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第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

4.1 1計画段階配慮事項の選定の結果 

4.1.1 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 6 月 12 日通商産業省令第 54 号）（以

下「発電所アセス省令」という。）の別表第 6 においてその影響を受けるおそれがあるとされる

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、表 4.1-1 のとおり重大な影響のおそれのある環境要素を選定した。 

「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成

25 年）において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していないため予測評価

が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まった段階で検討の対象とす

ることが望ましい。」とされている。 

本配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等まで決まるような熟度にな

いことから、工事の実施による環境影響を対象としないこととした。なお、方法書以降の手続

きにおいて「工事用資材等の搬出入」、「建設機械の稼働」及び「造成等の施工による一時的な

影響」に係る環境影響評価を実施し、実行可能な環境保全措置を検討することにより、重大な

環境影響の回避又は低減を図ることとする。 

なお、累積的な影響については環境影響を受けるおそれのある事業を対象とし、方法書以降

の手続きの中で検討する。 
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表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定 

                       影響要因の区分 

 

 

 

 

 

    環境要素の区分 

 
 

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 6 号に定める「風力発電所 別表第 6」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 13」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。
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4.1.2 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、表 4.1-2 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。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。 

 

表 4.1-2 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、「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）による重要な地形及び地質が存在していることか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選定す

る。 

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 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッ

ドリスト 2020」の選定種等が確認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する。 

海域に生息する動物 地形改変及び 

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響がない

ことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定しない。 

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 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッ

ドリスト 2020」の選定種等が確認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する。 

海域に生育する植物 地形改変及び 

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響がない

ことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定しない。 

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 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然環

境のまとまりの場の存在が確認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する。 

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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【参考】 計画段階配慮事項として選定しない理由（工事の実施） 

環境要素 選定しない理由 

大気環境 大気質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数

等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事

のピーク時における工事関係車両の台数を低減する等、実行可能な環境保全措

置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では

選定しない。 

騒音及び 

超低周波音 

振 動 

水環境 水 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域、排水計画等）まで決まる

ような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能である

ことから、配慮書段階では選定しない。 

底 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域等）まで決まるような計画

熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計画であることか

ら、配慮書段階では選定しない。 

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。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低

減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置

を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選

定しない。 

海域に生息する
動物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

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。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成を必要 小限にとど

め、重要な種及び群落への影響の回避又は低減に努める等、実行可能な環境保

全措置を講じることにより環境影響の回避又は低減が可能であることから、配

慮書段階では選定しない。 

海域に生育する

植物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低

減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置

を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選

定しない。 

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 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数

等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事

のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合

いの活動の場にアクセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境

保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段

階では選定しない。 

廃棄物等 産業廃棄物 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（産業廃棄物、残土の発生量）まで決

まるような計画熟度にない。また、産業廃棄物は可能な限り有効利用に努める、

土地の改変量の低減及び事業実施想定区域内における発生土の利用等、実行可

能な環境保全措置を講じることにより発生量の低減が可能であることから、配

慮書段階では選定しない。 

残 土 

放射線の量 放射線の量 事業実施想定区域の周囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認されて

おらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないことから選定し

ない。 
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4.2 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表 4.2-1、計画段階配慮事項の評

価方法の判断基準は表 4.2-2 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。 

 

表 4.2-1(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
型指定の状況についても
調査した。 

風力発電機の設置予定範
囲と配慮が特に必要な施
設等との位置関係（ 短距
離）を整理し、風力発電機
の設置予定範囲から 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 

地形及

び地質 
重要な地形 
及び地質 

重要な地形及び地質の状
況を文献その他の資料に
より調査した。 

事業実施想定区域と重要
な地形及び地質の位置関
係を整理し、直接的な影響
の可能性の有無を整理し
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 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。 

風力発電機の設置予定範
囲と配慮が特に必要な施
設等との位置関係（ 短距
離）を整理し、風力発電機
の設置予定範囲から 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。） 

動物の重要な種の生息状

況及び注目すべき生息地

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、各種の

生息環境を整理した。これ

らを踏まえ、事業実施想定

区域と重要な種の生息環

境及び注目すべき生息地

の重ね合わせにより、直接

的な改変の有無による生

息環境の変化及び施設の

稼働に伴う影響について

予測した。 

予測結果を基に、地形改変

及び施設の存在並びに施

設の稼働が動物の重要な

種及び注目すべき生息地

に与える重大な環境影響

の回避又は低減が将来的

に可能であるかを評価し

た。 
 

  

 
※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 大値を設定した。 
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表 4.2-1(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 

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。） 

植物の重要な種、重要な

植物群落及び巨樹・巨木

林等の分布状況につい

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、各種の生育環境を整理し

た。これらを踏まえ、事業実施

想定区域と重要な種の生育環

境、重要な植物群落及び巨樹・

巨木林の重ね合わせにより、直

接的な改変の有無による生育

環境の変化に伴う影響につい

て予測した。 

予測結果を基に、地形改変

及び施設の存在が植物の

重要な種及び重要な群落

に与える重大な環境影響

の回避又は低減が将来的

に可能であるかを評価し

た。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 
重要な自然環境のまと

まりの場の分布状況に

ついて、文献その他の資

料により調査した。 

事業実施想定区域と文献その

他の資料から抽出した重要な

自然環境のまとまりの場の重

ね合わせにより、直接的な改変

の有無及び施設の稼働に伴う

影響を整理した。 

予測結果を基に、地形改変

及び施設の存在並びに施

設の稼働が重要な自然環

境のまとまりの場に与え

る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。 

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

接的な影響の可能性の有無を

予測した。 
 
②主要な眺望景観への影響 

a．風力発電機の介在の可能性 
主要な眺望点、景観資源及び

風力発電機の設置予定範囲の
位置関係により風力発電機の
介在の可能性を予測した。 

b．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。 

c．主要な眺望点からの風力発
電機の見えの大きさ 

主要な眺望点と風力発電機

の設置予定範囲の 寄り地点

までの 短距離を基に、風力発

電機の見えの大きさ（垂直視野

角）について予測した。 

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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表 4.2-2 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 

事業実施想定区

域と配慮が特に

必要な施設等と

の位置関係 

事業実施想定区

域及びその周囲

に配慮が特に必

要な施設等が分

布しない。 

事業実施想定区域及びその周

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。 

事業実施想定区域及び

そ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 
地形及び 
地質 

重要な地形及び

地質 

重要な地形及び

地質の改変を伴

わない。 

重要な地形及び地質の改変を

伴うが、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。 

重要な地形及び地質の

改変を伴い、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。 

風車の影 事業実施想定区

域と配慮が特に

必要な施設等と

の位置関係 

事業実施想定区

域及びその周囲

に環境保全上配

慮すべき施設等

が分布しない。 

事業実施想定区域及びその周

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。 

事業実施想定区域及び

そ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 

重要な種等の分

布状況 

事業実施想定区

域及びその周囲

に重要な種等が

分布しない。 
また、生息・生育

地の直接改変を

伴わない。 

事業実施想定区域内に重要な

種等が分布する可能性がある

が、方法書以降の手続きにお

いて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。 

事業実施想定区域内に

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。 
植 物 重要な種及

び重要な群

落 

生態系 地域を特徴

づける生態

系 

自然環境のまと

まりの場の分布

状況と事業実施

想定区域との位

置関係 

事業実施想定区

域に自然環境の

まとまりの場が

分布しない。 

自然環境のまとまりの場の改

変を伴うが、方法書以降の手

続きにおいて現地調査等によ

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。 

自然環境のまとまりの

場の改変を伴い、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。 

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

直接改変の有無 

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

直接改変されな

い。 

②主要な眺望点

から風力発電機

が視認できない。 

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、重大な環境影響を実行

可能な範囲内で回避又は低減

している。 

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

望点と風力発電機の設置予定

範囲との位置関係から、重大

な環境影響を実行可能な範囲

内で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

機の設置予定範囲との

位置関係から、方法書以

降の手続きにおける検

討では影響の回避又は

低減が困難。 
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4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 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（図 4.3-1 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の一覧は表 4.3-1、配慮が特

に必要な施設等の位置は図 4.3-1 のとおりである。 

事業実施想定区域の周囲に配慮が特に必要な施設等は分布するが、事業実施想定区域内には

存在しない。 

また、事業実施想定区域及びその周囲において、騒音に係る環境基準の類型が当てはめられ

た地域はない。 

 

表 4.3-1 配慮が特に必要な施設 

区 分 名 称 所在地 

小学校 法奥小学校 十和田市奥瀬下川目 102-2 

中学校 第一中学校 十和田市奥瀬生内 32-6 

保育所 とわだこ中央保育園 十和田市奥瀬中平 211 

福祉施設 

デイサービスセンター湖楽園 十和田市奥瀬下川目 2-58 

特別養護老人ホーム湖楽園 十和田市奥瀬下川目 2-9 

グループホームらっこ 十和田市奥瀬下川目 2-1 

デイサービスセンターおいらせ 十和田市奥瀬中平 155 

グループホームおいらせ 十和田市奥瀬中平 155 

有料老人ホーム「かえで」 十和田市奥瀬中平 45-1 

「十和田市の学校一覧」（十和田市 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「市内保育所等一覧」（十和田市 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「介護保険サービス事業者一覧」（十和田市 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「青森県の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

より作成 
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図 4.3-1 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 

※調査地域である 85,000 分の 1の図郭の範囲に医療機関

は存在しない。 

「十和田市の学校一覧」、「市内保育所等一覧」、

「介護保険サービス事業者一覧」（十和田市 HP、

閲覧：令和 2 年 4 月） 

「青森県の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：

令和 2 年 4 月） 

「ゼンリン住宅地図 十和田市 2[十和田湖]」 

（株式会社ゼンリン、平成 31 年）  より作成 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

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

風力発電機の設置予定範囲から 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 

風力発電機の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表 4.3-2及び図 4.3-2、

風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表 4.3-3 のとお

りである。 

風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設等までの 短距離は、住宅等は約

0.5km、住宅等以外は「デイサービスセンター湖楽園」で約 3.4km である。 

また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計

215 戸であり、このすべてが住宅等である。これらの配慮が特に必要な施設等では風力発電機

の稼働に伴う騒音及び超低周波音による影響が生じる可能性があると予測する。 

  

 
※ 「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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表 4.3-2 風力発電機の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 

風力発電機の設置予定範囲
からの 短距離 

約 0.5km 約 3.8km － 約 3.4km 

注：調査地域に医療機関は存在しない。 

「十和田市の学校一覧」、「市内保育所等一覧」、「介護保険サービス事業者一覧」（十和田市

HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「青森県の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「ゼンリン住宅地図 十和田市 2[十和田湖]」（株式会社ゼンリン、平成 31 年） より作成 

 

表 4.3-3 風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

風力発電機の設置予定 
範囲からの距離 

（km） 

住宅等 
（戸） 

住宅等以外 
合 計 
（戸） 学 校 

（戸） 
医療機関 
（戸） 

福祉施設 
（戸） 

0～0.5   0 0 0 0   0 

0.5～1.0  34 0 0 0  34 

1.0～1.5 110 0 0 0 110 

1.5～2.0  71 0 0 0  71 

合計（戸） 215 0 0 0 215 

「十和田市の学校一覧」、「市内保育所等一覧」、「介護保険サービス事業者一覧」（十和田市

HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「青森県の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「ゼンリン住宅地図 十和田市 2[十和田湖]」（株式会社ゼンリン、平成 31 年） より作成 
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図 4.3-2 風力発電機の設置予定範囲と配慮が特に必要な施設等との位置関係 

「十和田市の学校一覧」、「市内保育所等一覧」、

「介護保険サービス事業者一覧」（十和田市 HP、

閲覧：令和 2 年 4 月） 

「青森県の有料老人ホーム」（青森県 HP、閲覧：

令和 2 年 4 月） 

「ゼンリン住宅地図 十和田市 2[十和田湖]」 

（株式会社ゼンリン、平成 31 年）  より作成 
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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 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの 短距離は、住宅等が約

0.5km であり、住宅等以外が約 3.4km である。 

また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等の合計

は 215 戸であり、このすべてが住宅等である。 

これらの配慮が特に必要な施設等では風力発電機の稼働に伴う騒音及び超低周波音による影

響が生じる可能性があるが、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、重大な影響の回避又は低減が可能であると評価する。 

・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。 

・地域の音環境を把握※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、そ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、空気吸収による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測定マニュアル」（環境省、平成 29 年）及び 新の知見等を参考に実施する。 
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4.3.2 地形及び地質 

1.  調 査 

(1)調査手法 

重要な地形及び地質の分布状況及び特性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（図 4.3-3）とした。 

 

(3)調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な地形及び地質は表 4.3-4、位置は図 4.3-3 の

とおりである。 

「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）によると、事業実施

想定区域が広範囲にわたり分布する火山群の「十和田火山地」に含まれるほか、河成段丘の「奥

瀬段丘」と一部重複している。  
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表 4.3-4 事業実施想定区域及びその周囲における重要な地形及び地質の状況（自然景観資源） 

区 分 名 称 

火山群 

南八甲田火山群 

十和田火山地 

十和田火山群 

火山性高原 仙人平・湯ノ台 

主な溶岩流 － 

峡谷・渓谷 
蔦川渓谷 

奥入瀬渓流 

河成段丘 奥瀬段丘 

断崖・岩壁 白絹の滝の谷頭の断崖 

滝 

白絹の滝 

九段の滝 

銚子大滝 

五両の滝 

湖沼 蔦沼 

注：「－」は出典に名称がないことを示す。 

〔「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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図 4.3-3  重要な地形及び地質の分布状況（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 

事業実施想定区域と重要な地形及び地質との重複範囲を抽出し、直接的な影響の可能性の有

無を整理した。 

 

(2)予測範囲 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

事業実施想定区域と重要な地形の位置関係は図 4.3-3 のとおりであり、事業実施想定区域が

広範囲にわたり分布する火山群の「十和田火山地」に含まれているほか、河成段丘の「奥瀬段

丘」と一部重複しており、直接的な影響が生じる可能性がある。 

 

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 

事業実施想定区域と重要な地形の位置関係は図 4.3-3 のとおりであり、事業実施想定区域が

広範囲にわたり分布する火山群の「十和田火山地」に含まれているほか、河成段丘の「奥瀬段

丘」と一部重複していることから、直接的な改変による影響が生じる可能性があるが、今後の

環境影響評価手続き及び工事計画の検討において、以下に示す事項に留意することにより、重

大な影響の回避又は低減が可能であると評価する。 

・現地調査等により重要な地形及び地質の分布及び状態を把握し、可能な限り直接的な改変

を回避するように、工事計画の詳細について検討する。 

・現地調査等により把握した重要な地形の状況を踏まえ、やむを得ず重複する部分で工事を

実施する場合は、改変範囲の 小化を検討する。 
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4.3.3 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（図 4.3-1 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、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は表 4.3-1※1、配慮が特に必

要な施設等の位置は図 4.3-1※1のとおりである。 

事業実施想定区域の周囲に配慮が特に必要な施設等は分布するが、事業実施想定区域内には

存在しない。 

 

