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「オンネトー地区道路環境保全会議」

報
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書

令和 3 年 11 月 5 日
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1. オンネトー地区道路環境保全会議＊ ができる背景
＊以下、保全会議とする

・ワークショップで説明された道路設計の法面植生について、外来植物の侵入防止対策
が課題とされた。
・平成 30 年、令和 1 年に外来種調査が行われ、この結果をもとに有識者の助言などによ
り駆除対象種の絞り込みと駆除方法について説明がなされた。
・この駆除を誰が行うか？住民協働により行うことの検討が始まる。

2．保全会議これまでの経過
2-1.新団体設立に向けた関係者による打ち合わせ
日時：令和 3 年 6 月 3 日

15：00～

場所：足寄町道の駅 1 階レストラン
内容：新団体設立趣旨のほか、団体参
加募集日程などについて意見交換。
参加者：岩原（雌阿寒自然塾）、山下・伊藤
（NPO 法人あしょろ観光協会）、澤村
（足寄町動物化石博物館）、岩淵・村石
（足寄町役場）、

建設管理部 6 名、

アークコーポレーション 3 名
2-2.参加募集案内の発送：令和 3 年 6 月 30 日
＊足寄町、阿寒町、帯広の各地域の団体へ発送。

2-3.団体参加者へ第 1 回準備会の開催案内発送：7 月 21 日
2-4.第 1 回準備会開催
日時：7 月 27 日 13：00～
場所：足寄町町民センター、オンネトー
内容：新団体について、モアショロ道路計画、意見交換、オンネトー現地視察
参加者：岩原（雌阿寒自然塾）、田村（足寄山友会）、山下（NPO 法人足寄町観光協会）、
尾崎（日本野鳥の会十勝支部）、高倉（川と河畔林を考える会）、坂入（NPO 法
人十勝多自然ネット）、武藤（浦幌野鳥倶楽部）、橋本（十勝川中流部市民協働会
議）、鏡（帯広ウチダザリガニ・バスターズ）、岩淵・村石（足寄町役場）、建設
管理部 6 名、アークコーポレーション 6 名

3．設立に向けた資料
3-1. 設立趣意書

『オンネトー地区道路環境保全会議』設立趣意書

雌阿寒自然塾
岩原 榮

現在、足寄町オンネトー地区において、雌阿寒岳噴火時のオンネトー湖周辺からの避難
道路として「一般道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線」建設計画が進められています。
この道路建設に伴い、自然環境保全対策について各専門分野の有識者や自然環境保全に関
心を持つ団体によるワークショップが平成 29 年より開始され、様々な視点からの意見によ
り、自然環境に配慮した道路設計が進められています。
令和 3 年度からは道路建設に向けた用地買収が開始され、今後、用地測量、立木調査及
び関係機関との調整等が終了した後に着工が予定されています。
当会議は、
「一般道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線」の施工に伴う環境保全活動につ
いて、この事業に関連する諸機関・団体等と協働で行うことにより、地域に根ざした環境
保全活動を提案、実施する主体となるべく設立するものです。また、今後工事遂行の段階
で考えられる様々な団体からの意見の受け皿のひとつとなり、これまでに本工事に関する
ワークショップで論議され、合意されてきた自然環境保全対策が確実に遂行されるよう、
活動を進めて行く予定です。
本会議の趣旨に賛同し、共にオンネトー地区の道路建設に伴う自然環境保全活動に協力
して下さる団体・個人の皆さまの参加をお待ちしています。

