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 函館ＩＣ～赤川ＩＣ間の部分開通から２年が経過した函館新外環状道路は、交通転換による

渋滞緩和、近隣通学路の安全性向上、時間短縮による利便性向上等の効果を発揮し、全線開通

に向け地域の期待が高まっている。本報告では、有識者や地域の方から指導・助言を頂き検

討・実施している環境配慮のうち、赤川ＩＣ～函館空港ＩＣ間の取り組み状況及び、函館ＩＣ

～赤川ＩＣ間の工事後モニタリング状況について報告する。 
 

キーワード：環境影響評価、都市部、環境懇談会、地域特性、環境配慮  
 
 

1. はじめに 

 
 函館新外環状道路は、平成13年度の着工準備以降、環

境影響評価手続き、都市計画変更手続きを経て、平成19

年度に事業化した。その後、平成21年度に工事着手、平

成27年3月に函館ICから赤川ICまでの約2.4㎞の部分開通

を経て、現在、平成32年度の函館空港ICまでの全線開通

に向け工事を進めている(図-1)。 

 本事業では、都市計画決定と環境影響評価の手続きを

併せて進め、平成15年に方法書、平成17年に準備書、平

成18年に評価書1)の公告・縦覧が実施された。評価書で

は、表-1に示す項目ついて環境保全措置を講じることと

している。 

 

 

図-1 函館新外環状道路位置図 

 
 評価書における環境保全措置を具体的かつ効果的なも

のとしていくこと、及びより適切かつ丁寧な環境配慮を

実現することを目的に、函館新外環状道路環境検討懇談

会(以下、環境懇談会)を設置し、平成18年度から平成29

年度現在まで、計7回(環境懇談会の下部組織として各分

野(まちづくり、自然)の議論を行うワーキンググループ

(以下WG)の開催を含め計18回)を開催し、本事業におけ

る環境配慮方針の決定、環境配慮方針に基づく設計・施

工配慮の実施状況の確認等を行ってきた2)。 

 本報告では、環境配慮のうち、工事中である赤川ICか

ら函館空港IC間の取り組み状況及び、開通から2年経過

した函館ICから赤川IC間の工事後モニタリング状況につ

いて報告する。 

 
表-1 評価書における環境保全措置 

項目 環境保全措置の概要 

騒音 計画路線が近接する一部の市街地や集落に

ついて｢遮音壁の設置｣を講じる 

日照 
阻害 

計画路線が近接する一部の住居について

｢橋梁の上下部工形式・配置等の工夫｣を講

じる 

動物 ニホンテングコウモリ及びテン属の一種に

ついて｢移動空間・経路の確保｣を講じる 

植物 必要に応じて、ハクサンハタザオ、カタク

リ等について｢移植｣を講じる 

生態系 

テン属の一種及びキタキツネについて｢移

動経路の確保｣、計画路線が近接する一部

のヘイケボタルの生息地について｢表流水

の確保｣及び｢繁殖行動の確保｣を講じる 
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2. 環境に配慮した事業とするための体制 

 
 本事業では、環境に配慮した良好な道路環境を形成す

るため、図-2に示す体制・流れのもと事業を進めている。

以下に、この体制・流れの特徴を述べる。 
 
(1) 環境懇談会・WGの開催 

 環境保全に係る基本方針に地域の特性を十分に反映さ

るため、本地域に精通した学識者、地域の代表者等から

なる環境懇談会・WGを開催(図-3)している。その中で、

評価書の環境保全措置等を基本に、地域特性や設計段階、

施工段階で配慮が望まれる事項を含め、環境配慮方針を

策定している。 

 また、環境懇談会・WGでは後述する環境配慮の実施状

況及びモニタリング調査結果を報告しており、早期の課

題発見、解決が図れる仕組みとなっている。 

 
(2) 環境配慮方針の周知、環境配慮の実施状況の確認 

 環境懇談会で策定された環境配慮方針を事業計画へ反

映させるため、調査、設計段階では担当するコンサルタ

ントと連携して合同会議(図-4)や合同現地調査を開催す

ることで環境配慮方針の周知、共通認識の醸成を図って

いる。 
 施工段階では、施工業者が開催する安全連絡協議会を

活用して環境配慮方針の周知を行っている。周知にあた

っては、各工事区間毎に環境配慮方針をまとめた環境配

慮図及びチェックリスト、過去の好事例を整理した施工

事例集(図-5)を配布している。施工後には、施工業者か

らチェックリストと写真の提出を依頼し、環境配慮の実

施状況を確認している。なお、この時に提出してもらっ

た写真から、好事例をまとめた施工事例集を更新・作成

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 環境に配慮した事業とするための体制

 

