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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）12月 15日（水） 10時 00分～12時 00分 

場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル 

    北海道立道民活動センター ８階 820研修室 

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 

    復旧に関する留意点 

 

議 事 

（開会） 

今井維持担当課長 

定刻となりましたので、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、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維持担当課長

の今井と申します。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、北海道空知総合振興局副局長の河合よりご挨拶を申し上

げます。 

 

河合空知総合振興局副局長 

ただいまご紹介いただきました空知総合振興局の河合でございます。 

各委員の皆様方、並びにオブザーバーの方々におかれましては、大変ご多用の中、出席いた

だきまして厚く御礼申し上げます。当検討会はご承知のとおり、11月 11日に発生しました道

路陥没の原因調査を目的に開催させていただいている訳でありますが、怪我をされました方々

に改めてお見舞いを申し上げますとともに、一日も早いご回復を御祈念申し上げます。本日の

検討会は 11月 25日の第 1回に続いて第 2回目ということでございますけれども、本日は、

この間に私どもが追加で行いました調査等の結果をご報告申し上げた上で、今回の陥没に対す

る私どもなりの考え方、また復旧工法等に関して、ご説明させていただきたいと思っておりま

すので、委員の先生方におかれましては、それぞれの専門の立場から忌憚のないご意見をいた

だければと思っております。簡単ではございますが、開会に当たってのご挨拶とさせていただ

きます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

今井維持担当課長 

それでは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。 

まず配布資料について確認をお願いしたいと思います。お手元の方に、議事次第、配席図、

構成メンバー名簿、この他に会議資料の冊子をお配りさせていただいております。もし不足等

がございますようでしたら事務局、入口の方にいますので、そちらの方にお申し出いただけれ

ばと思います。 

それではお配りしました委員名簿に従いまして、委員の皆様をご紹介させていただきます 

初め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。 

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。 

委員の皆様におかれましては、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、オブザーバーとしてご参加いただいている関係機関の皆様につきましても、ご紹
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介させていただきます。 

始めに北海道開発局建設部道路維持課、道路保全対策官の武藤秀樹様でございます。 

続きまして、三笠市経済建設部土木公園係、係長、松崎祐介様でございます。 

同じく、三笠市経済建設部建設管理係、係長、高橋広紀様でございます。 

それでは議事次第の４番目の議事に入りたいと思います。萩原座長の方で、議事の進行よろ

しくお願い申し上げます。 

 

萩原委員 

それでは皆様、おはようございます。これから本日、第２回の「令和３年度道路陥没原因調

査に関する技術検討会」ということで進めさせて頂きます。議事の方、１番から６番まであり

まして、配布資料のパワポの方を使いまして、説明がこれからされていきます。 

まず１番から４番、パワーポイントの番号でいくと、26ページぐらいまでの陥没のメカニズ

ムというところまで、まとめて説明させてもらいます。それではよろしくお願いします。 

 

事務局 

ご苦労様です。建設部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。資料１を使って説明させてもらいたいと思います。申

し訳ありませんが、途中で説明者を交代しながら、説明させてもらいますのでよろしくお願い

します。座って説明させてもらいます。ツーアップ、１枚に対してスライド 2枚で印刷してお

りまして、各ページ、右下にページをふってございます。 

では、早速 2ページ目をご覧ください。本日 2回目の検討会で、ご検討いただく内容は大き

く分けて６項目ございます。まず、1番目に、第 1回、前回の技術検討会でいただいた意見に

関する報告でございます。2番目に陥没箇所における工事履歴、3番目に現地の調査結果、4

番目に陥没のメカニズム、５番目に復旧に向けてということ、6番目に今後の維持管理の手法

となっております。 

最初に第１回の技術検討会でいただいた意見に関する対応についてご説明いたします。横断

管の損傷が、おそらく陥没と大きく関係している可能性があるということから、次の点につい

て調査確認という意見をいただいたところでございます。 

4ページ目をご覧ください。意見の一つ目でございます。掘削により確認した横断管から、

幾春別川付近の方にある吐き口までの横断管の機能や健全性を確認するため、横断管の破損に

よる開口部から着色剤を流しまして、吐き口から流れ出るのか流路調査を行いました。その結

果、投入から約４５分後に、約 130ｍ離れた吐き口から色の付いた水が出てきました。このこ

とから、途中土砂などが堆積しているかもしれませんが、排水機能は確保されていることが確

認できたところでございます。 

５ページ目をご覧ください。陥没箇所の盛土と横断管の吐き口付近に堆積している土砂につ

いて、土質試験を実施しまして、双方の物理的特性の比較を行いました。盛土については、旧

市道盛土部分と、道道になってから改良した盛土部分と、両方の試験を行いました。左上のグ

ラフをご覧ください。旧市道部の盛土が、Ｓの 1から４、吐き口周辺に堆積している土砂が、

Ｓの８から 10でございますが、ほぼ粒度分布としては、同じようになっておりまして、ま

た、流動化のしやすさの指標である液性限界が旧市道盛土では平均で 53.2％、吐き口周辺の土

砂も平均で 53.7％と、ほぼ等しい数値が出ておりました。粒度分布と液性限界から判断される

地盤材料の分類は、いずれも砂質粘土と判定されて、双方が似ている性質ということが確認で

きたところでございます。ただし、道道改良した部分の盛土、Ｓの 5から 7については、異な

る性質という結果でございました。吐き口付近に堆積している土砂の体積でございますが、堆

積土砂は平均で厚さ 30ｃｍ程度、約 350ｍ２の範囲で堆積しておりまして、概ね 100ｍ３と
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なっております。 

 

事務局 

ご苦労様でございます。札幌建設管理部の事業室長の細川と申します。 

私の方からは陥没箇所における工事履歴について説明をさせていただきます。座って説明させ

ていただきます。 

7ページ目をご覧ください。前回の技術検討会から、過去の担当者や、過年度の資料等から、

確認できた事象を追加しておりますので、その内容を中心に説明させていただきます。 

これまでの工事履歴の一覧で、赤字で示しております②のポンプ排水、それと⑤のポンプ排水

が追加事項となっております。 

8ページ目は前回報告と同じですが、平成 23年 4月に盛土法尻で法面が崩壊し、５月に応急

措置、その後、6月に法面補修の工事を実施しております。 

9ページ目は、今回の追加事項でございます。平成 25年 9月に沢部に滞水した水が、道路沿

いの低いところを流れ、約 100ｍ桂沢側に行ったところで、道道の路面に流れ出しております。

青白点線で示している線が、想定される流下ラインとなっております。この沢部の滞水を解消す

るために、10月よりポンプ排水を実施し、水位が下がった時点で、当時の担当者は、横断管の存

在を認識しておりまして、呑口桝から横断管を確認したところ、管の入り口付近に土砂による閉

塞や損傷が見受けられ、水が流れていない状況で、使用不能となっていることを確認しておりま

す。なお、ポンプ排水は翌年の 2月まで実施している状況でございます。 

その後、10ページ目にございますが、2月に推進工法により、水抜き管一本を設置いたしまし

た。 

11ページの路面沈下の発見、空洞化を確認し応急対策を実施しております。 

12ページ目も今回の追加事項でございますが、平成 26年 4月に沢部に滞水が発生しました

ので、4月から５月にかけてポンプ排水を実施しております。 

その後、13ページの水抜き管２本を追加設置しております。以降、融雪期や大雨等の対応でポ

ンプ排水を実施しているところでございます。14ページの路面補修は５ヶ月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、舗装の本復旧を実施しております。 

