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１．はじめに

ダム事業に係る環境影響評価については「ダム事業
における環境影響評価の考え方（H12.3）」に基づき検
討が進められてきた。平成25年に施行された環境影
響評価法（以下、「法」）の改正法により、計画段階環
境配慮書（以下、「配慮書」）及び環境保全措置等の報
告書（以下、「報告書」）に係る手続きが義務付けられ
たが、ダム事業に係る環境影響評価においては、これ
まで改正法の経過措置により、これらの手続きが必要
となる事例がなかった。今後、配慮書作成が必要とな
ることを踏まえて、環境影響評価配慮書作成の手引き

（案）を作成したことから、概要を紹介する。
また、報告書作成の手引き案の検討に向けて、現時

点抽出される検討課題と対応方針について考察する。

2．ダム事業における環境影響評価配慮書作成
の手引き（案）

（1）配慮書に係る手続きの主旨
第一種ダム事業を実施しようとする者は、事業の早

期段階における環境配慮を図るため、事業の位置、規
模を選定するにあたり環境の保全のために配慮すべき
事項について検討を行い、その結果を配慮書に取りま
とめ、公表するとともに環境大臣及び国交大臣の意見
を受け、実施計画調査へ反映する。

（2）手引き（案）の構成
「ダム事業における環境影響評価配慮書作成の手引

き（案）」（以下、「手引き（案）」）の構成は、表-1に示
すとおりであり、第Ⅰ編では、平成24年4月の環境影
響評価法の改正の概要及び法改正に伴い改正された環
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境影響評価施行令、基本的事項について、配慮書に関
係する事項を記載した。

第Ⅱ編第Ⅰ章では「ダム事業に係る環境影響評価の
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、環境の保
全のための措置に関する指針等を定める省令」（以下、

「ダム主務省令」という。）のうち、配慮書に関係する
箇所を抽出し、解説を加えた。

第Ⅱ編第Ⅱ章、一般的な計画段階配慮事項ごとの調
査、予測及び評価について、「河川事業の計画段階に
おける環境影響の分析方法の考え方（平成14年12月）」
を参考に、各手法を整理した。

（3）ダム事業の一般的な流れと環境影響評価手続き
ダム事業の一般的な手続きの流れと、環境影響評価

手続きとの関係を図-1に示す。
ダム主務省令では、ダム事業の実施主体について、

配慮書に関する規定の中では「ダム事業を実施しよう
とする者」とされ、方法書の作成以降の規定の中では、

「対象ダム事業に係る事業者（以下「ダム事業者」とい
う。）」とされている。

ダム事業の一般的な手続きの流れの中で「ダム事業
を実施しようとする者」の段階は、ダム建設を前提と
した実施計画調査着手段階であり、「ダム事業者」の
段階は、ダムの位置・規模を決定するための新規採択
時評価（建設費の予算化）が完了した時点と考えられ
る。

要するに、配慮書に係る手続きは、ダム事業を実施
しようとする者になる実施計画調査着手段階から、第
一種ダム事業の概ねの位置・規模が決定される新規採
択時評価（建設費の予算化）の完了段階までの間に実
施する必要がある。

（4）計画段階環境配慮書の検討の流れ
配慮書の検討の流れを図-2に示す。
配慮書の作成にあたっては、当該ダム事業の事業特

性、地域特性を踏まえ、河川整備計画の検討段階で設
定された位置・規模に関する複数案に対して、計画段
階環境配慮事項を選定し、複数案毎、計画段階環境配
慮事項毎に調査、予測、評価を行う。

配慮書の内容は、環境大臣意見、主務大臣意見を経
て、事業の位置、規模（概略計画）の決定に反映され
るとともに、方法書以降の検討に活用される。

（5）位置等に関する複数案の設定
第一種ダム事業が計画される河川においては、河川

整備計画において治水等機能を確保するための複数事
業を整理し、社会・経済・環境面において現実的な案
の検討がなされた上で、第一種ダム事業が位置付けら
れていることが基本である。

