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P. 2

－これまでの環境への取り組みの概要 －































2. 環境影響検討の概要

■ 環境影響検討の結果の概要

P. 17

 動物

予測結果 該当種

Dグル 近年の調査結果から、調査地 [昆虫類]ギンイチモンジセセリ、アルプスカバナミシャク、エゾDグル
ープ

近年の調査結果から、調査地
域内にはほとんど生息してい
ないと考えられることから、現
時点では対象事業の実施によ
る生息 の影響は小さいと考

[昆虫類]ギンイチモンジセセリ、アルプスカ ナミシャク、 ゾ
クシヒゲモンヤガ、クロヒラタカミキリ 等

る生息への影響は小さいと考
えられる。

Eグル
ープ

近年の調査結果から、影響が
不明なため 追加調査を検討

なし
プ 不明なため、追加調査を検討

する。

Fグル
ープ

調査地域は主要な生息環境で
はないと考えられることから、

[鳥類]ミサゴ、オジロワシ、オオワシ、ハイイロチュウヒ、チュ
ウヒ、ハヤブサ

対象事業の実施による生息へ
の影響はないと予測される。



















3. 環境保全措置

 水環境

P. 26

項 目 環境保全措置

水温 ○選択取水設備の設置



3. 環境保全措置

 動物

P. 27

項 目 環境保全措置

エゾサンショウウオ ○貯水池周辺の樹林の復元・整備
○貯水池周辺の樹林の保全
○水溜り、湿地の復元・整備
○卵のう及び幼生の移動

サクラマス（ヤマメ） ○工事中の代替ルートの設置
○魚道の設置○魚道の設置
○工事中の代替ルートの設置
○バイパス水路の設置
○遡上障害の解消による産卵適地・生息場の拡大

チャマダラセセリ、ゴマシジミ、ケマダラカミキリ ○貯水池周辺の草地の保全

リンゴシジミ、オオイチモンジ、ヒメギフチョウ北
海道亜種、エゾクロバエ、コシアキトゲハナバ

○貯水池周辺の樹林の復元・整備
○貯水池周辺の樹林の保全

エ、エゾアオゴミムシ、エゾカミキリ、キボシマ
ダラカミキリ

ゴマフトビケラ、キボシツブゲンゴロウ、モノア
ラガイ ヒラマキミズマイマイ

○緩やかな流れの水路及び池沼等の復元・整備
○個体の移動ラガイ、ヒラマキミズマイマイ ○個体の移動

カワシンジュガイ、コガタカワシンジュガイ ○個体の移動
○工事中の代替ルートの設置
○魚道の設置魚道 設置
○工事中の代替ルートの設置
○バイパス水路の設置
○遡上障害の解消による産卵適地・生息場の拡大