令和

年

月 日

3-2. 規

約

『オンネトー地区道路環境保全会議』規約
第１条（名称） 本会の名称は、オンネトー地区道路環境保全会議（以下、会議と言う）と称する。
第２条（目的）
「道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線」の避難路整備事業（以下、避難路という）の環境
保全活動を行うことを目的とする。
第３条（活動地区）
当会議の活動範囲は「道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線」避難路区域とその周辺（現地
確認等により決定）とする。
第４条（活動内容）
当会議は第２条の目的を達成するため、以下の活動を実施する。
1） オンネトー地区に関する自然環境保全啓発活動
2） 北海道が取り組む道路事業に伴う外来種侵入防止対策への協力
3） 施工段階等において発生する課題に関する意見交換
4） その他、当会議の目的を達成するために必要な活動
第５条（会議の構成メンバー）
当会議は以下の団体・個人で構成する。
1）
「道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線モアショロ原野地区の環境影響に関するワークシ
ョプ（以下、ＷＳという）
」に参加している団体、個人の内、参加を希望するもの。
2）当会議の主旨に賛同し、自発的に参加する団体、個人。
3）環境省、足寄町
4) 道路施工関係者（工事着手後）
第６条（代表）
代表は、構成メンバーの互選により決定する。任期は１年とし再選を妨げない。
第７条（事務局）
当会議の事務局を北海道十勝総合振興局帯広建設管理部（帯広市東 3 条南 3 丁目 1）におく。
第８条（活動期間）
当会議の活動は避難路の完了（完成）までとする。
第９条（会議）
会議は必要に応じて、代表が招集するものとする。
第１０条（会計）
活動実施にむけ、次の収入により運営する。
寄付金（随時）
第１１条（細則）
その他の細則については別途、協議する。
第１２条（施行）
この規約は令和 年 月 日より施行する。

4. 第 1 回準備会
日時：令和 3 年 7 月 27 日（火）

座長挨拶

オオハンゴンソウの説明

アメリカオニアザミの刈取り

13：00～ 足寄町町民センター会議室
14：00～ オンネトー外来種駆除候補地

参加団体

アメリカオニアザミの刈取り

刈り取った株に見出し杭を打ち
来年の開花状況を観察（10 株）

4-1.参加団体
団体名

参加者氏名

1

日本野鳥の会十勝支部

副支部長 尾崎 高博

2

川と河畔林を考える会

代 表

3

NPO 法人 十勝多自然ネット

理事

4

浦幌野鳥倶楽部

代 表

5

十勝川中流部市民協働会議

事務局員 橋本 聡

6

帯広ウチダザリガニ・バスターズ

代 表

7

雌阿寒自然塾

事務局長

8

足寄山友会

代 表

田村 勝夫

9

NPO 法人あしょろ観光協会

代 表

山下 昇

高倉 裕一
坂入 隆
武藤 満雄

鏡 坦
岩原 榮

4-2. 準備会資料
前述した設立趣意書・規約のほか、モアショロ WS について説明
【活動対象地区】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 活動対象地区
活動対象地区
（道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線整備予定地周辺を予定）
（道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線整備予定地周辺を予定）
至
至 阿寒
阿寒

剣ヶ峰
剣ヶ峰
道道オンネトー線
道道オンネトー線
雌阿寒岳
雌阿寒岳

阿寒富士
阿寒富士

至
至 足寄市街
足寄市街

道道モアショロ原野
道道モアショロ原野
螺湾足寄停車場線
螺湾足寄停車場線
L=1.8km
L=1.8km

旧町道雌阿寒
旧町道雌阿寒
オンネトー線
オンネトー線
L=3.0km
L=3.0km

整備区間（4.8km)
整備区間（4.8km)

11

【道路事業経過】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

オンネトー地区道路事業経過（道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線）
オンネトー地区道路事業経過（道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線）
年
年

