係から評価した。 

 

（2） 評価結果 

事業実施想定区域には、重要な自然環境のまとまりの場として自然林、河辺・湿原・

沼沢地植生、保安林、及び、鳥獣保護区が分布する。また、事業実施想定区域の西側約

1.5km には、生物多様性の観点から重要度の高い湿地に選定されている陸奥湾が位置し

ており、事業実施想定区域の存在が渡りや越冬のために飛来するガン、カモ、ハクチョ

ウ類の飛翔ルートを分断する可能性がある。しかし、方法書以降の手続き等において現

況を把握し、適切な影響の程度の予測を行った上で、風力発電機の配置や基数等、必要

に応じて環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響は回避、低減されるもの

と評価する｡ 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

生態系に係る基準・目標等は定められていない。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

事業実施想定区域内に、重要な自然環境のまとまりの場が 30.03％程度含まれること

が判明した。また、生物多様性の観点から重要度の高い湿地に選定されている陸奥湾が

近隣に存在することにより、事業実施想定区域内に設置する風力発電機群が渡りや越冬

で飛来した鳥類の飛翔ルートを分断する可能性が判明した。 

今後、方法書以降の手続きでは、生態系への影響に配慮して、風力発電機の配置や基

数等を検討するとともに、それらの環境影響を定量化し、必要に応じて実行可能な範囲

で環境保全措置の検討を行う。 
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 景 観 

5-6-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺の景観資源の分布状況及び主要な眺望点の分布状況と

した。 

 

（2） 調査手法 

景観資源の分布状況及び主要な眺望点の分布状況は、以下に示す既存資料を収集、整

理し把握した。 

 

① 第 3回自然環境保全基礎調査 青森県自然環境情報図(平成元年 環境庁)  

② 第 3回自然環境保全基礎調査 日本の自然景観 東北版Ⅰ(平成元年 環境庁) 

③ 地域別景観特性ガイドプラン(平成 9年 青森県) 

④ ふるさと眺望点（むつ・下北地区）、（上十三地区）(平成 11年選定 青森県) 

⑤ 青森県、横浜町、むつ市、東通村、野辺地町、六ヶ所村観光ホームページ 

⑥ 道路地図等 

⑦ 観光情報サイトホームページ 

 

（1） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周辺として、景観資源は図 5-6-1 に示す範囲、主要な眺

望点は図 5-6-2に示す範囲とした。 
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（2） 調査結果 

1） 景観資源の分布状況 

事業実施想定区域及びその周辺の景観資源を表 5-6-1及び図 5-6-1に示す。 

事業実施想定区域及びその周辺の景観資源は、岩塊斜面・岩海、海成段丘、自然海岸

(砂浜・礫浜)及び砂丘が分布する。 

なお、事業実施想定区域内には、海成段丘の近川・横浜海岸段丘が西部を南北に分布

する。 

 

表 5-6-1 事業実施想定区域及びその周辺の景観資源 

自然景観 

資源名 
名 称 自然景観資源の概要 

岩塊斜面・岩海 
吹越烏帽子岳 

南斜面 

標高：400～440m、面積：0.5ha、 

地質：安山岩質集塊岩～安山岩塊 

海成段丘 

下北段丘 
標高：10～80m、延長：24.0km、段数3面、比高：60m 

最大120mとすると段数6面となる。 

近川・横浜海岸

段丘 
標高：10～100m、延長：39.0km、段数4段、比高：100m 

六ヶ所海岸段丘 標高：5～100m、延長：30.0km、段数4段、比高：60m 

自然海岸 

(砂浜・礫浜) 
陸奥横浜海岸 

標高：0～10m、延長：31.8km、幅：50～300m 

特記：陸奥湾に面し、浸食が激しい縦列砂丘を含む。 

砂丘 吹越砂丘 
標高：0～24m、8列縦列砂丘、延長：11.7km、 

比高：20m、風紋はなし 

出典：「第3回自然環境保全基礎調査 青森県自然環境情報図」(平成元年 環境庁) 

「第 3回自然環境保全基礎調査 日本の自然景観 東北版Ⅰ 青森県・岩手県」(平成元年 環境庁) 
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図 5-6-1 事業実施想定区域及びその周辺の景観資源 
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2） 主要な眺望点の分布状況 

