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新年を迎えて

　あけましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては新たな年を迎え、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃より、当協会の活動、運営に対しましてご理解、ご支援をいただき厚くお礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、道内の水稲収量は104、小麦の収量に関しては統計を取ってから最大の収量を

記録したとのことです。その一方でＴＰＰ（環太平洋連携協定）が大筋合意となりました。協定発効後、

関税が即時撤廃されるものから、10数年かけて関税が撤廃されるものや、削減されるもの、一定量の輸

入枠が定められたものなど協定の内容は各品目毎に設定されています。道内の生産者の方々には今後の農

業生産に関して不安も拡がっています。道内市町村の首長アンケートでは77％が反対を占めています。

全国の農地の１／４を占め、農業生産量では１／５を占めている本道農業は様々な形で関税が撤廃、削減

されることによる影響が懸念されるところです。

　11月末に政府によるＴＰＰ対策大綱が決定され、農業への影響緩和策を進めることとしており、平成

27年度補正予算、平成28年度当初予算において計上していく方針です。平成27年度は公共予算が厳しい

年であったことから、補正予算、来年度予算にはコンサルタント業界としても大きな期待をしているとこ

ろです。今後、農業の体質強化に向けた具体的な取組が明らかになれば、協会としても会員企業の皆さん

と共に本道の農業・農村の発展に努めていきたいと思います。

　また、ＴＰＰ交渉における政府調達に関しては、Ｐ４協定（シンガポール、ニュージーランド、チリ、

ブルネイの経済連携協定）がベースになるのではという懸念もありましたが、現在のＷＴＯ政府調達がそ

のまま採用される見通しとなりました。

　当協会、会員各社においては北海道農業・農村の発展に向けて、蓄積してきた技術力を活用すると共に、

測量設計技術の研鑽向上に引き続き努め、より良い成果品の提供に努めていかなければならないものと考

えています。

　社会貢献事業として行っています「伊能大図フロア展」は、40周年を迎えた空知測量設計業協会との

共催による岩見沢市での開催と、新幹線の開業を間近に控えた北斗市での２ヶ所で開催しました。地域の

皆さんや小中学生に測量業務の意義や役割について理解を深めて頂く良い機会になったものと思っていま

す。今年は日高振興局管内のえりも町で開催する予定としています。測量業務の啓蒙普及を図りながら、

測量の楽しさ、おもしろさを伝えていきたいと考えています。

　今年は申年です。平成28年においても、協会、会員企業連携しながら、「猿芝居」と言われないような

誠実な態度で、「猿も木から落ちない」堅実な技術力を持ってより良い成果品の作成に努めて行きたいと

思います。

　本年も皆様方の変わらぬご支援をお願いします。

（一社）北海道農業土木測量設計協会

会長　神　耐三

新
年
ご
あ
い
さ
つ
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　公益事業の一環として、各地で伊能大図展を開

