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 (9) 地形・地質 

 

表 5-12 地形・地質の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 本事業による地形・地質に及ぼす影響の種類と範囲を概略想定し、

地域特性の把握の結果から認められた対象地域における重要な地

形・地質が、本設置の事業から想定される影響可能性との相関関係

にかかるものとする。 

調査項目  上記の結果、重要な地形・地質のいずれかの要素に何らかの影響

が及ぶ可能性が認められた場合には、これを｢重要な地形･地質｣の項

目として選定する。 

調査方法  現地調査・文献その他入手可能な資料による情報の収集及び当該

情報の整理・解析による。 

 なお、影響評価の対象とされた重要な地形・地質に関し、地域に

とって特に重要なもの、重大な影響が考えられるもの、事業者が保

全上特に重視したものなどは重点的かつ詳細な手法を適用し、一方、

影響の程度が極めて小さいあるいは類似事例により影響の程度が明

らかなものなどは簡略化した手法を適用する。 

調査対象地域  調査地域は、本設置事業の規模及びその他の計画を踏まえ、地形・

地質及び土地の安定性に影響を及ぼすと予想される本計画地及びそ

の周域とする。 

調査地点  本計画地とする。 

調査

手法 

調査時期  春季～秋期の中で適時おこなう。 

基本的手法  本設置事業の規模及び地形・地質の特性を踏まえ、分布又は成立

環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析手法を用いて行

う。 

予測項目  調査した項目とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測対象時期  工事中および埋立処分時など影響の発生時期とする。 

予測方法  重要な地形・地質は、以下の項目等について予測することを通じ

て、当該地形・地質の持続可能性を予測するものとし、その際、で

きる限り定量的な予測手法を用いるものとする。 

・造成等による直接的な改変に伴う重要な地形・地質の変化の程度

及び内容 

・成立の基礎となる環境の変化及び成立のメカニズムへの影響に伴

う重要な地形・地質の変化の程度及び内容 

予測

手法 

環境保全措置 

の検討 

 本事業の計画策定の過程又は予測結果を基に、事業者により、実

行可能な範囲内で本事業の実施に伴う地形・地質への影響を可能な

限り回避･低減するための措置を実施する。また、この結果として本

事業の実施による影響の回避･低減の程度をできる限り明らかにす

る。 
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評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  重要な地形・地質の持続可能性(対象とする要素の価値､重要性の

持続という視点を含む)という評価の視点から、対象とする地形・地

質に及ぼす影響の回避・低減に関する評価及び環境保全措置検討の

基本方針について、事業者の見解を以下に示す。 

・環境の回避･低減の評価 

・環境保全の効果･影響の評価 

・環境保全に関する基準または目標との整合性 など 

 なお、国又は県等が実施する環境保全施策に基づく評価の指標等

には、次のようなものがあり、これらと対比して評価する。 

・文化財保護法に基づく天然記念物の指定等 

・急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地 

崩壊危険区域の指定 

・砂防法に基づく砂防指定地の指定 

・地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の指定 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律に基づく土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域の指定 

・宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定 

・青森県文化財保護条例 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-9 地形・地質の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (10) 地盤 

 

表 5-13 地盤の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 下記の調査対象地域の代表的地点において、過去及び現在の地盤

沈下量及び沈下速度を既存資料又は現地調査により把握し、その推

移を整理する。 

調査項目  地盤の状況(地質･地形､土質､軟弱地盤)及び地下水の状況(地下水

の水位､地下水の揚水量､地下水の賦存状態及び賦存量､地下水の流

動､地下水の涵養量) など 

調査方法  地盤沈下に関する上記の項目について、既存資料の整理と解析に

より、現況を調査する。 

 なお、地下水位、地盤沈下等の資料については、必要に応じ数年

間にわたる経年資料を収集する。また、同一地域内及び周辺におい

て地盤沈下の発生が予測されるほかの開発事業の有無についても調

査し、存在する場合は施工工程・工法等を把握する。 

調査対象地域  本計画地及びその周辺とする。 

調査地点  本計画地とする。 

調査時期  平水量期、豊水量時及び低水量時とする。 

調査

手法 

調査結果の整

理 

 既存資料と現地調査等により得た情報を合せて次の観点から整理

する。 

・自然条件（地下水・降水・地形・地質・浸透能） 

・地盤沈下の現状（水準測量） 

・社会条件（揚水施設、土地利用の状況） 

・上水道施設の敷設状況（概況調査による） など 

基本的手法  本設置事業の実施に伴う地下水位の低下による地盤沈下の範囲、

程度及び影響の速度を予測する。 

予測項目  調査した項目の範囲とする。 

予測対象範囲  本工事中及び埋立処分時においての地下水の水位の低下による地

盤沈下に係る環境影響をうけるおそれがあると認められる地域とす

る。 

予測地点  本計画地内の代表点とする。 

予測対象時期  工事中工事中工事中工事中 工事の実施においては、工事の実施により発生する地盤

沈下に係る環境影響が最大となる時期とする。 

 埋立処分時埋立処分時埋立処分時埋立処分時 工事完了後で施設等がすべて通常の状態で稼動し、

地盤沈下が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時

期とする。なお、供用後年次ごとの変化も長期的に予測する。 

予測

手法 

予測方法  予測に際しては、本設置事業の規模、工法(掘削(土留め壁)･盛土･

埋立･基礎杭打設･地盤改良･揚水等)及び工期等の開発要素ととも

に、上記対象地域の水事情、開発の程度を含め地域の特性を考慮し

て可能な限り多数の手法を併用、それらの比較検討のもとに総合的

に判断する。 
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予測結果の整

理 

 予測結果を次の中から必要な事項について整理する。 

・地下水位の変動の程度 

・地盤沈下・地盤変状の進行の度合い 

・地盤沈下の範囲と程度（沈下量） 

・地盤変状の範囲と程度（変動量） など 

 