経緯
経緯

H28.6月
H28.6月
H29.11月
H29.11月

●平成26年9月の御嶽山噴火を受け、文部科学省地震火山部会において、雌阿寒
●平成26年9月の御嶽山噴火を受け、文部科学省地震火山部会において、雌阿寒
岳を含む9火山が重点的な観測・研究を行う火山に指定される。
岳を含む9火山が重点的な観測・研究を行う火山に指定される。
●「雌阿寒岳火山防災計画（平成27年度版）」が策定され、計画の中で当該路線が
●「雌阿寒岳火山防災計画（平成27年度版）」が策定され、計画の中で当該路線が
噴火時の避難路として位置づけられる。
噴火時の避難路として位置づけられる。
●雌阿寒岳の火山性地震増加に伴い、噴火警戒レベルが１（平常）から２（火口周辺
●雌阿寒岳の火山性地震増加に伴い、噴火警戒レベルが１（平常）から２（火口周辺
規制）に引上げられる。
規制）に引上げられる。 ※H27.11.13に噴火警戒レベル１に引下げ
※H27.11.13に噴火警戒レベル１に引下げ
●環境省中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会（第31回）において、
●環境省中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会（第31回）において、
阿寒国立公園事業の変更について答申がなされ、同公園区域内の町道雌阿寒オン
阿寒国立公園事業の変更について答申がなされ、同公園区域内の町道雌阿寒オン
ネトー線の有効幅員変更（3.5ｍ→5.5ｍ）が認められる。
ネトー線の有効幅員変更（3.5ｍ→5.5ｍ）が認められる。
●自然環境調査開始
●自然環境調査開始
●町道雌阿寒オンネトー線が道道に昇格となり、道道モアショロ原野螺湾足寄停車
●町道雌阿寒オンネトー線が道道に昇格となり、道道モアショロ原野螺湾足寄停車
場線の一部となる
場線の一部となる
●第一回懇談会が開催される。
●第一回懇談会が開催される。
●第一回ワークショップが開催される。
●第一回ワークショップが開催される。

H30.1月
H30.1月

●平成29年度公共事業（大規模等）事前評価地区に登録
●平成29年度公共事業（大規模等）事前評価地区に登録

H30.6月
H30.6月

●「平成２９年度政策評価（公共事業評価）」の評価結果「要望を行うことは妥当」
●「平成２９年度政策評価（公共事業評価）」の評価結果「要望を行うことは妥当」

H26.11.20
H26.11.20

H27.5月
H27.5月
H27.7.28
H27.7.28
H27.12.22
H27.12.22

H28.3月
H28.3月

●雌阿寒岳の火山性地震増加に伴い、噴火警戒レベルが１（平常）から２（火口周辺
●雌阿寒岳の火山性地震増加に伴い、噴火警戒レベルが１（平常）から２（火口周辺
規制）に引上げられる。※H30.12.21に噴火警戒レベル１に引下げ
規制）に引上げられる。※H30.12.21に噴火警戒レベル１に引下げ
R2.10～11月
R2.10～11月 ●ワークショップ、現地視察を継続して実施
●ワークショップ、現地視察を継続して実施

H30.11月
H30.11月

22

【調査・ワークショップ開催経過】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

自然環境調査及び懇談会・ワークショップ（WS）開催経過
自然環境調査及び懇談会・ワークショップ（WS）開催経過
年度
年度

内容
内容

備考
備考

H27
H27

自然環境調査
自然環境調査

動植物調査、地表地質踏査、既存資料調査
動植物調査、地表地質踏査、既存資料調査

H28
H28

第1回懇談会(6/17)
第1回懇談会(6/17)

H29調査計画説明、現地視察
H29調査計画説明、現地視察

自然環境調査(6月～2月)
自然環境調査(6月～2月)

哺乳類、爬虫類・両生類、昆虫類、魚介類、鳥類、景観
哺乳類、爬虫類・両生類、昆虫類、魚介類、鳥類、景観

第2回懇談会(3/17)
第2回懇談会(3/17)

H28調査結果、H29調査計画説明
H28調査結果、H29調査計画説明

自然環境調査(5月～10月)
自然環境調査(5月～10月)

哺乳類、両生類、鳥類、植物、地質
哺乳類、両生類、鳥類、植物、地質

第1回懇談会(8/8)
第1回懇談会(8/8)

H29調査結果、保全対策案説明、現地視察
H29調査結果、保全対策案説明、現地視察

第1回WS(11/1)
第1回WS(11/1)

H28、H29調査結果、保全対策案説明、現地視察
H28、H29調査結果、保全対策案説明、現地視察

第2回WS(3/30)
第2回WS(3/30)

H29調査結果、道路設計説明、H30調査計画及び事業計画説明
H29調査結果、道路設計説明、H30調査計画及び事業計画説明

自然環境調査(4月～9月)
自然環境調査(4月～9月)

鳥類、植物
鳥類、植物

現地視察(6/29)
現地視察(6/29)