2. 予 測 

(1)予測手法 

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

風力発電機の設置予定範囲から 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 

風力発電機の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表 4.3-2※1 及び図

4.3-2※1、風力発電機の設置予定範囲の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表4.3-3

※1のとおりである。 

風力発電機の設置予定範囲から配慮が特に必要な施設等までの 短距離は、住宅等は約

0.5km、住宅等以外は「デイサービスセンター湖楽園」で約 3.4km である。 

また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等は合計

215 戸であり、このすべてが住宅等である。これらの配慮が特に必要な施設等では風力発電機

の稼働に伴う風車の影の影響が生じる可能性があると予測する。 

 

 

  

 
※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 大値を設定した。 
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3. 評 価 

(1) 4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 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施設等までの 短距離は、住宅等が約

0.5km であり、住宅等以外が約 3.4km である。 

また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等の合計

は 215 戸であり、このすべてが住宅等である。 

これらの配慮が特に必要な施設等では風力発電機の稼働に伴う風車の影の影響が生じる可能

性があるが、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、重大な影響の回避又は低減が可能であると評価する。 

・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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4.3.4 動 物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地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（図 4.3-4 の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  重要な種の分布状況 

動物の重要な種は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認された種に

ついて、表 4.3-6 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、

重要な種は、表 4.3-7～表 4.3-13 のとおり、哺乳類 15 種、鳥類 69 種、爬虫類 1 種、両生類

5 種、昆虫類 92 種、魚類 12 種及び昆虫類以外の無脊椎動物 16 種が確認された。 

なお、重要な種についての生息環境は表 4.3-5 に示す文献その他資料を参照した。 

 

表 4.3-5 生息環境に係る文献その他の資料 

文献その他の資料名 

「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） 

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック（2020 年改訂版）－」（青森県、令和 2 年） 

「日本の哺乳類」（東海大学出版会、平成 6 年） 

「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年） 

「青森の野鳥」（日本野鳥の会 青森県支部/弘前支部、平成 13 年） 

「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-2 鳥類」（環境省、平成 26 年） 

「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-3 爬虫類・両生類」（環境省、平成 26 年） 

「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-5 昆虫類」(環境省、平成 27 年) 

「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 2002－秋田県版レッドデータブック－ 動物編」（秋田県、平成 14 年） 

「埼玉県レッドデータブック 2008 動物編」(埼玉県、平成 20 年） 

「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物（2014 年版）」（岩手県、平成 26 年） 

「日本のチョウ」（日本チョウ類保全協会、平成 24 年） 

「改訂新版 世界文化生物大図鑑 昆虫Ⅱ 甲虫」（世界文化社、平成 16 年） 

「日本産カミキリムシ」（東海大学出版会、平成 19 年） 

「岡山県版レッドデータブック 2009」（岡山県、平成 21 年） 

「山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 改訂版」（山と渓谷社、平成 13 年） 

「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-4 汽水・淡水魚類」(環境省、平成 27 年) 

「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」(環境省、平成 26 年) 

「レッドデータブックとちぎ」(栃木県、平成 17 年) 
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図 4.3-4 文献その他の資料調査範囲  
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表 4.3-6 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和25

年法律第 214 号、 終改

正：平成 30 年 6 月 8 日）、

「青森県文化財保護条

例」（昭和 50 年青森県条

例第 46 号）及び「十和田

市文化財保護条例」（平成

17 年十和田市条例第 113

号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県天：青森県天然記念物 

市天：十和田市天然記念物 

 

「国指定文化財等

データベース」（文

化庁 HP、閲覧：令

和 2 年 4 月）、「あ

おもりの文化財」

（青森県 HP、閲覧：

令和 2 年 4 月）、「十

和田市の文化財」

（十和田市 HP、閲

覧：令和 2 年 4 月） 

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 年法律

第 75 号、 終改正：令和

元年 6 月 14 日）及び「絶

滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する

法律施行令」（平成 5 年政

令第 17 号、 終改正：令

和 2 年 1 月 22 日）に基づ

く国内希少野生動植物等 

国内：国内希少野生動植物種 

特定：特定国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれの

ある野生動植物の

種の保存に関する

法律施行令」（平成

5 年政令第 17 号、

終改正：令和 2 年

1 月 22 日） 

③ 「環境省レッドリスト

2020」（環境省、令和 2 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+EN：絶滅危惧 I 類･･･絶滅の危機に瀕している種（現在の

状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野

生での存続が困難なもの） 

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 

「環境省レッドリ

スト 2020 の公表に

ついて」（環境省

HP、閲覧：令和 2 年

4 月） 

④ 「青森県の希少な野生生

物－青森県レッドデータ

ブック（2020 年改訂版）

－」（青森県、令和 2 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： 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 

「青森県の希少な

野生生物－青森県

レッドデータブッ

ク（2020 年改訂版）

－」（青森県、令和

2 年） 
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表 4.3-7 文献その他の資料による動物の重要な種(哺乳類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 モグラ(食虫) トガリネズミ カワネズミ    D 山地渓流部 

2 

 
モグラ ミズラモグラ   NT D 低山帯から高山帯

の森林 

3 コウモリ(翼手) ヒナコウモリ ヒメホオヒゲコウモリ    B※1 森林内 

4 
  

クロホオヒゲコウモリ   VU A 広葉樹林 

5 
  

ノレンコウモリ   VU※2 A 樹林や林縁部 

6 

  
コヤマコウモリ   EN A 原生林的な広葉樹

林 

7 
  

ヒナコウモリ    B 橋梁の隙間など 

8 
  

ウサギコウモリ    B※3 森林性、人家も利用 

9   コテングコウモリ    C※4 森林性 

10   テングコウモリ    B 洞穴 

11 ネズミ(齧歯) リス ホンドモモンガ 
   D※5 

樹種の豊かな広葉

樹林や針広混交林 

12   ムササビ 

   

C 平地から亜高山に

かけ杉林・ヒバ林・

ブナ林など 

13  ヤマネ ヤマネ 天    低山帯から亜高山

帯の森林 

14 ネコ(食肉) イタチ オコジョ   NT※6 D 低山帯、亜高山帯・

高山帯 

15 ウシ(偶蹄) ウシ カモシカ 特天    低山帯から高山帯

にかけてのブナ、ミ

ズナラなどが優占

する落葉広葉樹林、

針広混交林 

計 5 目 7 科 15 種 2 種 0 種 5 種 13 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

3．表中の※については以下のとおりである。 

※1：フジホオヒゲコウモリ（ヒメホオヒゲコウモリ）で掲載 ※2：ホンドノレンコウモリで掲載 

※3：ニホンウサギコウモリで掲載 ※4：ニホンコテングコウモリで掲載 

※5：ニホンモモンガで掲載 ※6：ホンドオコジョで掲載 

4．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。 
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表 4.3-8(1) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 キジ キジ ウズラ 
  

VU A 低地から山地の草原、

農地周辺の草地 

2 
  

ヤマドリ 
   

C 針葉樹林・落葉広葉樹

林・混交林など 

3 カモ カモ マガン 天 
 

NT C 湖沼、溜池、湿原、刈り

取り後の水田、休耕田 

4 
  

オシドリ 
  

DD 
 

河川、湖、池沼の樹木が

水辺に覆い被さってい

る暗い場所 

5 
  

アカハジロ 
  

DD 
 

湖、湖沼、河川 

6 
  

シノリガモ 
  

LP※1 B 岩礁のある海岸に渡

来、山間部の渓流で繁

殖 

7 
  

ビロードキンクロ 
   

C 海洋・外海・海湾など 

8 ハト ハト アオバト    C ブナ、ミズナラなどの

混じる森林 

9 ペリカン サギ サンカノゴイ   EN A 草湿原、湖沼、河畔など 

10   ヨシゴイ   NT B 湿地のヨシ原・河川・湖

沼・水田・溜池などの湿

地の草地 

11   オオヨシゴイ  国内 CR A 河川・湖沼・水田・湿地

のヨシ原・草原 

12 ツル クイナ クイナ    B 湿地、水田、ヨシ原など 

13   ヒクイナ   NT A 沼沢や湖沼のヨシ原・

水田・湿地・河畔の草地

など 

14   バン    C 湖沼、河川、水田、公園

の壕など 

15 カッコウ カッコウ ジュウイチ    C 山林 

16 ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT B 山地の林地・伐採跡地・

原野 

17 チドリ チドリ ケリ   DD B 湿地や水田など 

18   イカルチドリ    B 川原の砂礫地・湖沼畔・

ダム湖の砂泥池など 

19   シロチドリ   VU  砂浜や干潟などの海岸

域や河川 

20  シギ ヤマシギ    B 各地の森林・湿地や渓

流沿い 

21   アオシギ    B 山地の渓流、山間の小

川や渓流沿いの草むら 

22   オオジシギ   NT B 農耕地や草原、牧草地 

23   ツルシギ   VU  干潟、湿原、河川や池沼

などの水辺や水田、ハ

ス田、休耕田 

24   タカブシギ   VU  湿地、湖、池沼、河川、

ハス田など 

25   ハマシギ   NT  干潟を中心とした各地

の湿地 

26  カモメ オオセグロカモメ   NT  海岸から沿岸海上 

27  ウミスズメ ウミスズメ   CR  海上 
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表 4.3-8(2) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

28 タカ ミサゴ ミサゴ   NT B 陸水域、海岸域 

29  タカ ハチクマ   NT C 各地の低山地帯 

30   オジロワシ 天 国内 VU B 海岸や大きな湖沼・河

川 

31   オオワシ 天 国内 VU B 海岸や大きな湖沼・河

川 

32   ツミ    B 主に低山帯から平地の

林地 

33   ハイタカ   NT B 低山帯、人里 

34   オオタカ   NT B 低山帯から市街地まで 

35   サシバ   VU B 農地付近の林、湿地や

湖沼に接した山林等 

36   ケアシノスリ    B 田畑、広い河川敷等 

37   イヌワシ 天 国内 EN A 山岳 

38   クマタカ  国内 EN A 山林 

39 フクロウ フクロウ オオコノハズク    B 社寺林など平地から山

地の暗い林、冬期は人

里・耕地付近の林 

40   コノハズク    A 深山の森林 

41   フクロウ    C 山林、社寺林、老木のあ

るリンゴ園など 

42   アオバズク    B 平地から低山地にある

大木の混ざる林 

43   トラフズク    C 人里近くの林、社寺林 

44 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン    B 湖沼・渓流近くの大樹

が茂る森林 

45   ヤマセミ    C 魚の多い渓流、まれに

市街地の河川や公園の

堀 

46  ブッポウソウ ブッポウソウ   EN B 山林 

47 キツツキ キツツキ オオアカゲラ    C 大樹の多い広面積の森

林 

48   クマゲラ 天  VU A 広大なブナ林 

49 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ    C 里山、耕地、河川、市街

地、まれに標高の高い

山地 

50   コチョウゲンボウ    C 河川敷・農耕地・干拓地

等 

51   チゴハヤブサ    C 集落、市街地の寺社林

や公園の林・農耕地の

防風林など 

52   ハヤブサ  国内 VU B 夏期は海岸付近、冬期

は内陸の湖沼・河川・耕

地・市街地 

53 スズメ サンショウクイ サンショウクイ   VU B 広葉樹林 

54  カササギヒタキ サンコウチョウ    B 低山帯の林地、耕地の

スギ防風林、ヤナギの

河畔林など 

55  モズ チゴモズ   CR A 平地から低山地の林 

56   アカモズ   EN A 潅木の混じる草原や河

川敷、明るい林など開

けた場所 
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表 4.3-8(3) 文献その他の資料による動物の重要な種(鳥類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

57 スズメ カラス ホシガラス    C ハイマツなどの生育す

る場所 

58  センニュウ オオセッカ  国内 EN A 草丈が 2m 弱のヨシが

疎生する、下草もあっ

てやや貧弱なヨシ原 

59  キバシリ キバシリ    C 木の多いやや暗い林地 

60  ヒタキ マミジロ    C ブナ林、ミズナラ林 

61   クロツグミ    C 低山帯のやや暗い森林 

62   コマドリ    C 山地 茂みの地面や倒

木・切株など地上の低

い場所 

63  イワヒバリ カヤクグリ    C 標高の高い場所、わい

化密生した樹木などの

茂み 

64  セキレイ セグロセキレイ    C 大きな河川の中上流

部、山地の湖沼・河川、

奥深い渓流では中流か

ら下流部 

65  アトリ イスカ    D 松林 

66  ホオジロ ノジコ   NT C 低木混じりの草地、低

山林地の林縁部、山地

に近い河川敷など 

67   クロジ    C やや標高の高いササの

多い林地 

68   コジュリン   VU B 平地の草原や潅木の散

在する草原 

69   オオジュリン    B 低地のヨシ原 

計 14 目 29 科 69 種 5 種 7 種 36 種 61 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

3．表中の※については以下のとおりである。 

※1：「東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群」として選定されている。 

4．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。 

 

表 4.3-9 文献その他の資料による動物の重要な種(爬虫類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 有鱗 ナミヘビ ヒバカリ    D 水田や湿地、池、小川な

どの水辺 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

3．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。 
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表 4.3-10 文献その他の資料による動物の重要な種(両生類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ 
  

NT C 産卵期には池沼、道路端

の水たまり等、産卵期以

外は周辺の林床 

2 
  

クロサンショウウオ 
  

NT C 池沼などの止水域が産

卵場所、産卵期以外は周

辺の林床 

3 
 

イモリ アカハライモリ 
  

NT C 池沼や水田などの止水

域 

4 無尾 アカガエル トノサマガエル 
  

NT C 水田、池沼や河川 

5   ツチガエル 
   

C 水田地帯 

計 2 目 3 科 5 種 0 種 0 種 4 種 5 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

3．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。 

 
 

表 4.3-11(1) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 トンボ イトトンボ ルリイトトンボ 
   

C 池・沼 

2 (蜻蛉) カワトンボ ハグロトンボ 
   

C 水田地帯の堰、河川 

3 
  

アオハダトンボ 
  

NT A 平地や丘陵地の水生植

物の豊富な河川 

4 
 

サナエトンボ オナガサナエ 
   

C 河川 

5 
  

ウチワヤンマ 
   

C 池沼・湖 

6 
 

エゾトンボ コヤマトンボ 
   

C 丘陵地や低山地の河

川・沼・湖 

7 
 

トンボ カオジロトンボ 
   

C 北海道と本州の山岳地

の湿地帯 

8   オオシオカラトンボ    C 平地から低山地の湿

地・池・沼 

9   コノシメトンボ    B 平地から山地の開放的

な池・沼・水田地帯 

10   マイコアカネ    B 平地・丘陵地の池・沼・

湿地 

11   ヒメアカネ    C 平地から低山地の湿

地・休耕田 

12 バッタ 

(直翅) 

イナゴ セグロイナゴ    D※1 
やや湿度の高い草原 

13 ガロアムシ ガロアムシ ガロアムシ    D 山地性、地中、落葉下 

14 ナナフシ 

(竹節虫) 