環境保全措置 

の検討 

 評価手法の「評価方法」（影響の回避・低減に係る検討）と同じ。 

 なお、次も考慮する。 

・地盤沈下が進行している地域：地盤沈下を加速させないこと。 

・地盤沈下が認められない地域：新たな地盤沈下を発生させないこ

と。 など。 

評価項目 予測した項目とする。 

評価方法  現状調査及び予測の結果に対する青森県（県）知事の意見を参考

に、この地域の特性、後示環境保全措置等及び評価基準を勘案して、

本事業の実施が地盤に及ぼす影響について評価する。 

 影響影響影響影響のののの回避回避回避回避・・・・低減低減低減低減にににに係係係係るるるる検討検討検討検討 現状調査及び予測の結果に基づき

（本事業の計画策定の過程同じ）、事業者が実施可能な範囲内で本事

業の実施に伴う地盤の影響を可能な限り回避・低減（代替案含む）

するための措置を実施するに加え、その程度を明らかにする（環境

保全措置の検討と効果）。 

 国又国又国又国又はははは県等県等県等県等がががが実施実施実施実施するするするする環境保全環境保全環境保全環境保全施策施策施策施策とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性のののの検討検討検討検討 現状調

査及び予測の結果が国又は県等が実施する環境保全の観点からの施

策による基準や目標と整合性が図られているかを明らかにする。 

 なお、次を付加する。 

・当該地域特性を考慮した評価を行う。 

・対策工の評価を行う。 

・地下水の環境保全を目的として講じた対策について評価する。  

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-10 地盤の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (11) 土壌 

 

表 5-14 土壌の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 土地利用状況、居住状況、及び本設置事業の計画地域が周辺地域

に与えている影響の現状について、既存資料調査及び聞取り調査を

行う。 

調査項目  末尾記載の項目 

調査方法  現地調査及び文献その他入手可能な資料による情報の収集並びに

該当情報の整理及び解析による。 

 現地調査においては下記を行う。 

・土壌汚染物質の濃度の状況 

・土地利用の履歴 

調査対象地域  本計画地、加藤沢湿地帯及びその各周辺。 

調査地点  本計画地及び加藤沢流路そばの土壌。 

調査

手法 

調査時期  土壌調査頻度は1回とする。 

基本的手法  本事業の実施に伴い土壌に影響を及ぼすと予想される対象物質の

濃度、汚染範囲、及びそれらの変化の可能性、土壌汚染の量等予測

する。 

予測事項  調査した項目の範囲とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測対象時期  工事中工事中工事中工事中 工事の実施により発生する土壌汚染物質に係る環境影響

が最大となる時期とする。 

 埋立処分埋立処分埋立処分埋立処分時時時時 工事完了後の一定期間を経過して、本設置事業の計

画において予定されている施設等がすべて通常の状態に稼動し、土

壌汚染の変化が定常状態になる時期又は環境影響を適確に把握でき

る時期とする。 

予測

手法 

予測方法  土地改変土地改変土地改変土地改変によるによるによるによる土壌土壌土壌土壌のののの消滅消滅消滅消滅・・・・改変状況改変状況改変状況改変状況のののの予測予測予測予測 工事設計書と土壌

図、表層地質図を重ね合わせ、工事終了後の土壌分布予察図を作成

する。土壌図に示されている深さ(1ｍ)より深い地形改変が行われる

場合には、新たに地表に出現する人工土壌を地質断面図から推定す

る。盛土・覆土堆積等については、周辺の地層地質、搬入予定の土

砂の地質等から予測土壌図を作成する。 

 土壌土壌土壌土壌のののの環境保全機能環境保全機能環境保全機能環境保全機能のののの変化予測変化予測変化予測変化予測 事業計画区域内においては、現

状の土壌図と土壌分布予察図を比較し、土壌が大きく変化する地区

を把握する。この地区ごとに工事終了後に新たに出現する土壌につ

いて、現状の理化学的データと、既往の資料から、理化学的特性を

想定する。 

これらの比較から、開発後の土地利用別の土壌の浄化機能、貯水・

透水機能、その他の環境保全機能の変化を予測する。 

 影響地域においては、流出土壌の堆積等による影響地域、及び流

出先の環境保全機能の変化を予測する。 
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  有害物質有害物質有害物質有害物質によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染のののの予測予測予測予測 負荷源の発生の有無、程度に関して

は、事業計画、工事設計書等から有害物質の負荷可能性を検討する。

下記に例を示す。 

・排ガス、排水及び設置予定の無害化施設(事業･工事の他､道路交通

起因の排ガス､生活系排水､廃棄物処分場浸出水等含む) 