3. 環境保全措置

 植物

P. 28

項 目 環境保全措置

クシロワチガイソウ、フクジュソウ、
ヤマシャクヤク、ヤマハナソウ、イ

○移植先となる樹林の復元・整備
○移植先となる樹林の確保

ソツツジ、ヒダカエンレイソウ、ヒメ
カラフトイチゴツナギ、イトヒキス
ゲ

○播種先となる樹林の復元・整備
○播種先となる樹林の確保
○現存する個体の生育状況の監視及び生育状況に変化が認められ

る場合の移植等の措置の検討る場合の移植等の措置の検討

ノダイオウ、オオバタチツボスミレ、
サワフタギ、ホソバヒルムシロ、イ
トモ、タマミクリ、エゾハリスゲ、ミ
ズ

○移植先となる湿性の草地、池沼等の復元・整備
○移植先となる湿性の草地、池沼等の確保
○播種先となる湿性の草地、池沼等の復元・整備

ズバショウ群生地 ○播種先となる湿性の草地、池沼等の確保

 生態系

項 目 環境保全措置項 目 環境保全措置

移動性（河川域）
サクラマス（ヤマメ）

○工事中の代替ルートの設置
○魚道の設置
○工事中の代替ルートの設置
○バイパス水路の設置
○遡上障害の解消による産卵適地・生息場の拡大



3. 環境保全措置 P. 29

 建設工事に伴う副産物

項 目 環境保全措置

コンクリート塊 ○発生抑制
○再利用

建設 事に伴う副産物

○再利用

アスファルトコンクリート塊 ○発生抑制
○再利用

脱水ケーキ ○発生抑制
○再利用促進

伐採木 ○再利用促進



P. 30

－ これまでの環境への取り組みの概要 －











2. 動物 P. 35

保全対象種保全対象種

保全対象種
環境保全措置の概要

個体の移動・移植 環境の保全・復元

両生類 エゾサンショウウオ 卵のう・幼生の移動 樹林・水溜り・湿地の保全・復元

2.1 2.1 保全対象種保全対象種

両生類 エゾサンショウウオ 卵のう 幼生の移動 樹林 水溜り 湿地の保全 復元

魚類 サクラマス(ヤマメ) 「天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議」のもとで実施

昆虫類 チャマダラセセリ  食草の生育確認  常時満水位以上のダム管理区間の
草地の保全ゴマシジミ  食草の移植・播種

ケマダラカミキリ

リンゴシジミ  食草の移植・生育確認  生息環境となる樹林の保全・復元

オオイチモンジ －

ヒメギフチョウ北海道亜種  食草の移植・播種

エゾクロバエ －

コシアキトゲハナバエ －

エゾアオゴミムシ －

エゾカミキリ －

キボシマダラカミキリ －

ゴマフトビケラ  個体の移動  生息環境となる流れの緩やかな水路ゴマフトビケラ  個体の移動  生息環境となる流れの緩やかな水路、
浅水の池沼等の復元・整備キボシツブゲンゴロウ

底生
動物

モノアラガイ

ヒラマキミズマイマイ動物 ヒラマキミズマイマイ

カワシンジュガイ
コガタカワシンジュガイ

「天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議」のもとで実施



移植地の選定移植地の選定

2. 動物 P. 36

保全対象種 移植地選定の視点

エゾサンショウウオ ① 水域への水の供給

2.2 2.2 移植地の選定移植地の選定

エゾサンショウウオ ① 水域への水の供給
② 幼生が上陸するまで成長できる池の容量
③ 卵のうを産み付ける基物の有無
④ 成体が生息可能な半日蔭性の樹林の有無④ 成体が生息可能な半日蔭性の樹林の有無
⑤ 過年度の生息安定性

モノアラガイ
ヒラマキミズマイマイ

① 水域への水の供給
② 生息環境の容量ヒラマキミズマイマイ

キボシツブゲンゴロウ
② 生息環境の容量
③ 適度に緩やかな流れの有無
④ 礫または水草や草本類の有無
⑤ 過年度の生息安定性⑤ 過年度の生息安定性

ケマダラカミキリ 食草であるハンゴンソウが生育する環境











2. 動物（評価軸） P. 41

モニタリング調査結果とその評価及び今後のモニタリング調査結果とその評価及び今後の課題課題

サンルダムで実施する保全措置は、『サンルダム建設後においても、対象事業実施区
域並びにその周辺の保全対象種が将来にわたって生息・生育すること』を目標としている

2.4 2.4 モニタリング調査結果とその評価及び今後のモニタリング調査結果とその評価及び今後の課題課題

域並びにその周辺の保全対象種が将来にわたって生息・生育すること』を目標としている。

モニタリング結果の評価にあたっては、個体群の遺伝子が引き継がれることを重視し、
移植地において継続的に生息が確認されていれば、移植個体の世代交代が行われて
いるものと判断したいるものと判断した。

