
大
気
質

1 1 雨谷委員

　東名高速や新東名高速道路と比較して利用する車の台数はかなり少
ないと思われるので、光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化炭素
の評価まで必要とは思われないが、なぜ行わないかの理由は修正す
る必要があると考えられる。

・光化学オキシダントの影響評価を行わない理由について説明した
資料は、すでに静岡県環境影響評価審査会の記録として公表されて
おり修正は困難と思われます。
・なお、浜松市環境影響評価指針マニュアルP.69においては、「大気
中における生成過程が明らかでない反応二次生成物質は、原則とし
て予測事項の対象としない」「現在の知見では、対象事業等から排出
される物質の量と反応生成量との関係等を予測する方法が明らかに
されていない物質として光化学オキシダントが挙げられる」とありま
す。
・また、静岡県環境影響評価審査会での事業者の回答として、「汚染
メカニズムには未解明な部分が多い」「現状では光化学オキシダント
の発生源に自動車がどの程度寄与しているか不明確」としており、光
化学オキシダントを選定しなかった理由に変更はないと認識していま
す。

　環境の保全の見地からの意見ではないため、
準備書に対する市長意見には盛り込まない。

騒
音

2 2 岡田委員

　防音シートはどこで使うのか。詳細をきちんと見せてもらわないと困
る。この10デシベルの効果を、音源地点も遮音位置も見せていないの
にも関わらず、審査会で認めることはできない。さらに、これは山の中
なので反射の影響もある。地形の影響はどのように評価しているの
か。

・防音シートは、予測地点「鳥居河原」ではアンカー工を行う施工ヤー
ドの敷地境界の内側に、架設工を予測した中野田地区では、回折効
果が発生しない対策（音源を360度防音シートで囲む場合と同じ）条
件で予測し、10dBの低減効果を見込んでいます。
・建設機械の稼働に伴う騒音の予測に用いる基本式は、「道路環境
影響評価の技術手法（平成24年度版）、国土交通省　国土技術政策
総合研究所」に記載されている日本音響学会式 ASJ CN-Model2007
を用いて実施しており、「山林の地面による反射」は当該モデルでは
考慮しないこととされています。一方で、距離減衰以外の減衰効果で
ある「地表面による吸音減衰」「地形や構造物による回折減衰」「空気
による吸音減衰」も考慮しない安全側の予測としています。
・ASJ CNモデルでは、回折効果を考慮できます。

　予測方法に対する質問であり、意見ではない
ため、準備書に対する市長意見には盛り込まな
い。

3 3 國領委員

　重金属などが検出された場合どの場所で、どのように処理するのか
その安全性も委員会で論議されたい。

・既往文献調査では、対象事業実施区域及び周辺には、重金属など
による土壌汚染が存在するおそれはないと認識しています。

・一般的な環境保全の方針として、工事中に汚染土壌の存在に係る
情報及び事実が確認された場合には、「土壌汚染対策法」の規定に
準じて対処することとしています。

4 4 國領委員

　銅などは環境基準がないが、魚類に著しい影響があることが報告さ
れているが、ほかにもこのような物質があるか、地質などの知見も含め
示していただきたい。

・既往文献調査では、対象事業実施区域及び周辺には、重金属など
による土壌汚染が存在するおそれはないと認識しています。
・今後、ボーリング調査等を実施して、地質の状況について把握し、
一般的な環境保全の方針として、工事中に汚染土壌の存在に係る情
報及び事実が確認された場合には、「土壌汚染対策法」の規定に準
じて対処することとしています。

7 5 板井委員

　説明資料9ページ水環境の一番下のところ、工事排水の放流につい
ての自主管理基準値の設定について、これは静岡県の審査会でも相
当に注目されていたと思うので、その辺りの設定と報告をどのようにす
るのか。事後調査に含めないと報告が難しいのではないかと思う。