ナナフシ ヤスマツトビナナフシ    C 
低山地の古い広葉樹林 

15 カメムシ アメンボ キタヒメアメンボ    C 湖沼 

16 (半翅) コオイムシ タガメ  国内 VU A 水量が豊富で、水草の

豊富な止水・静水域 

17 チョウ セセリチョウ ホシチャバネセセリ   EN A 草原性 

18 (鱗翅)  アオバセセリ本土亜種    C※2 山地、幼虫の食餌植物

はアワブキ 

19   ギンイチモンジセセリ   NT B 日当たりの良い草地 

20   ミヤマチャバネセセリ    C ススキ類を含む草原 

21   オオチャバネセセリ    C 明るい田畑に接した草

地から林縁・草原 
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表 4.3-11(2) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

22 チョウ セセリチョウ チャマダラセセリ   EN A 山地草原や山間の草地 

23 (鱗翅)  スジグロチャバネセセリ

北海道･本州･九州亜種 

  NT※3 C※4 明るい林内や林縁で幼虫の食

餌植物となるイネ科植物を含

む草地 

24  シジミチョウ チョウセンアカシジミ   VU  農耕地や人家周辺、湿地、河

川沿い 

25   ウラジロミドリシジミ    C ブナ科のカシワのみに依存し

カシワ林のチョウとして知ら

れる。 

26   ハヤシミドリシジミ    C ブナ科のカシワのみに依存し

カシワ林のチョウとして知ら

れる。 

27   ミヤマカラスシジミ    C 明るい雑木林から林縁・湿原 

28   カバイロシジミ   NT B 海浜の草地 

29   ウラナミアカシジミ    C 低標高地、里山のコナラ・ミ

ズナラの雑木林 

30   クロシジミ   EN A 雑木林の林縁やススキの混じ

る草原 

31   オオゴマシジミ   NT B 急陵な崩壊地の植生内、深山 

32   ゴマシジミ北海道･東北

亜種 

  NT C※5 湿原・田畑の近傍・休耕田・荒

地 

33   ヒメシジミ本州･九州亜

種 

  NT C※6 道路沿いの荒地・山腹斜面・

谷筋沿いの草地・休耕田周辺 

34   オオルリシジミ本州亜種   CR EX※7 陽地性植物が多い草原 

35  タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン   VU C 平地から低山地の田畑周辺や

林縁の草地 

36   ヒョウモンチョウ東北以

北亜種 

  NT※8 C※9 ナガボノシロワレモコウの群

落があるところ 

37   オオウラギンヒョウモン   CR EX 主にシバ高原 

38   キマダラモドキ   NT  カシワ混生林の明るい環境 

39   ツマジロウラジャノメ本

州亜種 

   A※10 凝灰岩などで構成された湿潤

な断崖 

40   ヒカゲチョウ    C 山地 

41   テングチョウ日本本土亜

種 

   C※11 
森林・林縁・農地・公園・河川 

42   オオミスジ    C 平地から低山地にかけての村

落やその周辺 

43   オオムラサキ   NT C 社寺林・民家周辺、平地に面

した二次林 

44  アゲハチョウ ヒメギフチョウ本州亜種   NT B※12 広範囲にわたったミズナラな

どが主体の二次林 

45  シロチョウ スジボソヤマキチョウ    B クオウウメモドキを含む明か

るい雑木林や林縁・湿原環境 

46   ヤマキチョウ   EN EX 疎林・草原 

47   ヒメシロチョウ北海道・

本州亜種 

  EN※13 C※13 平地から低山地にかけての

沼・河川の土手、田畑の縁、山

間・林縁の草地 

48  カギバガ マンレイカギバ    D 幼虫はカマツカを食草とす

る。 

49  ヤママユガ オナガミズアオ本土亜種   NT※14  ハンノキ林 

50  スズメガ ミスジビロードスズメ    D 食草はヤマアジサイ 

51   コウチスズメ    D 食樹はベニサラサドウダン 

52  シャチホコガ アマギシャチホコ    D 山地のブナ林 

53  ヤガ オオモリケンモン    D 里山 

54   ガマヨトウ   VU C 低層湿原 



4.3-22 

(223) 

表 4.3-11(3) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

55 ハエ(双翅) カ トワダオオカ    C 自然度の高い樹林 

56 コウチュウ オサムシ マークオサムシ   VU※15 B※15 低湿地帯 

57 (鞘翅)  ヒメクロオサムシ東北地方亜

種 

   C 高山性、山頂付近の

石下等 

58   セアカオサムシ   NT C 山地の草原や牧場周

辺など 

59   フトクチヒゲヒラタゴミムシ    D 原生林の豊かな林床 

60   イワキナガチビゴミムシ    C 森林の渓流近くの湿

った石下 

61  ハンミョウ ナミハンミョウ    C 山麓の林道、壁土の

切通し 

62  ゲンゴロウ キボシケシゲンゴロウ   DD  河川の上・中流域の

清流 

63   エゾゲンゴロウモドキ   VU C 山間部の水のきれい

な池沼 

64  ガムシ ガムシ   NT C 水生植物の豊富な止

水域 

65  クワガタムシ オオクワガタ   VU C 太い立ち枯れや風倒

木などが存在する原

生林 

66  コガネムシ セマルオオマグソコガネ   DD  放牧地 

67   ダイコクコガネ   VU C 牧場などの獣糞に集

まる。 

68   ミヤマダイコクコガネ    C 高地の牛馬糞に集ま

る。 

69   オオチャイロハナムグリ   NT C 自然度の高い地域の

樹洞内 

70  コメツキムシ ミチノクシモフリコメツキ    C 高層湿原の湿地 

71   ババアカコメツキ    D 不明 

72   トワダアカコメツキ    D 不明 

73   ツガルツヤミズギワコメツキ    C※16 山道の砂礫中 

74   チビヒサゴコメツキ    C※17 山頂付近の石下 

75  ホタル ゲンジボタル    C むつ市新助川、むつ

市脇野沢、東通村大

沼 

76  テントウムシ ルイヨウマダラテントウ    C ルイヨウボタン群落

とともに点在してい

る。 

77  オオキノコムシ カタアカチビオオキノコムシ    D※18 ハチノスタケを寄食 

78  カミキリムシ トウホクトラカミキリ    C ノリウツギの花上か

ら少数の個体が採集 

79   オダヒゲナガコバネカミキリ    C ミズキの花、アオモ

リトドマツ 

80   オオハナカミキリ    C ノリウツギに訪花 

幼虫の食樹はブナ、

タケカンバ、モミ 

81   オニホソコバネカミキリ    C 古木のある桑畑 

82   ヒゲブトハナカミキリ    C 原生林の大木の樹洞 

83   ヤツボシカミキリ    C ナナカマドの材から

脱出 

84  ハムシ ベニカメノコハムシ    C 湿地帯のミズギクを

食草とする。 

85   キンイロネクイハムシ   NT D 湿地・池沼 

86 ハチ(膜翅) セイボウ オオセイボウ   DD※19 D 平地から低山地、岩

場や建物 
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表 4.3-11(4) 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

87 ハチ(膜翅) アリ エゾアカヤマアリ   VU C 森林に隣接した草原 

88  ギングチバチ シモヤマギングチ   NT C 枯木が残されている原

生林 

89   ササキリギングチ   NT C 枯死樹が放置されるよ

うな原生林及びそれに

近い広葉樹林 

90   ニトベギングチ   DD C 自然度の高い森林 

91   シモヤマジガバチモドキ    D 十和田山地 竹の筒 

92  アナバチ ヤマトルリジガバチ    B アシや竹の筒、建物の

隙間など 

計 9 目 37 科 92 種 0 種 1 種 38 種 87 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

3．表中の※については以下のとおりである。 

※1：セグロバッタで掲載 ※2：アオバセセリで掲載  

※3：スジグロチャバネセセリ名義タイプ亜種で掲載 ※4：スジグロチャバネセセリで掲載 

※5：ゴマシジミで掲載 ※6：ヒメシジミで掲載 ※7：オオルリシジミで掲載 

※8：ヒョウモンチョウ北海道･本州北部亜種で掲載 ※9：ヒョウモンチョウで掲載 

※10：ツマジロウラジャノメで掲載 ※11：テングチョウで掲載 ※12：ヒメギフチョウで掲載 

※13：ヒメシロチョウで掲載 ※14：オナガミズアオで掲載 ※15：マークオサムシ本州亜種で掲載 

※16：エゾクロツヤミズギワコメツキ本州亜種で掲載 ※17：チビヒサゴコメツキ本州亜種で掲載 

※18：カタアカチビオオキノコで掲載 ※19：オオセイボウ本土亜種で掲載 

4．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。 

 

表 4.3-12 文献その他の資料による動物の重要な種(魚類) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ カワヤツメ   VU C 海、河川 

2 ウナギ ウナギ ニホンウナギ   EN A 河川の中下流、湖沼、内湾

の浅海域 

3 コイ コイ キンブナ   VU D 溜池や流れの緩い水路 

4 

  
マルタ    D※1 

海に生息し、繁殖時に河川

に遡上する 

5 
  

エゾウグイ   LP※2 C 河川上流部 

6 
 

ドジョウ ドジョウ   NT  水田や湿地と周辺の細流 

7 サケ サケ サクラマス(ヤマメ)   NT  海、河川 

8 トゲウオ トゲウオ イトヨ属   LP※3 A※4 海と河川を往復する※8 

9   トミヨ属淡水型   LP※5 B 溜池、池や河川緩流域 

10 ダツ メダカ キタノメダカ 
  

VU B 平地の水田・水路、溜池、

河川の緩流域 

11 カサゴ カジカ カジカ   NT※6 C※6 河川 

12  ハゼ チチブ    D 河川河口部 

計 7 目 9 科 12 種 0 種 0 種 10 種 10 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河 川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

3．表中の※については以下のとおりである。 

※1：ジュウサンウグイで掲載 ※2：「東北地方のエゾウグイ」として選定されている 

※3：「本州のニホンイトヨ」として選定されている ※4：ニホンイトヨで掲載 

※5：「本州のトミヨ属淡水型」として選定されている ※6：カジカ大卵型で掲載  

4．文献その他の資料調査よりヒメマスが確認されているが、本地域では国内外来種に該当するため重要種とし

て選定しなかった。 

5．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。  
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表 4.3-13 文献その他の資料による動物の重要な種(昆虫類以外の無脊椎動物) 

No. 目 名 科 名 種 名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 オキナエ

ビス 

ヤマキサゴ ハコダテヤマキサゴ   LP※1 C 
山地、林下 

2 原始紐舌 タニシ マルタニシ 
  

VU 
 

池、沼、水田の比較的水深の

深い所 

3 汎有肺 ケシガイ ケシガイ 
  

NT 
 

照葉樹林を中心とした林内

の落葉層 

4 マイマイ キバサナギガイ 

(+スナガイ) 

キバサナギガイ 
  

CR+EN 
 

海岸林や砂浜の海浜性植物

群群落の落葉下 

5  キセルガイモドキ クリイロキセルガイ

モドキ 
  

NT※2 
 ブナ帯 

6  ベッコウマイマイ スカシベッコウ   NT  林間の落葉の下 

7   クリイロベッコウ 

  

DD 

 

渓流沿いの小石混じりの落

葉の下や石灰岩地の落葉と

礫の混った箇所など 

8   ハクサンベッコウ   DD  山地帯落葉下 

9   スジキビ   NT  樹林下の落葉の中 

10  オオコウラナメクジ ヤマコウラナメクジ   NT  山地の落葉下 

11  コハクガイ コハクモドキ   LP※3  森林の落葉下 

12  ニッポンマイマイ 

(ナンバンマイマイ) 

ウロコビロウドマイ

マイ   

NT 

 

自然度の高い主にブナ林等

の森林の倒木下や 岩の間

等の湿度の高い林床 

13  オナジマイマイ ササミケマイマイ   DD LP※4 広葉樹林の笹やぶ 

14   ブドウマイマイ    A※5 高山帯 

15 イシガイ イシガイ カラスガイ   EN  泥深い湖沼、河川の水底 

16 エビ サワガニ サワガニ 

   

C 河川上流の礫や小石の多い

清流、海岸近くの勾配の急

な小河川、湿地や湖沼沿岸 

計 6 目 12 科 16 種 0 種 0 種 14 種 4 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-6 のとおりである。 

※1：「東北地方･佐渡島のハコダテヤマキサゴ」として選定されている 

※2：クリイロキセルモドキで掲載 ※3：「東北地方以南のコハクモドキ」として選定されている 

※4：エゾマイマイに含める ※5：八甲田山に分布するものが該当する 

3．主な生息環境については表 4.3-5 における文献その他の資料を参考にした。 
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②  動物の注目すべき生息地 

動物の注目すべき生息地については、表 4.3-14 に示す法令や規制等の選定基準に基づき、

学術上又は希少性の観点から選定した。動物の注目すべき生息地の位置を図 4.3-5 に示す。 

事業実施想定区域及びその周囲には、鳥獣保護区 2 か所（「十和田鳥獣保護区」、「田茂木鳥

獣保護区」）と、重要野鳥生息地（IBA）の「十和田・八甲田」、生物多様性の保全の鍵になる

重要な地域（KBA）の「十和田」及び「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する

条例」（平成 13 年青森県条例第 71 号）の「奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域」が

存在する。重要野鳥生息地（IBA）、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）及び奥入

瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域の一部は、事業実施想定区域に含まれている。 
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表 4.3-14(1) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

「文化財保護法」（昭和 25 年

法律第 214 号、 終改正：平

成 30 年 6 月 8 日）、「青森県

文化財保護条例」（昭和 50 年

青森県条例第 46 号）及び「十

和田市文化財保護条例」（平

成 17 年十和田市条例第 113

号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県天：青森県天然記念物 

市天：十和田市天然記念物  

「国指定文化財等デー

タベース」（文化庁 HP、

閲覧：令和 2 年 4 月）、

「あおもりの文化財」

（青森県 HP、閲覧：令

和 2 年 4 月）「十和田市

の文化財」（十和田市

HP、閲覧：令和 2 年 4

月） 

「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、

終改正：令和元年 6 月 14

日）及び「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に

関する法律施行令」（平成 5

年政令第 17 号、 終改正：

令和 2 年 1 月 22 日）に基づ

く生息地等保護区 

生息：生息地等保護区 「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存

に関する法律施行令」

（平成 5 年政令第 17

号、 終改正：令和 2 年

1 月 22 日） 

「特に水鳥の生息地として

国際的に重要な湿地に関す

る条約」（ラムサール条約）

（昭和 55 年条約第 28 号、

終改正：平成 6 年 4 月 29 日）

に基づく条約湿地 

基準 1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又

は希少なタイプの湿地 

基準 2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地 

基準 3：生物地理区における生物多様性の維持に重要な

動植物を支えている湿地 

基準 4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えて

いる湿地。または悪条件の期間中に動植物の避

難場所となる湿地 

基準 5：定期的に 2 万羽以上の水鳥を支える湿地 

基準 6：水鳥の 1 種または 1 亜種の個体群で、個体数の

1％以上を定期的に支えている湿地 

基準 7：固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支え

ている湿地。また湿地というものの価値を代表

するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相

互作用、個体群を支え、それによって世界の生

物多様性に貢献するような湿地 

基準 8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重

要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源

の重要な回遊経路となっている湿地 

基準 9：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及

び亜種の個体群で、その個体群の 1％を定期的

に支えている湿地 

「日本のラムサール条

約湿地－豊かな自然・

多様な湿地の保全と賢

明な利用－」（環境省、

平成 25 年）、「日本のラ

ムサール条約湿地－日

本の湿地の概観と 2018

年に新規登録・拡張さ

れた湿地－」（環境省、

平成 30 年） 

「鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法

律」（平成 14 年法律第 88 号、

終改正：平成 27 年 3 月 31

日）に基づく鳥獣保護区 

都道府県指定鳥獣保護区 

国指定鳥獣保護区 

特 ：特別保護地区 

特指：特別保護指定区域 

「令和元年度鳥獣保護

区等位置図」（青森県

HP、閲覧：令和 2 年 4

月） 
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表 4.3-14(2) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

