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九頭竜川水系足羽川ダム建設事業における
環境影響評価準備書の公告・縦覧及び説明会
の開催について

要

国土交通省近畿地方整備局では、福井県今立郡池田町で実
施している九頭竜川水系足羽川ダム建設事業に関して、環境
影響評価法（平成９年法律第８１号）に基づき、環境影響評
価準備書を作成しましたので、３月３０日に公告し、縦覧を
開始します。
また、縦覧期間中に環境影響評価準備書に関する説明会を
池田町内で２回、福井市内で２回開催します。

い

────────────

配布場所

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ
福井県政記者クラブ

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 河川環境課
やまむら

問 合 せ 先

かつみ

建設専門官 山村 克実
TEL 06‐6942‐1141（代表）
TEL 06－6942－0608（直通）
国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所
い そ が わ

まさ し

副所長
五十川 政志
TEL 0776‐27‐0642（代表）

九頭竜川水系足羽川ダム建設事業環境影響評価準備書の
公告・縦覧及び説明会の開催について
１．準備書の公告
平成２１年３月３０日に官報において公告します。

２．準備書の縦覧方法等
「準備書」
、
「準備書要約書」は下記、
「３．
（１）縦覧場所」において縦覧できます。
また、準備書の基礎データ集「 足羽川ダム周辺の環境」は縦覧場所で閲覧いただける
ほか、
「準備書」を分かりやすくまとめた「準備書パンフレット（準備書のあらまし）
」も
配布いたします。
これら「準備書」等はホームページでもご覧いただけます。
（足羽川ダム工事事務所ホームページ http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/）

３．準備書の縦覧
（１）縦覧場所
①国土交通省 近畿地方整備局
総務部総務課 情報公開室
②国土交通省 近畿地方整備局

大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
大阪合同庁舎第１号館
福井市成和１丁目２１１１番地

足羽川ダム工事事務所 閲覧コーナー
③福井県 土木部 河川課

福井市大手３丁目１７番１号

④福井合同庁舎 福井県税事務所

福井市松本３丁目１６番１０号

⑤福井市 建設部 河川課

福井市大手３丁目１０番１号

⑥福井市役所美山総合支所 建設課

福井市美山町７番１号

⑦池田町役場閲覧コーナー

福井県今立郡池田町稲荷第３５号４番地

⑧池田町役場下池田支所

福井県今立郡池田町千代谷第１５号６番地の３

⑨池田町能楽の里文化交流会館町立図書館 福井県今立郡池田町薮田第５号１番地

（２）縦覧期間
平成２１年３月３０日(月)～平成２１年４月３０日(木)
（土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、池田町能楽の里文化交流会館町立図書館にお
いては月曜日、火曜日、第三日曜日、祝日を除く。
）
（３）縦覧時間
上記（１）の①は午前９時３０分から午後５時まで、②は午前８時３０分から午後５時
１５分まで、③～⑧は午前８時３０分から午後５時３０分まで、⑨は午前１０時から午
後５時まで（ただし、日曜日は午前１０時から午後４時まで）

４．準備書説明会の開催
①平成２１年４月８日(水)午後６時から、池田町役場下池田支所２階広間
福井県今立郡池田町千代谷第１５号６番地の３
②平成２１年４月１２日(日)午後２時から、池田町能楽の里文化交流会館大ホール
福井県今立郡池田町薮田第５号１番地
③平成２１年４月１５日(水)午後６時３０分から、福井市美山公民館２階第２，３会議室
福井市美山町２番８号

④平成２１年４月１９日(日)午後２時から、福井県国際交流会館２階第１，２会議室
福井市宝永３丁目１番１号
※会場の場所については、
「会場案内図」(別紙－１)をご参照ください。
※説明会参加の事前申し込みは必要ありませんが、席数に限りがありますので、あらかじめご
了承ください。
※池田町役場下池田支所及び福井県国際交流会館については、駐車場に限りがありますので、
なるべく乗り合わせていただくか公共交通機関の利用をお願いいたします。

５．意見書の提出
（１）提出方法
持参又は郵送のみ。
（２）提出期間
平成２１年３月３０日(月)～平成２１年５月１４日(木)（※持参の場合は５月１４日の
午後５時１５分まで、郵送の場合は５月１４日の消印まで有効といたします。
）
（３）提出先
国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 調査・品質確保課宛
〒918-8239 福井市成和１丁目２１１１番地
※持参の場合は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分に 足羽川ダム工事事務所ま
でお願いします。
（４）意見書記載の注意点
①氏名及び住所（法人その他団体にあたっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事
務所の所在地）
②提出の対象である準備書の名称
③準備書について環境の保全の見地からの意見(日本語により、意見の理由も含めて記
載してください。)
④意見書の記載イメージについては、
「意見書記載イメージ」(別紙－２)をご参照くだ
さい。