・事後調査の項目の選定については、浜松市環境影響評価技術指
針マニュアルP.48において、(1)環境影響の程度が大きい場合、(2)予
測の不確実性の程度が大きい場合、(3)環境の保全のための措置等
の効果に係る知見が不十分な場合を対象とするとされています。
・工事排水を工事施工ヤードから排水する際には、水質汚濁防止法
の排水基準（SS 200mg/L、pH5.8～8.6）を越えないことを基本とし、工
事排水の放流についての具体的な環境保全措置、放流水の自主管
理基準値の設定については、工事実施段階で対応を検討します。
・また、施工管理の一環として、工事による河川水質（SS、pH）への影
響の有無を確認するため、対象河川及び工事排水・トンネル排水が
想定される地点など適切な調査地点を設定し、着工前から供用後一
定期間まで環境基準に定められた分析手法による水質調査を実施し
ます。
・一般的な環境保全の方針のうち、準備書第7章に掲載した施工管理
の一環として行う調査の内容については、事後調査計画書と併せて
公表します。

　pH及びSSの自主管理基準値について、評価書
に具体的に記載するとともに、事後調査の計画
についても可能な限り具体的に記載すること。
（Ⅱ-1(2)）

8 6 意見書

濁水処理装置は具体的にどのようなものを用いるのでしょうか。
凝集剤を使用する装置では、水質汚濁防止法に抵触する成分が排
出されることが考えられます。

　意見ではないため、準備書に対する市長意見
には盛り込まない。

9 7 意見書

SSが40mg/lを超すと魚類の餌となる水生昆虫や河川生態系に大き
な影響が出るとされています。SSの自主管理基準値としてどのよ
うな値を決められるのでしょうか。
他事務所の河川工事では、希少魚類の近傍で施工する場合や、希
少ミミズハゼ魚類の産卵期・アユの産卵期においては濁度
50(SS50mg/lと同義）を基準値としております。
今回の事業では、近傍でトウカイナガレホトケドジョウ等の希少
魚類の生息が確認されており、県知事の意見にあるように濁度の
自主管理基準値を設けて施工することが求められています。

　pH及びSSの自主管理基準値について、評価書
に具体的に記載するとともに、事後調査の計画
についても可能な限り具体的に記載すること。
（Ⅱ-1(2)）

10 8 意見書
自主管理基準値が遵守されているかどうかをモニタリングする方
法としてどのような方法を行うのでしょうか。

11 9 意見書
pHの基準値として、どのような値を自主管理値として用います
か。また、そのモニタリングはどのように行いますか。

12 10 意見書
コンクリートからでる高いpHの灰汁を含んだ排水への対策とし
て、今回はどのような処理を考えているのでしょうか。

13 11 意見書

仮締切で使用するコンクリートには、プレキャスト製品を使えな
いのでしょうか。

14 12 意見書
プレキャスト製品を使えない場合にはどのようにしてpHを下げる
のでしょうか。

Ｎｏ 市長意見等対応（案）意見 事業者の見解・対応

　重金属が検出された場合の対処について、具
体的な手法は明示されていないが、土壌汚染対
策法の規定に準じて対応するとしているため、
環境に著しい影響を及ぼす事態は回避できると
考えられるため、準備書に対する市長意見には
盛り込まない。

項目

一般国道４７４号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環境影響評価準備書に対する意見及び見解まとめ

事前
送付

水
質
等

委員

　意見ではないため、準備書に対する市長意見
には盛り込まない。

・工事排水を工事施工ヤードから排水する際には、水質汚濁防止法
の排水基準（SS 200mg/l、pH5.8～8.6）を超えないことを基本とし、工
事排水の放流についての具体的な環境保全措置、放流水の自主管
理基準値の設定については、工事実施段階で対応を検討します。
・また、施工管理の一環として、工事による河川水質（SS、pH）への影
響の有無を確認するため、対象河川及び工事排水・トンネル排水が
想定される地点など適切な調査地点を設定し、着工前から供用後一
定期間まで環境基準に定められた分析手法による水質調査を実施し
ます。

・工事で使用する材料については、構造物の安全性、施工性及び環
境負荷に配慮して、工事実施段階で検討します。
なお、河川内で工事を行う場合には、一般的な環境保全の方針（準
備書P.5-5-11）により、環境影響の低減に努めます。

　意見ではないため、準備書に対する市長意見
には盛り込まない。
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Ｎｏ 市長意見等対応（案）意見 事業者の見解・対応項目

一般国道４７４号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環境影響評価準備書に対する意見及び見解まとめ