このため、ダム事業における配慮書の検討段階で設
定する位置及び規模の複数案は、河川整備計画におけ
る検討経緯を踏まえ、ある程度限定された内容となる
ことが想定される。例えば、治水の効果を得たい地点
や計画流量に対して、有効なダムの位置、規模等があ
る程度絞り込まれると考えられる。また、第一種ダム
事業の規模に満たない複数の小規模ダムの建設や、小
規模ダム建設と既設ダムの容量再編等により目標を達
成する案が候補として検討されている場合には、第一
種ダム事業を実施しないこととする案として整理する。

一方、ダムの再開発事業が対象となる場合には、位
置が再開発対象となる既設ダムに限定され、規模につ
いても、事業計画に位置付けられた治水機能により限
定され、複数案を設定することが現実的ではないと考
えられる場合も想定される。このような場合には、そ
の理由を整理する。

なお、配慮書の検討段階で設定した複数案は、方法
書以降の段階の事業計画と完全に一致しない場合も想
定される。このような場合には方法書において事業計
画の検討経緯を説明する。

（6）計画段階配慮事項の選定
設定した複数案に対する計画段階配慮に関する検討

項目（計画段階配慮事項）を設定する。
ダム事業は、河川整備計画に位置付けられた事業で

あり、ダム事業以外の事業が複数案に設定されること
は現実的ではないと考えられる。このため、計画段階
配慮事項は、ダム事業に係る環境影響評価の参考項目
が基本となる。

第Ⅰ編 環境影響評価法及び同法施行令、基本的事項について

1.環境影響評価法 

2.環境影響評価法施行令 

3.環境影響評価法による基本的事項の概要 

第Ⅱ編 配慮書作成の手引き

 第Ⅰ章 ダム事業に係る主務省令について 

1.計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価 

2.位置等に関する複数案の設定 

3.事業特性及び地域特性 

4.計画段階配慮事項 

5.調査、予測及び評価の手法 

6.計画段階配慮書に係る意見の聴取に関する指針 

 第Ⅱ章 調査、予測及び評価の手法 

1.水環境 

2.土壌に係る環境その他の環境 

3.生物 

4.人と自然との豊かな触れ合い 

表-1 
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*1：当該事業の複数案の比較評価を行い、学識経験者等から構成される委員会等及び都道府県の意見聴取

を経て、河川整備計画の策定等を行う場合には、評価の手続きが行われたものとすることができる。

*2：計画段階環境配慮に関する住民、知事意見の聴取は、配慮書案又は配慮書に対して行うことができる。

*3：環境影響評価法では報告書段階の主務大臣意見の事業者の対応については法律上明記されていないが、

ダム事業の主務大臣からの意見であり、事業者は適切に取り扱う必要がある。

図-1 
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なお、主務省令では、計画段階配慮事項の検討段階
では、工事に係る影響要因を検討対象としていない。
このため、工事の実施に係る影響を受けるおそれがあ
る環境要素である大気環境、廃棄物については計画段
階配慮事項の「調査、予測及び評価されるべき環境要
素」には含まれない。

（7）調査の手法
調査の基本的な手法は、調査すべき情報を国、調査

地域に含まれる地方公共団体が有する既存資料を収
集・整理することを基本とする。資料収集にあたって
は、河川整備基本方針や河川整備計画検討時に収集整
理した既存資料を極力有効活用する。

なお、既に事業者が猛禽類調査等を実施している場
合には、現地調査結果を合わせて整理する。

重大な環境影響を把握する上で、既存資料によって
予測に必要な情報が得られない場合は、地元の大学あ
るいは対象河川を研究対象とする専門家等から科学的
知見を得ることとするが、その際には当該専門家等の
専門分野を明らかにできるように整理する。