私の方からは以上でございます。 

 

事務局 

続きまして現地の掘削調査結果についてご説明をいたします。 

16ページ目をご覧ください。現地調査のための掘削の実施を行いまして、直径 60ｃｍの損傷

したコンクリート製の横断管を確認いたしました。これについてはスライドのみではございまし

たけれども、前回の技術検討会で速報として説明をさせていただいたところでございます。   

17ページ目をご覧ください。その後も掘削調査を進めまして、道路面から約 12ｍとかなり深

い位置で、延長 27.6ｍの横断管とマンホール 1個を確認したところでございます。 

18ページ目をご覧ください。確認された横断管の損傷状況についてご説明いたします。直径

60ｃｍの横断管が 18ｍ、80ｃｍの横断管が 9.6ｍ、合計 27.6ｍの横断管を確認しました。直

径 60ｃｍの横断管については、陥没箇所の直下 3ｍについては、現地に管が見当たらず、おそら

く大破して破片が吐き口方向に流出してしまったものと考えております。また、その前後 2ｍ、

上流下流 2ｍについては、管の頭の部分、管頂部が連続して破損した状況で、横断管の縦方向に

亀裂が入るなど損傷状況が著しい状態でございました。その他の箇所についても、部分的に管頂

部破損ですとか、継ぎ手の破損が確認されました。直径 60ｃｍの管については、外観では、明瞭

な変状は認められませんでした。 

19ページをご覧ください。道路下の横断管と横断管吐き口までの間にマンホールも確認できま
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した。マンホールの内部から横断管の内部確認した結果、前のスライドで説明した、外観に変状

が認められなかった直径 80ｃｍの横断管についても、管内部の観察結果では、所々に亀裂が認め

られました。また、土砂等の堆積についても確認されておりましたが、冒頭でご説明した着色剤

の試験で確認したとおり、残存部分の排水機能は概ね現在でも確保されているというふうに考え

ております。 

調査結果については以上でございます。 

 

萩原委員 

ちょっと、すみません。18ページで間違ったことを発言されたんじゃないかな。ちょっとこち

らに来て、差してもらうと分かるのですが、多分、今の話、誰も分からなかったんじゃないかと

思うんですよね。僕らは見ているから分かるんですが。 

壊れた真ん中の 3ｍのところですよね。そこが左側の図の陥没箇所の直下なので、そこが破損

していたという説明されましたね。左側が上流部になるんですよね。それが 60ｃｍなんですね。

φが 60、それが古いんですよ。そこが多分土が詰まっていたところですよね。右側は、今 60ｃ

ｍとおっしゃったんで、80ｃｍですよね。これが生きてたということです。 

 

事務局 

申し訳ありませんでした。 

図面でいますと右側の部分になるんですが、下に、今回報告としております 9.6ｍについて

は、横断管の直径が 80ｃｍでございまして、こちらについては、外観としては明瞭な変状が認め

られなかったということになります。外観では明瞭な損傷が認められなかった管も、中を確認す

ると、ひび割れが発生していた状況でございます。失礼しました。 

続きまして、これまで現地掘削で確認した横断管ですとか、盛土の状況から考察した陥没のメ

カニズムについて、ご説明をさせてもらいたいと思います。 

21ページ目をご覧ください。陥没のメカニズムについて、最初に全体の流れを説明いたしたい

と思います。盛土荷重ですとか老朽化などの影響により、横断管の損傷が発生、横断管の損傷箇

所から盛土材が流れ込み排水機能が低下、そのため、横断管呑口の水流が停滞し、盛土内の地下

水位が上昇し、盛土内に水の流れが形成され、横断管の周辺で内部侵食が発生しました。その

後、盛土内の地下水位が上昇する度に横断管の損傷箇所から盛土材が流出し、旧市道盛土内の深

い部分で内部侵食が徐々に進行、そして 11月９日から 10日の大雨により盛土内の地下水位が

上昇したため、土の強度が低下、盛土上部が崩落し、11月 11日未明に道路の舗装面に陥没が発

生したと考えております。 

22ページ目をご覧ください。今ご説明させてもらいました各段間において少し細かく説明をし

ていきたいと思っております。掘削調査で確認した横断管は破損した状態で確認されましたが、

旧市道盛土や道道盛土の造成により、荷重が増加したことに加えて、老朽化も進行し、損傷しや

すい状況だったと思われます。横断管の損傷箇所から道路本体の盛土に土砂が流れ込み、次第に

横断管の水の流れが滞るようになったのではないかと考えております。 

23ページ目をご覧ください。横断管の水の流れが滞るようになったため、上流側呑口には土砂

がたまりやすくなりました。さらに、水流が阻害されたため、ダムのように滞水し、盛土内部に

水の流れが形成され、その結果、横断管周辺から内部侵食が発生したものと考えております。 

24ページをご覧ください。掘削した法面の観察及び土質調査の結果から、旧市道盛土部は細流

分含有率の高い砂質粘土であり、砂質粘土は土砂流出の進行が遅いのですが、長期間飽和状態に

さらされると土砂が流出する傾向がありまして、長い年月をかけて盛土の深い部分で内部侵食が

徐々に進行していったものと考えております。 

25ページをご覧ください。近傍のアメダス岩見沢では、陥没発生前の 11月 9日 17時から
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10日 11時までの 17時間に 90ミリと、11月ひと月分の平均雨量の約 8割が短期短時間に一

気に降っております。盛土法面の水位上昇の痕跡から、滞水は水管橋の高さを 2.5ｍ超える水位

まで上昇し、盛土内の地下水が上昇し、飽和度が増加したと考えております。  

26ページをご覧ください。降雨による盛土内の飽和度の増加により、土の強度が低下したた

め、アーチ効果により保持されていたと考えられる盛土上部、路盤、舗装が自力で支えられなく

なり崩落し、11月 11日未明に陥没が発生したものと考えております。また、盛土上部の崩落に

より横断管内の水圧が一気に高まり、高い水圧を持った水は一気に横断管内に流入し、溜まって

いた土砂とともに残存していた破損していた管も押し流されて、吐き口に向かって流出したと考

えております。 

メカニズムのご説明は以上でございます。 

 