事前
送付

委員

5 13 横田委員

　ここの場所の気温等を見ていたが、最低気温が-1.2度とか氷点下を
下回るということは、道路の凍結が想定される。そうすると、融雪剤や
凍結防止剤を撒くことが想定されると思うが、それに対する環境影響が
一切含まれていない。

・凍結防止剤については、気温や降雪量などの気象条件に応じて使
用することとしており、路面排水については、一般的な排水計画とし
て、集水桝及び側溝等の排水施設経由で放流すること、また排水施
設は適切に維持管理することより、水質への環境影響を低減できる
と想定していることから、評価項目として選定していません。

6 14 國領委員

　塩化カルシウムの凍結防止剤を使うと、魚類、両生類、植物等への
影響が予測される。西天城高原線のところでは、河川の汚染を招くだろ
うということで凍結防止剤を使わずに砂を使っていたが、それがどのよ
うになるかというのが非常に難しい問題である。例えば、砂でやるので
あればその回収方法など、そのような新たな手法まで考えないといけ
ない。
　塩化カルシウムをどのくらい使用するとどうなるのか、使う場所や使
い方はどのようなものが良いのか。また、散水したらその道路排水も含
めて汚染をどう処理するのか。今まで以上に難しい問題が山積みであ
る。その辺りのところも含めて、環境影響が非常に大きいところである
ため、しっかりした事後調査・計画を立てていかないといけない。

・事後調査の項目の選定については、浜松市環境影響評価技術指
針マニュアルP.48において、(1)環境影響の程度が大きい場合、(2)予
測の不確実性の程度が大きい場合、(3)環境の保全のための措置等
の効果に係る知見が不十分な場合を対象とするとされています。

・凍結防止剤については、気温や降雪量などの気象条件に応じて使
用することとしており、路面排水については、一般的な排水計画とし
て、集水桝及び側溝等の排水施設経由で放流すること、また排水施
設は適切に維持管理することより、水質への環境影響を低減できる
と想定していることから、事後調査の必要性は一般的に小さいと考え
られます。

19 15 國領委員

凍結防止剤については、「一瞬でもかかったときに死んでしまう可能性
があるので危険を回避する方法を考えましょう」というのが議論すべき
内容だと思う。時間の経過で流下すれば、水で薄まるため危険がない
というのではなく、一時的な安全性についても考えなくてはならない。

20 16
小杉山
委員

凍結防止剤について、自然への影響というのは場合によって一瞬
の影響でも効いてくるケースがあり、時間が経てば平常値に戻る
という事で評価してはいけない部分もあるので、その一瞬であっ
たとしても環境が変化する場合には、その一瞬の影響を下げるた
めの努力をどのような形で行うのかということを保全対策とし
て、評価書には書いておかなければならない。

15 17 板井委員

自主管理基準は工事実施のできるだけ早い時期に定め、また測定の
場所の選定、方法、日時、回数などについても適切に定めて、工事実
施業者及びその従事者に対し、測定及び基準を順守することを徹底さ
せること。

16 18 國領委員

水質汚濁防止法の排水基準である「SSが200mg/Lを超えない」と記載
があるが、生物を守るために必要な値が明記されるべきである。その
他の基準としては、例えば生き物に対しては、LD50（半数致死量）とい
う手法があり、それよりも10分の1以下なら大丈夫と考える「安全データ
シート」の考え方がある。

17 19
小杉山
委員

水質汚濁防止法の排水基準は工場の基準であるため、最低でも環境
基準をクリアする必要がある。

18 20
小杉山
委員

供用後は事後調査報告書になるが、環境影響評価なので、少なくとも
工事期間中についての影響を評価する方法については具体的に数値
や期間を明記する義務があるのではないか。

　準備書に記載した事後調査の内容について、
現地調査の結果を踏まえ、専門家の指導及び助
言を受けた上で科学的に再検討し、評価書にお
いて修正し、詳細に記載すること。
（Ⅰ-1）

