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１ 眺望点からの離隔距離 

「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」（平成 25年

3月 環境省）によれば、①風力発電施設が主眺望方向に介在しない場合にあっては、「『垂直

見込角：0.5°未満』の場合：眺望への支障なし」と判断される。「『垂直見込角：0.5°以上』

の場合：眺望への支障の可能性ありと判断し、該当する眺望点を『保全対象展望地』として抽

出」することとされており、規模、配置、色彩の観点に立って保全措置を立案する必要があ

る。一方、②風力発電施設が主眺望方向に介在する場合にあっては、「個々の事業計画、展望

地の状況に応じて、見込角が過大であるか否か判断する必要がある」が、「垂直見込角が

0.5°以下であればまず『過大ではない』と判断して差し支えないと考えられる」とされてお

り、「『過大である』と判断する閾値については‥‥『１～２°』がひとつの目安になると考え

られる」とされていることから、垂直見込角を 0.5°～1°として検討することが考えられ

る。 

ただし、この場合も、該当する眺望点を「保全対象展望地」として抽出し、規模、配置、色

彩の観点に立って保全措置を立案する必要がある。 

さらに、垂直見込角が１°を超え、「過大である」と判断される場合には、事業計画を修正

する必要がある。 

垂直見込角を 0.5°～1°、風力発電設備の高さを 180ｍとする場合に必要となる離隔距離

は、眺望地点から 10～20㎞と見込まれる。なお、眺望地点の高さによっては、風力発電設備

の一部が水平線に隠れ、見込角が小さくなる場合がある。 

例として、権現崎を中心に、5㎞、10㎞、15㎞、20㎞同心円を以下に表す。 

 

 

  

眺望点からの範囲 
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〈参考〉垂直見込角と風車高さとの関係 

風車高さ 
垂直見込角 

  0.5°   1°   1.5°   2° 

160m 18,334m 9,166m 6,110m 4,582m 

180m 20,626m 10,312m 6,874m 5,155m 

200m 22,918m 11,458m 7,638m 5,727m 

220m 25,210m 12,604m 8,401m 6,300m 

※水平線により隠れる部分は考慮していない。 

※視点位置を 1.7ｍとして計算している。 
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２ 環境アセスメントで意見のあった地点 

ゾーニング対象海域について、洋上風力発電に係る環境アセスメント手続において、平成 30

年 11 月末までに青森県知事意見及び環境大臣意見の中で言及された具体的地点は以下のとお

りである。なお、その他の主要な眺望点は次項以降を確認すること。 

 

 
 

（日本海） 

① 眺瞰台 

② 権現崎 

③ 呑龍岳展望台 

④ 高山展望台 

⑤ 出来島海岸 

⑥ 天童山公園 

（陸奥湾） 

① 砂浜海岸海水浴場 

② 野辺地海浜公園 

 

 

〈参考〉環境アセスメントで意見のあった地点からの距離 

 

 

眺望点からの範囲 
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３ 自然公園の主要な眺望点 

下図のとおり、県内には複数の自然公園が存在している。 

 

「青森県内の自然公園」より 

https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/nature/s-kouen_kouen.html 

 

 

このうち、ゾーニング対象海域（日本海、陸奥湾）の眺望に関係すると考えられる、津軽国

定公園、下北半島国定公園、浅虫夏泊県立自然公園の主要な眺望点について以下に示す。 

なお、関係市町村が眺望点として位置付ける施設等については、随時追加されることが想定

されるため、その都度、確認する必要がある。 
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（１）津軽国定公園 

 

※拡大図は別添のとおり 

 