保全措置の目標と評価軸

保全措置の目標 評価 評価軸 モニタリング評価期間後の措置

サンルダム建設後
においても、対象

び

○
毎年、継続的に生息が確認され
ている

種の生息が今後も継続すると考えら
れるため、モニタリングを終了

事業実施区域並び
にその周辺の保全
対象種が将来にわ
たって生息する

△
生息確認数に年度間のばらつき
が有る

モニタリングを継続

×
継続的な生息が確認できない 生息に適さない環境と判断されるた

たって生息する ×
め、モニタリングを終了

－ 新規移植箇所のため評価なし











11 保全対象種保全対象種

3. 植物 P. 46

3.1 3.1 保全対象種保全対象種

保全対象種 環境保全措置の概要

植物の重
要種

・クシロワチガイソウ
フクジュソウ

・イソツツジ
ヒダカエンレイソウ

 移植あるいは播種先となる
樹林の復元・整備要種 ・フクジュソウ

・ヤマシャクヤク
・ヤマハナソウ

・ヒダカエンレイソウ
・ヒメカラフトイチゴツナギ
・イトヒキスゲ

樹林の復元・整備
 適期に移植あるいは播種

の実施

・ノダイオウ
・オオバタチツボスミレ
・サワフタギ

・イトモ
・タマミクリ
・エゾハリスゲ

 移植あるいは播種先となる
湿性の草地、池沼等の復
元・整備

・ホソバヒルムシロ ・ミズバショウ群生地  適期に移植あるいは播種
の実施

昆虫類の オクエゾサイシン（ヒメギフチョウの食草）  適期に移植の実施昆虫類の
重要種の
食草

・オクエゾサイシン（ヒメギフチョウの食草）
・キジムシロ、ミツバツチグリ（チャマダラセセリの食草）
・エゾノウワミズザクラ、シウリザクラ（リンゴシジミの食草）
・ハンゴンソウ（ケマダラカミキリの食草）

 適期に移植の実施

食草
・ナガボノワレモコウ（ゴマシジミの食草）





33 環境保全措置の実施状況環境保全措置の実施状況

3. 植物 P. 48

3.3 3.3 環境保全措置の実施状況環境保全措置の実施状況
保全対象種の移植の実施状況

No. 種名
平成

8
年度

平成
9

年度

平成
15

年度

平成
16

年度

平成
17

年度

平成
18

年度

平成
29

年度

平成
20

年度

平成
21

年度

平成
22

年度

平成
23

年度

平成
24

年度

平成
25

年度

平成
26

年度

平成
27

年度

平成
28

年度
合計

1 ノダイオウ 21 7 28
2 クシロワチガイソウ 48 28 10 28 114
3 フクジュソウ 4 90 137 200 206 200 226 1,063
4 ヤマシャクヤク 12 35 3 6 165
5 ヤマハナソウ 80 43 30 2,090 10 2,253
6 オオバタチツボスミレ 140 49 41 3 20 106 359
7 イソツツジ 40 387 60 200 150 174 1,011
8 サワフタギ 9 9
9 ホソバヒルムシロ 半数

10 イトモ 半数 多数 多数
11 エンレイソウ類 147 127 6 7 28 109 424
12 ヒメカラフトイチゴツナギ 35 36 20 15 18 33 157
13 タマミクリ 110 35 9 154
14 イトヒキスゲ 59 30 20 3 8 120
15 エゾハリスゲ 59 20 20 47 146
16 ミズバショウ群生地 310 158 468
- クロバナハンショウヅル 2 2

重

オクエゾサイシン
（ヒメギフチョウの食草） 128 334 336 120 97 41 96 530 1,682

エゾノウワミズザクラ
（リンゴシジミの食草）重

要
な
昆
虫
類
食

（リンゴシジミの食草）
シウリザクラ
（リンゴシジミの食草） 19 2 3 20 2 46

ハンゴンソウ
（ケマダラカミキリの食草） 268 205 14 63 550

ナガボノシロワレモコク
（ゴマシジミの食草） 7 7 14食

草
（ゴマシジミの食草）
キジムシロ
（チャマダラセセリの食草）
ミツバツチグリ
（チャマダラセセリの食草）

注)・表中の数値は移植数を示す。網掛けは、試験移植を示す。クロバナハンショウヅルは、平成28年度に現地で初めて確認されたことから移植を実施した。



33 環境保全措置の実施状況環境保全措置の実施状況

3. 植物 P. 49

3.3 3.3 環境保全措置の実施状況環境保全措置の実施状況

サンルダムで実施する保全措置は、『サンルダム建設後においても、対象事業実施区
域並びにその周辺の保全対象種が将来にわたって生息・生育すること』を目標としている。

モニタリング結果の評価にあた ては 個体群の遺伝子が引き継がれることを重視しモニタリング結果の評価にあたっては、個体群の遺伝子が引き継がれることを重視し、
開花・結実が見られれば世代交代が可能であると判断した。

なお、樹木については開花・結実するまでに時間を要するため、樹高が伸長するなど
良好な生育がみられれば現段階での評価は良好であると判断した良好な生育がみられれば現段階での評価は良好であると判断した。