事業実施想定区域及びその周辺の主要な眺望点を表 5-6-2(1)、(2)及び表 5-6-3 に、

主要な眺望点の位置を図 5-6-2に示す。 

事業実施想定区域及びその周辺の主要な眺望点は、「ふるさと眺望点」に選定された

公園や展望台の他、地元の観光情報等から不特定かつ多数の者が利用する場所を選定し

た。また、周辺地域で人が多く集まる場所として事業実施想定区域に隣接する地区につ

いても同様に抽出した。 

なお、事業実施想定区域内には主要な眺望点はない。 

 

表 5-6-2(1) 主要な眺望点と概要 

図対応 

番号 
眺望点 概  要 

① 
釜臥山展望台 

【「ふるさと眺望点」選定】 

標高 879ｍ、下北半島で一番高い釜臥山からの眺望は、

視界360度の大パノラマが広がる。山頂付近にあるお

しゃれな二階建ての展望台からは、エメラルド色に静

まる恐山の宇會利山湖をはじめ、陸奥湾のかなたに八

甲田連峰が連なり、晴れた日には尻屋の灯台や青い海

峡を隔てて、北海道の山並みも望むことができる。 

なお、釜臥山は、霊山「恐山」の八峰の一つとなって

いる。 

② 釜臥山スキー場 

下北半島の釜臥山に位置し、むつ湾を望む本州最北端

のスキー場。晴天時には八甲田連峰や尻屋崎、北海道

までが見渡せる。 

③ 北の防人大湊 海望館 
海抜 55ｍの高さから、歴史ある大湊の街並み、芦崎

湾、海上自衛隊艦艇を一望できる展望台。 

④ 浜奥内海水浴場 
むつ市内にある海水浴場の1つ。釜臥山等の下北半島

及び陸奥湾を望むことができる。 

⑤ 
東通村原子力発電所PR施設 

トントゥビレッジ 

東通原子力発電所PR施設となっており、360°の眺望

が得られる展望室があり、美しい海や緑の山に囲まれ

た大自然、発電所の外観もここから眺めることができ

る。 

⑥ ホタテ観音展望台 

国道 279号線沿い「トラベルプラザサンシャイン」に

ある「ホタテ観音」。陸奥湾を一望できる展望台があ

る。 

⑦ 
菜の花畑 

【「ふるさと眺望点」選定】 

春になると付近一帯が日本一の菜の花畑が一面まばゆい

ばかりの黄色に染まる。この菜の花畑の広がりと、青い

空、緑の草地が織り成すコントラストは牧歌的風景の一

語に尽きる。ここは5月に行われる「菜の花フェスティ

バル」のイベント会場になっており、多くの観光客が訪

れ賑わう。 

⑧ 
道の駅よこはま 

菜の花プラザ 

国道 279号沿いにある道の駅。陸奥湾に面し、国定公

園下北半島の玄関口に位置する。横浜町は菜の花の作

付け日本一を誇っており、毎年5月になると大勢の観

光客で賑わう。 
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表 5-6-2(2) 主要な眺望点と概要 

