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第１回都市計画道路３・３・７７号空港通技術検討会 議事録

○開催日時：平成２８年１２月２１日（水） １８：００～１９：２０

○開催場所：函館市役所本庁舎 ８階第３会議室

○出席者

委 員：３名

函館建設管理部：６名

函館市：７名

函館開発建設部：４名

○傍聴者

報道関係：３名

次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 委員紹介・事務局紹介

４ 検討会の運営

５ 座長の選出

６ 議 題

（１）事業概要について

（２）調査概要について

（３）対策工について

７ その他

８ 閉 会

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（１ 開 会）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（道路建設課主査）

定刻となりましたので，はじめたいと思います。

まず，検討会を開催する前に注意事項とお願いがあります。

会議中は，報道関係者や傍聴者は，写真，ビデオ等の撮影，録音，録画等はできません。

報道関係者の皆様の中で，写真，ビデオ等の撮影をしたい方がいらっしゃいますでしょうか。

いらっしゃいましたら，今から，若干，時間をとりますので，その間撮影してくださるよう，お願い

いたします。

よろしいでしょうか。

撮影の時間は以上で終了します。

これ以降は，写真，ビデオ等の撮影，加えて録音についても禁止となります。

また，注意事項ですが，傍聴される方におきましては，検討会中の発言はできませんのでよろしくお

願いいたします。

（道路建設課主査）
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それでは，ただいまから，第１回都市計画道路３・３・７７号空港通技術検討会を開催します。

座長の選出までの間，司会進行を務めさせていただきます。

どうぞ，よろしくお願いします。

それでは，検討会の開催にあたり，函館市土木部次長よりご挨拶を申し上げます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（２ 挨 拶）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

［土木部次長挨拶］

－－－－－－－－－－－－－－－－－（３ 委員紹介・事務局紹介）－－－－－－－－－－－－－－－

（道路建設課主査）

次に，委員の皆様を五十音順で，ご紹介させていただきます。

［委員の紹介］

［事業者の紹介］

［オブザーバーの紹介］

［事務局の紹介］

（道路建設課主査）

次に，本日お配りした資料の確認をさせていただきます。

次第，座席表，検討会名簿，資料１検討会の設置要綱，資料２検討会の運営について，資料３検討会

資料になります。

ない資料がございましたらお申し出ください。

よろしいでしょうか。

続いて，本日の日程でございますが，お手元の会議次第に従って議事を進め，１時間半を目処とし，

終了を午後７時半とさせていただきますので，よろしくお願いします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（４ 検討会の運営）－－－－－－－－－－－－－－－－－

（道路建設課長）

それでは，次第４検討会の運営についてご説明いたします。

お手元の資料２をご覧ください。

はじめに，１趣旨でございますが，北海道は，現在，国が実施している函館新外環状道路の平成３２

年度の開通に併せ，都市計画道路３・３・７７号空港通の函館空港ＩＣから函館空港までの区間におい

て事業を進めておりますが，事業区域内の一部の地下において，過去に埋め立てられた塵芥物が確認さ

れたことから，現地の状況を考慮した道路築造手法について当市に意見が求められております。

そのようなことから，高度で専門的な見地からの検討が必要となり，塵芥物を考慮した道路築造手法

の選定について，この度，有識者の皆様にお集まりいただき検討をお願いするものでございます。

２開催スケジュールといたしましては，本日，第１回は，道路区域内における地質調査等の結果，塵

芥物を踏まえた道路築造手法などについてご議論いただき，第２回以降は，それを踏まえ更なる検討を

頂き， 良案をまとめ，来年３月までの全４回を予定しております。

３会議の公開につきましては，情報公開の観点から，本検討会は原則公開といたしますが，非公開事

項に該当するおそれがあると認められるときは，非公開といたします。

非公開事項につきましては，個人や法人等の権利が不当に侵害されるおそれがある場合，また，検討，



- 3 -

調査に関する事項であって， 終的な意思決定に至っていない情報，また，その情報を公開することに

よって，誤解を招いたり，自由な討議，公正な判断に支障が生ずる場合などが該当するものといたしま

す。

４会議録および会議資料の取扱いにつきましては，会議録は逐語形式で作成し，次回委員会で確認の

うえ，本市のホームページにより公開いたします。

また，会議資料につきましても，ホームページにより公開いたします。

なお，非公開事項に該当するおそれがあると認められるときは，非公開とします。

説明は，以上でございます。

これについて，委員の皆様のご意見，ご質問などはありませんでしょうか。

（委員）

ありません。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（５ 座長の選出）－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（道路建設課主査）