「生物多様性の観点から重

要度の高い湿地」（環境省HP、

閲覧：令和 2 年 4 月）の重要

湿地 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングロ

ーブ林、藻場、サンゴ礁のうち、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 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体

数が生息する場合 

基準 5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、卵

場等）である場合 

「生物多様性の観点か

ら重要度の高い湿地」

（環境省 HP、閲覧：令

和 2 年 4 月） 

「重要野鳥生息地（IBA）」（日

本野鳥の会 HP、閲覧：令和 2

年 4 月）の掲載地 

A1 ：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保

護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息

している生息地 

A2 ：生息地域限定種（Restricted-range species）が

相当数生息するか、生息している可能性がある生

息地 

A3 ：ある 1 種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1

つのバイオーム※に含まれている場合で、そのよ

うな特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生

息地、もしくはその可能性がある生息地 

※バイオーム：それぞれの環境に生きている生物

全体 

A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1％以上が

定期的に生息するか、または生息すると考えられ

るサイト 

A4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の 1％

以上が定期的に生息するか、または生息すると考

えられるサイト 

A4ⅲ：1 種以上で 2 万羽以上の水鳥、または 1 万つがい

以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息す

ると考えられるサイト 

A4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超

える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサ

イト 

「IMPORTANT BIRD  

AREAS IN JAPAN 翼が結

ぶ重要生息地ネットワ

ーク」（日本野鳥の会

HP、閲覧：令和 2 年 4

月） 

「生物多様性保全の鍵にな

る重要な地域（KBA）」（コン

サベーション・インターナシ

ョナル・ジャパン HP、閲覧：

令和 2 年 4 月）の掲載地 

危機性 ：IUCN のレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、

EN、VU）に分類された種が生息／生育する 

非代替性：a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）

が生息／生育する、b) 広い範囲に分布する

が特定の場所に集中している種が生息／生

育する、c) 世界的にみて個体が一時的に集

中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著な

個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定

される種群が生息／生育する 

「Key Biodiversity 

 Area 生物多様性保全

の鍵になる重要な地

域」（コンサベーショ

ン・インターナショナ

ル・ジャパン HP、閲覧：

令和 2 年 4 月） 

「青森県ふるさとの森と川

と海の保全及び創造に関す

る条例」（平成 13 年青森県条

例第 71 号）による保全地域 

大畑川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

五戸川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

追良瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

赤石川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

川内川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

高瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

馬淵川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

新井田川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

岩木川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

「青森県ふるさとの森

と川と海の保全及び創

造に関する条例」（青森

県 HP、閲覧：令和 2 年

4 月） 
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図 4.3-5(1) 動物の注目すべき生息地  

「令和元年度鳥獣保護区等位置図」（青森県 HP、閲覧：令

和 2 年 4 月） 

「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する

条例」（青森県 HP、閲覧：令和 2 年 4 月）   より作成 
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図 4.3-5(2) 動物の注目すべき生息地  

「重要野鳥生息地（IBA）」（日本野鳥の会 HP、閲覧：令和

2 年 4 月） 

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コン

サベーション・インターナショナル・ジャパン HP、閲覧：

令和 2 年 4 月）              より作成 
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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、事業実施想定区域の周囲に生息する種及び注目すべき生息地について

表 4.3-15 に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-15(1) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 A） 

 

 

表 4.3-15(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 意見の概要 

鳥類 大学名誉

教授 

【意見聴取日：令和 2 年 7 月 1 日】 

・事業実施想定区域は、かつてクマゲラが生息していた場所に近い。1993 年頃は、

焼山地区あたりで繁殖していたのを確認しているが、近年は記録がなく、生息し

ていないと思われる。かつて生息していた場所であるため、調査時には留意して

おいてほしい。 

・かつてのクマゲラの巣穴には、ヤマコウモリがはいって繁殖していたことが確認

されている。また、樹洞ができるような大木も事業実施想定区域及びその周辺に

は存在しているため、コウモリ類に留意した調査を実施してほしい。 

・計画地は牧草地であり、このあたりだとオオジシギが確認される可能性があるだ

ろう。現地調査時には留意してほしい。 

・イヌワシについて、生息情報があると既存資料ではなっている。かつては計画地

の北西の方に 1 ペア生息していたことが知られているが、現在は完全に消失して

いる状態である。おおよそ 1990 年代までは生息していたことが確認されている。 

・クマタカについては計画地周辺にも生息しているだろう。ただし風力発電機の設

置を予定している場所は牧草地なので、あまり出現しないかもしれない。 

・青森県ではミゾゴイの生息確認例はおそらくほとんどなかったと思うが、岩手県

の北部では繁殖している事例も確認されている。取り付け道路の沢沿いなどでは

生息している可能性もあるため、現地調査の際には留意してほしい。 

・シノリガモについて、八甲田の田代などの森林内にある渓流は、繁殖地として知

られている。事業実施想定区域やその周辺での報告例はないものの、生息してい

る可能性もあるので、現地調査時には留意してほしい。 

・牧場を利用するノスリのような猛禽類もいるが、風力発電機が設置されると利用

しにくくなると思われる。その際には代替の餌場となる環境（牧草地や草地等）

が周辺部にどの程度あるのかも既存の植生図等から把握しておくと影響予測の

検討に使えると思われる。 

・水鳥の渡りについて、十和田湖と小川原湖の移動ルート上にあたる可能性がある。

十和田湖は冬季は結氷するため、渡りの時期に一時的に利用されるルートである

が、現地調査を実施し、事業実施想定区域及びその周辺の利用状況は把握してほ

しい。 

 

専門分野 属 性 意見の概要 

哺乳類 

（コウモ

リ類） 

民間団体会

員 

【意見聴取日：令和 2 年 6 月 29 日】 

・森林性のコウモリの多様性が高いエリアである。捕獲調査を適切に実施し、事業

実施想定区域及びその周辺に生息するコウモリ相を把握してほしい。 

・計画地周辺には、ねぐらとして利用する樹洞があるような大きな木も存在してい

ると思われる。 

・現地調査においては、コウモリ相の把握のための捕獲調査に加え、高高度を飛翔

するコウモリ類の利用状況を把握するため、音声モニタリング調査を実施してほ

しい。 

・本事業は牧草地をメインに風力発電機を設置する計画であるが、牧草地において

も高高度を飛翔するコウモリ類は利用するため、適切に音声モニタリング調査を

実施してほしい。 
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表 4.3-15(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 意見の概要 

鳥類 個人研究

家 

【意見聴取日：令和 2 年 7 月 16 日】 

・計画地は牧草地であるため、ノスリやオオジシギが生息している可能性が考えら

れる。そのほか、ウズラも確認される可能性がある。 

・クマタカについては、周辺部には生息しているが、事業地内は牧草地が多いため、

たまに確認される程度ではないかと考えられる。 

・ハチクマについては、焼山周辺で行われている養蜂の箇所に採餌に訪れることが

わかっている。 

・サシバについて、青森市でも 近繁殖している。計画地でも確認される可能性が

考えられる。 

・十和田湖には、冬にオジロワシが飛来することがある。周辺で繁殖は確認されて

いない。 

・渡り鳥について、既存資料にもあるように、ガン類の移動経路に該当している可

能性がある。秋田から小河原湖への移動ルートにあたっている可能性があるため、

適切に現地調査を実施し、その状況を把握してほしい。なお、現状、十和田湖は

利用せず、通過するのみである。 

・小鳥の渡りについても、ルートに該当している可能性がある場所である。適切に

現地調査を実施し、現状の把握に努めてほしい。 

 

表 4.3-15(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 意見の概要 

昆虫 学会評議

委員 

【意見聴取日：令和 2 年 7 月 16 日】 

・計画地は牧草地が主であり、他の場所も植林地が卓越するなど、人為的影響を受

けた立地である。加えて、十和田八幡平国立公園の特別保護区がバックヤードと

して分布する。特別保護区として将来改変されることがない、生物多様性の高い

エリアがバックヤードとして存在することは、地域の生物多様性保全を考える上

で重要である。 

・放牧場であるため、貴重な食糞性昆虫が生息している可能性が考えられる。しか

しながら、近年、駆虫剤の影響で、糞虫は多大な影響を受けていることがわかっ

てきている。とくにダイコクコガネの仲間は全国的に危機的な状況である。 

・ミヤマダイコクコガネについて、十和田から八甲田山は今でも残っている発生場

所である。カモシカの糞に依存していると考えられるが、もしかすると牧場の牛

の糞も利用している可能性は考えられる。現地調査の際には留意してほしい。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域と重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の重ね合わせにより、直接的

な改変の有無による生息環境の変化及び施設の稼働に伴う影響を予測した。 

重要な種のうち、ババアカコメツキ、トワダアカコメツキ、ツガルツヤミズギワコメツキの

3 種については主な生息環境が不明であることより予測対象種から除外した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は、図

4.3-6、現存植生図の凡例は表 4.3-16 のとおりである。主に「ブナクラス域自然植生」のチシ

マザサ－ブナ群団、「ブナクラス域代償植生」のブナ－ミズナラ群落、オオバクロモジ－ミズナ

ラ群集、伐採跡地群落、「植林地、耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林、牧草地、畑雑草

群落等が分布している。 

事業実施想定区域内の環境は、主に樹林環境と草地環境となっている。 

 

①  重要な種 

植生の分布状況を踏まえ、直接的な改変による生息環境の変化及び施設の稼働に伴う動物

の重要な種に対する影響を予測した。予測結果は表 4.3-17 のとおりである。 
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図 4.3-6(1) 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令

和 2 年 4 月）           より作成 
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表 4.3-16 現存植生図凡例 

 

注：1．図中 No.は図 4.3-6 の現存植生図内の番号に対応する。 

2．統一凡例 No.とは、「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・7 回（1999～2012/2013～）」 

（環境省 HP、閲覧:令和 2 年 4 月）の現存植生図に示される 6 桁の統一凡例番号（凡例コード）である。 
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図 4.3-6(2) 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大 1） 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令

和 2 年 4 月）           より作成 
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図 4.3-6(3) 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大 2） 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令

和 2 年 4 月）           より作成 
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図 4.3-6(4) 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大 3） 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令

和 2 年 4 月）           より作成 
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図 4.3-6(5) 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大 4） 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令

和 2 年 4 月）           より作成 
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図 4.3-6(6) 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域（拡大 5） 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令

和 2 年 4 月）           より作成 
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表 4.3-17(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分 類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

哺乳類 

樹林 

ミズラモグラ、ホンドモモンガ、ムササビ、

ヤマネ、オコジョ、カモシカ 

 （6 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可能性がある

ことから、生息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。 

樹林 

ヒメホオヒゲコウモリ、クロホオヒゲコウ

モリ、ノレンコウモリ、コヤマコウモリ、

ヒナコウモリ、ウサギコウモリ、コテング

コウモリ、テングコウモリ 

        （8 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可能性がある

ことから、生息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。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴いバ

ットストライクが生じる可能性があると

予測する。 

水辺（河川

（沢筋含

む）） 

カワネズミ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水の流出等

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

鳥類 

樹林 

ヤマドリ、オシドリ（営）、アオバト、ジュ

ウイチ、ヨタカ、ヤマシギ、ミサゴ（営）、

ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サ

シバ、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、オオアカゲラ、クマゲラ、チゴハヤブ

サ、サンショウクイ、サンコウチョウ、チ

ゴモズ、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      （36 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可能性がある

ことから、生息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。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴いバ

ードストライクが生じる可能性があると

予測する。 

草地、耕作地 

ウズラ、オオジシギ、イヌワシ（採）、チョ

ウゲンボウ、コチョウゲンボウ、アカモズ、

コジュリン、オオジュリン   （8 種） 

水辺（河川

（沢筋含

む）） 

オシドリ、アカハジロ、シノリガモ（営）、

バン、イカルチドリ、シロチドリ、アオシ

ギ、タカブシギ、オジロワシ、オオワシ、

アカショウビウン、ヤマセミ、ハヤブサ、

セグロセキレイ 

（14 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水の流出等

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴いバ

ードストライクが生じる可能性があると

予測する。 

水辺（湿地、

海岸等）・水

域 

マガン、ビロードキンクロ、アオバト（採）、

サンカノゴイ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、

クイナ、ヒクイナ、バン、ケリ、ヤマシギ、

ツルシギ、ハマシギ、オオセグロカモメ、

ウミスズメ、ミサゴ、オジロワシ、オオワ

シ、ケアシノスリ、ハヤブサ、オオセッカ 

（21種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境は存

在しないため、生息環境に影響はないと予

測する。 

ただし、工事箇所によっては、濁水の流出

等による生息環境への一時的な影響が生

じる可能性が考えられる。 

事業実施想定区域上空を利用する可能性

がある種については、施設の稼働に伴いバ

ードストライクが生じる可能性があると

予測する。 
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表 4.3-17(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分 類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

