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令和３年度 道路陥没原因調査に関する技術検討会 議事録 

 

日 時 令和３年（2021 年）11 月 25 日（水） 15 時００分～17：00 分 

場 所 札幌市中央区北１条西７丁目 プレスト１・７ビル 

    北海道中小企業会館２階 会議室 C・D 

出席者 別添「出席者名簿」のとおり 

議 題 道路陥没のメカニズム 

 

議 事 

（開 会） 

今井維持担当課長 

定刻となりましたので、第 1 回令和 3 年度道路陥没原因調査に関する技術検討会を開催させて

いただきます。委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。私は進行役を務めさせていただきます、北海道建設部維持管理防災課で維持担当課長を務め

ております今井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは開催に先立ちまして、北海道建設部施設保全防災担当局長の木村よりご挨拶申し上げ

ます。 

 

木村施設保全防災担当局長 

ただいま紹介がありました、北海道建設部で施設保全防災担当局長をしております木村と申し

ます。よろしくお願いいたします。各委員の皆様並びにオブザーバーの皆様におかれましては、

大変お忙しい中、本日の技術検討会に出席賜りましたことにつきまして厚く御礼申し上げます。

また日頃より、北海道の建設行政の推進にご理解ご協力をいただいておりますことに、この場を

お借りしまして、感謝申し上げます。 

すでに皆様ご承知のとおり、今月 11 日の未明三笠市内の道道岩見沢桂沢線で道路が陥没し、

その穴の中に乗用車が転落、三名の方が重軽傷を負うといった痛ましい事故が発生いたしまし

た。負傷された皆様に対しましては、改めてお見舞いを申し上げますとともに、1 日も早いご回

復を祈っておるところでございます。 

今回のような事象につきましては、道道においては初めて発生した事例でございまして、再発

防止に万全を期すため、発生直後より現地において、原因の調査を行っているところでございま

す。本技術検討会では、今回の道路陥没に至ったメカニズムを究明するため、調査結果につきま

して、皆様のご意見を伺い、今度の現地の復旧、さらには全道における再発防止に向けた方策の

検討に生かして参る考えでございます。皆様におかれましては、今回の技術検討会の趣旨をご理

解いただきまして、専門的な見地から、忌憚のないご意見をいただきたいと思っておりますの

で、大変ご多忙の中、恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上、簡単ではご

ざいますが、技術検討会開会にあたりましてのご挨拶と代えさせていただきます。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

今井維持担当課長 

議事に入ります前に、事務局の方から報告及び説明をさせていただきます。 

まず配布資料の確認をお願いいたします。お手元の方に、まず議事次第が 1 枚、それから配席

図、構成メンバー名簿、資料については、一番から四番を配布させていただいております。この

中で、事務局側の資料にだけ 1 点訂正がございます。3 枚目に構成者名簿がございまして、委員

の欄に三名の先生のお名前が入っておりますが、その中で中段、渡部要一様のところでございま

すが、分野が土木工学となっております。こちらにつきましては、正しくは、地盤工学がご専門
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ということで伺いましたので、そこのところにつきまして修正させていただきます。重ねまし

て、傍聴の方々にお配りしている資料につきましては、間違ってございませんので、そのままご

利用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。不足などがございましたら事務

局の方までお申し出いただければと思いますけれども、こちらについてはよろしいでしょうか。 

それでは、配付している資料 1 の名簿に従いまして、まず、委員の皆様方をご紹介させていた

だきます。最初に、北海道大学大学院工学研究院教授 萩原亨 様でございます。本日、萩原教

授には、道の懇談会開催要綱に基づきまして、北海道建設部長の指名により、座長をお願いして

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、北海道大学大学院公共政策学連

携研究部教授 渡部要一 様でございます。続きまして、国立研究開発法人土木研究所寒地土木

研究所上席研究員、林宏親 様でございます。委員の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、開催予定等々について、資料 2 及び資料 3 を簡単にご説明させていただきます。

まず、資料 2 でございますが、今回の技術検討会の目的、構成員、議事内容等を定めたものでご

ざいます。 

次に、資料 3 は、道における懇談会などの設置、運営などに用いる基準を定めた内容となって

ございます。今回の技術検討会は、この基準に基づきまして行うこととし、委員の皆様方からは

ご意見の聴取にとどめ、意見書はいただかないということとしておりますので、ご理解のほどど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、本日、関係機関の方々が、オブザーバーとしてご参加いただいてございますの

で、事務局の方からご紹介させていただきます。初めに、北海道開発局建設部道路維持課、道路

保全対策官、武藤秀樹 様でございます。続きまして、三笠市からお二方です。三笠市経済建設

部建設課、土木公園係長の 松崎裕介 様でございます。続きまして、同じく三笠市から経済建

設部建設課、建設管理係長、高橋広紀 様でございます。以上 3 名でございますので本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、議事次第の四番目、議事の方に入って参ります。萩原座長、議事の進行につきま