それでも必要な情報が得られない場合に限り、現地
調査、現地踏査を実施するものとし、計画段階におい
て必要以上の時間、費用をかけないことが重要である。

（8）予測の手法
予測の基本的な手法は、環境の状況の変化を可能な

限り定量的に把握することを基本とするが、配慮書の
作成段階では、計画熟度が低いため定量的な把握が困
難な場合も想定される。そのような場合は、類似事例
の収集・解析等により定性的な予測手法を用いること
とする。

また、予測手法の選定の根拠、妥当性について整理
することが必要である。例えば、ある予測式を用いた

場合、その式の特性（適用範囲等）を整理するととも
に係数の選択の根拠を整理しておかなければならな
い。

（9）評価の手法
計画段階配慮書における評価は、複数案の設定の有

無によって異なる。位置等の複数案が設定されている
場合には環境影響の程度の比較により評価する。

位置等の複数案が設定されていない単一案の場合に
は、当該案による環境影響を実行可能な範囲内で回避、
低減できているかによって評価する。評価にあたり、
現況との比較や国や地方公共団体が設定した環境保全
上の基準や目標との比較を行う。

なお、配慮書の作成段階における環境影響評価は、
重大な影響が回避され、または低減されているかどう
かを検討するものであることから、本段階では代償（相
殺、代替）については検討しない。

また、配慮書の作成段階では、具体的な回避、低減
の手法を選定できない場合も想定される。このような
場合は、方法書以降の環境影響評価の段階で具体化す
る検討方法等を示すことが考えられる。

3．報告書作成の検討課題

（1）報告書作成の主旨
事業者は、事業の実施後に事後調査等により環境の

状況を把握し、評価書に従って実施した環境保全措置
の効果を明らかにするとともに、その結果に応じて新
たな環境保全措置を講じ、適正な環境配慮を行う。ま
た、これらの内容について報告書を作成し、国交大臣
に送付するとともに公表する。報告書は、国交大臣か
ら環境大臣に写しが送付され、各大臣は報告書につい
て環境の保全の見地からの意見を述べる。

（2）報告書作成の流れ
環境影響評価の結果、報告書作成に関わる環境保全

措置、あるいは事後調査を実施するかどうかの判断か
ら報告書の手続までの検討の流れを図-3に整理した。

この中で以下の課題が抽出される。
・事後調査実施の判断
・環境監視項目の取り扱い
・環境保全措置の見直しの判断
・報告書の工事中の公表及び再公表の必要性の判断
・環境保全措置の効果の評価指標、評価手法
・ 追加の保全措置の内容、実施可否（移植個体の消

