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第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 

 計画段階配慮事項の選定の結果 

  計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」とい

う。）については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定

並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響

評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定

するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10

年通商産業省令第 54 号）（以下「発電所アセス省令」という。）の別表第 5 に記載される

環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特性及び

地域特性を踏まえ、第 4.1-1 表のとおり計画段階配慮事項を選定した。 

工事中の項目については、工事用資機材の搬出入及び建設機械の稼動は船舶により海

上で実施される計画であるものの、現段階では工事計画の熟度が低いことから、工事の

実施による影響は対象としないこととした。 
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第 4.1-1 表 計画段階配慮事項の選定 

 

 

工事の実施 
土地又は工作
物の存在及び

供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物     

 

 
 

粉じん等     
 

 
 

騒音及び 

超低周波音 
騒音及び超低周波音     

 

○ 

振動 振動     
 

 
 

水環境 
水質 水の濁り     

 

 
 

底質 有害物質     
 

 
 

その他の

環境 

地形及び地

質 
重要な地形及び地質      

 

その他 風車の影     
 

○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき生息

地（海域に生息するものを除

く。） 

   ○ 

海域に生息する動物    ○ 

 
 

植物 

重要な種及び重要な群落（海

域に生育するものを除く。） 

     
 

海域に生育する植物    ○ 

 
 

生態系 地域を特徴づける生態系     

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

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 

     
 

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 
産業廃棄物     

 

 
 

残土    

    

一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量 放射線の量    

  

注：1.       は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 5 号に定める「風力発電所 別表第 5」に示す参考項

目であり、       は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 11」に示す放射性物質に係る参考項

目である。 

2.「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。  

影 響 要 因 の 区 分 

環 境 要 素 の 区 分 
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  計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、第 4.1-2 表のとおりで

ある。なお「4.1.1 計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実

施による影響を対象としないこととした。 

 

第 4.1-2 表 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大気 

環境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及

び超低

周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に

必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う騒音及び超

低周波音が影響を及ぼす可能性があることから、重大

な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

その他の

環境 

地形及

び地質 

重要な

地形及

び地質 

地形の改変及

び施設の存在 

× 事業実施想定区域には、「日本の地形レッドデータブッ

ク第 1 集、第 2 集」（日本の地形レッドデータブック作

成委員会、平成 12、14 年）や「文化財保護法」（昭和

25 年法律第 214 号）で選定された、学術上又は希少性

の観点から重要な地形及び地質が存在しないことか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選定し

ない。 

その他 風車の

影 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に

必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う風車の影が

影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響のお

それのある環境要素として選定する。 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地

（海域に生息す

るものを除く。） 

地形改変及び

施設の存在、

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域に陸域は含まれないが、鳥類に関し

ては事業実施想定区域上空を飛翔することにより影響

を及ぼす可能性があることから、重大な影響のおそれ

のある環境要素として選定する。 

海域に生息する

動物 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域において、海域に生息する動物に対

して影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響

のおそれのある環境要素として選定する。 

植物 重要な種及び重

要な群落（海域

に生育するもの

を除く。） 

地形改変及び

施設の存在 

× 事業実施想定区域に陸域は含まれず、重要な種及び重

要な群落が消失するおそれがないため、重大な影響の

おそれのある環境要素として選定しない。 

海域に生育する

植物 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域において、海域に生育する植物に対

して影響を及ぼす可能性があることから、重大な影響

のおそれのある環境要素として選定する。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

地形改変及び

施設の存在、

施設の稼働 

× 「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、

平成 29 年）によれば、海域の生態系については種の多

様性や種々の環境要素が複雑に関与し、未解明な部分

も多いとされていることから、重大な影響のおそれの

ある環境要素として選定しない。 

景観 主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、主要な眺望

点に対して、新たな施設の存在に伴う眺望景観の変化

が想定されることから、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定する。 

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 

地形改変及び

施設の存在 

× 事業実施想定区域に地域の主要な人と自然との触れ合

いの活動の場（野外レクリエーション地等）が存在せ

ず、人と自然との触れ合いの活動の場が消失するおそ

れがないため、重大な影響のおそれのある環境要素と

して選定しない。 

注：1.「○」は選定した項目を示す。 

2.「×」は選定しなかった項目を示す。 
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 調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は第 4.2-1 表、計画段階配

慮事項の評価方法の判断基準は第 4.2-2 表のとおりである。 

なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情

報もあることから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。 

 

第 4.2-1表(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大

気

環

境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及び 

超低周波音 

配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。ま
た、騒音に係る環境基準
の類型指定の状況等につ
いても調査した。 

風力発電機設置予定範囲
と配慮が特に必要な施設
等との位置関係（最短距
離）を整理し、風力発電
機設置予定範囲から
2.0km※1の範囲について
0.5km 間隔で配慮が特に
必要な施設等の戸数を整
理した。 

予測結果を基に、重大な
環境影響の回避又は低減
が将来的に可能であるか
を評価した。 

そ

の

他

の

環

境 

その他 風車の影 配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。 

風力発電機設置予定範囲
と配慮が特に必要な施設
等との位置関係（最短距
離）を整理し、風力発電
機設置予定範囲から
2.0km※2の範囲について
0.5km 間隔で配慮が特に
必要な施設等の戸数を整
理した。 

予測結果を基に、重大な
環境影響の回避又は低減
が将来的に可能であるか
を評価した。 

動  物 重要な種及び注目

すべき生息地 

（海域に生息する

ものを除く。） 

動物の生息状況につい

て、文献その他の資料及

び専門家等へのヒアリン

グにより調査した。 

文献その他の資料調査結

果及び専門家等へのヒア

リング結果から、各種の

生態特性等を基に、事業

実施想定区域内の各種の

生息環境の有無を整理し

た。 

予測結果を基に、地形改

変及び施設の存在並びに

施設の稼働が重要な種及

び注目すべき生息地に与

える影響を評価した。 

 

  

                                                        
※1 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）によると、国内

の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m ごと

に整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（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、平成 28 年）によると、住居等、風車騒音により人

の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環

境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の範囲内としている。」

と記載されている。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。 

※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、海外

のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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第 4.2-1表(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

動  物 海域に生息 

す る 動 物 

 

動物の生息状況につい

て、文献その他の資料

及び専門家等へのヒア

リングにより調査し

た。 

文献その他の資料調査結果

及び専門家等へのヒアリン

グ結果から、各種の生態特

性等を基に、事業実施想定

区域内の各種の生息環境の

有無を整理した。 

予測結果を基に、地形

改変及び施設の存在が

重要な種及び注目すべ

き生息地に与える影響

を評価した。 

植  物 海域に生育 

す る 植 物 

植物の分布状況につい

て、文献その他の資料

及び専門家等へのヒア

リングにより調査し

た。 

文献その他の資料調査結果

及び専門家等へのヒアリン

グ結果から、各種の生態特

性等を基に、事業実施想定

区域内の各種の生育環境の

有無を整理した。 

予測結果を基に、地形

改変及び施設の存在が

植物の重要な種に与え

る影響を評価した。 

景  観 主要な眺望点
及び景観資源
並びに主要な
眺 望 景 観 

主要な眺望点及び景観
資源の状況について、
文献その他の資料によ
り調査した。 

①主要な眺望点及び景観資
源への直接的な影響 

地形改変及び施設の存在に
伴う主要な眺望点及び景観
資源への影響について、事
業実施想定区域との位置関
係より直接改変の有無を予
測した。 
 
②主要な眺望点からの風力
発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲につい
て、メッシュ標高データを
用いた数値地形モデルによ
るコンピュータ解析を行
い、風力発電機が視認され
る可能性のある領域を可視
領域として予測した。 
 
③主要な眺望点からの風力
発電機の見えの大きさ 

各眺望点と風力発電機設置
予定範囲の最寄り地点まで
の最短距離を基に、風力発
電機の見えの大きさ（最大
垂直視野角）について予測
した。風力発電機の高さは
平均海面から 183.5m と
し、風力発電機が眺望点か
ら水平の位置に見えると仮
定した。なお、風力発電機
の手前に存在する樹木や建
物等の遮蔽物及び「②主要
な眺望点からの風力発電機
の視認可能性」の予測結果
（可視領域）は考慮しない
ものとした。 

予測結果を基に、重大
な環境影響の回避又は
低減が将来的に可能で
あるかを評価した。 
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第 4.2-2表 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

(配慮書段階) 