① 利用施設計画（単独施設） 

番号 種類 位置 

１ 園地 青森県東津軽郡今別町（高野崎） 

２ 野営場 青森県東津軽郡今別町（ 〃 ） 

３ 園地 青森県東津軽郡今別町（鋳釜崎） 

４ 園地 青森県東津軽郡外ヶ浜町（平舘灯台） 

５ 園地 青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜飛崎） 

６ 野営場 青森県東津軽郡外ヶ浜町（ 〃 ） 

７ 園地 青森県東津軽郡外ヶ浜町（算用師峠） 

８ 駐車場 青森県東津軽郡外ヶ浜町（西股谷） 

９ 園地 青森県つがる市（平滝沼） 

１０ 野営場 青森県つがる市（ 〃 ） 
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番号 種類 位置 

１２ 野営場 青森県つがる市（出来島） 

１３ 水泳場 青森県つがる市（ 〃 ） 

１４ 園地 青森県つがる市（高野山） 

１５ 園地 青森県西津軽郡深浦町（千畳敷） 

１６ 園地 青森県西津軽郡深浦町（鳥居崎） 

１７ 園地 青森県西津軽郡深浦町（ズボン森） 

１８ 野営場 青森県西津軽郡深浦町（行合崎） 

１９ 園地 青森県西津軽郡深浦町（岡 崎） 

２０ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（ 〃 ） 

２１ 野営場 青森県西津軽郡深浦町（ 〃 ） 

２２ 野営場 青森県西津軽郡深浦町（岡崎大澗） 

２３ 園地 青森県西津軽郡深浦町（舮 作） 

２４ 園地 青森県西津軽郡深浦町（椿 山） 

２５ 園地 青森県西津軽郡深浦町（恵神崎） 

２６ 園地 青森県西津軽郡深浦町（森 山） 

２７ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（森 山） 

２８ 水泳場 青森県西津軽郡深浦町（ 〃 ） 

２９ 水族館 青森県西津軽郡深浦町（ 〃 ） 

３０ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（十二湖駅前） 

３１ 園地 青森県西津軽郡深浦町（十二湖） 

３２ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（ 〃 ） 

３３ 博物展示施設 青森県西津軽郡深浦町（ 〃 ） 

３４ 野営場 青森県西津軽郡深浦町（長池、金山ノ池） 

３５ 駐車場 青森県西津軽郡深浦町（八景、玉池） 

３６ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（笹内、奥湯） 

３７ 園地 青森県西津軽郡深浦町（一ッ森） 

３８ 避難小屋 青森県西津軽郡深浦町（白神岳） 

３９ 園地 青森県西津軽郡深浦町（大間越） 

４０ 園地 青森県西津軽郡深浦町（木蓮寺） 

４１ 展望施設 青森県つがる市（栗 山） 

４２ 園地 青森県つがる市（三吉山） 

４４ 園地 青森県つがる市（高山稲荷） 

４６ 避難小屋 青森県中津軽郡岩木町（岩木山） 

４７ 避難小屋 青森県中津軽郡岩木町（焼 止） 

４８ 園地 青森県中津軽郡岩木町（百 沢） 

４９ 野営場 青森県中津軽郡岩木町（ 〃 ） 

５０ スキー場 青森県中津軽郡岩木町（ 〃 ） 

５１ 駐車場 青森県中津軽郡岩木町（ 〃 ） 

５２ 給水施設 青森県中津軽郡岩木町（ 〃 ） 

５３ 園地 青森県北津軽郡中泊町（唐崎山） 

５４ 野営場 青森県北津軽郡中泊町（十三湖畔） 

５５ 園地 青森県五所川原市（中 島） 

５６ 駐車場 青森県五所川原市（五月女萢） 

５７ 園地 青森県五所川原市（十三水戸口） 

５８ 園地 青森県北津軽郡中泊町（袰 内） 

５９ 園地 青森県北津軽郡中泊町（七ッ滝） 

６０ 園地 青森県北津軽郡中泊町（青 岩） 

６１ 水泳場 青森県北津軽郡中泊町（折腰内） 
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番号 種類 位置 