それでは次第の５座長の選出について，事務局から説明申し上げます。

（道路建設課長）

座長につきましては，検討委員会設置要綱第４条の規定で，互選により定めることとなっております

が，選出方法はいかがいたしましょうか。

（委員Ｂ）

事務局から提案ください。

（道路建設課長）

ただいま，事務局提案というご発言がございました。

よろしいでしょうか。

（委員Ａ・委員Ｃ）

異議なし。

（道路建設課長）

事務局では，座長にＣ委員にお願いしたいと考えております。

Ｃ委員は，本市の廃棄物処理施設 整備技術検討委員会 委員長を務め，函館市の廃棄物処理，インフ

ラ整備に高い見識をお持ちでございます。

いかがでしょうか。

（委員Ａ・委員Ｂ）

異議なし。

（道路建設課長）

異議なしのご発言がありましたので，座長にはＣ委員が選出されました。

それでは，これより，Ｃ座長に議事の進行をお願いいたします。

（座長）

ただいま，座長に選出いただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

当技術検討会は，道路事業において調査・設計を実施したところ，事業区域の一部の地下に，過去に

埋められた廃棄物が確認されたことを受け，これを踏まえた道路築造方法を検討することを目的として
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います。

そのため，地盤工学がご専門のＡ委員，また，廃棄物処理がご専門のＢ委員からご意見を頂き，この

事業が円滑に進むよう，技術的に 良の工法を見いだして参りたい考えております。

どうぞ，よろしくお願いします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（６ 議 題）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－（１）事業概要について－－－－－－－－－－－－－－－－

（座長）

それでは，議事に入ります。

議題（１）事業概要についてでございますが，事務局より説明をお願いします。

（道路建設課長）

それでは，議題（１）の事業概要，空港通の事業経緯についてご説明いたします。

スクリーンおよび資料１ページをご覧ください。

画面の左側に国が事業を進めております地域高規格道路「函館新外環状道路」をお示ししております。

現在，道道赤川函館線の赤川ＩＣまでを開通しておりますが，引き続き東側の赤川ＩＣから日吉ＩＣ

を経由した函館空港ＩＣまで，平成３２年度の開通を目指し事業を進めているところでございます。

画面右側になりますが，北海道では，この函館新外環状道路の函館空港ＩＣと函館空港を結ぶ道路，

延長約８００ｍを平成２７年都市計画道路の事業認可を得て，平成２８年事業着手し，現在，測量調査，

土質等の調査および道路設計を実施しているところでございます。

事業に至る経緯といたしましては，昭和６０年に函館市の都市交通網を形成するため，市街地外縁部

を通過する主要幹線街路として新外環状線を，また，併せて函館空港までを結ぶ幹線街路として空港通

を都市計画決定しております。

平成１８年には，新外環状線が幹線街路から自動車専用道路に道路機能を変更したことに併せて，事

業区間の幅員について路肩や歩道を縮小することとし，３０ｍから２６ｍに変更しております。

私からの説明は，以上でございます。

これより，北海道の調査資料に基づくご説明となります。

調査内容の情報は，検討段階にあり，議題（２）調査概要以降は非公開とし机上資料による説明とい

たします。

座長いかがでしょうか。

（座長）

事務局のほうから一部資料が非公開により，机上資料による説明としたいとのことですが，委員の皆

様いかがでしょうか。

（委員Ａ・委員Ｂ）

異議なし。

（座長）

異議なしとのことですので，そのようにさせていただきます。

事務局さんそれでお願いします。

（道路建設課長）

ありがとうござます。

それでは，北海道よりよろしくお願いします。
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（函館建設管理部）

それでは，引き続き，事業概要について，ご説明いたします。

資料２ページ事業平面図をご覧ください。

画面中央上側の黒の矢印部分の函館新外環状道路は国の施工区間となっておます。

赤の矢印で示している延長０．８ｋｍ，北海道が施工する空港通の区間となります。

道路外側のオレンジ色の区域が切土区間で，緑色が盛土区間となります。

資料３ページ道路構造をご覧ください。

縦断計画図では，切土区間は，起点から延長約１３０ｍと測点約５００から終点までの延長約２５０

ｍで切土する高さは０～４ｍでございます。

それ以外の区域は，ほぼ原地盤と道路計画高はほぼ同じでございます。

道路の断面構造は，標準幅員２６ｍ，歩道両側３．５ｍ，中央分離帯３．０ｍ，車道片側２車線６．

５ｍ，停車帯１．５ｍで構成されていおります。

説明は，以上でございます。

（座長）

ありがとうございました。

ただいま，事業者から事業の概要について説明がありましが，こちらについて，何かご質問，ご意見

などはありませんでしょうか。

ご意見がありましたら，お知らせください。

（委員Ａ）

函館新外環状道路と３・３・７７号空港通との取付部の勾配が２．５％となっているのは，函

館新外環状道路の施工基面がもう既にそこで決まっており，そこにすり合わせた結果こういう勾

配になっているのですか。

（函館建設管理部）

新外環状道路が整備中で，その縦断計画に合わせた形で空港通を接続させております。

（委員Ａ）

わかりました。

既に新外環状道路がある程度出来上がってきているということなので，そこにここをすり合わ

せたということですが，他に比べると少し急だなという印象があったものですから，そういう状

況だということを理解しました。

（座長）

他に何かございますか。

（委員Ｂ）

今のことに関連して，現在，新外環状道路の工事はどのくらいまで進捗しているのですか。

もうかなりできているのか，現状を教えてください。

（函館開発建設部）

今年の３月末現在の事業の進捗率としては４９％です。

（委員Ｂ）

今，この図面にあるその右側の区間ですね。

（函館開発建設部）

ここについては工事はまだ着手しておりません。
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（委員Ｂ）

