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新桂沢ダムの環境保全への取り組み
札幌開発建設部 幾春別川ダム建設事業所 ○安田 昌弘
岩井
聖
熊谷 彰浩
新桂沢ダムは、流域の安全を守り、地域に水を供給することを目的とした幾春別川総合開発
事業の一環として、昭和32年に完成した桂沢ダムの嵩上げにより建設する多目的ダムである。
本稿では、本事業における環境保全への取り組みについて報告する。
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図-2 新桂沢ダム完成予想図

図-3 三笠ぽんべつダム完成予想図

図-1 新桂沢ダム位置図

1. はじめに
近年では毎年のように洪水・渇水被害が発生し、気候
変動の影響は顕在化しつつあり、今後も水害の頻発化と
激甚化が懸念されている。ダムは、運用の変更や施設の
改良によって、外力の増大に的確に対応できる機能を有
しているが、厳しい財政状況である社会経済情勢を踏ま
えると、既設ダムを有効活用することの重要性はますま
す高まっている。
石狩川水系幾春別川上流に位置する桂沢ダムは、洪水
調節、かんがい、水道用水、発電を目的として、昭和32
年度に完成した多目的ダムであるが、その後、甚大な被
害をもたらした昭和56年の洪水などを受け、より安心し
て暮せるための社会基盤の整備が求められるようになっ
た。また、時代の変化にともない必要となった「工業用
水」や環境に配慮した「流水の正常な機能の維持」とい

った新たな目的が生じたことから、「幾春別川総合開発
事業」が計画され、桂沢ダムの嵩上げにより建設する新
桂沢ダムと幾春別川の支川である奔別川に洪水調節機能
のみを有する三笠ぽんべつダムを建設することになって
いる。
新桂沢ダムは、我が国の直轄ダムとしては初めての同
軸で嵩上げを実施する重力式コンクリートダムであり、
その嵩上げ高は 11.9m となる。堤体の高さを約 1.2 倍に
することで、総貯水容量が 1.6 倍となり、効率的に治
水・利水機能が増大される。
ダム再生事業は、ダムの新設に比べ環境に対する影響
は小さいと考えられるが、堤体の嵩上げに伴い湛水域が
増大するため、少なからず貯水池周辺の環境に影響があ
ると考えられることから、ダム再生事業の実施にあたっ
ても、必要に応じて環境影響評価に基づく手続きを実施
することとしている。
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2. 環境アセスメントの経緯
環境アセスメント（環境影響評価）とは、土地の形状
の変更、工作物の新設の事業の実施にあたり、その事業
の実施が環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評
価を行うとともに、その事業に係る環境の保全のための
措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境
影響を総合的に判断することをいう。
わが国における環境影響評価手続きは、昭和59 年に
閣議決定された「環境影響評価実施要綱」に基づき実施
されてきたが、平成９年６月には環境影響評価法が公布
され、平成１１年６月の施行から、法に基づく環境影響
評価が実施されている。
幾春別川総合開発事業にて建設する新桂沢ダムの湛水
面積の増は167ha、三笠ぽんべつダムの湛水面積は114ha
といずれも200ha未満であるため、環境アセスメントの
対象事業にはあたらないが、事業の周辺地域が道立自然
公園の特別地域に指定されており、環境に配慮する必要
があると判断し、平成４年より専門家で構成する「幾春
別川ダム環境会議」を設置し、平成６年２月に環境アセ
スメント（いわゆる閣議アセス）を完了している。
その後、環境影響評価法の成立や重要種の見直しを受
け、不足情報を補完するため、環境影響評価法の技術的
内容に準じて、調査、予測、環境の保全のための措置の
検討及び評価を行い、平成２７年１０月に「幾春別川総
合開発事業における環境保全への取り組み」をとりまと
めている。
平成4年 環境会議発足※１