・過去の不法投棄に伴う有害物質 

 類似事例類似事例類似事例類似事例のののの収集収集収集収集・・・・比較比較比較比較    

・事業計画が類似している事業での土壌汚染に関する事例 

・立地状況が類似している場合の土壌汚染に関する事例 

 汚染物質汚染物質汚染物質汚染物質のののの拡散拡散拡散拡散・・・・蓄積蓄積蓄積蓄積のののの分布予測分布予測分布予測分布予測 大気経由の汚染物質の移行・

分布を、大気汚染結果で示される汚染物質の着地濃度及び着地地域

から予測する。 水経由の汚染物質の可能性及び影響地域を、水質

汚濁予測結果から推定する。 

 非意図非意図非意図非意図的搬入的搬入的搬入的搬入、、、、排出排出排出排出のののの予測予測予測予測 事業内容によっては、事業実施中に

事業者の意図しない物質の搬入が原因となる(不法投棄場所になる)

おそれがある。事業内容、社会的、地理的条件との関連、及び防止

対策からこの可能性を推定する。 

 

環境保全措置 

の検討 

 環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策のののの選定選定選定選定 実行可能な環境保全対策を検討する。な

お、本事業計画時の環境保全対策と追加対策に分けて記述する。 

 環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策のののの効果効果効果効果 上記環境保全対策によって期待される環

境保全機能の低下防止、有害物質による土壌汚染の防止(土壌汚染の

可能性の低減)等の効果を示す。 

評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  現況調査及び予測の結果に基づき、この地域の特性、環境の保全

のための措置および評価の指標を勘案して、本件の事業の実施が土

壌に及ぼす影響について明らかにする。 

 評価の指標は、次による。 

・土壌に係る環境基準 

・「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令」(昭和46年政令

204号)に定める基準など。 

・土壌汚染に係るその他の科学的知見など。 

環境保全措置

の検討 

 前記「環境保全措置の検討」と同じ。 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 

 

土壌土壌土壌土壌のののの環境要因環境要因環境要因環境要因にににに係係係係るるるる調査項目調査項目調査項目調査項目 カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化

合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びその化合物

（総水銀、アルキル水銀）、PCB（ポリ塩化ビフェニール）、ジクロロメタン、四塩化炭素、

1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリクロ

ロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テクラクロロエチレン、1-3-

ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化

合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ダイオキシン類、大気物汚染物質

に基づく指定物質（大気質の項に記載につき省略） 
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図5-11 土壌の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (12) 陸生植物 

 

表 5-15 陸生植物の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 本計画地及びその周辺の植物種及び植生の概要並びに重要な分

布、生育状況、重要な群落の分布状況等の概要を地域概況調査によ

り把握する。 

調査項目  重要な植物種・重要な植物群落についての調査項目は、｢手法の重

点化・簡略化｣の検討結果を踏まえ、各要素ごとに必要な調査項目を

設定する。 

調査方法  調査は、現地調査及び文献その他の資料による情報の収集、並び

に該当情報の整理及び解析により行う。 

 なお、現地調査においては以下を留意する。 

・生育種及び分布状況 

・現存植生の種類、種構成、構造、分布及び遷移状況 

・植生自然度及び潜在自然植生 

・重要な種及び群落の分布及び生育の状況 

調査対象地域  処理水の流下ルートに係る計画地から加藤沢沼までの周域（同ル

ートの両側0.5km程度）。 

調査地点  計画地を含む周辺及び加藤沢湿地。 

調査

手法 

調査時期  春季から秋季までに3回。 

基本的手法  調査対象地域で確認された重要な種及び群落について、現況と本

設置事業特性を照らし合せることにより、本事業が重要な種及び群

落に与える影響について予測する。 

予測項目  調査した項目の範囲とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測対象時期  工事中、埋立処分時とする。 

予測方法  重要な植物種及び重要な植物群落は、以下の項目等について検討

することを通じて当該種・群落の持続可能性を予測するものとする。

その際、できる限り定量的な予測手法を用いる。 

・造成、伐採等による直接的な改変を伴う重要な植物種及び重要な

植物群落の変化及び内容 

・気象、水質、水文条件等の環境の変化に伴う重要な植物種及び重

要な植物群落の変化の程度及び内容 

予測

手法 

環境保全措置 

の検討 

 環境保全措置は、本設置事業の計画策定の過程又は環境影響の予

測結果を基に、事業者により実行可能な範囲内で、本事業の実施に

伴う陸生植物への影響を可能な限り回避・低減するための措置を検

討する。また、この結果として本事業の実施による影響の回避・低

減の程度をできるだけ明らかにする。 
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評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  現況調査および予測の結果に基づき、この地域の特性、環境の保

全のための措置および評価の指標を勘案して、本件の事業の実施が

植物およびその生育環境に及ぼす影響について明らかにする。 

 評価評価評価評価のののの指標指標指標指標 評価の指標は次に掲げるものとする。 

・「文化財保護法」などの基準 

・自然環境保全基本方針(昭和48年総理府告示第30号) 

・陸上植物にかかるその他の科学的知見 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-12 陸生植物の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (13) 陸生動物 

 

表 5-16 陸生動物の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 調査対象地域の動物相の概要、重要な種の分布、生育状況、生息

状況、及び注目すべき生息地の分布状況等の概要を地域概況調査に

より把握する。 

調査項目  動物相動物相動物相動物相・・・・生息地生息地生息地生息地にににに関関関関するするするする基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査 この調査の実施にあたっては

次の事項を留意する。 

・重要な動物種・注目すべき生息地の調査・予測・評価のための基

礎的情報の収集(重要な動物種・注目すべき生息地の抽出の補完を

含む) 