６２ 園地 青森県北津軽郡中泊町（三角山） 

６３ 園地 青森県北津軽郡中泊町（大 澗） 

６４ 展望施設 青森県北津軽郡中泊町（権現崎） 

６５ 駐車場 青森県北津軽郡中泊町（尾崎道） 

６６ 野営場 青森県北津軽郡中泊町（ライオン岩） 

６７ 園地 青森県北津軽郡中泊町（眺瞰台） 

６８ 園地 青森県北津軽郡中泊町（富士見台） 

６９ 園地 青森県北津軽郡中泊町（坂本台） 

７０ スキー場 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町（長平） 

７２ 園地 青森県中津軽郡岩木町（岳） 

７４ 園地 青森県西津軽郡深浦町（広戸） 

７５ 舟遊場 青森県西津軽郡深浦町（広戸） 

７６ 運動場 青森県西津軽郡深浦町（岡崎） 

７７ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（松神） 

７８ 園地 青森県西津軽郡深浦町（松神） 

７９ 宿舎 青森県北津軽郡中泊町（折戸） 

８０ 園地 青森県五所川原市（十三） 

８１ 園地 青森県つがる市（ベンセ湿原） 

８２ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（黄金崎） 

８３ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（鍋石） 

８４ 宿舎 青森県西津軽郡深浦町（椿山） 

８５ 公衆浴場 青森県西津軽郡深浦町（十二湖） 

 

② 利用施設計画（車道） 

番号 路線名 区間 

１ 竜泊線 起点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜飛崎） 

終点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（字鉄・国定公園境界） 

起点－青森県北津軽郡中泊町（袰内山・国定公園境界） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（涌山・国定公園境界） 

起点－青森県北津軽郡中泊町（大山長根・国定公園境界） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（脇元・国定公園境界） 

２ 十二湖線 起点－青森県西津軽郡深浦町（十二湖駅前・車道分岐点） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（青池） 

 

３ 岩木山線 起点－青森県中津軽郡岩木町（常盤野・車道分岐点） 

終点－青森県中津軽郡岩木町（岩木山八合目） 

４ 袰月海岸線 起点－青森県東津軽郡今別町（山崎・国定公園境界） 

終点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（平舘・国定公園境界） 

５ 竜飛袰内線 起点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜飛崎・車道分岐点） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（袰内） 

６ 深浦岩崎線 起点－青森県西津軽郡深浦町（北金ヶ沢・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（驫木・国定公園境界） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（岡崎・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（横磯・国定公園境界） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（森山・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（松神・国定公園境界） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（大間越・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（須郷岬・国定公園境界） 
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番号 路線名 区間 

７ 笹内川線 起点－青森県西津軽郡深浦町（岩崎・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（一ツ森・国定公園境界） 

８ 十三湖線 起点－青森県五所川原市（磯松・国定公園境界） 

終点－青森県五所川原市（相内・国定公園境界） 

終点－青森県つがる市（深沢・国定公園境界） 

９ 栗山線 起点－青森県つがる市（深沢・車道分岐点） 

終点－青森県つがる市（栗山） 

１０ 高山稲荷線 起点－青森県つがる市（牛潟・国定公園境界） 

終点－青森県つがる市（高山稲荷） 

１１ 岩木山南麓線 起点－青森県中津軽郡岩木町（瑞穂・国定公園境界） 

終点－青森県中津軽郡岩木町（岳・国定公園境界） 

１２ 増川線 起点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（増川・国定公園境界） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（冬部川・国定公園境界） 

１３ 権現崎線 起点－青森県北津軽郡中泊町（大山長根・国定公園境界） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（下前） 

 

③ 利用施設計画（歩道） 

番号 路線名 区間 

１ 竜飛崎線 起点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜飛） 

終点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜飛灯台） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（袰内） 

