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事業用地内における賦存土砂の有効活用について
-江別太遊水地における地内掘削計画の検討について札幌開発建設部 江別河川事務所 調査課
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現在整備を進めている江別太遊水地では、泥炭性軟弱地盤が広範囲かつ厚く堆積しており、地内掘削
工事で発生する泥炭は固化剤で改良後も築堤盛土材料として使用することは不適当であるため、築堤盛
土材料の確保及び泥炭の処理が課題となっている。その一方で計画掘削敷高の下層には築堤盛土材料と
して期待できる粘性土が堆積している。
本報告では、計画掘削敷高より下層の粘性土を掘削採取し、上層の泥炭を埋戻すことにより盛土材料
の確保及び泥炭処理によるコスト縮減や､完成後の地内利活用に有効であるかについて検討するととも
に、現地試験施工を行った結果を報告するものである。
キーワード：設計・施工、コスト縮減、リサイクル
1．はじめに
千歳川は、支笏湖を源とする幹川流路延長 108km、流域面
積 1,244km2 の石狩川の 1 次支川である。
札幌開発建設部では、石狩川の高い水位の影響を長時間
かつ長い区間にわたって受ける千歳川において、洪水のピ
ーク水位を計画高水位以下となるよう、洪水調節容量が概
ね 5 千万 m3 の遊水地群を千歳川本支川の 4 市 2 町に分散し
て整備する事業を行っている。そのうち、江別太遊水地は
千歳川最下流の江別市に位置している（図-1）
。

江別太遊水地の地質的特徴として、泥炭性軟弱地盤が広
範囲かつ厚く堆積しており、地内掘削することにより発生
する土砂は改良しても築堤盛土材料としては不適当な泥炭
が大半を占める。
また、掘削敷の多くは泥炭面（酸性土壌）であるため植
生不良になりやすく、極めて軟弱であり車両等の走行性が
悪いなど、遊水地完成後の地内活用方法の制約が懸念され
ている。
その一方で貯水容量を確保するのに必要な地内掘削の掘
削敷高（以下「計画敷高」という）より下層には築堤盛土
材料として期待できる粘性土が堆積している（図-2）
。

千歳川

図-1 事業位置図
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図-2 地内土層断面図・地内スライス図

以上より、江別太遊水地の課題として、主に①安価な築
堤盛土材料の確保、②発生する泥炭の処理、③完成後の地
内有効活用が挙げられるが、本報告では、計画敷高より下
層の粘性土を掘削採取し、上層の泥炭を埋戻すことにより
（図-3）
、上記課題を解決することが出来るかどうか検討及
び現地試験施工を行った結果を報告するものである。

試掘した計画敷高以下の粘性土（表-1）は、自然含
水比 50%程度、強熱減量 10%以下であり、泥炭分の含
有が少なく、比較的含水比が低い。一般的な沖積粘性
土層の液性限界 wL は 50～130%程度とされており、
wL=57.6%は下限値に近く比較的良好な物性となって
いる。
室内材料試験による砂質土混合の結果（表-2、図-4）
においても、盛土材料として良好とされる粒度分布・透
水性を示しており、活用可能と判断した。なお、粘性土
を掘削直後に採取し試験を実施したため含水比が高く、
混合土のコーン指数 qc が目標値 qc =400(kN/m2)を下回っ
ていたが、施工時における粘性土の曝気乾燥や砂質土配
合割合の変更等により改良可能と判断した。
表-1 試掘調査による掘削土の物性値

図-3 掘削及び埋戻しイメージ図

2．試験施工方法の検討
(1)土質状況の確認
試験施工方法の検討に先立ち、現地の土質状況の確認
及び土質試験試料採取のため試掘調査を実施した。
試掘の結果、泥炭層の層厚は地表面より概ね 3m 程度であ
り、下層の粘性土との境界面は比較的明瞭であった（写
真-1）
。
よって、実施工において掘削土は泥炭、粘性土、泥炭ま
じり粘性土（境界付近±50 ㎝程度から採取）の 3 つの土
質に大別されると想定した。

試験項目

泥炭

含水比 wn(%)
液性限界 wL (%)
塑性限界 wP (%)
強熱減量 Li(%)

706.5
―
―
66.5

泥炭まじり
粘性土

粘性土

120.3
―
―
11.3

51.8
57.6
22.0
5.2

表-2 試掘粘性土（撹拌後）の室内材料試験結果
粘性土:砂質土
試験項目
=1：1
含水比 wn(%)
39.1
最適含水比 wopt(%)
28.8
3
最大乾燥密度ρdmax (g/cm )
1.423
2
コーン指数 qc (kN/m )
43
透水係数 k (m/sec)
1×10-9
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通 過 質 量 百 分 率 (％)
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図-4 室内材料試験による粒度分布