まだ未着手ですか。

わかりました。

（座長）

他は，よろしいでしょうか。

それでは今，接続部分の勾配と着手の状況を確認しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－（２）調査概要について－－－－－－－－－－－－－－－

（座長）

それでは議題（２）調査の概要について事務局より説明をお願いします。

（函館建設管理部）

調査概要について，ご説明いたします。

これより以降の資料については，調査中および検討中の資料のため非公開とさせていただきます。

なお，丁寧な説明をしたいと思いますのでよろしくお願いします。

調査概要について，ご説明いたします。

資料４ページ事業箇所の概要をご覧ください。

土質調査により，一部に廃棄物が確認されたことから，その範囲を想定するため，昭和３８年の航空

写真図面により，当時の沢地形の範囲を想定した図面をお示しており，この区域を埋立想定範囲として

おります。

資料５ページ地質調査概要についてをご覧ください。

土質調査のボーリング箇所は，全１３孔，そのうち観測孔が６カ所となっております。

資料６ページをご覧ください。

廃棄物層は道路の延長上に１５０ｍ程度，厚さは 大９ｍ程度の範囲に分布することが，確認されて

おります。

資料７ページをご覧ください。

廃棄物の調査としては，ボーリング試料を紙類，ゴム類，木類，有機物，金属，ガラス，コンクリート，

雑物の８組織および水分，灰分，可燃分の３成分で分析しています。

結果は，紙・木類の可燃物が２．１％から２６．９％，不燃物が７３．１％から９７．９％の結果で

した。

窒素と炭素の比率は１８から７６の結果でした。

資料８ページをご覧ください。

土壌調査については，土壌環境基準が定められている水銀等の２６項目，土壌汚染対策法に基づくカ

ドミウム等の含有基準９項目，および１－４ジオキサンの溶出量を調査したところ，全て環境基準を適

合しておりました。

また，ダイオキシン類の濃度も環境基準に適合しております。

資料９ページをご覧ください。

廃棄物内の保有水の調査結果を報告します。

廃棄物の埋立場内にある水質の基準がないことから，参考に地下水環境基準と比較しております。

結果は，健康項目であるカドミウム等３２物質のうち，ホウ素がボーリング２孔の試料で環境基準に

不適合となっていますが，そのほかは全て環境基準に適合しています。
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資料１０ページをご覧ください。

発生ガス量の調査については全てゼロでした。

また，内部ガスは確認されており，廃棄物の分解過程で発生したガスが排出されず停滞していた可能

性が高い状況と思われます。

説明は，以上でございます。

（座長）

それでは，ただいま事業者から，これまで調査しました地質および環境にかかる説明がありま

した。

これについて何かご意見などはございませんか。

（委員Ｂ）

過去に廃棄物が埋められていた埋立地を利用する場合は，その処分が完了しているかどうか，

安定しているかというのが非常に重要なポイントになります。

このデータを拝見したのですが，まず函館市の環境部としてはどのような判断をされているか，

初に伺っておきたいのですが。

（座長）

これは市の環境部サイドに対しての質問かと思いますが，事務局お願いします。

（環境対策課長）

今のご質問の回答の前に二点ほど説明させていただきます。

現在，廃棄物の処理は廃棄物処理法の規定に基づいて行っておりますが，この埋立地が使用さ

れていた当時は，廃棄物処理法の前の法律である清掃法という法律に基づき，廃棄物の処理が行

われておりました。

当時の法律では，今でいう一般廃棄物，産業廃棄物という区分もなく，また，埋立処分場の構

造基準もありませんでした。

現在では，廃棄物問題は社会問題ともなり，色々なイメージをお持ちかと思いますが，当時の

状況は現在とかなり違うということをまず持ってご理解いただきたいと思います。

それともう一点ですが，現行の廃棄物処理法では，今回のような旧埋立地の跡地利用に関する

指導権限は都道府県知事にあり，廃棄物処理法の政令で定める市である市長にも都道府県知事と

同等の権限があります。

この規定に基づき，政令で定める市である本市が本市域内でのこの度の事案に関する指導権限

を有しておりますので，私の回答につきましては，原則，当該旧埋立地を設置していた市の立場

ではなく，法に基づく指導権限を有する市の立場で回答させていただきますのでよろしくお願い

いたします。

それでは，ご質問について回答いたします。

環境部といたしましては，全体的にデータ数が少ないことから，それに基づく正確な判断は難

しい部分もございますが，これまでの全国的な事例を踏まえ資料を見る限りにおいては，土壌の

環境基準を達成していること，発生ガスが認められないことなどから現地において生活環境に支

障が生じているような状況になっていないものと考えております。

また，旧埋立地内の保有水については，地下水環境基準との比較の結果，ホウ素以外の各項目

は基準を達成していることから概ね安定していると考えております。

ホウ素の超過理由につきましては，ホウ素は海水に多く含まれていることから，海岸部や過去
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に海であった土壌から比較的高い濃度が検出されることがありますが，この場所については地歴