して、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（議 事） 

萩原委員 

北海道大学の萩原でございます。本日、進行を努めてまいりたいと思います。先ほどからご紹

介がありますが、三笠市内の道道岩見沢桂沢線で起きた道路の陥没、これにおきましてこの委員

会の題目は原因調査となっておりますが、メカニズムにつきまして調査を進めております。その

調査内容も踏まえながら、具体的にどんな理由でこのような陥没が発生したのかということにつ

いて、掘り下げてゆきたいといきたいというふうに思います。土のメカニズムになると思いま

す。少し難しいところがあるかもしれませんが、丁寧に進められればと思っております。よろし

くお願いいたします。 

それでは早速、パワーポイント資料の方で 1 番から 5 番、陥没の概要、道路の変遷、道路維持

管理の状況、陥没個所における工事履歴、それから、調査結果までご説明いただきたいと思いま

す。 

 

事務局 

維持管理防災課で道路維持の課長補佐をしております矢野と申します。本日はよろしくお願い

いたします。私から資料 4 について、パワーポイントに沿って説明をさせていただきたいと思い

ます。座って説明をさせてもらいます。配布資料はスライドを２アップで印刷しておりまして、

各スライドの右下にページを振ってございます。 
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では 1 ページ目をご覧ください。技術検討会の目的、委員の皆様、それから検討いただきたい

内容、開催日程などを記載しております。令和 3 年 11 月 11 日に三笠市内の道道岩見沢桂沢線

において、車両が道路の陥没に落下する事故が発生いたしました。本技術検討会は、道路陥没に

至ったメカニズム、ならびに今後の復旧に関する留意点を検討して頂くことを目的としておりま

す。検討会の委員につきましては、先ほど紹介させていただきましたので省略させていただきま

す。検討会は全２回開催することとしておりまして、第２回は１２月中旬を予定しております。 

4 ページ目をご覧ください。本日、第１回目の検討会の内容は、大きく分けて６項目ございま

す。陥没の概要、道路の変遷、道路の維持管理の状況、陥没箇所における過去の工事履歴、現地

の調査結果、今後のスケジュール（案）となっております。 

早速、１つ目の項目から説明させていただきます。６ページをご覧ください。今回の陥没の概

要です。今回陥没した道道岩見沢桂沢線は、岩見沢市国道１２号交差点を起点とし、道道岩見沢

三笠線に接続し、三笠市国道４５２号に通じる一般道道で、陥没箇所は路線の起点である国道１

２号交差点から約８ｋｍの地点です。陥没の発生については、令和３年１１月１１日木曜日の午

前３時１５分頃に警察から、また、３時３５分頃に三笠市消防署から車１台が落下しているとの

連絡が札幌建設管理部岩見沢出張所に連絡がありました。 

7 ページ目をご覧ください。陥没の状況写真でございます。陥没の大きさは、舗装面では幅

４．９ｍ、長さ５．０ｍ、穴の中では 幅が７．１ｍ、長さが６．２ｍ、深さが５．０ｍ、陥没

量は 推定 約１００ｍ３となっております。 

8 ページ目をご覧ください。気象状況については、警察に通報のあった１１月１１日午前３時

頃の天候は曇りその時間、雨は降っておりませんでしたが、近傍のアメダス岩見沢の観測値で

は、前々日の９日１７時から１０日１０時までの１７時間の連続雨量が９０ｍｍ、９日２０時か

ら２１時までの１時間の降水量が１５．５ｍｍを記録しております。アメダス岩見沢の１１月の

ひと月分の平年値が１１８．８ｍｍなので、ひと月の約８割の量の雨が短時間で一気に降ったこ

とになります。 

続きまして、道路の変遷について説明いたします。１０ページをご覧ください。当該道路は現

在に至るまで、道路の管理者が２回変わっており、最初が「北海道炭砿汽船株式会社」、次に

「三笠市」、現在は、北海道が管理しております。 

11 ページ目をご覧ください。こちらは昭和２２年の航空写真でございます。建設時期は不明で

すが、既に道路が建設されております。ただし、現在とは若干道路の線形が異なっている状況で

ございます。 

１２ページ目をご覧ください。こちらは昭和３７年の状況です。昭和３６年４月に三笠市道 

に認定されております。この写真を見ると、道路の線形は、ほぼ現在の状況近い形になっており

ます。 

13 ページ目をご覧ください。こちらは昭和５１年の状況です。昭和５１年８月に市道から道道

に昇格されております。また、河川改修が行われておりまして、河道が切り替わっております。 

 

萩原委員 

すいません。このオレンジ色の線は鉄道です。 

 

事務局 

申し訳ありません。オレンジ色の線が鉄道となっておりまして、引き込み線が道路の方に向か

って走っているという状況です。 

14 ページ目をご覧ください。こちらは平成 19 年の状況でございます。鉄道や、建物はもう無

くなっております。昭和 58 年から 60 年にかけて、北海道で縦断線形の改良ですとか、道路の

拡幅、歩道の設置などの改良工事が行われておりまして、現在に至るまで、北海道が道路の管理
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を行っております。 