重大な影響が 

ない 
重大な影響の可能性がある 重大な影響がある 

大気 

環境 

騒音及び

超低周波

音 

風力発電機設

置予定範囲と

配慮が特に必

要な施設等と

の位置関係 

風力発電機設

置予定範囲の

周囲に配慮が

特に必要な施

設等が分布し

ない。 

風力発電機設置予定範囲の

周囲に配慮が特に必要な施

設等が分布するが、位置の

状況から、方法書以降の手

続きにおいて風力発電機の

配置や構造等を検討するこ

とにより影響の回避又は低

減が可能。 

風力発電機設置予定範囲の

周囲に配慮が特に必要な施

設等が分布し、位置の状況

から、方法書以降の手続き

における検討では影響の回

避又は低減が困難。 

その 

他の 

環境 

風車の影 風力発電機設

置予定範囲と

配慮が特に必

要な施設等と

の位置関係 

風力発電機設

置予定範囲の

周囲に配慮が

特に必要な施

設等が分布し

ない。 

風力発電機設置予定範囲の

周囲に配慮が特に必要な施

設等が分布するが、位置の

状況から、方法書以降の手

続きにおいて風力発電機の

配置や構造等を検討するこ

とにより影響の回避又は低

減が可能。 

風力発電機設置予定範囲の

周囲に配慮が特に必要な施

設等が分布し、位置の状況

から、方法書以降の手続き

における検討では影響の回

避又は低減が困難。 

動物 重要な種

及び注目

すべき生

息地（海

域に生息

するもの

を除

く。） 

重要な種等の

分布状況 

事業実施想定

区域の周囲に

重要な種等が

分布しない。 

事業実施想定区域の周囲に

重要な種等が分布する可能

性があるが、現地調査等に

より現況を把握し、また、

適切に影響の程度を予測

し、必要に応じて環境保全

措置を検討することにより

影響の回避又は低減が可

能。 

事業実施想定区域の周囲に

重要な種等が分布する可能

性があり、方法書以降の手

続きにおける検討では影響

の回避又は低減が困難。 

海域に生

息する動

物 

植物 海域に生

育する植

物 

景観 主要な眺

望点及び

景観資源

並びに主

要な眺望

景観 

①主要な眺望

点及び景観

資源の改変

の程度 

②主要な眺望

景観の変化

の程度 

①主要な眺望

点及び景観

資源は改変

されない。 

②主要な眺望

点から風力

発電機が視

認できな

い。もしく

は、視認で

きる場合に

あっても、

圧迫感を感

じるレベル

ではない。 

①事業実施想定区域に主要

な眺望点又は景観資源が

分布するが、方法書以降

の手続きにおいて風力発

電機の配置や構造等を検

討することにより影響の

回避又は低減が可能。 

②主要な眺望点から風力発

電機が視認できるが、主

要な眺望点と風力発電機

設置予定範囲との位置関

係から、方法書以降の手

続きにおいて風力発電機

の配置や構造等を検討す

ることにより影響の回避

又は低減が可能。 

①事業実施想定区域に主要

な眺望点又は景観資源が

分布し、方法書以降の手

続きにおける検討では影

響の回避又は低減が困

難。 

②主要な眺望点から風力発

電機が視認でき、主要な

眺望点と風力発電機との

位置関係から、方法書以

降の手続きにおける検討

では影響の回避又は低減

が困難。 
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 調査、予測及び評価の結果 

 騒音及び超低周波音 

1. 調 査 

(1) 調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係

る環境基準の類型指定の状況等についても調査した。 

 

(2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1 図の範囲）とした。 

 

(3) 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮

が特に必要な施設等を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における配慮が特に必要な施設等は第 4.3-1 表、位置

は第 4.3-1 図のとおりである。配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の周囲に分

布するが、事業実施想定区域内には存在しない。 

また、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に基づく地域

の類型があてはめられた区域はない。 

 

第 4.3-1 表(1) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設 

（学校） 

区 分 番号 施設名 所在地 

幼稚園 
1 横浜あさひ幼稚園 横浜町字林ノ後 21-6 

2 野辺地カトリック幼稚園 野辺地町字野辺地 318-1 

小学校 

3 横浜小学校 横浜町字林ノ後 32-1 

4 野辺地小学校 野辺地町字寺ノ沢 42-4 

5 若葉小学校 野辺地町字石神裏 16 

6 馬門小学校 野辺地町字家ノ上 6-6 

中学校 
7 横浜中学校 横浜町字上イタヤノ木 91-17 

8 野辺地中学校 野辺地町字浜掛 11-5 

「私立幼稚園一覧」「私立学校の一覧」、「小・中学校一覧」 

（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月）より作成 
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第 4.3-1 表(2) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設 

（医療機関） 

区 分 番号 名 称 所在地 

医療機関 

9 川上クリニック 野辺地町野辺地 150 番地 1 

10 戸館内科整形外科医院 野辺地町野辺地 261 番地 1 

11 のへじクリニック 野辺地町下小中野 18-8 

〔「あおもり医療情報ネットワーク」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月）より作成〕 

 

 

第 4.3-1 表(3) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設 

（福祉施設） 

区 分 番号 名 称 所在地 

保育所 

12 ちどり保育園 横浜町字三保野 4-1 

13 第二ちどり保育園 横浜町字上イタヤノ木 93-18 

14 たけのこ保育園 野辺地町字荒田ノ沢 1-2 

15 たけのこ保育園小中野分園 野辺地町字中小中野 9-46 

16 野辺地保育園 野辺地町字観音林前田 8-4 

17 ともいき保育園 野辺地町字寺ノ沢 38-4 

18 わかば保育園 野辺地町字田狭沢 3-4 

特別養護老人ホーム 
19 野辺地ホーム 野辺地町字白岩 40-1 

20 なのはな苑 横浜町字三保野 54 

有料老人ホーム 

21 よこはま 横浜町字上イタヤノ木 438-7 

22 和の家 野辺地町田狭沢 61-7 

23 近藤の杜 野辺地町野辺地 195-1 

24 ふる里 野辺地町字大月平 34-23 

25 ふる里 2 野辺地町字大月平 33-4 

「保育所（園）」（横浜町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育園一覧」（野辺地町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「青森県健康福祉関係施設名簿（平成 28 年 4 月 1 日現在）」（青森県健康福祉部、平成 28 年） 

「青森県内の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月）      より作成 
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第 4.3-1 図(1) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置  

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．図中の赤線（1～3）の範囲は、そ

れぞれ第 4.3-1 図(2)～(4)に対応す

る。 
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第 4.3-1 図(2) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置  

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．第 4.3-1 図(1)の 1 の範囲を示す。 
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第 4.3-1 図(3) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置  

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．第 4.3-1 図(1)の 2 の範囲を示す。 
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第 4.3-1 図(4) 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置 

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．第 4.3-1 図(1)の 3 の範囲を示す。 
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2. 予 測 

(1) 予測手法 

風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理

し、風力発電機設置予定範囲から 2.0km※の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な

施設等の戸数を整理した。 

 

(2) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は第 4.3-2 表及び第

4.3-2 図、事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、第 4.3-3

表のとおりである。 

 

第 4.3-2 表 風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係 

項目 住宅等 

住宅等以外 

学校 医療機関 福祉施設 

風力発電機設置予定範囲
からの最短距離 

約 0.5km 約 0.8km 約 1.1km 約 0.5km 

「私立幼稚園一覧」「私立学校の一覧」、「小・中学校一覧」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「あおもり医療情報ネットワーク」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育所（園）」（横浜町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育園一覧」（野辺地町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「青森県健康福祉関係施設名簿（平成 28 年 4 月 1 日現在）」（青森県健康福祉部、平成 28 年） 

「青森県内の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡横浜町」（株式会社ゼンリン、平成 27 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡野辺地町」（株式会社ゼンリン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県東津軽郡平内町」（株式会社ゼンリン、平成 27 年） 

より作成 

 

 

  

                                                        
※ 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）によると、国

内の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m

ごとに整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」

（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、平成 28 年）によると、住居等、風車騒

音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所

一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の

範囲内としている。」と記載されている。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。 
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第 4.3-3 表 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

風力発電機設置予定範囲 

からの距離 

（km） 

住宅等 

住宅等以外 

合計 

学校 医療機関 福祉施設 

0～0.5 0 0 0 0 0 

0.5～1.0 2,833 2 0 6 2,841 

1.0～1.5 1,732 3 2 6 1,743 

1.5～2.0 854 2 0 1 857 

合計（総数） 5,419 7 2 13 5,441 

「私立幼稚園一覧」「私立学校の一覧」、「小・中学校一覧」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「あおもり医療情報ネットワーク」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育所（園）」（横浜町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「保育園一覧」（野辺地町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「青森県健康福祉関係施設名簿（平成 28 年 4 月 1 日現在）」（青森県健康福祉部、平成 28 年） 

「青森県内の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡横浜町」（株式会社ゼンリン、平成 27 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県上北郡野辺地町」（株式会社ゼンリン、平成 28 年） 