から見てもそのような場所であったと判断するのは難しいと考えます。

一方，過去に他の自治体が行った調査では， 終処分場の浸出水からも一定程度のホウ素が検

出されておりますが，そのホウ素がどの廃棄物に由来するものなのかまでは特定できなかったと

しております。

これらのことから，資料を見る限りにおいては，当該旧埋立地の現況は概ね安定しているので

はないかと考えております。

（座長）

Ｂ委員，いかがでしょう。

（委員Ｂ）

データとしては，少ないのですが，ここに示している結果としては安定しているというふうに

読み取れるとは思います。

しかし安定はしていても，工事で土砂や廃棄物を掘り返すような状況になりますと，今まで安

定して収まっていたガスなどが噴出する懸念が非常に高いと思います。

現在の 終処分場でも，処分場廃止後にその土地を利用する場合は，廃棄物処理法の規定に基

づき非常に慎重に対応しなくてはいけないので，この場所を工事する際には環境保全を第一に考

えて実施していただく必要があります。

次に，具体的にＣ（炭素）／Ｎ（窒素）比のデータを出しています。

これは廃棄物がどの程度分解しているかを知りたいためと思いますが，なぜこのＣ／Ｎ比の分

析をしたのか教えていただきたい。

（環境対策課長）

事業者からは，今のお話にあったとおり，Ｃ／Ｎ比により廃棄物の分解状況を確認するために，

この調査を実施したと聞いております。

（委員Ｂ）

Ｐ７のボーリング調査から見た廃棄物の組成分析から見ると土砂類が多い。

コンクリート，玉石，アスファルト，ガラス類，一番多いのは雑物類ということから，コンク

リート類などの廃材関係と土砂関係を埋めたのではないかと推測されます。

昭和３０年代に埋められたとしますと，厨芥類がまだ残っていると思います。

厨芥類は完全に分解されるまで１００年はかかるといわれていますので，約６０年たっても完

全に分解はしていないという状況だと思います。

次に，Ｐ９の注釈はダイオキシンについてのものと思いますが，どういう意味か教えていただ

きたい。

（環境対策課長）

事業者から事前に相談があったときに，事業者が地下水としていた検体のＳＳ（浮遊物質量）

が非常に多いということで，その取り扱いについて助言を求められました。

今回採取した検体を地下水の環境基準で比較する前提に立つと，まず，地下水の環境基準は，

地下水をそのまま飲用することを前提にしていますので，飲用に適した状態に近い検体が必要と

なります。

ＳＳが高い検体をそのままの状態で分析し，環境基準と比較することは適当でないと考えてい

ます。
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このため事業者には，採取した検体を一定程度静置するなどした後にその上澄みを採取し検体