萩原委員 

ご説明ありがとうございました。それでは今の内容につきまして、委員会の方でいろいろ議論

を進め、質疑をさせてもらって内容を固めていければと思いますよろしくお願いいたします。 

まず 4ページ目から。説明が素晴らしく早くて、おそらく誰も、何も。 

4ページ目ですね。まずこれ、流していますが、これを入れたところはここになっているんで

すが、この場所っていうのは、こっちが古い横断管ですね。先ほどちょっと詳しく言ってもらっ

た 60ｃｍのやつが入っている古いやつで、ここはかなり詰まっていたんじゃないかと。ここはつ

ぶれているのですが、こっち側はひびが確かに入っているのですが残っていて、こっち側に水を

流すこととか、土を流すことが出来たんじゃないかっていうことを知るために、ここで投入して

いるんです。ここで投入したものはここに行ったんです。だけどこっち側に初期の頃に、ここか

ら流したらこっちに行かなかったんですよ。ということは、ここからここは進む、もちろん落ち

た衝撃もあって詰まっていて、ここは流れてないのでここからだと流れたという、そういう結果

ということで、渡部先生、林先生よろしいでしょうか。何かコメントがあったら、ご発言いただ

ければ、はい、お願いします。 

 

渡部委員 

そもそも見れば当たり前じゃないかと思われちゃうといけないので言っておきますが、現地に

行くと分かるのですが、吐き口のすぐ近くに桝があって、その桝の中を覗いてみると水がどこか

ら流れてくるか分からない、横からも流れてきていて。本当に陥没の起きた現場からその吐き口

に来るのか確認するためにも、色素を流して確かに流れてくるね、これとこれは繋がっているね

ということを確認することに、非常に大きな意義がある調査だったと理解しております。 

 

萩原委員 

 桝はこの辺にあったんですか。 

 

渡部委員 

もっと下だったかな、よく覚えてないんですけど。鉄道の跡のあたり。 

 

萩原委員 

 皆さん、これは鉄道の跡です。昔の三笠線で、これは引き込み線です。この辺は炭鉱の跡地で

す。その当時からあったみたいだと。何か林先生あれば。 

 

林委員 

前回、このような流路調査をしたほうがいいんじゃないかというお話をさせていただいたとこ



6 

ろ、渡部先生の方からお話あったとおり、前回の時は、盛土の陥没箇所から、この吐き口のとこ

ろから出ていた土が同じだろうという仮説でいろいろなメカニズムを我々は立てていた訳ですけ

れども、この調査をもって、両方が繋がっていることがはっきりしましたので、前回の仮説を強

くサポートする材料じゃないかなというふうに思います。 

 

萩原委員 

 それでは次のページ。こちらの方はここに出ていた土質が、土質試験から下の方の材質ではな

いかということですが、どうしてそういうことがわかるんですか。この数値の何を見ればそうい

うことがわかるのでしょうか。 

 

渡部委員 

 Ｓ1、2、3、4というのは盛土材料なので、赤い線ですね。左側の図は何かというと、縦軸が

何パーセント、ある大きさの土が入っているかということを表していて、右にいけばいくほど粒

径が大きくなるんですね。通常細粒分と言っているのは何ミクロンのところなので、0.1ぐらい

あれば、左側にいるものが細粒分と言っているもので、今回の流出している盛土は、粘土主体な

ので、細かいものが非常に多い土だということも分かります。 

 

萩原委員 

この時点で８０％くらいいっている。 

 

渡部委員 

そうですね。もともと粘土分の多い土が盛土になっている。ただ道道の部分については、緑の

線なんですけれども、非常に粗粒分が多い土です。砂分、礫分が多い土が盛られているというふ

うに理解できると思います。ただ粘土分はもちろん含まれていると、外に出てきたものは何かっ

ていうことで、吐き口の方から出てきた塊ですね、土の塊、真ん中の方の右側ですね、その塊の

土の粒度、粒径分布を調べてみると、旧市道の盛土の分布とほぼ同じということが、赤い線と青

い線とがほぼ一致しているということですから、この両者は同一の土であるということですね。

先ほどの林委員からの確認があったように、両者は繋がっているということと、入口から入った

ものが出口から出てきている、両者は一致しているといったことから、この出てきたものは、崩

落したものが出てきている。そういう事ですね。 

 

萩原委員 

旧市道の辺りの土が流出してきていたというようなことが、前回の検討会の後の調査から分か

ったということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、次６ページ、７ページということで、７ページは番号を振っておりますが、８ペー

ジから具体的な内容に入るのですが、こちらの補修履歴に関しましては何かありますか。コメン

ト等はございますか。①、②、③、④、⑤、⑥と続きますが、⑦までですが。これはこういう事

実だったという受けとめ方でよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。 

それでは、本日のメインになりますが、16ページからこの検討会のターゲットですが、これは

前回の検討会で示されてご説明いただいたものです。その時点でこの深さ、その次のページにあ

るんですが 12ｍぐらいまで掘っていたと、ここまで掘って初めて、こっち側に古い横断管があっ

て、途中から管が新しくなっていたということと、若干曲がっていた、真っ直ぐじゃなかったん

ですね。こっち側の直径が 80ｃｍで、こっち側の直径が 60ｃｍで、こちらはかなり潰れてい

て、しかも崩落があった真下は、ぐしゃっとほとんど跡形もなかった。こっち側にマンホールも

入っていて、さっきの排水する方に繋がっていた、ということがわかった。このマンホールは何
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のためにあったんですかね。 

 

事務局 

わかりません。 

 

萩原委員 

わからない。マンホールは生きていた、こちらはよろしいでしょうか。非常に長さが長い、高

さ 12ｍ、長さ３０ｍ近いですよね。すごい大きなものになっているかなと思う、よろしいでしょ

うか。 

次にいきまして 18ページですね。先ほどちょっと説明していただきましたが、古いのがこっ

ち側で、ここが落ちた陥没箇所。この辺は綺麗に、これは新しいところなんですかね。ここまで

掘ってようやくここからの横断管とここからの横断管が違っていた、ということでよろしいです

か。ここについて何か。はい、お願いします。 

 

林委員 

先ほど、委員長から確認のあった 18ページの資料でお願いします。先ほど委員長からも確認

のあった 18ページの資料で大事なポイントだと思いますので、今一度、1点確認をさせていた

だきたいんですけれども、前回の検討会の段階では、この写真でいきますとこの位置より左側ま

でが明らかになっていて、今回、さらに調査を継続していただいてこちらが出てきたというよう

な時系列だと思うんですけれども、先ほど、こちらの破損の大きい前回報告のあった管径と直径

60ｃｍと 80ｃｍの直径の違いがあるというようなご説明があったと思うんですけれど、管の強

度と言いましょうか、種類と言いましょうか、その辺りの違いが分かっているようであれば、説

明してもらえれば。 

 

事務局 

古い径が 600の管については、スパンが１ｍものの普通管だと思われます。下流側の 800の

管については、１本が 2.4ｍのヒューム管だと思われます。強度は下流側の 800の方が大きいと

いうふうに想定されます。 

 

林委員 

管の径だけでなくて、管の種類だとか、それに付随して強度も違うものが入っていた、そうい

うことですね。推測かもしれませんけど、観察上そういうことが分かったということですね。わ

かりました。ありがとうございます。 

 

