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第５１１４条 植物調査    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０５ 

第５１１５条 鳥類調査    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０５ 

第５１１６条 両生類・爬虫類・哺乳類調査・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０６ 

第５１１７条 陸上昆虫類等調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０６ 

第５１１８条 ダム湖利用実態調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０６ 

第４節 成果品            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０７ 

第５１１９条 成果品      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０７ 

 

第２章 ダム治水利水計画 

第１節 ダム治水利水計画の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第５２０１条 ダム治水利水計画の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第２節 治水計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４０８ 

第５２０２条 治水計画の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第５２０３条 洪水調節計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第５２０４条 正常流量確保計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０９ 

第３節 利水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１０ 

第５２０５条 利水計画の区分   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１０ 
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第５２０６条 低水流出解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１０ 

第５２０７条 利水計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１１ 

第４節 成果品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１２ 

第５２０８条 成果品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１２ 

 

第３章 ダム地質調査 

第1節 ダム地質調査の種類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１３ 

第５３０１条 ダム地質調査の種類  ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・  ４－４１３ 

第２節 地形調査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１３ 

第５３０２条 地形調査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－４１３ 

第３節 広域調査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－４１４ 

第５３０３条 広域調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４－４１４ 

 

第４節 地表地質踏査     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１５ 

第５３０４条 地表地質踏査の基本的事項  ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１５ 

第５３０５条 ダムサイト候補地選定地表地質概査(1/5,OOO) ・・・・・・・  ４－４１５ 

第５３０６条 ダムサイト地表地質概査(1/2,500）・・・・・・・・・・・・  ４－４１６ 

第５３０７条 ダムサイト地表地質概査(1/500) ・・・・・・・・・・・・・  ４－４１７ 

第５３０８条 堤体材料採取候補地選定地表地質概査(1/5,OOO) ・・・・・・  ４－４１８ 

第５３０９条 堤体材料採取候補地選定地表地質概査(1/2,500) ・・・・・・  ４－４１９ 

第５３１０条 堤体材料採取候補地選定地表地質調査(1/1,000) ・・・・・・  ４－４２０ 

第５３１１条 貯水池周辺地表地質概査(1/2,500) ・・・・・・・・・・・・  ４－４２１ 

第５３１２条 貯水池周辺地表地質調査(1/1,OOO) ・・・・・・・・・・・・  ４－４２２ 

第５節 物理探査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１３条 物理探査の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１４条 物理探査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第６節 透水試験        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１５条 ルジオンテストの基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１６条 ルジオンテスト及び考察・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第７節 横坑調査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第５３１７条 横坑調査の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第５３１８条 横坑観察  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第８節 岩盤試験        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２５ 

第５３１９条 岩盤試験の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２５ 

第５３２０条 岩盤直接せん断試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２５ 

第５３２１条 岩盤変形試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２６ 

第９節 孔内観察        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第５３２２条 孔内観察  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 
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第10節  地質解析        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第５３２３条 地質解折の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第５３２４条 ダムサイト地質比較検討(1/5,000) ・・・・・・・・・・・・  ４－４２８ 

第５３２５条 堤体材料採取候補地地質比較検討(1/5,OOO) ・・・・・・・・  ４－４２８ 
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第５３２９条 堤体材料採取候補地地質解析(1/1,OOO) ・・・・・・・・・・  ４－４３２ 

第５３３０条 地質考察の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３３ 

第５３３１条 ダムサイト地質考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３３ 

第５３３２条 堤体材料採取侯補地地質考察・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３３ 

第５３３３条 貯水池周辺地質考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３４ 

第５３３４条 ダムサイト地質総合解析（概略設計段階）(1/500) ・・・・・  ４－４３５ 

第５３３５条 ダムサイト地質総合解析(実施設計段階)(1/500) ・・・・・・  ４－４３６

第５３３６条 堤体材料採取候補地地質総合解析(1/1,000) ・・・・・・・・  ４－４３７ 

第11節 岩盤掘削面スケッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３８ 

第５３３７条 ダムサイト基礎掘削面岩盤スケッチ(縮尺各種)・・・・・・・  ４－４３８ 

第５３３８条 堤体材料採取地掘削時材料評価・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３８ 

第５３３９条 堤体材料採取地掘削面スケッチ・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３９ 

第12節 第四紀断層調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４０ 

第５３４０条 第四紀断層調査の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４０ 

第５３４１条 第四紀断層調査(一次調査その１)  ・・・・・・・・・・・・  ４－４４０ 

第13節 成果品          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４１ 

第５３４２条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４１ 

  

第４章 ダム本体設計 

第１節 ダム本体設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０１条 ダム本体設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第２節 重力式コンクリートダム本体設計 ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０２条 重力式コンクリートダム本体設計の区分・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０３条 計画設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０４条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４９ 

第５４０５条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５０ 

第３節 ゾーン型フィルダム本体設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５３ 

第５４０６条 ゾーン型フィルダム本体構造設計 ・・・・・・・・・・・・  ４－４５３ 

第５４０７条 ゾーン型フィルダム本体設計の区分・・・・・・・・・・・・  ４－４５４ 

第５４０８条 計画設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５４ 

第５４０９条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５５ 

第５４１０条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５７ 
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第４節 成果品          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６０ 

第５４１１条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６０ 

 

第５章 ダム付帯施設設計 

第１節 ダム付帯施設設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 
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第５５０２条 ダム管理用発電設計の区分・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 

第５５０３条 可能性調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 

第５５０４条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６３ 

第３節 付帯施設設計    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第５５０５条 付帯施設設計の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第５５０６条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第５５０７条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第4節 成果品           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６５ 

第５５０８条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６５ 

 

第６章 施工計画及び施工設備設計 

第１節 ダム本体施工計画及び施工設備設計の種類・・・・・・・・・・・  ４－４６７ 
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第２節 コンクリートダム施工計画及び施工設備設計・・・・・・・・・・  ４－４６７ 

第５６０２条 コンクリートダム施工計画及び施工設備設計の区分・・・・・  ４－４６７ 

第５６０３条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６７ 

第５６０４条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６９ 

第３節 フィルダム施工計画及び施工設備設計・・・・・・・・・・・・・  ４－４７２ 
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第７章 その他 

第１節 背水計算        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８１ 
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第５７０４条 フィルダム洪水吐き水理模型実験・・・・・・・・・・・・・  ４－４８２ 

第５７０５条 放流管抽出水理模型実験・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８３ 
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第６編 道路編 

第１章 道路環境調査 
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第６１０２条 方法書 （案） の作成・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５００ 

第６１０３条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び 

          評価の手法の選定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０１ 

第６１０４条 調査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０１ 

第６１０５条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討  ・・・・・・・  ４－５０２ 
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第６６０８条 地下駐車場詳細設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７９ 
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