失等）

位置・規模に関
する複数案

1.事業特性の把握 2.地域特性の把握

3.計画段階配慮事項の選定

4.調査

5.予測

6.評価

配慮内容を方法書
以降に反映・活用

・配慮書の作成、公表
・環境大臣、主務大臣意見の形成

※4.～ 6.を複数案
毎、選定された計画
段階配慮事項ごと
に実施

配慮書を踏まえ、主務大臣
意見を勘案し、事業の位置、
規模(概略計画)を決定

※検討項目の選定※河川整備計画
における検討結
果を踏まえ設定

図-2 
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NO 

追加の環境保全措置

（報告書の対象） 

＜課題 5＞ 

環境保全措置の効果の評価指標、評価手法

＜課題 6＞ 

追加の保全措置の内

容、実施可否（移植個

体の消失等） 

・予測の不確実性が小さい項目に

対する措置、効果に係る知見が

認められる措置、内容が確定し

ている措置、事後調査を要しな

いとした措置で希少な動植物の

生息・生育環境、又はこれらの

保護に関する措置 

・脆弱な自然環境が周囲に存在す

る場合に行う措置 等 

・希少な動植物の生息・

生育環境に係る措置 

・希少な動植物の保護の

ために必要な措置 

・回復することが困難で

あって保全が特に必要

と認められる環境が周

囲に存在する場合に講

じた措置であって効果

が確実でないもの 

・環境保全措置と併

せて実施する対応 

・基準との整合の確

認のためのモニタ

リング 等 事後調査の判断 

環境保全措置を 

実施する 

YES 

NO NO 

YES 
＜課題 1＞ 

事後調査実

施の判断 

YES 

環境保全措置の 

効果の確認 

効果あり 

・予測の不確実性が大きい 

・効果に係る知見が不十分 

・工事中又は供用開始後に

環境保全措置の内容をよ

り詳細なものにする必要

がある 

・代償措置のうち、事後調

査が必要と認められる 

環境監視項目 

（報告書の対象外） 

事後調査の対象項目（報告書の対象） 

NO ・影響が無い又は極めて小さいと判断された項目

環境省令に

該当する 

・工事中の土砂による水の濁り 

・工事中の猛禽類の生息状況 

・水辺林の復元、植生の回復状況 

・整備環境（洞窟、湿地、濁水避難シ

ェルター）の状況 

・移植個体の生育状況 

・環境保全措置の内容を詳細にするた

めの調査（伏流水の分布及びアジメ

ドジョウの生息状況、生息環境の状

況、保全措置の実施候補地の状況） 

等 

・工事計画の確認（位置・規模・

時期等の変更の有無） 

・RDB 等の更新等による重要な

種の見直し 

事
業
計
画
変
更
、
重
要
な
種
の
見
直
し
が
あ
る
場
合
、
必
要
に
応
じ
環
境
保
全
措
置
の
見
直
し

効果なし 

報告書の作成 

・事業者の氏名及び住所等 

・環境保全措置の実施の内容、効

果及びその不確実性の程度 

・事後調査の項目、手法及び結果 

・事後調査結果を踏まえた環境保

全措置の内容、効果及び不確実

性の程度 

・助言を受けた専門家に関する情

報 

・報告書作成以降に実施する事後

調査や環境保全措置の計画及

び結果の記載 

※保全の効果の有

無に関わらず工

事完了後に報告

書を公表 

報告書 

対応無し
環境監視を 

実施する 

YES 

該当する措置に関する項目 

（報告書の対象） 

報告書の公表

及び国交大臣

への送付 

国交大臣意見

環境大臣意見

環境保全措置の実施

以下に該当する場合、必要に応じ工事中に結果の公表 

・工事が長期にわたる場合 

・段階的に供用する場合 

・工事中に新たな環境保全措置が必要となった場合 

以下に該当する場合、必要に応じ供用後(報告書公表後)に

結果の公表 

・供用後まで事後調査の期間を設定している場合 

・評価書への意見等において供用後の効果の確認が求めら

れている場合 

・報告書の結果から調査継続の必要性が認められた場合 

・報告書時点で効果が確認できない措置がある場合 

・報告書への意見で供用後の効果の確認が求められた場合

・報告書作成以降に保全措置や事後調査の追加・変更の必

要性が生じた場合 

＜課題 2＞ 

環境監視項目の取り扱い

の判断 

＜課題 3＞ 

環境保全措置の

見直しの判断 

・配慮事項としての環境監視

（工事中の騒音の監視、貯水

池及びダム下流河川の水質

監視、地下水の水位の監視、

動植物の生息・生育状況の監

視、濁水からの避難場所の監

視、魚類の移動状況の監視、

移植後の監視、植栽後の監

視、ダム下流河川の環境監

視、整備湿地の監視） 

・工事中の騒音、振動 

・定期水質調査 等 

＜課題 4＞ 

公表が必要な場合の判断

＜課題 4＞ 

公表が必要な場合の判断 
図-3 
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（3）報告書の作成が必要となる場合
環境影響評価法に係る報告書は、環境省令で定める

環境保全の効果が不確実な措置等、事後調査、事後調
査により判明した環境の状況に応じて講じた環境保全
措置のいずれかを実施した場合に作成する必要がある。
a. 環境省令で定める環境保全の効果が不確実な措置