保全措置の目標と評価軸

保全措置の目標 評価 評価軸 評価後の措置

サンルダム建設
後においても、
対象事業実施区

◎
定着率が高めに推移し、草本類では開花・結実が、
木本類では順調な生育が見られる

種の生育が今後も継続すると考えら
れるため、モニタリングを終了

定着率は低下するが 草本類では開花 結実が 種の生育が今後も継続すると考えら対象事業実施区
域並びにその周
辺の保全対象種
が将来にわたっ
て生育する。

○
定着率は低下するが、草本類では開花・結実が、
木本類では順調な生育がみられる

種の生育が今後も継続すると考えら
れるため、モニタリングを終了

△
定着率が経年的に低下し、草本類では開花・結実
が、木本類では順調な生育がみられない

改善策を講じ、モニタリングを継続

て生育する。

×
定着率が低い若しくは生育が確認できない 移植地としては不適。モニタリングは

終了し、残存個体の移植等を検討





















11 調査概要調査概要

4. 生態系（上位性） P. 59

4.1 4.1 調査概要調査概要

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

猛禽類モニタリング調査の実施状況

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

4月 15～17日 23～25日 30日 25～27日

5月 17～19日 21～23日 1～3日 2～4日 7～9日 1～2日 7～9日 23～25日 29～31日

6月 20～22日 22～24日 2～4日 7～9日 6～8日 3～5日 4～6日 22～24日 25～27日

7月 10～12日 12～14日 11～13日 5～7日 2～4日 8～10日 2～4日 25～27日 23～25日

8月 4～6日 6～ 8日 7～9日 2～4日 8～10日 5～7日 6～8日 25～27日 27～29日







5. 湖岸緑化試験地モニタリング

モニタリング結果モニタリング結果

P. 62

5.2 5.2 モニタリング結果モニタリング結果

樹木の定着率は、調査対象ユニッ
ト全体の平均が51.1%であり、植樹

した樹木の約半数が生育している
ものと推定された。

平均樹高は、平成12～18年度まで平均樹高は、平成 年度まで

は先駆性樹種の生長により相対的
に高い傾向が見られ、平成19年度
以降の植樹箇所は約1.5m以下で
推移している。

樹高計測状況 シカの食害状況（ハルニレ）





5. 湖岸緑化試験地モニタリング

今後の課題と対応策今後の課題と対応策

P. 64

5.4 5.4 今後の課題と対応策今後の課題と対応策

作業段階 課題 対応策

種の採取・苗の確保 苗の樹種構成に偏りがあり、特に 植樹計画を立て、必要な苗を確保。種の採取 苗の確保 苗の樹種構成に偏りがあり、特に
イヌエンジュやシラカンバ等の先駆
性樹種の種が不足している。

植樹計画を立て、必要な苗を確保。
また、多様な樹種を確保するために、
播種や山引苗を検討する。

植樹 ユニット配置 直線的な配置やユニット間の距離 周辺の自然林を参考に、ユニット間
が広い植樹箇所では、疎林状態に
なっている。

の間隔は1mでランダムな配置とし、
過年度で疎林状態になっている箇所
には補植を検討する。

基盤整備 ルチングと基盤造成による草本 防草 を用いたより経済的な手基盤整備 マルチングと基盤造成による草本
類の抑制対策を実施しているが、
効果は2年程度である。

防草シートを用いたより経済的な手
法を検討する。

食害対策
（エゾシカ等）

特定の樹種に対する食害が見られ
る。近年は植樹初期段階でオニグ
ルミやミズナラ等の苗の引き抜き被
害を確認

オニグルミやミズナラの重量級種子
は播種する等の被害軽減策を検討
する。

害を確認。

モニタリング調査 年々調査対象箇所が増加している。成木過程（植樹後10年）を経過した
箇所は5年毎に調査する等 調査の箇所は5年毎に調査する等、調査の
軽減を図る。











7. その他 P. 69

7.7.４４ 両生類・爬虫類両生類・爬虫類

爬虫類・両生類等のために、付替道道
整備箇所に小動物脱出用のスロープ付整備箇所に小動物脱出用のスロ プ付
側溝を設置している。

設置したスロープ付側溝

7.5 7.5 建設副産物の発生抑制・再利用促進建設副産物の発生抑制・再利用促進

各工事において再生資源利用実施書により建設副産物の発生状況等を把握し、建設
副産物の発生抑制、再利用促進を図っている。
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－ モニタリング調査計画（案） －