21 21 横田委員

　掘削時，水脈が出現し大量の水が出た場合，どのように対応するの
か説明を求めます．

・トンネル掘削時の出水対策については、先進ボーリングによる前方
被圧水の調査など、現地の状況を把握し、濁水処理施設の規模の検
討など適切な対応を行います。

　工事による地下水脈等への影響について、調
査を行いながら対応を検討するとしているた
め、準備書に対する市長意見には盛り込まな
い。

22 22 意見書

佐久間と水窪境の幻の池（池の平）への影響の学術的検討（水理
学的）がなぜなされていないのですか。

・幻の池については、現地調査を実施した結果、対象事業実施区域
から相当程度離れた場所であり、地形的にも尾根を挟んだ反対斜面
で分水嶺を超えて流域が異なるため、予想対象から除外していま
す。

　「幻の池」を予測の対象に含めていない理由
は妥当であると考えられるため、準備書に対す
る市長意見には盛り込まない。

23 23 意見書

道路建設予定地の東側に位置する4集落（下平、峯、羽ヶ庄、野
田）は「地すべり防止区域」として静岡県の管理となっていま
す。この4集落は、中央構造線の東側に近接して形成されており、
道路建設予定地の近くに位置しています。それぞれの集落におい
て、建設中における振動（発破作業、大型機械による掘削等）に
ついて心配されますがいかがでしょうか。

・工事による振動が地すべり防止区域に及ぼす影響については、今
後、道路構造、施工方法が決定した段階で、必要な解析を行ったうえ
で、必要に応じて、地すべりへの対応も含め土地の安定性に留意し
た設計・施工の検討を行います。
・なお、現段階の対象事業実施区域は、中央構造線の主要な断層の
位置を考慮して設定しています。
・また、工事中の振動は敷地境界において52dB（中野田地区）と予測
され、整合を図るべき基準又は目標を満足しています。

24 24 土屋委員

村集落の路線の図を見ていると地滑り防止区域が引っかかってい
るので、この辺の処理をどうするか。対応しますとは書かれてい
るが、一番いい方法としてはもう少し山側に寄ると外れるのでは
ないか。例えばトンネルの出口が地滑りのところで交差したりす
ると、トンネル口工事で多大な出費を強いられることになるであ
ろうし、あるいは橋脚等がここに入ると対応に苦慮すると思う。
もう少し山のほうに線の中心を持っていけば集落からも遠くなる
ので、そうしたほうが良いと思う。

・対象事業実施区域として示した２５０ｍ幅の帯の中で、地すべり防
止区域に留意しつつ、今後、事業実施段階で詳細な地質調査を行
い、安全な道路の位置や構造を検討します。

25 25 意見書

原田橋の崩落のような危険な崖がルート上にあるので、事前踏査
を行いルートの再設定をして下さい。

26 26 意見書

ルートは数カ所で中央構造線と斜め交差しているので、ここに建
設可能でしょうか。

・国総研の研究成果「凍結防止剤散布と沿道環境（国総研資料第412
号）、平成19年7月、国土技術政策総合研究所」の抜粋を、添付資料
1として提出します。
・凍結防止剤は、雪解け時には路面から排水路に流入する可能性は
ありますが、公共用水域に流出後、速やかに希釈・拡散するものと考
えられるため、排水施設を適切に維持管理することにより、水質への
影響を低減できると考えています。
・なお、排水施設や排水先河川を含む排水計画については、河川法
等の関連法令に基づき、関係機関と協議を行い決定します。

・現段階の対象事業実施区域は、空中電磁波探査や岩盤露出部の
現地踏査などの技術的調査・知見に基づき、中央構造線の主要な断
層の位置を考慮して設定しています。
・今後、事業実施段階で詳細な地質調査等を行い、安全な道路構造
の検討を実施します。

・施工監視の一環として行う水質調査の測定の場所、方法、日時、回
数、自主管理基準等の具体的な設定ついては、準備書の環境保全
の方針に対して頂いた意見を参考にして、今後、関係機関と協議して
決める排水路の位置や、工事実施段階における工事箇所の降雨状
況、排水量、排水処理の方法、排水先河川の流量、他事業からの濁
水等の流入状況を総合的に勘案し、排水先河川の環境基準を考慮
して、排水口毎に測定場所や自主管理基準等を設定します。
・施工管理の一環として行う調査の具体的な内容については、事後
調査計画書と併せて公表します。
・また、工事実施業者及びその従事者に対し、測定及び基準を順守
することを徹底させるよう努めます。