等
環境省令で定める環境保全の効果が不確実な措置等

については、「環境影響評価法施行規則」第十九条の
二に以下のとおり規定されている。

ア　希少な動植物の生息・生育環境に係る措置
イ　希少な動植物の保護のために必要な措置
ウ　回復することが困難であって保全が特に必要と

認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置で
あって効果が確実でないもの

ア及びイについて、主務省令における重要な種の説
明に、「学術上又は希少性の観点から重要なものをい
う。」とされており、希少な動植物と動物、植物の重
要な種は同義と考えられる。このことから、動物、植
物の項目で実施する保全措置は、全てが報告書で取り
扱う対象となる。

ウの回復することが困難な環境は、主務省令第六条
第1項第三号イの「自然林、湿原、藻場、干潟、さん
ご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとん
ど受けていないものその他改変により回復することが
困難である脆ぜい弱な自然環境」が該当すると考えら
れる。

b. 事後調査
事後調査は、以下のいずれかに該当すると認められ

る場合において、環境影響の程度が著しいものとなる
おそれがあるときに実施する必要がある。

ア 　予測の不確実性の程度が大きい選定項目につい
て環境保全措置を講ずる場合

イ 　効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ず
る場合 

ウ�　工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後
において環境保全措置の内容をより詳細なものに
する必要があると認められる場合 

エ�　代償措置について、効果の不確実性の程度及び
知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であ
ると認められる場合

既往のダム事業に係る環境影響評価において、報告
書の作成が必要となる項目を表-2に示す。

法に基づく環境影響評価を実施したダム事業で、事
後調査を行うとした項目は、水質（土砂による水の濁
り）、動物、植物及び生態系上位性（陸域）であった。

動物、植物及び生態系上位性（陸域）については、
ほとんどのダム事業で環境保全措置の効果に係る知見
が不十分であることや、工事の実施中において環境保
全措置の内容を詳細なものにする必要がある等の理由
により事後調査を行うこととしている。

水質（土砂による水の濁り）については、戸倉ダム、
伊良原ダム、足羽川ダム、鳴瀬川総合開発事業におい
て予測の不確実性が大きいことを理由として事後調査
を行うこととしている。戸倉ダム、伊良原ダムは、予
測にあたり裸地から発生するSS負荷量を文献から求
めているため、予測の不確実性が大きいと判断してい
るものと考えられる。足羽川ダムは、流水型ダム特有
の現象として、水位低下時に堆積した濁質の再浮上の
程度について予測の不確実性が大きいと判断している
ものと考えられる。鳴瀬川総合開発事業では、既設ダ
ムの改造工事にあたり、貯水位を下げた際の融雪出水
による濁水の発生に対して、予測の不確実性が大きい
と判断しているものと考えられる。

このように、水質（土砂による水の濁り）については、
事業特性を踏まえて、予測の不確実性の程度を勘案し
て事後調査の実施の判断が必要となる。

（4）環境監視項目の取り扱い
環境監視は、「環境影響評価法における報告書の作

成・公表等に関する考え方（平成29年3月 環境省）」（以
下、「環境省版報告書手引き」という）において事後調
査以外で事業者が他の法令等に基づき、あるいは必要
に応じて実施する環境の状況等を継続的に把握するた
めの調査・測定等とされている。

既往のダム事業の環境影響評価書では、環境保全措

No. ダム名

対象項目

水質 動物 植物
生態系

上位性（陸域）

1 戸倉ダム ● ● ● ●

2 小石原川ダム 〇 ●

3 伊良原ダム ● ● ●

4 設楽ダム ● ● ●

5 山鳥坂ダム ● ● ●

6 足羽川ダム ● ● ● ●

7 鳥海ダム ● ● ●

8 鳴瀬川総合開発事業 ● ● ● ●

●：事後調査を実施するとした項目

〇：事後調査項目ではないが、環境省令に基づき報告書に
　　記載が必要となる項目

表-2 
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置と併せて実施する対応などに、監視を行う項目とし
て、以下が示されている。