として取扱うよう助言いたしましたので，そのことを記載しているものと思います。

（委員Ｂ）

要するに，サンプリング方法がうまくいっていないところはこういった感じでデータを正確に

取り直したということでしょうか。

（環境対策課長）

私たちの普段の業務においても，ＳＳが高い検体の取扱いについて相談がありますが，今回の

事例と同じように一定程度静置するなどしたあとに，その上澄みを採取し検体として取扱うよう

助言しております。

（委員Ｂ）

数値としては非常に低い数値になっていると思います。

次に，Ｐ１０のガスの状況についてですが，発生ガスはないが内部にガスが溜まっている状況

になっているとの結果ですが，このデータから，埋め立てしたところは安定していると判断して

いますか。

（環境対策課長）

採取したガスのうち，二酸化炭素とメタンの割合から見ますと，場所による数値のバラつきは

ありますが，総じてメタンの割合が高いことから全体としては旧埋立地の内部は嫌気的な状態に

あるのではないか考えております。

嫌気的な状態の中で現在もゆっくりと分解が進んでいると考えます。

（委員Ａ）

今回の事業はもともと，埋立地の跡地利用になると思いますが，地盤工学的な観点からいうと

そういったところの改変をする場合には，廃棄物処理法の規定があったと思うのですが，これに

ついてはいかがでしょうか。

（環境対策課長）

終処分場跡地の改変についてですが，廃棄物処理法では現行の廃棄物処理法が施行された昭

和４６年９月以降に現に廃棄物の埋め立てを行っていた処分場で，その後埋め立てを終了し廃止

された 終処分場跡地を掘削したり土盛りしたりするなど土地の形質を変更する場合には，市に

対し事前に届け出し，その内容について審査を受けなければならないと規定されております。

（委員Ａ）

この埋立地跡地は届け出の対象となりますか。

（環境対策課長）

この埋立地は，廃棄物処理法が施行される前に埋め立てを完了しておりますので，現行法に基

づく届け出対象とはなりません。

（委員Ａ）

ではその場合の市の対応はどうなるのですか。

（環境対策課長）

現行法に規定する 終処分場跡地改変に関する事前届け出の趣旨は，国の通知において「廃止

された 終処分場は，廃棄物処理施設として維持管理を行わなくとも，そのままであれば生活環

境保全上の問題は生じるおそれのない状態であるものの，廃止後の 終処分場跡地において，土

地の形質変更が行われた場合には，地下の廃棄物が撹拌されたり，酸素が供給されたりすること
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により，廃棄物の発酵や分解が進行し，生活環境に支障を与えるおそれがある。」とされており

ます。

このため，環境部といたしましては，この度の旧埋立地は現行法の届け出対象にはならないも

のの，法の趣旨や周辺の土地利用の状況等を考えますと，事業者である北海道に対しまして，現

行法の規定に倣った事業の実施を行政指導により求めております。

（委員Ａ）

少々抽象的なので，具体的にはどういった処置を求めるのでしょうか。

（環境対策課長）

具体的な処置につきましては，国から「 終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が

示されておりますので，これに基づく事前調査，施工方法，モニタリングと環境保全対策を求め

ております。

（委員Ａ）

もうひとつ，土壌汚染対策法の適用範囲はどうなっていますか。

（環境対策課長）

廃棄物が埋め立てられていない地盤の箇所については原地盤で法の適用を受けます。

この度の工事では，廃棄物を撤去することとしておりますが，まず，撤去した廃棄物の処理は

現行の廃棄物処理法の適用を受けます。撤去後の場所の土壌汚染対策法の適用は，廃棄物を撤去

したあとの地盤で受けることになります。

（委員Ａ）

わかりました。

（座長）

今の撤去後というのは，埋め立てられた廃棄物を取り除いた基盤の部分，旧沢の底の部分の地

盤ということですね。

（環境対策課長）

そのとおりです。

（座長）

あと一点，私からもガスのお話がありましたけど，Ｐ１０ですね。

これは１１番のボーリング工が，春と夏でガスの発生量がここだけ違うように見える。

ということは，例えば季節や気温などで中の廃棄物の分解の活性が違う。

要するに環境の影響を受けているのかどうかですね。

（環境対策課長）

検体数が少ないので，正確なコメントはできませんが，一般的には地下数メートルになれば外

気の影響は受けづらいと思います。

ガス採取時にボーリングをしておりますので，廃棄物の撹拌や酸素が供給されることによる分

解の促進などの何らかの影響があったのではないかと思います。

（委員Ｂ）

結構バラつきがあるということです。

（座長）

他に何かご意見ありますでしょうか。

（委員Ａ）
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確認よろしいでしょうか。

要するに昭和３０年代くらいは，清掃法時代のものだから，当時使われていたものが埋め立て

されている。

Ｐ７の８組成分析では，紙や合成樹脂や木，ガラス，コンクリート類はわかるが，８０％とか

５０％以上が雑物類，５㎜のふるいを通過した分類ができない細かいものがある。

昔の市の埋立地ということで，主に家庭から出る廃棄物がそこに埋め立てられていたと考えれ

ばよろしいのですね。

（環境対策課長）

そのように認識しております。当時は今の様に複数の分別は行っておらず，市内から出た廃棄

物は原則埋め立て処理をしていました。

清掃法時代は市内全域から発生した廃棄物を収集しこの埋立地に処理していたものではなく，

特別清掃地域として定められた地域から発生した廃棄物を収集し処理しており，それ以外の地域

は自家処理地域として各戸で処理することが法律で認められていました。

当時は，廃棄物に関する法律の規定も現在とはかなり違っておりました。

（座長）

今の様な焼却施設があって，そのための分別は行っておらず，そのまま埋めていたということ

ですか。

（環境対策課長）

当時の函館市では焼却処理は行っておりませんでした。埋め立て処理が基本でした。

（座長）

様々なものが埋め立てられていた状況だということですね。

（委員Ａ）

データ数は少ないですがデータ的には，今はこの旧埋立地は安定していて，周辺に影響が出る

ようなものが出ていないということですね。

（環境対策課長）

委員ご指摘のとおりデータ数の少なさはありますが，当該地の表面上の利用については特段の

支障はなく，ボーリング調査の各結果を見る限りにおいては，基本的には著しく環境基準等は超

えていないことから，旧埋立地内部も現状においてはほぼ安定していると考えますが，Ｃ／Ｎ比

や内部ガスのメタンの状況などからは，有機物の緩やかな分解が続いているとも見て取れますの

で，先ほど回答したとおり，土地の掘削等により廃棄物が撹拌されたり，新たに酸素が供給され

ることにより，廃棄物の発酵や分解が促進され，ガス，臭気，汚水の発生などにより生活環境に

支障を与えるおそれはあると思います。

（委員Ｂ）

雑物が多いということは，有機物の分解が進んでいる状況にあると思います。

有機物でも分解が進んだものは本当に５ｍｍのふるいを通過するくらい小さくなっていますの

で，分解はある程度進んでいるデータと受け取りました。

（座長）

そのほかよろしいでしょうか。
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－－－－－－－－－－－－－－－－（３）対策工について－－－－－－－－－－－－－－－