「ゼンリン住宅地図 青森県東津軽郡平内町」（株式会社ゼンリン、平成 27 年） 

より作成 
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第 4.3-2 図(1) 風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係  

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．第 4.3-1 図(1)の 1 の範囲を示す。 
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第 4.3-2 図(2) 風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係  

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．第 4.3-1 図(1)の 2 の範囲を示す。 
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第 4.3-2 図(3) 風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係  

注：1．図に示す情報の出典は第 4.3-2 表と

同様である。 

  2．第 4.3-1 図(1)の 3 の範囲を示す。 
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3. 評 価 

(1) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。  

 

(2) 評価結果 

風力発電機設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、約 0.5km

である。また、風力発電機設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施

設等は合計 5,441 戸で、このうち住宅等が 5,419 戸、住宅等以外が 22 戸である。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討

する。 

・超低周波音を含めた音環境を把握※し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベ

ルを設定したうえで予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を

把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際しては、地形による

回折効果、空気吸収の減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。 

 

 

 

 

 

  

                                                        
※現地の残留騒音については配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する調

査により把握する。調査については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）、「風力

発電施設から発生する騒音等への対応について」（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、平成 28 年）、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29 年）及び最新の知見

等を参考に実施する。 
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 風車の影 

1. 調 査 

(1) 調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。 

 

(2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1 図の範囲※1）とした。 

 

(3) 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、配慮が特に必要な施設等を抽出した。 

事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の状況は第 4.3-1 表※1、風

力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は第 4.3-2 図※1 のとおり

である。 

配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の周囲に分布するが、事業実施想定区域

内には存在しない。 

 

2. 予 測 

(1) 予測手法 

風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理

し、風力発電機設置予定範囲から 2.0km※2 の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要

な施設等の戸数を整理した。 

 

(2) 予測範囲 

調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

風力発電機設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係は第 4.3-2 表※1 及び

第 4.3-2 図※1、事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、第

4.3-3 表※1 のとおりである。 

 

 

  

                                                        
※1 「4.3.1 騒音及び超低周波音」参照 

※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、

海外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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3. 評 価 

(1) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。  

 

(2) 評価結果 

風力発電機設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、約 0.5km

である。また、風力発電機設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施

設等は合計 5,441 戸で、このうち住宅等が 5,419 戸、住宅等以外が 22 戸である。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して風力発電機の配置及び機種を検討す

る。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーションにより把握し、必要に応じて

環境保全措置を検討する。 
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 動 物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

動物の生息状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査

した。 

 

(2)調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

(3)調査結果 

①  重要な種の分布状況 

事業の実施により影響が及ぶ可能性のある種※として、コウモリ類、鳥類及び海域

に生息する動物の分布状況を整理した。動物の重要な種の選定基準は第 4.3-7 表及び

第 4.3-9 表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要種は、第 4.3-8 表

及び第 4.3-10 表のとおりである。陸域に生息する種として、コウモリ類 7 種、鳥類 98

種が確認された。また、海域に生息する種として、海棲哺乳類 3 種、魚等の遊泳動物

53 種、潮間帯生物（動物）1 種が確認された。 

 

②  動物の注目すべき生息地 

a. 陸域における注目すべき生息地 

動物に係る天然記念物の一覧は第 4.3-4 表、陸域における動物の注目すべき生息地

は第 4.3-5 表及び第 4.3-3 図のとおりである。 

事業実施想定区域の周囲に位置する平内町では、国指定の特別天然記念物である

「小湊のハクチョウおよびその渡来地」が存在する。また、横浜町では、県指定の天

然記念物である「横浜町のゲンジボタルおよびその生息地」が存在している。 

動物の注目すべき生息地としては、事業実施想定区域の西側に位置する「陸奥湾」

が重要野鳥生息地（IBA）に指定されており、鳥獣保護区については、「ヒバリ平」、

「有畑」、「夜越山」、「小湊」の 4 か所が青森県によってに指定されている。 

また、ラムサール条約湿地潜在候補地として、「陸奥湾南部」がオオハクチョウ及

びコクガン個体数の 1％以上を定期的に支える湿地として、生物多様性保全上重要な

湿地として、陸奥湾のうち、「大湊湾」、「原別海岸」、「小湊浅所海岸」がオオハクチ

ョウ、コクガンの渡来地として選定されている。 

  

                                                        
※洋上風力発電事業であり、陸域において改変を行わないことから、陸域に生息する動物において重大な影響

を及ぼす可能性は低いと予測する。 

しかしながら空域を利用するコウモリ類及び鳥類が、事業想定区域上空を飛翔することにより影響を及ぼす

可能性があることから、鳥類及び海域に生息する種を予測・評価の対象とした。 
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第 4.3-4 表 天然記念物（動物関係） 

町 指定 名称 指定年月日 所在の場所 

平内町 
国特別天然 

記念物 

小湊のハクチョウおよび 

その渡来地 
昭和 27 年 3 月 29 日 東津軽郡平内町 

横浜町 
県天然記念

物 

横浜町のゲンジボタル 

およびその生息地 
平成 8 年 5 月 22 日 

上北郡横浜町上田ノ沢・吹越・ 

長下地区 

「あおもりの文化財」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 10 月） 

より作成 

 

第 4.3-5 表 動物の注目すべき生息地 

町 名称 指定 
面積

（ha） 

うち特別保護 

地区面積（ha） 
備考 

上北郡 

野辺地町 
ヒバリ平 鳥獣保護区 451 － 県指定 

上北郡 

横浜町 
有畑 鳥獣保護区 665 － 県指定 

東津軽郡

平内町 
夜越山 鳥獣保護区 1,505 － 県指定 

東津軽郡

平内町 
小湊 鳥獣保護区 4,518 － 国指定 

東津軽郡

平内町 
陸奥湾 重要野鳥生息地 9,800 － － 

上北郡 

野辺地町 
陸奥湾南部 

ラムサール条約湿地

潜在候補地 
－ － 

＜基準 6＞ 

オオハクチョウ、コクガ

ンの 1%基準クリア（陸

奥湾南部） 

陸奥湾 
大湊湾、原別海

岸、小湊浅所海岸 

オオハクチョウ、コ

クガンの渡来地 
－ － 

基準 2 希少種、固有種等

が生育・生息している場

合 

基準 4 特定の種の個体群

のうち、相当な割合の個

体数が生育・生息する場

合 

注：基準 6 水鳥の種又は亜種の個体数の 1％以上を定期的に支える湿地 

「重要野鳥生息地」（重要野鳥生息地（IBA）HP、閲覧：平成 29 年 10 月） 

「青森県鳥獣保護区位置図」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 10 月）     

「ラムサール条約湿地潜在候補地の選定について」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 10 月） 

「生物多様性保全上重要な湿地」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 10 月） 

より作成 
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第 4.3-3 図 動物の注目すべき生息地  

「あおもりの文化財」（青森県 HP、閲覧：平成 29

年 10 月） 

「重要野鳥生息地」（重要野鳥生息地（IBA）HP、

閲覧：平成 29 年 10 月）    

「青森県鳥獣保護区位置図」（青森県 HP、閲覧：平

成 29 年 10 月）           より作成 
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b. 海域における注目すべき生息地 

海域における注目すべき生息地としては、第 4.3-6 表のとおり、生物多様性保全上重

要な湿地（重要湿地）として陸奥湾が選定されている。 

 

第 4.3-6 表 動物の注目すべき生息地（重要湿地） 

名称 生息・生育域 生物分類群 選定理由 選定基準 

陸奥湾 青森湾東岸 海草・海藻 アマモ，コアマモ，タチアマモ，スゲアマモ

の生育地であり，多様な生物相を有する。 

1、3 

野辺地湾 海草・海藻 スゲアマモの生育地であり，多様な生物相を

有する。 

1、3 

芦崎干潟 底生動物 ウミニナの健全な個体群がある。アシハラガ

ニ、ヤマトオサガニ、マメコブシガニについ

ては北限。希少なツボミガイも高密度で生息

する。人が立ち入れないため、後背湿地、干

潟、アマモ場が自然のままに残されている。 

1、2、3 

小湊浅所 底生動物 陸奥湾で最大の干潟。アナジャコ、キサゴ、

アサリ、ヤマトオサガニなどの生息地． 

1、2、3 

注：選定基準については以下のとおりである。 

基準1 湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マングローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、

生物の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合 

基準2 希少種、固有種等が生育・生息している場合 

基準3 多様な生物相を有している場合（ただし、外来種を除く） 

基準4 特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する場合 

基準5 生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、繁殖場等)である場合 

〔「生物多様性保全上重要な湿地」（環境省 HP、閲覧：平成 29 年 10 月）より作成〕 
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第 4.3-7 表 動物の重要な種の選定基準（陸域） 
選定基準 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日
法律第 214 号）に基づく天然記念物及
び特別天然記念物 