・ 工事中の騒音の監視、貯水池及びダム下流河川の
水質監視、地下水の水位の監視、動植物の生息・
生育状況の監視、濁水からの避難場所の監視、魚
類の移動状況の監視、移植後の監視、植栽後の監
視、ダム下流河川の環境監視、整備湿地の監視

「環境省版報告書手引き」では、報告書作成にあたり、
これらの監視結果についても報告書と一体的に取りま
とめて公表することが望ましいとされている。

（5）環境保全措置の見直しの判断
既往の環境影響評価では知事意見に対する事業者の

見解等で新たな事実が判明した場合に、必要な措置を
講じる旨回答している。

評価書の公告後に環境保全措置を見直す必要性が生
じる新たな事実として、工事計画が変更され新たな環
境影響が生じる場合や、重要な種の選定基準が見直さ
れ新たな重要種の生息・生育が判明する場合等があげ
られる。

工事計画の変更に関しては、詳細設計が確定した段
階で、影響検討の見直しを行い、保全対象種を更新す
ることが望ましいが、設計確定後、工事着手までに検
討の見直しや保全措置を実施する時間を充分に確保出
来ない場合がある。

なお、「環境省版報告書手引き」では、評価書に記
載した事業計画を変更した場合には、相違が生じた理
由及び経緯等の相違の内容を明らかにすること、及び
変更により生じる環境影響の程度を把握し、必要に応
じて環境保全措置、事後調査を見直し、可能な限り環
境影響を回避低減することが求められている。

また、新たな重要種が追加される場合に関しては、
新規重要種の生息・生育位置が不明である場合が多く、
環境影響評価段階での重要な種と同等の影響検討が困
難な場合がある。

樹林等を生息環境とするような動物であれば、生息
位置が不明な場合でも主要な生息環境が広域に分布し
ていることから影響が小さいと考えることもできる
が、陸産貝類や植物など移動能力がない又は小さい生
物の場合、分布調査の追加実施が必要となる場合があ
る。

このように工事を進めながら追加調査、検討の見直
し、保全措置の追加等が必要となる場合があるため、
適宜、改変区域や環境情報の更新を行い、更新された
情報に対応する体制の確保が重要である。

（6） 事後調査結果等の工事中の公表及び再公表の必
要性の判断

「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべ
き指針等に関する基本的事項」では、「報告書は、対
象事業に係る工事が完了した段階で一回作成すること
を基本」としているが、「必要に応じて、工事中又は
供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を
公表する」としている。

工事中又は供用後に公表する場合について、「環境
省版報告書手引き」では以下のように整理されている。
a.「工事中」に環境保全措置や事後調査の結果等を公

表することが必要となる場合
ア�　工事が長期にわたるなどの理由により、評価書

が公告された後、工事完了後の報告書の公表まで
長期間にわたり環境保全措置や事後調査の結果等
の公表が行われない場合

イ�　工期が段階的に分割されており、工事が終了し
た部分から順次供用が開始される場合

ウ�　工事中に、法令等で指定されている希少な動植
物種等が確認され、新たに環境保全措置等が必要
となった場合

b.「供用後」に環境保全措置や事後調査の結果等を公
表することが必要となる場合

エ�　評価書に記載した事後調査の計画において、供
用後まで事後調査の期間を設定している場合

オ�　評価書への大臣意見等において、供用後の環境
保全措置の効果の確認等が求められている場合

カ�　報告書に記載された事後調査の結果から、引き
続き調査等を行う必要が認められた場合

キ�　報告書の作成時点で効果が確認できていない環
境保全措置がある場合

ク�　報告書への大臣意見等において供用後の環境保
全措置の効果の確認等が求められた場合

ケ�　報告書の作成以降に環境保全措置や事後調査の
追加・変更を行う必要が生じた場合

上記のアについては、ダム事業は工事期間が長期に
わたることから、原則、該当すると考えられる。イに
ついては、足羽川ダム建設事業や鳴瀬川総合開発事業
のように段階的な供用が計画される事業に該当する。
ウについては、工事中の環境保全措置等の実施に伴い、
新たな重要種が確認された場合等に該当する。