15 ページ目をご覧ください。道路の断面の変遷でございます。市道以前と旧市道の時の断面

は、推定でございます。現在の道道の断面の建設には、トータル８ｍ程度の嵩上げが行われたと

思われます。 

続きまして、道路維持管理の状況について説明致します。17 ページ目をご覧ください。当該箇

所の道路の維持管理については維持管理に対する道の基本的な考え方を示した「公共土木施設の

維持管理基本方針」に基づいてパトロールを実施しており、直近の週３回実施している通常パト

ロールは１１月９日の午前８時に、豪雨や地震時に実施している異常時パトロールは降雨のあっ

た１１月１０日午前４時５５分に、また、照明などの確認を行う夜間パトロールにおいて１１月

１０日１８時４５分に当該箇所を通過しており、いずれも道路の異常は確認されませんでした。

点検について、当該箇所は盛土の道路防災点検実施箇所となっており、平成 24 年度の点検結果

はランクⅢ（対策不要）、また、今年度も道路防災点検を実施しておりまして、現在取りまとめ

中でありますが、６月に実施した現地の点検では、異常は確認されておりません。 

次に、今回の陥没箇所の工事履歴について説明致します。１９ページをご覧ください。平成２

３年から２６年までに５件の工事の実施履歴を確認致しました。 

20 ページ目をご覧ください。こちらは平成２３年４月に盛土法尻部の法面の崩壊が発生したこ

とから、５月にブルーシートによる応急措置を行い、その後６月に法面補修の工事を実施してお

ります。 

21 ページ目をご覧ください。平成２６年１月に盛土法尻に滞水が発生したことから、２月に推

進工法により、直径１５０ｍｍの水抜き管１本設置致しました。 

22 ページ目をご覧ください。平成２６年３月１０日の道路パトロールにより路面の沈下を発見

しました。翌日、舗装版を撤去したところ、幅１．２ｍ、延長１．９ｍ、深さ２．１ｍの空洞を

確認したため、路盤材を充填、その後、敷鉄板を設置し経過監視をすることといたしました。 

23 ページ目をご覧ください。こちらは平成２６年８月には、盛土法面の滞水対策として、直径

１５０ｍｍの水抜き管を２本 追加しました。 

２４ページをご覧ください。平成２６年３月に工事を実施した箇所について、５ヶ月間の養生

により沈下が生じていないことを確認したことから敷鉄板を撤去して、舗装の復旧を実施致しま

した。 

25 ページ目をご覧ください。こちらは、平成３０年に撮影されたストリートビューの写真でご

ざいます。多少、縁石や舗装面に凹凸はあるもの、特に補修等の実施に必要ないと判断しており

ます。 

以上でございます。 

 

萩原委員 

 ここまでで何か質問等はございますか。 

 

林 委員 

 1 点確認というか、教えて頂きたいのですが、資料でいきますと 15 ページです。道路の変遷

の資料が示していただていておりまして、ここの場所は古くからいくつかの変遷を経て、現在の

形になっていることがよく分かりました。そういう意味では非常に複雑な履歴があるという印象

ですけども、緑色の線で示される市道以前の断面と言っているのは、後から出てくる、道路の変

遷の資料の中で言うと、どこの時点での変遷なのでしょうか。例えば 11 ページ、このくらいの

ものという理解でよろしいでしょうか。 

 

事務局 
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 お話しがあったとおり、この後出てくる地層の形の方から想定されたものと、このまだ以前

に、地形図の方で道路のラインみたいなものが確認されたので、それと合わせた結果、大体それ

ぐらいの厚さで道路が作られていたと判断します。このような形を構成して、その上に市道にな

って、その上にさらに今の形になる。そのような構成を考えさせていただきました。 

 あと 12 ページ、これは昭和 37 年に作成された航空写真でございます。市道に認定されてい

るのは 36 年 4 月なので、この短期間で整備していると思えないので、おそらく、炭鉱時代に、

市道の形に改良が行われたという可能性はございます。 

 

林 委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

萩原委員 

よろしいでしょうか。さっきすごく長い名前を言っていましたが、いわゆる北炭ですね。北炭

のいろんな施設があったようです。多分、幌内炭鉱でしょうね。幾春別でしょうか。多分どちら

かでしょう。あと何かございますか。よろしいですか。 

それでは、道路の変遷と維持管理状況、陥没箇所の工事履歴の説明をしていただきました。そ

れで、これからは陥没が起きた後ということで、調査結果の前段の部分、つい数日前まで分かっ

た部分についての発表、ご説明となります。よろしくお願いします。 

 

