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第２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２９年 ２月２３日（木）  １４：００～１５：２５ 

○開催場所：函館市企業局 ４階 大会議室 

○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 

一般傍聴者：1 名 

 

 

 

次 第 

１ 開 会 

２ 議 題 

  （１）第１回検討会の課題整理について 

  （２）対策工について 

３ その他 

４ 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なかで，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） 

  それでは，ただいまから，第２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。 
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 議事につきましては，規定により検討会の議長は座長が務めることとなっておりますので，Ｃ

座長，よろしくお願いいたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－（２ 議 題）－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  －－－－－－－－－－（１）第１回検討会の課題整理について－－－－－－－－－ 

（座長） 

 それでは，進めて参りたいと思います。  

 本日は皆様お忙しいなか，ご出席いただきましてありがとうございます。 

 座長を仰せつかっておりますＣでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，お手元の次第にしたがいまして，第２回技術検討会を進めさせていただきます。 

 まず，議題（１）第１回検討会の課題整理について事務局のほうから，説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料１ページをご覧ください。 

 第１回の検討内容でございますが，空港通の事業概要，地質調査や環境調査の結果を説明

するとともに，その結果を踏まえた対策工を事業者であります北海道から説明いたしまし

て，各委員により，様々な検討課題や，対策工を検討するうえでのご意見をいただいたとこ

ろであります。 

 下段には，第１回検討会での意見を掲載しております。 

 土壌の調査結果について，土壌環境基準が定められている水銀等の２６項目および土壌汚染対

策法に基づく含有基準９項目等は全て各基準に適合していたと，また，保有水を地下水環境基準

と比較した結果は，健康項目など３２物質のうち，ホウ素が一部調査箇所において環境基準を超

過していたが，その他の項目は環境基準に適合しており，発生ガス量の調査結果は，全ての調査

地点で検出されなかったが，内部ガスについては確認されており，廃棄物の分解過程で発生した

ガスが滞留している可能性が高いという内容を報告させていただきましたところ，旧埋立地の廃

棄物は緩やかに分解している状況にあり，概ね安定しているとのご意見をいただきました。 

 また，対策工法につきましては，第１案といたしましてＵ型擁壁対策工，第２案といたしまし

て遮水壁対策工，第３案といたしまして廃棄物上流対策工を提示いたしましたところ，工期や費

用対効果を勘案すると，第２案の遮水壁対策工が現実的であるとのご意見をいただきました。 

 しかしながら，施工に際しては，各委員から様々な課題が示されたところであり，その内容は， 

①掘削等により有機物の発酵の分解が促進され，臭気・ガス・汚水による周辺環境に支障を与 

 える恐れがある。 

②掘削，運搬時に外気に廃棄物が触れることにより，分解が促進されるため臭気対策を講じる必

要がある。 

 運搬時には，直接密封して運搬するか，工法によっては消臭処理を行う必要がある。 

③旧沢地形の保有水の水道を確保する手法として，パイプカルバートを配置した場合，置き換え

土以外の廃棄物層側に布設する有効管から，酸素が供給され分解が促進する可能性があるため，

臭気やガスへの対策の必要がある。 

④掘削後の置き換土の最大深さ９ｍであることから圧密沈下，道路側面に廃棄物が残存すること

から不同沈下による対策を検討する必要がある。 
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 また，どの工法においても，廃棄物を掘削する場合は，廃棄物や臭気などに関してモニタリン