図対応 

番号 
眺望点 概  要 

⑨ 砂浜海岸海水浴場 

毎年 7月上旬から8月中旬にかけて海水浴場を開設して

おり、多くの家族連れで賑わう。沖合にある人工島のナ

タネ島からは陸奥湾やむつ市の釜臥山を眺めることがで

きる。 

⑩ 吹越烏帽子 

東北100名山にも選定されている、横浜町の登山スポット

であり、頂上からは西に陸奥湾、東に太平洋を望むことが

でき、5月の中旬ごろには黄色に染まる多くの菜の花畑を

望むことができる。 

⑪ よこはまホタル村 

ホタルを横浜町の豊かな自然環境のシンボルとしており、

ホタルの保護増殖や情報発信、啓蒙活動をを目的としてい

る。村内は緑豊かな敷地があり、ホタル観賞以外にも草木

の鑑賞や「田植え体験」などのイベントが開催される。 

⑫ 烏帽子平自然の家 

平成11年 3月に廃校となった旧南部小学校烏帽子平分校

校舎が登山者の休息場所、地域コミュニティの場として活

用されている。 

なお、本施設は4月から11月までの開設となっている。 

⑬ 六ヶ所原燃PRセンター 

館内の展望ホールには、地上20mから360°の大パノラマ

があり、原子燃料サイクル施設と太平洋が一望できるほ

か、周辺の風車や石油備蓄基地も見ることができる。 

⑭ 
むつ小川原 

国家石油備蓄基地 

施設内に高さ24mの展望室が設けられており、原油タン

ク、風力発電施設、原子燃料サイクル施設のおりなす壮大

な景色を見ることができる。国内でも珍しい風景が一望で

きるポイントとなっている。 

⑮ 
鷹架野鳥の里森林公園 

【「ふるさと眺望点」選定】

鷹架沼はミサゴ、サギ等の野鳥が多く生息し、沼に面した

鷹架野鳥の里森林公園はバードウォッチングの穴場として

知られている。 

ここからは、野鳥観察とともに鷹架沼から太平洋を望む景

観を楽しむことができる。 
注：表中の番号は図 5-6-2の番号に対応する。 

眺望点の名称は、出典に準拠した。 
出典：青森県ホームページ「ふるさと眺望点（むつ・下北地区）（上十三地区） 平成11年選定」 

青森県観光情報サイト アプティネット（閲覧日：2017年 10月） 
むつ市ホームページ（閲覧日：2017年 10月） 
横浜町ホームページ（閲覧日：2017年 10月） 
下北観光協会ホームページ 「ぐるりんしもきた」（閲覧日：2017年 10月） 
六ヶ所村ホームページ（閲覧日：2017年 10月） 
六ヶ所村次世代エネルギーパークホームページ（閲覧日：2017年 10月） 
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表 5-6-3 周辺地域で人が多く集まる場所と概要 

No. 眺望点 眺望点の概要 

a むつ市金谷地区 事業実施想定区域から北側に約14.4km離れた地区 

b むつ市奥内地区 事業実施想定区域から北側に約1.8km離れた地区 

c 横浜町中野沢地区 事業実施想定区域から北側に約0.7km離れた地区 

d 横浜町中野沢開拓地区 事業実施想定区域から北側に約0.5km離れた地区 

e 横浜町浜田地区 事業実施想定区域から北側に約0.9km離れた地区 

f 横浜町桧木地区 事業実施想定区域から北西側に約1.4km離れた地区 

g 横浜町向沢地区 事業実施想定区域から南側に約0.6km離れた地区 

h 横浜町百目木地区 事業実施想定区域から南西側に約1.5km離れた地区 

i 横浜町善知鳥地区 事業実施想定区域から南南西側に約3.5km離れた地区 

j 六ヶ所村第4ひばり平地区 事業実施想定区域から南側に約4.9km離れた地区 

k 六ヶ所村尾駮浜地区 事業実施想定区域から南東側に約10.0km離れた地区 

l 六ヶ所村弥栄平地区 事業実施想定区域から南側に約9.1km離れた地区 

m 六ヶ所村室ノ久保地区 事業実施想定区域から南側に約10.3km離れた地区 

注：眺望点とした地区名は、「2010年農林業センサス-農山村地域調査」に基づき整理した。 

出典：政府統計の総合窓口ホームページ「2010年農林業センサス-農山村地域調査」  

 

 



 

5-73(274) 

図 5-6-2 事業実施想定区域及びその周辺の主要な眺望点  
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5-6-2 予 測 

（1） 予測項目 

予測項目は、事業実施想定区域及びその周辺の景観資源と主要な眺望点について、仮

配置した風力発電機（45基）注との位置関係とした。 

 

注） 現時点では風力発電機の配置は未定であるため、図 5-6-2に示す事業実施想定区域の主要な尾

根部分に仮配置した。 

 

（2） 予測手法 

事業実施想定区域及びその周辺の景観資源の分布と主要な眺望点との位置関係を整理

し、主要な眺望点からの仮配置した風力発電機との垂直見込み角を整理した。 

なお、垂直見込み角は、図 5-6-3 に示すとおり、垂直見込み角度が最大になる角度

とし、風力発電機の高さは、現在候補となるメーカー仕様から、ハブ高さ及びブレード

半径の和が最高値となる組み合わせ（207.5m）を最高到達点とした。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-3 垂直見込み角の算出の考え方 

 

（3） 予測地域 

予測地域は「調査地域」（図 5-6-2参照）と同じ範囲とした。 

 

（4） 予測結果 

1） 景観資源と風力発電機との位置関係 

事業実施想定区域周辺には景観資源として岩塊斜面･岩海、海成段丘、自然海岸（砂

浜･礫浜）、砂丘が分布しており、事業実施想定区域には海成段丘の近川・横浜海岸段丘

が含まれる。 

 

2） 主要な眺望点と風力発電機との位置関係 

仮配置した風力発電機と主要な眺望点との位置関係及び垂直見込み角を表 5-6-4 に

示す。 

仮配置した風力発電機と眺望点との最大垂直見込み角が 3 度注１を超える眺望点は、

「菜の花畑」、「吹越烏帽子」、「横浜町中野沢地区」など 15 箇所であった。なお、最大

垂直見込み角が15～20度注2を超える眺望点はない。 
 

注 1 ：「景観対策ガイドライン（案）」（昭和 56 年 UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会)によると、垂直見