事務局 

陥没発生からの現地の調査状況を説明致します。２７ページをご覧ください。１１月１２日金

曜日に車両を引き上げ後、H26 施工した水抜き管の状態調査のための掘削を開始致しました。ま

た、陥没箇所の調査と平行して、道路周辺の踏査を行ったところ、陥没箇所から約１３０ｍ離れ

た、幾春別川付近に排水施設の吐口を発見しました。そこで、過去の工事関係資料などの資料収

集を行うとともに、三笠市職員などからの聞き取りをした結果、炭鉱が操業されていた時代に造

られた横断管が道路下に埋設されている可能性があることを確認しました。施設の方向から、道

道を横断している可能性が高いことから水抜き管より下方についても、掘削を行い状態確認する

こととしました。 

28 ページをご覧ください。現地掘削により、平成２６年に設置した水抜き管の外面を確認した

結果、３本とも損傷はありませんでした。水抜き管内をカメラで観測したところ、１本において

損傷を確認したものの土砂の流入もなく概ね健全な状態でした。 

次に、炭鉱時代に設置したと思われる配水管の確認状況です。２９ページをご覧ください。

UAV を使って撮影した周辺状況です。陥没箇所からレフト側、写真では下側約１３０m 先に横

断管吐口があり、その周辺には約１００ｍ３の土砂が扇状地状に堆積しておりました。 

30 ページをご覧ください。横断管吐口の形状は９０ｃｍ×９０ｃｍのボックス形状で健全な状

態でした。横断管吐口の周辺の土砂は球状の粘性土の塊が目立ち、後ほど説明いたしますが、陥

没周辺の掘削面で確認した、市道時代の盛土材とよく似ており、現在、土質試験で確認中です。

土砂は、枯れ草の上で止まっていたり、土砂の塊の周りに枯れ葉が付着しているため、ごく最近

に流出されてきたものと考えられます。土砂の中には、古いコンクリート管の破片が混ざってお

り、破片を組み合わせると、直径８０ｃｍ程度と想定されます。 

31 ページをご覧ください。陥没周辺の掘削面で、市道以前、旧市道、道道の３段階の道路盛土

の状況を確認しました。旧市道路盤付近には、赤褐色のシャモットが、その下位には、粘性土 

が認められます。一方、陥没土塊を確認した断面でも、同様なシャモットと粘性土の組み合わせ

が確認出来、概ねその段差は７ｍとなっております。左の写真がそういう状況でございます。先

ほど説明したとおり、横断管吐口の周辺で確認した土砂はこの旧市道の盛土材とよく似た土が大
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半であります。 

32 ページをご覧ください。掘削面の岩見沢側の全景です。道路の縦断勾配は、岩見沢方向に向

かって登り勾配です。旧表土や路盤などの痕跡を目安にして、過去 2 時代の道路盛土の確認が出

来ます。 

33 ページ目をご覧ください。掘削面の桂沢側の全景です。道路の縦断勾配は、桂沢方向に向か

って下り勾配です。掘削底面で陥没土塊の範囲を確認したのが赤破線、黄色破線は現道での陥没

範囲を真下に投影した線です。今回の陥没土塊の範囲は陥没の真下ではなく、桂沢側に若干ずれ

ております。 

34 ページをご覧ください。こちらは、横断管吐口より内部約５ｍ上流側に行ったところの画像

です。管内に横断管吐口周辺で確認されたものと同様の土塊が確認されました。 

35 ページ目をご覧ください。横断管呑口は、当初水没していたため詳細が不明でしたが、土砂

やヘドロを掘削、除去し、部分的に確認が出来ました。詳細は不明ですが、桝のコンクリート壁

の変状が認められました。 

36 ページ目をご覧ください。横断管呑口より約 6m 下流側を掘削した結果、横断管の存在を

確認しました。 

以上が、現在までの調査状況です。よろしくお願いします。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。ただいまの説明で、まず、ご質問がございましたらお願いします。 

 

渡部委員 

31 ページのところで、吐口から出てきた土砂の大きさというのは、どのくらいになるのでしょ

うか。 

 

事務局 

50 センチメールぐらいです。 

 

渡部委員 

直径で 50 センチメートルぐらいということですね。結構な大きさのものが丸くなっていると

いうことは、転がって流れて出てきたということですね。表面に付いているシャモットとおっし

ゃったかと思いますが、この辺りについては、これは内部に含まれているとか、表面だけなのか

というのはいかがですか。 

 

事務局 

 表面だけです。 

 

渡部委員 

そうすると、土の塊が出てきて、転がりながら、周りに落ちた土砂を表面にまとって出てきて

ここにあると。多分、今年は雨も多かったので、こうやって残っているということは、非常に新

しいということですから、今回の事故と関連したことが出ているということですね。状況として

は分かりました。ありがとうございます。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。林さんも現地でみられていると思いますが、どうですか。 
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林委員 

現地を調査させていただいて、今投影されている、資料でいきますと 30 ページの状況を私も

現地で確認させていただいております。基本的には、この周辺に出ている土砂は、比較的新しい

ものだろうと、というのは、土砂のかぶっていないところについては、草木が繁茂しておりまし

たので、そのあと、土砂がある部分については、その繁茂していたであろう草木をなぎ倒すとい

いましょうか、沿うような形で、この管の吐口の方から出てきている状況が見て取れましたの

で、多分、今ご説明があったようなメカニズム、今、渡部先生がおっしゃったような事実だろう

というような理解をしております。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。あと何かご質問はございますか。 

 

渡部委員 

もう一つよろしいですか。 

吐口があるという所が、この 29 ページの絵でいうと、河道の旧幾春別川の河道のところにで

てきていますが、幾春別川の河道を変更した時期というのは、分かりますか。 

 

事務局 

 確認して報告致します。 

 