萩原委員 

ちょっと 22ページに飛んでもらいたいのですが、今の話と多分繋がっているのですが、最初

に道路があった時に、どうもこれが、推測なんですが、この古い 60ｃｍのやつが入ったんじゃな

いか。その次に市道で 1回盛られている、この時にここを付けられたんじゃないか。その上に道

道がさらに線形改良で、上に盛土が出たんじゃないか。こういう順番で、この中の長い横断管が

造られていったんじゃないかというようなことを我々３人の中では考えているのかなと思ってお

ります。 

また、19ページに戻っていただいて、具体的に先ほどのここがマンホールですね。ここが横断

管の吐き口。この間使ってるこちらはヒューム管なんですね。800のヒューム管で、ひび割れは

あるんですが、向こうが何とか明るく見えるぐらい。そこに土が入っていて、このマンホール内

で、古い管が破損したものがこのマンホールの中に残っているとか、流れている状況が撮影する
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ことができた。この間の検討会の後に、林先生に行っていただきましたが、一生懸命掘って、こ

ういうものを見つけたということになるのかなと思います。こちらはそういうことでよろしいで

すか。何かございましたら。はい、お願いします。 

 

渡部委員 

写真の②と写真の③を見ると、上流側といっても現場からは下流なんですが、上流側の②は大

きな石がたくさん堆積している。それに対して③番の方は、細かいものが堆積しているけれど

も、堆積していない。②の写真に堆積してるのは、粘土の塊ですか。それとも礫のような大きな

石というか、重たいものが堆積しているのかということが確認されていますか。もし情報があれ

ば教えていただきたい。 

 

事務局 

 上流側に溜まっているものは、粘土も石も両方溜まっています。 

 

渡部委員 

最初に思ったのが、大きなもの、重たいものは先に堆積したけれども、下流の方まで流されて

いったという違いはただ単に距離だけなのかな、というふうに思ったのですが、両方堆積してる

となると、塊となっていたものは早く堆積して、細かいものは遠くまでいった、というだけの違

いなのかなという気がしますね。 

あと、マンホールをかませているので、そのあたり、トラップされた部分もあるのかなと思い

ますが、この違いというのはそれ程、大きな、重大な意味を持つものではないということです

ね。わかりました。ありがとうございます。 

 

萩原委員 

前回からの現地調査結果というころで、かなり色々なことが更に掘り進むことで分かってきた

というような結果となったかなと思います。これらの結果、前回の結果、仮説に近いものから、

今回の調査結果を踏まえて、21ページ目からですね、陥没のメカニズムっていうことで、①から

④、考えていただいたという内容になっているかと思いますので、こちらの方も一つ一つやって

いければなと思います。 

それでは、まず 22ページ。最初の段階でしょうか。左右が逆、はい、こちらが上流側、山側

になっておりまして、こちら側が川側になっています。ひっくり返ったり、行ったり来たりして

いますが、その辺はすいません、臨機応変に見てください。今現在はこちら側が山側、こちら側

が川側、こっちにいくと幾春別川というようなことになります。 

上載荷重や管の老朽化の影響で横断管に損傷が発生。この横断管は多分この横断管のことを指

しているんじゃないのかなと思うんですが、横断管の損傷箇所から盛土材が流れ込み、排水機能

が低下、こちらはここの排水機能が低下したということを言おうとしているのかなと思います

が、このあたりいかがでしょうか。 

 大体、こちらの方がかなり傷んだ、特にこの上に乗せたときに、相当傷んでしまって、詰まっ

ちゃって、排水機能低下して、こっち側、呑口の方は見えていたんですが、管があるなっていう

のは分かっていたんだけど、水が流れないので、もうこの管は死んでいる管だ、という認識がさ

れた、という事実を示しているのかなと思うんですが、そういう意味での横断管の損傷、横断管

はこちらの古いやつを指しているということだったかなと思います。 

23ページにいってください。次、今の話に繋がるんですが、横断管の呑口、入り口ですね。流

さないので水流が停滞し、ダムのように、堰き止めるように水を貯めて、地下水が上昇していっ

たと。水の流れが形成されてというのがあるんですが、横断管の周辺から内部侵食、この辺り、
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ぜひ解説っていうかご意見いただければなと思うんですが、いかがでしょう。 

 

渡部委員 

先ほどのスライドで、管が圧力によって盛土、もともと非常に低い盛土だったものが、高い盛

土になって管が損傷していったということから、横断管はもう機能しなくなっていたというとこ

ろだと思いますね。それで大雨の時などに水が溜まるという状況になってるんですが、管に水が

入る。横断管は水を流さないのに、周囲の直ぐ横の水位が上がっているということは、盛土の中

の水位が上がっているんですね。地下水位が上昇している。その地下水位が上昇するのですが、

それはどこかに抜けなきゃいけない。そうすると横断管の下流部分は生きているわけですから、

そこに水が集中的に集まってきたということが、この３番、４番に書かれている。それで盛られ

ていた土が、礫がたくさんあるものではなくて、粘土質が多い土ということで、少しずつですけ

れども、内部侵食が進むと全量が無くなってしまう。全てが無くなってですね、そういったこと

が長い年月の間に続いたということではないかと思います。 

 

萩原委員 

よろしいですか。その続きに今の話も書いてあるんですけれど、24ページの方で、今コメント

いただきましたが、地下水が上昇する度に横断管の損傷箇所から盛土材が、土でしょうかね、流

出し、旧市道盛土内の深部において、内部侵食が進行、これ私自身のコメントからすると、半分

死んでたんですが、半分残念ながら生きていた、その半分生きていたことは誰も知らなかった。  

この状況が、半分生きてたせいで、こっちも死んでいればよかったのですが、詰まっていれば良

かったのですが、残念ながら詰まってなかったので、管を水が流れたのではなくて、土の中を土

と一緒に流れていったのかなと思うんですが、そこら辺もちょっとコメントしていただければと

思います。 

 

渡部委員 

委員長のおっしゃるとおりだと思います。管の中を通ってきていれば、管の中を水が流れる。

管の中で多少水位が上がって外に出たとしても、土の中で流れる量というのは、かなりコントロ

ールできているはずなんですね。今回は上流側が詰まっているということで、でも下流側に水が

出てたということになると、それはもう盛土の中を通ってきた水ということで、それが細粒分を

中心とする今回の盛土を少しずつ侵食していったということだと思います。 

 

萩原委員 

おそらくかなり低い方に深部の方に、旧市道の盛土の深い方の土がなくなって、砂と粘土がな

くなって、かなりの空洞が早い時期からできたのではないか、おそらくその空洞には水が溜まっ

ていたと、これは推察のしすぎですか。 

 

渡部委員 

 分からないですが、水が溜まることもあれば、溜まらないこともある、その繰り返しだと思う

んですよね。上流側に水が沢山溜まっている時には、空洞の中の水位も上がっていたでしょう

し、でも常時はというと、少しずつだけれども水位は下がっていたんじゃないかなというふうに

推察されます。 

 

萩原委員 

それで中のかなり深いところの空洞が長い時間で形成されていったのかなと、いうことを知る

ことができたというふうにまとめたいと思います。 
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25ページ目、お願いします。その空洞が生まれていた時に大雨で盛土内の地下水位が上昇し、

盛土内の飽和度が増加し、土の強度が低下したため、崩落したと。ここは断言していますが、い

かがでしょうか。ここまで断言できるんですか。 

 