２ 矢形石山線 起点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（西股谷） 

終点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（算用師峠） 

３ 長平線 起点－青森県西津軽郡鯵ヶ沢町（長平・国定公園境界） 

終点－青森県中津軽郡岩木町（岩木山・歩道合流点） 

４ 平滝沼・出来島

線 

起点－青森県つがる市（平滝沼・歩道分岐点） 

終点－青森県つがる市（大滝沼・歩道合流点） 

起点－青森県つがる市（出来島・国定公園境界） 

終点－青森県つがる市（出来島・国定公園境界） 

５ 行合崎線 起点－青森県西津軽郡深浦町（行合崎） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（吾妻の浜・国定公園境界） 

６ 舮作海岸線 起点－青森県西津軽郡深浦町（大間・歩道分岐点） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（黄金崎・歩道合流点） 

 

７ 十二湖線 起点－青森県西津軽郡深浦町（十二湖駅前） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（八景ノ池・歩道合流点） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（日暮ノ池・歩道分岐点） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（糸畑ノ池・歩道合流点） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（日暮ノ池・歩道分岐点） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（笹内川） 

８ 崩山線 起点－青森県西津軽郡深浦町（青池） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（白神岳・歩道合流点） 

９ 白神岳線 起点－青森県西津軽郡深浦町（一ッ森） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（松神・国定公園境界） 

１０ 岩木山登山道 起点－青森県中津軽郡岩木町（弥生・国定公園境界） 

終点－青森県中津軽郡岩木町（百沢・国定公園境界） 

終点－青森県中津軽郡岩木町（岳・国定公園境界） 

１１ 十三湖線 起点－青森県五所川原市（五月女萢） 
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番号 路線名 区間 

終点－青森県北津軽郡中泊町（唐崎山・国定公園境界） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（十三湖畔・国定公園境界） 

１２ 七ッ石線 起点－青森県北津軽郡中泊町（折腰内） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（小泊・国定公園境界） 

１３ 権現崎線 起点－青森県北津軽郡中泊町（姥島・歩道分岐点） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（二ッ岩・歩道合流点） 

１４ 笹森山線 起点－青森県西津軽郡鯵ヶ沢町（長平旅行村・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡鯵ヶ沢町（笹森山山頂） 

１５ 東北自然歩道線 起点－青森県中津軽郡岩木町（常盤野・国定公園境界） 

終点－青森県中津軽郡岩木町（津軽羽黒） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（追立沢・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（大戸瀬崎） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（岡崎・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（大間・歩道合流点） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（黄金崎・国定公園境界） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（舮作・国定公園境界） 

起点－青森県西津軽郡深浦町（八景の池・歩道分岐点） 

終点－青森県西津軽郡深浦町（松神） 

起点－青森県つがる市（出来島・国定公園境界） 

終点－青森県つがる市（大滝沼・国定公園境界） 

起点－青森県つがる市（野崎沼・国定公園境界） 

終点－青森県つがる市（平滝沼・歩道合流点） 

起点－青森県つがる市（高山稲荷神社） 

終点－青森県つがる市（住吉之木嶺・国定公園境界） 

起点－青森県五所川原市（相内・国定公園境界） 

終点－青森県五所川原市（五月女萢） 

起点－青森県北津軽郡中泊町（下前） 

終点－青森県北津軽郡中泊町（小泊・国定公園境界） 

起点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜浜） 

終点－青森県東津軽郡外ヶ浜町（竜浜） 

 