込角が 3 度で「比較的細部までよく見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。」とされている。 

注 2 ：「土木施設景観の計量心理的評価手法に関する研究」（昭和 51 年 小柳武和 土木学会年次学術講演

会講演概要集第 4 部）によると、垂直見込み角が 15～20 度を超えると、「建築物・工作物等の種類を問

わず圧迫感が生じる」とされている。 
  

最高到達点 
207.5m 

垂直見込み角 
＜---- 水平距離 ----＞ 
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表 5-6-4 主要な眺望点と仮配置した風力発電機との位置関係及び垂直見込み角 

№ 主要な眺望点 
仮配置した風力発電機（45基） 

平均距離(ｍ) 
（最長/最短） 

平均垂直見込み角(度)
（最小/最大） 

① 釜臥山展望台 
24,967 

(30,247/17,864) 
0.5 

(0.4/0.7) 

② 釜臥山スキー場 
23,150 

(28,410/16,166) 
0.5 

(0.4/0.7) 

③ 北の防人大湊 海望館 
21,819 

(27,014/15,026) 
0.5 

(0.4/0.8) 

④ 浜奥内海水浴場 
11,563 

(18,209/3,102) 
1.0 

(0.7/3.8) 

⑤ トントゥビレッジ 
12,747 

(19,315/6,300) 
0.9 

(0.6/1.9) 

⑥ ホタテ観音展望台 
5,831 

(9,661/2,449) 
2.0 

(1.2/4.9) 

⑦ 菜の花畑 
4,870 

(8,715/1,400) 
2.4 

(1.4/8.5) 

⑧ 菜の花プラザ 
5,687 

(12,015/2,721) 
2.1 

(1.0/4.4) 

⑨ 砂浜海岸海水浴場 
7,302 

(14,672/3,116) 
1.6 

(0.8/3.8) 

⑩ 吹越烏帽子 
7,778 

(16,910/1,733) 
1.5 

(0.7/6.9) 

⑪ よこはまホタル村 
9,911 

(18,596/3,399) 
1.2 

(0.6/3.5) 

⑫ 烏帽子平自然の家 
10,174 

(19,632/2,980) 
1.2 

(0.6/4.0) 

⑬ 六ヶ所原燃PRセンター 
14,205 

(23,504/7,860) 
0.8 

(0.5/1.5) 

⑭ むつ小川原国家石油備蓄基地 
14,944 

(24,408/7,704) 
0.8 

(0.5/1.5) 

⑮ 鷹架野鳥の里森林公園 
19,527 

(28,943/12,847) 
0.6 

(0.4/0.9) 

a むつ市金谷地区 
23,220 

(29,370/14,806) 
0.5 

(0.4/0.8) 

b むつ市奥内地区 
11,444 

(18,400/2,201) 
1.0 

(0.6/5.4) 

c 横浜町中野沢地区 
9,456 

(16,354/1,044) 
1.3 

(0.7/11.4) 

d 横浜町中野沢開拓地区 
7,232 

(13,611/1,944) 
1.6 

(0.9/6.1) 

e 横浜町浜田地区 
5,811 

(11,277/1,175) 
2.0 

(1.1/10.1) 

f 横浜町桧木地区 
5,750 

(9,702/3,197) 
2.1 

(1.2/3.7) 

g 横浜町向沢地区 
7,155 

(16,142/1,067) 
1.7 

(0.7/11.1) 

h 横浜町百目木地区 
8,795 

(17,225/2,999) 
1.4 

(0.7/4.0) 

i 横浜町善知鳥地区 
11,448 

(20,427/4,404) 
1.0 

(0.6/2.7) 

j 六ヶ所村第 4ひばり平地区 
12,479 

(21,917/5,203) 
1.0 

(0.5/2.3) 

k 六ヶ所村尾駮浜地区 
16,500 

(25,553/10,506) 
0.7 

(0.5/1.1) 

l 六ヶ所村弥栄平地区 
16,500 

(25,969/9,650) 
0.7 

(0.5/1.2) 

m 六ヶ所村室ノ久保地区 
17,826 

(27,322/10,677) 
0.7 

(0.4/1.1) 

注：網掛けした地区は、最大垂直見込み角が3.0を超える眺望点 
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5-6-3 評 価 