渡部委員 

 その頃の、旧河道のところに出てきているとのことなので、盛土に対してどうかというのは、

多分影響がないとは思いますが、堆積物を考える時には、今の河道ではないというところであっ

て、尚且つ、狭い水路から出てきて、流速が急に弱まったところで、みんな堆積して広まってい

るところでございますから、おそらく出てきたものについては、基本的に、大部分は、目の前に

堆積した状態なっているところだと思います。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。 

34 ページにもあるように、この横断管の吐口から土が出てきている、流出してきている雰囲気

がこの時点ではありました。こういうことは、いわゆる盛土の下に何らかの管があるということ

は、ありえるものなのですか。その辺り少し、ちょっとお話しいただけると有り難いかなと。 

 

渡部委員 

一般論で言いますと、水の流れがあって、尚且つ、その土砂が流れる可能性があるもの、例え

ば大きな石ばっかりであれば、それはほとんど流れない、骨格をなしていますので。骨格になっ

ていない土砂というのが水が流れていると、細かい粒子が少しずつ抜けていく傾向というのはあ

ると思います。通常の地盤で全部そうなるかというと、そうではなくて、ある程度水が流れない

といけませんから、集中して水が流れる場所というものがあるはずです。それは例えば管の損傷

とか、継ぎ目が少し離れているとか、そういったところに流れが集中しているところから、きっ

かけとなって始まる、そこには水がどんどん集まってくるので、進行していく、そういう形にな

ると思います。ただ、大きなものが出てくるのだと、それはどこかに損傷があるということにな

りますので、かなり進行したのか、或いは非常に古いものだと説明がありましたので、長い歴史

の中で劣化して、損傷してきたということが、原因になってくる、そんな印象です。 
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萩原委員 

林さんいかがでしょうか。 

 

林委員 

 基本的に私たちの知るメカニズムとしてはあり得ることだと思います。特にこの場所が、一般

論として私も申し上げますけれども、基本的には先ほど工事履歴のところでご説明ありましたけ

ども、北炭時代に非常に古い埋設管が、この道路下を通っているっていう点と、それが、そうい

う意味では古いものですので、何らかの影響があるかということは、一般論からいっても推察で

きる。そこはメカニズムのポイントかもしれません。 

 

萩原委員 

 今、渡部先生のお話のなかで、水の流れがという話が最初に、それは盛土の土の中に水の流れ

ができると、外側にあるわけではないのですか。 

 

渡部委員 

 中の話ですね。盛土の中に水が入ってきたものが、そこに流れていっている。盛土からはいつ

か抜けるので、抜ける先が集水施設とかがあればいいのですが、古いものなので、たぶん集水す

るなど考えてないとすると、この古い管に水が集まりやすかった。おそらく、本当に古いものな

ので、考えていなかった可能性もありますね。 

 

萩原委員 

 一般的に、盛土になった場合には、そういう水の流れが起きないようにするとか、なんらかの

対策を取るというのがよく行われるのですか。 

 

渡部委員 

 通常は土砂が入らないように、不織布を巻くとか、管に絶対に隙間がないかというとそれは起

こりうる話なので、万が一、継ぎ目に隙間ができたとしても入らないように、その回りに不織布

を巻く。更に石を入れるとか、そういった形で直接土砂が流れこまないことをします。 

また、それが水を集めることにもなりますので、水をとおり易くする。管の中に入り易くす

る。排水管として使うなら、有孔管、穴の空いている管にするとか、いろんなことをする。これ

はそういう物ではなかったと思います。 

 

萩原委員 

 今２人のご専門の方からのお話しにありますように、今のような話があって、この管が古い

管、横断管といま資料の中ではそうやって呼ばせてもらっていますが、横断管が先ほど、陥没し

たところの下のどこかにあるのではないかと。今、お話しがありましたように、かなり破損して

いる、ボロボロといったら表現が悪いかもしれませんが、穴が空いていたり、朽ちていたり、と

いうことで、大きな土砂でも流れ易い状況であったのではないかということが推測されて、それ

で、写真で今みていただきましたように、一生懸命掘ったということになります。それで昨日の

段階で、それが少し進んだ資料がありまして、それを林委員が現地でみていらっしゃいますの

で、そこも含めてご説明いただきたく思います。 

 

林委員 

今、おっしゃられたような観点で、北海道さんのほうで、道路の下に埋まっている管の健全性

のチェックという意味で、道路を掘削して、管の状況を確認するという作業を準備が整い次第、
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進めておられました。非常に深いところ、盛土そのものが高さをもっておりましたので、管があ

る位置まで堀り下げることに、非常に時間を要していた、これは致し方がないと思います。ま

た、天候が一時悪いこともありましたので、結果として昨日、今、ご覧になっていただいている

図面は、道路に対して管があるという状況ですけれども、呑口の位置、最初の水が入る部分こち

ら、道路がこの位置にありまして、こちらの方に出口があるという位置関係ですけれども、道路

の下を掘削して確認したところ、最初に道路の右側のこの位置辺りに管がまず見えてきて、ここ

が一番破損している状況です。掘削をその後、引き続き、それは昨日の 15 時 10 分くらいの段

階でして、一部破損が確認されたところですので、こちらの方向の方が掘削の進みやすい条件で

ありましたので、こちら方向に進んでいるところ、複数箇所、これが最初に見つかった道路セン

ター右側より８メーターくらいの管がこのような状況で破損していたというのが、時間にしまし

て、昨日 15 時１０分に確認されております。 

そのあと呑口側に掘削を進めていただいて、複数箇所、Ｂ、Ｃ、Ｄ、こちらの写真でいきます

と、Ｂ、Ｃ、Ｄ、複数箇所におきまして、管がこのように明らかに出てまいりました。その管

は、このような形で、一部破損していたと確認されております。昨日までの状況としてはこのよ

うな状況でした。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。これについて、渡部先生 何か。 

 