・生態系等他の項目の調査・予測・評価のための基礎的情報の収集 

 重要重要重要重要なななな動物種動物種動物種動物種・・・・注目注目注目注目すべきすべきすべきすべき生息地生息地生息地生息地にににに関関関関するするするする調査調査調査調査    

・分布、生活史に関する調査 

・生息数に関する調査 

・食性に関する調査 

・その他種間の関係に関する調査 

・生息環境に関する調査 

・環境の空間的利用に関する調査 

・重要な資源の分布に関する調査 など 

調査方法  現地調査及び文献その他の資料による情報の収集、並びに当該情

報の整理（生息種のリストの作成、主要種の生息状況、生息環境の

状況、貴重種の分布状況）及び解析により実施する。同調査の方法

は哺乳類 フィルドサイン法、鳥類 ポイントセンサス法、爬虫類・

両生類 ラインセンサス法、昆虫類 ラインセンサス法による。 

調査対象地域  処理水の流下ルートに係る計画地から加藤沢沼までの周域（同ル

ートの両側1km程度）。 

調査地点  計画地、加藤沢とその周辺。 

調査

手法 

調査時期  春～秋。 

基本的手法  本調査対象地域で確認された重要な種及び注目すべき生息地につ

いて、現況と本事業特性を照らし合せることにより、本事業が重要

な種及び注目すべき生息地に与える影響について予測する。 

予測項目  調査した項目の範囲とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測

手法 

 

予測時期  工事中及び埋立処分時とする。  
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予測方法  重要な動物種及び注目すべき生息地は、以下の項目等を検討する

ことを通じて、当該種・生息地の持続可能性を予測するものとし、

そのための適切な予測方法を選定する。その際、できる限り定量的

な予測手法を用いる。 

・造成、伐採等による直接的な改変を伴う重要種及び注目すべき生

息地の変化の程度及び内容 

・気象、水質、水文条件等の生育環境の変化に伴う重要種及び注目

すべき生息地の変化の程度及び内容 

 

環境保全措置 

の検討 

 環境保全措置は、本事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結

果を基に、事業者により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う

陸生動物への影響を可能な限り回避・低減するための措置を検討す

る。また、この結果として本事業の実施による影響の回避・低減の

程度をできるだけ明らかにする。 

評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  現地調査及び予測の結果に対する県知事意見を参考に、重要な種、

注目すべき生息地の持続可能性(対象とする要素の価値､重要性の持

続という視点を含む)という評価の視点から、対象とする種や生息地

に及ぼす影響について、以下について評価する。 

・「文化財保護法」などの基準 

・影響の回避･低減の評価 

・環境保全措置の効果･影響の評価 

・陸上動物に係るその他の知見 

・環境保全に関する基準または目標との整合性 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-13 陸生動物の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (14) 水生生物 (陸水域) 

 

表 5-17 水生生物の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 水生植物水生植物水生植物水生植物 調査対象地域に生育する水草等の種類及び現存量、こ

れらが群落を形成している場合の群落の種類、種組成、群落構造及

び分布状況を把握する。    

水生動物水生動物水生動物水生動物 調査対象地域に生息する遊泳動物の種類、現存量、分

布状況を把握する。 

 加えて、調査対象地域に生息する底生動物及び付着動物の種類、

現存量及び分布状況を把握する。 

調査項目 水生植物水生植物水生植物水生植物 水草などの大型のものから付着藻類、植物性プランク

トンなど。これら把握する単位は、種、個体、個体群、群落とする。 

水生動物水生動物水生動物水生動物 遊泳動物、底生動物及び付着動物、浮遊動物。これら

把握する単位は、種、個体、個体群とする（採取法による）。 

調査方法  調査は、現地調査及び文献その他の資料による情報の収集、並び

に当該情報の整理及び解析により実施する。 

 その方法は、分布状況を比較する場合は定量的な方法を、生息種、

生息種相を把握するためには定性的な方法をとるなど、各方法の特

性を十分に考慮し適切な手法を選択する。 

調査対象地域  本放流水の放出直下の無名の河川→加藤沢沼の流出点までの流下

ルートを対象範囲とする。 

調査地点  加藤沢湿地及び加藤沢沼とする。 

調査

手法 

調査時期  春～秋（なお、水生動物は春、夏）。低水量時に行う。 

基本的手法  調査対象地域で確認された水生植物の重要な種及び群落、水生動

物の重要な種及び注目すべき生息地について、現況と本設置事業を

照らし合せることにより、本事業が水生植物の重要な種及び群落、

水生動物の重要な種及び注目すべき生息地に与える影響について予

測する。 

予測項目  調査した項目の範囲とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測対象時期  工事中(工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期)及び

埋立処分時(施設の供用が定常状態に達した時期)について予測す

る。 

予測

手法 

 

予測方法  本設置事業による影響要因及び影響の大きさを可能な限り抽出

し、経路図及びマトリックス表等に整理の上で、生息環境若しくは

生育への影響の程度を予測する。さらに、生育環境若しくは生息環

境への影響の程度を踏まえ、水生植物の重要な種及び群落、水生動

物の重要な種及び注目すべき生息地への影響の程度を予測する。適

切な環境保全措置を講ずる視点から、影響を受けることが予測され

る対象については、その重要性を示す。 
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 また、流量の変化や水質・底質の変化などにより、水生生物の生