「青森県文化財保護条例」（昭和 50 年
条例第 46 号）、「青森市文化財保護条
例」（平成 17 年条例第 113 号）、「十和

田市文化財保護条例」（平成 17 年条例
113 号）に基づく指定文化財 

・特別天然記念物（特天） 

・天然記念物（天） 

② 「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 6 月
5 日法律第 75 号）に基づく国内希少
野生動植物種及び緊急指定種に指定さ

れている種 

・国内希少野生動植物種（国内） 

③ 「環境省レッドリスト 2017」（環境

省、平成 29 年）の掲載種 

・EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

・EW：野生絶滅・・・飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外
側で野生化した状態でのみ存続している種 

・CR：絶滅危惧ⅠA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険

性が極めて高いもの 

・EN：絶滅危惧ⅠB 類・・・ⅠA 類ほどではないが、近い将来における
野生での絶滅の危険性が高いもの 

・VU：絶滅危惧Ⅱ類 ・・・絶滅の危険が増大している種 

・NT：準絶滅危惧 ・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の
変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

・DD：情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 

・LP：絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体

群で、絶滅のおそれが高いもの 

④ 「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）−」

（青森県、平成 22 年）の掲載種 

・EX：絶滅野生生物・・・県内では、すでに絶滅したと考えられる野生

生物 

・A：最重要希少野生生物・・・県内では、絶滅の危機に瀕している野生

生物 

・B：重要希少野生生物・・・県内では、絶滅の危機が増大している野生

生物 

・C：希少野生生物・・・県内では、生息 ・生育を存続する基盤が脆弱

な野生生物 

・D：要調査野生生物・・・県内では、生息 ・生育情報が不足している

野生生物 

・LP：地域限定希少野生生物・・・県内では、地域内に孤立している個
体群で、地域レベルでの絶滅のおそれが高い野生生物 

 

第 4.3-8 表(1) 文献その他の資料による動物の重要な種（陸域：コウモリ類） 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 コウモリ（翼手） ヒナコウモリ フジホオヒゲコウモリ       B 樹林、水辺 

2     カグヤコウモリ       B 樹林、水辺 

3     クロホオヒゲコウモリ     VU A 樹林、水辺 

4     ノレンコウモリ     VU A1) 樹林、水辺 

5   ヤマコウモリ   VU B 樹林、水辺 

6     モリアブラコウモリ     VU A 樹林、水辺 

7     ヒナコウモリ       B 樹林、水辺 

合計 1 目 1 科 7 種 0 種 0 種 4 種 7 種  

注：各選定基準の原記載は、次のとおりである。 

  1）ホンドノレンコウモリで記載。 
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第 4.3-8 表(2) 文献その他の資料による動物の重要な種（陸域：鳥類） 

No 目名 科名 種名 

重要な種の選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 キジ キジ ウズラ     VU A 乾性草地 

2     ヤマドリ       C 樹林 

3 カモ カモ ヒシクイ 天然   VU C 水辺（湖沼、河川）、湿性草地 

4     マガン 天然   NT C 水辺（湖沼、河川）、湿性草地 

5     ハクガン     CR   水辺（湖沼、河川） 

6     コクガン 天然   VU C 海上、水辺（海岸） 

7     オシドリ     DD   水辺（河川）、樹林 

8     オカヨシガモ       C 水辺（河川）、湿性草地 

9     ヨシガモ       C 水辺（干潟、湖沼）、水田 

10     ハシビロガモ       C 水辺（河川、湖沼） 

11     シマアジ       C 水辺（海岸、河川） 

12     トモエガモ     VU C 水辺（海岸、河川）、湿性草地 

13     シノリガモ       B 水辺（海岸、河川） 

14     ビロードキンクロ       C 海上、水辺（海岸） 

15     コオリガモ       C 海上、水辺（海岸） 

16 カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ       C 水辺（海岸、河川） 

17 ハト ハト アオバト       C 水辺（海岸）、樹林 

18 ミズナギドリ ウミツバメ クロコシジロウミツバメ     CR   海上 

19   コシジロウミツバメ       A 海上 

20 コウノトリ コウノトリ コウノトリ 特天 国内 CR   水辺（河口、河川）、湿生草地 

21 カツオドリ ウ ヒメウ     EN D 海上、水辺（海岸） 

22   チシマウガラス   国内 CR   海上、水辺（海岸） 

23 ペリカン サギ ヨシゴイ     NT B 水辺（河川）、湿性草地 

24   オオヨシゴイ     CR A 湿性草地 

25     チュウサギ     NT   水辺（河川）、湿性草地、樹上 

26     クロサギ       B 水辺（海岸） 

27   トキ ヘラサギ     DD   水辺（干潟） 

28     クロツラヘラサギ     EN   水辺（干潟、河口、池、用水路） 

29 ツル クイナ シマクイナ     EN A 湿性草地 

30     クイナ       B 湿性草地 

31   
 

ヒクイナ     NT A 湿性草地 

32     バン       C 水辺（河川） 

33 カッコウ カッコウ ジュウイチ       C 樹林 

34 ヨタカ ヨタカ ヨタカ     NT B 樹林 

35 チドリ チドリ タゲリ       C 湿生草地 

36     ケリ     DD B 湿性草地 

37     イカルチドリ       B 水辺（河川） 

38   シロチドリ     VU   水辺（海岸、河川） 

39  セイタカシギ セイタカシギ     VU B 水辺（干潟、水田)、湿生草地 

40  シギ ヤマシギ       B 樹林、湿生草地 

41     オオジシギ     NT B 乾性草地、湿生草地 

42     オオソリハシシギ     VU   水辺（海岸、河川） 

43     ダイシャクシギ       B 水辺（海岸、干潟）、湿性草地 

44    ホウロクシギ     VU B 水辺（海岸、河川） 

45    ツルシギ     VU   水辺（河川、干潟）、湿性草地 

46     タカブシギ     VU   水辺（河川）、湿性草地 

47     ソリハシシギ       C 水辺（海岸、河川） 

48     ヒバリシギ       C 水辺（海岸）、湿性草地 

49   ウズラシギ       C 水辺（海岸）、湿性草地 

50   サルハマシギ       B 水辺（海岸、河口、干潟) 
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第 4.3-8 表 (3) 文献その他の資料による動物の重要な種（陸域：鳥類） 

No 目名 科名 種名 

重要な種の選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

51 チドリ シギ ハマシギ     NT   水辺（干潟、湿地） 

52   カモメ コアジサシ   国際 VU A 水辺（海岸、河川） 

53   ウミスズメ ウミガラス   国内 CR   海上 

54     ケイマフリ     VU A 海上 

55     マダラウミスズメ     DD   海上 

56     ウミスズメ     CR   海上 

57 タカ ミサゴ ミサゴ     NT B 水辺（海岸、河川）、樹林 

58   タカ ハチクマ     NT C 樹林 

59     オジロワシ 天然 国内 VU B 水辺（海岸、河川）、湿生草地 

60     オオワシ 天然 国内 VU B 水辺（海岸、河川）、湿生草地 

61     チュウヒ     EN B 水辺（河川）、湿生草地 

62     ハイイロチュウヒ       B 水辺（河川）、湿生草地 

63     ツミ       B 樹林 

64     ハイタカ     NT B 樹林 

65     オオタカ   国内 NT B 樹林 

66    ケアシノスリ       B 湿性草地 

67    イヌワシ 天然 国内 EN A 樹林、乾性草地 

68     クマタカ   国内 EN A 樹林 

69 フクロウ フクロウ オオコノハズク       B 樹林 

70     コノハズク       A 樹林 

71 
 

 フクロウ       C 樹林 

72 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン       B 水辺（河川）、樹林 

73     ヤマセミ       C 水辺（河川） 

74   ブッポウソウ ブッポウソウ     EN B 樹林、乾性草地 

75 キツツキ キツツキ アリスイ       C 樹林 

76     オオアカゲラ       C 樹林 

77 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ       C 乾性草地、市街地 

78     コチョウゲンボウ       C 水辺（河川）、農耕地 

79     チゴハヤブサ       C 樹林、乾性草地 

80     ハヤブサ   国内 VU B 水辺（海岸、河川） 

81 スズメ サンショウクイ サンショウクイ     VU B 樹林 

82   カササギヒタキ サンコウチョウ       B 樹林 

83   モズ アカモズ     EN A 樹林 

84  カラス ホシガラス       C 樹林 

85   センニュウ マキノセンニュウ     NT   湿性草地 

86     オオセッカ   国内 EN A 水辺（河川）、湿生草地 

87  キバシリ キバシリ       C 樹林 

88   ヒタキ マミジロ       C 樹林 

89   
 

クロツグミ       C 樹林 

90   コマドリ       C 樹林 

91   イワヒバリ カヤクグリ       C 樹林 

92   セキレイ セグロセキレイ       C 水辺（河川） 

93  アトリ イスカ       D 樹林 

94   ホオジロ シマアオジ     CR D 乾性草地 

95     ノジコ     NT C 樹林 

96     クロジ       C 樹林 

97   コジュリン     VU B 乾性草地、湿性草地 

98   
 

オオジュリン       B 乾性草地、湿性草地 

合計 18 目 35 科 98 種 7 種 11 種 51 種 81 種  
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第 4.3-9 表 動物の重要な種の選定基準（海域） 
選定基準 