渡部委員 

 あの、呑口とか吐口は四角い図形の断面だけれども、中に入っている物は丸い管ということで

すね。 

 

事務局 

 丸い管が確認されました。 

 

渡部委員 

 材質は何でできているかわかりますか。 

 

事務局 

 コンクリートです。 

 

渡部委員 

 コンクリートの管ですね。それから見えている節（ふし）の部分は、ひとつひとつは短い管が

繋がっているということですね。 

 

事務局 

 そのような構造です。一つの管は 1 メートルです。 

 

渡部委員 

１メートルですか。１メートルずつのジョイント、つなぎがある。分かりました。右下の絵で

ここが破損している。見ていると沢山あるというふうに見られ、Ｂ、Ｃ、Ｄのところが、いずれ

も破損している。 

 

事務局 
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そうですね。複数箇所破損がみられました。 

 

渡部委員 

それは破損しているところは、結構古そうな感じですか。工事している時に重機で壊したとい

うことは。 

 

林委員 

慎重に掘削を進めていただいていると思いますので、掘削によって壊れたということはない、

新しい古いはなかなか観察では分かりづらいですが、そのようなことはないです。 

 

渡部委員 

慎重に掘削した結果、出てきた状況ということ。分かりました。 

 

萩原委員 

 それで今日の写真。 

 

事務局 

今日なのですけれども、継続して調査を続けている中で、さらに破損している部分が出てきた

ということなので、札幌建設管理部の方からご報告させていただきます。 

 

事務局 

振興局の河合でございます。私の方から、本日の状況について説明させていただきます。写真

は、今日のお昼くらいの状況の写真でございます。昨日から引き続き掘削を行ってまいりまし

て、まず上の写真でございますけれども、方角としては三笠側から岩見沢に向かって上り坂の方

です。道路の横断方向に掘削を行っている状況です。 

 

萩原委員 

さっき言われた呑口は左ですか。 

 

事務局 

写真でいうと呑口は左です。 

 

萩原委員 

吐口は右側ですね。 

 

事務局 

沢の、川の流れはこちらが上流。こちらが下流となります。結果、路面から約 11 メートルほ

ど掘り下がった位置に、リボンテープに添った形で、ずっと管が出てまいりました。今ほど、林

委員からご説明があった、昨日確認された管、Ａといっている管は 8 番の管。管ごとにナンバリ

ングしております。このあとが、Ｄと言われている破損箇所。その次に林委員からご説明のあり

ましたＢ、Ｃ、Ｄ。ポールが立っているところが、管に穴が空いているところです。各所にこれ

くらいですかね。穴が空いているのが確認されておりますが、更にこちら側にいきますと、この

辺りから管がほぼ無い、破片は落ちているのですが、管の存在は確認できていない区間が、３メ

ートルほど確認されました。その位置がほぼ陥没箇所の直下になります。 

それぞれ拡大写真がついておりますけれども、無くなっているところの直前くらいは、管が割
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れています。縦割れ状態です。陥没箇所３メートル経て、更にこちら側には続きと思われる管が

こういう方向からきているのが２本ほど確認されました。 

お昼まではこういった状況で、更に掘削を続けております。これが現在の状況です。 

 

萩原委員 

 どちら側に掘削をされているのですか。 

 

 

事務局 

右に。 

 

事務局 

 最終的には、掘削しては排水してしのぐような状況を解消するためにも、やっぱり排水できる

ような形状を作らないと復旧に向けて進めない。 

 

萩原委員 

 ちょっとそこでお待ちいただいていいですか。ご質問していただければ。 

 

林委員 

 聞き逃したかもしれないのですが、今確認できている状況で管の直径というのはどのくらい。 

 

事務局 

 ６０センチメートルと想定しています。 

 

林委員 

 それはどこの位置でも６０センチくらいの管が。 

 

事務局 

 今のところそうです。 

 

林委員 

 分かりました。 

 

渡部委員 

 今パックスタッフして、水が途中から湧いてくるとかそういうことってあるんですか。入って

きていた水は、周りから流れ込んできた水だとか、或いは、どっかの地層からわき出てきたの

か、そういう状況は分かりますか。 

 

事務局 

一部ですね、管の穴から吹き出している状態も確認している。呑口がかなりひどい状態ではあ

るが、完全には潰れていない。管の中は少なくともここまでは、ある程度の通水はあった。 

管の中に半分は土砂が詰まっている状況でございました。掘削を開始した段階である程度管の

上の土をよけると、水が吹いてくるような感じで、管は見えない状態だけど水はどんどん流れて

くる。それが掘削に伴いどんどん下流に移っていって、随時ポンプアップして出している状況で

ございます。この写真でも、一番の陥没直下の部分でポンプアップしている状況でございまし
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た。 