催して６年目となります。

　伊能忠敬は、日本で最初に科学的な手法を取り

入れ、55歳から17年間の歳月をかけて日本の国

土を実測し、伊能大図を完成させました。江戸末

期における卓越した測量技術の成果である実測図

を紹介するフロア展は、その足跡を多くの道民に

知ってもらいたく、来年も開催する予定です。

　今年は２ヶ所で開催し、はじめは岩見沢市で８

月27日から29日までの３日間、北海道教育大学

岩見沢校第３体育館で空知測量設計業協会の40

周年記念と共催で開催しました。

　会場の１階アリーナが1,600㎡　２階デッキ

700㎡と大変広い会場でした。いつもの伊能大図

フロア展示、蝦夷古地図パネル展示、歩測体験な

どに加え、岩見沢市内の変遷パネル展、ドローン

の展示、測量機器（セオドライト）による実測体

験を行うなど、広い会場を有効に使い、測量への

理解と関心を得られるよう企画しました。

　また、会員職員が岩見沢市のマスコットキャラ

クター「いわみちゃん」の着ぐるみを纏い、暑い

会場内でパフォーマンスを披露し会場を沸かせて

くれました。本当にありがとうございました。お

かげさまで小学校・中学校・高校生合わせて７校

21クラス748人を含む1,186人の来場者があり、

盛況に終わることが出来ました。

　次は２週間後の９月11日、12日の２日間、北

斗市浜分体育センターで渡島総合振興局主催の北

海道新幹線開業ＰＲパネル展と同時開催しました。

来場者には渡島総合振興局から、北海道新幹線開

業ＰＲキャラクター「どこでもユキちゃん」と「新

幹線Ｈ５系車両」が印刷された「うちわ」、どこ

でもユキちゃん「バッジ」などがプレゼントされ、

来場者から喜ばれました。

　会場には小・中学生合わせて３校７クラス、

232人を含む565人の来場者があり、盛況でした。

来場者の中には、伊能大図や蝦夷古地図に大変詳

しい方もいて、協会説明員とのやり取りを楽しん

でいる様子でした。

　今年は両会場とも学生が多く来場する予定でし

たので、少しでも多くのコーナーを見てもらい、

伊能忠敬の偉業と功績を知ってもらえるよう、各

コーナー毎に担当者を配置し、分かりやすい説明

が出来るよう工夫しました。それぞれの担当にな

ったスタッフは、久しぶりに？一生懸命勉強し、

子供から大人まで幅広い人に理解してもらえるよ

う準備して開催日を迎え、おかげさまで「歴史の

勉強になった」「説明が分かりやすく、深い内容

で学ぶことができた」などの声を聞くことが出来

ました。

　測量・調査・設計に関わる者として、伊能忠敬

の功績は是非知っておきたいものであり、一般の

人々にも伝えたいものであります。これからも、

一人でも多くの人に関心を持ってもらえるよう、

協会一丸となって事業に取り組んでまいります。

　最後に、開催地の市役所、教育委員会、地域協

会員の職員をはじめとし、準備から会場内での説

明及び後片付けと、多忙にもかかわらずお手伝い

いただいた会員の方々には心からお礼申し上げま

す。ありがとうございました。

「伊能大図フロア展」
実施報告

事
業
報
告
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アンケート結果 伊能大図展（岩見沢市）

【 意 見 ・ 感 想 】

先ずこの地図の大きさに興味を持った。先人の知力、体力のすごさに感心した。説明する人たちが分り
やすく解説してくれて大変よかった。（男性・60代）

フロア展示の大きさに驚きました。昔の大図なのにハッキリ描かれていて勉強になりました。（男性・30代）

伊能→間宮→松浦　と地図を作ってこられた方々の歴史を分りやすく解説してもらい面白かったです。
ＮＨＫの歴史秘話ヒストリアを見ているようでした。（男性・40代）

教科書に書かれていた程度しか知らず、今日の展示で伊能忠敬の功績を学ぶことが出来ました。各部門
で専門的な説明も聞くことができ、ありがたかったです。ありがとうございます。（男性・50代）

過去にも伊能大図を見たことがありますが、今回は、測量機器の新旧、さらには蝦夷古地図の変遷など、
内容が豊富で時間の許す限りゆっくり見ることが出来ました。解説をしてくださった方々にお礼を申し
上げます。（男性・60代）

岩見沢の市街の古い地図に75年前の我が家を見つけ感動し、興奮しました。（男性・70代）

あの時代の道路事情を考えれば苦労のほどが偲ばれます。改めていい物を残してもらいありがとうの気
持ちです。（男性・70代）

歩測で日本地図を作成したのは知っていましたが、地図を見てそのすごさに感心しました。（男性・40代）

２階の測量体験の方の説明がとても分かりやすくてよかったです。測量の黄色いカメラ？のような機器
の仕組みがはじめてわかりました。隣接地でちょうど工事が始まるらしくて、同じような機器を見かけ
ることが多いのでちょっと見てみようと思いました。（女性・30代）

すごく楽しかった、初めて測量機器を実際にのぞくことが出来てうれしかった。古い道具や機器が好き
なので興奮しました。大図の中に自分が昔住んでいた町の名前があって、こんな昔からこの名前で存在
していたんだと感動しました。（女性・20代）

すごくよかったです。岩見沢市に住んでいて伊能大図を見ることが出来感謝です。楽しかったです。北
海道地図と歴史を見ることが出来てよかったです。（女性・50代）

測量機器など初めて見ました。フロア地図も大変ためになりました。今日来て本当によかったです。
（女性・50代）

事
業
報
告

岩見沢のゆるキャラ“いわみちゃん♪”

測量体験の様子 会場全景

古い測量機器や

計算機の展示・体験
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アンケート結果 伊能大図展（北斗市）

【 意 見 ・ 感 想 】

当時の技術と年齢でこれだけのことが出来たのはすごいことで、伊能の気力、体力、知識、財力、その
全てを兼ね備えていればのその偉業であると思う。（男性・60代）

伊能忠敬をはじめ、先人の苦労と偉大さが偲ばれ大変感銘を受けました。（男性・60代）

小学生の生徒さんを呼んでるのは良いこと。参加して楽しいフロア展でした、今後も続けてほしい。
（男性・60代）

予想していた以上に大きく、そしてその正確さに驚かされました。大人だけでなく、もっと子供たちを
沢山招くような取り組みがあれば、歴史の学問に興味をもてるのではないかと感じました。（男性・50代）

すばらしい展示と構成に敬意を表します。地理に興味のある方々を代表して感謝するとともに、子供た
ちの心を揺さぶるこの催しは将来の一助となっていくことでしょう。開催の苦労と意気に感動します。

「ありがとう」今後の活躍を期待します。（男性・80代）

地図上で北海道海岸線を歩くことが出来たので有意義でした。江戸時代にこのような測量をしたのはす
ばらしいことと思います。このような展示を見せていただき、ありがとうございました。（男性・40代）

係りの方の親切な説明で江戸時代の政府の考え方まで勉強させていただきました。北海道の古地図の変
化にも驚きました。歩いて地図を作り続けた伊能忠敬を尊敬します。（女性・60代）

北海道へ旅行（３泊４日）で来ました。今朝、旅館の新聞でこちらの記事を見て立ち寄りました。伊能
の業績は映画になったり、落語（立川志の輔）になったりして興味があったので、実際の地図等を見学
できラッキーでした。（女性・50代）