④ 市町が考える公園への主要な眺望地（施設） 

番号 市町 眺望地 

１ 弘前市 岩木山 8合目から山頂（弘前市大字百沢） 

２ 五所川原市 靄山（五所川原市磯松） 

３ 五所川原市 唐川城跡地展望台（五所川原市磯松） 

４ つがる市 出来島海水浴場（つがる市出来島） 

５ つがる市 最終氷期埋没林（つがる市出来島） 

６ つがる市 ベンセ湿原（つがる市館岡） 

７ つがる市 平滝沼（つがる市館岡） 

８ つがる市 高山小公園（つがる市牛潟町） 

９ つがる市 東北自然歩道（つがる市牛潟町） 

１０ つがる市 マグアビーチ（つがる市富萢町） 

１１ 鰺ヶ沢町 七里長浜港（鰺ヶ沢町大字北浮田町） 

１２ 鰺ヶ沢町 焼きイカ店エリア（鰺ヶ沢町大字北浮田町） 

１３ 鰺ヶ沢町 ホテルグランメール（鰺ヶ沢町大字舞戸町） 

１４ 鰺ヶ沢町 はまなす公園（鰺ヶ沢町大字舞戸町） 

１５ 鰺ヶ沢町 青森スプリング・スキーリゾート（鰺ヶ沢町大字長平町） 
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番号 市町 眺望地 

１６ 鰺ヶ沢町 ロックウッドホテル＆スパ（鰺ヶ沢町大字長平町） 

１７ 中泊町 権現崎展望台（中泊町小泊大字尾崎道） 

１８ 中泊町 折腰内海水浴場（中泊町小泊大字折腰内） 

１９ 中泊町 眺瞰台（中泊町中泊大字袰内） 

 

 

（２）下北半島国定公園 

 
※拡大図は別添のとおり 

 

① 利用施設計画（単独施設） 

番号 種類 位置 

１ 園地 青森県むつ市（奥薬研） 

２ 園地 青森県むつ市（湯ノ川越） 
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番号 種類 位置 

３ 園地 青森県むつ市（湯野川） 

４ 避難小屋 青森県むつ市（朝比奈岳） 

５ 園地 青森県むつ市（恐山菩提寺付近） 

６ 園地 青森県むつ市（恐山） 

７ 宿舎 青森県むつ市（恐山） 

８ 野営場 青森県むつ市（恐山） 

９ 園地 青森県むつ市（湯野川） 

１０ 宿舎 青森県むつ市（湯野川） 

１１ 園地 青森県むつ市（宇曽利山湖南岸） 

１２ 園地 青森県むつ市（屏風山） 

１３ 園地 青森県むつ市（障子山） 

１４ 園地 青森県むつ市（釜臥山） 

１５ スキー場 青森県むつ市（釜臥山） 

１６ 園地 青森県むつ市（武士泊） 

１７ 園地 青森県むつ市（貝崎） 

１８ 園地 青森県むつ市（九艘泊） 

１９ 宿舎 青森県むつ市（九艘泊） 

２０ 野営場 青森県むつ市（九艘泊） 

２１ 園地 青森県下北郡大間町（弁天島） 

２２ 園地 青森県下北郡大間町（大間崎） 

２３ 園地 青森県下北郡東通村（尻屋崎） 

２４ 園地 青森県下北郡東通村（藤石崎） 

２５ 野営場 青森県下北郡東通村（藤石崎） 

２６ 園地 青森県下北郡佐井村（鍵掛岩） 

２７ 野営場 青森県下北郡佐井村（鍵掛岩） 

２８ 園地 青森県下北郡佐井村（福浦） 

２９ 宿舎 青森県下北郡佐井村（福浦） 

３０ 野営場 青森県下北郡佐井村（福浦） 

３１ 園地 青森県下北郡佐井村（縫道石山） 

３２ 園地 青森県下北郡佐井村（仏ヶ浦） 

３３ 園地 青森県下北郡佐井村（牛滝） 

３４ 宿舎 青森県下北郡佐井村（牛滝） 

３５ 園地 青森県下北郡佐井村（大荒川） 

 

② 利用施設計画（車道） 

番号 路線名 区間 

１ 恐山湯の川越線 起点―青森県むつ市（一本杉・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（八滝・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（ゴネ沢・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（湯野川・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（湯ノ川越・国定公園境界） 

