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環境影響評価技術ガイド 放射性物質 の公表について お知らせ

 環境省 事業者 環境影響評価 際 参考 す 放射性物質 係 調査等 基本的 考え方や手法 環境保全措置 内容等 い
環境影響評価技術ガイ 放射性物質 し 取 ま ました 知 せします  

．経緯

 放射性物質 環境 汚染 防止 た 関係法律 整備 関す 法律 平成25年６⽉ 公布 環境影響評価法 い 放射性物質
係 適用除外規定を削除す 改正 ⾏わ ました 平成2、年６⽉ ⽇施⾏  

 改正を受け 環境省 平成26年６⽉ 環境影響評価法 基 く 基本的事項 を改正しました  
 を受け 環境省 い 環境影響評価技術手法 関す 検討会 放射性物質分野 を設置し 事業者 環境影響評価 際 参考 す

放射性物質 係 調査等 基本的 考え方や手法 環境保全措置 内容等 い 検討を⾏い 平成2、年 ⽉ 環境影響評価技術ガイ
放射性物質 案 し 取 ま ました  

 本案 い 平成2、年 ⽉2、⽇ ⽉25⽇ま 間 パブリックコメン を⾏い そ 結果を踏まえ 今般 環境影響評価技術ガイ
放射性物質 し 取 ま ました 公表します

 
．概要

 本ガイ 一般環境中 放射性物質 係 環境影響評価 項目 選定並び 調査・予測及び評価 手法 選定等 関す 基本的 考え方や具
体的 手法 い 環境影響評価法 対象事業 共通す 内容を中心 主 当面 課題 し 対応 求 事故由来放射性物質を対象

現時点 知⾒や状況等を勘案し 検討した結果を踏まえ 取 ま た す 実施 当た 本ガイ を参考 した上 個別事
業 事業特性や地域特性等を十分 踏まえ 最適 手法を選択す 必要 す

 
<対象>

○当面 課題 し 対応 求 事故由来放射性物質を対象 検討

・避難指示区域等 法対象事業を実施す 場合 一 目安

・土地 形状 変更等 伴い放射性物質 相当程度拡散・流出す そ あ 事業

 
<ガイ 目次>

第 章 放射性物質 環境影響評価 基本的 考え方

さ.さ 環境影響評価法 放射性物質を取扱う 当た 基本的 考え方 整理

さ.2 放射性物質 環境 構成要素 し 整理 考え方

さ.3 放射性物質 環境 汚染 状況 把握 方法

さ.4 調査 予測及び評価 手法 考え方

さ.5 環境保全措置 考え方

さ.6 土地 形状 変更等 伴い放射性物質 相当程度拡散・流出す そ あ 事業 け 留意事項

さ.、 供用中 放射性物質を取扱いう 事業 け 留意事項

 
第 章 放射性物質 環境影響評価手法

2.さ 計画段階 環境影響評価手法 配慮書  
2.さ.さ 計画段階配慮事項 選定 考え方

2.さ.2 計画段階 調査手法

2.さ.3 計画段階 予測・評価手法

2.2 事業実施段階 環境影響評価手法 方法書 準備書 評価書及び報告書  
2.2.さ 環境影響評価項目 選定 考え方

2.2.2 調査 予測及び評価 手法 選定 考え方

2.2.3 調査手法

2.2.4 予測手法

2.2.5 環境保全措置

2.2.6 評価手法

2.2.、 事後調査

2.2.。 環境保全措置等 結果 報告及び公表
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連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課 
直通  ：ご3-552さ-。235 
代表  ：ご3-35。さ-335さ 
課⻑  ：大森 恵子 内線623ご  
課⻑補佐：相澤 寛史 内線6233  
専門官 ：會田 義明 内線6235  

当  ：⽔落 朋子 内線6235  
 

関連情報

平成2、年さ⽉2、⽇
環境影響評価技術ガイ 放射性物質 案 対す 意⾒募集 パブリックコメン い 知 せ
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