 

渡部委員 

管の中の、何かどこかで詰まっていると、盛土の中の地下水はどんどん上がる状況になるので

すね。分かりました。出口がちゃんと繋がっていたかどうかも、事前が分からないので定かでは

ないのかもしれませんが。 

あと、陥没箇所で管がないというのは、上からその崩落した時の衝撃で潰れちゃって通らなく

なった時でも水は流れている時期だったので、どっか下流側に流れていったのか、そうではなく

て、元々無かったのかは分からないでしょうけど、下流側掘っていった時に、その行き先ですよ

ね。無かったってことは無いと思うので、あったものがどこへいったのか、少し今後の掘削のな

かで、分かれば是非。 

 

事務局 

下流では管の破片は確認できています。全体的に管がその部分だけ入ってなかったということ

はないと思います。損傷が著しく、本当に潰れちゃった感じだと思います。もう少し破片を出し

てみて、吐口の方にもコンクリート片が流れていましたので、その辺と合わせてみた方が良いか

なと思っております。 

 

渡部委員 

 そうですね。上の土砂が落ちた時の衝撃で、割れたのだと思うのですが、状況を調べていただ

いて、破片もある程度集めていただいて、状況を推測することに役立てていただければと。 

 

萩原委員 

写真３の、なんていうのでしょう、ここから見ると茶色に見えるのですが、断面が割れてい

る。縦割れしている。長さ方向に割れているというか。これはかなり古いのではないか。 

 

事務局 

 そうですね。最近割れた生々しい断面ではなくて、年数が経っているものと。土の中にござい

ましたので、汚れている部分もありますけれども。 

 

萩原委員 

それって鉄筋入っているのですか。 

 

事務局 

 用心番線みたいな。あの、ひび割れ防止みたいな。 

 

 

萩原委員 

 太い鉄筋ではないのですね。 

 

事務局 

 今のところ、確認できていません。 

 

萩原委員 

 先ほど水が出るという話をすごく気にされていましたが、それはやはり土の中の水位というも
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のが大事だということでしょうか。 

 

渡部委員 

 そうです。管の方に水が集まってくる、常時流れているものなのか、管が詰まったことによ

り、周りに浸みていたものなのかということですね。道路の上は舗装されていますから、直接は

入ってこない。法面から雨水は入ってくるのですが、でも法面は水が溜まらないので、大量の水

が中に入るためには、中で詰まっていたのか、ほかの理由があるのかなと。一つの推定なのです

よね。 

 

萩原委員 

それによって地下水位が高くなった。 

 

渡部委員 

 そうですね。 

 

萩原委員 

先ほど言われていた水道（みずみち）のようなものが、出来やすくなる。 

 

渡部委員 

そうですね。管の中の圧力が下がった時に、水が流れ込んできますから。 

 

萩原委員 

 ざあっと中で流れる。 

 

渡部委員 

 そうですね。ただ単に雨水を想定するのではなくて、それ以上の流れっていうのがあったのか

もしれない。 

 

萩原委員 

 まるで土の中をみているような解説ですね。 

 

渡部委員 

あともう一つよろしいですか。 

この写真とはちょっと離れるのですけど、掘削された時の土砂で、これ何段階かに使われてい

ますから、元々の現地盤、色の違う昔の一番、最初の頃の色、その次の市道だった頃の盛土、そ

して道道としての盛土がある。それが崩壊したわけですよね。崩壊した時には不連続面ができる

のですが、掘削されていって、そういう不連続っていうのが確認できているのか教えていただけ

ますか。 

 

事務局 

 申し訳ありません。掘削してしまって確認はできていないということです。 

 

渡部委員 

 そうですか。先ほどの 31 ページのところで、左側の写真ですが、盛土とシャモットが断面の

中にあって、かつ、陥没したところの粘性土がありますよね。31 ページのところですね。 
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 左側の写真ですけれども、盛土の断面として、粘性土、下の陥没箇所図、非常に低いところに

あるということが書かれていると思いますが、これは上から落ちてきたものとの理解でよろしい

ですか。ただ、その境界となると分からない。どこから落ちたとか。その辺りは分かりづらい。

結果だけは分かるけれど、境界は明確にはなっていない。 

 

事務局 

 掘削を既にしてしまっていますので。 

 

渡部委員 

 雨降って濡れていたというのもあるでしょうから。なかなか分かりづらいのかもしれないです

ね。似たような材料ではあるので。分かりました。ありがとうございます。 

 

萩原委員 

 ありがとうございます。 

 今の話を簡単にまとめさせていただければ、やはり盛土内に水道（みずみち）が何らかの形で

出来て、しかもそれが割と高い位置、水位が高い位置にできて、しかも下に流すことで出来る水

道（みずみち）というか管があって、しかも土が入り込んだ穴がある。そして、段々、段々流れ

ていって、中に空洞ができて、今回のような崩落、陥没になったようなメカニズムなのかなと思

いますが、いかがですか。 

 それでは、一応、横断管が見えているということから、更に掘っていくことで吐口に近い方に

向かっていく。本当に流れているということの確認した後に、全体のまとめという方向になると

思いますが、いかかでしょうか。 

 何かコメントいただければと思います。 

 