グをし，情報公開しながら進める必要がある。 

 さらに，地下にある廃棄物を触らないことが一番良いので，ルートの再検討や構造物で，掘削

せず通過することを考えてはどうかとのご意見をいただきました。 

 以上で（１）第１回検討会の課題整理についての説明を終わります。 

 ここで，前回，事業概要の説明した際に，函館新外環状道路の進捗状況についてのご質問がご

ざいましたが，この度，机上に配付しております図面などの資料により，事業者であります函館

開発建設部から補足説明をしたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。    

（函館開発建設部） 

 本日はよろしくお願いいたします。  

  前回の検討会で函館新外環状道路空港道路の進捗状況に関するご質問がございましたので，配

付資料を用いてご説明いたします。 

 函館新外環状道路空港道路は，函館新道と函館・江差自動車道が連結する函館ＩＣから函館空

港ＩＣまでの延長１０ｋｍの地域高規格道路で，平成２７年３月に函館ＩＣから赤川ＩＣまでの

約２．４ｋｍを供用しております。 

 残る赤川ＩＣ～函館空港ＩＣまでの約７．６ｋｍについては，平成３２年度開通を目指し工事

を推進しております。 

 次に，北海道で整備する空港通と接続する函館空港ＩＣ付近の道路構造と進捗状況をご説明い

たします。 

 見晴公園の下をトンネルで通過し，トンネル出口から空港通までの延長約１ｋｍ区間には，松

倉大橋，道道を跨ぐ上湯川橋，本線を横断する橋梁やボックスカルバートが計画され，緑色に着

色された区間は盛土形状を示し，最大高さは約１０ｍ程度あります。 

 オレンジ色に着色された区間は切土区間を示しております。 

 空港道路の事業進捗率は，平成２８年３月末現在で約４９％，見晴トンネルから空港通までの

用地買収を全て完了しております。 

 工事は，見晴トンネルを日吉ＩＣ側より，この２月から着手しており，今後，トンネル掘削ズ

リを本盛土区間に流用しながら，平成３０年度のトンネル貫通を予定しております。 

 右下の写真は，今年２月１０日に見晴トンネルから函館空港方面を撮影したものです。 

 松倉大橋Ｌ側の橋脚と橋台が完成し，見晴トンネル出口付近の切土工事，松倉川と本線が並行

する区間では河川洗掘を防止する護岸工事等が進められております。 

 以上簡単では,ございますが説明をさせていただきました。 

（座長） 

 ただいま，事務局から説明していただきましたが，委員の皆様からご質問等ございませんでし

ょうか。 

 まず，前回，指摘のあった課題についての確認がありましたがよろしいでしょうか。 

 それから後半に空港道路の進捗状況についても説明いただきましたがこちらもよろしいでしょ

うか。 

 よろしければ，私のほうから一点確認いたします。現在の新外環状道路の進捗状況についてで

すが，今回施工するのは４車線のうちのどちら側ですか。 
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（函館開発建設部） 

 図面でいうと上のほうのＬ側を施工中です。 

（座長） 

 施工しない２車線についてはどのようになますか。 

（函館開発建設部） 

 現時点では暫定２車線のため事業の予定は未定です。 

（座長） 

 わかりました。 

次に議題の２，対策工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） 

 前回提言のありました，遮水壁対策工についてご説明いたします。 

 Ｐ２をご覧ください，遮水壁対策工は道路下部の廃棄物を撤去するため，土留を設置し，その

土留の背面に厚さ５０ｃｍ程度の遮水壁を構築します。 

遮水壁は廃棄物からの保有水が道路内に浸透することを防止するため設置するものであり，廃棄

物にベントナイトを混合させ遮水効果を期待するものです。 

 その後，廃棄物を撤去し，下部の素地盤がでたところで地盤改良を行い，道路下部から浸透し

てくる保有水を防止します。 

 地盤改良の厚さは現地調査の結果から判断しますが，概ね１．０ｍ程度と想定しています。 

 また，地盤改良後に盛土を行いますが，廃棄物の深さが９ｍ程度ですので，良質土で層状転圧

を行えば路体として十分な強度は確保できるものと想定しています。 

 もし，盛土材に不安要素がある場合は石灰を混入し安定化を図ります。 

 ただ，当該工法での懸案は，恒久的に遮水効果を望めるのか，地震時に遮水壁が壊れ保有水が

浸透しないかが懸念されます。 

 続いて，前回提言がありました廃棄物の撤去による環境対策についてご報告します。 

 Ｐ３をご覧ください。 

 廃棄物撤去時の環境対策の方法は，まず，廃棄物を撤去する範囲全体を仮設テントまたは建屋

を設け覆い，臭気と廃棄物の飛散を防止します。 

 脱臭については，集塵機と排気設備を設置し，建屋内の充満した臭気を清浄化し排出します。 

 保有水を含んだ濁水に対しては，凝集沈殿槽などの排水処理施設を設置し，清浄化して排出し

ます。 

 臭気や排水は常時モニタリングを行い，周辺環境に影響のないように配慮します。 

 また，廃棄物や汚泥の運搬に際しては，飛散しないように幌などで密封し排出する方法で考え

ております。 

 作業員への配慮については，防護服と集塵マスクを装着し作業を行うこととなり，屋外に

退出する場合はエアシャワー室で洗浄し，防護服等を処理したあと退出することで臭気や保

有水が屋外へ飛散しないようにする必要があります。 

 以上が環境対策の詳細内容となります。 

 なお，当該方法は実績に基づいて計画しており，費用は７億円と想定しております。 

 ただ，廃棄物の種類などの全体が把握できていないなかでの計画であるため，さらなる対

策が必要となる恐れが十分あることをご理解願います。 
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  それでは，廃棄物を掘削しない工法案についてご説明いたします。 