工事中の公表時期については、公開の委員会等が組
織されていれば、委員会開催時や規模の大きな地形改
変を伴う工事（本体工事、試験湛水）の前等が考えら
れる。
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また、上記のエについては、供用後に実施すること
となる湿地環境の整備等が該当する。オについては、
既往の事例では、クマタカの保全及び植生の回復に関
する効果の検証（戸倉ダム）、ネコギギ移植個体群の
生息状況の確認（設楽ダム）が該当する。カ、キにつ
いては、植物の移植個体の生育状況が安定しない場合
等が想定される。ク、ケについては、報告書の結果を
受けて判断するものである。

報告書手続き終了後の時期としては、フォローアッ
プ制度における定期報告書作成時期に合わせて公表す
ることなどが考えられる。

（7）環境保全措置の効果の評価指標、評価手法
事後調査の結果を踏まえ環境保全措置の効果につい

て評価し、追加の環境保全措置を実施するかどうかを
判断する必要がある。環境保全措置の効果について、

「環境省版報告書手引き」では「事後調査の結果と環境
影響評価の予測結果を比較し、事前の予測の範囲に収
まっているかを確認することなどにより把握できる」
とされている。

これまでに事後調査報告書を公表している事例とし
て伊良原ダム建設事業、小石原川ダム建設事業、設楽
ダム建設事業がある。これらの事後調査報告書に記載
されている実施済みの環境保全措置の内容、及び事後
調査結果から読み取れる環境保全措置の効果の評価指
標を表-3に示す。

伊良原ダムの土砂による水の濁りは、評価書段階で
示された監視基準を指標として、環境保全措置の効果
の評価がなされている。また、設楽ダムのクマタカの
繁殖状況、行動圏の内部構造については、工事前、工
事中の繁殖回数、行動圏の範囲の変化を比較しており、
環境保全措置の効果が理解しやすい。

一方、各事業の植物については、予測結果として生
育地点、生育個体数の消失する割合が示されているの
に対し、事後調査の結果では移植個体が生育している
かどうかが示されている。植物の重要な種の消失に対

して、個体の移植等により環境保全を行う場合は、環
境保全措置の結果として事前の予測の範囲に収まって
いるかを確認することは困難であり、移植個体の生育
状況等により、定性的に環境保全措置の効果を述べる
ことになる。

（8）追加の保全措置の内容、実施可否
事後調査の結果、環境保全措置の効果が認められな

い場合には、追加の環境保全措置を実施、あるいは検
討し、その内容を報告書に記載する必要がある。

前述のダム事業の事後調査報告書の事例では、伊良
原ダムの土砂による水の濁りに対する沈砂池の設置に
おいて、監視基準の超過がみられたため、裸地の被覆
等による濁りの発生の抑制、沈砂池の連結による濁質
除去率の向上を行っている。また、動物のねぐら環境
の創造、整備において、対象とした重要な種の利用が
みられなかったため、現生息地から整備環境へ糞の移
植や現生息地と整備環境の内部気温を近づけるための
補修等を行った上で、個体の移植を行っている。植物
の表土の移植では、移植後の生育が継続しない地点が
あったため、発芽を促すために耕うんによる攪乱を
行っている。

この事例から、土砂による水の濁りに対する環境保
全措置では、工事期間中、事後調査の結果を踏まえて、
監視基準を超過するような場合には、環境保全措置の
精度を向上させることが可能と考えられる。一方、動
物、植物の保全では、対象個体が消失した場合に追加
の対策が困難となるため、事例のように段階的な対応
が可能となるような工程や順応的な対応策を事前に検
討する等、リスクの回避に十分留意する必要がある。
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