1. モニタリング調査の位置付け

モニタリング調査の概要（水質）

P. 72

モニタリング調査の概要（水質）

調査年度

平成29
年度

平成30
年度

平成31
年度

平成32
年度

平成33
年度

平成34
年度

調査項目 調査内容

年度 年度 年度 年度 年度
以降

工事中 供用後
試験湛水

フォロフォロー
アップモニタリング調査

定期調査 ①水質汚濁に係る環境基準項目等の監視
②栄養塩類濃度レベルの変化と富栄養化現象発生状

況の監視 ● ● ● ● ●況の監視
③水道水源としての性状の監視

● ● ● ● ●

出水時調査 ① 冷水現象、濁水長期化現象の監視
② 流入負荷量の把握

● ○ ○ ○

試験湛水時
調査

水温、濁度、生活環境項目、クロロフィルａ、健康項目、
ダイオキシン類、植物プランクトン、フェオフィチン、
無機態窒素、無機態リン、2-MIB、ジェオスミン

●

自動監視装置 水温、濁度
● ● ● ● ●調査 ● ● ● ● ●

詳細調査 ①冷・温水現象発生時調査
②濁水長期化現象発生時調査
③渇水濁水長期化現象発生時調査 ○ ○ ○ ○
④富栄養化現象発生時調査
⑤カビ臭発生時調査

注）●：調査を実施する年度 ○：必要に応じて調査を実施する年度



1. モニタリング調査の位置付け

モニタリング調査の概要（動物・植物・生態系）
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モニタリング調査の概要（動物 植物 生態系）
調査年度

平成29
年度

平成30
年度

平成31
年度

平成32
年度

平成33
年度

平成34
年度
以降

調査項目 調査対象
以降

工事中 管理段階
試験湛水

フォロー
アップモニタリング調査

湛
水
に
よ
る

動物 主な調査対象の
重要種

哺乳類、鳥類、魚類、昆虫類、底
生動物

●

植物 主な調査対象の
重要種

シダ植物・種子植物、蘚苔類、地
衣類

●る
変
化
の
把
握

重要種 衣類
●

生態系 上位性 ハイタカ、オオタカ、ノスリ ● ● ● ● ● ○

典型性（陸域） ダム湖岸の植生 ● ● ● ● ● ○

ダム湖岸の生物相 ● ● ○ダム湖岸の生物相 ● ● ○

典型性（河川域） ダム下流河川の河岸の植生 ● ● ● ● ● ○

ダム下流河川の河岸の生物相 ● ● ○

特殊性 生物の生育・生息状況 ● ● ○

侵略的外来種 侵略的外来種 動物、植物、生態系の調査時に合わせて実施

環
境
保
全

の
効
果
の
確

動物 エゾサンショウウオ、チャマダラセ
セリほか全17種及び移植した食草 ● ● ● ● ● ○

植物 ノダイオウ クシロワチガイソウほ全
措
置

確
認

植物 ノダイオウ、クシロワチガイソウほ
か全16種 ● ● ● ● ● ○

注）●：調査を実施する年度 ○：必要に応じて調査を実施する年度



1. モニタリング調査の位置付け

モニタリング調査の概要（その他）
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モニタリング調査の概要（その他）