 Ｐ４をご覧ください。 

 まずは，盛土案を説明いたします。 

 盛土の場合は，軟弱な廃棄物の沈下を考慮して余盛りを行い，沈下を促進させて地盤の強度を

増加させ，安定してから余盛りを撤去する方法です。 

ただ，当該工法は廃棄物の特性や強度の増加が見込めるのかの設計が不確実であるため，設計が

困難であると考えています。 

 また，将来的に不同沈下や陥没，路面変状する可能性も懸念されます。 

 続いて，盛土工法に伴う環境対策として，直接廃棄物に触れないものの，間接的な影響が懸念

されるため，委員の皆様にご意見を伺いたいと思います。 

 Ｐ５をご覧ください。 

 盛土の沈下に伴い，廃棄物に圧力がかかり，廃棄物内部の保有水が押し出され水位が上昇する

のではないかと想定しています。 

 また，廃棄物内の内部ガスが圧力により外部に噴出する恐れがあることを懸念しております。 

 もし，このようなことが起こる可能性がある場合は，前段で説明した仮設テントを設置し，盛

土が安定するまで設置することとなりコスト増になります。 

 続いて，桟橋案をご説明いたします。 

 Ｐ６をご覧ください。 

 この工法は，廃棄物に基礎杭を打込み，道路面となる RC 床版を H 鋼で支える工法です。 

 この工法の利点としては，完成した桟橋を作業ヤードとして利用し，順次施工していくため，

作業機械が廃棄物の上に載らないで作業できることです。 

 工事費は約５０億円と想定しています。 

 ただ，基礎杭を鋼管で検討しており，保有水の性質により腐食の進行が懸念されます。 

 また，この工法においても，直接廃棄物に触れないものの，間接的な環境への影響が懸念され

るため，委員の皆様にご意見を伺いたいと思います。 

 Ｐ７をご覧ください。 

 当該工法の基礎杭打込時に伴い，廃棄物に振動がかかり，液状化のような現象が発生し，保有

水の水位が上昇するのではないかと想定しています。 

 また，廃棄物内の内部ガスが振動や打込時の圧力により，外部に噴出する恐れがあることを懸

念しております。 

 もし，このようなことが起こる可能性がある場合は，盛土と同様に仮設テント等の設置が必要

となります。 

 これまでの盛土案および桟橋案は間接的に廃棄物に触れるため，それ以外の廃棄物回避案とし

て橋梁案を説明いたします。 

 Ｐ８をご覧ください。 

 橋梁については，廃棄物が埋まっていないところに橋脚と橋台を設け，廃棄物に触れることな

く道路を構築する方法です。 

 橋種は橋脚と橋台の位置から橋の長さを算出し，これまでの実績および空港に近接するための

高さ制限から橋種を選定しております。 

 その結果，エクストラドーズド橋としており，工事費は約６０億円と想定しています。 
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 ただ，不等径間のため上部架設時の支保として，一部廃棄物上に仮設支保工の設置が必要と考

えておりますが，他の案と比べ廃棄物への影響は抑えられると想定しています。 

 以上，工法の説明でした。 

 次に，Ｐ９をご覧ください。 

 今まで廃棄物への回避を考慮した工法の説明を行いましたが，全ての工法の前提条件として縦

断の変更が必要不可欠です。 

 その影響として函館新外環状道路の縦断を上げる必要があり，現計画の縦断から，盛土および

桟橋案では概ね５ｍの嵩上げ，橋梁案に際しては概ね１０ｍの嵩上げが必要となります。 

 現在の新外環状道路の整備進捗状況は前段で説明のあったとおり，用地買収が完了しており，

また，工事も進捗していることから，縦断変更に伴う日照被害などの生活環境への影響が多大で

あると思われます。 

 このような検討のなか，対策法の評価についてご報告します。 

 Ｐ１０をご覧ください。 

 各工法の概要，概念図を並列させ，工事費および今まで説明した留意点を記載しております。 

 工事費は新外環状道路の影響および環境対策費を含めて概算工事費を算出しております。 

 ご覧いただいているとおり，各案の工事費の差があまりなく各案とも遜色ないものと考えてお

ります。 

 また，環境影響についても，全ての工法で生活環境への影響が懸念されております。 

 以上の結果となりましたので，ご審議よろしくお願いします。 

（座長） 

 ありがとうございました。 

 ただいま事業者から対策工について説明がありましたが，４案について１つずつ検討していき

たいと思います。 

 まず，第１案についてですが，前回の検討会で提案がありました，掘削が伴う遮水壁対策につ

いて，何かご質問，ご意見はございませんでしょうか。 

（委員Ｂ） 

 前回検討会の資料Ｐ１２の第２案遮水壁対策に工事費，処分費と処分量が示されていますが，

今回の資料のＰ２，Ｐ３費用等は，少しそれを精査して金額等を示していると思います。 

 仮設工を約１０億円と見積もっていますが，このなかに仮設テントと，それに関する附帯費用

も入っているということで，よろしいですか。 

（函館建設管理部） 

 はい，よろしいです。 

（委員Ｂ） 

 Ｐ３を見ると，仮設テントがだいぶ大きいですね。 

 実際これを一体ものとして緑の面と赤い面の二つの区域について，時間をずらして仮設テント

を設置すると思いますが，これを廃棄物の上にかぶせて地盤を掘り下げ，順次，現地で一部処理，

あるいは車に積みこんで搬出するということですね。 

（函館建設管理部） 

 はい，そうです。 

（委員Ｂ） 
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 ある程度の車路や高低差を考えたようなテントの大きさということですか。 