林委員 

 この後、掘削を継続していただいて、管の損傷状態を確認していただければと思います。吐口

に土砂が堆積していた事実と、それから陥没箇所の土がそこまで流されているかどうかというの

は、かなり遠いところに吐口がありますので、直接的に掘削で確認することは難しいと思います

から、色のついたような水等でトレーサーをして、ここから流れた水が、我々が想定している、

道の方で想定されている排水管の出口のところから出てくる、繋がっているかどうかを確認して

いただければ、今のメカニズムの推察をサポートするような材料になるのではないかなと思いま

す。可能であれば、そのようなことをしておいた方が良いです。 

 

事務局 

呑口側の沢部でトレーサー投入したが、吐口では確認はできていない。今回このように管が出

て改めて投入試験を実施したいと思います。 

 

渡部委員 

 35 ページのところですが、これは呑口の絵ですけど、このときは崩壊した後で、管がふさがっ

ていた可能性がありますから、今回管が出てきたということで、管のところから入ったとした

ら、是非確認していただきたい。 

 吐口に溜まっている土砂が盛土から出たものである。細かいものについては、幾春別川の方に

流れていってしまった可能性も大いにありますが、どのくらいの土量が、１００ｍ３が盛土から出

た可能性がありますけれども、吐口のところに、何ｍ３あるのか、それはある程度推定になります

けれども、把握はしておいたほうが良いと思います。 
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事務局 

 29 ページ。こちらの横断管の吐口周辺に約１００ｍ３。ほぼ同じボリュームの量の土砂が流出

されていたとのことです。 

 

渡部委員 

 ほぼ同じ、そうしたら、ほとんどのものは、例えば細かに濁り水として出ていっただけなら、

堆積はしないので、遠くにいっちゃったと思うのですが、今回ほぼ同じボリュームのものが堆積

しているのであれば、細かい濁り水として出てよりは、塊として出ていった可能性があるのかも

しれないですね。 

 最初のうちは、濁り水だったかもしれませんが、本格的に土砂が出ていくようになってから

は、濁り水よりは塊として出ていって、ここに溜まっている。流速が落ちた時に、堆積しちゃう

という状況なのかもしれませんので。数字を改めて確認していただければ。 

 

萩原委員 

 量と土の材質と両方。両方確認した方がよいですね。 

 

渡部委員 

 そうですね。 

 

事務局 

 土質検査についても出してはいるのですが、本日までには結果が間に合わなかったので、分か

り次第ご報告させていただきたいと思います。 

 

萩原委員 

 この後、引き続き調査されるということですが、何か更にこういうことをやったほうがいいと

いうことがあれば。教えていただければと思いますが、どうでしょうか。 

 

渡部委員 

 直接的に、この盛土と関係ないのですが、沢から水が流れてくるということなので、流量につ

いては、復旧するための資料となりますから、流量は把握しておかれた方が良いと思います。 

 

萩原委員 

 左側の沢ですね。 

 

渡部委員 

盛土を横断する水がどれだけあるのかを把握しておいた方が。 

 

萩原委員 

 林先生、何かありましたら。 

 

林委員 

 先ほど話をしましたので、私からは特にありません。 

 

萩原委員 
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 現在、今の意見交換からご理解いただけますとおり、調査中ということです。そこに対して、

推測、仮説などおいて、果たしてそうなっているのかどうかを調べられ、その仮説が違うじゃな

いか、こういうメカニズムじゃないかということを出してみる段階だと思います。昨日の、先ほ

どの、横断管の破損状況などはかなり、その下から流れている状況を示すことの強い実証になる

のかなと思いますが、更に、今のような話を詰めさせてもらって、まあこうであろうというメカ

ニズムを、次回という話になってしまいますが、12 月中旬に明らかにできればということになり

ます。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 本日は大体このへんで。これ以上、意見交換のしようがないかなと思いますので。よろしいで

すか。本日はご出席いただきましてありがとうございます。 

 

（閉 会） 

今井維持担当課長 

 事務局の方からご連絡事項させていただきます。お詫びと訂正でございます。先ほど、渡部教

授のところで、分野を訂正させていただきましたが、報道の方々に配らさしていただきました資

料の方についても訂正がございましたのでお知らせさせていただきます。所属のところでござい

ますが、渡部要一様のところに、北海道大学大公共政策学となっていますが、正しくは、北海道

大学大学院公共政策学連携研究部でございます。大学院のところが第 1 文字になってしまってお

りますので、報道の皆様方、修正の方よろしくお願いしたいと思います。重ねてお詫び申し上げ

ます。 

それでは長時間本当にありがとうございました。本日の技術検討会のほう終了させていただき

ますけれども、おかげさまで萩原座長はじめ、渡部委員、林委員の方から貴重なご意見をいただ

くことができました。現在も引き続き調査継続中でございますけれども、次回に向けまして、整

理の上、さらなる報告をさせていただきたいと思っておりますので、ご指導のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

それでは皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 