① 「環境省レッドリスト 2017」（環境

省、平成 29 年）の掲載種 

・EX：絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

・EW：野生絶滅・・・飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外
側で野生化した状態でのみ存続している種 

・CR：絶滅危惧ⅠA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険
性が極めて高いもの 

・EN：絶滅危惧ⅠB 類・・・ⅠA 類ほどではないが、近い将来における

野生での絶滅の危険性が高いもの 

・VU：絶滅危惧Ⅱ類 ・・・絶滅の危険が増大している種 

・NT：準絶滅危惧 ・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の

変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

・DD：情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 

・LP：絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体

群で、絶滅のおそれが高いもの 

② 「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）

－」（青森県、平成 22 年）の掲載種 

・EX：絶滅野生生物・・・県内では、すでに絶滅したと考えられる野生

生物 

・A：最重要希少野生生物・・・県内では、絶滅の危機に瀕している野生

生物 

・B：重要希少野生生物・・・県内では、絶滅の危機が増大している野生

生物 

・C：希少野生生物・・・県内では、生息 ・生育を存続する基盤が脆弱

な野生生物 

・D：要調査野生生物・・・県内では、生息 ・生育情報が不足している

野生生物 

・LP：地域限定希少野生生物・・・県内では、地域内に孤立している個
体群で、地域レベルでの絶滅のおそれが高い野生生物 

③ 「海洋生物レッドリスト」（水産庁、平

成 29 年）の掲載種 

・EX：絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

・EW：野生絶滅・・・飼育・栽培下でのみ存続している種 

・CR：絶滅危惧ⅠA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険
性が極めて高いもの 

・EN：絶滅危惧ⅠB 類・・・ⅠA 類ほどではないが、近い将来における
野生での絶滅の危険性が高いもの 

・VU：絶滅危惧 II 類・・・絶滅の危険が増大している種 

・NT：準絶滅危惧・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の

変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

・DD：情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 

・LP：絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体

群で、絶滅のおそれが高いもの 

④ 「環境省版海洋生物レッドリスト」（環

境省、平成 29 年）の掲載種 

・EX：絶滅・・・我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

・EW：野生絶滅・・・飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外

側で野生化した状態でのみ存続している種 

・CR：絶滅危惧ⅠA 類・・・ごく近い将来における野生での絶滅の危険
性が極めて高いもの 

・EN：絶滅危惧ⅠB 類・・・ⅠA 類ほどではないが、近い将来における
野生での絶滅の危険性が高いもの 

・VU：絶滅危惧Ⅱ類 ・・・絶滅の危険が増大している種 

・NT：準絶滅危惧 ・・・現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の
変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

・DD：情報不足・・・評価するだけの情報が不足している種 

・LP：絶滅のおそれのある地域個体群・・・地域的に孤立している個体

群で、絶滅のおそれが高いもの 

⑤ 「日本の希少な野生水生生物に関する

データブック」 

（水産庁、平成 10 年）の掲載種 

・絶滅危惧（危惧）：絶滅の危機に瀕している種・亜種 

・危急：絶滅の危険が増大している種・亜種 

・希少：存続基盤が脆弱な種。亜種 

・減少：明らかに減少しているもの 

・地域個体群（個体）：保護に留意すべき地域個体 
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第 4.3-10 表(1) 文献その他の資料による動物の重要な種（海域） 

No. 分類群 綱名 目名 科名 種名 

重要な種の選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ 

1 海棲哺乳類 哺乳 食肉 アシカ トド         希少 

2     鯨偶蹄 アカボウクジラ オウギハクジラ         希少 

3       ネズミイルカ ネズミイルカ         希少 

合計 1 分類 1 綱 2 目 3 科 3 種 0 種 0 種 0 種 0 種 3 種 

4 海産魚類 ヌタウナギ ヌタウナギ ヌタウナギ クロヌタウナギ     － NT   

5   ヤツメウナギ ヤツメウナギ カワヤツメ VU C       

6   軟骨魚 ギンザメ ギンザメ ココノホシギンザメ     － DD   

7     メジロザメ トラザメ ナヌカザメ     － DD   

8       ドチザメ ホシザメ     － NT   

9       メジロザメ イタチザメ     － DD   

10     カグラザメ カグラザメ エドアブラザメ     － DD   

11     ヨロイザメ オンデンザメ オンデンザメ     － DD   

12         フトツノザメ     － NT   

13     カスザメ カスザメ カスザメ     － NT   

14     ノコギリザメ ノコギリザメ ノコギリザメ     － DD   

15     エイ ガンギエイ ドブカスベ     － NT   

16         ガンギエイ     － NT   

17         メガネカスベ     － NT   

18         コモンカスベ     － DD   

19       トビエイ トビエイ     － DD   

20         ヒメイトマキエイ     － DD   

21         オニイトマキエイ     － DD   

22   硬骨魚 チョウザメ チョウザメ チョウザメ EX   －   危惧 

23     ソトイワシ ギス ギス     －   希少 

24     ウナギ ウナギ ニホンウナギ EN   －     

25     コイ コイ ジュウサンウグイ LP D －     

26     ウグイ   LP    

27     エゾウグイ   C    

28   サケ サケ サクラマス        減少 

29     トゲウオ クダヤガラ クダヤガラ     － NT   

30       トゲウオ ニホンイトヨ   B －     

31     ダツ メダカ キタノメダカ VU B －     

32     カサゴ フサカサゴ バラメヌケ     － NT   

33         エゾメバル     －   減少 

34         ウスメバル     －   減少 

35         タケノコメバル     － NT   

36         キツネメバル     －   減少 

37       ホウボウ カナガシラ     －   減少 

38       カジカ カマキリ   D －   減少 

39       トクビレ トクビレ     － DD   

40       ダンゴウオ ホテイウオ     － DD   

41     スズキ アジ クロアジモドキ     －   危急 

42       タイ ヒレコダイ     －   危急 
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第 4.3-10 表(2) 文献その他の資料による動物の重要な種（海域） 

No. 分類群 綱名 目名 科名 種名 

重要な種の選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ 

43 海産魚類 硬骨魚 スズキ ハゼ シロウオ VU C    

44     ヒモハゼ NT C －     

45         コモチジャコ     － NT   

46         アカハゼ     － NT   

47         シラヌイハゼ NT   －     

48         アカオビシマハゼ   D －     

49     カレイ カレイ ナガレメイタガレイ     DD     

50         ババガレイ     －   減少 

51         ホシガレイ     － NT   

52         オヒョウ     －   減少 

53         ソウハチ     －   減少 

54         ヤナギムシガレイ     －   減少 

55     フグ フグ マフグ     － NT   

56         カラス     － EN   

合計 1 分類 3 綱 21 目 30 科 53 種 8 種 10 種 48 種 27 種 14 種 

57 棘皮 ウニ ホンウニ オオバフンウニ エゾバフンウニ         減少 

合計 1 分類 1 綱 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注：1．「－」は調査対象としていないため、ランクは不明。 

水産庁は、水産庁が資源評価をおこなっている種及び水産庁が多くの知見を有する小型鯨類の合計 94 種について希少性

評価をおこなっており、それ以外の種については評価をおこなっていないため、重要種でないものと、評価がおこなわれ

ていないものを区別するため、後者に「－」を付ける。 

2．種名は「日本海産魚類目録」（山口県水産研究センター、平成 26 年）に準拠した。 
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③  専門家等へのヒアリング 

文献その他の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囲に生息する種及び注目すべき生

息地について第 4.3-11 表に示す情報が得られた。 

 

第 4.3-11 表(1) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 A） 

専門分野 属性 概 要 

動物 

（コウモ

リ類） 

大学助教 

【意見聴取日：平成 29 年 10 月 31 日】 

・コウモリの行動範囲、飛翔特性等を考慮した場合、文献調査範囲が狭いので、

もう少し広げて調査することが望ましい。 

・衝突リスクが高い種は開放空間を飛翔する種や、長距離移動する種である。長

距離移動しない種でも、開放空間を採餌場所とする場合は高リスクとなる。 

・ヤマコウモリの行動圏は広く、ヨーロッパで確認された類似種（ヨーロッパヤ

マコウモリ）は数十キロである。 

・（現時点でリストにあがっている種のうち）モリアブラコウモリ、ヒナコウモリ

は海上を飛翔する可能性があり、風力発電機のブレード回転範囲の高度を飛翔

する可能性がある。 

・洋上のコウモリ調査は、捕獲は困難なので音声調査が重要である。 

 