２ 恐山釜臥山 起点―青森県むつ市（恐山・車道分岐点） 

終点―青森県むつ市（釜臥山・車道分岐点） 

３ 釜臥障子北国山

線 

起点―青森県むつ市（釜臥山・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（北国山） 

終点―青森県むつ市（障子山） 

終点―青森県むつ市（釜臥山） 
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番号 路線名 区間 

４ 九艘泊線 起点―青森県むつ市（脇野沢・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（九艘泊） 

５ 大間崎線 起点―青森県下北郡大間町（大間平・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡大間町（割石・国定公園境界） 

６ 尻屋崎線 起点―青森県下北郡東通村（八峠・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡東通村（八重越・国定公園境界） 

７ 佐井牛滝線 起点―青森県下北郡東通村（鍵掛岩・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡東通村（磯谷・国定公園境界） 

起点―青森県下北郡東通村（長後・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡東通村（福浦・国定公園境界） 

起点―青森県下北郡東通村（福浦・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡東通村（大細間・国定公園境界） 

起点―青森県下北郡東通村（大細間・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡東通村（牛滝・国定公園境界） 

起点―青森県下北郡東通村（牛滝・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡東通村（牛滝） 

 

③ 利用施設計画（歩道） 

番号 路線名 区間 

１ 恐山自然探勝路 起点―青森県むつ市（恐山） 

終点―青森県むつ市（恐山・国定公園境界） 

２ 宇曽利山湖西岸

線 

起点―青森県むつ市（宇曽利山湖西・歩道分岐点） 

終点―青森県むつ市（恐山・歩道合流点） 

３ 恐山湯野川線 起点―青森県むつ市（宇曽利山湖南・歩道分岐点） 

終点―青森県むつ市（湯野川） 

４ 釜臥山宇曽利山

湖線 

起点―青森県むつ市（釜臥山） 

終点―青森県むつ市（宇曽利山湖南・歩道合流点） 

５ 東北自然歩道 起点―青森県むつ市（蛸田・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（ガンケ山・国定公園境界） 

起点―青森県むつ市（宇曽利山湖東） 

終点―青森県むつ市（大荒川・国定公園境界） 

起点―青森県むつ市（奥薬研温泉） 

終点―青森県むつ市（ゴネ沢・国定公園境界） 

６ 大間崎自然探勝

路 

起点―青森県下北郡大間町（割石・国定公園境界） 

終点―青森県下北郡大間町（三ツ石・国定公園境界） 

７ 尻屋崎自然探勝

路 

起点―青森県下北郡東通村（大平） 

終点―青森県下北郡東通村（ツボケ沢・国定公園境界） 

８ 湯の川越縫道石

山嵓倉山線 

起点―青森県下北郡佐井村（湯ノ川越） 

終点―青森県下北郡佐井村（縫道石山・国定公園境界） 

終点―青森県むつ市（嵓倉山・国定公園境界） 

９ 仏ヶ浦自然探勝

路 

起点―青森県下北郡佐井村（八柄間山） 

終点―青森県下北郡佐井村（仏ヶ浦） 

１０ 牛滝九艘泊線 起点―青森県下北郡佐井村（牛滝） 

終点―青森県むつ市（九艘泊・歩道合流点） 
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④ 利用施設計画（運輸施設） 

番号 路線名 種類 位置 

１ 武士泊 係留施設 青森県むつ市（武士泊） 

２ 九艘泊 係留施設 青森県むつ市（九艘泊） 

３ 福浦 係留施設 青森県下北郡佐井村（福浦） 

４ 仏ヶ浦 係留施設 青森県下北郡佐井村（仏ヶ浦） 

５ 牛滝 係留施設 青森県下北郡佐井村（牛滝） 

 

 

（３）浅虫夏泊県立自然公園 

 
※拡大図は別添のとおり  
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① 利用施設計画（単独施設） 