水
象

地
形
・
地
質

　降雨時の濁水及び工事中の排水等により河川
の水質への影響が生じないよう、河川の状況を
踏まえ適切な環境保全措置を検討し、その内容
を評価書に記載すること。
（Ⅱ-1(1)）

　pH及びSSの自主管理基準値について、評価書
に具体的に記載するとともに、事後調査の計画
についても可能な限り具体的に記載すること。
（Ⅱ-1(2)）

　対象事業実施区域及びその周囲に生息・生育
している希少な動物について、生息・生育地が
改変による影響を受けるおそれがあることが判
明した場合には、回避・低減・代償の順で検討
し、代償措置を優先的に検討することがないよ
うにすること。
（Ⅱ-2）

　対象事業実施区域及びその周囲には、地すべ
り防止区域等の土砂災害の危険性がある場所が
存在しているため、十分に考慮して道路計画や
施工方法を検討すること。
（Ⅱ-3）

水
質
等



Ｎｏ 市長意見等対応（案）意見 事業者の見解・対応項目

一般国道４７４号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環境影響評価準備書に対する意見及び見解まとめ

事前
送付

委員

27 27 橋本委員

　クマタカ等猛禽類への影響は、工事騒音しか評価していないが、供用
時に橋があって車が走行することによる行動圏への影響も評価すべき
ではないか。飛翔図がないが、橋の予定地と交差する飛翔コースの有
無、あった場合は高度と橋の位置との関係を明らかにし、影響を評価
すべきである。
　事後調査も工事中だけではなく、工事後も行うことが望ましい。

・クマタカ等猛禽類への影響については、工事の実施・供用後につい
て予測評価を行っています。
（準備書P.5-9-74～80, 82）
・供用後の予測の結果、工事中の環境保全措置により馴化したクマ
タカ個体については、「工事の実施による生息環境の改変以外に新
たな改変はないことから、道路の存在による本種の生息環境の変化
は生じないものと考えられます。さらに、対象道路の大部分が橋梁や
トンネルとなり、同様の生息環境は広く残されることから、土地又は工
作物の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さ
いと予測されます。」と予測していることから、供用後の事後調査の必
要性は低いと考えています。
・なお、工事中の事後調査の結果により環境影響の程度が著しいこ
とが明らかになった場合には、関係機関と協議し、必要に応じて専門
家等の指導・助言を得て追加調査等を行い、適切な措置を講じます。
（準備書P.7-5参照）

　猛禽類への影響について、工事中は事後調査
を実施する計画であり、供用後についても、影
響が生じるおそれがある場合には追加の事後調
査及び保全措置を実施するとしているため、準
備書に対する市長意見には盛り込まない。

28 28 國領委員

先ほどの意見で騒音が1kmぐらい平気でいくというと、数値の取り
方、対策はきちんとできているのだろうかと思う。経費もあまり
かけず簡易的な方法があるのならば、それと共にクマタカのモニ
タリングをしっかり注意していかなければならない。山中という
事でトンネル掘削の音等心配である。生物に影響がないように、
影響が少ないですよという裏付けがほしい。

29 29
小杉山
委員

供用後のクマタカの事後調査については、審査会としては原則と
して求めていくことになると思うので、今後、評価書の中で供用
後の事後調査の方針について意志表示をしてほしい。

30 30 國領委員

静岡空港では、昨年ぐらいから供用後のモニタリングを行ってい
る。施工時には（配慮を）考慮していたが、実際にクマタカが
残ったかどうかを確認するためにも、供用後のモニタリングは必
要と考える。必要無いというのは無責任。これで終わりではな
く、供用後の生存確認について、できるなら実施して欲しい。

　事後調査を適切に行うことにより、期待され
た環境保全措置の効果が得られているか検証
し、専門家の指導及び助言を受けた上で、必要
に応じて追加の環境保全措置を検討・実施する
こと。
（Ⅰ-2）

　対象事業実施区域及びその周囲に生息・生育
している希少な動物について、生息・生育地が
改変による影響を受けるおそれがあることが判
明した場合には、回避・低減・代償の順で検討
し、代償措置を優先的に検討することがないよ
うにすること。
（Ⅱ-2）