第 4.3-11 表(2) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 B） 

専門分野 属性 概 要 

動物 

（鳥類） 

大学名誉

教授 

【意見聴取日：平成 29 年 10 月 30 日】 

・藻場に生育する種類は何か。海草のアマモであればコクガンが好む。コクガン

について別途ヒアリングされるとよい。 

・岩礁地では海底に届く範囲でコクガンがアマモを食べている。 

・大湊・小湊では合計で最大 1,000 羽のコクガンが集結する。 

・事業実施想定区域は大湊、小湊に集結するコクガンの湖沼群との移動ルート上

となっている可能性がある。 

・マガン・ヒシクイは、どのルートで渡っているか詳細は不明であるが、メイン

の渡りルートではないだろう。 

・マガンのバードストライクの発生事例は確認されていないが、風力発電施設を

避けて飛翔することによる疲労の影響が懸念される。 

・猛禽類についてはオジロワシ、オオワシが生息している。 

・冬季は北方からシノリガモが渡来するが、近くに岩礁がなければ問題ないだろ

う。 

・ウミネコは高度 M を飛翔する可能性があるので注意が必要である。 

・ハクチョウ類についてもアマモを食べる可能性がある。 

・船舶によるトランセクト調査については鳥類相の把握が主たる目的であり、衝

突確率算出には使用できないので、空間単位の飛翔密度や高度を把握する調査

については停船状態で実施する海上の定点調査（スポットセンサス）が必要に

なるだろう。 
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第 4.3-11 表(3) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 C） 

専門分野 属性 概 要 

動物 

（鳥類） 
研究員 

【意見聴取日：平成 29 年 11 月 12 日】 

・コクガンの採食範囲は 2km 位までの沖合、もしくは沿岸部に執着する。主に漁港周辺で採餌し、

船上げ場のスロープに付着した海藻類などを採食する。※1、3 

・コクガンの春季の渡りでは南三陸沿岸から道東へ向けて長距離移動する。※1 秋季、陸奥湾に飛来

するのは道東の野付湾からのものと思われる。 

・ガンカモ類の多くは風力発電施設を回避することが研究結果等で明らかになりつつある。 

・コクガンは潜水が出来ないので、水面下にあるアマモ場などの藻場を利用できない。コクガンの

分布状況から事業実施想定区域周辺の藻場を採食せず、流れ藻などを採食しているだろう。※2 

・コクガンは真水を飲む習性があるので、真水の流れ込みのある河川とその近くに餌場のあるよう

な場所に集結する。※4 

・風力発電施設は可能であれば沿岸より 1km～2km 程度離れた場所に建設出来ると望ましい。 

・越冬期、コクガンは沿岸域に沿って移動することが多い上、衛星追跡のデータから、滞在場所で

の行動範囲が狭いと考えられることから、採餌等で陸奥湾を横断する可能性は低いと考える。※１ 

・コクガンの標識データから、渡来する場所は毎年ほぼ同じ場所に同じ個体が渡来する可能性が高

い。家族で移動しており、親から子へ移動ルートが伝わるためである。 

・コクガンの普段の移動は海面上から数十メートルを飛翔し、高高度は飛翔しない。渡りの移動は

風力発電施設より高高度を飛翔するだろう。 
 

※1 T.SHIMADA et al.(2016）Satellite-tracking of the spring migration and habitat use of the Brent Goose Branta 

bernicla in Japan 

※2 平田和彦・先崎理之・堀本高矩・長船裕紀・酒井淳一・中濱翔太・成田翼・吉岡俊朗（2015）渡島半島東
部・津軽海峡・陸奥湾沿岸域におけるコクガン Branta bernicla の越冬個体数および生息環境 

※3 嶋田哲郎・呉地正行・鈴木康・宮林康彦・樋口広芳（2013）東日本大震災がコクガンの越冬分布に与えた

影響 

※4 T.SHIMADA et al.（2013）Drinking behavior of Brent geese recorded by remote interval photography 

 

第 4.3-11 表(4) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 D） 

専門分野 属性 概 要 

動物 

（海棲哺

乳類・魚

類） 

研究所

主任研

究員 

【意見聴取日：平成 29 年 11 月 9 日】 

＜海棲哺乳類＞ 

・ネズミイルカが本海域では注視することとなるだろう。陸奥湾は海況がおだやかであり、小型の

イルカが生息しやすいところであると考えられる。 

・ネズミイルカが相応の生息密度であり、滞在期間も長い場合は影響が生じる可能性が想定され

る。 

・ネズミイルカの餌となりうる種も多くリストにあがっていることから、ネズミイルカについては

今後の手続きにおいても注視すべきであろう。 

・カマイルカも確認される可能性があるが、季節的な一過性のものであるだろう。イシイルカは外

洋には多い傾向にあるが、内湾はあまり生息していないのではないか。 

・ヒゲクジラの仲間やミンククジラはあまり生息していないだろうと思われる。 

＜魚類＞ 

・魚類に関しては、定着性の種と回遊性の種に分けて影響を検討することが重要だろう。回遊性の

種は、風力発電機が設置された場合や工事中等でもその海域を避けることができること、また、

滞在してもわずかであるため、概して影響は軽微であろう。 

一方で、定着性の種、例えば底魚は注意が必要と考えられる。工事によるインパクトが大きい種

群であると考えられる。 

・魚類の調査においては定着性の高い種に重きをおいた調査計画を検討されるのがよいだろう。具

体には漁獲調査になるだろう。事前と事後で影響の程度を把握できるよう、対照区を設けること

も重要となる。 

・陸奥湾は底魚の種類が豊富であり、定着性の種が多いと思われる。外洋よりも洋上風力の実施に

よるインパクトが大きくなる可能性が考えられる。 

＜海域の特性＞ 

・地形的に水深が浅く、特徴的な地形がないのが特色である。 

・陸奥湾自体が、生物が集積している場所であり、大きく移動もできないため、事業実施によりイ

ンパクトが大きくなる可能性がある。今後、現地調査結果などを踏まえ、影響が極力低減できる

ような事業計画等を検討されたい。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

①  陸域に生息する動物 

文献その他の資料の調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特

性等を基に、事業実施想定区域における各種の生息環境の有無を整理した。これらを

踏まえ、施設の稼動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、洋上風力発電事業であり、陸域への改変は行わない計画である。 

 

②  海域に生息する動物 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、改変される内容

及び程度を検討し、生息環境の変化に伴う影響について予測した。 

改変される程度の検討に際しては、着床式洋上風力発電機の設置による基礎構造部

の改変面積を算出した。算出に当たり、風力発電機の設置基数は現状想定される最大

基数の 200 基とした。 

また、1 基あたりの改変面積は、現状想定されている基礎構造のうち、「着床式洋上

風力発電導入ガイドブック（第一版）」（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術

総合開発機構、平成 27 年）に記載されているモノパイル式の値のうち、改変面積が

最も大きい値（直径 8.5m）とした。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

①  陸域に生息する動物 

生息環境の変化に伴う陸域に生息する動物の重要な種に対する影響を予測した。 

洋上風力発電事業であり、陸域への改変は行わない計画であるため、樹林、草地を

主な生息環境とする重要な種については重大な影響はないと予測する。海洋及び水辺

を主な生息環境とする重要な種の予測結果は第 4.3-12 表のとおりである。 
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第 4.3-12 表 動物の重要な種への影響の予測結果（陸域） 

