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平成21年度に着工し、平成27年3月に函館IC～赤川IC間が開通した函館新外環状道路では、平
成18年度から学識者や地域住民代表等を交えた環境懇談会を開催し、環境配慮方針を策定、路
線を一貫して環境配慮方針の実現に取り組んでいる。環境配慮の取り組み内容を中心とした昨
年度の報告を踏まえて、本報告では、各取り組みの成果検証のために行われているモニタリン
グ調査の結果を中心に報告する。
キーワード：環境影響評価、都市部、環境懇談会、地域特性

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
事着手し、平成27年3月には函館ICから赤川ICまで
の約2.4kmが開通、現在、平成32年度に函館空港IC
までの開通を目指して工事を進めている（図-1）。

平均交通量
15,300台/日

図-1 函館新外環状道路位置図
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に挙げる項目について環境
保全措置を講じることとしている。
そして、環境影響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
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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エゾクロテ
ンについて｢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

会という。）を設置し、平成18年度から平成27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）にわたって開催し、本事業に係わ
る環境配慮方針の決定等を行ってきた。
平成27年度は第11回合同WGとして、平成27年11月
9日、10日の2日にわたり、赤川IC～函館空港IC間の
現地視察と環境配慮に関する取り組みや、全線のモ
ニタリング調査について協議した。
本報告では、取り組みの成果検証のため、平成25
年度より実施している各種モニタリング調査結果を
中心に報告する。なお、本報告は、昨年度に行った
環境配慮の取り組み経緯と取り組み内容を中心とし
た報告2)の続編である。

2. 環境配慮の取り組みの体制
モニタリング調査の位置づけを明らかにするため
に、環境配慮の取り組みに関する体制及び流れを整
理すると、図-2のようになる。

取り組んでおり、課題が生じたときも解決できる仕
組みになっている。
以上が環境配慮の取り組みの体制である。本事業
は、調査・工事を行う受注者等が多様で、配慮事項
も多岐にわたるため、環境懇談会の他にも、事業段
階別・箇所別のチェックリスト等を活用して環境配
慮方針の実現を図っている。
モニタリング調査結果は、環境配慮方針に基づく
設計や施工が、目的とする成果を達成しているかど
うかの検証に活用されている。学識者と地域住民代
表等から構成される環境懇談会を開催することによ
って、環境配慮方針の実現について定期的な確認が
行われ、路線全体として一貫性のある環境に配慮し
た事業推進が可能となっている。

図-2 環境配慮の取り組み体制
まず、環境懇談会では、学識者と地域住民代表等
から構成される委員と事務局により、環境配慮方針
を策定している。
調査・設計段階では、担当するコンサルタントを
集めた合同会議や合同現地踏査（図-3）を開催する
ことで共通認識の醸成を図り、環境配慮方針と一致
した調査・設計を実施している。

図-4 環境配慮方針図

3. 環境配慮に基づいた事業の取り組み
モニタリング調査の結果の前に、環境配慮の具体
的な取り組み事例について項目別に述べる。

図-3 合同会議（左）と合同現地踏査（右）の様子
そして、施工時の対応としては、工事受注業者が
開催する安全連絡協議会を活用して環境配慮事項を
周知している。具体的には、工事区間ごとに環境配
慮方針図（図-4）を配布し、環境配慮方針の徹底を
図っている。施工後には施工業者から環境配慮方針
の実行有無に関するヒアリングシートと写真を提出
してもらい、チェックリストを活用して環境配慮方
針が反映できているか確認している。
施工時の対応や成果が適切であったかは、事務局
と工事受注者の確認だけではなく、環境懇談会やWG
において、現地踏査やモニタリング調査結果につい
て報告し、環境配慮方針の内容が、設計・施工・成
果に確実に反映されているかを確認している。
モニタリング計画の修正等、新たな課題が発見さ
れた場合は、環境懇談会やWGで協議し、課題解決に
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(1) ほ乳類に対する取り組み
ほ乳類に対する取り組みとしては、移動経路の確
保及びロードキルの防止のため、移動経路周辺にお
ける侵入防止機能を付加した立入防止柵の設置（図
-5）を行っている。

図-5 侵入防止機能を付加した柵

3)

(2) 魚類に対する取り組み
魚類に対する取り組みとしては、生息環境の保全と産
卵環境の保全のため、河川における必要な環境要素の改
変低減や濁水防止の対策等（図-6）を行っている。