（座長）

それでは次の議題（３）の対策工について事務局より説明願います。

（函館建設管理部）

対策工について，ご説明いたします。

お手元の資料１１ページからが対策工法の資料となります。

資料１１をご覧ください。

今回、廃棄物上および廃棄物内を通過する約２４０ｍ区間において対策が必要と想定しています。

対策としては遮水対策および沈下対策が必要と想定しています。

なお，無対策では工事費約０．２億円，工期は９ヶ月程度と想定しています。

資料１２をご覧ください。

第１案について説明します。

第１案は仮設土留めを施工し埋設している廃棄物を除去します。

その後、Ｕ型擁壁を構築し土砂で埋め戻しする工法です。

ただ，基礎地盤が深いため擁壁には基礎杭が必要となります。

工事費は約３０億円，廃棄物処分費は２４億円，工期は３０ヶ月必要と想定しています。

第１案の懸念項目としては，保有水によるコンクリート擁壁本体への影響が懸念されること，目地や

隙間からの保有水の浸み出しが懸念されること，施工時に廃棄物上での施工車両の走行が懸念されるこ

とです。

続いて，第２案について説明します。

第２案は仮設土留めを施工し埋設している廃棄物を除去します。

その後，側面に遮水壁および底面に地盤改良を施工し保有水の進入を防ぎ土砂で埋め戻しする工法で

す。

工事費は約１３億円，廃棄物処分費は２２億円，工期は１７ヶ月必要と想定しています。

第２案の懸念項目としては，遮水壁および地盤改良が恒久的に機能するか懸念されること，施工時に

廃棄物上での施工車両の走行が懸念されることです。

後に，第３案について説明します。

第３案は第２案と類似した工法で上流部東側の廃棄物を全部撤去し土砂で埋め戻しする工法です。

工事費は約１６億円，廃棄物処分費は５０億円，工期は２８ヶ月必要と想定しています。

また，全ての工法で廃棄物を撤去することを検討しておりますが， 終処分場跡地形質変更に係る施

行ガイドラインによれば，廃棄物の飛散防止，雨水流入による廃棄物流出，悪臭ガスの防止，可燃ガス

による火災，内部保有水の流出による水質汚濁防止など施工時の懸念も数多くあると想定しています。

説明は，以上でございます。

（座長）

それでは今の説明に関してご質問ありませんか。

（委員Ｂ）

Ｐ１１の黄色くハッチングした課題について，環境面から考えると埋立層を掘削したりするこ

とによって，Ｐ１２ぐらいの相当なボリュームを通常の土と置き換えるような工事になりますの

で，それをどう掘削して持って行くのか。

仮設ヤードへ仮置するのか直接処分場に持って行くのかは検討課題だと思います。
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この大きなボリュームを移動する工事の期間に一番懸念されるのは臭気の問題です。