（1） 評価方法 

景観資源の直接改変の有無、風力発電機の視認可能性及び最大垂直見込み角から評価

した。 

 

（2） 評価結果 

事業実施想定区域には、「近川・横浜海岸段丘」が景観資源として選定されており、

景観に影響が生じる可能性がある。また、主要な眺望点と風力発電機との位置関係では、

最大垂直見込み角が 3度を超える眺望点が「菜の花畑」、「吹越烏帽子」、「横浜町中

野沢地区」など15箇所あり、景観に影響が生じる可能性がある。 

しかし、今後の現地調査で可視状況を把握した上で影響の度合いを評価し、風力発電

機の配置、基数、色彩等を検討することで、重大な環境影響は回避、低減されるものと

評価する｡ 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

青森県では平成 28 年 3 月に「第 5 次 青森県環境計画」を策定し、開発事業等にお

ける環境配慮指針を示している。従って、事業の実施にあたり「第5次 青森県環境計

画」に適合するように整合性を図っていく計画である。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意する事項 

事業実施想定区域には、「近川・横浜海岸段丘」が景観資源として選定されており、

景観に影響が生じる可能性がある。また、最大垂直見込み角が 3 度を超える眺望点が

15箇所あることが判明した。 

方法書以降の手続きにおいては、景観への影響に配慮して、風力発電機の配置や基数

等を検討するとともに、景観の専門家等へのヒアリングを適宜行いながら現地調査を実

施する。また、フォトモンタージュや視覚による予測・評価を行い、必要に応じて実行

可能な範囲で環境保全措置の検討を行う。 

なお、調査・予測・評価等については、最新知見及び先行事例等を参考にしてその手

法を検討し、合わせて既設風車・計画風車※との複合的・累積的影響についても考慮す

る予定である。 

 

※他事業者の計画風車については、計画が確定しており他事業者の協力が得られた場合

に、複合的・累積的影響について考慮する予定である。 
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 人と自然との触れ合いの活動の場 

5-7-1 調 査 

（1） 調査項目 

事業実施想定区域及びその周辺地域の人と自然との触れ合いの活動の場の状況及び主

要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用状況及び利用環境の状況とした。 

 

（2） 調査手法 

人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況は、表 5-7-1 に示す既存資料を収集、

整理し把握した。 

 

表 5-7-1 収集した文献 

① 青森県ホームページ 「ふるさと眺望点 (むつ・下北地区)、(上十三地区) 平成 11年選定」

② 下北観光協会ホームページ「ぐるりんしもきた」（閲覧日：2017年 10月） 

③ Web東奥「とうおう写真館・あおもり110山」（閲覧日：2017年 10月） 

 

（3） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周辺として、図 5-7-1に示す範囲とした。 

 

（4） 調査結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の概要を表 5-7-2 に示し、分布状況を図 5-

7-1に示す。 

事業実施想定区域及びその周辺には、「菜の花畑」、「自然苑」、「三保野公園」、「吹越

烏帽子登山道」等、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が13箇所ある。 

事業実施想定区域には、「⑦ 三保川沿いの遊歩道」及び「⑩ 吹越烏帽子岳登山道」

の一部が含まれている。 
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表 5-7-2 人と自然との触れ合いの活動の場の概要 