６．問い合わせ先
当該準備書の公告・縦覧・説明会及び足羽川ダム建設事業について
い そ が わ

まさ し

近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所 副所長 五十川 政志
〒９１８－８２３９ 福井市成和１丁目２１１１番地
TEL：０７７６－２７－０６４２、FAX：０７７６－２７－０６４３

環境影響評価法に基づく手続きについて
やまむら

かつみ

近畿地方整備局河川部河川環境課 建設専門官 山村 克実
〒５４０－８５８６ 大阪市中央区大手前 1 丁目５番４４号
TEL：０６－６９４２－１１４１（代表）
、FAX：０６－６９４２－５６９３

足羽川ダム工事事務所においては、足羽川ダム建設事業をより多くの方々にご理解いた
だくため、事業の目的など事業概要の他様々な情報をはじめ、
「足羽川ダム建設事業環境影
響評価技術検討委員会」の情報を「足羽川ダム工事事務所ホームページ」においても公開
しています。
足羽川ダム工事事務所ホームページ http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/

（別紙－１）
会場案内図
①平成２１年４月８日(水)午後６時から、池田町役場下池田支所
池田町役場
下池田支所

②平成２１年４月１２日(日)午後２時から、池田町能楽の里文化交流会館

池田町能楽の里
文化交流会館

③平成２１年４月１５日(水)午後６時３０分から、福井市美山公民館

福井市美山公民館

④平成２１年４月１９日(日)午後２時から、福井県国際交流会館

九頭竜川水系足羽川ダム建設事業の環境影響評価準備書

準備書についての意見書

※法人その他の団体の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地を記入してください。

氏名 ○○○○

住所 〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○△丁目△△番地

３．住所・氏名

○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

（理由）

○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

（意見）

２．環境影響評価準備書について環境の保全の見地からの意見

１．準備書の名称

【意見書記載イメージ】

（別紙－２）

（参考資料）

足羽川ダム建設事業に係る準備書等の概要
環境影響評価準備書の手続きとその位置づけ
方法書の作成

（公告 縦覧）

事業者

※１
調査、予測及び評価
の方法を示したもの

（公告 縦覧）

※２
環境影響評価の結果について
住民等から意見を聴くために
準備されるもの

←意見（住民等）
←意見（知事等）

評価書の作成
※３
住民等からの意見に配慮
するなどして、準備書の
記載内容を変更したもの

送付

公告

準備書の作成

縦覧（1ヶ月）

説明会の開催

1ヶ月と2週間
で住民等より
意見書提出

意見（主務大臣）
国土交通大臣

平成21年3月30日(月)～
平成21年4月30(木)

平成21年3月30日(月)～
平成21年5月14日(木)

提出

意見書
送付

意見の概要
及び
事業者見解の作成

（補正のない場合）

評価書の公告・縦覧
図１ 環境影響評価の手続きの流れ

住民等
市､町長
意見書

送付

評価書の補正

※４
最後に環境大臣意見
↓
国土交通大臣意見を勘案
して必要に応じて補正を
行う

県知事

平成21年4月 8日(水)池田町役場下池田支所
平成21年4月12日(日)池田町能楽の里文化
交流会館
平成21年4月15日(水)福井市美山公民館
平成21年4月19日(日)福井県国際交流会館

(送付)

意見（環境大臣）

市､町長

環境影響評価準備書

←意見（住民等）
←意見（知事等）

予測・評価の実施

送付

県知事
意見書

120日以内に県知事
より意見書提出

環境影響評価書の作成
図２ 環境影響評価（準備書の流れ）

【環境影響評価（環境アセスメント）制度とは？】
環境アセスメント制度とは、事業者が大規模な事業を実施する前に、事業に関する情報や事業の実施によ
る環境影響の調査結果などを書面で公表し、住民、市町村、県や国などから提出される環境の保全の見地か
らの意見を踏まえ、事業計画を環境保全上より良いものとしていく手続きのことです。
【環境影響評価準備書とは？】
準備書とは、事業者(国土交通省近畿地方整備局)が環境影響評価の方法書（環境影響評価の項目や手法を
記載したもの）の内容に基づき、方法書に対する知事意見、住民意見を踏まえて、調査・予測・評価を実施
した結果を示すもので、環境の保全に関する事業者の考え方をとりまとめたものです。
【準備書の公告・縦覧とは？】
事業者(国土交通省近畿地方整備局)が環境保全の見地から準備書及び要約書を作成したことを公表（公告
という）し、地方公共団体（福井県、福井市、池田町）や事業者の事務所などで１ヶ月間誰でも見られるよ
うにしておく（縦覧という）ことです。
【準備書縦覧のねらい及び説明会について】
事業者は、準備書を作成したことを公告し、地方公共団体の庁舎、事業者の事務所などで１ヶ月間縦覧し
ますが、内容が詳細かつ広範囲にわたることから、縦覧期間中に準備書の内容を周知するために説明会を開
催することとしています。