臭気の問題解決には，このエリア全体を覆ってしまうくらいしか対応策がない気がします。

私もとんでもないことをいっているなと思いながらいっていますが，何よりも感じたのが，民

家が近接しているというところですので，環境対策は今ご説明された以上に大きな重しとなって

きますので，かなり綿密に考えていかなくてはと感じました。

（座長）

Ｐ１２で３案示されていますが，この掘削する以前に外気に触れさせる段階にも問題があると

いうことですね。

（委員Ｂ）

掘り起こして，そこから移動するまでの間もやはり一番の心配は臭気の問題です。

今まで埋立地内部で緩やかに分解していたものが外気に触れると分解速度が加速する，まさに

寝た子を起こす状況になります。

臭気の問題は風向きもありますが，その点はかなりの注意が必要だと思います。

できればこの３つの案に防臭対策という囲いがあればイメージがわくと感じました。

表記上は必要とはいいませんが，それくらいの対策をする心構えが必要かと思います。

（座長）

もし，この工事区域を仮設で覆うとしたら，相当な規模になりますね。

そのほかいかがでしょうか。

（委員Ａ）

それぞれの具体的な話はＰ１３以降ですか。

（函館建設管理部）

比較案の形とは若干違っておりますが，施工内容その他につきましては全て同じです。

（座長）

ちょうど平面図のＡ－Ａ断面ですね。

Ａ’断面で，この程度の掘削になるかが示されたと思いますが，この 大の廃棄物の部分の掘

削の深さはどれくらいでしょう。

（函館建設管理部）

９ｍです。

（座長）

９ｍは，相当ですね。

（委員Ａ）

３案を比較して出されていますが，Ｂ／Ｃというか，費用対効果的にいくと第２案が現実的か

と思いますが，それにしても９ｍで何が出てくるかわからない状態で，今安定しているところを

掘り返すというところが，どうなのかということと，第２案でやったときに盛土も９ｍくらいに

なりますから，そうするとかなりその先の圧密沈下も考慮しなくてはいけないと思いますので，

なかなか厳しいかと思います。

あと，これだけの予算でいくのも厳しい状況にあると思いますが，公共事業は合意形成という

ことが大事ですので，これだけのお金を掛けてやるというのは大変な事業だと思いますが，個人

的には可能性があるのは第２案が現実的かなと思います。

（座長）
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第２案についても，内部を掘削するときには土留めをしないといけませんね。

これはどういう方法ですか。

切梁ですか。

グランドアンカーですか。

（函館建設管理部）

切梁で，図面上に法面の端に矢板を打ちまして，その控えをとるという形でもう１本，Ｈ綱，

矢板を打ってタイロッドで施行します。

（座長）

断面はＰ１４を見れば良いのですね。

片側はある程度自立した高さが必要なので，タイロッドで引っ張るということを今のところこ

ういうことで想定しているのですね。

（委員Ｂ）

この場合だと予算の都合上，処分は６万立米で，上流側のとこは残しているので，地下水の水

の流れはいったん切れるような形になってしまうと思われますが，その辺の対策は考えています

か。

（函館建設管理部）

地盤改良のうえに，パイプカルバートを設置いたしまして，上流から下流に水が流れられるよ

うに設置予定です。

保有水も流れはなるべく阻害しないよう考えております。

（委員Ａ）

Ｂ委員，この上流側を残した部分において，パイプカルバートを通すと酸素と接触するので，

折角嫌気になっていたのが好気になってガスなどが発生することはあるのですか。

（委員Ｂ）

基本的には両側は有孔管になると思います。

掘ったところは通り道にするだけだと思いますが，両側のところで廃棄物層にあたれば，酸素

が供給される形になるので廃棄物の分解が促進し，残っているものはかなりのスピードで分解す

る可能性はあると思います。

その結果，ガスの発生があるかも知れませんし，その抜け口での臭気対策。

入り口と出口ですね。

そこは考えなくてはならないと思います。

（座長）

Ｐ１４の図を見ているのですが，いわゆる遮水壁というのは赤で塗られている，両側にある部

分ですね。

この構造としては，ベントナイトなどありますが，具体的にはどういう工法を想定しています

か。

例えばＳＭＷみたいなものを考えているとか。

今回はベントナイトを注入して地盤改良し，透水係数の低い壁を造るのですね。

（委託受注者）

今回は，ベントナイトを考えております。

原地盤と攪拌混合して，ベントナイトを注入し，それで透水係数の低い壁を造るということで
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す。

（委員Ｂ）

断面図のイメージとして，遮水壁ももう少し深めというイメージになるというお考えだとは思

いますが，見せる絵としては控えめすぎるかと思います。

（座長）

ＡーＡ断面の方向が良くないですよね。

（委員Ｂ）

そうですね。

こういう皿状の状態になるか見えないですね。

（座長）

道路の中心線に対して直角方向の断面を描いていますけど，実際には沢筋方向の断面を見たほ

うが規模は良くわかりますよね。

（委員Ｂ）

工法を検討をされ，費用などは算出しているとは思いますが。

（委員Ａ）

原地盤の地形は押さえてないのですか。

（函館建設管理部）

全ての原地盤を押さえている状況ではありません。

地形図等からだいたいの高さを想定しましてデータ化しております。

（座長）

地形図というのは，埋め立て前の当時の地形図。

今は残っているのですか。

（函館建設管理部）

函館市から資料を提供していただき，それを基にしております。

（座長）

今，色々ご意見が出た中で，工費や工期などを見て，現実的なものは第２案だろうということ

になろうかと思います。

一方で，中の廃棄物を掘削する段階では，特に臭気の問題があり，その対策が必要である。

例えば完全にその部分を仮設のヤードで覆うとなると工費も変わってきます。

現在ではそういうのは考慮されていないのですね。

まだ検討課題も多そうだということで，その中では２案が現実的なのかなと思います。

あとはいがかでしょうか。

（委員Ｂ）

この３案以外に検討されるお考えはないのでしょうか。

（座長）

どうでしょうか。

（函館建設管理部）

都市計画決定の道路区域内ということに限定ということであれば，橋梁案など構造的に廃棄物

の上を飛ばしてしまう案や掘り返さない案として盛土案というものが考えられると思います。

（座長）
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ただ，ここは縦断勾配が下がっていかなくてはならないので，その新外環状道路へのすり付け