爬虫類 水辺 

ヒバカリ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水等の流出

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

両生類 

樹林 

トウホクサンショウウオ、クロサンショウ

ウオ 

（2 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可能性がある

ことから、生息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。 

水域・水辺 

トウホクサンショウウオ、クロサンショウ

ウオ、アカハライモリ、トノサマガエル、

ツチガエル            （5種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水等の流出

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

昆虫類 

樹林 

ガロアムシ、ヤスマツトビナナフシ、アオ

バセセリ本土亜種、ウラジロミドリシジ

ミ、ハヤシシジミ、ミヤマカラスシジミ、

ウラナミアカシジミ、クロシジミ、オオゴ

マシジミ、ウラギンスジヒョウモン、キマ

ダラモドキ、ヒカゲチョウ、テングチョウ

日本本土亜種、オオムラサキ、ヒメギフチ

ョウ本州亜種、スジボソヤマキチョウ、マ

ンレイカギバ、オナガミズアオ本土亜種、

ミスジビロードスズメ、コウチスズメ、ア

マギシャチホコ、オオモリケンモン、トワ

ダオオカ、フトクチヒゲヒラタゴミムシ、

イワキナガチビゴミムシ、オオクワガタ、

オオチャイロハナムグリ、ルイヨウマダラ

テントウ、カタアカチビオオキノコムシ、

トウホクトラカミキリ、オダヒゲナガコバ

ネカミキリ、オオハナカミキリ、オニホソ

コバネカミキリ、ヒゲブトハナカミキリ、

ヤツボシカミキリ、シモヤマギングチ、サ

サキリギングチ、ニトベギングチ （38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可能性があるこ

とから、生息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。 

草地、耕作地 

セグロイナゴ、ホシチャバネセセリ、ギン

イチモンジセセリ、ミヤマチャバネセセ

リ、オオチャバネセセリ、チャマダラセセ

リ、スジグロチャバネセセリ北海道・本州・

九州亜種、チョウセンアカシジミ、カバイ

ロシジミ、ゴマシジミ北海道・東北亜種、

ヒメシジミ本州・九州亜種、オオルリシジ

ミ本州亜種、ヒョウモンチョウ東北以北亜

種、オオウラギンヒョウモン、オオミスジ、

ヤマキチョウ、ヒメシロチョウ北海道･本

州亜種、マークオサムシ、セアカオサムシ、

ナミハンミョウ、セマルオオマグソコガ

ネ、ダイコクコガネ、ミヤマダイコクコガ

ネ、エゾアカヤマアリ、シモヤマジガバチ

モドキ、ヤマトルリジガバチ   （26 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可能性がある

ことから、生息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。 
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表 4.3-17(3) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分 類 主な生息環境 種 名 影響の予測結果 

昆虫類 

水辺（湿地

等）・水域、 

その他 

ルリイトトンボ、ハグロトンボ、アオハダ

トンボ、オナガサナエ、ウチワヤンマ、コ

ヤマトンボ、カオジロトンボ、オオシオカ

ラトンボ、コノシメトンボ、マイコアカネ、

ヒメアカネ、キタヒメアメンボ、タガメ、

ツマジロウラジャノメ本州亜種、ガマヨト

ウ、ヒメクロオサムシ東北地方亜種、キボ

シケシゲンゴロウ、エゾゲンゴロウモド

キ、ガムシ、ミチノクシモフリコメツキ、

チビヒサゴコメツキ、ゲンジボタル、ベニ

カメノコハムシ、キンイロネクイハムシ、

オオセイボウ 

（25 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水の流出等

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

魚類 水域 

カワヤツメ、ニホンウナギ、キンブナ、マ

ルタ、エゾウグイ、ドジョウ、サクラマス

（ヤマメ）、イトヨ属、トミヨ属淡水型、

キタノメダカ、カジカ、チチブ 

（12 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水の流出等

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

昆虫類

以外の

無脊椎 

動物 

樹林 

ハコダテヤマキサゴ、ケシガイ、キバサナ

ギガイ、クリイロキセルガイモドキ、スカ

シベッコウ、クリイロベッコウ、ハクサン

ベッコウ、スジキビ、ヤマコウラナメクジ、

コハクモドキ、ウロコビロウドマイマイ、

ササミケマイマイ、ブドウマイマイ 

（13 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可能性がある

ことから、生息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。 

水辺（水田、

湿地等）・水

域 

マルタニシ、カラスガイ、サワガニ 

（3 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境が存

在し、河川の直接改変は行わないものの、

沢筋についてはその一部が改変される可

能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があると予測する。

また、工事箇所によっては、濁水の流出等

による生息環境への一時的な影響が生じ

る可能性が考えられる。 

注：1．種名及び配列については原則として、鳥類以外は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生

物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）、鳥類は「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥

学会、平成 24 年）に準拠した。 

2．複数環境を利用する種については該当する環境すべてに分類した。 

3．（営）は営巣環境、（採）は採餌環境を示す。 

 

②  動物の注目すべき生息地 

注目すべき生息地の情報として、事業実施想定区域の周囲には、鳥獣保護区 2 か所（「十和

田鳥獣保護区」及び「田茂木鳥獣保護区」）と重要野鳥生息地（IBA）の「十和田・八甲田」、

生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「十和田」及び「青森県ふるさとの森と川

と海の保全及び創造に関する条例」（平成 13 年青森県条例第 71 号）の「奥入瀬川流域ふるさ

との森と川と海保全地域」が存在する。重要野鳥生息地（IBA）、生物多様性の保全の鍵にな

る重要な地域（KBA）及び奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域は、事業実施想定区域

に一部が含まれているため、生息環境の一部が改変に伴い影響が生じる可能性があると予測

する。  
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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  重要な種 

事業実施想定区域内に水辺（湿地、海岸等）といった環境が存在しないため、水辺（湿地、

海岸等）を主な生息環境とする重要な種については影響がないものと評価する。水辺（河川

（沢筋含む））を主な生息環境と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、河川の直接改変は行わないものの、沢筋についてはその一部が改変される可能

性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。また、今後検討する

工事箇所や該当種の生息場所によっては、濁水の流入等の間接的、一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。 

樹林、草地及び耕作地といった環境を主な生息環境とする重要な種及び動物の注目すべき

生息地においては、その一部が直接改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性があり、また、コウモリ類や鳥類については、事業実施想定区域上空

を利用する可能性があることから、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードストライ

クが生じる可能性がある。 

しかしながら、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むこと、既存道路を利用し道路の新

設による拡幅面積を低減することにより、重大な影響を、実行可能な範囲内で回避又は低減

できる可能性が高いと評価する。 

 

②  注目すべき生息地 

注目すべき生息地の情報として、事業実施想定区域の周囲には、鳥獣保護区 2 か所（「十和

田鳥獣保護区」及び「田茂木鳥獣保護区」）と重要野鳥生息地（IBA）の「十和田・八甲田」、

生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「十和田」及び「青森県ふるさとの森と川

と海の保全及び創造に関する条例」（平成 13 年青森県条例第 17 号）の「奥入瀬川流域ふるさ

との森と川と海保全地域」が存在する。重要野鳥生息地（IBA）、生物多様性の保全の鍵にな

る重要な地域（KBA）及び奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域は、事業実施想定区域

に一部が含まれているため、生息環境の一部が改変に伴い影響が生じる可能性がある。その

他の注目すべき生息地は直接改変しないものの、改変箇所と当該地域が近接する場合には、

影響が生じる可能性が考えられる。 

しかしながら、鳥獣保護区、重要野鳥生息地（IBA）、生物多様性の保全の鍵になる重要な

地域（KBA）及び奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域の分布範囲及び生息する動物の

状況を現地調査により把握すること、事業実施による影響の程度を適切に予測し、必要に応

じて「地形を考慮した造成計画により改変面積の低減を図る」等の環境保全措置を実施する

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。 
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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し、環境影響の

回避又は低減を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種への影響の程度を適切に予測する。

必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、「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の調査を実施する。 

・猛禽類やガン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

施する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留

意した調査を実施する。 

・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域

上空を利用することの影響が想定されるものの、風力発電機設置位置等の情報が必要とな

るため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評

価を実施する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生息環境へ

の影響の低減を図る。 
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4.3.5 植 物 

1. 調 査 

(1)調査手法 

植物の重要な種、重要な植物群落及び巨樹・巨木林等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（図 4.3-4 の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

重要な種及び重要な植物群落は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認

された種について、表 4.3-18 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。 

 

表 4.3-18(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要 

な種 

重要な

群落 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年

法律第 214 号、 終改正：平

成 30 年 6 月 8 日）、「青森県

文化財保護条例」（昭和 50 年

青森県条例第 46 号）及び「十

和田市文化財保護条例」（平

成 17 年十和田市条例第 113

号）に基づく天然記念物等 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県天：青森県天然記念物 

市天：十和田市天然記念物 

 

 

「国指定文化財等デ

ータベース」（文化庁

HP、閲覧：令和 2 年

4 月）、「あおもりの

文化財」（青森県 HP、

閲覧：令和 2 年 4 月）

「十和田市の文化

財」（十和田市 HP、閲

覧：令和 2 年 4 月） 

○  

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年法律第75号、

終改正：令和元年 6 月 14

日）及び「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に

関する法律施行令」（平成 5

年政令第 17 号、 終改正：

令和 2 年 1 月 22 日）に基づ

く国内希少野生動植物等 

国内：国内希少野生動植物種 

特定：特定国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の

保存に関する法律施

行令」（平成 5 年政令

第 17 号 終改正：令

和 2 年 1 月 22 日） 
○  

③ 「環境省レッドリスト2020」

（環境省、令和 2 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+EN：絶滅危惧 I 類･･･絶滅の危機に瀕している種（現

在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、野生での存続が困難なもの） 

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 

「環境省レッドリス

ト 2020 の公表につ

いて」（環境省 HP、閲

覧:令和 2 年 4 月） 

○  
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表 4.3-18(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要 

な種 

重要な

群落 

④ 「青森県の希少な野生生物

－青森県レッドデータブッ

ク（2020 年改訂版）－」（青

森県、令和 2 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 ： 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 

「青森県の希少な野

生生物－青森県レッ

ド デ ー タ ブ ッ ク

（2020年改訂版）－」

（青森県、令和2年） 

○  

⑤ 「第 2 回自然環境保全基礎

調査動植物分布図」（環境庁、

昭和 56 年）、「第 3 回自然環

境保全基礎調査特定植物群

落調査報告書全国版」（環境

庁、昭和 63 年）、「第 5 回自

然環境保全基礎調査特定植

物群落調査報告書」（環境庁、

平成 12 年）に掲載されてい

る特定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落ま

たは個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・

隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落

または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、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 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特

徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森

林であっても､長期にわたって伐採等の手が入って

いないもの 

G：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で

極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体

群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

「第 2 回自然環境保

全基礎調査動植物分

布図」（環境庁、昭和

56 年）、「第 3 回自然

環境保全基礎調査特

定植物群落調査報告

書全国版」（環境庁、

昭和 63 年）、「第 5 回

自然環境保全基礎調

査特定植物群落調査

報告書」（環境庁、平

成 12 年） 

 ○ 

⑥ 「植物群落レッドデータ・ブ

ック」（NACS-J,WWF Japan、平

成 8 年）に掲載の植物群落 

4：緊急に対策必要 

3：対策必要 

2：破壊の危惧 

1：要注意 

「植物群落レッドデ

ータ・ブック」（NACS-

J,WWF Japan、平成 8

年） 

 ○ 

⑦ 「1/2.5 万植生図を基にした

植生自然度について」（環境

省、平成 28 年）に掲載の植

生自然度 10 及び植生自然度

9 の植生 

植生自然度 10：自然草原（高山ハイデ、風衝草原、自然

草原等、自然植生のうち単層の植物社会

を形成する地区） 

植生自然度 9 ：自然林（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ

群落等、自然植生のうち低木林、高木林

の植物社会を形成する地区） 

「1/2.5 万植生図を

基にした植生自然度

について」（環境省、

平成 28 年） 
 ○ 
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①  重要な種の分布状況 

重要な種については、表 4.3-18 の選定基準に基づき選定した。 

重要な種は、表 4.3-19 のとおり、40 科 80 種であったが、事業実施想定区域における確認

位置情報は得られなかった。 

 

表 4.3-19(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分 類 科 名 種 名 
選定基準 

主な生育環境 
① ② ③ ④ 

1 シダ植物 ヒカゲノカズラ チシマヒカゲノカズラ   EN A 高山 

2 
 

イワヒバ イワヒバ    C 山地の岩上 

3 
 

ミズニラ ヒメミズニラ   NT C 山地の池沼の底 

4 
 

サンショウモ サンショウモ   VU B 溜め池や田圃の溝など 

5 離弁花類 カバノキ サクラバハンノキ   NT  ミズゴケ類が生育するよ

うな湿地など 

6 
 

イラクサ トキホコリ   VU  低地の湿ったところ 

7 
 

タデ ヒメタデ   VU  平野部の水湿地 

8   ヤナギヌカボ   VU A 自然度が高い水湿地 

9   ナガバノウナギツカミ   NT  平野部の湿地 

10  キンポウゲ オオレイジンソウ 
   

B 亜高山地帯、深山の谷や

沢など湿気のある斜面 

11   アカミノルイヨウショウマ    D 山地の林中 

12   フクジュソウ 
   

B 落葉樹林下の水はけが良

いところ 

13   エゾノリュウキンカ    B 山地の湿地 

14   オキナグサ   VU A 日当たりの良い原野 

15   イトキンポウゲ   NT  池や沼の縁 

16  スイレン ネムロコウホネ   VU A 池沼 

17  ボタン ヤマシャクヤク 
  

NT B 山地の落葉樹林下や杉林

下の林床 

18  ユキノシタ タコノアシ   NT C 湿地 

19  バラ モリイチゴ    B※1 山地 岩場下部の草地 

20   ヒロハノカワラサイコ   VU C 牧草地 

21   オオタカネイバラ    B※2 高山や山地冷所 

22   コガネイチゴ 
   

C 亜高山帯から高山帯の針

葉樹林下 

23  フウロソウ チシマフウロ    C 高山帯草地 

24  トウダイグサ ノウルシ   NT C 湿地 

25   シナノタイゲキ 
   

C 太平洋側の低地から低山

地の山腹の林下 

26  スミレ キバナノコマノツメ 
   

A 高山の湿った草地や砂礫

地 

27   オオバタチツボスミレ   NT B 水湿地 

28  アカバナ ケゴンアカバナ    A 石礫地 

29   アシボソアカバナ    A 高山の礫地や草地 

30   ホソバアカバナ    B 亜高山帯の湿地 

31  スギナモ スギナモ 
   

A 湖沼や池塘、湧水環境の

清流中 

32  セリ サワゼリ   VU※3  湿地帯 
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表 4.3-19(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分 類 科 名 種 名 
選定基準 

主な生育環境 
① ② ③ ④ 

33 合弁花類 イチヤクソウ カラフトイチヤクソウ   VU A 亜高山帯から高山帯の草地 

34  ツツジ チシマツガザクラ   VU A 高山帯の岩石地 

35   キバナシャクナゲ    A 高山のハイマツ林や礫地 

36  サクラソウ ユキワリコザクラ    B 特殊環境に生育、岩場 

37   ヒナザクラ    B 高山湿原、湿原 

38   サクラソウ 

  

NT A 湿り気の多い所、日当たりの

よい湿地周辺、川岸の春日光

の良く差し込む落葉広葉樹

林内 

39  リンドウ イヌセンブリ   VU  山野の湿地 

40  ミツガシワ アサザ   NT B 池沼 

41  ゴマノハグサ イヌノフグリ   VU  土手や道端 

42  タヌキモ ヤチコタヌキモ 
  

VU A 浅い池沼、県内では八甲田山

の湿原 

43  スイカズラ リンネソウ 
   

B 亜高山帯から高山帯のハイ

マツ林下 

44   ケヨノミ    A 亜高山帯の低木林中 

45   ベニバナヒョウタンボク   VU A 亜高山帯 

46  オミナエシ カノコソウ    B 山地の林内や湿った草地 

47  キキョウ キキョウ   VU B 日当たりのよい草原 

48  キク アサギリソウ 
   

B 山地の日当たりのよい岩場

や崩壊地 

49   アキノハハコグサ   EN A 山野のやや乾いたところ 

50   クモマニガナ 
   

B 亜高山帯から高山帯 

石礫地帯 

51   カワラニガナ 
  

NT 
 

河川敷内の日当たりのよい

砂礫地 

52   コオニタビラコ    D 水田 

53   ウスユキソウ 
   

B 沢沿いの雪崩斜面中程の岩

石地 

54 単子葉植物 オモダカ アギナシ   NT B 田圃や溝 

55  トチカガミ スブタ 
  

VU 
 

水田やため池、水路などの浅

い水域 

56  ホロムイソウ ホソバノシバナ   VU A 湿原 

57  ヒルムシロ ササエビモ   VU A 湖沼や河川 

58   リュウノヒゲモ 

  