渡部委員 

林委員は多分違うことをおっしゃると思いますが、地盤工学をやっていると同じように考える

と思いますが、やはり今回の雨はものすごい雨なんですね。上流側の水位が、かなり盛土のかな

りのところまで上昇しているということが、盛土内の水位が一気に高まっています。ですから、

それによって水を沢山含むと盛土の強度が、次のスライドだったと思いますけれども、強度が減

少するという話があったと思うんですね。強度を失う、そこに一気につながるというのは、例え

ば、子どもが砂場でトンネルを掘る時に、じょうろやバケツで水を汲んできて、少し土を湿らせ

ます、湿らせた状態というのは、土は強いのでトンネルを掘ることができます。でもそこに水を

じゃあじゃあ流していると、そのアーチ状のトンネルは崩壊しちゃうんですね。今回も大雨が降

って、盛土の本体から多少水が入ってくるかもしれませんが、大部分は横に水が溜まったことに

よって、盛土内の水位が上がった。そうすると水分が非常に多くなるので、強度を失って、アー

チ効果で支えていた上部が崩落したということになるんだと思います。その崩壊した土砂が非常

に多かったというのが今回の特徴だと思うのですが、原因となった地下の侵食されている場所が

非常に深くて、12ｍも深いところで、少しずつ、少しずつ、しかも 100ｍ３という大きな空間、

描いていないのでイメージ出来ないのですが、イメージとして描くと例えば 4.5ｍ、５ｍ近い四

方の、非常に大きな空洞が深いところにあった４×４×4の穴があった。それが、でも 12ｍの深

いところにあったので、なかなか地表面まで影響が出てこなかったものが、今回の大雨によって

アーチ効果が失われて、一気に崩落した。その土砂が非常に多かったために、大きな穴が路面の

方まで出来た。次のスライドに出てきますが、そういった現象が起きちゃったのではないかと思

います。そうするとやっぱり、ひとつ前のスライドにあるように、この地下水位が非常に上がっ

たとういのがきっかけになって、強度を失ったと言うことだと思います。それは飽和度が上がっ

たために、強度を失った。普通の陥没現場と違うところは、深かったということと、盛土が非常

に高いということ。この両者が結果的に、大雨がきっかけとなって、大きな被害になったのかな

と推察します。 

 

林委員 

基本的には、今、渡部先生からご説明があったとおりのこと、私も同意見なんですけど。ちょ

っと 24ページ、一つ前のスライド。これですね、説明の４ポチのところ、先ほどご説明ありま

したけども、空洞が長い年月をかけて出来ていたと。しかも、今、ご説明あったのですが、深い

ところでできていたということなんですけれども、そういう意味では、中で出来ていた現象で、

今、振り返るというか調査すると分かったということで、普段は路面の変状などがなければ全く

わからない現象で、ぎりぎり頑張っていたけども、二つちょっとスライド進めていただいて 26

ページまでいけるでしょうか、保っていたけれども、最後、11月 11日にドスンと、それがはっ

きりと穴という形で現象として出てきた。何かきっかけが必要だと思うんですね。説明として

は。そういう意味では、この時点でこの日に何があったかっていうのは推測の域は出ませんけど

も、やはり前日の雨ということで、雨が影響して、盛土の強度が最後、頑張っていた部分の強度

が低下して、こういう状態に陥ったというふうに見てみるしかないのかなという。これは状況証

拠からの推測になりますけども思います。というのは、盛土材そのものはそんなに悪い材料では

ありませんでしたし、水に浸からなければ、基本的には強度が十分にあるような材料だというふ

うに観察上みましたので、基本的に水の影響がなければですね、比較的健全な盛土だったんじゃ

ないかと。いろんな意味の、いろんなメカニズムの中で、水の影響を様々な角度から今日ご説明
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ありましたけど、そういうところがキーワードなんじゃないかなというふうにみました。 

 

萩原委員 

ちょっと質問っていうか、教えていただきたいところがあるのですが、前回のときに私、ドス

ンと落ちたと発言をして、そこだけ報道されたんですけど、ここでちょっと私、疑問に思うの

は、深いところでできたものが、そう一気に落ちるものなのかいなと。下にあったとしても、ほ

んのちょっと上の部分が落ちて、1ｍか 2ｍぐらい落ちて、今度水圧が上がって、さらにその上に

圧力がかかって、落ちていったというメカニズムっていうのは考えられないんですか。一気に全

部厚い部分が落ちたんじゃなくて、ちょっとずつ、ちょっとずつ上に向かっていったということ

は考えられないですか。 

 

林委員 

長い年月をかけて、空洞が進行したっていうのは、この写真でいきますと、ここよりも更に深

いところに横断管が 2ｍか 3ｍですかね、低いところにあったと思う。かなり高い位置関係とい

うか、盛土の厚さなんですが、徐々に徐々に進行して上の方に空洞化が進行したといいましょう

か、大きくなっていったと。ただ最後は、1番上には舗装がありますし、その下には砂利が、強

度の高い砂利がありますので、それがアーチ効果と表現されていますけれども、それで頑張って

いたと。その上に徐々に進行していった空洞とこのアーチ効果の厚さの関係が時間とともにどう

いうふうに変化していたのかっていうのは、ちょっとこれはもう、今から調査することは不可

能、難しいかなと思っておりますし、今の委員長からの、最後のドンという話と水圧の関係はど

うでしょうか渡部先生。 

 

渡部委員 

非常に難しいですし、元の状態を我々見ていないので、それを誰も見ることができないので推

測に過ぎないんですが、アーチ効果で支えているということは、最後崩落する直前はぎりぎりで

突っ張っていたわけでね。ですから、もしどこかがポロポロと落っこち始めたとしたら、その

時、連鎖的に次から次へと落ちていった。そんなふうに考えられるので、全体がぽっこり落っこ

ちるのかというと、連鎖的に次から次にポロポロポロといった、落っこちたというふうにいくん

だと思います。おそらくそんな形ではないかと思います。 

 

萩原委員 

はい、ありがとうございます。 

今それぞれにつきまして、今回、21ページに戻っていただきますと、全体の流れは 21ページ

が示しているということになりますが、およそこのメカニズムということで、よろしいでしょう

かね。はい、ありがとうございます。 

細かいところ、色々と指摘がありましたし、ご意見もございました。その辺りを踏まえて、も

う少し修正しつつ、最終版になればいいのかなというふうに思います。 

ここで皆さんからご質問っていうふうにはならないところがこの委員会の特徴ですが、後程ま

たお聞きいただければと思います。 

それでは 27ページ。ここ焦点に、大事なところになりますが、復旧に向けてどういうことを

お考えかということをご説明ください。 

 

事務局 

続きまして、復旧に向けてということで、２8ページ目。①現場条件に応じた復旧の考え方つ

いてご覧ください。恒久対策としましては、排水施設の整備に当たりまして、当該箇所に必要と
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される流下能力・耐久性・安全性を確保した構造を有する排水施設を検討し、河川管理者と協議