31 31 杉野委員

　調査の中で、紅藻類のタニウシケノリが確認されている。この種は国
のレッドデータブックでⅠ類の藻類に指定されているため、一覧の中に
混ぜたりせずに、独立させてしっかり書いたほうが良いのではないか。
例えば、シダ植物、種子植物、藻類と分けて書くと良いのではないか。
一覧表の場合は5-10-24あたりに書いてある。予測結果もこれらで分
けてしっかり書いたほうが良いのではないか。5-10-24の最後のところ
である。予測結果の分類もしっかり書いていないようであるので確認し
ていただきたい。

・ご指摘のとおり、シダ植物、種子植物、紅藻植物（藻類）に分けて評
価書への反映を検討します。
・予測の結果、タニウシケノリの確認地点は実施区域から十分離れて
いるため影響はないと予測され、環境保全措置の必要性はないと考
えています。
（準備書P.5-10-69参照）

32 32 杉野委員

それからもう1種類、植物のほうで最近記録されたホソバナライシダとい
う植物は、レッドリストには入っていない。保全対策をするほどの希少な
植物ではないので、予測対象にしなくても良い。

・ご指摘のとおり、ホソバナライシダを予測対象から削除して、評価書
への反映を検討します。

33 33 杉野委員

　準備書での予測評価の記載には、もっとレッドリストのランクに応じた
具体的な記述の軽重が必要ではないか。ほとんどが「極めて小さい」と
評価されているのみであるので、影響が極めて小さい種は後ろにして、
影響が心配される種を最初に記述する方が分かりやすい。「一覧表に
影響の大小をまとめて示す」などの事例を参考にした工夫が必要では
ないか。

・予測評価の記載内容は、レッドリストのランクに応じた記述の軽重に
配慮していますが、結果として影響の大きさの主要な根拠となる改変
区域からの距離に応じて記述内容に軽重をつけて整理しています。
・ご指摘のとおり、予測結果の概要を一覧表にして最初に示すなどの
工夫をして、評価書への反映を検討します。

34 34 國領委員

　トンネル残土の問題は委員会でも何回も出ていた話だが具体的な返
答がなく、準備書の中にも全く触れていないが、工事の前に決めてお
かなくてはならない問題である。場所を決めるにあたっても事前に環境
アセスが必要と思うがどうか。これで工事に間に合うのか。

・建設発生土の処分については、環境保全措置として「再利用の推
進」を行うとともに、具体的な処分地については、関係機関と協議し、
対象事業実施区域内で処分することを基本に決定します。
・なお、対象事業実施区域の範囲外に建設発生土の仮置きや処分を
行うことが必要となった場合には、関係機関と協議し、浜松市環境影
響評価条例その他の規定に準じて、適切に対応します。

35 35 意見書

廃棄残土処理は、処分地を決めてから着工してください。

36 36 意見書

海岸にて防波堤建設を行っていますが、この土砂として利用が可
能と思えるので、検討ください。

地
域
交
通

37 37 山田委員

　地域交通が評価項目として選定されていないことについては、県審査
会でも意見が出され回答されていますが、準備書では工事車両が往復
520台/日（一日8時間で1分に1台以上）通行することになっており、もし
仮に佐久間町・水窪町の市街地を通過することが想定されているとす
れば、危険性も含めて地域生活に影響がないとはいえないのではない
でしょうか。

・工事用車両の運行については、一般的な環境保全の方針として、
工事車両の運行時期の分散、工事車両の運行方法の指導（規制速
度の遵守等の指導）、適切な通行車両規制を行うこととしており、今
後、関係機関と協議して運行ルートを選定していくことになります。
・また、工事車両の運行においては、事業に伴う発生交通又は集中
交通による地域交通の渋滞、安全度の低下等が生じないよう対処す
ることから、環境影響は低減できると考えています。

  事業計画、工事中の状況及び施設の維持管理
について積極的に情報を公開し、住民の理解と
協力が得られるよう努めること。
（Ⅰ-5）

　猛禽類への影響について、工事中は事後調査
を実施する計画であり、供用後についても、影
響が生じるおそれがある場合には追加の事後調
査及び保全措置を実施するとしているため、準
備書に対する市長意見には盛り込まない。