（函館建設管理部） 

 テントに関しては作業機械が入りますので，ある程度高さが高いものになります。 

 普通のテントという簡単なものではなく，Ｈ鋼で建てた建屋のようなものを造りまして，ビニ

ールシートより厚いもの，若しくは，大きくなればテント的なものではなく，仮設の家みたいな

もので実施しなければならないと想定しております。 

（委員Ｂ） 

 私は，道路工事ではなくて，災害廃棄物の処理施設とか廃棄物処理施設の解体工事でこういっ

たテントを見たことはありますが，それよりもかなり大規模な仮設テントになると思いますので，

想定しているより費用がかかるのでないかと感じました。 

 臭気をテントの外に出さないようにするのが大きな目的になると思います。 

 Ｐ３にテントや集塵機，排気設備の写真等が載っていますが，このイメージの何倍ものスケー

ルになり，大変な工事だと思います。 

 確実に臭気・汚水を飛散させないためには，細心の対策が必要だという認識を新たにいたしま

した。 

（座長） 

 ほか，いかがでしょうか。 

（委員Ａ） 

 Ｐ２のベントナイトで遮断という案についてですが，Ａ－Ａ’断面の形で見ていますからＰ２

の上の箇所で，図の青い部分に４５度の角度で設置するということでよろしいですか。 

（函館建設管理部） 

 道路の線形に沿った形で遮水壁を設けます。 

 この断面に関しましては，道路に直角方向にあるので，断面図ではかなり遮水壁が小さく書か

れているので誤解が生じるかもしれませんが，実際は，廃棄物の深さが深いところで９ｍありま

すので，遮水壁も最高９ｍとなります。 

（委員Ａ） 

 仮設土留と同じくらいの深さまで入るということですか。 

（函館建設管理部） 

 仮設土留に関しては，根入れの関係がございますのでもっと深く入りますが，その半分くらい

は一部遮水壁になると考えております。 

（委員Ａ） 

 この図の赤い部分の遮水壁は，廃棄物が入っている深さより若干深いところまで設置するとい

うことですね。 

（函館建設管理部） 

 はい。 

（委員Ａ） 

 遮水壁は廃棄物を撤去する前に作るということでよろしいですか。 

（函館建設管理部） 

 はい。 

（座長） 
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 今，Ａ委員からご指摘がありましたとおり，このＡ－Ａ’断面は道路の線形に直交方向の断面

で，沢すじの断面にすると全く違ったイメージになって，最深の廃棄物の深さがあって，両側の

仮設の土留ももっと深くなって，遮水壁ももっと大きなものに実際はなるということですね。 

 この図のイメージよりかなり大がかりな工事になるという感じになりますね。 

（委員Ｂ） 

 先ほどいい忘れましたが，Ｐ３の環境面のほうで，テントで囲って作業をしますが，廃棄物を

掘削しては運搬するということで，相当な車両台数を使用して作業しなくてはいけません。この

ため，その通行で，いくら仮設テントで囲っても開口部が開く頻度は非常に多いのではないかと

思います。 

 そこも含めて二重ドアやエアロックのようなもので対応せざるを得ないと想像はしますが，臭

気に関してはだいぶ心配だという認識です。 

 臭気が一旦漏れると，人間の脳は，感覚公害としてインプットしてしまいます。なかなか臭気

については課題が大きいと再認識しました。 

（函館建設管理部） 

 こういうケースは私どもも初めてで，先ほどいいました車の出入りのための二重の締切という

か，運搬台数が多いので１重であれば開口部が常に開きっぱなしになるということで改めて認識

させていただきました。 

 このように不確定要素や経験不足もあり，実績に基づいて考えてはいますが，詳細な部分に至

りました場合には，その時は，ご相談させていただいて対策工法等を考えていきたいと思います。 

（座長） 

 臭気対策についてはここに示されているよりも，かなり大がかりなものになる可能性が高いと

いうことですね。 

（委員Ｂ） 

 この図や写真では簡易に見えますが，この仮設テントだけでも本体と出入り口部分，集塵部，

脱臭装置を設置する場所とか，作業員の通過エリアなど，臭いを外に持ち出さないための工夫も

必要です。一言に仮設テントといっても，大きな処理プラントのようなものを計画しないと難し

いと思います。臭気や廃棄物の飛散の問題は甘くみないで計画すべきだと思います。 

（座長） 

 もう一点，Ｐ２の下の図ですが，廃棄物の中に遮水壁を作った場合，地下水が通れるようにし

なくてはならないということで流動確保とありますが，この図だと地山の中から廃棄物の中，そ

して地山の中に出ていく感じですが，実際は違いますね。 

（函館建設管理部） 

 これは道路を横断するという形を示したものでございます。 

（座長） 

 実際は平面図にあるような方向であれば，遮水壁を突き抜けて設置する状態になりますね。 

（函館建設管理部） 

 はい。 

（委員Ａ） 

 確認ですけれど，Ｐ３の仮設テントの赤線で囲った部分が，住宅地ギリギリのところまで設定

してあるのですが，このようになるのですか。 
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 また，住宅地はここまで密集して家が建っている状況なのですか。 