を行い、整備をする計画でございます。また、応急対策については、早急な交通止め止解除に向

け、仮設道路等を整備する計画でございます。 

29ページ目。②対象流量をご覧ください。排水施設を計画するに当たりまして、当該箇所で必要

とされる対象流量について説明させていただきます。当該箇所で対象となる流域面積は、 

0.5ｋｍ２。流路長は 840ｍとなっております。当該河川は、その区分により対象となる降雨強度

の計画規模が 10年から 30年確率の範囲となりまして、河川管理者との協議により、10年確率

で現在計画を進めているところでございます。これをもとに算出しますと、当該箇所での対象流

量につきましては、毎秒６ｍ３、6トンということになります。また、当該箇所につきましては、

流域面積が 1ｋｍ２未満ということで、小規模河川に該当するため、構造としては函渠構造の採用

も可能となるところでございます。構造形式として比較の対象になります橋梁につきましては、

当該箇所では迂回路の設置の困難性や経済性から適当ではないと考えているところでございま

す。 

続きまして、30ページ目の恒久対策計画をご覧ください。恒久対策計画につきましては、今の

ところ、詳細設計が完了していないため、今後、変更となる可能性もございますが、現時点にお

ける計画として、説明をさせていただきます。最初に、先ほどの対象流量に対する計画河川断面

を検討し、その断面に見合う函渠断面を考えております。河川断面としては、対象流量６トンに

対し、上流の河床幅が 1ｍ程度であることから、計画河床幅を 1ｍ。護岸勾配につきましては、

自然型かごマット護岸の標準勾配が１対 0.5と設定し、この河川断面が入る函渠の断面として、

横３ｍ、縦２ｍの矩形の断面を計画しているところでございます。また、函渠計画のコントロー

ルポイントとしましては、呑口が水管橋の基礎に支障が生じないこと、それと呑口高さは水管橋

が有効断面を阻害しないこと。また、吐き口の高さは、現況河床高に合わせること、などを考慮

して計画しております。さらに、呑口部におきましては、盛土への流入水の対策として、遮水矢

板を検討しているところでございます。 

続きまして、31ページ、応急対策計画でございますが、当該路線につきましては、岩見沢市と

桂沢湖、富良野方面を結ぶ日交通量 2800台にも及ぶ幹線道路であることや、現在の通行止め区

間においては、地域における生活道路として、多くの住民が利用していることから、早期の交通

確保が必要と考えているところでございます。恒久対策としての函渠工の整備や盛土、舗装工の

工事には長期間を要すると想定されるため、早期交通解放に向け、応急対策を実施する考えでお

ります。応急対策案としては、現在の掘削箇所を跨ぐ仮橋案と、仮排水を敷設し盛土を行う盛土

案が考えられますが、要する期間や経済性がほぼ変わらない状況であり、冬期間における確実性

や恒久対策工事の施工性等を考慮し、仮橋案で計画しているところでございます。 

32ページ目の施工上の留意点でございますが、先ほどのお話にもでているように、既設の横断

管につきましては、路面から 12ｍの深さに敷設され、損傷状況も著しく、一部の管については、

管体が流出している状況でございました。このような状況から、道路区域内の既設の横断管は撤

去する考えでおります。しかしながら、上流側の水管橋の橋台付近につきましては、掘削により

橋台への影響が懸念されるため、一部はコンクリートを充填し処理することを検討しておりま

す。また、横断管撤去後は暗渠パイプとフィルター材を敷設し、浸透水等の処理をすることを計

画しております。以上でございます。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。恒久対策、応急対策につきまして、何かコメントございますか。 

ちょっとお答えにくいかもしれないんですが、応急対策はいつぐらいまでに完成して交通でき

るようにするのかというのと、恒久対策っていうのはいつぐらいを考えているのかっていうのを

教えてください。 
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事務局 

応急対策、仮橋につきましては、供用を年度内のなるべく早い時期にしたいと考えておりま

す。恒久対策につきましても、仮橋をセットして、そのあと、函渠工の施工、盛土、それから仮

橋の撤去と考えておりまして、概ね 1年以内には、全復旧したいと考えております。 

 

萩原委員 

応急対策は来年の 3月まで、この橋をつくって通行させたいと。そのあと、恒久対策というこ

とで、そこから 1年？ 

 

事務局 

 いいえ、そこからではなく、今から 1年です。 

 

萩原委員 

ということは、2022年の 12月ぐらいまでには、恒久対策の終了をしたいと。 

はい、ありがとうございます。 

工事内容などにつきまして何かコメントございましたら、ご発言いただければと思います。 

 

林委員 

復旧向けては、応急対策、それから恒久対策ということで、2段構えで進められるというこの

案につきましては賛成をします。まず今通行止めになっていますので、地域の方々のこと考える

とまず早急に、通行止めを解除しなきゃならないと思いますので、まず応急でやっておいて、恒

久を慎重に行うという流れには賛成します。応急の対策の案、31ページ、このスライドで、仮橋

案とそれから盛土案の２つを比較されて、仮橋案でいきたいというようなご提案でしたけども、

これについての賛成をします。というのは、２つの案に必要な時間ですとか、コストですとかに

ついては、ほぼニアだということですので、これから冬の寒い時期、雪の降る時期に土をいじる

ような工事は極力避けたほうがいいと思いますので、私も仮橋案がいいのではないかというふう

に思います。質問というよりはコメントです。はい。 

 

萩原委員 

はい、ありがとうございます。渡部先生何かございますか。 

 

渡部委員 

私もこの案で基本的に賛成です。非常に良く考えられているなと思いますし、やっぱり冬の間

に土を動かす工事っていうのはできるだけ避けたほうがいいと思います。それから三笠の地区に

ついても、非常に雪の多いところですので、土を動かすのは非常に良くない。さらに土をどの土

を入れるかということで、今現在掘削した土をまた入れるのか、新たな購入土なのか、さらには

恒久的な、仮説から恒久的なものにする時に、どの盛土材にするのかとか、非常に工事が煩雑に

なるので、できるだけ恒久的な工事に繋がるような仮設方法を考えると、やはりこの仮橋でやる

ということがいいのではないかと思います。基本的には、林委員と全く同感です。 

 

萩原委員 

はい、ありがとうございます。委員会としてはこういう、はい、どうぞ。 

 

林委員 
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今、私、渡部先生の話を伺っていて、気が付いたんですけども、32ページスライド、恒久復旧に

向けてのポイントというかお願いなんですけども、1点はやはり、恒久は盛土の構築を再びされ

るということですので、ここはまた比較的高い盛土になるでしょうから、あと原因は、今回の陥

没のメカニズムを考えますと、水が悪さをしたということも間違いありませんので、良質な、通

常も良質なものを使われていると思いますけれども、より慎重な盛土材料、土の材料の選定をし

て施工していただきたいというのが 1点と。もう１点、これは質問なんですけど、このスライド

の説明の中で、既設管は撤去されるということでしたが、この真ん中にあるマンホールよりも左

側、下流側ですね、こちらは形は保持されているとは思うのですが、ここも含めて撤去というこ

とでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

 はい、道路区域内については全て撤去します。 

 