息・育成環境が徐々に変化するといった間接的な影響についても類

似事例や生態学的知見を参考に予測する。 

 

環境保全措置 

の検討 

 環境保全措置は、本事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結

果を基に、事業者により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う

陸水域の水生生物への影響を可能な限り回避・低減するための措置

を検討する。また、この結果として本事業の実施による影響の回避・

低減の程度をできるだけ明らかにする。 

評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  影響影響影響影響のののの回避回避回避回避････低減低減低減低減にににに係係係係るるるる評価評価評価評価 調査及び予測の結果並びに環境保

全措置を検討した結果を踏まえ、本事業の実施に伴う水生植物の重

要な種及び群落、水生動物の重要な種及び注目すべき生息地への影

響が可能な限り回避･低減されているか否か及びその程度について

評価する。 

 国又国又国又国又はははは県県県県等等等等がががが実施実施実施実施するするするする環境保全施策環境保全施策環境保全施策環境保全施策とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性 調査及び予測

の結果が、国又は県等が実施する環境保全の観点からの施策による

基準や目標と整合が図られているかどうかについて評価する。 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-14 水生生物の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (15) 生態系 

 

表 5-18 生態系の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 本設置事業の実施区域及びその周辺における生態系について、地

域を特徴づける生態系を抽出し、その分布状況を把握する。また、

地域を特徴づける生態系を構成する複数の注目種等の生態、他の動

植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況について把握す

る。 

調査項目 植物植物植物植物種種種種 生活史に関する調査、生育量に関する調査、生育環境に

関する調査、生態に関する調査 など 

植物群落植物群落植物群落植物群落 群落の分布に関する調査、植生調査、群落の構造に関

する調査、立地環境に関する調査、生物群集に関する調査 など 

動物種動物種動物種動物種・・・・群集群集群集群集 生活史に関する調査、生息数に関する調査、食性

に関する調査、その他種間の関係に関する調査、生息環境に関する

調査、環境の空間的利用に関する調査、重要な資源の分布に関する

調査 など 

調査方法  現地調査及び文献その他の資料による情報、並びに当該情報の整

理及び解析により実施する。 

 具体的には、｢地形及び地質｣、｢陸生植物｣、｢陸生動物｣、｢水生生

物(陸水域)｣等で収集した情報を整理・解析し、｢生態系で抽出する

注目種等｣についての現地調査を実施する。 

調査対象地域  浸出水処理水の流下ルートに係る本計画地から加藤沢沼までの周

域（同ルートの両側1km程度）。 

調査地点  本計画地、加藤沢湿地帯及び加藤沢沼とする。 

調査

手法 

調査時期  春～秋。 

基本的手法  地域を特徴づける生態系の注目種等について、現況と本設置事業

の特性を照し合わせることにより、本事業が生態系の注目種等に与

える影響について予測する。 

予測項目  調査した項目の範囲とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測

手法 

予測対象時期  工事工事工事工事のののの実施実施実施実施によるによるによるによる環境影響環境影響環境影響環境影響がががが的確的確的確的確にににに把握把握把握把握できるできるできるできる時期時期時期時期 直接的影

響に関する予測時期は、施工中の直接改変に係わる施工完了時とす

る。 間接的影響に関する予測時期は、影響要因ごとに施工中に間

接的影響が最大となる工種の終了時とする。 
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予測方法  まず、本事業による影響要因及び影響の大きさを可能な限り抽出

し、経路図及びマトリックス表等に整理した上で、基盤環境要素あ

るいは基盤環境要素の総体としての基礎環境への影響の程度を予測

する。 次に、基盤環境への影響の程度を踏まえ、注目種等への影

響の程度を、類似事例や生態学的な地検を参考に予測する。注目種

等への影響が他の動植物に与える影響についても経路図を用いて整

理する。 本事業により直接改変を受ける区域にある生態系につい

ては、分布状況と改変区域を重ね合わせ、改変を受ける面積及び改

変率等を整理し、類似事例や生態学的な知見を参考に影響の程度を

予測する。 

 

環境保全措置 

の検討 

 本事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結果を基に、事業者

により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う生態系への影響を

可能な限り回避・低減するための措置を検討する。また、この結果

として本事業の実施による影響の回避・低減の程度をできるだけ明

らかにする。 

評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  影響影響影響影響のののの回避回避回避回避････低減低減低減低減にににに係係係係るるるる評価評価評価評価 調査及び予測の結果並びに環境保

全措置を検討した結果を踏まえ、本事業の実施に伴う生態系への影

響が可能な限り回避･低減されているか否か及びその程度について

評価する。 

 国又国又国又国又はははは県県県県等等等等がががが実施実施実施実施するするするする環境保全施策環境保全施策環境保全施策環境保全施策とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性 調査及び予測

の結果が、国又は県等が実施する環境保全の観点からの施策による

基準や目標と整合が図られているかどうかについて評価する。 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-15 生態系の調査地点位置図 

S=1:50,000 
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 (16) 景観 

 

表 5-19 景観の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 調査は原則として、既存資料の地形図・空中写真の収集・整理、