植物方形区位置、ヒカリゴケ生育地、重要種移植検討対象種、外来種調査説明
植物方形区位置、ヒカリゴケ生育地、重要種移植検討対象種、外来種調査説明

第1回WS(11/21)
第1回WS(11/21)

H30調査結果、道路設計説明
H30調査結果、道路設計説明

第2回WS(3/11)
第2回WS(3/11)

H30調査結果・計画、前回WS質問意見等
H30調査結果・計画、前回WS質問意見等

現地視察(9/10)
現地視察(9/10)

外来植物生育状況確認
外来植物生育状況確認

第1回WS(11/29)
第1回WS(11/29)

R1調査結果、道路設計、R2調査計画、前回WS質問意見等
R1調査結果、道路設計、R2調査計画、前回WS質問意見等

第2回WS(3/16※）
第2回WS(3/16※）

R2事業・調査計画説明、前回WS質問意見等
R2事業・調査計画説明、前回WS質問意見等
※新型コロナウイルス対応で資料を送付。
※新型コロナウイルス対応で資料を送付。

第1回WS(10/6)
第1回WS(10/6)

R2調査結果（中間報告）、R2事業計画説明、前回WS質問意見等
R2調査結果（中間報告）、R2事業計画説明、前回WS質問意見等

現地視察(11/5)
現地視察(11/5)

駆除対象外来種生育状況確認
駆除対象外来種生育状況確認

H29
H29

H30
H30

R1
R1

R2
R2

33

【参加者】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

懇談会・ワークショップ及び本会議参加者
懇談会・ワークショップ及び本会議参加者
懇談会有識者名簿
懇談会有識者名簿
氏名
氏名
加賀屋
加賀屋 誠一
誠一
柳川
柳川 久
久
山本
山本 純郎
純郎
飯嶋
飯嶋 良朗
良朗
持田
持田 誠
誠
石垣
石垣 章
章
澤村
澤村 寛
寛

分野
分野
自然災害科学、都市工学
自然災害科学、都市工学
野生動物管理学
野生動物管理学
鳥類（シマフクロウ）
鳥類（シマフクロウ）
鳥類（一般鳥類）
鳥類（一般鳥類）
植物
植物
淡水魚類
淡水魚類
地質
地質

所属・役職
所属・役職
北海道大学名誉教授
北海道大学名誉教授
国立大学法人
国立大学法人 帯広畜産大学
帯広畜産大学 副学長
副学長
環境省シマフクロウ保護増殖委員
環境省シマフクロウ保護増殖委員
日本野鳥の会十勝支部
日本野鳥の会十勝支部 監査
監査
浦幌町立博物館
浦幌町立博物館 学芸員
学芸員
十勝川の生態系再生実行委員会
十勝川の生態系再生実行委員会
足寄町動物化石博物館
足寄町動物化石博物館 特任学芸員
特任学芸員

ワークショップ参加団体名簿
ワークショップ参加団体名簿
団体名
団体名
足寄山友会
足寄山友会
帯広ウチダザリガニ・バスターズ
帯広ウチダザリガニ・バスターズ
川と河畔林を考える会
川と河畔林を考える会
十勝自然保護協会
十勝自然保護協会
NPO法人
NPO法人 十勝多自然ネット
十勝多自然ネット
日本野鳥の会十勝支部
日本野鳥の会十勝支部
雌阿寒自然塾
雌阿寒自然塾

備考
備考
座長
座長

・本会議参加団体名簿
・本会議参加団体名簿
団体名
団体名
足寄山友会
足寄山友会
帯広ウチダザリガニ・バスターズ
帯広ウチダザリガニ・バスターズ
川と河畔林を考える会
川と河畔林を考える会
NPO法人
NPO法人 十勝多自然ネット
十勝多自然ネット
日本野鳥の会十勝支部
日本野鳥の会十勝支部
雌阿寒自然塾
雌阿寒自然塾
NPO法人あしょろ観光協会
NPO法人あしょろ観光協会
十勝川中流部市民協働会議
十勝川中流部市民協働会議
浦幌野鳥倶楽部
浦幌野鳥倶楽部