林委員 

わかりました。メカニズムを考えますと、この横断管からの土の流出というのがメカニズムの

大きな要因でしたので、その悪さをしそうなものについてはすべて撤去と。上流側の、どうして

も取れないようなところについては、それは止水を別途考えられているようですので、ここはや

むを得ないと思うんですけども。取れるところは全て取っていただきたいというのが、お願いの

2点目です。以上です。 

 

萩原委員 

はい、ありがとうございます。それでは、復旧ということで、応急対策、恒久対策。ほぼこの

内容で進めていただき、ただ、今いくつかコメントをいただきましたので、そのあたりも、お書

きいただいて、復旧をお願いしたいというふうに思います。 

はい、ありがとうございます。何かございますか。 

 

今井維持担当課長 

1点だけなんですが、仮橋の位置が図上では直上になっているかと思いますけれども、あくま

で設計中となっておりますので、多少どちらかにずれる可能性がありますよね。なので、ちょっ

とそこは模式図なっていますけれども、直上きっとならないと思いますので、一応伝えだけさせ

ていただきます。 

 

萩原委員 

はい。上に上がるんですか。 

 

事務局 

現状の道路は両歩道ですけれど、仮橋はどうしても断面が広くなります。最終的に盛土する時

に、邪魔にならないよう今回の仮橋の中では、谷側の片側にさせていただいて、車線を沢側にシ

フトする計画でおります。 

 

萩原委員 

はい。了解しました。 

それでは今 5番目まで、復旧に向けてのご説明いただきました。 

6番目、委員会の方で、この場で少し検討したいというふうに思います。 

今後の維持管理手法。今回、かなりこのような深部に空洞が生まれるっていうのはなかなかな
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いんじゃないかっていうふうに考えるということですが、ないことはないかもしれないっていう

のと、もっと浅いところにできる可能性もあるんではないかということから、今回の例を参考

に、維持管理手法を今後どうしていくのかっていう少し意見交換させてください。 

いくつかポイントはあると思ってまして、少し私の方で提案させてもらうと、まず盛土という

のを点検してはどうかと。特に沢にかかっている盛土を点検したらどうかっていうふうに思うん

ですが、それについてはいかがでしょうかね。結構、盛土ってあちこちいっぱいあって、そう簡

単ではないかなと思うんですが、その辺りご意見いただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

渡部委員 

引き続いて林委員からもコメントをいただきたいと思うのですけれど。全国のいろいろな吸い

出しの事故とかを見ていても、やはり、道路を横断する水路がある。排水管がある。そういうと

ころだと思いますので、その排水管とかを、いくつ数があるのかというのをしっかり把握した上

で、現実的に点検できるのか、あるいは、点検できない以上の数があった場合には、別の方法を

考えなきゃいけないのかというところがあると思うのですが、基本的には、地図を見たり、古い

設計図書みたりして、把握できるものについてはしっかりと把握する。そこに異常があるかどう

かというのを、これもどういう方法が良いのかというのは基本的には分かっていないので、目視

でということになるとは思いますが、まずは一度全部点検してみると。そこから現実的には何年

かに１回とか、あるいは異常出水があった後ですとか、大水があった時の後に少し点検してみ

る。それはやっぱり常時というのは現象が見えづらいので、異常時に点検する。そんなことを考

えながら、現実的な調査数を把握しないとなかなか、こうしましょう、ああしましょうと、この

場だけでは言えないのかなと思います。今、委員長おっしゃるように、沢に着目するとか、そう

いう水の流れるところにかかっている盛土に着目するのがいいというふうに思います。 

 

林委員 

はい。私も基本的には、お二方の先生方の意見に賛成なんですけども。盛土そのものはきちん

とした材料で、きちんとした転圧がされていれば、特段その悪い構造物ではないというふうに思

います。そういう意味では、しかも道路っていうのは割と長い延長がありますので、全てをやる

というために長い年月かけるっていうのは、できれば避けたほうが良くて、ある程度ポイントを

絞った方がいいという意味で、お二人の意見に賛成したいと思いますので、その意味では、水が

悪さをしていると。盛土そのものというのは、水が盛土の劣化を招いているというメカニズムが

ありますので、横断管といいますか、水という、横断管があれば水の処理をするということです

けども、その健全度含めてですね、そのような観点で調べたらいいんじゃないかなというふうに

思います。 

 

萩原委員 

ありがとうございます。横断管の健全度の点検と。どうやってやるんですかね。やっぱり、起

きてることを見る。出口を見る。ということですかね。 

 

林委員 

まずは目視で、水が入ってくるところに詰まりがないかっていう問題と、あとは出て行くとこ

ろにきちんと水が出ているかどうかっていう、最低限、目視でもそのぐらいのことは、毎年見れ

ると思うんですよね。 

 

萩原委員 

そういう意味でも雨降った後とか。見てもらうと。 
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渡部委員 

あと、雨降った後だと、管の中に詰まっていたものが出ちゃうかもしれないから、出たものを

見たいわけですよね。異常がなければ何もないですけれども。もし詰まっていたら、その大水の

時の圧力で出てきちゃいますから、それを出口で確認するとかいうのが、現実的なのではない

か。 

 

萩原委員 

まるで大腸検査ですね。はい。そういう視点で見ていただくと。そこをしっかり台帳に残して

おいて、まず、危なそうなところを見ながら、そこを定期的、1回だけじゃなくて多分定期的に

見ていかないと、どの時点で割れるかとか。どの時点で横断管自体が駄目になるかわかんないん

ですよね。何年も使って。おそらく古いものが多いと思います。死んでいると思われている管と

いうのが中に入っている可能性もありますよね。今回もそうですけど、その中に管が入っている

かどうかっていうのが、台帳みたいなものがなくて、そこらっていうのはなかなか、後から、

我々後から見ることになりますが、今更台帳をひっくり返すってわけにいかないと思いますん

で。そのあたりはもう、どうにもならないですかね。見るしかない感じでしょうか。何か点検の

ポイントみたいな。あればと思いますが。 

 

渡部委員 

ただ、沢筋とかであれば、何らかの水の流れがあるはずなので、そういうあるはずだっていう

視点で見ていただくことがいいのではないと思いますね。何もないからいいや、見つからないか

らいいじゃなくて、こういう場所であれば、先人達は排水を考えたはずだということはあるはず

だっていうそういう視点があったらいいんじゃないか。 

 

萩原委員 

はい。ありがとうございます。その辺りいくつかポイントをおさえて、点検する手法を組んで

もらって、それを冬は多分できないので、来年の 4月から、なるべくポイント絞って、維持系機

関でまず点検する。その後ルーチンワークのように、5年にいっぺんとか、５年にいっぺんぐら

いでいいですかね。点検していくというようなことをお考えいただければというような内容にな

りますかね。はい。ありがとうございます。 

もう一つは、今回はちょっと深いので表への変状というのはちょっと訳が違うと思うんです

が、道路の路面の変状っていうのはいかがですか。それはやはりチェックすべきでしょうか。い

ろんな変状があって必ずしも陥没とは言えないと思いますが、そのあたりをやはり細かく現状チ

ェックは絶えずしたほうがいいと。もし何かあれば。 

 