分類群 主な生息環境 種名 影響の予測結果 

コウモ

リ類 
樹林、水辺 

フジホオヒゲコウモリ、カグヤコウモリ、クロ

ホオヒゲコウモリ、ノレンコウモリ、ヤマコウ

モリ、モリアブラコウモリ、ヒナコウモリ 

（7 種） 

事業実施想定区域上空を飛

翔することにより、施設の

存在並びに施設の稼働が影

響を及ぼす可能性がある。 

鳥類 

海洋、水辺 

（海岸、干潟） 

コクガン、ヨシガモ、シマアジ、トモエガモ、

シノリガモ、ビロードキンクロ、コオリガモ、

カンムリカイツブリ、アオバト、クロコシジロ

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、ヘラサギ、クロツラ

ヘラサギ、シロチドリ、セイタカシギ、オオソ

リハシシギ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ、

ツルシギ、ソリハシシギ、ヒバリシギ、ウズラ

シギ、サルハマシギ、ハマシギ、コアジサシ、

ウミガラス、ケイマフリ、マダラウミスズメ、

ウミスズメ、ミサゴ、オジロワシ、オオワシ、

ハヤブサ             （36 種） 

水辺（河川、湖沼等）、 

樹林、草地 

ウズラ、ヤマドリ、ヒシクイ、マガン、ハクガ

ン、オシドリ、オカヨシガモ、ハシビロガモ、

コウノトリ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、チュウ

サギ、シマクイナ、クイナ、ヒクイナ、バン、

ジュウイチ、ヨタカ、タゲリ、ケリ、イカルチ

ドリ、ヤマシギ、オオジシギ、タカブシギ、ハ

チクマ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、ツミ、

ハイタカ、オオタカ、ケアシノスリ、イヌワ

シ、クマタカ、オオコノハズク、コノハズク、

フクロウ、アカショウビン、ヤマセミ、ブッポ

ウソウ、アリスイ、オオアカゲラ、チョウゲン

ボウ、コチョウゲンボウ、チゴハヤブサ、サン

ショウクイ、サンコウチョウ、アカモズ、ホシ

ガラス、マキノセンニュウ、オオセッカ、キバ

シリ、マミジロ、クロツグミ、コマドリ、カヤ

クグリ、セグロセキレイ、イスカ、シマアオ

ジ、ノジコ、クロジ、コジュリン、オオジュリ

ン                （62 種） 

主な生息環境から、事業実

施想定区域上空を飛翔する

可能性は低く、施設の存在

並びに施設の稼働が空域利

用影響を及ぼす可能性は低

い。 
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②  海域に生息する動物 

事業実施想定区域において、想定される改変区域の総面積は、1 基あたり約

0.0057ha（4.25m×4.25m×π）であり、最大設置基数の 200 基で算出すると約 1.14ha

となるが、改変は風力発電機の設置の基礎部周辺に限られることから、改変による生

息環境への影響が及ぶ範囲は海域のごく一部と考えられる。 

また、海域に生息する動物の重要な種に対する影響を予測した。予測結果は第 4.3-

13 表のとおりである。 

 

第 4.3-13 表 動物の重要な種への影響の予測結果（海域） 

分類群 主な生息環境 種名 影響の予測結果 

海棲哺乳類 

海洋 

トド、オウギハクジラ、ネズミイルカ（3 種） 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。 

魚等の 

遊泳動物 

クロヌタウナギ、カワヤツメ、ココノホシギン

ザメ、ナヌカザメ、ホシザメ、イタチザメ、エ

ドアブラザメ、オンデンザメ、フトツノザメ、

カスザメ、ノコギリザメ、ドブカスベ、ガンギ

エイ、メガネカスベ、コモンカスベ、トビエ

イ、ヒメイトマキエイ、オニイトマキエイ、チ

ョウザメ、ギス、ニホンウナギ、ジュウサンウ

グイ、ウグイ、エゾウグイ、サクラマス、クダ

ヤガラ、ニホンイトヨ、キタノメダカ、バラメ

ヌケ、エゾメバル、ウスメバル、タケノコメバ

ル、キツネメバル、カナガシラ、カマキリ、ト

クビレ、ホテイウオ、クロアジモドキ、ヒレコ

ダイ、シロウオ、ヒモハゼ、コモチジャコ、ア

カハゼ、シラヌイハゼ、アカオビシマハゼ、ナ

ガレメイタガレイ、ババガレイ、ホシガレイ、

オヒョウ、ソウハチ、ヤナギムシガレイ、マフ

グ、カラス            （53 種） 

潮間帯生物

（動物） 
エゾバフンウニ          （1 種） 
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3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働が動物の重要な種及び注

目すべき生息地に与える影響を評価した。 

 

(2)評価結果 

樹林、草地を主な生息環境とする重要な種については、主な生息環境は事業実施想定

区域外であり、改変を行わないことから、重大な影響はないと評価する。 

一方、海洋及び水辺を主な生息環境とする重要な種及び海域に生息する種については、

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働による生息環境の変化に伴う影響が生じる可

能性があるが、以下に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減でき

る可能性が高いと評価する。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び注目すべき生息地

への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成 24 年）に

準拠して生息状況を調査し、影響予測を行う。また、ガン・カモ・ハクチョウ類や

小鳥類等の渡り鳥の移動ルートにも留意し、移動状況を把握できるよう調査を実施

し、予測を行う。 
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 植 物（海域） 

1. 調 査 

(1)調査手法 

海域に生育する植物及び藻場の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等への

ヒアリングにより調査した。 

 

(2)調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

(3)調査結果 

①  海生植物の主な種類及び分布の状況 

事業実施想定区域において文献その他の資料により確認された海生植物は、「第 3 章 

3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 4.植物の生育及び植生の状況（海

域）」のとおり、29 科 59 種であった。 

 

②  藻場の分布の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において確認された藻場は第 4.3-14 表のとおりである。 

 

第 4.3-14表 事業実施想定区域及びその周囲における藻場の状況 

所在地町 名称 疎密度 
浅海域のみ 

面積（ha） 

むつ市 一里小屋～鶏沢 3 146.5 

横浜町 横浜 3 321.7 

横浜町～野辺地町 横浜～野辺地 3 100.0 

野辺地町 野辺地 3 480.5 

野辺地町 馬門 3 56.7 

平内町 狩場沢 3 56.4 

平内町 清水川 3 114.2 

平内町 浅所 3 41.2 

注：藻場の疎密度については以下のとおりである。 

    0 不明 

    1 濃生 海底面がほとんど植生で覆われている。 

    2 密生 海底面より植生のほうが多い。 

    3 疎生 植生よりも海底面のほうが多い。 
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③  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集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囲に生育する海生植物等について、

第 4.3-15 表に示す情報が得られた。 

 

第 4.3-15表 専門家等へのヒアリング結果概要 

専門分野 属性 概 要 

植物 

（海生植物） 
大学教授 

・藻場については非公表であるが、青森県が詳細な分布調査が行っている

ので参考にして欲しい。 

・アマモ場について、発電施設の設置場所の物理的消滅にとどまらず、そ

の周辺での日照、底質や流況の変化による影響を考慮すべきである。 

・いわゆる希少性の観点の重要な種のみならず、アイナメ、ホタテ、ナマ

コ等地域の重要な水産生物に及ぼす影響も考慮して欲しい。 

・稼動後の海中騒音が魚類の海遊や産卵行動に及ぼす影響も考慮すべきで

ある。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、改変される内容及び

程度を検討し、生育環境の変化に伴う影響について予測した。 

改変される程度の検討に際しては、着床式洋上風力発電機の設置による基礎構造部の改

変面積を算出した。算出に当たり、風力発電機の設置基数は現状想定される最大基数の

200 基とした。 

また、1 基あたりの改変面積は、現状想定されている基礎構造のうち、「着床式洋上風力

発電導入ガイドブック（第一版）」（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構、平成 27 年）に記載されているモノパイル式の値のうち、改変面積が最も大きい値

（直径 8.5m）とした。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

①  海生植物の主な種類及び分布の状況 

事業実施想定区域において、想定される改変区域の総面積は、1 基あたり約 0.0057ha

（4.25m×4.25m×π）であり、最大設置基数の 200 基で算出すると約 1.14ha となるが、

改変は風力発電機の設置の基礎部周辺に限られることから、改変による生育環境への影

響が及ぶ範囲は海域のごく一部と考えられる。 

 

②  藻場の分布の状況 

事業実施想定区域において、想定される改変区域の総面積は約 1.14ha であり、その一

部が藻場にかかる可能性があるが、改変は風力発電機の設置の基礎部周辺に限られるこ

とから、改変による藻場への影響が及ぶ範囲は海域のごく一部であると考えられる。 

 

3. 評 価 

(1)評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在が海生植物に与える影響を評価した。 

 

(2)評価結果 

海域に生育する種及び藻場については、改変による生育環境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測するが、以下に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又

は低減できる可能性が高いと評価する。 

・海生植物の生育状況及び藻場の現況を現地調査等により把握し、また、海生植物への

影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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 景 観 

1. 調 査 

(1) 調査手法 

主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。 

 

(2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

(3) 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、主要な眺望点及び景観資源の状況を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な眺望点は第 4.3-16 表及び第 4.3-4 図、自

然景観資源は第 4.3-17 表及び第 4.3-5 図のとおりである。 

 