番号 種類 位置 

１ 園地 青森県青森市（湯ノ島） 

２ 園地 青森県青森市（浅虫） 

３ 水族館 青森県青森市（浅虫） 

４ 園地 青森県東津軽郡平内町（大島） 

５ 野営場 青森県東津軽郡平内町（大島） 

６ 園地 青森県東津軽郡平内町（椿山） 

７ 野営場 青森県東津軽郡平内町（椿山） 

８ 園地 青森県東津軽郡平内町（浅所） 

 

② 利用施設計画（車道） 

番号 路線名 区間 

１ 夏泊公園線 
起点―青森県東津軽郡平内町（茂浦・県立自然公園境界） 

終点―青森県東津軽郡平内町（福舘・県立自然公園境界） 

 

② 利用施設計画（歩道） 

番号 路線名 区間 

１ 谷地山線 
起点―青森県青森市大字久栗坂 

終点―青森県青森市大字浅虫 

 

  



16 

４ 北海道・北東北の縄文遺跡群 

県では、北海道・岩手県・秋田県並びに関係自治体と連携しながら、「北海道・北東北の縄文

遺跡群」の世界文化遺産登録を目指しており、平成 30 年度の文化審議会において世界文化遺

産推薦候補に選定されたところである。 

構成資産を所管する自治体は、資産の顕著な普遍的価値を持続的に保護するため、構成資産

ごとに必要不可欠な範囲を緩衝地帯として設定するとともに、構成資産の内外に視点場を設定

し、資産の価値を理解する上で重要な要素である眺望・景観の保全を図ることとしている。 

また、構成資産周辺の景観を重点的に保全するため、構成資産が所在する各市町において景

観法に基づく景観計画の策定及び景観条例の制定を予定している。 

 

 
「-JOMON JAPAN-北海道・北東北の縄文遺跡群」Webページより 

https://jomon-japan.jp/jomon-sites/  
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（１）「北海道・北東北の縄文遺跡群」構成資産 