露出する管は床版下面に
這わせることで目立たな
くさせる

フェイシアによりコンク
リート構造物を分節化す
ることで、外部景観にお
けるボリューム感を抑制

排水管を桁内に引
き込み、付属物の
露出を抑制

下部工の排水施設
は、導水スリット
内に納め、付属物
の露出を抑制

図-9 構造物の煩雑さの抑制

図-6 濁水防止シート(左上)、濁水処理機(左下)
濾過フィルター付き沈砂池(右上)、処理水の排水（右下）
(3) 植物、緑化に対する取り組み
事業地周辺に分布する自然植生や道南地域を特徴付け
る植物群の保全を目的に、回避・低減を基本としつつ、
難しい場合には移植による代償措置を行っている。
平成27年度はその一環として、これまで圃場に仮移植
していた貴重種について、移植地である周辺の都市公園
に委員の現地指導を受け、本移植を実施した（図-7）。

(5) 大気質、騒音に対する取り組み
事業地近傍に住宅が存在するなどの条件を踏まえると、
大気質、騒音に関する近隣住民への影響も考えられる。
その対策として、施工時には基本的に排出ガス対策型、
低騒音の建設機械の使用はもちろんのこと、大気質にお
いては散水の実施を、騒音に対しては防音シート等によ
る対策を実施している（図-10）。

図-10 大気質対策（左上、右上）と騒音対策（左下、右下）

4. モニタリング調査

図-7 貴重種移植の取り組み
(4) 景観に対する取り組み
本事業は、市街地近傍を通
過するため、道路構造物が突
出した景観とならないよう、
また、周囲の景観に調和する
ような設計となるよう、CG等
を用いた比較検討等を行って
いる（図-8）（図-9）。
図-8 函館山への眺望に配慮した落下物防止柵
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評価書においては、環境保全措置を講じるもののうち、
効果の不確実性のあるものをモニタリング調査の対象と
し、騒音、動物、植物、生態系の４項目を対象項目とし
ている。騒音については、「遮音壁設計のための予測」
や「供用後における騒音調査」をモニタリング調査項目
としており、効果の不確実性はないものの、道路周辺の
住居等の分布状況については不確実性が残ることから、
あくまでも供用後の騒音調査によりその効果を把握する
こととなる。
評価書に加えて、環境懇談会で位置づけられた保全対
象種を踏まえ、環境配慮方針に基づく設計・施工時の取
り組みの効果を検証するために、実施すべきモニタリン

グ調査について、調査項目、調査対象種、調査目的を次
のとおり整理した。
(1) モニタリング調査項目
現在、表-2に挙げる項目（ほ乳類、魚類、昆虫類、植
物・緑化）について、工事前・工事中・工事後の各段階
に応じて調査を実施する計画である。

項目
ほ乳類

キタキツネ

イタチ科

ニホンテングコウモリ

表-2 モニタリング調査項目
調査対象種
調査目的
テン属の一種、
キタキツネ等
ニホンテングコウモリ

魚類

エゾタヌキ

スナヤツメ、ハ
ナカジカ等

昆虫類

ヘイケボタル

植物

ハクサンハタザ
オ、ハナイカダ、
カタクリ等

移動経路の確保の確認
移動空間の確保の確認
生息環境及び産卵環境
の保全の確認
表流水の確保及び繁殖
の保全の確認
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

図-11 ほ乳類 確認状況
【石川】
保全対象種：テン属の一種 キ タキツネ
種名

区間

上流側
下流側
上流側
テ ン 属の一種
(イ タチ科の一種含む) 下 流 側
ホン ドテン

キ タ キツネ
エ ゾ タヌキ

上流側
下流側
上流側
下流側

無 人 撮 影カメラ
工事中
(H26)
―
―
―
―
未実施
○
○
―
―
工事前

痕跡確認
工事前 工事中
(H25)
(H26)
―
―
―
―
―
○
○
○
○
○
○
○
―
○
―
○

凡例

(2) モニタリング調査結果概要
これまで実施したモニタリング調査では、ほ乳類につ
いては工事前および工事中の移動状況を、魚類について
は工事前および工事中の生息・産卵状況を、昆虫類につ
いてはヘイケボタルの成虫と幼虫の生息状況の確認を行
っている。
一方、植物については路線周辺の都市公園に移植を行
っており、活着状況調査は次年度以降実施予定である。
これらの調査結果の概要を以下に示す。
a) ほ乳類
調査結果は表-3に示すとおりであり、工事前に移動が
確認した種については、工事中も移動を確認しており、
工事の影響は小さいと考える。

0

1:10,000
250

無人撮影カメラ設置箇所

500ｍ

痕跡確認調査範囲

図-12 哺乳類移動状況確認調査結果図
コ ウモリ類捕獲調査確認種
工事前：ニホンコテングコウモリ 3頭
工事中：ニホンコテングコウモリ 3頭
ニホンテングコウモリ １頭