調査年度

平成29
年度

平成30
年度

平成31
年度

平成32
年度

平成33
年度

平成34
年度

調査項目 調査内容

年度 年度 年度 年度 年度
以降

工事中 管理段階
試験湛水

フォロフォロー
アップモニタリング調査

湖岸緑化試験地 樹種別の生長量、定着率、シ
カ等の食害の有無、ユニットご ● ● ● ● ● ●
との優占種

景観調査 景観写真撮影、景観意識調査
● ● ● ● ○ ○

堆砂調査 横断測量堆砂調査 横断測量
● ● ● ●

水源地域動態調査 統計資料調査、ダム湖及び周
辺施設の利用実態調査 ● ● ●辺施設の利用実態調査

洪水調節及び利水
補給の実績調査

洪水調節や利水補給の実績
整理 ● ● ● ●

ダム下流河川の物 流量観測 横断測量 河床構

注）●：調査を実施する年度 ○：必要に応じて調査を実施する年度

ダム下流河川の物
理環境

流量観測、横断測量、河床構
成材料調査 ● ● ● ○



2. モニタリング計画（案）

11 水質水質

P. 75

2.1 2.1 水質水質

調査種別 調査目的 調査項目

水質モニタリング調査の項目

定期調査 主に水質汚濁に係る環
境基準項目について、ダ
ム貯水池の水質・底質の
状況を定期的に監視し

① 水質汚濁に係る環境基準項目等の監視
・水温（1回/月）
・濁度（1回/月）
・生活環境項目（1回/月）：pH BOD COD SS DO 大腸菌群数状況を定期的に監視し、

その実態を経年的、長期
的に把握することを目的
として行う調査

・生活環境項目（1回/月）：pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数、
T-N、T-P、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS

・クロロフィルａ（1回/月）
・健康項目（2回/年）
・ダイオキシン類（1回/年）：ポリクロロジベンゾフラン、ポリクロロ

ジベンゾ-パラ-ジオキシン、DL-PCB(ダイオキシン様PCB)
・植物プランクトン（1回/月）
・底質（1回/年）：粒度組成 強熱減量 CODsed T N T P 硫化・底質（1回/年）：粒度組成、強熱減量、CODsed、T N、T P、硫化

物、鉄、マンガン、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、
アルキル水銀、PCB、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セ
レン

② 栄養塩類濃度レベルの変化と富栄養化現象発生状況の監視
・フェオフィチン（1回/月）
・無機態窒素：アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素
・無機態リン：オルトリン酸態リン無機態リン：オルトリン酸態リン

③ 水道水源としての性状の監視（4回/年程度）
・2-MIB、ジェオスミン



2. モニタリング計画（案）

11 水質水質

P. 76

2.1 2.1 水質水質

調査種別 調査目的 調査項目

水質モニタリング調査の項目

出水時調
査

出水に伴う冷水現象や
濁水長期化現象の発生
状況の監視、及び流入
負荷量を把握することを

① 冷水現象、濁水長期化現象の監視（出水時）
・水温、濁度

② 流入負荷量の把握（出水時）
・SS COD T-N T-P負荷量を把握することを

目的として行う調査
・SS、COD、T-N、T-P

試験湛水
時調査

試験湛水中のダム貯水
池の水質の状況を監視

・水温（1回/月）
・濁度（1回/月）時調査 池の水質の状況を監視

し、その実態を把握する
ことを目的として行う調
査

濁度（1回/月）
・生活環境項目（1回/月）：pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数、

T-N、T-P、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS
・クロロフィルａ（1回/月）
健康項目（2回/年）・健康項目（2回/年）

・ダイオキシン類（1回/年）：ポリクロロジベンゾフラン、ポリクロロジ
ベンゾ-パラ-ジオキシン、DL-PCB(ダイオキシン様PCB)

・植物プランクトン（1回/月）植物プランクトン（1回/月）
・フェオフィチン（1回/月）
・無機態窒素（1回/月）：アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性

窒素
無機態リン（1回/月） オルトリン酸態リン・無機態リン（1回/月）：オルトリン酸態リン

・2-MIB、ジェオスミン（4回/年程度）



2. モニタリング計画（案）

11 水質水質

P. 77

2.1 2.1 水質水質

調査種別 調査目的 調査項目

水質モニタリング調査の項目

自動監視
装置調査

環境保全措置の効果の確
認等を目的とする実証運用
時調査及び管理段階におけ
る効果を継続的に確認する

・水温
・濁度

る効果を継続的に確認する
ための管理運用時調査

詳細調査 ダム貯水池において、水質
変化現象（利水面等に影響

① 冷・温水現象発生時調査
・水温（1回/日）変化現象（利水面等に影響

を及ぼす可能性のあるダム
貯水池特有の水質に係る現
象）の発生が確認された場
合に速やかに開始する必要

水温（1回/日）
・水温に係る水質シミュレーションに必要な調査項目

② 濁水長期化現象発生時調査
・濁度（1回/日）
水温（1回/日）合に速やかに開始する必要

がある調査
・水温（1回/日）
・SS（20サンプル程度）
・粒度組成（1回）
・濁質に係る水質シミュレーションに必要な調査項目濁質に係る水質シミ レ ションに必要な調査項目