渡部委員 

北海道の場合には、地域によっては、泥炭とか軟弱な地層がたくさんありますので、そうする

と、ただでさえ盛土を盛れば空洞とは関係なく、でこぼこになってしまうわけですね。そういっ

たものと、空洞に関連しているものを見極めるっていうのは、なかなか難しいと思うんですが。

ただ、変状が、あるときから急に起こったものなのか。造ってからずーっと恒常的に起こってい

る現象の続きなのかというような視点でですね。記録を残していくということがあると、もしか

したら異常を見つけることができるかな。ただ、今委員長おっしゃったように、今回の事故のよ

うな深い部分ですね。深いものというのは、地表面まで現象が現れてきませんので、なかなかそ

れだけでは、今回のようなケースだと、見つけるのは難しいかなと思います。そのためにも、逆

に言うとこんな深い空洞、深いところの排水管がある盛土っていうのは数が多くないと思うの
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で、それはやっぱり 1度、道路沿いを確認してみる必要があるあるのかなと思います。 

 

萩原委員 

路面のモニタリングっていうようなことになりますかね。 

 

林委員 

私も基本的にはモニタリング、通常の路面の管理をいかにする、こういうものをすることに結

びつけるかということがポイントかと思うんですけど、盛土、或いは沢というような観点から、

これから点検されるということで、それの結果が出たらですね、それを日常の路面の点検の方に

も情報共有をして、ある程度、明らかに危ないものは、そのまま措置がされるのでしょうけど

も、グレーぐらいに判定されたものは、そういう日々の観察の方にも共有して、そこでみていく

ということが大事じゃないかなというふうに思いますけども。ぜひそういう体制を構築されたら

いいんじゃないかなと。 

 

萩原委員 

今回は、その沢っていうところがあったんですが、ひび割れるというか、申し訳ないんです

が、結構舗装が相当傷んでしまって、ひび割れ、穴、特に北海道の場合、春になると大幅に穴が

できていたり、ひび割れができていたりして、横から水が入るわけではなく、上からも入るって

いうケースがままあって、それが結構悪さをするかもしれないなと思うんですが、そこらあたり

はいかがですか。そこまで気にする必要はないですか。 

 

渡部委員 

コメントしづらい難しいことを聞かれているんですが、ひび割れだけであれば、それは浅いと

ころだけの現象だと思うんですが、水が常時そこに溜まって流れ続けているとか、その土砂を内

部侵食させるようなことに繋がっていると、問題が起こる可能性があると思うんですね。ですか

ら、もちろん、その舗装にひび割れや亀裂がっていうのは、亀の子状に割れたりしますけれど

も、ああいうものを残しておくっていうのがよくないことと認識をしておりますけど。直接、そ

れがすぐに悪さすることに直結するかというと、必ずしもそうではないと思いますがいかがです

か。林委員は。 

 

林委員 

はい。私も同じ意見です。基本的に盛土材の部分まで水が入ってくるような大規模な舗装のク

ラックとかは問題あると思うんですよね。ただ、多分、供用性、走行性という問題から、それぐ

らい大きなところは補修がされるんじゃないかなという思いますんで、現実的に大きな問題に繋

がる前に処置がされているんじゃないかなと思いますが、そういうものだということを理解し

て、日常の道路維持管理される方がいいかとは思いますけど。 

 

萩原委員 

はい、ありがとうございます。ちょっと短い時間ではあるんですが、いくつか議論いただい

て、いかがでしょうか。ちょっとまとめていただきましたでしょうか。 

 

今井維持担当課長 

今いろいろご意見いただいてございます。 

まず 1点目ですが、伺った中では、まず盛土の点検という話を、先生の方からいただきまし

て、横断管に関わることかと思いますけれども、まずは吸い出し、排水管ですとか、水路ですと
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か、そういった部分に関して、地図を見たり、古い資料を見るなどして、これからそういったも

のも調べていくということを考えて参りたいと思います。 

その中で目視になると思いますが、何年に 1回とか、或いはそれから大水など異常気象時のあ

とに点検するっていうことも有効だというふうにお話を伺いましたので、そういったことも考慮

に入れていきたいと思います。 

あと伺った中では、盛土そのもの自体にはきちんと転圧されていると思うけれども、それにつ

いてポイントを絞って行っていくことがよろしいのではないか。吐き口のところで、何か出てき

ていないか、呑口のところにきちんと水が入っているかどうかと。そういったものについても着

目点を伺わせてもらいました。 

２つ目ですが、ちょっと言葉は悪いですが、死んでいる管が入っているかもしれないし、とい

うところで、その部分についての判別は難しいかもというお話をいただきましたが、沢筋であれ

ば、何らかの水筋があるのではないかということでですね、何かがあるはずだという視点を持っ

て再度調べていくということが重要だということをいただきましたので、それについても考慮し

ていきたいと思います。 

また、来年春からの点検につきまして、ルーチンワークでという話もありました。今例えば、

５年に１回などというお話もいただきましたけれども、これにつきましては、内部の方で検討さ

せていただきまして、適切な年度での点検を検討して参りたいというふうに思います。 

３つ目の視点としまして、今回のケースについては深いところの事象だということも踏まえま

してその路面の変状でございますが、渡部先生の方からですね。地域により軟弱なところもある

ということで、空洞なのか、現地が軟弱地盤で下がっているのか、その辺の違いの判別も含め

て、特に急激な事象が起きているようなところについては時間軸も考えながら、疑ってかかると

いうかですね、しっかり調査をするのがいいのではないかという話をいただいたと思っておりま

す。   

また、林委員の方からですね、そういった内容についても、グレーが判定の部分が出たという

ことであれば、そういったものについても経過観察も含めて、考えられるのがいいのではないか

というお話をいただいたというふうに承知しておりますが、いかがでございましょうか。 

 

萩原委員 

今のようなまとめをしてもらいましたが、よろしいでしょうかね。 

それは今日の話だけになってしまいますので、文書化してもらって、この後、この委員会自体

はこれで閉まっちゃいますが、メール審議等で内容、また再度、読んでもらいまして、妥当なも

のに、あるべきものに修正しながら最終案ですね。今回の事象を踏まえた維持管理手法というこ

とでこの委員会として提案できればと。よろしいでしょうかね。はい。ありがとうございます。   

それでは議事の方、以上となります。 

 

今井維持担当課長 

はい。皆様長時間どうもありがとうございました。お陰様をもちまして、萩原座長をはじめ、

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ことに感謝申し上げます。

本日いただきましたご意見に対しまして、このたびの道道岩見沢桂沢線の道路陥没に対する復旧

に向けまして、今後の再発防止に向けた取り組みをしっかりやっていきたいというふうに考えて

おります。また、現場にですね、フィードバックもして参りたいというふうに考えておりますの

で、引き続きご指導のほどをよろしくお願いしたいと考えてございます。 

以上をもちまして、本日の第 2回令和 3年度道路陥没原因調査に関する技術検討会を終了させ

ていただきます。皆様本当にどうもありがとうございました。 