コ ウモリ類捕獲調査確認種
工事前：ニホンテングコウモリ 8頭
ニホンキクガシラコウモリ 1頭
工事中：確認なし

【亀田川作業道沿い】
保全対象種：ニホンテングコウモリ

図-13 コウモリ類捕獲調査結果図
表-3 モニタリング調査結果概要（ほ乳類）
調査方法
結果概要
無人撮影カメラ
調査、痕跡確認
調査（図-11）
（図-12）
捕獲調査
（図-13）
音声記録調査
（図-14）

工事前および工事中の計画路線周
辺を移動するテン属の一種、キタ
キツネ、エゾタヌキを確認。

【亀田川作業道沿い】
保全対象種：ニホンテングコウモリ

【亀田川作業道沿い】
保全対象種：ニホンテングコウモリ

工事前および工事中の計画路線周
辺を移動するニホンテングコウモ
リの個体と音声ともに確認。
凡 例
● 周波数（20kHz 前後）
● 周波数（50kHz 前後）

凡 例
● 周波数（20～30kHz 前後）
● 周波数（50kHz 前後）

工事前
（平成 26 年 8 月 25 日、26 日）

工事中
（平成 27 年 8 月 17 日～19 日）

図-14 コウモリ類音声記録調査による音声確認位置図
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b) 魚類
調査結果は表-4のとおりであり、工事前に確認した種
の魚類相と産卵床は、工事中も確認しており、現時点で
の工事の影響は小さいと考える。
表-4 モニタリング調査結果概要（魚類）
調査方法
結果概要
魚類相確認調査
（図-15）
（図-16）

産卵床分布状況
調査（図-17）

表-5 モニタリング調査結果概要（昆虫）
調査方法
結果概要
ヘイケボタル成
虫生息状況確認
調査（図-18）
（図-19）

ヘイケボタル成虫

魚類相確認調査により、工事前お
よび工事中の河川に生息するスナ
ヤツメ、サクラマス、シマウキゴ
リ、カンキョウカジカを確認。
工事前および工事中の河川に分布
するスナヤツメ、サケ、サクラマ
ス、シマウキゴリ、カンキョウカ
ジカの産卵床を確認。

サクラマス（ヤマメ）

工事前および工事中ともにヘイケ
ボタル成虫個体を確認。今年度は
上記の調査に追加して、幼虫のモ
ニタリングを実施している。
ヘイケボタル幼虫

図-18 昆虫類（ヘイケボタル） 確認状況
KD-4：水路沿い
KD-4：水路沿い
H27.7.13 00個体
個体
H27.7.13
H27.7.14 11個体
個体
H27.7.14
H27.7.22
.22 00個体
個体
H27.7
H27.7.23 00個体
個体
H27.7.23

カワヤツメ属の一種

KM-1：水路沿い
H26.7.14 1 個体
H26.7.22 4 個体
H26.7.23 3 個体

KD-5：水路沿い
H27.7.13 0 個体
H27.7.14 0 個体
H27.7.22 7 個体
H27.7.23 6 個体

KM-5：池
H26.7.15 9 個体
H26.7.22 2 個体
H26.7.23 1 個体

KD-1：池
H27.7.13 14 個体
H27.7.14
8 個体
H27.7.22 16 個体
H27.7.23 11 個体

KM-2：水路沿い
H26.7.14 1 個体

KM-6：湿地
H26.7.15 2 個体
H26.7.22 2 個体
H26.7.23 5 個体

KD-3：水路沿い
H27.7.13 0 個体
H27.7.14 0 個体
H27.7.22 1 個体
H27.7.23 0 個体

KM-7：水路沿い
H26.7.23 2 個体

KD-2：湿地
KD-2：湿地
H27.7.13
11 個体
H27.7.13
個体
H27.7.14
H27.7.14 10
10 個体
個体
H27.7.22
66 個体
H27.7.22
個体
H27.7.23
11 個体
H27.7.23
個体

【亀田沿い湿地部 】
保全対象種：ヘイケボタル

図-15 魚類相 確認状況
【亀田川 】
保全対象種：ハナカジカ

凡 例

生息状況
工事前 工事中
上流
○
―
スナヤツメ
中流
―
―
(カ ワヤツメ属の一種含む )
下流
―
―
上流
―
―
サケ
中流
―
―
下流
―
―
上流
○
○
サクラマス (ヤマメ )
中流
○
○
下流
○
○
上流
―
―
サケ科魚類
中流
―
―
下流
―
―
上流
―
―
シマウキゴリ
中流
―
―
下流
―
―
上流
―
―
カ ンキョウカジカ
中流
―
―
下流
―
―
上流
―
―
ハナカジカ
中流
―
―
下流
―
―
※サケ、サクラマス、もしくはブラウントラウトの可能性がある。