　準備書の記載内容について、評価書において
修正を行うとしているため、準備書に対する市
長意見には盛り込まない。

廃
棄
物
等

・建設発生土の処分については、環境保全措置として「再利用の推
進」を行うとともに、具体的な処分地については、関係機関と協議し、
対象事業実施区域内で処分することを基本に決定します。
・なお、対象事業実施区域の範囲外に建設発生土の仮置きや処分を
行うことが必要となった場合には、関係機関と協議し、浜松市環境影
響評価条例その他の規定に準じて、適切に対応します。
・また、その際に、防波堤建設など他事業の進捗状況も勘案し検討し
ます。

植
物

動
物

・対象道路の約８割がトンネルである本事業では、「猛禽類保護の進
め方」において営巣中心域（改変が望まれない範囲）の目安とされる
「営巣木から半径500mの範囲」の改変（橋梁部）はわずかであり、そ
の橋梁部の谷のクマタカの飛翔もわずかであるため、改変部は営巣
中心域としての利用はされていないと考えられます。猛禽類の専門
家の指導の下に予測評価した結果、供用後の環境影響は極めて小
さいと予測されることから、浜松市環境影響評価技術指針マニュアル
の規定に準じて、現時点では、事後調査を行う必要性はないものと
考えています。
・なお、供用後において、現段階で予測し得なかった著しい環境への
影響が生じた場合には、必要に応じて、専門家等の指導・助言を得
ながら調査を実施し、適切な措置を講じます。

出典）猛禽類保護の進め方（改定版）（平成24年、環境省）p.57

　事業の実施に伴い発生する残土について、発
生の抑制に努めるとともに、最終処分及び再生
利用の計画を評価書において可能な限り明確に
すること。
（Ⅱ-4）



Ｎｏ 市長意見等対応（案）意見 事業者の見解・対応項目

一般国道４７４号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環境影響評価準備書に対する意見及び見解まとめ

事前
送付

委員

38 38 板井委員

　事後調査に全く組み入れてない工事用道路、あるいは工事ヤードを
設定するときには調査をするということを組み入れておかないとまずい
のではないかと思う。

・評価書の第1章 事業内容の「一般的な環境保全の方針」に、下記の
内容で掲載を検討します。
・「現地調査及び予測評価を実施した範囲外において、新たに工事用
道路や工事施工ヤード等を新設する場合には、関係機関と協議し、
浜松市環境影響評価条例その他の規定に準じて適切に対応しま
す。」

　改変箇所が対象事業実施区域外に及ぶことが
明らかになった場合には、速やかに事業変更届
を提出し、適切に追加の事後調査や環境保全措
置を実施すること。
（Ⅰ-4）

39 39 酒井委員

　既に審査会で委員の方々から意見がございましたが、予測評価結果
はあくまで予測であり、実測ではございません。この予測評価の結果、
環境保全の観点から懸念される事項（事態）が導かれるため（予想され
るため）、経験則からの予防措置により、評価結果が◎になるという論
述に対し、安全性や信頼性をどのように担保されるのかが非常に疑問
です。よって「事後調査を実施しない」と言い切ってしまうことにとても違
和感を感じました。事業者の姿勢として、（審査会ではモニタリングとい
う表現もございましたが）予測評価が正しかったかどうか、予防措置が
本当に功を奏したかどうか、工事中、工事後、共用後もしっかりモニタリ
ングし、何かあった場合には○○○のように対処する所存です、と言っ
た、常に環境の事を思料しているという姿勢を示してもらえると良いと
思います。

・事後調査の項目の選定については、浜松市環境影響評価技術指
針マニュアルP.48において、(1)環境影響の程度が大きい場合、(2)予
測の不確実性の程度が大きい場合、(3)環境の保全のための措置等
の効果に係る知見が不十分な場合を対象とするとされており、本事
業では環境保全措置の効果に不確実性がある猛禽類について事後
調査を行うこととしています。
（準備書P.7-5参照）
・環境影響の程度が小さい項目についても、施工管理の一環として、
河川水質調査、地下水質調査、地下水位調査、ボーリング調査、有
害金属調査を行い、環境影響に配慮しながら事業を進めることとして
います。
（準備書P.7-1参照）
・また、事業実施段階や供用後における環境の状況等については、
必要に応じて、関係機関と協力して適切に把握するとともに、工事中
及び供用後において、現段階で予測し得なかった著しい環境への影
響が生じた場合には、必要に応じて、専門家等の指導・助言を得な
がら調査を実施し、適切な措置を講じることとしています。
（準備書P.6-1参照）