（函館建設管理部） 

 ここには住宅建物があります。 

 図面自体，簡単な四角で囲ったため建物などに一部かかっているように見えますが，実施する

場合は，かからないように建屋を造ることになると思います。 

（委員Ｂ） 

 離隔距離は相当とらないとなりませんし，実際にやると難しいですね。 

（座長） 

 住宅の直近で建屋を造ることになるので，それについても問題がありそうですね。 

 それでは次の案についてです。 

 これは，掘削をせず，盛土で通過する案となりますが，第２案についてはどうでしょうか。 

（委員Ａ） 

 Ｐ４の灰色の部分は市道，現道ですか。 

（函館建設管理部） 

 これは市道や現道です。 

（委員Ａ） 

 緑色のプレロードの部分は，図のとおり荷重を均一にかけるのではなく，Ａ側とＡ’側では応

力が違う状態で載荷するということですか。 

（函館建設管理部） 

 載荷盛土に関しましては，廃棄物の常数を軟弱地盤相当として計算しまして，完成断面の盛土

圧からどのくらい沈下するか，強度が増すかを計算して，プレロードの厚さを２．５０ｍとして

おります。 

（座長） 

 プレロードの設置期間はどのくらいを見込んでいますか。 

（函館建設管理部） 

 設置期間については，通常であれば軟弱地盤といわれているデータで想定できますが，こうい

った廃棄物のプレロードという実績がありませんので，期間は明確ではございません。 

 盛土をして沈下を促進させて，ある程度の強度がでるようになるまで，ボーリング調査等しな

がら様子を見まして，所定の強度がでたところでプレロードの土を除去することになると思いま

す。 

 そのため期間については不明とさせていただいております。 

（委員Ａ） 

 軟弱地盤で考えたら，通常１年から１年半くらいかかりますよね。 

 しかし，１年から１年半の期間もプレロードして，工期は大丈夫ですか。 

（函館建設管理部） 

 大丈夫なものと考えております。 

（座長） 

 完成年度は平成３２年度ですよね。 

 これはちょっと厳しいのではという気がします。 

 もう一点，Ｐ５にガス噴出や内部ガスと書いていますが，どんな種類のガスでしょうか。 
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（函館建設管理部） 

 調査のなかで確認されている廃棄物が分解されたときにでているガスで，前回資料でも説明し

ていますが，内部ガスとしてメタンと二酸化炭素が検出されており，これが圧力により発生ガス

として噴出する懸念はしています。 

 前回資料のＰ１０になります。 

（委員Ａ） 

 Ｂ委員，たしかメタンは８％とか１５％以上で爆発性が高いというような話がありませんでし

たか。 

（委員Ｂ） 

 処分場でメタンガスが外にでているようなところは，それ自体で火が見えるようなところもあ

ります。 

 現在の処分場では，通常は必ずガス抜き管を設置して可燃性ガスを抜くようになっています。 

 この処分場のように旧法の取り扱いであれば，その対策はとられていませんが，今のところ内

部ガスは大丈夫だけれど，それはあくまでも触らない場合の話であって，プレロードのように荷

重をかけ，また，重機も動き回るとなるとガスがでてくる可能性はあると思います。 

 その場合は溜め込まずに外部に出すしかありません。 

 その時は安全をみて，仮設テントで囲む等の対策は必要かと思いますが，Ｐ４の施工範囲から

見ると，先ほどの廃棄物撤去の仮設テントよりエリアが広くなり，不経済な対策にならざるを得

ないと感じます。 

 対策はとりたいけれども，どこから吹き出すかわからない。逆にいえばターゲットを絞りきれ

ないと思います。 

 また，全部覆ってしまうのであれば，とても想定の金額では収まらない気がします。 

（委員Ａ） 

 今は，発生ガス量はゼロだから全く問題なく安全だけれども，触るとやっかいだということで

すね。 

（委員Ｂ） 

 そうですね。 

 また，ガスだけではなく，廃棄物の飛散という状況が起こる可能性もあります。 

（座長） 

 そもそも論ですが，廃棄物の上のプレロードに疑問を感じます。 

 プレロードで軟弱地盤の圧密を促進させるのは，土中の排水が目的ですが，廃棄物の透水係数

はかなり高く，仮に盛土してもすぐに圧密沈下が起きてしまいます。 

 それで，その地盤が強化されたかというと，決してそういうことではない。このような状況下

のものをプレロードによる通常の軟弱地盤の対策と同等に考えるのはナンセンスだと思います

が，これについてはＡ委員いかがでしょうか。 

（委員Ａ） 

 ものが何かがわからないから困りますが，廃棄物にどれだけ空隙があるかということに関わっ

ていくので，このまま工事をして，道路盛土の荷重がかかれば，その分，圧縮しますから，そう

いう意味ではプレロードをかけて下を予め圧縮させておくのは意味があると思います。 

（委員Ｂ） 
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 ボーリング調査結果の廃棄物が土砂類やコンクリート類だけであれば上手く圧密できると思い