③ 渇水濁水長期化現象発生時調査
・濁度（1回/日）
・水温（1回/日）
必要に応じてSS・必要に応じてSS

・粒度組成（1回）
・濁質に係る水質シミュレーションに必要な調査項目



2. モニタリング計画（案）

11 水質水質

P. 78

2.1 2.1 水質水質

調査種別 調査目的 調査項目

水質モニタリング調査の項目

詳細調査 ダム貯水池において、水
質変化現象（利水面等に
影響を及ぼす可能性の
あるダム貯水池特有の

④ 富栄養化現象発生時調査（春季～秋期：1回/週､冬季：1回/月）
・水温、pH、DO
・COD、SS、T-N、無機態窒素（アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、
硝酸性窒素） T-P 無機態リン（オルトリン酸態リン）あるダム貯水池特有の

水質に係る現象）の発生
が確認された場合に速
やかに開始する必要が

硝酸性窒素）、T-P、無機態リン（オルトリン酸態リン）
・クロロフィルａ、フェオフィチン
・植物プランクトン
・生物異常発生水域目視記録（1回/日）

ある調査 ・富栄養化現象に係る水質シミュレーションに必要な調査項目
⑤ カビ臭発生時調査（1回/週）
・水温、pH、DO
・COD SS T N 無機態窒素（アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素・COD、SS、T N、無機態窒素（アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、
硝酸性窒素）、T-P、無機態リン（オルトリン酸態リン）、クロロフィ
ルａ

・植物プランクトン
・2-MIB、ジェオスミン
・放線菌類
・底質（植物プランクトン、2-MIB、ジェオスミン、放線菌類）（適切な

時期）時期）
・生物異常発生水域目視記録（1回/日）
・富栄養化現象に係る水質シミュレーションに必要な調査項目





2. モニタリング計画（案）

動物動物

P. 80

2.2 2.2 動物動物

調査種別 調査内容 調査項目

重要種調 レッドリストの改訂等によ 哺乳類の重要な種 エゾシマリス エゾヒグマ

動物モニタリング調査の項目

重要種調
査

レッドリストの改訂等によ
り新たに動物の重要な
種に該当した種について、
ダム事業の実施に伴う

・哺乳類の重要な種：エゾシマリス、エゾヒグマ
・鳥類の重要な種：コハクチョウ、タカブシギ
・魚類の重要な種：カワヤツメ、ドジョウ
・昆虫類の重 な ：トドマツホソアワフキ、 ビカ シヒメカゲロ 、事業 実施 伴う

環境影響を検討するた
めの資料を得ることを目
的として行う調査

昆虫類 要 種 、ク ク ウ、
ウラギンスジヒョウモン、カラフトヒョウモン、オナガミズアオ、キ
スジウスキヨトウ、クシロモクメヨトウ、ダイセツマメゲンゴロウ、
キベリマメゲンゴロウ、オオミズスマシ、ミズスマシ、ガムシ、シ
ジミガムシ コトラカミキリ クロヒラタカミキリ エゾアカヤマアリ