歩いてこれだけの測量をしたのは頭が下がります。昔の人の体力と研究心に感心します。（女性・80代）

初めて見学させて頂き勉強になりました。なかなか、知らないことばかりで、未来の子供たちにも見せ
たいなーと思いました。ありがとうございました。（女性・40代）

事
業
報
告

アニメによる忠敬紹介コーナー 見学授業の様子

古地図展示の様子
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土木工事で発生する
自然由来重金属汚染土の処理について

株式会社北陽北海道支社　田作　　淳

１．はじめに

　日本列島は砒素や鉛などの重金属等を多く含む岩石や土壌が広く分布しており１）、北海道内の土木工

事においても、自然的原因による重金属汚染土（自然由来重金属汚染土）と遭遇する例が多い。本レポ

ートでは自然由来重金属汚染土の処理方法について、従来の代表的な処理方法を示すとともに、より設

計や施工を合理化でき、品質面でも優れた重金属吸着 JiT マットを用いた処理方法を紹介するものであ

る。

２．自然由来重金属汚染土が現場で課題となる理由

　改正土壌汚染防止法（2010年，以後土対法とする）の施行以降、自然由来重金属汚染土の取り扱い

が厳格化されている。自然由来重金属汚染土とは「砒素・カドミウム・六価クロム・水銀・セレン・鉛・

ふっ素・ほう素等」を自然的に含有しており、土対法で定められる土壌溶出量基準あるいは土壌含有基

準を超過する土壌の事を言う。但し、ここでの土壌の定義とは自然状態で「２mm 目」のふるいを通

過するもと規定されているため、厳密には岩盤等に対しては土対法の対象外となるが、人への健康影響

や周辺環境変化等のおそれがある場合には法対象外であっても適切な対応が求められる。実際には各種

マニュアルや個別の技術委員会等での検討を経て、要対策と判断される岩盤等については、しかるべき

措置が選定され実施されているのが現状である。

　従来、建設工事で発生する汚染土は管理型処分場等への場外搬出が一般的に行われてきたが、今後発

注される鉄道・道路事業をはじめとしたシールド・トンネル工事などで発生する自然由来重金属汚染土

の量は膨大であり、慢性的に受入先の容量や運搬車が不足することが予想される。そのため、場外搬出

による処理は非現実的であり、自然由来重金属汚染土を路体等の盛土材として再利用するなどの合理的

な工事計画とした上で、様々な現場（オンサイト）処理技術が検討されている。

３．従来の処理方法

　自然由来重金属汚染土を路体等の盛土材として再利用する場合の従来の現場処理方法として、表１に

代表的工法を３つ示し、その特徴を明記した。封じ込め工法は遮水シート等により覆うことにより自然

由来重金属汚染土に雨水等による浸透水の流入を防ぐものである。また、不溶化工法は不溶化材を対象

土全体に混合することで、自然由来重金属汚染土から重金属が溶出しない形態にする工法である。北海

道を中心として採用実績が増えている“吸着層工法”は、他の対策工法に比べて合理的で事業コストを

抑えることができるとして注目されている。吸着層の設計は吸着層工法設計マニュアル２）において、

現場状況に応じて検討する必要があるとされている。その他、全般的に処理方法の記述があるマニュア

ルとしては、建設工事で発生する自然由来重金属等含有土対応ハンドブック３）などがあり、「影響予測

とモニタリングを伴った自然由来重金属等含有土のリスク軽減対策例」として、処理方法及びモニタリ

ング方法について記載されており、工事計画の参考にすることができる。いずれの工法も利点や留意点

を注視し、比較検討することが必要になる。

技
術
ノ
ー
ト
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　表１　自然由来汚染土壌現場処理工法

封じ込め工法（遮水シート） 不溶化工法 吸着層工法

概　
　
　
　
　
　
　

要 汚染土壌を不透水層（シート）

で包み込み、地表水の汚染土

壌への浸透を防ぐと共に、汚

染物質が流出するのを防ぐ。

汚染土壌に不溶化材を全体に

添加・混合して汚染物質を不

溶化し溶出することを抑える。

•吸着材を混合した敷土（吸

着層）で汚染物質を吸着さ

せる。

•吸着層には健常土を用いる。

利　

点

•重金属の種類を問わず対応

可能

　（環境に応じてシートの材

質を選択）

汚染土全体に不溶化処理が可

能

混合作業が吸着層範囲に限定

され経済的

留　
　

意　
　

点

•破損時に汚染水の漏出の恐

れ

•盛土断面が大きい場合遮水

が困難（遮水のブロック分

けが必要）

•漏水検知等バックアップ必

要

•事前検討が必要（試験・添

加量）

•処理土の粒径が限定される

→混合精度に影響

•混合作業は天候、飛散に留

意

•事前検討が必要（試験・添

加量）

•吸着層母材の土質検討が必

要（透水性・粒径）

•混合作業は天候、飛散に留

意

•吸着層の透水性の確保、且

つ、水みち防止に留意（施

工管理）