NT B 淡水または川口の近くなど

の淡水と海水が交じり合う

ところ 

59  イバラモ イトイバラモ   VU B 湖沼 

60  ミズアオイ ミズアオイ   NT D 水田や沼 

61  イグサ ミクリゼキショウ 
   

A 亜高山帯の湿原や流れのほ

とり 

62  ホシクサ カラフトホシクサ   VU A 高層湿原 

63  イネ タチイチゴツナギ   EN A 深山 石礫地、岩上 

64  カヤツリグサ ヌイオスゲ   VU B 高山の岩礫地や草地 

65   タカネクロスゲ   VU B 湿潤な低草地 

66   ヒメワタスゲ   NT A 山地 

67  ラン ミスズラン   CR A 亜高山帯の針葉樹林下 

68   エビネ 
  

NT C 丘陵や山地の湿潤な落葉樹

林下 

69   ナツエビネ   VU B やや湿った林床 

70   サルメンエビネ   VU A 落葉樹林下 

71   キンラン 
  

VU B 低山の夏緑広葉二次林の林

床や草原 
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表 4.3-19(3) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分 類 科 名 種 名 
選定基準 

主な生育環境 
① ② ③ ④ 

72 単子葉植物 ラン クマガイソウ   VU B 低地の落葉樹林下や杉林下 

73   アツモリソウ  国内 VU A 山地 

74   ヒロハツリシュスラン   EN A 深山の樹幹などに着生 

75   オオミズトンボ   EN D 日当たりが良い湿地 

76   ヤチラン   EN A 高層湿原 

77   サカネラン   VU A 自然度の高い落葉樹林下 

78   タカネトンボ   VU A 高山帯の草地や湿地 

79   ガッサンチドリ   EN B ブナ林下 

80   トキソウ   NT B 日当たりの良い湿地 

計 4 類 40 科 80 種 0 種 1 種 54 種 70 種 － 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 4.3-18 のとおりである。 

3．確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。 

4．表中の※については以下のとおりである。 

※1：シロバナノヘビイチゴで掲載 ※2：オオタカネバラで掲載 ※3：ヌマゼリで掲載 

5．生育環境は以下の文献その他の資料を参考にした。 

「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） 

「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック（2020 年改訂版）－」（青森県、令和 2 年） 

「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物（2014 年版）」（岩手県、平成 26 年） 

「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物 RED DETA BOOK MIYAGI 2016」（宮城県、平成 28 年） 

「愛媛県レッドデータブック 2014」（愛媛県 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

「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-8.植物Ⅰ」(環境省、平成 27 年) 

 

②  重要な群落 

重要な群落については、表 4.3-18 の選定基準に基づき選定した。 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落は図 4.3-7 のとおり、「奥入瀬川

の渓畔林」、「奥入瀬のオノオレカンバ」の 2 件の特定植物群落が指定されている。また、「植

物群落レッドデータ・ブック」（NACS-J,WWF Japan、平成 8 年）において、旧十和田市で 1

件、旧十和田湖町で 18 件の植物群落が指定されている。ただし、詳細な位置情報は公表され

ていない。 

なお、事業実施想定区域の一部には、植生自然度 9 の群落が存在する。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林が 61 件分布しているが、うち 1 件

（番号：52）の巨木林の一部が事業実施想定区域内に重なっている（図 4.3-8）。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲には、植物に係る天然記念物は 1 件分布しているが、

事業実施想定区域内には存在しない（図 4.3-8）。 
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図 4.3-7 事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物群落  

注：植物群落については、位置が

判明した植物群落のみを図中

に示した。 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第

6・7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧：

令和 2 年 4 月）、「自然環境 Web-GIS 特定植物群

落調査 第 2 回、第 5 回」（環境省 HP、閲覧：令

和 2 年 4 月）                 より作成 
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図 4.3-8 事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林・天然記念物 

「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林調査データベ

ース」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 4 月） 

                より作成 
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④  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重要な植物及び重要な群

落について、表 4.3‑20 に示す情報が得られた。 

 

表 4.3‑20 専門家等へのヒアリング結果概要(有識者 E) 

専門分野 属 性 意見の概要 

植物・植生 大学名誉

教授 

【意見聴取日：令和 2 年 7 月 16 日】 

・既存植生図のとおり、牧草地のほかは、基本的には植林地と二次的な広葉樹

林が分布しているエリアである。植生的には大きな問題はないと思われる

が、現地調査の結果、植生自然度が高いと考えられる場所があれば、配慮す

るなど適切に事業計画を検討してほしい。 

・利用価値が低く、昔、切り残された大木が分布している可能性は考えられる。

現地調査で胸高周囲が 300cm を超えるものがあれば、位置を記録しておき、

可能な範囲で回避するなど配慮してはどうか。 

・適切に現地調査をおこない、重要な種の生育状況等を把握し、その結果を踏

まえて適切に配慮をおこなってほしい。 
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2. 予 測 

(1)予測手法 

事業実施想定区域と重要な種の生育環境、重要な植物群落及び巨樹・巨木林の重ね合わせに

より、直接的な改変の有無による生育環境の変化に伴う影響を予測した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3)予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は、図

4.3-6、現存植生図の凡例は表 4.3-16 のとおりである。主に「ブナクラス域自然植生」のチシ

マザサ－ブナ群団、「ブナクラス域代償植生」のブナ－ミズナラ群落、オオバクロモジ－ミズナ

ラ群集、伐採跡地群落、「植林地、耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林、牧草地、畑雑草

群落等が分布している。 

事業実施想定区域内の環境は、主に樹林環境と草地環境となっている。 

  



4.3-54 

(255) 

①  重要な種 

重要な種に対する予測結果は表 4.3-21 のとおりである。 

 

表 4.3-21 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な生育環境 種 名 影響の予測結果 

樹林 

イワヒバ、オオレイジンソウ、アカミノルイヨウショウマ、フクジュソ

ウ、オキナグサ、ヤマシャクヤク、オオタカネイバラ、コガネイチゴ、

シナノタイゲキ、キバナシャクナゲ、サクラソウ、リンネソウ、ケヨノ

ミ、ベニバナヒョウタンボク、カノコソウ、ミスズラン、エビネ、ナツ

エビネ、サルメンエビネ、キンラン、クマガイソウ、アツモリソウ、ヒ

ロハツリシュスラン、サカネラン、ガッサンチドリ     （25 種） 

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

可能性があることから、

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。 

草地・耕作地 

モリイチゴ、ヒロハノカワラサイコ、チシマフウロ、カラフトイチヤク

ソウ、イヌノフグリ、キキョウ、コオニタビラコ、タカネクロスゲ 

          （8 種） 

水辺（河川、湖

沼、海岸等）・

湿地 

ヒメミズニラ、サンショウモ、サクラバハンノキ、トキホコリ、ヒメタ

デ、ヤナギヌカボ、ナガバノウナギツカミ、エゾノリュウキンカ、イト

キンポウゲ、ネムロコウホネ、タコノアシ、ノウルシ、キバナノコマノ

ツメ、オオバタチツボスミレ、ホソバアカバナ、スギナモ、サワゼリ、

ヒナザクラ、イヌセンブリ、アサザ、ヤチコタヌキモ、アギナシ、スブ

タ、ホソバノシバナ、ササエビモ、リュウノヒゲモ、イトイバラモ、ミ

ズアオイ、ミクエイゼキショウ、カラフトホシクサ、ヒメワタスゲ、オ

オミズトンボ、ヤチラン、タカネトンボ、トキソウ 

               （35 種） 

事業実施想定区域内に

主な生育環境が存在し、

河川の直接改変は行わ

ないものの、沢筋につい

てはその一部が改変さ

れる可能性があること

から、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。ま

た、工事箇所によって

は、濁水の流出等による

生息環境への一時的な

影響が生じる可能性が

考えられる。 

その他（岩礫

地等） 

チシマヒカゲノカズラ、ケゴンアカバナ、アシボソアカバナ、チシマツ

ガザクラ、ユキワリコザクラ、アサギリソウ、アキノハハコグサ、クモ

マニガナ、カワラニガナ、ウスユキソウ、タチイチゴツナギ、ヌイオス

ゲ 

         （12 種） 

事業実施想定区域内に

主な生育環境が存在し

ないため、生育環境の変

化に伴う影響が生じる

可能性はないと予測す

る。 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リス

ト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．複数環境を利用する種については該当する環境すべてに分類した。 

 

②  重要な群落 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落としては、「奥入瀬川の渓畔林」

及び「奥入瀬のオノオレカンバ」の2件の特定植物群落、19件の植物群落が指定されており、

特定植物群落については事業実施想定区域内に分布する群落はないことから、改変による影

響はないものと予測する。植物群落については、詳細な位置情報は公開されていない。 

また、植生自然度9の群落については、事業実施想定区域内に存在し、その一部が改変さ

れる可能性があることから、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。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

巨樹・巨木林については、61 件中 1 件が事業実施想定区域内に重なっており、その一部が

改変される可能性があることから、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。また、植物に係る天然記念物は、事業実施想定区域内に存在しないことから、改変に

よる影響はないものと予測する。  



4.3-55 

(256) 

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植物の重要な種及び重要な群落に与える重大な

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 

事業実施想定区域内に重要な植物群落及び天然記念物は確認されていないことから、重大な

影響はないものと評価する。 

樹林、草地、耕作地等の環境を主な生育環境とする重要な種については、その一部が改変さ

れる可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。水辺（河川）

等を主な生育環境と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、

河川の直接改変は行わないものの、沢筋についてはその一部が改変される可能性があることか

ら、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。なお、今後検討する工事箇所や該当種

の生育場所によっては、濁水の流入等の間接的、一時的な影響が生じる可能性が考えられる。

また、植生自然度 9 に該当する植生、巨木林の一部は、事業実施想定区域に存在することから、

施設の配置など事業の計画によっては、一部が改変されることにより事業実施による影響が生

じる可能性がある。 

しかしながら、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むこと、既存道路を利用し道路の新設

による拡幅面積を低減することにより、重大な影響を、実行可能な範囲内で回避又は低減でき

る可能性が高いと評価する。 

さらに、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し、環境

影響の回避又は低減を図る。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び重要

な群落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。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落については、可能な限り必要 低限の工事にとどめ、

改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画や工法について検討し、生育環境へ

の影響の低減を図る。 
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4.3.6 生態系 

1. 調 査 

(1)調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、文献その他の資料により調査した。 
 

(2)調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-4）とした。 

 

(3)調査結果 

文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場の状況を抽出した。これらの分布状

況等は、表 4.3-22 及び図 4.3-9 のとおりである。 

 

①  環境影響を受けやすい種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・事業実施想定区域及びその周囲に分布する自然植生（ブナクラス域自然植生、河辺・

湿原・塩沼地・砂丘植生等） 

 

②  保全の観点から法令等により指定された種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・十和田八幡平国立公園 

・保安林 

・鳥獣保護区 

・奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域 

 

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種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・特定植物群落 

・巨樹・巨木林 

・重要野鳥生息地（IBA） 

・生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA） 
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表 4.3-22 重要な自然環境のまとまりの場 

No. 重要な自然環境のまとまりの場 抽出理由 

1 自然植生 

植生自然度 10 
環境省植生図におけるササ群落、ヨシクラス、ツルヨシ

群集に該当する植生である。 

植生自然度 9 
環境省植生図におけるチシマザサ－ブナ群団、ハルニレ

群落、ヤナギ高木群落等に該当する植生である。 

2 自然公園 十和田八幡平国立公園 

自然公園法及びそれに基づく都道府県の条例の規定に基

づき、その都道府県を代表する優れた風景地について指

定された自然公園の一種である。 

3 保安林  水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域に

おいて重要な機能を有する自然環境である。 

4 鳥獣保護区 
十和田鳥獣保護区 

田茂木鳥獣保護区 

鳥獣の保護を図るため、保護の必要があると認められた

地域である。 

5 特定植物群落 
奥入瀬川の渓畔林 自然環境保全基礎調査において定められた特定植物群落

選定基準に該当する植物群落である。 奥入瀬のオノオレカンバ 

6 巨樹・巨木林  
自然環境保全基礎調査において定められた原則幹回りが

3m 以上の巨木及び巨木群である。 

7 
重要野鳥生息地 

（IBA） 

（選定基準：A3） 

十和田・八甲田 

鳥類を指標とした重要な自然環境において、世界共通の

基準によって定められた、保全が必要な生息地等の選定

基準における「A3：ある 1 種の鳥類の分布域すべてもし

くは大半が 1 つのバイオーム（それぞれの環境に生きて

いる生物全体）に含まれている場合で、そのような特徴

をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、もしくは

その可能性がある生息地」に該当する地域である。 

8 

生物多様性の保全の

鍵になる重要な地域

（KBA） 

（選定基準：危機性、非代

替性） 

十和田 

IBA に鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要

地域であり、日本の調査においては分布が 1 か所に限ら

れる絶滅危惧種が生息している地域（AZE（Alliance for 

Zero Extinction））も包括される。以下の選定基準に該

当する地域である。 

危機性：IUCN のレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、EN、

VU）に分類された種が生息／生育する 

非代替性：a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）

が生息／生育する、b) 広い範囲に分布するが特定の場所

に集中している種が生息／生育する、c) 世界的にみて個

体が一時的に集中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著

な個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定される種群

が生息／生育する 

9 

青森県ふるさとの森

と川と海の保全及び

創造に関する条例 

奥入瀬川流域ふるさとの

森と川と海保全地域 

「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する

条例」（平成 13 年青森県条例第 71 号）に基づき指定され

ている保全地域である。 

注：重要野生生息地（IBA）の基準 A3 については、「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN 翼が結ぶ重要生息地ネット

ワーク」（日本野鳥の会 HP、閲覧:令和 2 年 4 月）に以下の注釈が記載されている。 

“この基準は、他の A1、A2 及び A4 ほど明確な基準ではないが、IBA が世界のすべての鳥類の生息を保証する

ために設定された基準であることを考えれば、重要な選定基準のひとつである。しかしながら、日本に適用

されるバイオーム種のリストはごく普通に観察される種を数多く含んでおり、選定には慎重を要する。” 

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・7回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

「国土数値情報」（国土交通省 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

「令和元年度鳥獣保護区等位置図」（青森県 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査 第 2回、第 5回」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林調査データベース」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