ますが，前回の資料によりますと，プラスチックや厨芥類も入っていますので，プレロードで圧

縮はしますが，負荷を取り除くと元に戻ってしまい，リバウンド量もかなりあると思います。 

 実際にボーリング調査だけでは廃棄物の性状を全て理解できていないですから，座長がおっし

ゃったとおり，効果という点では部分的なものにしかならないかと思います。コストをかける意

味があまりないような気がします。 

（座長） 

 第２案については，その他いかがでしょうか。 

 サーチャージをかけても実際に効果があるかどうか疑問だということがわかりました。 

 それでは，次に第３案の桟橋案について議論していきたいと思います。 

（委員Ａ） 

 桟橋案について，杭はどのように打設するのでしょうか。 

（函館建設管理部） 

 廃棄物のない部分の平面図の廃棄物区域から外れた上側，下側，中間部分から順に杭を打ち，

何本か打ったところでそこにＨ鋼・ＲＣ床版を設置し，さらにそこを仮設の構台として機械が載

ってそこからさらにアームを伸ばし，杭を打っていって，Ｈ鋼・ＲＣ床版の設置し繰り返し機械

が前に進んでいくというように，廃棄物に直接機械が載ることなく進めていくというふうに考え

ております。 

 まずは，廃棄物のないところから鋼管を打つというのが最初の工程となります。 

（座長） 

 Ａ委員の質問は，そもそもの杭打ちの工法についての質問かと思います。 

（函館建設管理部） 

 杭打ちの工法は打込杭と考えております。 

（委員Ａ） 

 課題にも書かれていますが，打込み杭は終日に渡り騒音・振動がかなり発生するのではないか

と思いますがどうですか。 

（函館建設管理部） 

 相当な振動と騒音がでると考えています。 

 廃棄物がかなり柔らかいので，振動・騒音に関しては，かなり周辺への影響が考えられると思

います。したがって，工法的には圧入という方法もあるので，これについては，再検討を加えて

いきたいと思います。 

（委員Ａ） 

 杭の深さはどのくらい打つのですか。 

 前回の資料のＰ６に柱状図がありましたが，火山灰質砂（Ｄｓｖ）のところまでですか。 

（函館建設管理部） 

 前回資料のＰ６の地質調査結果では，良質の支持層が赤線で書かれております。 

（委員Ａ） 

 泥炭層の下部にあるＮ値３０以上のところですね。 

（函館建設管理部） 

 凝灰質砂岩がでておりますので，そこを基礎として考えており，その層表面から杭径部分くら
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いは根入れをすることになると思います。 

 杭は２５ｍほどの長さがあると思いますので，側面図や平面図を見ますと杭の本数が多めにな

っておりますが，地質調査は代表なところで構造計算を行い，本数を算出しております。 

（委員Ａ） 

 杭の長さは２５ｍから３０ｍということで，それもあって工費が高いのですか。 

（函館建設管理部） 

 工費については，楽観視して見積もるよりも，コスト増加も考えて若干高めに設定しておりま

す。 

（委員Ａ） 

 この工法もガスと保有水が，杭を打込んでいるときにでてくる可能性はあるということですね。 

（函館建設管理部） 

 想定ではございますが，鋼管杭を打つときに覆土を打ち抜いて廃棄物に達したときに，圧力が

抜けてしまってガスがでてくる恐れがあるということと，打込み最中の振動によって液状化のよ

うな状況で，中の廃棄物の重い部分が下がって水位が上がってしまうのではないかということと，

ガスが泡のようにでてくるのではないかということが懸念されております。 

（委員Ｂ） 

 柱状図を見ますと，ここは水位が高いというようになっておりますので，杭の打設のときに水

がでてくる可能性があります。 

（座長） 

 たぶん廃棄物の中も水をたっぷり含んでいるでしょうね。 

（委員Ｂ） 

 たっぷりではなくても多いエリアはあると思いますので，この課題に書かれている保有水や内

部ガスの噴出はどうしても懸念材料となってしまうと思います。 

 実施設計をしていないのでわからないでしょうけれど，Ｐ６の図のような本数の場合，打込み

期間３０ヶ月程度かかるということなのですか。 

（函館建設管理部） 

 杭だけ先に打って，廃棄物の上に機械を載せて施工するのであればそんなに日数はかからない

と思いますが，この工法では廃棄物の上に載せないで施行したいと考えております。 

 杭を打ってからＨ綱とＲＣ床版を組み立て，それを架台にして進むため，一つの工程にかなり

時間を要しますので，そのために工期をこの程度長めに設定しております。 

 委員がおっしゃいますように，杭を打つだけであれば半年もかからず打てるのではないかと思

います。 

（座長） 

 桟橋を延ばしながら片押しでいくので，これだけ時間がかかるということですね。 

 あとは杭の本数も，少ない本数で支持力の高い杭を打つのがいいのか，あるいは杭をそんなに

長くせず，支持力は小さくても本数で稼ぐのがいいのか，色々まだ検討する余地はありますね。 

（函館建設管理部） 

 はい，あると思います。 

 今回はなるべく縦断を高く上げたくないということです。 

 高く上げると新外環状線への影響が大きくなりますので，なるべく，杭を多く打ってでも高さ
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を低く抑えるという目的のためにこのようにしました。 