専門家等へのヒアリング及び概略踏査等により行う。 

 ここでは、眺望景観として｢景観資源｣、｢眺望点｣、｢眺望景観｣を、

囲繞景観として｢景観資源｣、｢眺望点｣をそれぞれ整理する。 

調査項目 主要主要主要主要なななな眺望点眺望点眺望点眺望点のののの状況状況状況状況 見る人間の立つ場所のうち不特定かつ多

数の人が眺望に利用する眺望点の状況 

主要主要主要主要なななな景観資源景観資源景観資源景観資源のののの状況状況状況状況 見られる対象(○○山､△△沼､××通り

の街並み等)である｢景観資源｣のうち、不特定かつ多数の日とから見

られる対象となるもの、すなわち｢景観｣(視覚的印象)の図を形成す

る主要な景観資源の状況 

主要主要主要主要なななな眺望景観眺望景観眺望景観眺望景観のののの状況状況状況状況 特定の眺望点からの眺望、すなわち、写

真や絵のように画面でとらえられる｢眺望景観｣のうち、主要な眺望

点からの眺めである主要な眺望景観の状況 

調査

手法 

調査方法  現地調査及び文献その他の資料による情報の収集（現地写真撮影

含む）並びに当該情報の整理及び解析による。 

 調査手順は以下のとおり。 

 

 ア 眺望景観 

 眺望景観眺望景観眺望景観眺望景観 予測・評価対象となる｢眺め｣の抽出。 

 眺望景観眺望景観眺望景観眺望景観のののの状態把握状態把握状態把握状態把握 予測・評価対象となる｢眺め｣について、｢利

用の状態｣と｢眺めの状態｣を把握する。 

 認識項目認識項目認識項目認識項目のののの設定設定設定設定とととと指標指標指標指標のののの選定選定選定選定 主要な眺望景観の状態の結果に

基づき、普遍価値と固有価値のそれぞれの価値軸と関わりが深い代

表的指標を選定する。 

 眺望景観眺望景観眺望景観眺望景観のののの価値認識価値認識価値認識価値認識のののの把握把握把握把握 選定した代表的指標に対応した解

析を行い、各価値軸に対応する眺望景観の価値認識を整理する。 

 

 イ 囲繞景観 

 景観区景観区景観区景観区のののの区分区分区分区分 囲繞景観の把握にあたり、囲繞景観を把握する空

間単位として景観区を区分する。景観区は、地形や植生、土地利用

などによりもたらされる景観的均質性や一体性を目安として区分す

る。 

 囲繞景観囲繞景観囲繞景観囲繞景観のののの状態把握状態把握状態把握状態把握 景観区ごとの囲繞景観の状態を｢場の状

態｣、｢利用の状態｣、｢眺めの状態｣という観点からきめ細かい調査を

実施する。 

 認識項目認識項目認識項目認識項目のののの設定設定設定設定とととと指標指標指標指標のののの選定選定選定選定 囲繞景観の状態の把握結果に基

づき、普遍価値と固有価値それぞれの価値軸から、当該地域で重要

と思われる認識項目を設定し、この設定した認識項目と関わりが深

い代表的指標を選定する。 
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  囲繞景観囲繞景観囲繞景観囲繞景観のののの価値認識価値認識価値認識価値認識のののの把握把握把握把握 選定した代表的指標に対応した解

析を行い、各価値軸に対応する囲繞景観の価値認識を整理する。 

調査対象地域  本計画地及びその周域とする。 

調査地点  本計画地の周辺、早掛沼公園及び釜臥山展望台からの遠望・俯瞰。 

 

調査時期  四季の変化が景観に現われる時期(桜の開花､紅葉､落葉等)とす

る。 

基本的手法  景観資源・眺望点・眺望景観の本事業の実施に伴う状況変化及び

景観資源・眺望点・眺望景観の状況変化に伴う価値認識の変化、感

覚量の変化を推定する。 

予測項目  調査した項目の範囲とする。 

予測対象地域  調査対象地域と同じ。 

予測地点  調査地点と同じ。 

予測対象時期  本設置事業に係る土地の造成や工作物などが完成した時期とす

る。 

予測方法  主要主要主要主要なななな眺望景観眺望景観眺望景観眺望景観のののの変化変化変化変化 フォートモンタージュ法による。 

 眺望景観眺望景観眺望景観眺望景観のののの価値認識価値認識価値認識価値認識のののの変化予測変化予測変化予測変化予測 現況における眺望景観の価値

把握のために設定した認識項目と指標に照らして予測画像などを解

析し、指標の変化を価値の変化として選定する。 

 囲繞景観囲繞景観囲繞景観囲繞景観のののの状態状態状態状態のののの変化予測変化予測変化予測変化予測 この変化予測は、｢直接改変｣と様々

な影響要因により生ずる｢特性変化｣や｢眺め変化｣を景観区ごとに予

測することにより行う。 

 囲繞景観囲繞景観囲繞景観囲繞景観のののの価値認識価値認識価値認識価値認識のののの変化予測変化予測変化予測変化予測 この変化予測は、それぞれの影

響の種類に応じて適切な手法を選定して行う。 

 特に｢特性変化｣による価値の変化予測は、現況における囲繞景観

の価値把握のために設定した認識項目と指標に照らして、類似事例

などの引用による仮設定推定、価値の変化に関する認識把握や感覚

量の測定による推定などにより行う。 

 また、｢眺めの変化｣の予測は、眺望景観の予測と同様の手法によ

る。 

予測

手法 

 

環境保全措置 

の検討 

 本設置事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結果を基に、事

業者により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う景観への影響

を可能な限り回避・低減するための措置を検討する。また、この結

果として本事業の実施による影響の回避・低減の程度をできるだけ

明らかにする。 

評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  景観資源・眺望点・眺望景観の状況変化が実行可能な範囲内で回