「重要野鳥生息地（IBA）」（日本野鳥の会 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP、 

閲覧：令和 2年 4月） 

「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」（青森県 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

より作成 
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図 4.3-9(1) 重要な自然環境のまとまりの場の状況  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・7 回（1999
～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧:令和 2年 4月） 
「令和元年度鳥獣保護区等位置図」（青森県 HP、閲覧：令和
2年 4月） 
「重要野鳥生息地（IBA）」（日本野鳥の会 HP、閲覧：令和 2
年 4月） 
「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサ
ベーション・インターナショナル・ジャパン HP、閲覧：令
和 2年 4月）                より作成 
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図 4.3-9(2) 重要な自然環境のまとまりの場の状況  

「国土数値情報」（国土交通省 HP、閲覧：令和 2年 4月） 
「自然環境 Web-GIS 特定植物群落調査 第 2回、第 5回」
（環境省 HP、閲覧:令和 2年 4月） 
「自然環境 Web-GIS 巨樹・巨木林調査データベース」（環
境省 HP、閲覧:令和 2年 4月） 
「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条
例」（青森県 HP、閲覧：令和 2年 4月）    より作成 
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2. 予 測 

(1) 予測手法 

事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有

無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。 

 

(2) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は図 4.3-9、影響の予測結果

は表 4.3-23 のとおりである。 

植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林、巨樹・巨木林、重要野鳥生息地（IBA）、生物多

様性の鍵になる重要な地域（KBA）及び「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する

条例」（平成 13 年青森県条例第 71 号）による奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域が事

業実施想定区域の一部に確認されていることから、施設の配置などの事業計画によっては、そ

の一部が改変される可能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性があると予測する。 

 

表 4.3-23 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

No. 重要な自然環境のまとまりの場 影響の予測結果 

1 自然植生 

植生自然度 10 
事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響

はないと予測する。 

植生自然度 9 

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される可

能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある

と予測する。 

2 自然公園 十和田八幡平国立公園 
事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響

はないと予測する。 

3 保安林  
事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される可

能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある

と予測する。 

4 鳥獣保護区 
十和田鳥獣保護区 

田茂木鳥獣保護区 

事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響

はないと予測する。 

5 特定植物群落 
奥入瀬川の渓畔林 

奥入瀬のオノオレカンバ 

事業実施想定区域外であることから、直接改変による影響

はないと予測する。 

6 巨樹・巨木林  

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される可

能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある

と予測する。 

7 
重要野鳥生息地

（IBA） 
十和田・八甲田 

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される可

能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある

と予測する。 

8 

生物多様性の保全

の鍵になる重要な

地域（KBA） 

十和田 

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される可

能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある

と予測する。 

9 

青森県ふるさとの

森と川と海の保全

及び創造に関する

条例 

奥入瀬川流域ふるさとの

森と川と海保全地域 

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される可

能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性がある

と予測する。 

注：表に示す情報の出典は、表 4.3-22 と同様である。  



4.3-61 

(262) 

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重要な自然環境のまとまりの

場に与える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 

自然公園、植生自然度 10 に相当する自然植生、鳥獣保護区及び特定植物群落は、事業実施想

定区域外であるため、直接改変を行わないことから、重大な影響がないものと評価する。 

植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林、巨樹・巨木林、「重要野鳥生息地（IBA）」、「生物

多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」及び「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創

造に関する条例」（平成 13 年青森県条例第 71 号）による奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保

全地域が事業実施想定区域の一部に確認されていることから、施設の配置などの事業計画によ

っては、一部が改変されることにより事業実施による影響が生じる可能性がある。 

しかしながら、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、風力発電機の設置対象外を設定す

ること、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低減することにより、重大な影響を、

実行可能な範囲内で回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

さらに、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し、環境

影響の回避又は低減を図る。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの場を多く残存するよう、可能な限り必要

低限の工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生息・生育の場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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4.3.7 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（図 4.3-10 の範囲）とした。 

 

(3)調査結果 

①  主要な眺望点 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し主要な眺望点を抽出した。 

・公的な HP や観光パンフレット等に眺望に関する情報が掲載されていること。 

・不特定かつ多数の者が利用する地点又は眺望利用の可能性のある地点であること。 

・可視領域図で可視の地点であること。 

・風力発電機（地上高さ：約 182m）が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲

（約 10.5km）を目安とした。 

主要な眺望点は表 4.3-24 のとおりであり、位置及び主眺望方向は図 4.3-10 のとおりであ

る。 

 

表 4.3-24 主要な眺望点 

番号 眺望点 概 要 

① 高森山展望台 

展望台周辺はツツジが咲き、古くから市民の憩いの場所として利用されてい

る。展望台からは田園地帯と市街地が一望でき、また遠くは階上岳、名久井

岳、八甲田連峰、小川原湖と 360 度一望できる。 

② 
道の駅奥入瀬 

「奥入瀬ろまんパーク」 

一般国道 102 号に接する十和田湖観光のメインルートにあり、道の駅「奥入

瀬」として、多くの人で賑わう。八甲田の山並みが望める。 

③ 蔦沼 
十和田八幡平国立公園内にある沼。周囲約 1km あり、木道とデッキが整備さ

れている。 

④ 奥入瀬渓流館 
奥入瀬渓流の景観や生態系、歴史を紹介するパネル展示や地元ゆかりの人物

などを紹介している。県産品を中心としたお土産の販売などがある。 

⑤ 御鼻部山展望台 
標高 1,011m に位置する展望台。十和田湖が望め、北面には津軽富士と呼ば

れる岩木山や、晴れた日には遠く岩手山や八幡平のスカイラインが望める。 

⑥ 瞰湖台 御倉半島と中山半島に挟まれた中湖を望む展望所。 

⑦ 十和田山 
宇樽部登山口から 3km、徒歩約 1 時間 40 分。湖面から 600m の場所にある標

高 1,054m の山。山頂からは八幡平、岩木山、太平洋まで 360 度見渡せる。 

⑧ 十和利山 

十和田湖の南東に位置する標高 991m の山。東北の百名山に数えられている。

山頂からは眼下に十和田湖、天気が良ければ十和田湖の奥に岩木山、南側奥

に岩手山、八幡平などを見ることができる。 

注：表中の番号は図 4.3-10 の番号に対応している。 

「観光・特産」（十和田市 HP） 

「ふるさと眺望点」（青森県庁 HP） 

「ここが見所」（東北森林管理局 HP） 

「十和田八幡平国立公園」（環境省 HP） 

「知る」（一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 HP） 

「青森県観光情報サイト-アプティネット-」（公益社団法人青森県観光連盟 HP） 

「「満喫したい人」のための散策マップ 宇樽部周辺」（一般社団法人 十和田湖国立公園協会 HP） 

（各 HP 閲覧：令和 2 年 4 月）                             より作成 
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図 4.3-10 主要な眺望点及び眺望方向  

注：公的な HP、パンフレットの記載等から、特定の眺望方

向が明確でない地点には矢印を付記していない。 

「観光・特産」（十和田市 HP）、「ふるさと眺望点」（青森県
庁 HP）、「ここが見所」（東北森林管理局 HP）、「十和田八幡平
国立公園」（環境省 HP）、「知る」（一般社団法人十和田奥入
瀬観光機構 HP）、「青森県観光情報サイト-アプティネット-」
（公益社団法人青森県観光連盟 HP）、「「満喫したい人」のた
めの散策マップ 宇樽部周辺」（一般社団法人 十和田湖国
立公園協会 HP）（各 HP、閲覧：令和 2年 4月）  より作成 
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②  景観資源 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、景観資源を抽出した。景観資源は表 4.3-25 及び表

4.3-26 のとおりであり、その位置は図 4.3-11 及び図 4.3-12 のとおりである。 

 

表 4.3-25(1) 景観資源（第 3 回自然環境保全基礎調査） 

区 分 名 称 

火山群 

南八甲田火山群 

十和田火山地 

十和田火山群 

火山 

戸来岳 

前嶽 

田茂萢岳 

北八甲田赤倉岳 

井戸岳 

大岳 

小岳 

高田大岳 

雛岳 

硫黄岳 

石倉岳 

北八甲田黒森 

逆川岳 

横岳 

駒ヶ峰 

櫛ヶ峰上岳 

乗鞍岳 

南八甲田赤倉岳 

御鼻部山 

御門岩 

十和田山 

御倉岳 

高山 

十和利山 

石倉山 

南股山 

火山性高原 
迷ヶ原、小国牧場、白萩平 

仙人平、湯ノ台 
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表 4.3-25(2) 景観資源（第 3 回自然環境保全基礎調査） 

区 分 名 称 

火山口・カルデラ 

田代平 

中湖カルデラ 

十和田カルデラ 

地獄・泥火山 地獄沼 

非火山性孤峰 

黒森 

高堂山 

貝名森 

止ヶ崎 

赤岩 

ドコノ森 

主な溶岩流 － 

峡谷・渓谷 

城ヶ倉渓谷 

蔦川渓谷 

奥入瀬渓流 

滝の股沢 

河成段丘 奥瀬段丘 

断崖・岩壁 
城ヶ倉渓谷 

白絹の滝の谷頭の断崖 

瀞 熊ノ沢川の瀞 

滝 

白絹の滝 

九段の滝 

銚子大滝 

五両の滝 

止滝 

中滝 

銚子の滝 

湖沼 

睡蓮沼 

鷹架沼 

赤沼 

蔦沼 

黄瀬沼 

十和田湖 

湿原 

田代平湿原 

高田萢 

逆川萢 

黄瀬萢 

大谷地 

節理 六枚岩 

注：「－」は出典に名称がないことを示す。 

〔「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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表 4.3-26 景観資源（地域別景観特性ガイドプラン） 

区 分 名 称 

自然景観資源 

高森山 

法量のイチョウ 

松見の滝 

蔦の七沼 

奥入瀬渓流 

十和田湖 

田代平湿原 

八甲田の樹氷・紅葉 

田茂萢湿原 

地獄沼 

城ヶ倉渓谷 

南八甲田の湿原 

〔「地域別景観特性ガイドプラン」（青森県、平成 9 年）より作成〕 

 

 

③  主要な眺望景観 

主要な眺望景観（主要な眺望点から景観資源を眺望する景観）の状況は、図 4.3-13 のとお

りである。 
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図 4.3-11 景観資源(第 3 回自然環境保全基礎調査)の状況

「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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図 4.3-12 景観資源(地域別景観特性ガイドプラン)の状況  

「地域別景観特性ガイドプラン」（青森県、平成 9

年）                  より作成 
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図 4.3-13 主要な眺望景観  

「観光・特産」（十和田市 HP）、「ふるさと眺望点」（青森県
庁 HP）、「ここが見所」（東北森林管理局 HP）、「十和田八幡平
国立公園」（環境省 HP）、「知る」（一般社団法人十和田奥入
瀬観光機構 HP）、「青森県観光情報サイト-アプティネット-」
（公益社団法人青森県観光連盟 HP）、「「満喫したい人」のた
めの散策マップ 宇樽部周辺」（一般社団法人 十和田湖国
立公園協会 HP）（各 HP、閲覧：令和 2年 4月） 
「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） 
「地域別景観特性ガイドプラン」（青森県、平成 9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的な影響の可能性の有無を予測した。 

 

②  主要な眺望景観への影響 

a. 風力発電機の介在の可能性 

主要な眺望点、景観資源及び風力発電機の設置予定範囲の位置関係を基に、主要な眺望景

観への風力発電機の介在の可能性を予測した。 

予測に当たっては、主要な眺望点から風力発電機の設置予定範囲を視認する場合に、同方

向に存在する景観資源について、「風力発電機が介在する可能性がある」として抽出した。 

なお、地形や樹木、建物等の遮蔽物及び「b.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、風力発電機及び景観資源がともに視認され

るものと仮定した。 

 

b. 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地上約 182m とし、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。 

 

c. 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

主要な眺望点と風力発電機の設置予定範囲の 寄り地点までの 短距離を基に、風力発電

機の見えの大きさ（垂直視野角）について予測した。 

なお、風力発電機の高さは地上 182m とし、風力発電機が主要な眺望点から水平の位置に

見えると仮定し、見えが 大となる場合の値を計算した。 

 

(2)予測地域 

調査地域と同様とした。 
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(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 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域に含まれないため直接的な影響は生じないと

予測する。 

景観資源のうち、事業実施想定区域が広範囲にわたり分布する火山群の「十和田火山地」

に含まれるほか、河成段丘の「奥瀬段丘」と一部重複していることから、直接的な影響が生

じる可能性があると予測する。それ以外の景観資源については、いずれも事業実施想定区域

に含まれないため直接的な影響は生じないと予測する。 

 

②  主要な眺望景観への影響 

a. 風力発電機の介在の可能性 

主要な眺望景観の状況については図 4.3-13 のとおりであり、主要な眺望景観へ風力発電

機が介在する可能性については表 4.3-27 のとおりである。 

 

表 4.3-27 主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性 

 

b. 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

可視領域は、図 4.3-14 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。  

番号 主要な眺望点 風力発電機が介在する可能性のある景観資源 

① 高森山展望台 

十和田火山地、十和田火山群、御鼻部山、御門岩、十和田山、御倉岳、高山、

中湖カルデラ、十和田カルデラ、奥入瀬渓流、奥瀬段丘、白絹の滝の谷頭の

断崖、白絹の滝、九段の滝、銚子大滝、五両の滝、止滝、中滝、銚子の滝、

六枚岩、十和田湖 

② 
道の駅奥入瀬 

「奥入瀬ろまんパーク」 

十和田火山地、十和田火山群、御鼻部山、御門岩、十和田山、御倉岳、高山、

中湖カルデラ、十和田カルデラ、奥入瀬渓流、滝の股沢、奥瀬段丘、白絹の

滝の谷頭の断崖、白絹の滝、九段の滝、銚子大滝、五両の滝、止滝、大谷地、

六枚岩、松見の滝、十和田湖 

③ 蔦沼 
十和田火山地、十和田火山群、戸来岳、仙人平、湯ノ台、黒森、高堂山、貝

名森、赤岩、蔦川渓谷、奥入瀬渓流、法量のイチョウ 

④ 奥入瀬渓流館 
十和田火山地、十和田火山群、戸来岳、黒森、高堂山、貝名森、赤岩、ドコ

ノ森、奥瀬段丘 

⑤ 御鼻部山展望台 
十和田火山地、十和田火山群、奥瀬段丘、白絹の滝の谷頭の断崖、白絹の

滝、高森山、奥入瀬渓流、十和田湖 

⑥ 瞰湖台 
十和田火山地、十和田火山群、奥瀬段丘、熊ノ沢川の瀞、高森山、奥入瀬渓

流、十和田湖 

⑦ 十和田山 
南八甲田火山群、十和田火山地、十和田火山群、奥瀬段丘、熊ノ沢川の瀞、

高森山、法量のイチョウ 

⑧ 十和利山 
南八甲田火山群、十和田火山地、十和田火山群、奥瀬段丘、熊ノ沢川の瀞、

法量のイチョウ 
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図 4.3-14 主要な眺望点の周囲の可視領域  