№ 構成資産 
種別 

位置 
資産面積 

（ha） 

緩衝地帯

面積 

（ha） 

所在地 

（日本国） 世界遺産条

約上の種別 
文化財保護

法上の種別 

1 大平山元遺跡 遺跡 史跡 
N41°03′55″ 

0.7 49.1 
青森県 

E140°33′08″ 外ヶ浜町 

2 垣ノ島遺跡 遺跡 史跡 
N41°55′45″ 

7.6 53.5 
北海道 

E140°56′54″ 函館市 

3 北黄金貝塚 遺跡 史跡 
N42°24′22″ 

14.4 32.0 
北海道 

E140°54′30″ 伊達市 

4 田小屋野貝塚 遺跡 史跡 
N40°53′16″ 

6.3 
195.7 青森県 

E140°20′16″ (注１) つがる市 

5 三内丸山遺跡 遺跡 特別史跡 
N40°48′37″ 

23.5 69.7 
青森県 

E140°41′56″ 青森市 

6 二ツ森貝塚 遺跡 史跡 
N40°44′55″ 

4.3 41.9 
青森県 

E141°13′45″ 七戸町 

7 大船遺跡 遺跡 史跡 
N41°57′27″ 

3.5 18.3 
北海道 

E140°55′30″ 函館市 

8 御所野遺跡 遺跡 史跡 
N40°11′43″ 

7.7 67.5 
岩手県 

E141°18′35″ 一戸町 

9 
入江貝塚 

遺跡 史跡 
N42°32′33″ 

2.4 
34.0 北海道 

〔入江・高砂貝塚〕 E140°46′29 (注２) 洞爺湖町 

10 小牧野遺跡 遺跡 史跡 
N40°44′05″ 

8.8 26.9 
青森県 

E140°43′53″ 青森市 

11 伊勢堂岱遺跡 遺跡 史跡 
N40°12′11″ 

15.6 108.8 
秋田県 

E140°20′48″ 北秋田市 

12 大湯環状列石 遺跡 特別史跡 
N40°16′17″ 

15.7 37.0 
秋田県 

E140°48′16″ 鹿角市 

13 キウス周堤墓群 遺跡 史跡 
N42°53′11″ 

10.9 23.6 
北海道 

E141°43′00″ 千歳市 

14 大森勝山遺跡 遺跡 史跡 
N40°41′56″ 

8.5 115.3 
青森県 

E140°21′30″ 弘前市 

15 
高砂貝塚 

遺跡 史跡 
N42°32′48″ 

2.8 
34.0 北海道 

〔入江・高砂貝塚〕 E140°46′11 (注２) 洞爺湖町 

16 亀ヶ岡石器時代遺跡 遺跡 史跡 
N40°53′03″ 

3.9 
195.7 青森県 

E140°20′15″ (注１) つがる市 

17 是川石器時代遺跡 遺跡 史跡 
N40°28′26″ 

1.3 48.4 
青森県 

E141°29′22″ 八戸市 
注１ ４：田小屋野貝塚と 16：亀ヶ岡石器時代遺跡は近接する遺跡であり、一体で緩衝地帯

を設定している。 

注２ ９：入江貝塚と 15：高砂貝塚は近接する遺跡であり、一体で緩衝地帯を設定している。 
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（２）資産範囲、緩衝地帯及び視点場 

① 田小屋野貝塚 
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② 亀ヶ岡石器時代遺跡 
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（参考）田小屋野貝塚及び亀ヶ岡石器時代遺跡広域図 
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③ 三内丸山遺跡 
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④ 小牧野遺跡 

 

 

  



23 

５ ふるさと眺望点 

県では、青森県景観条例に基づき、平成１１年３月に本県の優れた景観を眺望できる地点

を、「ふるさと眺望点」として指定している。 

この「ふるさと眺望点」は、地元住民に親しまれているところ、愛されているところを、地

元市町村からの推薦を受けて選定している。 

（参考：https://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/furusato-viewpoint.html） 

 

① ゾーニング対象海域（日本海） 

番号 市町村名 地点名 

１ 鰺ヶ沢町 天童山公園 

２ 木造町 ベンセ湿原 

３ 深浦町 八森山町民の森公園 

４ 旧 岩崎村（深浦町） 国道１０１号ゆとりの駐車帯 

５ 旧 車力村（つがる市） 呑龍岳展望台 

６ 旧 中里町（中泊町） 中里城跡史跡公園展望台 

７ 旧 市浦村（五所川原市） 唐川城跡展望台 

８ 旧 小泊町（中泊町） 眺瞰台 

 

② ゾーニング対象海域（陸奥湾） 

番号 市町村名 地点名 

１ 青森市 モヤヒルズ 

２ 蓬田村 玉松台 

３ 今別町 高野崎 

４ 旧 蟹田町（外ヶ浜町） 観瀾山 

５ 旧 平舘村（外ヶ浜町） お台場前浜 

６ 平内町 夜越山山頂 

７ 野辺地町 愛宕公園展望台 

８ 横浜町 菜の花畑 

９ 六ヶ所村 鷹架野鳥の里森林公園 

１０ むつ市 釜臥山展望台 

１１ 旧 脇野沢村（むつ市） 愛宕山公園 

１２ 佐井村 仏ヶ浦 
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６ 地域資源（国土数値情報） 

第 3回自然環境保全基礎調査（環境省：昭和 61～62年）のうち、自然景観の基盤（骨格）

を成す地形、地質及び自然景観として認識される自然現象の位置及び特性に関する情報であ

り、国土地理院において各都道府県に照会する等、現存確認を実施し、確認がとれたもののみ

が含まれる。（データの基準年月日：平成 24（2012）年 3月 16日時点） 

 

（１）ゾーニング対象海域（日本海） 

 

注：「ベンゼン湿原」は「ベンセ湿原」の誤りと思わる。  
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（２） ゾーニング対象海域（陸奥湾） 

 
注：「平館海岸」は「平舘海岸」の誤りと思われる。 