※1.幾春別川ダム環境会議を設立し、予測・環境保全措置を実施するなど環境保全の
取り組みを行う。

環境調査実施・結果報告

閣議アセスの手続

平成5年度 「環境影響評価準備書」策定
平成6年度 「環境影響評価書」策定
法アセスの手続に準じた環境保全
措置の検討（環境レポートの作成）※2

測され、工事の実施に伴う影響は小さい。
(2) 水質
工事中におけるSS濃度の年平均値及び環境基準値（河
川A類型：25mg/L以下）を上回る日数は若干増加すると
予測される。
工事中におけるpHは、概ね環境基準値（河川A類型
pH6.5～8.5）相当の範囲に収まる。
(3) 地形及び地質
対象事業の実施により、桂沢湖周辺の特に重要なアン
モナイト化石産地は改変されないが、一連の化石産地と
して影響を受ける可能性がある。
なお、エゾミカサリュウの化石産出地については湛水
域にかかるが、常時満水位付近であるため湛水頻度から
見て影響は極めて小さいと考えられる。
(4) 動物
鳥類のハチクマ、オジロワシ、オオタカ、ハイタカ、
両生類のエゾサンショウウオ、陸上昆虫類及び底生動物
のムカシトンボ、底生動物の二ホンザリガニについて、
対象事業の実施により生息環境の一部が消失または改変
されることから、生息に影響があると予測される。
(5) 植物
フクジュソウ、シラネアオイ、オクエゾサイシンなど
全24種について、対象事業の実施により生育への影響が
あると予測される。
(6) クマタカ
事業実施区域周辺の生態系の上位性を指標する注目種
として選定した周辺に生息するクマタカつがいの一部に
ついては、工事中に繁殖活動へ影響を与える可能性があ
る。
(7) 廃棄物(建設工事に伴う副産物)（工事の実施）
処理できない脱水ケーキ、前処理沈殿池スラッジが発
生する可能性がある。

※2.閣議アセスの手続を済ませた建設ダムにおいて、アセス法の
成立や重要種の見直しを受け、不足があると判断される項目につ
いては、必要な調査の実施及び予測・環境保全措置の検討を行い、
取り纏めたものを「環境レポート」と読む。

平成26年 環境会議（19回開催）
平成27年 「環境レポート」策定・公表
※3. 会議を開催し、最新の調査結果を追加した内容で了承

平成27年 新桂沢ダム本体工事着手

平成27年～ 「環境レポート」に基づく調査・環境保全措置を実施し事業進捗中

図-4 環境アセスメントの経緯

3. 主な影響予測結果
(1) 大気質・騒音・振動
建設機械の稼動に係る降下ばいじんの寄与量は、工事
に係る降下ばいじんの寄与量の参考値である10t/km2/月
を下回ると予測され、工事の実施に伴う影響は小さい。
工事用車両の運行に係る騒音は、要請限度値及び環境
基準値以下と予測され、工事の実施に伴う影響は小さい。
工事用車両の運行に係る振動は、要請限度値以下と予
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図-5 影響予測範囲

4. 保全措置の実施
(1) 大気質・騒音・振動
大気環境への影響は想定されないが、工事の実施にあ
たっては、工事用道路への散水、工事用車両の洗車、走
行速度の抑制を実施することにより、粉じん等の発生の
防止に努めている。
騒音・振動については、工事の実施に伴う影響は小さ
いが、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の採用な
どを実施することにより、騒音及び振動の低減に努めて
いる。
(2) 水質
新桂沢ダム堤体建設工事の実施にあたっては、濁水処
理を実施することにより、水質に与える影響の低減に努
めている。
水質モニタリング調査は、貯水池内（ダムサイト、湖
心、上流）、流入河川（奥桂、芦別ダム）、下流河川
（西桂）の6地点で実施しており、工事の実施による貯
水池内、下流河川の水質への影響は見られていない。

ており、ダム本体工事着手後においても継続的な繁殖が
確認された。
両生類のエゾサンショウウオについては、改変区域内
から卵のうを採取し、生息密度等を考慮して、改変区域
外の生息適地に移植しており、移植後の調査では上陸間
近の幼生個体が確認され、保全対策として移植の効果が
得られていると考えられる。
陸上昆虫類及び底生動物のムカシトンボについては、
改変区域内から幼虫を採取し、生息密度等を考慮して、
改変区域外の生息適地に移植しており、移植後の調査で
は個体が確認され、保全対策として移植の効果が得られ
ていると考えられる。
底生動物の二ホンザリガニについては、改変区域内か
ら成体を採取し、生息密度等を考慮して、改変区域外の
生息適地に移植しており、移植後の調査では移植時に尾
部の切除マーキングを施した個体が確認され、保全対策
として移植の効果が得られていると考えられる。
(5) 植物
フクジュソウ、シラネアオイ、オクエゾサイシンなど
全24種については、生育個体の確認地点における調査結
果等を基に生育適地を選定し、種ごとの生態等を踏まえ、
個体の移植及び播種を実施している。

写真-1 濁水処理設備
写真-2 （左）エゾサンショウウオ卵のう （右）植物移植の様子

(6) クマタカ
繁殖状況の把握を行い、必要に応じ工事時期の配慮、
コンディショニングの実施、騒音・振動の抑制、立ち入
り等による生態環境の攪乱抑制、工事中のモニタリング
調査を行っており、直接影響があると考えられる範囲で
はないが、ダム本体工事着手後においても継続的な繁殖
が確認された。
(7) 廃棄物
脱水ケーキ及び前処理沈殿池スラッジについては、発
生抑制及び再利用の促進を図っている。
図-6 水質モニタリング調査地点