第 4.3-16表 主要な眺望点 

番号 眺望点 眺望状況等 

① トラベルプラザ サンシャイン 
観光客や地元に人気のドライブイン。陸奥湾と下北半島が一望でき

る展望台がある。 

② 菜の花畑 
菜の花スポット。展望台が設置され、西側には陸奥湾と釜臥山が見

渡せる。 

③ 道の駅よこはま「菜の花プラザ」 

国道 279 号沿い、陸奥湾に面し、下北半島の玄関口に位置してい

る。ホタテをモチーフにデザインされた特徴ある建物で、ドライバ

ーの休憩スポットとして利用されている。 

④ 砂浜海岸海水浴場 
毎年 7 月上旬から 8 月中旬にかけて開設される海水浴場。晴れの日

には陸奥湾の夕陽を望むことができる。 

⑤ 吹越烏帽子 

東北 100 名山に選定されている登山スポット。標高 507.8m で、登山

路は比較的ゆるやかなため、気軽に登山を楽しむことができる。頂

上からは西に陸奥湾、東に太平洋を望むことができ、5 月中頃には

菜の花畑を望むことができる。 

⑥ 野辺地海浜公園 
遠浅で波が静かな海水浴場がある。陸奥湾に面した広い砂浜からは

遠く下北半島も眺められ、シーズン中は家族連れなどで賑わう。 

⑦ 愛宕公園展望台 

明治 17 年、武学流造園の庭師では第一人者といわれた高橋亭山の指

導により町を一望できる高台に造られた公園で、桜の景勝地として

知られている。園内の展望台から陸奥湾と町並みが見渡せる。 

⑧ 烏帽子岳展望台 

標高 719.6m で、亜高山植物が多く見られ、頂上からは 360 度のパノ

ラマが望める。北は北海道・下北半島、南は八甲田連峰、東は太平

洋、西は岩木山を望むことができる。勾配が緩く、家族での登山が

楽しめる。山頂には烏帽子神社があり、春には登山者の安全祈願が

行われる。 

「ふるさと眺望点（東青地区）、（上十三地区）」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「青森県観光情報サイト アプティネット」（青森県観光連盟 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「観光」（横浜町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「観光／レジャー」（野辺地町 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「町おすすめスポット」（野辺地町観光協会 HP、閲覧：平成 29 年 11 月） 

「地域別景観特性ガイドプラン」（青森県 HP、閲覧：平成 29 年 11 月）      より作成 
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第 4.3-4図 主要な眺望点

「ふるさと眺望点（東青地区）、（上十三地区）」（青森
県 HP）、「青森県観光情報サイト アプティネット」

（青森県観光連盟 HP）、「観光」（横浜町 HP）、「観光
／レジャー」（野辺地町 HP）、「町おすすめスポット」
（野辺地町観光協会 HP）、「地域別景観特性ガイドプラ

ン」（青森県 HP） 

（閲覧：平成 29 年 11 月）         より作成 
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第 4.3-17表 自然景観資源 

区 分 名 称 

火山群 恐山火山 

非火山性孤峰 
烏帽子岳 

半兵衛高森 

岩塊斜面・岩海 吹越烏帽子岳南斜面 

湖沼 

左京沼 

荒沼 

尾鮫沼 

鷹架沼 

市柳沼 

田面木沼 

内沼 

小川原湖 

湿原 

尾鮫沼湿原 

市柳沼湿原 

旧仏沼湿原 

イカド湿原 

田名部低湿原 

海成段丘 

下北段丘 

六ヶ所海岸段丘 

近川、横浜海岸段丘 

三沢段丘 

むつ段丘 

野辺地段丘 

口広平段丘 

砂丘 

猿ヶ森砂丘 

吹越砂丘 

六ヶ所村砂丘 

天ヶ森砂丘 

下北砂丘 

海食崖 泊海岸 

海食台（ベンチ） 
泊海岸 

安井崎海岸 

海食洞 
泊のガラ穴 

立石海食洞 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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第 4.3-5図 自然景観資源

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報 

図」（環境庁、平成元年）     より作成 
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2. 予 測 

(1) 予測手法 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実

施想定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。 

 

②  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性～ 

主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコ

ンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予

測した。予測にあたり、風力発電機の高さは平均海面から 183.5m とした。また、可視

領域図は、風力発電機設置予定範囲に 500m 間隔で風力発電機を仮配置し、国土地理院

の基盤地図情報（10m 標高メッシュ）を用いて作成した。 

 

③  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ～ 

風力発電機設置予定範囲のうち、各眺望点の最寄りの地点に風力発電機が配置される

と仮定した。風力発電機の高さは平均海面から 183.5m とし、各眺望点と風力発電機設

置予定範囲の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見えの大きさ（最大垂直

視野角）について予測した。なお、風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定

し、風力発電機の手前に存在する樹木や建物等の遮蔽物及び「②主要な眺望点からの風

力発電機の視認可能性」の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 

 

(2) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

主要な眺望点及び景観資源は、いずれも事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変

は生じないことから、重大な影響はないと予測する。 

 

②  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性～ 

主要な眺望点の周囲の可視領域は、第 4.3-6 図のとおりであり、すべての主要な眺望

点から、風力発電機が視認される可能性があると予測する。 
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第 4.3-6図 主要な眺望点の周囲の可視領域 

「ふるさと眺望点（東青地区）、（上十三地区）」（青森
県 HP）、「青森県観光情報サイト アプティネット」

（青森県観光連盟 HP）、「観光」（横浜町 HP）、「観光
／レジャー」（野辺地町 HP）、「町おすすめスポット」
（野辺地町観光協会 HP）、「地域別景観特性ガイドプラ

ン」（青森県 HP） 

（閲覧：平成 29 年 11 月）         より作成 
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③  主要な眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ～ 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは第 4.3-18 表のとおりである。 

最も近くに位置する主要な眺望点は、風力発電機設置予定範囲より約 0.1km の距離に

位置する「砂浜海岸海水浴場」で、風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）は最大約

70.8 度と予測する。 

最も遠くに位置する「烏帽子岳展望台」までの距離は約 8.0km で、風力発電機の見え

の大きさ（垂直視野角）は最大約 1.3 度と予測する。 

 

第 4.3-18 表 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ（予測） 

番号 主要な眺望点 

主要な眺望点から 

風力発電機設置予定範囲の 

最寄り地点までの距離 

(km) 

風力発電機の 

見えの大きさ 

(最大垂直視野角) 

(度) 

① トラベルプラザ サンシャイン 約 0.4 約 27.1 

② 菜の花畑 約 1.7 約 6.2 

③ 道の駅よこはま「菜の花プラザ」 約 1.5 約 7.1 

④ 砂浜海岸海水浴場 約 0.1 約 70.8 

⑤ 吹越烏帽子 約 6.4 約 1.6 

⑥ 野辺地海浜公園 約 0.4 約 24.9 

⑦ 愛宕公園展望台 約 1.8 約 5.9 

⑧ 烏帽子岳展望台 約 8.0 約 1.3 

注：1．風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、最大垂直視角を計算した。 

2．風力発電機の手前に存在する樹木や建物等及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視認

可能性」の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 
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なお、参考として、見えの大きさ（垂直視野角）について、「自然との触れ合い分

野の環境影響評価技術（Ⅱ） 調査・予測の進め方について ～資料編～」（環境省 

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）における知

見は第 4.3-19 表及び第 4.3-7 図のとおりである。 

 

第 4.3-19 表 見えの大きさ（垂直視野角）について（参考） 

 

人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ（熟視角）は、研究例によって解

釈が異なるが、一般的には 1～2 度が用いられている。 

垂直見込角の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の

見込角が 2 度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。 

 

表 垂直視角と送電鉄塔の見え方（参考） 

垂直視角 鉄塔の場合の見え方 

0.5 度 輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1 度 
十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにく

い。 

1.5～2 度 

シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出

す。シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気

にならない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3 度 比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6 度 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見える

ようになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

10～12 度 
眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向

の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20 度 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年）より作成〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年）より作成〕 

第 4.3-7 図 見えの大きさ（垂直視角）について（参考）  
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3. 評 価 

(1) 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

(2) 評価結果 

①  主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点及び景観資源は、いずれも事業実施想定区域に含まれず、直接的な改

変は生じないことから、重大な影響はないと評価する。 

 

②  主要眺望景観の改変の程度 ～主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び風

力発電機の見えの大きさ～ 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、すべての主要な眺望点から

風力発電機が視認される可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の

見え方（参考）」（第 4.3-19 表）によると、最も近い「砂浜海岸海水浴場」からの風力

発電機の見えの大きさは、配置によっては「見上げるような仰角にあり、圧迫感も強

くなる。」程度となる可能性がある。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意するこ

とにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・ 主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電

機の配置を検討する。 

・ 主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法（フォトモンタ

ージュ法）によって、主要な眺望景観への影響について予測し、必要に応じて風力

発電機の配置の再検討等の環境保全措置を検討する。 

・ 風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討する。 
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