【参考

足羽川ダム建設事業環境影響評価技術検討委員会について】

国土交通省近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所では、平成
１９年４月１９日に足羽川ダム建設事業について環境面からの技術
的助言を専門家から頂くことを目的として、足羽川ダム周辺の自然
や現状に詳しい県内の学識経験者や専門家からなる「足羽川ダム
建設事業環境影響評価技術検討委員会」を設置しました｡
準備書は､本委員会の技術的助言を踏まえ取りまとめました｡
今後も、適宜助言を頂きながら環境影響評価を実施して参ります。
「足羽川ダム建設事業環境影響評価技術検討委員会」の資
料や議事録については、事務所ホームページでご覧頂くことが
出来ます。

※事務所ホームページアドレス
http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/
■これまでの委員会開催状況
委員会 ２回、 現地視察会 ２回、 鳥類部会 ２回 、検
討会３回 の開催を経て「方法書」作成
第3回 委員会 2008年7月3日
方法書についての福井県知事意見・住民意見に対
する事業者の見解(案)、環境影響評価項目並びに
調査、今後の予定
第3回 鳥類部会 11月11日
工事計画の概要について、鳥類(陸域)についての
予測、保全措置の検討結果等
第4回 検討会 11月11日
工事計画の概要について、動植物(陸域)について
の予測保全措置の検討結果等

「第５回 技術検討委員会」の開催状況

第4回 委員会 12月 3日
工事計画の概要について、大気環境、地形・地質、
景観、廃棄物等、動植物（陸域）に係る検討
第5回 検討会 2009年1月26日
水質について、地下水の水位について、今後の予定
第4回 鳥類部会
1月29日
水環境等の検討結果の概要について、河川域に係
る鳥類について、今後の予定
第6回 検討会
1月30日
水環境等の検討結果の概要について、河川域に係
る動植物について、生態系について、今後の予定
第5回 委員会
2月14日
水環境について、河川域に係る動植物、生態系につ
いて、人と自然との触れ合いの活動の場について、
環境影響評価準備書（素案）について

【準備書の縦覧・説明会について】
１．準備書の縦覧場所、期間、時間
（1）縦覧場所
①．国土交通省近畿地方整備局情報公開室 ②．国土交通省近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所
③．福井県土木部河川課 ④．福井合同庁舎県税事務所 ⑤．福井市建設部河川課 ⑥．福井市役所美山総合支所建設課
⑦．池田町役場閲覧コーナー ⑧．池田町役場下池田支所 ⑨．池田町能楽の里文化交流会館町立図書館
（2）縦覧期間
平成21年3月30日（月）～平成21年4月30日（木）
※土曜日、日曜日、祝日を除く
※池田町能楽の里文化交流会館町立図書館においては、月曜日、火曜日、第3日曜日、祝日を除く
（3）縦覧時間
①．午前9時30分～午後5時まで
②．午前8時30分～午後5時15分まで
③．～⑧．午前8時30分～午後5時30分まで
⑨．午前10時～午後5時まで、日曜日は午前10時～午後4時まで
２．意見書の提出
（1）提出期間
平成21年3月30日（月）～平成21年5月14日（木）まで
※持参の場合は、平成21年5月14日（木）午後5時15分まで 郵送の場合は、平成21年5月14日（木）の消印まで有効
（2）提出先
〒918-8239 福井県福井市成和1丁目2111番地
国土交通省近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所調査・品質確保課
（3）意見書記載の注意点
意見書には次の事項を記載してください
・氏名及び住所（法人その他の団体にあたってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
・意見書の提出の対象である準備書の名称
・準備書についての環境の保全の見地からの意見（意見書は日本語により、意見の理由も含めて記載してください）
３．説明会の開催
（１）開催日時及び場所
①第１回 平成21年4月 8日（水）午後6時から
②第２回 平成21年4月12日（日）午後2時から
③第３回 平成21年4月15日（水）午後6時30分から
④第４回 平成21年4月19日（日）午後2時から

池田町役場下池田支所
池田町能楽の里文化交流会館
福井市美山公民館
福井県国際交流会館

４．問い合わせ
近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所 副所長 五十川 政志
福井県福井市成和1丁目2111番地(〒918-8239) ＴＥＬ．0776－27－0642（代表） ＦＡＸ．0776－27－0643
足羽川ダム工事事務所ホームページ：http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/