(3) 環境配慮の効果検証 

 環境配慮方針に基づいた設計や施工による効果を検証

するため、モニタリング調査を実施している。モニタリ

ング調査は、表-2に示す項目について進捗段階に応じて

実施している。 

 
 

   
図-3 環境懇談会の開催(左：合同WG 右：現地視察) 

 

  
図-4 合同会議の実施 

 
 

  
図-5 施工事例集 

 
表-2 モニタリング調査項目 

項目 保全対象種 調査目的 

哺乳類 

テン属の一種、 

キタキツネ等 
移動経路の確保の確認 

ニホンテング 

コウモリ 
移動空間の確保の確認 

魚類 
スナヤツメ、サケ、

サクラマス等 

生息環境及び 

産卵環境の保全の確認 

昆虫類 ヘイケボタル 
表流水の確保及び 

繁殖行動の確保の確認 

植物 
ハクサンハタザオ、 

カタクリ等 

代償措置（移植）及び 

回避・低減（改変面積の縮小

等）実施後の生育状況の確認 

 

業務・設計業者 

事務局 
・函館開発建設部 

・コンサルタント 

委員 
・学識者 

・地域代表 

施工業者 

安全連絡 

協議会 

4.方針に則った調査・設計 

1.環境配慮方針案の作成

8.モニタリング結果の報告 

3.方針の周知

5.方針の周知 

 (環境配慮図、 

チェックリストの配布)

6.方針に則った施工 

7.チェックリスト、写真の提出

2.環境配慮方針の助言・承認 

9.モニタリング結果の確認 

合同会議 

現地踏査 

環境懇談会

WG 



Ryoma Yoshitake, Atsushi Suzuki, Masahito Ishizuka 

3. 工事中における環境配慮の取り組み 

 
 工事中である赤川IC～函館空港IC間の環境配慮の実施

状況及び、工事中のモニタリング結果について代表的な

事例について述べる。 

 
(1) 環境配慮の実施状況 
a) 哺乳類（コウモリ類） 

 哺乳類に対する取り組みとして、移動空間の確保のた

め、移動空間として必要なサイズ(コウモリ類：W6.3m×

H4.5m)を施工中においても確保している(図-6)。 
 
b) 魚類 

 魚類に対する取り組みとして、生息環境の保全と産卵

環境の保全のため、生息・産卵に必要な環境要素(河床

材料、瀬淵構造等)の改変の低減や濁水防止の対策等を

行っている(図-7)。また、河川改修の進捗状況から、道

路施工にあたって河道切替が必要となったため、河道締

切内部に取り残された魚類の移植による代償措置を行っ

ている(図-8)。 
 

 
図-6 移動空間の確保箇所の状況 

 

  
図-7 濁水処理機(左)、濾過フィルター付沈砂池(右) 

 

  
図-8 移植実施状況(左)、締切外へ放流(右) 

 
c) 昆虫類(ヘイケボタル) 

 昆虫類に対する取り組みとして、生息環境(湿地)の保

全のため、工事箇所下流に位置する湿地環境への水供給

源を分断しないよう水路の切替を実施している(図-9)。 
 
d) 植物 

 植物に対する取り組みとして、事業地周辺に分布する

自然植生や道南地域を特徴付ける植物群の保全のため、

回避・低減が困難な場合には移植による代償措置を行っ

ている(図-10)。なお、移植先は自生地の生育環境と類

似した都市公園内の樹林箇所としている。 
 
e) 大気質、騒音 

 大気質、騒音に対する取り組みとして、施工時には排

出ガス対策型、低騒音型の建設機械の使用を基本とする

ほか、粉じんについては散水の実施等、騒音については

防音シート等による対策を実施している(図-11)。 
 

 
図-9 湿地への水供給を分断しない水路切替 

 

  
図-10 移植個体の掘取(左)、移植個体の植付(右) 

 

  
図-11 低騒音型建設機(左)、散水の実施(右) 

 

コウモリ類の移動空間W6.3m×H4.5m以上を 
施工中も確保 

  ：現況水路 

  ：仮水路(工事中) 