種名

0

区間

1:10,000
250

【亀田沿い湿地部 】
保全対象種：ヘイケボタル
KM-3：休耕田周辺
H26.7.14 26 個体
H26.7.15 26 個体
H26.7.22 78 個体
H26.7.23 25 個体

KM-4：休耕田周辺
H26.7.14 35 個体
H26.7.15 41 個体
H26.7.22 34 個体
H26.7.23 35 個体

成虫確認 箇所

産卵床
工事前 工事中
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
２※
―
―
１
※
―
１
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

工事前（平成 26年7月）の確認状況

KD-6：休耕田周辺
H27.7.13 23 個体
H27.7.14 21 個体
H27.7.22 44 個体
H27.7.23 25 個体

凡 例
成虫確認 箇所

工事中（平成 27年7月）の確認状況

KD-7：休耕田周辺
KD-7：休耕田周辺
H27.7.13 11
11 個体
個体
H27.7.13
H27.7.14
個体
H27.7.14
66 個体
H27.7.22 58
58 個体
個体
H27.7.22
H27.7.23 28
28 個体
個体
H27.7.23

図-19 ヘイケボタル成虫生息状況確認調査結果図
d) 植物
今年度は本移植初年度にあたり、活着状況調査、開
花・結実状況調査による生育状況の把握は次年度以降の
対応となる。仮移植を平成25年度に行い、その段階では
株数が大きく減少していないことを確認している（図20）。
凡例

500

ｍ

調査範囲

図-16 魚類生息状況確認調査結果図
サクラマス 産卵箇所

シラネアオイ

ベニバナヤマシャクヤク

スナヤツメ 産卵箇所

図-20 植物 確認状況
図-17 魚類産卵床 確認状況

5. 今後の取り組み
c) 昆虫類
調査結果は表-5に示すとおりであり、工事前および工
事中ともにヘイケボタルの成虫個体を確認しており、現
時点での工事の影響は小さいと考える。
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今年度は、現在工事が進められている赤川IC～函館空
港ICまでの区間を中心とした取り組みを行ったが、各工
区の工事段階等を踏まえて、今後は以下の取り組みを考

えている。
① 供用済みの函館IC～赤川IC間では、環境配慮方針
に基づいた反映事項が効果を発揮しているか検
証するため、工事後モニタリングを実施する。
特に、ほ乳類の移動経路として設計したカルバ
ートや橋梁部分で実際に利用されているかを新
たに確認していく予定である。
② 設計・施工段階にある赤川IC～函館空港IC間では、
函館IC～赤川IC間で得られた結果を活用し、環境
配慮方針を着実に反映できるよう事業を進め、
適宜WGを開催しながら環境懇談会委員へのフィー
ドバックを実施する。
③ これまでの環境懇談会において、本事業の環境に
配慮した事業の取り組みが高く評価されている
ことから、今後は市民に対しても広く周知して
もらう機会・仕組みづくりについて、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等）

6. おわりに
本稿では、環境配慮方針を踏まえた具体的な取り組み
事例として、モニタリング調査などを中心に報告した。
モニタリング調査が実施されているほ乳類・昆虫類・魚
類については、工事による影響は小さいという結論であ
った。植物に関しては本線周辺の都市公園に本移植を行
った直後であるため、次年度以降に取り組みの成果を確
認することになる。
前述のとおり、本事業における環境配慮方針は、平成
27年3月に開通した函館IC～赤川IC間において、環境懇
談会・設計・施工のプロセスを経て、具現化している。
現状のモニタリング調査の結果、工事による影響は小さ
いと確認しているが、今後の工事や供用後の影響で状況
が変わる可能性もあるので、次年度以降もモニタリング
調査を継続的に実施し、環境保全措置の効果を確認して
いく予定である。
赤川IC～函館空港IC間においては、函館IC～赤川IC間
の開通により、早期全線開通に向けて地域の期待がより
一層高まっている。このことから、函館IC～赤川IC間で
実施した設計・施工配慮方針の取り組み成果を踏まえつ
つ、チェックリストを活用し、今後の道路整備において
も環境保全措置を着実に実施していきたいと考えている。
路線全体で一貫性のある環境配慮方針を実現している
ことが本取り組みの特徴であるが、これを可能にしてい
る理由は取り組み体制であると考えている。学識者と地
域代表者等の外部委員を交えた上で、事業開始以降、継
続的な環境懇談会とWGが開催され、事業の進捗に応じた
環境配慮の取り組み内容が確認されている。また、環境
懇談会とWGの継続的な開催によって、新たな課題が発生
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しても、解決策を速やかに検討することが可能である。
こうした体制が環境配慮に関するPDCAサイクルを回す実
質的役割を担っており、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。
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