の部分ですね。縦断線形を変えられるのですか。

（委員Ａ）

確認ですけど，第２案にしても廃棄物の処分量が６万立米も新たに出てくるわけですが，その

処理は大丈夫でしょうか。

（座長）

そもそもどのように処分するのですか。

お願いします。

（環境対策課長）

現在，市の処分場は延命化対策を進めながら処理しておりますが，もともと市が埋め立てして

いた処分場の跡地から掘り出される廃棄物ということもありますので，市の現在使用している処

分場で受けざるを得ないのではないかと思います。

（委員Ａ）

これを現在の市の処分場に運ぶとした場合の手段，運搬車両に対しても何か対策を考えないと

いけないですね。

（座長）

廃棄物は完全に覆いのついた，フタのついたものですよね。

（委員Ｂ）

運搬ではやはり飛散対策と臭気対策を徹底していただかないと大変だと思います。

（座長）

これを焼却施設で燃やしてしまうとかはできませんか。

（環境対策課長）

データを見ますと不燃物が多く，また，水分も多いという結果が出ておりますので，燃やすと

した場合には，現地で乾燥もしくは十分に脱水し不燃物を取り除く分別作業をして，可燃物のみ

を市の焼却施設に持ち込むことになりますので大変な作業になると思います。

（委員Ｂ）

それは臭気の問題を考えると，難しいでしょうね。

（座長）

廃棄物は埋めるしかないと。

（環境対策課長）

それが現実的な方法かと思います。

（座長）

６万立米も埋めるとなると，現在の埋立処分場は，かなりピンチになることはないですか。

（環境対策課長）

処分場の残余容量だけから見ますと，この量は受け入れ可能かと思います。

（委員Ｂ）

臭気が一番気になるのでお話しましたが，汚水対策等も行わなければならない可能性もありま

すので，その処理方法も当然検討課題になると思います。

発生した汚水を下水処理施設に持ち込む方法もありますが，ＢＯＤの数値が高いと受け入れて

もらえない。
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どういう処理をするかというのは，予め検討していただいたほうが良いと思います。

そういう点では，ハードルが高い。

それからこういった環境的配慮が必要なご時世で，ここは特に住民の方が近いので，きちんと

環境に対して配慮した対策をとりながら，汚染物質が出ていないか，臭気が出ていないかなどを

モニタリングし，情報公開しながら進めていっていただくことは必須アイテムになりますので，

そこを含めて検討していただければと思います。

（委員Ａ）

もうひとつ，掘削して埋戻しが盛土といことになり，その土が良い材料が手に入ると良いと思

いますが，なかなか９ｍですから，その後の沈下なども懸念されるということと，両側の部分の

両脇の取付のところとの不同沈下も想定されますので，第２案もそのままとはいかないと思いま

す。

（座長）

埋戻土自体に対しても，何か改良を加えないといけないかも知れないですね。

よろしいでしょうか。

それでは，だいたい意見が出たところだと思います。

もう一度整理しますと，現状の計画ルートで進めるとすると第２案が現実的だろうということ

だが，まだまだＡ委員からもお話がありましたとおり，検討課題が多々あるということですね。

それとＢ委員からお話がありましたとおり，やはり現状では安定しているであろうと考えてい

る廃棄物の部分に対し掘り返すと臭気など様々な問題があるということでした。

したがって，それに対し更なる対策が必要であるということになるかと思います。

これからですが，有力なものは第２案ですが，これも今色々課題が出ましたので，今後，整理

していただきたいと思います。

更に，他の更なる代替案ですね。一番良いのは，埋めたところを触らないのが一番いいので，

何か例えばルートを再検討するとか構造物で掘削せず通過することを考えるかですね。

そういうことも含めてできれば検討をお願いできればと思います。

今後に向けてですが，事務局いかがでしょうか。

（道路建設課長）

函館市だけの判断ではなく，函館建設管理部で施行する空港通，橋梁等については，函館開発

建設部と関係していきますので，今後調整しながら第２回へ向けてご提示させていただきたいと

思います。

（座長）

今はまだ新外環状道路の部分は未着手なので，例えば縦断線形の変更などが必要となった場合

は，早急に対応しなければいけないと思いますので，連携しながら検討を進めていただければと

思います。

それでは，だいたい意見が出ましたので，議事についての発言，意見交換を終了させていただ

きたいと思います。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（７ その他）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

［なし］
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（８ 閉 会）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（道路建設課主査）

ありがとうございました。

それでは，閉会にあたり，函館市新外環状道路整備推進室長よりご挨拶申し上げます。

（新外環状道路整備推進室長）

［挨拶］

（道路建設課主査）

事務局からの報告です。

第２回検討会につきましては，来年１月下旬を予定してございます。

お忙しいことと思いますけれども，どうぞご出席いただきまして，本日のようなご検討を頂ければと

思います。

なお，第２回目の資料につきましては，事前に皆様にお送りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

これをもちまして，第１回都市計画道路３・３・７７号空港通技術検討会を終了いたします。

本日は，誠にありがとうございました。