  ：工事後水路 

ヘイケボタル 
生息環境(湿地) 
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(2) モニタリング調査結果概要 

a) 哺乳類（コウモリ類） 

 哺乳類（コウモリ類）への環境配慮の効果検証のため、

移動空間の確保を講じた箇所周辺での生息状況を捕獲調

査及び音声確認調査により確認している。 

 調査の結果、保全対象種のニホンテングコウモリが工

事前、工事中ともに捕獲されたほか、コウモリ類の音声

が工事前、工事中で同程度に確認されており、現状では

工事による影響は小さいと考える(図-12、図-13)。 
 
b) 魚類 

 魚類への環境配慮の効果検証のため、環境の改変の低

減や濁水防止対策等を行っている河川での再生産状況を

産卵床調査により確認している。 
 調査の結果、工事前、工事中においてもスナヤツメ、

サケ科魚類（サケ、サクラマスを含む）の産卵が継続し

て確認されており、産卵環境が維持されていることから、

現状では工事による影響は小さいと考える(図-14、図-15)。 
 
c) 植物 

 植物への環境配慮の効果検証のため、移植を行った個

体の生育状況を移植先モニタリング調査により確認して

いる。 
 調査の結果、移植を行った全ての保全対象種が移植先

で生育しているだけでなく、開花・結実もしていること

から移植先に定着したと考えられ、移植による代償措置

の効果が確認された(表-3、図-16)。 
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図-12 コウモリ類確認状況 

 

 
図-13 ニホンテングコウモリ
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※亀田川、湯の沢川、湯の川は春季及び秋季の調査結果を、松倉川は

秋季の調査結果を用いて比較している。 

図-14 魚類産卵確認状況 

 

  
図-15 産卵行動中のスナヤツメ(左) 

産卵遡上してきたサクラマス(右) 
 

表-3 植物移植後の生育状況 

対象種 移植数 
生育数 

(生存率) 

開花・ 
結実数 

フクジュソウ 296 
280 
(95%)  

186 

シラネアオイ 62 
62 

(100%) 
15 

ヤマシャクヤク 42 
35 

(83%) 
8 

ベニバナヤマシャクヤク 1 
1 

(100%) 
1 

カタクリ 24 
15 

(63%) 
6 

エンレイソウ属 261 
265 

(102%) 
152 

クマガイソウ 12 
8 

(67%) 
1 

合 計 698 
666 
(95%) 

369 

 

  
図-16 シラネアオイ(左)、クマガイソウ(右) 
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4. 工事後における環境配慮の効果検証 

 

 開通から2年が経過した函館IC～赤川IC間で実施した

環境配慮の状況及び、工事後モニタリング調査結果によ

る環境配慮の効果検証状況を述べる。 

 

(1) 環境配慮の実施状況 

a) 哺乳類 

 哺乳類に対する取り組みとして、移動経路の確保のた

め、移動に必要なサイズ(テン属の一種、キタキツネ、

エゾタヌキ対象：W1.0m×H1.0m)を確保した構造3)として

いる。また、ロードキルの防止のため移動経路の確保箇

所周辺の立入り防止柵には、下部からの侵入防止機能4)

を付加した(図-17)。 
 
b) 魚類 

 魚類に対する取り組みとして、生息及び産卵環境の保

全のため、濁水防止対策では、濁水処理後の水質を遠隔

監視システムで常時観測し、基準値を超えた際はアラー

トが鳴る仕組みとしたが、施工中に基準値を超えること

はなかった。なお、濁水処理には環境に配慮した無機系

凝集剤によるシステムを用いた。(図-18)。 
 

(2) 環境配慮の効果検証 

a) 哺乳類への効果 

 哺乳類への効果検証のため、移動経路の確保を講じた

箇所(石川、中野川)の利用状況を無人撮影カメラにより

確認しているほか、周辺での生息状況を痕跡確認調査に

より確認している。 
 

 

  
図-17 移動経路の確保(W1.0m×H1.0m以上)の状況(左)、

下部からの侵入防止機能を付加した立入り防止柵(右) 

 

  
図-18 濁水処理水の遠隔監視システム概要(左)、 

無機系凝集剤による濁水処理システム(右) 