新参加
新参加
団体
団体

オブザーバーとして、
オブザーバーとして、
環境省（釧路自然環境事務所阿寒湖自然保護官事務所）
環境省（釧路自然環境事務所阿寒湖自然保護官事務所）・
・北海道森林管理局（十勝東部森林管理署）・
北海道森林管理局（十勝東部森林管理署）・足寄町が参加
足寄町が参加

44

【取り組み】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線建設に伴う自然環境保全に関わる取組
道道モアショロ原野螺湾足寄停車場線建設に伴う自然環境保全に関わる取組
1.自然環境調査結果によって確認された重要種生物（主に国及び北海道レッドリスト
1.自然環境調査結果によって確認された重要種生物（主に国及び北海道レッドリスト
記載種※別紙参照）の保全
記載種※別紙参照）の保全 道路線形の検討、歩行性動物対策等（有識者及び
道路線形の検討、歩行性動物対策等（有識者及び
WSでの意見を反映）
WSでの意見を反映）
2.
2. 道路建設後の法面への外来種植物侵入防止対策
道路建設後の法面への外来種植物侵入防止対策

オンネトー地区道路環境保全会議の今後の取組（案）
オンネトー地区道路環境保全会議の今後の取組（案）

1.施工に伴う道路関係者との意見調整
1.施工に伴う道路関係者との意見調整
2.足寄地区学校に対する環境教育場の提供
2.足寄地区学校に対する環境教育場の提供
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【外来種対策】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

外来植物侵入防止対策方針
外来植物侵入防止対策方針
（周辺環境への影響が大きいとされる植物を7種選定）
（周辺環境への影響が大きいとされる植物を7種選定）
駆除対象外来植物
駆除対象外来植物 工事前に7種の内2種を駆除。他の外来種はその後対応。
工事前に7種の内2種を駆除。他の外来種はその後対応。
フランスギク
フランスギク

アメリカオニアザミ
アメリカオニアザミ

キバナコウリンタンポポ
キバナコウリンタンポポ

オオハンゴンソウ
オオハンゴンソウ

オオアワダチソウ
オオアワダチソウ

セイヨウタンポポ
セイヨウタンポポ

コウリンタンポポ
コウリンタンポポ

植物写真の出典
植物写真の出典
北海道の植物図鑑（2016）
北海道の植物図鑑（2016）
「北海道の植物図鑑」プロジェクト
「北海道の植物図鑑」プロジェクト

オオハンゴンソウ：特定外来生物であること、道路予定地周辺には1箇所（工事予定地外）にしか群落がなく、面積も
オオハンゴンソウ：特定外来生物であること、道路予定地周辺には1箇所（工事予定地外）にしか群落がなく、面積も
2m×20m程度と狭いことから、工事前に除去が可能であり、工事前に種子供給源を断つため。
2m×20m程度と狭いことから、工事前に除去が可能であり、工事前に種子供給源を断つため。
アメリカオニアザミ：現道周辺に広く分布し、種子が風によって広範に散布されることから、工事前に種子供給源を減
アメリカオニアザミ：現道周辺に広く分布し、種子が風によって広範に散布されることから、工事前に種子供給源を減
らすことで、道路工事後に法面への侵入量を減少させるため。
らすことで、道路工事後に法面への侵入量を減少させるため。
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【ワークショップと保全会議の流れ】
オンネトー地区道路環境保全会議
オンネトー地区道路環境保全会議 準備会資料
準備会資料

R3.7.27
R3.7.27

令和３年度
令和３年度 モアショロ原野螺湾足寄停車場線ワークショップ・住民協働環境保全の流れ
モアショロ原野螺湾足寄停車場線ワークショップ・住民協働環境保全の流れ
ワークショップ（ＷＳ）
ワークショップ（ＷＳ）

オンネトー地区道路環境保全連絡会議
オンネトー地区道路環境保全連絡会議
住民協働による環境保全活動（Ｒ３は活動準備期間）
住民協働による環境保全活動（Ｒ３は活動準備期間）