40 40 板井委員

　保全措置の結果が分からないような事後調査では、審査会としても
認めるわけにはいかない。

41 41 國領委員

　資料4の22ページのところで、事後調査を実施しないと書かれている
が、黄色の部分の散水・仮囲いなどは工事中に監視していかなければ
ならない。どのようにモニタリングするのか書かれていないが、こちらが
納得できるような方法を先に提示されないと困る。
　モニタリングというのは何らかの手法でずっと追っていくことであり、騒
音測定の機械を設置して、「そこから得られたグラフはこういう変動をし
た。これは基準値内だったので、安全性を確認できた。」という結果が
欲しい。

全
般

42 42
小杉山
委員

事業者の話を聞いていると、その計画が明確にならない限りは分
からないということが多い。このような影響が生じる可能性があ
るので次のような保全対策を取るという保全対策を明記したもの
が評価書として出てくるのであり、分からないまま先送りすると
いう評価書では、評価書の意味がない。このようなことが起こり
得るので最大限に対策を取るというような書き方に直してもらう
というのが基本的な考え方ではないか。

・「対象事業の種類」「対象事業の規模」「対象事業実施区域」を定
め、浜松環境影響評価条例に従い、環境影響評価を適正に実施して
おり、環境影響が想定される項目について、現段階において可能な
限り環境への影響を予測・評価・対策検討を実施した結果を準備書
に掲載しております。
・今後の詳細な事業計画の検討に当たり、頂いたご意見を参考にし
て、環境影響に配慮した道路事業を進めていきます。
・また、水質調査など、準備書第７章に掲載した施工管理の一環とし
て行う調査の具体的な内容（調査の場所・方法・時期・回数・自主管
理基準など）について事後調査計画書と併せて公表します。
・なお、工事中及び供用後において、現段階で予測し得なかった著し
い環境への影響が生じた場合には、必要に応じて、専門家等の指
導・助言を得ながら調査を実施し、適切な措置を講じます。

　準備書に記載した環境保全措置及び事後調査
の内容について、現地調査の結果を踏まえ、専
門家の指導及び助言を受けた上で科学的に再検
討し、評価書において修正し、詳細に記載する
こと。
（Ⅰ-1）

そ
の
他

43 43 意見書

なぜ全線の計画無く、部分着工するのですか。 ・三遠南信自動車道は、長野県飯田市から静岡県浜松市を結ぶ延
長約100kmの高規格幹線道路です。
・昭和62年に路線指定され、平成9年までに起終点や経路地等の全
線の計画を決定しています。
・なお、事業着手については、道路のネットワーク効果の観点から、
通行不能区間や他路線との接続性の高さなどを考慮しつつ、順次、
進めているところです。

　環境の保全の見地からの意見ではないため、
準備書に対する市長意見には盛り込まない。

　事後調査を適切に行うことにより、期待され
た環境保全措置の効果が得られているか検証
し、専門家の指導及び助言を受けた上で、必要
に応じて追加の環境保全措置を検討・実施する
こと。
（Ⅰ-2）

事
後
調
査

・事後調査の項目の選定については、浜松市環境影響評価技術指
針マニュアルP.48において、(1)環境影響の程度が大きい場合、(2)予
測の不確実性の程度が大きい場合、(3)環境の保全のための措置等
の効果に係る知見が不十分な場合を対象とするとされています。
・建設機械の稼働に係る粉じん等の環境保全措置に選定した「散水、
仮囲い等」は、効果が確実に期待できる環境保全措置を工事の状況
を観察しながら行うことができるため、環境影響の程度が著しいもの
となるおそれは小さいと考えられ、事後調査の必要性は一般的に小
さいと考えられます。
・建設機械の稼働に係る騒音の環境保全措置に選定した「防音シー
ト」の効果を計算した予測式は、経験的に十分な知見と実績が蓄積さ
れており、効果が確実に期待できる環境保全措置を工事の状況を観
察しながら行うことができるため、環境影響の程度が著しいものとな
るおそれは小さいと考えられ、事後調査の必要性は一般的に小さい
と考えられます。