 調査の結果、周辺での哺乳類の生息状況は工事前、工

事中、工事後で変化はなく、移動経路の確保箇所をキタ

キツネが利用している状況を無人撮影カメラにより確認

している。特に石川では、キタキツネが工事中と比較し

て工事後に移動経路の確保箇所を多く利用していること

を確認した。これらのことから、哺乳類に対する環境配

慮が一定の効果があったものと考えている(表-4、図-19、

図-20)。なお、テン属の一種、エゾタヌキの移動経路の

確保箇所の利用は未確認であるが、工事後においても痕

跡が周辺で確認されていることから、今後、確認される

可能性が高いと考えている。 
 

表-4 哺乳類モニタリング調査結果 
調査 
河川 

保全対象種 進捗 痕跡確認状況 

石川 

テン属の一種 

工事前 下流のみ確認 

工事中 上下流で確認 

工事後 上下流で確認 

キタキツネ 

工事前 上下流で確認 

工事中 上下流で確認（※） 

工事後 上下流で確認（※） 

中野川 

テン属の一種 

工事前 上下流で確認 

工事中 上下流で確認 

工事後 上流のみ確認 

キタキツネ 

工事前 上下流で確認 

工事中 上下流で確認（※） 

工事後 上下流で確認（※） 

エゾタヌキ 

工事前 上流のみ確認 

工事中 上下流で確認 

工事後 上下流で確認 

※：無人撮影カメラによる確認もあったことを示す。 
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図-19 移動経路の確保箇所の利用状況 

 

 
 

図-20 エゾタヌキ足跡(左)、 

キタキツネの移動経路の確保箇所の利用(右) 
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b) 魚類への効果 

 魚類への効果検証のため、環境の改変の低減や濁水防

止対策等を行った石川での生息状況を捕獲調査により確

認している。 
 調査の結果、工事中はスナヤツメが確認されなかった

が、工事後には個体・産卵が確認されたことから、生息

に良好な環境が維持されており、魚類に対する環境配慮

の効果があったものと考えている(表-5、図-21)。 
 

表-5 魚類モニタリング調査結果 

保全対象種 
確認個体数 

工事前 工事中 工事後 

スナヤツメ 2 0 7(3) 

※（ ）：産卵床確認数を示す 

 

   
図-21 スナヤツメ(左)、スナヤツメ産卵床(右) 

 

5. 今後の取り組み 

 
 本事業では、工区毎に事業の進捗段階に応じた環境配

慮を適切に実施していくことが重要である。今後は、各

工区による工事段階等を踏まえて以下の取り組みを考え

ている。 
 
(1) 環境配慮方針の効果検証 

 函館ICから赤川IC間は開通から3年が経過するため、

環境影響の工事後の評価を検討する段階である。現状、

環境配慮方針の効果により環境影響は確認されていない

ため、次年度も工事後モニタリング調査を継続し、問題

がなければ結果を環境懇談会へ報告して効果の客観性を

確保した上で調査を終了する予定である。 

 
(2) 先行事例の活用 

 環境配慮の先行事例の活用の1つとして、植物の移植

では、工事着手時期により適期に移植できない場合は、

掘取方法の工夫(花序の切除や根の保護等)による個体へ

の負荷低減を図っている。その結果、移植後の生育状況

は良好であったことから、適期に移植できない際には同

様の手法を用いている。 
 今後も好適な先行事例をフィードバックし、環境への

配慮をより効果的に実施していく予定である。 
 

(3) 環境に配慮した取り組みの周知 

 環境懇談会において本事業の環境に配慮した取り組み

が高く評価されていることから、事業進捗や環境への取

り組みについて地域へ広く発信する機会・仕組みづくり

等の広報活動の工夫を検討する。 
（例：ホームページ・各種広報誌等の活用） 
 

6. おわりに 

 
 本稿では、環境配慮方針を踏まえた工事中における具

体的な取り組み事例と、その効果検証のための工事中・

工事後モニタリング調査結果について報告した。本モニ

タリング調査では、現状、事業による影響は確認されて

おらず、環境配慮方針の効果があったものと考えている。 
 本事業では、環境影響評価手続き以降、継続的に環境

懇談会、WGを開催しており、その中で環境配慮方針の策

定、事業の進捗に応じた環境配慮の取り組み内容を報告

している。環境懇談会、WGの継続的な開催は、早期の課

題発見、解決に貢献しており、環境配慮に関するPDCAサ

イクルを回す役割を担っている(図-22)。このような取

り組み体制が、路線全体での一貫性のある環境配慮方針

の実現の原動力となっている。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-22 環境配慮に関するPDCAサイクル 
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