避・低減・代償されているか及び景観資源・眺望点・眺望景観の状

況変化に伴う価値認識の変化、感覚量の変化が実行可能な範囲内で

回避・低減されているかを判断(評価)する。 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-16 景観の調査地点位置図 
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 (17) 人と自然との触れ合い活動の場 

 

表 5-20 人と自然との触れ合い活動の場の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 調査対象地域における人と自然との触れ合い活動の場の位置、

種類(活動内容)、規模等の状況について調査する。 

調査項目 野外野外野外野外レクリェーションレクリェーションレクリェーションレクリェーション地地地地 登山道、自然公園、森林公園、自然休

養林、キャンプ場、海水浴場、河川、釣り場、道路(ドライブ等) 

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの日常的日常的日常的日常的なななな自然自然自然自然とのとのとのとの触触触触れれれれ合合合合いいいい活動活動活動活動のののの場場場場 里山、里山の自

然、公園、緑地、寺社森等 

調査方法  過去と現在を把握する。具体的には以下による。 

・場の空間特性、場が有する資源性の状況を把握する。 

・利用者属性、利用実態、利用特性を把握する。 

・人々が享受している場の価値を認識する。 

調査対象地域  早掛レイクサイドヒルキャンプ場とその周辺とする。 

調査地点  早掛沼公園とそのキャンプ場。 

調査

手法 

調査時期  利用最盛期に行う。 

基本的手法  主要な人と自然との触れ合い活動の場について、分布又は利用

環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析により予

測する。また、地形・地質、植物、動物、騒音等の予測結果を踏

まえて予測を行う。 

予測項目  調査した項目とする。 

予測対象地域 

予測地点 

 原則として、調査対象地域、調査地点に準ずる。 

  

予測対象時期  工事中工事中工事中工事中 工事の影響を的確に把握できる時期とする。 

 埋立処分時埋立処分時埋立処分時埋立処分時 この稼動が安定状態に達した時期とする。 

予測方法  変化状況を予測する。具体的には以下による。 

・本事業実施に伴う場の空間特性、資源の状況変化を推定する。 

・本事業実施に伴う利用特性、アクセス性の変化を推定する。 

・場の空間特性、資源の状況、利用特性、アクセス性の変化に伴う

価値の変化を認識する。 

予測

手法 

 

環境保全措置 

の検討 

 本事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結果を基に、事業者

により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う人と自然との触れ

合い活動の場への影響を可能な限り回避・低減するための措置を検

討する。また、この結果として本事業の実施による影響の回避・低

減の程度をできるだけ明らかにする。 
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評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  影響影響影響影響のののの回避回避回避回避････低減低減低減低減にににに係係係係るるるる評価評価評価評価 調査予測の結果並びに環境保全措

置を検討した結果を踏まえ、本事業の実施に伴う人と自然との触れ

合い活動への影響が可能な限り回避･低減されているか否か及びそ

の程度について評価する。 

国又国又国又国又はははは県県県県等等等等がががが実施実施実施実施するするするする環境保全施策環境保全施策環境保全施策環境保全施策とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性 調査及び予測の

結果が、国又は県等が実施する環境保全の観点からの施策による基

準や目標と整合が図られているかどうかについて評価する。 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-17 人と自然との触れ合い活動の場の調査地点位置図 
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 (18) 建設副産物 

 

表 5-21 建設副産物の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 本建設工事時に生ずる建設発生土等及び供用時における廃棄物の