 委員がおっしゃるとおり，橋のように長くスパンをとって杭を大きなものに変えるという方法

も，詳細な検討を加えるなかでは経済比較等を検討してみることになると思います。 

（委員Ａ） 

 鋼管杭の腐食に対する錆止めなどはどのように考えていますか。 

（函館建設管理部） 

 今のところ通常の腐食で考えております。 

実際，詳細な検討をする場合には，地下水を取って pH 値を測り，その結果を見ながら，もし酸性

が多いようならば鋼管杭にコーティング等をして打込むことになると思います。 

（座長） 

 その水質が酸性，アルカリ性などの調査結果は前回でていると思いますが。 

（函館建設管理部） 

 前回の資料で pH 値は高いところで７．４低いところで６．７なのでほぼ中性となっております。 

（座長） 

 そうしますと，土中に打設される鋼管杭としては，特に腐食性の環境にあるわけではないとい

うことですね。 

 例えば，海洋構造物で使われている鋼管杭に比べればはるかに良い環境にあるということもい

えると思います。 

（函館建設管理部） 

 そのように考えてもよろしいかと思いますが，ボーリング調査の本数が少ないものですから，

今後ボーリング調査を進めることになれば，pH 値に関しても詳細な検討ができると思います。 

（委員Ｂ） 

 この工法でも臭気は懸念材料になるので，課題に加えてほしいですね。 

（函館建設管理部） 

 ご指摘のとおり臭気も懸念材料になりますので加えたいと思います。 

（座長） 

 その部分は，杭をどのような方法で打設するかにもよりますね。 

（委員Ｂ） 

 そうですね。 

（座長） 

 それでは，第４案の橋梁案について議論していきたいと思います。 

（委員Ａ） 

 構造形式を斜張橋にした理由があるのでしょうか。 

（函館建設管理部） 

 今までの実績のなかで，橋梁選定のときに，標準適用支間という参考の文献がございまして，

ここでいいますと橋脚とＡ１橋台のスパンが１５０ｍ程度あり，構造として今まで実績のあるも

のがエクストラドーズド橋およびアーチ橋，斜張橋などであり，標準適用支間のなかから適用い

たしました。 

（委員Ａ） 

 曲線橋でさらに斜張橋なので結構大変かと思います。 



- 14 -

（函館建設管理部） 

 曲線橋であるので斜めのカーブの状況で引っ張ることになりますので，非常に難しい施工にな

ると思います。 

（座長） 

 さらに橋梁が非対称なので，かなりバランスをとるのが難しいですね。 

（函館建設管理部） 

 おっしゃるとおり，非対称のため，仮設のときに，やじろべえのように両側に張り出して施工

しますので，Ａ１橋台の工事の終盤では，Ａ２橋台側のカウンターウエイトも期待できませんの

で，支保工仮設ということで検討しているところでございます。 

（座長） 

 完成後は青で書いてある支保工は除去しても大丈夫ということですね。 

（函館建設管理部） 

 はい，大丈夫です。 

 構造については，支間長から検討しておりますので構造形としては成り立つと思っております

が，今後詳細を加えて難しいとなれば，アーチ橋なども考えざるを得ないのではないかと考えて

おります。 

（座長） 

 側面図の左側のスパン１５０ｍだと国内最大級かもしれないですね。 

 構造としてはかなり厳しいですし，空港の近くでもあるので高さ制限等もあると思いますし，

主塔も高くできないですよね。 

 まして，アーチ橋にすると，もっと高くなるかもしれないですね。 

（委員Ａ） 

 そうするとＰ９にありますように新外環状道路との取付部の縦断が厳しくなりますね。 

（函館建設管理部） 

 この橋梁形式では１０ｍという高さに抑えられているのですが，他のアーチ橋だとすれば桁高

がさらに高くなり，縦断が上がることも想定されます。 

（座長） 

 もちろん工費的にもかなり高額ですね。 

 その他に，完成したときに橋梁下は，ただの草原なのに「なぜこんなところにこんな橋が」と

いわれそうですね。 

（函館建設管理部） 

 通常であれば，橋梁は，下に河川や沢地形なりがあるものですが，ここは，平坦なところに橋

ができますので，知らない人にとってはなぜここに，という疑問はでると思います。 

（座長） 

 色々，別な意味で話題になってしまうかもしれませんね。 

 それでは，橋梁案はかなり課題が多そうですがよろしいでしょうか。 

 Ｐ９に示していますが，廃棄物を掘削しなければ相当エレベーションが上がってしまうことに

なります。 

 盛土案・桟橋案でも，今現在の計画で切土になっている部分も全て盛土になるくらいの状況に

なりますか。 
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（函館建設管理部） 

 図面のとおり，真ん中に表示しております函渠のところに大きく影響がでてしまいますが，新

外環状道路自体が１０ｍの擁壁で計画をしていたと思いますので，１０ｍが１５ｍの擁壁，橋梁

で１０ｍが２０ｍになり，擁壁の構造の設計指針では最大が１８ｍ程度とあるので２０ｍとなり

ますと，擁壁で構造上保てるのかという問題がでるかと想定しております。 

（座長） 

 縦断線形の変更で，新外環状道路部分に及ぶ影響がかなり大きいし，場合によっては，完全に

構造形式の変更も検討しなくてはならないことになってしまうかもしれませんね。 

（委員Ｂ） 

 景観への影響や日照損害など，環境面への影響の課題もあがっていますけれども，資料２の新

外環状道路に関連する近隣住宅・学校などに直接影響するような問題が，新たに発生するという

ことになるわけですね。 

（函館建設管理部） 

 現状は，かなり住宅が密集しており，小学校も近くにありますので，そこに大きな擁壁などが

できるのは影響が大きいのではないかと考えております。 

（座長） 

 はい，ありがとうございました。 

 それでは，本日ご説明してもらった４つの案についての課題を見てきました。 

 最後の縦断線形の部分も，現状の計画を変更すると影響がかなり広範囲に及ぶということも確

認いたしました。 

 全体をとおしていかがかでしょうか。 

（委員Ｂ） 

 前回の委員会の後に現地を見せてもらいましたが，ほとんどが住宅地で，小学校もあり，かな