貯水池周辺で2～3季/年
ジミガムシ、コトラカミキリ、クロヒラタカミキリ、エゾアカヤマアリ、
ニッポンホオナガスズメバチ、モンスズメバチ

・底生動物の重要な種：ヤマトシジミ、オオミズスマシ



2. モニタリング計画（案）

動物動物

P. 81

2.2 2.2 動物動物

調査種別 調査内容 調査項目

環境保全 環境保全措置の効果を ① エゾサンシ ウウオ

動物モニタリング調査の項目

環境保全
措置の効
果の確認
調査

環境保全措置の効果を
確認することを目的とし
て行う調査

① エゾサンショウウオ
・復元・整備した水溜り、湿地における移植個体の定着状況

② チャマダラセセリ、ゴマシジミ、ケマダラカミキリ
・貯水池周辺における生息状況調

①：移植地点において
1季/年（産卵期）

②、③：移植地点におい
て1季/年（種ごとの

貯水池周 おけ 息状況
③ リンゴシジミ、オオイチモンジ、ヒメギフチョウ北海道亜種、エゾ

クロバエ、コシアキトゲハナバエ、エゾアオゴミムシ、エゾカミキリ、
キボシマダラカミキリ
貯水池周辺における生息状況て1季/年（種ごとの

成虫の発生期）
④：移植地点において

1季/年（種ごとの確

・貯水池周辺における生息状況
④ ゴマフトビケラ、キボシツブゲンゴロウ、モノアラガイ、ヒラマキミ

ズマイマイ
・貯水池周辺における生息状況

認適期） ・生息場として整備した流れの緩やかな水路、浅水の池沼等にお
ける生息状況

・移植個体の定着状況





2. モニタリング計画（案）

33 植物植物

P. 83

2.3 2.3 植物植物

調査種別 調査目的 調査項目

植物モニタリング調査の項目

重要種調
査

レッドリストの改訂等によ
り新たに植物の重要な
種に該当した種について、
ダム事業の実施に伴う

・シダ・種子植物の重要な種：ミズスギナ、バアソブ、ヒメカイウ
・蘚苔類の重要な種：スルメゴケ
・地衣類の重要な種：フクレセンシゴケ、コフキカラクサゴケ

ダム事業の実施に伴う
環境影響を検討するた
めの資料を得ることを目
的として行う調査

貯水池周辺で2季/年

環境保全
措置の効

環境保全措置の効果を
確認することを目的とし

・ノダイオウ、クシロワチガイソウ、キタミフクジュソウ、ヤマシャクヤ
ク ヤマ ナソウ オオバタチツボスミレ イソツツジ サワフタギ措置の効

果の確認
調査

確認することを目的とし
て行う調査

移植地点において1季/

ク、ヤマハナソウ、オオバタチツボスミレ、イソツツジ、サワフタギ、
ホソバヒルムシロ、イトモ、ヒダカエンレイソウ、ヒメカラフトイチゴ
ツナギ、タマミクリ、イトヒキスゲ、エゾハリスゲ及びミズバショウ
群生地について、移植、播種による個体の活着状況移植地点において 季/

年（種ごとの確認適期）
群生地に いて、移植、播種による個体の活着状況

・昆虫類の食草（オクエゾサイシン、エゾノウワミズザクラ、シウリザ
クラ、ハンゴンソウ、ナガボノシレワレモコウ）について、移植によ
る個体の活着状況





2. モニタリング計画（案）

生態系生態系

P. 85

2.4 2.4 生態系生態系

調査種別 調査目的 調査項目

上位性 ハイタカ オオタカ ノスリについて ダム事業の実施に伴う生息 ハイタカ オオタカ

生態系モニタリング調査の項目

上位性 ハイタカ、オオタカ、ノスリについて、ダム事業の実施に伴う生息
状況の変化の有無を経年的に把握することを目的として行う調査
4回/年（5月～8月）

・ハイタカ、オオタカ、
ノスリについて、繁
殖状況及び行動圏

典型性 山地に分布する常緑針葉樹林 針広混交林等からなる樹林 平 ・生物の生育・生息状典型性
（陸域）

山地に分布する常緑針葉樹林、針広混交林等からなる樹林、平
地に分布する落葉広葉樹林、河畔林等からなる樹林、ササ草原
及び牧草地からなる草原について、ダム事業の実施に伴う生物
の生育・生息状況の変化の有無を経年的に把握することを目的と

・生物の生育・生息状
況

・調査対象（哺乳類・
昆虫類等）

して行う調査
1回/年（夏季～秋季）

典型性
（河川域）

サンル川支川上流、サンル川上流、サンル川中下流及び名寄川、
幌内越沢川上流について ダム事業の実施に伴う生物の生育

・生物の生育・生息状
況（河川域） 幌内越沢川上流について、ダム事業の実施に伴う生物の生育・

生息状況の変化の有無を経年的に把握することを目的として行う
調査
1回/年（夏季～秋季）

況
・調査対象（哺乳類・

昆虫類・魚類・底生
動物等）回/年（夏季 秋季） 動物等）

特殊性 風穴について、ダム事業の実施に伴う生物の生息・生育状況の
変化の有無を経年的に把握することを目的として行う調査
1回/年

・生物の生育・生息状
況

侵略的
外来種

造成跡地等の新たな環境に先駆的に出現する植物の外来種の
侵入状況を把握することを目的として行う調査

・侵略的外来種の生
育状況




