Ｒ３．４月
Ｒ３．４月
５月
５月
６月
６月
オンネトー地区道路環境保全会議（準備会）
オンネトー地区道路環境保全会議（準備会）

７月
７月
８月
８月
９月
９月

現地調査（予定）：外来植物駆除試験実施状
現地調査（予定）：外来植物駆除試験実施状
況確認、外来植物侵入状況確認など
況確認、外来植物侵入状況確認など

活動経過報告
活動経過報告

１０月
１０月
１１月
１１月

第
第 11 回ワークショップ
回ワークショップ 意見等
意見等

１２月
１２月
Ｒ４．１月
Ｒ４．１月
２月
２月
３月
３月

第１回ＷＳ開催後にオンネトー地区道路環境
第１回ＷＳ開催後にオンネトー地区道路環境
保全会議（準備会）を開催予定
保全会議（準備会）を開催予定
活動内容策定
活動内容策定
（案）
（案）
活動内容（案）報告
活動内容（案）報告

第
第 22 回ワークショップ
回ワークショップ 意見等
意見等

活動内容策定
活動内容策定
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4-3.

質

参加団体との意見交換（概要）

問：

【規約について】
・規約の会議の構成メンバーの項目に WS に参加している団体とあるが、WS 参加団体が
全て参加するという意味なのかどうか不明なので、整理した方が良い。
・規約の施行日が令和 3 年 7 月 1 日となっているので、こちらも実際の施行日にした方が
良い。
（建設管理部）
・規約の文言については、この会議が本格的に始まるのは来年 4 月以降なので、来年 4 月
までに検討していきたい。
【ワークショップとの違いについて】
・ワークショップにおいて外来種対応等の環境保全対策について話し合ってきたが、それ
と、この団体との違いは何か？
（座長）
・ワークショップでは自然環境調査結果や有識者からの意見を参考に外来種駆除方針を含
めた環境保全対策方針について話し合ってきているが、具体的な作業を誰がどのよう行
うのかについてははっきりしていなかったと認識している。地元で自然環境保全に関心
を持つ団体・個人として、実際の外来種駆除活動を含めたオンネトー道路周辺の自然環
境保全活動に取り組もうと考えてこの会を立ち上げた。WS では方針を検討する場、こ
の団体は実際の作業を含めた活動を行う場と考えている。
【工事完成について】
・この団体は規約では工事完成までの活動となっているが、実際工事完成はいつ頃なの
か？
（建設管理部）
・今年と来年に用地測量や用地買収、関係機関との協議をする予定で、工事開始時期と完
成時期は未定。

意

見：

【観察会】
・現地の自然環境の状況を知るために、観察会などがあると良い。
・野鳥は 5 月～7 月の早朝によく囀るので、前日からキャンプもしたい。

5. 今後について
5-1. ワークショップの目的
・モアショロ原野螺湾足寄停車場線ワークショップ
モアショロ原野螺湾足寄停車場線に伴う環境保全の計画を作成することを目的
とする。
・オンネトー地区道路環境保全会議
モアショロ原野螺湾足寄停車場線の工事進行に伴う環境改変に対し、その保全
と再生、調整を目的に行動することを目的とする。
（活動案内等は保全会議岩原の名で発信し、問合せ等連絡先は建設管理部宛と
する。）
5-2. 当面の活動案（R4 年度）
・外来種駆除試験
今年度の試験に引き続き、保全会議メンバーが中心となって継続する。
・自然観察
一般募集も含めてオンネトー地区の環境価値の再確認を行い、価値創造へとつ
なげる。また、地質、化石等も対象とする。
・足寄町立螺湾小学校との連携
・北海道足寄高等学校との連携
上記 3，4 は足寄在住の岩原氏が調整。今年度内に翌年度以降の可能性を明確にし
たい。
5-3. 工事に伴う活動案
上記の活動案に加えて、工事着手以降は受注施工業者にも参加していただき、ＰＤ
ＣＡサイクルで確認し合う。（Plan=計画、Do=実施、Check=監視、Act=改善）
・着手時
工事施工計画のうち、周辺環境に関係する部分について意見交換を行い、保全
会議から要請と確認を行う。
・工事施工時
保全会議から視察と意見交換を行う。
・工事終了時
翌年度の工事に向けて総括し、反省点などを確認する。