り工事区域に近接しているので，悪臭を始めとする環境の問題が起こらないようにすることが一

番大きなことかと思います。 

 場所が近いということで，臭気について感じるのは個人差があるかもしれませんが，感じる人

にとってはすごく心身的な負担になるということの懸念もあると再認識したしだいです。 

 Ｐ９の新外環状道路の高さが高くなることによる日照障害とか，新しい環境上の課題が見えて

きたことを考えますと，近隣住民に負担を与えないような計画の別の選択肢を検討したほうが良

いのではないかと思います。 

 前回も話題にでましたルートの変更等も含めた検討が必要ではないかと思いました。 

（委員Ａ） 

 内部に溜まっているメタンガスが，濃度の高いところは寝た子を起こすではないけれど，工事

中に引火するなどもあり得るかもしれないので，慎重に内部ガスの処理の対応をしっかりやらな

ければいけないと思いますし，前回もそうでしたが，なるべくならば，ここは触らないほうがい

いのではないかというのが地盤工学的な観点から強く思います。 

 Ｂ委員からのご発言にもありましたが，ルート変更というのが，専門的な立場からすると，可

能性があるなら検討してほしいと思います。 

（座長） 

 たしかに，前回も話題としてルート変更の可能性について話がでていましたので，現時点での
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検討の状況を教えていただきたいと思います。 

（函館建設管理部） 

 ルートの変更については検討中で，具体的な図面はございませんが，今回は簡単なイメージを

委員の皆さんに見ていただき，次回，詳しく報告させていただきたいと思います。 

 ルートとしては廃棄物を回避する赤いルート，公園側に膨らむルート，それと緑・茶色・青と

いうことで上湯川小学校側に避けるというルートという内容で考えております。 

 今の線形と比べるとかなり道路線形上はあまり良くないと思いますが，その点は設計速度を落

とすなりし，廃棄物を触らない，または，廃棄物が触るとしても極僅かな形の線形を考えていき

たいと思います。 

 次回は，もう少し詳しく説明させていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いいた

します。 

（座長） 

 今，机上配付された資料に関しましては，あくまでも可能性を探っている段階の素案というこ

とですね。 

（函館建設管理部） 

はい。 

（座長） 

 次回，第３回になりますけれども，今日示された対策工についても深めてもらいたい部分もあ

るのですが，廃棄物を回避するルートの変更についても検討するということになろうかと思いま

す。 

 ルート変更になると，用地・地権の問題等あると思いますが，これは公開としたほうが良いの

か非公開としたほうが良いのか，かなり未確認でデリケートな情報となるので非公開になるので

はないかと思うのですが，事務局としてはどうでしょうか。 

（事務局） 

 これまで検討をしてきた道路の区域は，都市計画決定されている道路でありますが，第３回目

から議論する線形については，意思決定されていない情報であり，それら仮定のなかでの議論が

公開されることによって地権者，利害関係者の方にとって不利益になる場合も想定されると考え

てございます。 

 したがって，事務局といたしましては，非公開にすることが適当と考えます。 

（座長） 

 不確定な情報が一人歩きすることも避けたいということで，事務局のほうから次回については

非公開で開催したいという話がありましたが，委員の皆様いかがでしょうか。 

（Ａ委員・Ｂ委員） 

 異議なし 

（座長） 

 それでは，次回第３回については非公開で開催したいと思います。 

 次回の内容についてですが，今日の議論のＰ１０の総括表のなかで，かなり可能性の低いもの

もあるかと思います。 

 特に第１案は仮設の設備など，色々問題があるということで除外してよろしいでしょうか。 

（Ａ委員・Ｂ委員） 
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 よろしいです。 

（座長） 

 あとは今日，疑問点や課題がでましたので，第２案・３案・４案については，もう少し精査し

ていただき，ルート変更での対応の可能性についても検討を深めていただいて，それら全てをテ

ーブルにのせて検討することで良いでしょうか。 

（Ａ委員・Ｂ委員） 

 よろしいです。 

（座長） 

 それでは次回は，掘削をする第１案を除いた３つの案およびルート変更の案を含めて総合的に

検討したいと思います。 

 事務局のほうは，このような進め方でよろしいですか。 

（事務局） 

 よろしいです。 

（座長） 

 その他，全体をとおして何かご意見等ございませんでしょうか。 

（Ａ委員・Ｂ委員） 

 ありません。 

（座長） 

 それでは，予定された議案について，全て終了しましたので事務局に進行をお返しいたし

ます。 

 ありがとうございました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－（３ その他）－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 （事務局）  

 それでは，３その他についてですが，事務局より報告がございます。 

 次回の第３回検討会につきましては，来月上旬を予定しておりますので，皆様，よろしく

お願い申し上げます。 

 なお，第３回目の資料につきましては，事前に事務局から皆様にお送りさせていただきま

す。 

 次回以降につきましても，大変お忙しいとは存じますが，どうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－（４ 閉 会）－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 （事務局）  

 これを持ちまして第２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。 

 

 

 