No. 名 称 概  要 

① 釜臥山スキー場 
下北半島の釜臥山に位置し、むつ湾を望む本州最北端のスキー場。晴

天時には八甲田連峰や尻屋崎、北海道までが見渡せる。 

② 浜奥内海水浴場 
むつ市内にある海水浴場の1つ。釜臥山等の下北半島及び陸奥湾を望

むことができる。 

③ 月山登山道 
古くから信仰を集めた山で、道々に多くの石祠が祀られている。山頂

直下からは、泊集落や太平洋を見渡すことができる。 

④ 菜の花畑 

春になると付近一帯が日本一の菜の花畑が一面まばゆいばかりの黄色

に染まる。この菜の花畑の広がりと、青い空、緑の草地が織り成すコ

ントラストは牧歌的風景の一語に尽きる。ここは5月に行われる「菜

の花フェスティバル」のイベント会場になっており、多くの観光客が

訪れ賑わう。 

⑤ 自然苑 
広大な敷地内には、体験農場、山菜園などがあり、自然に触れながら

農業を体験することができる。 

⑥ 三保野公園 

横浜町市街地を東西に流れる三保川を中心に整備した公園。遊水施設

があり、三保川で水遊びやスポーツも楽しめる。よこはま夏祭りでは

メイン会場となり、大勢の人が訪れる。 

⑦ 
三保川沿いの 

遊歩道 

三保川沿いにある遊歩道。三保野公園にもつながり、川沿いに散策で

きる。 

⑧ 砂浜海岸海水浴場 

毎年 7月上旬から8月中旬にかけて海水浴場のほか、コテージ、キャ

ンプ場も併設され、多くの家族連れで賑わう。沖合にある人工島のナ

タネ島からは陸奥湾やむつ市の釜臥山を眺めることができる。 

⑨ 吹越烏帽子岳 

東北 100名山にも選定されている、横浜町の登山スポットであり、頂

上からは西に陸奥湾、東に太平洋を望むことができ、5月の中旬ごろ

には黄色に染まる多くの菜の花畑を望むことができる。 

⑩ 吹越烏帽子登山道 
登山道が緩やかなため、気軽にハイキング気分で登山を楽しむことが

できる。陸奥湾、八甲田連峰、釜臥山などを望むことができる。 

⑪ よこはまホタル村 

ホタルを横浜町の豊かな自然環境のシンボルとしており、ホタルの保

護増殖や情報発信、啓蒙活動をを目的としている。村内は緑豊かな敷

地があり、ホタル観賞以外にも草木の鑑賞や「田植え体験」などのイ

ベントが開催される。 

⑫ 
六ヶ所村 

大石総合運動公園 

広い敷地内には、体育館、野球場、フィールドアスレチック等の設備

がある。また、公園内はジョギングや散歩にも心地よい緑に囲まれた

空間になっており、高台からはウインドパークの風車を望むことがで

きる。 

⑬ 
鷹架野鳥の里 

森林公園 

鷹架沼はミサゴ、サギ等の野鳥が多く生息し、沼に面した鷹架野鳥の里

森林公園はバードウォッチングの穴場として知られている。 

ここからは、野鳥観察とともに鷹架沼から太平洋を望む景観を楽しむこ

とができる。 

注： 

出典： 

 

表中の番号は 図 5-7-1に対応する。 

青森県ホームページ 「ふるさと眺望点（むつ・下北地区）、(上十三地区) 平成 11年選定」 

下北観光協会ホームページ「ぐるりんしもきた」（閲覧日：2017年 10月） 

Web東奥「とうおう写真館・あおもり110山」（閲覧日：2017年 10月） 
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図 5-7-1 調査範囲と主要な人と自然との触れ合いの活動の場の位置 
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5-7-2 予 測 

（1） 予測項目 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場と事業実施想定区域との位置関係とした。 

 

（2） 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域及び人と自然との触れ合いの活動の場との重ね合わせ

（オーバーレイ）により、環境影響の重大性の程度を把握する方法とした。 

 

（3） 予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域及びその周辺地域（図 5-7-1参照）とした。 

 

（4） 予測結果 

表 5-7-2 及び図 5-7-1 に示した主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、

「三保川沿いの遊歩道」は、事業実施想定区域西側の境界部付近に位置し、全長 2km 程

度のうち約 200m 程度が事業実施想定区域に含まれる。また、「吹越烏帽子登山道」は、

事業実施想定区域南東側の境界線付近に位置し、全長 4km 程度のうち約 400m 程度が事

業実施想定区域に含まれる。 

なお、三保川沿いの遊歩道は、三保野公園や菜の花プラザとも隣接しており、そのア

クセス道として役割も担っていることから、風力発電機の配置によってはアクセス道へ

の改変等の重大な影響が及ぶ可能性が予測される。 

 

 

5-7-3 評 価 

（1） 評価方法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場と事業実施想定区域との位置関係から評価し

た。 

 

（2） 評価結果 

事業実施想定区域に含まれる「三保川沿いの遊歩道」及び「吹越烏帽子登山道」は、

事業実施想定区域の境界部に位置することから、今後の現地調査等により主要な人と自

然との触れ合いの活動の場の利用状況を踏まえながら、風力発電機の配置や基数等を検

討することにより、重大な環境影響は回避、低減されるものと評価する。 

 

（3） 基準又は目標との整合性 

人と自然との触れ合いの活動の場についての環境基準等は定められていない。 

 

（4） 方法書以降の手続きにおいて留意すべき事項 

事業実施想定区域には、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が含まれることが判

明した。 

今後、方法書以降の手続きでは、人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況を踏ま

えながら、風力発電機の配置や基数等を検討するとともに、それらの環境影響を定量化

し、必要に応じて実行可能な範囲で環境保全措置の検討を行う。 
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