(3) 地形及び地質
専門家の協力によるアンモナイト等の化石含有状況の
確認、展示や学術研究の資料として管理等を実施してい
る。
(4) 動物
生息環境が改変されると想定される動物種について保
全措置を講じる。
鳥類のハチクマ、オジロワシ、オオタカ、ハイタカに
ついては、繁殖状況と工事中のモニタリング調査を行っ

5. 特徴的な取り組み
(1) 環境保全措置実施の手引き
ダム事業を進めるためには一定の時間が必要となるこ
とから、事業完了までには必然的に担当者が変わること
となる。そこで調査手法の確立と平準化を目的として、
専門家の助言と指導に基づきガイドラインを作成し、毎
年更新している。「動植物の環境保全措置実施の手引
き」では、保全対象種の設定、環境保全措置の方法や実
施手順についてまとめている。また、「猛禽類の環境保
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全措置実施の手引き」では、希少猛禽類の保全対象種の
設定、保全の進め方、工事中の配慮事項についてまとめ
ている。
(2) 景観づくりハンドブック
環境アセスメントにおける「景観」とは、対象事業周
辺にある既存の特筆すべき景観資源が事業により影響を
受ける度合いを評価するものであるが、本事業では、ダ
ム堤体、ダム湖、道路や橋梁などの関連構造物が、長い
年月にわたってその地域の景観と調和して人々に親しま
れるような良好な景観を創出するため、「幾春別川ダム
景観づくりハンドブック」を作成している。
作成にあたっては、学識者、地域住民代表、関係機関
からなる「幾春別川ダム景観検討委員会」を設立し、来
訪者の目線で景観を捉え、対象をどのようにデザインす
れば景観が良くなるかの手法・考え方を整理した。

収集・整理及び解析によるもであるが、専門家による現
地調査も実施している。調査区域で算出した化石として
は、アンモナイト類，イノセラムス類など地質学や古生
物学の研究や社会教育の発展・地域振興に寄与するもで
あった。また、直接改変を行う工事箇所については、専
門家の協力のもと、改変箇所におけるアンモナイト等の
含有状況の確認を行い、重要なものについては、登録、
展示や学術研究の資料として管理するとともに、必要に
応じて学術調査を行った。
(3) リサイクル型環境保全対策
a) 水辺の緑いっぱい作戦
ダムでは一般的に水位が変動するため、湖岸に植物が
生育するのは難しく、地肌が露出してしまい景観上、好
ましくない。そこで、水辺に強いタチヤナギとエゾミソ
ハギの苗を育成する活動を地域の方々の協力のもと、実
施している。

写真-3 （左）タチヤナギの埋枝作業 （右）集合写真

b) 伐採材を活用した保全対策
本事業における保全対象種であるエゾサンショウウオ
図-7 幾春別川ダム景観すくりハンドブック（視点場計画）
成体の生息空間の創出を目的に工事により発生した現地
伐採材を活用し、エコスタック（小動物や昆虫類を呼び
(3) 化石保全への取り組み
新桂沢ダム周辺の中生代白亜紀後期の地層から学術的， 込むために石や木材等を積み上げた構造物）を平成30年
に試験的に設置している（継続調査中）。
希少性の観点から重要な大型脊椎動物の化石やアンモナ
イトなどの軟体動物の化石が多数発見されている。

写真-2 （左）泥岩中のノジュール （右）割った断面と化石の一部

本事業では、地域の特性を生かし、環境アセスメント
としては稀な化石について取り上げている。検討にあた
ては、平成14年2月に「幾春別川ダム化石保全検討委員
会」を設置し、ダム建設により水没及び調査・工事に伴
い消失する化石を含む露頭の学術的資料保存を行い、関
係機関が協力し湛水区域及びその賦存する化石の消失を
最小限にとどめるよう努めるための「化石保全計画」を
策定した。
調査の基本的な手法は文献その他の資料による情報の

写真-4 （左）エコスタック設置状況 （右）エゾサンショウウオ

7. おわりに
完成してから60年以上経過した桂沢ダム周辺には、多
くの野生生物が生息し、ダム湖と周囲の自然が調和した
環境が生み出され、豊かな生態系が形成されている。新
桂沢ダムは、こうした豊かな自然を未来に継承していく
ことが重要であると考える。今後は、ダムの湛水に伴い
周辺環境がどのように変化していくか、モニタリング調
査により把握していく予定である。
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