種類・量が対象となる。 

調査項目 建設発生土等建設発生土等建設発生土等建設発生土等 建設発生土(建設残土)、砂など。 

建設建設建設建設工事時工事時工事時工事時((((上記上記上記上記をををを除除除除くくくく)))) 伐採・除根による樹木・樹根、木くず、

廃プラスチック類、金属くず、段ボール、都市ごみ、し尿、浄化槽

汚泥ほか。 

供用時供用時供用時供用時 汚泥、金属くず、廃プラスチック類、都市ごみ、し尿、

浄化槽汚泥ほか。 

調査手法  建設工事時に生ずる建設残土等及び工事中・供用時の廃棄物の発

生種類を把握する（量は予測で扱う）。 

調査対象地域  本事業の実施区域とする。 

調査時期  工事方法など作成時とする 

調査

手法 

調査結果の整

理 

  既存の資料と現地調査等により得た情報を合せて以下の観点か

ら整理する。 

・建設工事時に生ずる建設発生土砂等の種別・量 

・工事中・供用時の廃棄物の種類（量は予測手法で扱う）。 

基本的手法  建設工事に伴い発生する土砂等のうち、区域外へ排出するものの

発生状況及び処理・処分の状況の把握。 

 本事業の実施に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生状況、再利

用の状況及び処理処分の状況を予測する。 

予測項目 建設工事による建設発生土等、及び工事中・供用時に発生するす

べての廃棄物。 

予測対象地域 本設置事業の実施区域とする。 

予測対象時期  工事中においては、工事期間全体、埋立処分時においては、定常

状態になる時期とする。 

 なお、定期点検、修理等が行われる時期で廃棄物の発生が量的又

は質的に定常時と異なる場合も予測の対象時期とする。 

予測

手法 

予測方法  建設発生土建設発生土建設発生土建設発生土 工事中に生ずる建設発生土等は、工事方法など作成

時に量の大筋を把握できる（既存地質調査のもと）。 

よって、その処理・処分及び再利用の方法と量を具体的に明らか

にする。 

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物 建設廃棄物や作業員等建設工事に従事する人の活動に

伴って排出される廃棄物について、その種類ごとの発生量を工事方

法、工事規模等から予測し、その処理・処分及び再利用の方法と量

を具体的に明らかにするとともに、埋立処分時に発生する廃棄物の

発生量を、排出量原単位を用いる手法や類似事例等からできるだけ

定量的に予測し、その処理・処分及び再利用の方法と量を具体的に

明らかにする。 
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環境保全措置 

の検討 

 本設置事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結果を基に、事

業者により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う廃棄物の発生

及び排出を可能な限り回避・低減するための措置を検討する。また、

この結果として本事業の実施による影響の回避・低減の程度をでき

るだけ明らかにする。 

 

予測結果の整

理 

 予測結果を次の中から必要な事項について整理する。 

・工事中の建設発生土砂の量と用途区分 

・工事中の一般廃棄物及び産業廃棄物の量（原則として月間） 

・供用時の一般廃棄物及び産業廃棄物の量（年間） 

評価事項  予測した事項とする。 

評価方法  影響影響影響影響のののの回避回避回避回避････低減低減低減低減にににに係係係係るるるる評価評価評価評価 予測の結果並びに環境保全措置を

検討した結果を踏まえ、本設置事業の実施に伴う建設発生土砂及び

廃棄物の発生・排出が事業者により可能な範囲で回避･低減されてい

ること及びその程度を予測する。 

国又国又国又国又はははは県県県県等等等等がががが実施実施実施実施するするするする環境保全施策環境保全施策環境保全施策環境保全施策とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性 予測の結果が、

国又は県等が実施する環境保全の観点からの施策による基準や目標

と整合が図られているかどうかについて評価する。 

評価

手法 

 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-18 廃棄物設置事業の実施区域位置図 

S=1:50,000 
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 (19) 温室効果ガス等 

 

表 5-22 温室効果ガス等の調査、予測及び評価の手法 

調査すべき情

報 

 本事業の発生源（建設工事時、廃棄物の運搬・埋立作業、埋立、

下水処理）となる建設機械の作業時等を対象とする。 

調査項目  二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素 

調査方法  建設機械の作業時の排出量は、保有台数と平均出力及び平均作業

時間から作業稼働状況を把握し、これに定格時排出ガス原単位を乗

じて算定する。 

 埋立物に係るガス(メタン)排出量は、第4回廃棄物学会講演論文集

「最終処分場からのメタン放出量の算定」(1993)に示された方法に

よる。 

調査対象地域  この事業の実施区域とする（公道走行は含めない）。 

調査

手法 

 

調査時期  工事工法等の作成時とする。 

基本的手法  本最終処分場施設の稼動等に伴い発生する温室効果ガス等の排出

等の状況の把握を行う。 

予測項目  二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素 

予測対象地区  本設置事業実施区域とする。 

予測時期  工事中はピーク時、埋立処分時は定常状態時とする。 

予測方法  上記予測項目の温室効果ガスは、本最終処分場施設の稼動等によ

る排出量を｢地球温暖化対策の推進に関する法律施行例｣3条の規定

に基づく手法に準じて把握する。 

予測

手法 

 

環境保全措置 

･検討 

 本事業の計画策定の過程又は環境影響の予測結果を基に、事業者

により実行可能な範囲内で、本事業の実施に伴う温室効果ガス等の

発生及び排出を可能な限り回避・低減するための措置を検討する。

また、この結果として本事業の実施による影響の回避・低減の程度

をできるだけ明らかにする。 

評価項目  予測した項目とする。 

評価方法  影響影響影響影響のののの回避回避回避回避････低減低減低減低減にににに係係係係るるるる評価評価評価評価 予測の結果並びに環境保全措置を

検討した結果を踏まえ、本事業の実施に伴う温室効果ガス等の発生

及び排出が可能な限り回避･低減されていること及びその程度につ

いて評価する。 

国又国又国又国又はははは県県県県等等等等がががが実施実施実施実施するするするする環境保全施策環境保全施策環境保全施策環境保全施策とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性 予測の結果が、

国又は県等が実施する環境保全の観点からの施策による基準や目標

と整合が図られているかどうかについて評価する。 

評価

手法 

評価結果  県知事意見を参考に準備書を修正した評価結果を示す。 
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図5-19 温室効果ガス等の実施区域位置図 

S=1:50,000 
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 (20) 除外環境要素の事項及び理由 

 

 「環境影響評価の項目及び理由」(195頁)に記載のない環境要素の事項とその理由は

次のとおり。 

 

 1) 除外環境要素の事項 

   気象、文化財、日照阻害、電波障害、低周波音、風害。 

 2) 理由 

   まず気象については、大気質の中で扱うので省略する。つぎに文化財をみるに、

計画地とその周辺に、かかる史跡・文化財がみあたらない、による。その余は以

下による。 計画地から林をはさんで300ｍほどの距離に海上自衛隊椛山送信所が

所在するも、他にこの間、人家などの存在はない（写2-1､6ページ）。また、本件

の事業実施区域内の建物は水処理施設１棟のみ。かかる事情下では、日照阻害、

電波障害ほか近隣の建物に関する評価対象を欠く。 