「観光・特産」（十和田市 HP）、「ふるさと眺望点」（青森県
庁 HP）、「ここが見所」（東北森林管理局 HP）、「十和田八幡平
国立公園」（環境省 HP）、「知る」（一般社団法人十和田奥入
瀬観光機構 HP）、「青森県観光情報サイト-アプティネット-」
（公益社団法人青森県観光連盟 HP）、「「満喫したい人」のた
めの散策マップ 宇樽部周辺」（一般社団法人 十和田湖国
立公園協会 HP）（各 HP、閲覧：令和 2年 4月）  より作成 



4.3-73 

(274) 

c. 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表 4.3-28 のとおりである。 

風力発電機の設置予定範囲の も近くに位置する「④奥入瀬渓流館」までの距離は約 3.1km

で、風力発電機の見えの大きさ（垂直視野角）は 大約 3.4 度である。 

 

表 4.3-28 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

番号 主要な眺望点 

主要な眺望点から 

風力発電機の設置予定範囲の 

寄り地点までの距離 

(km） 

寄りの風力発電機の 

見えの大きさ 

(垂直視野角) 

(度) 

① 高森山展望台 約 7.7 約 1.4 

② 
道の駅奥入瀬 

「奥入瀬ろまんパーク」 
約 5.6 約 1.9 

③ 蔦沼 約 6.5 約 1.6 

④ 奥入瀬渓流館 約 3.1 約 3.4 

⑤ 御鼻部山展望台 約 9.8 約 1.1 

⑥ 瞰湖台 約 8.7 約 1.2 

⑦ 十和田山 約 3.7 約 2.9 

⑧ 十和利山 約 6.7 約 1.6 

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、垂直視野角を計算した。 

2．表中の数値は小数点以下第 2 位を四捨五入した。 
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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）における知見は表 4.3-29 及び図 4.3-15 のとお

りである。 

 

表 4.3-29 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 比較的細部まで良く見えるようになり、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）。架線も良く見えるよ

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なり、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〕 

 

「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）  より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「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）  より作成 

図 4.3-15 見えの大きさ（垂直視野角）について（参考）  

 
※
参考として掲載している文献等において使用されている「垂直視角」及び「垂直見込角」の用語は、本図書において使用してい

る「垂直視野角」の用語と同意義である。 
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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 

主要な眺望点については、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。 

景観資源のうち、「十和田火山地」及び「奥瀬段丘」以外については、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。 

「十和田火山地」及び「奥瀬段丘」については、事業実施想定区域が広範囲にわたり分布

する火山群の「十和田火山地」に含まれるほか、河成段丘の「奥瀬段丘」と一部重複してい

るため、影響を受ける可能性があるが、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、重大な影響をさらに回避又は低減できる可能性があ

ると評価する。 

・改変面積を 小限にとどめる。 

・造成により生じた切盛法面は必要に応じて散布吹付工などによる早期緑化を行い、修景

を図る。 

 

②  主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観の変化に影響を及ぼす可能性はあるが、今後の環境影響評価手続き及び詳

細設計において、以下に示す事項を留意することにより重大な影響を回避又は低減が可能で

あると評価する。 

・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自然になじみやすい色（環境融和塗色）で検討する。 
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4.4 総合的な評価 

重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表 4.4-1 のとおりである。 

騒音及び超低周波音、重要な地形及び地質、風車の影、動物、植物、生態系及び景観については、

今後の環境影響評価における現地調査を踏まえて事業計画を検討することにより、重大な影響の回

避又は低減が可能であると評価する。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環境

保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものとする。 

 

表 4.4-1(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施

設等までの 短距離は、住宅等が約 0.5km であり、住宅

等以外が約 3.4km である。 

また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲に

おける配慮が特に必要な施設等の合計は 215 戸であり、

このすべてが宅等である。これらの配慮が特に必要な施

設等では風力発電機の稼働に伴う騒音及び超低周波音

による影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評

価手続き及び詳細設計において、右に示す事項に留意す

ることにより、重大な影響の回避又は低減が可能である

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、空気吸収による減衰及び地表面

の影響による減衰を考慮する。  

地形及び地質 

業実施想定区域が広範囲にわたり分布する火山群の

「十和田火山地」に含まれているほか、河成段丘の「奥

瀬段丘」と一部重複していることから、直接的な改変に

よる影響が生じる可能性があるが、今後の環境影響評価

手続き及び工事計画の検討において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響の回避又は低減が可能で

あると評価する。 

・現地調査等により重要な地形及び地質の分布及び状態を把

握し、可能な限り直接的な改変を回避するように、工事計

画の詳細について検討する。 

・現地調査等により把握した重要な地形の状況を踏まえ、や

むを得ず重複する部分で工事を実施する場合は、改変範囲

の 小化を検討する。 

風車の影 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要な施

設等までの 短距離は、住宅等が約 0.5km であり、住宅

等以外が約 3.4km である。 

また、風力発電機の設置予定範囲から 2.0km の範囲に

おける配慮が特に必要な施設等の合計は 215 戸であり、

このすべてが住宅等である。これらの配慮が特に必要な

施設等では風力発電機の稼働に伴う風車の影の影響が

生じる可能性があるが、今後の環境影響評価手続き及び

詳細設計において、右に示す事項に留意することによ

り、重大な影響の回避又は低減が可能であると評価す

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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表 4.4-1(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

動 物 

①重要な種 

事業実施想定区域内に水辺（湿地、海岸等）といった環境

が存在しないため、水辺（湿地、海岸等）を主な生息環境とす

る重要な種については影響がないものと評価する。水辺（河

川（沢筋含む））を主な生息環境と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、河川の直接改

変は行わないものの、沢筋についてはその一部が改変される

可能性があることから、生息環境の変化に伴う影響が生じる

可能性がある。また、今後検討する工事箇所や該当種の生息

場所によっては、濁水等の流入等、間接的、一時的な影響が

生じる可能性が考えられる。 

樹林、草地及び耕作地といった環境を主な生息環境とする

重要な種及び動物の注目すべき生息地においては、その一部

が直接改変される可能性があることから、生息環境の変化に

伴う影響が生じる可能性があり、また、コウモリ類や鳥類に

ついては、事業実施想定区域上空を利用する可能性があるこ

とから、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードスト

ライク等の重大な環境影響を受ける可能性がある。 

しかしながら、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むこ

と、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低減する

ことにより、重大な影響を、実行可能な範囲内で回避又は低

減できる可能性が高いと評価する。 

②注目すべき生息地 

注目すべき生息地の情報として、事業実施想定区域の周囲

には、鳥獣保護区 2 ヶ所（「十和田鳥獣保護区」及び「田茂木

鳥獣保護区」）と重要野鳥生息地（IBA）の「十和田・八甲田」、

生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の「十和田」

及び青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条

例の「奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保全地域」が存在

する。重要野鳥生息地（IBA）、生物多様性の保全の鍵になる

重要な地域（KBA）及び奥入瀬川流域ふるさとの森と川と海保

全地域は、事業実施想定区域に一部が含まれているため、生

息環境の一部が改変に伴い影響が生じる可能性がある。その

他の注目すべき生息地は直接改変しないものの、改変箇所と

当該地域が近接する場合には、影響が生じる可能性が考えら

れる。 

しかしながら、鳥獣保護区、重要野鳥生息地（IBA）、生物多

様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）及び奥入瀬川流域ふ

るさとの森と川と海保全地域の分布範囲及び生息する動物の

状況を現地調査により把握すること、事業実施による影響の

程度を適切に予測し、必要に応じて「地形を考慮した造成計

画により改変面積の低減を図る」等の環境保全措置を実施す

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。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、右に示

す事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種

の影響の程度を適切に予測する。必要に応じて環境保

全措置を検討する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、「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

息状況の調査を実施する。 

・猛禽類やガン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する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査によるコウモ

リ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調査を実施

する。 

・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類等の鳥

類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利用するこ

との影響が想定されるものの、風力発電機設置位置等

の情報が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方

法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評

価を実施する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計画

や工法について検討し、生息環境への影響の低減を図

る。 

 

 



 

4.4-3 

(279) 

表 4.4-1(3) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

植 物 

事業実施想定区域内に重要な植物群落及び天然記念物は確

認されていないことから、重大な影響はないものと評価する。

樹林、草地、耕作地等の環境を主な生育環境とする重要な種

については、その一部が改変される可能性があることから、

生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。水辺（河

川）等を主な生育環境と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、河川の直接改変は行わ

ないものの、沢筋についてはその一部が改変される可能性が

あることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性が

ある。なお、今後検討する工事個所や該当種の生育場所によ

っては、濁水等の流入等、間接的、一時的な影響が生じる可

能性が考えられる。また、植生自然度 9 に該当する植生、巨

木林の一部は、事業実施想定区域に存在することから、施設

の配置など事業の計画によっては、一部が改変されることに

より事業実施による、影響が生じる可能性がある。 

しかしながら、事業実施想定区域を可能な限り絞り込むこ

と、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面積を低減する

ことにより、重大な影響を、実行可能な範囲内で回避又は低

減できる可能性が高いと評価する。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、右に示

す事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等に

より把握し、また、重要な種及び重要な群落への影

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。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落については、

可能な限り必要 低限の工事にとどめ、改変による

重大な影響を回避・低減するよう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような計

画や工法について検討し、生育環境への影響の低減

を図る。 

生態系 

自然公園、自然度 10 に相当する自然植生、鳥獣保護区及

び特定植物群落は、事業実施想定区域外であるため、直接改

変を行わないことから、重大な影響がないものと評価する。 

植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林、巨樹・巨木

林、「重要野鳥生息地（IBA）」及び「生物多様性の保全の鍵

になる重要な地域（KBA）」及び「青森県ふるさとの森と川と

海の保全及び創造に関する条約」による奥入瀬川流域ふるさ

との森と川と海保全地域が事業実施想定区域の一部に確認さ

れていることから、施設の配置などの事業計画によっては、

一部が改変されることにより事業実施による影響が生じる可

能性がある。 

しかしながら、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、

風力発電機の設置対象外を設定すること、既存道路を利用し

道路の新設による拡幅面積を低減することにより、重大な影

響を、実行可能な範囲内で回避又は低減できる可能性が高い

と評価する。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、右に示

す事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状況を

把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの場

を多く残存するよう、可能な限り必要 低限の工事

にとどめ、改変による重大な影響を回避・低減する

よう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生

息・生育の場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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表 4.4-1(4) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

景 観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点については、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。 

景観資源のうち、「十和田火山地」及び「奥瀬段丘」以外に

ついては、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。 

「十和田火山地」及び「奥瀬段丘」については、事業実施想

定区域が広範囲にわたり分布する火山群の「十和田火山地」

に含まれるほか、河成段丘の「奥瀬段丘」と一部重複してい

るため、影響を受ける可能性があるが、今後の環境影響評価

手続き及び詳細設計において、右に示す事項に留意すること

により、重大な影響をさらに回避又は低減できる可能性があ

ると評価する。 

・改変面積を 小限にとどめる。 

・造成により生じた切盛法面は必要に応じて散布吹付工

などによる早期緑化を行い、修景を図る。 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望景観の変化に影響を及ぼす可能性はあるが、今

後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、右に示す事

項を留意することにより重大な影響を回避又は低減が可能で

あると評価する。 

・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自然になじみやすい色（環境融

和塗色）で検討する。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

事業実施想定区域内には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、計画段階

配慮事項における重大な影響である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ていない。 

・「人と自然との触れ合いの活動の場の消失等」は生じな

いものの、事業実施想定区域の周囲には、十和田湖を

はじめとした主要な人と自然との触れ合いの活動の

場が存在することから、方法書以降の手続きにおい

て、利用環境及び利用状況等の現況調査を実施し、事

業計画を検討する際はその結果を踏まえるとともに、

必要に応じて環境保全措置を検討する。 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	cover1: 
	wcover1: 
	cover2: 
	wcover2: 
	cover3: 
	wcover3: 
	cover4: 
	wcover4: 
	cover5: 
	wcover5: 
	cover6: 
	wcover6: 
	cover7: 
	wcover7: 
	cover8: 
	wcover8: 
	cover9: 
	wcover9: 
	cover10: 
	wcover10: 
	cover11: 
	wcover11: 
	cover12: 
	wcover12: 
	cover13: 
	wcover13: 
	cover14: 
	wcover14: 
	cover15: 
	wcover15: 
	cover16: 
	wcover16: 
	cover17: 
	wcover17: 
	cover18: 
	wcover18: 
	cover19: 
	wcover19: 
	cover20: 
	wcover20: 
	cover21: 
	wcover21: 
	cover22: 
	wcover22: 
	cover23: 
	wcover23: 
	cover24: 
	wcover24: 
	cover25: 
	wcover25: 
	cover26: 
	wcover26: 
	cover27: 
	wcover27: 
	cover28: 
	wcover28: 
	cover29: 
	wcover29: 
	cover30: 
	wcover30: 
	cover31: 
	wcover31: 
	cover32: 
	wcover32: 
	cover33: 
	wcover33: 
	cover34: 
	wcover34: 
	cover35: 
	wcover35: 
	cover36: 
	wcover36: 
	cover37: 
	wcover37: 
	cover38: 
	wcover38: 
	cover39: 
	wcover39: 
	cover40: 
	wcover40: 
	cover41: 
	wcover41: 
	cover42: 
	wcover42: 
	cover43: 
	wcover43: 
	cover44: 
	wcover44: 
	cover45: 
	wcover45: 
	cover46: 
	wcover46: 
	cover47: 
	wcover47: 
	cover48: 
	wcover48: 
	cover49: 
	wcover49: 
	cover50: 
	wcover50: 
	cover51: 
	wcover51: 
	cover52: 
	wcover52: 
	cover53: 
	wcover53: 
	cover54: 
	wcover54: 
	cover55: 
	wcover55: 
	cover56: 
	wcover56: 
	cover57: 
	wcover57: 
	cover58: 
	wcover58: 
	cover59: 
	wcover59: 
	cover60: 
	wcover60: 
	cover61: 
	wcover61: 
	cover62: 
	wcover62: 
	cover63: 
	wcover63: 
	cover64: 
	wcover64: 
	cover65: 
	wcover65: 
	cover66: 
	wcover66: 
	cover67: 
	wcover67: 
	cover68: 
	wcover68: 
	cover69: 
	wcover69: 
	cover70: 
	wcover70: 
	cover71: 
	wcover71: 
	cover72: 
	wcover72: 
	cover73: 
	wcover73: 
	cover74: 
	wcover74: 
	cover75: 
	wcover75: 
	cover76: 
	wcover76: 
	cover77: 
	wcover77: 
	cover78: 
	wcover78: 
	cover79: 
	wcover79: 
	cover80: 
	wcover80: 
	cover81: 
	wcover81: 
	cover82: 
	wcover82: 
	cover83: 
	wcover83: 
	cover84: 
	wcover84: 
	cover85: 
	wcover85: 
	cover86: 
	wcover86: 