写真-1 試掘調査による土層分布状況

その他、掘削底面が低いため地下水の影響を懸念して
いたところであるが、試掘時（7 月実施）における湧水は
少なく、掘削作業に大きな影響は及ぼさないと判断した。
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(2)試験施工方法の検討
3．試験施工の結果
試験施工は、計画敷高（EL=4.2m）より深く掘削（以
下「過掘」という）を行い、泥炭を埋戻す際の施工方
(1)掘削作業
法、施工性、経済性、完成後のトラフィカビィティを
掘削は 8 月（夏期）に実施し、超ロングアームのバッ
検証する事を目的として計画する。
クホウにより十分に施工可能であった。
過掘の深さは、作業機種（バックホウ）の施工性と
掘削時の地下水はポンプ排水により排水可能な水量で
当該遊水地に使用する粘性土を概ね確保出来るかどう
あった。
かを勘案し、深さ 2m（EL2.2m）に設定した。
計画敷高以下の過掘（写真-3）について、夏期におい
また、埋戻しを泥炭のみで行った場合、遊水地完成
ては概ね問題なく施工可能と判断できた。
後の利活用（例えば採草地利用など）を考慮すると地
耐力に不安が残るため、地内から発生する表土等も活
用することを計画した。
以上を踏まえ以下の 3 ケース（図-5）で実施するこ
ととした。
ケース①

ケース②

ケース③

計画敷高程度

写真-3 過掘部分の掘削状況

図-5 試験施工ケース模式図

埋戻しを行う泥炭は処分量の減量化を考慮し、掘削
後１年間曝気乾燥させた泥炭（乾燥により乾燥・圧縮）
を活用することとした。
トラフィカビリティの検証としては、実際にトラク
ター及びミニバックホウ（山積み 0.14m3 級）
（写真-2）
を用いて走行性試験を行うこととした。
採取した粘性土については、実際に盛土材料として
活用できるか検証するため、現地にて砂質土との撹拌
試験を実施することとした。

(2)泥炭等の埋戻し
a)埋戻し作業
埋戻し作業は 8 月～9 月（夏期）に実施した。
埋戻し材料の泥炭は 1 年の曝気乾燥を行ったものであ
るが、湿地ブルによる転圧に必要なトラフィカビリティ
を有していないため、バックホウによる敷均しのみで埋
戻しを行った（写真-4）
。
バックホウの埋戻し盛土上の走行は、敷鉄板の使用に
より十分可能な状況であった。
施工時の地下水はポンプ排水により排水可能な水量で
あった。
計画敷高以下の過掘部分の埋戻しについて、夏期にお
いては概ね問題なく施工可能と判断できた。

写真-2 試験施工に用いたトラクターとミニバックホウ
写真-4 泥炭埋戻し状況
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b)埋戻し材料の含水比・湿潤密度
泥炭盛土の含水比は概ね 200～400％（平均 290％）で
あり（表-3）
、当該箇所の試掘における泥炭層の含水比
706.5％と比較すると、曝気乾燥により含水比が低下した
ものと想定される。含水比のばらつきは強熱減量のばら
つきと相関しており、曝気状態や地下水位の影響という
よりは泥炭そのものの性状によるものと考えられる。
表-3 埋戻し泥炭の含水比と強熱減量
含水比
強熱減量
試験ケース
wn(%)
Li(%)
①泥炭 2m
321.7
44.9
②泥炭盛土 1.5m+表土 0.5m
252.6
32.8
③泥炭盛土 1.0m+表土 1.0m
242.6
30.3
c)埋戻し材料のコーン指数
3 ケースの試験ヤードにおいて各 2 点のポータブルコ
ーン貫入試験を実施した。
埋戻し泥炭のコーン指数は概ね qc=100～300(kN/m2)の
範囲であり、トラクターの走行に必要となる目安値 qc
=400(kN/m2)1)を下回った。
埋戻し表土に関しては、概ね qc =400(kN/m2)を満足する
が、地表面に不陸があったため、降雨による湿潤部では
含水上昇により強度が低下しているものと思われる。
ケース①

ケース②

ケース③

比較的乾燥した部分でもミニバックホウ 1 回の走行
で 12 ㎝程度の轍ができ、水はけの悪い箇所では轍が大
きくなり走行が困難な状況となった。
したがってケース①では、乾燥した箇所であれば、
ある程度ミニバックホウの走行が可能という結果であ
った。
b) ケース②：泥炭盛土 1.5m+表土 0.5m
表層のコーン指数がトラクターのトラフィカビリテ
ィ確保の目安値 qc=400(kN/m2)を部分的に上回っている
が、水はけの悪い箇所では表土のコーン指数は
qc=200(kN/m2)以下と小さくなっていた。
ミニバックホウの走行については、ケース①よりも
轍掘れが少なく、1 回の走行で約 7 ㎝、2 回目の走行で
約 13 ㎝であり、水はけが悪く軟質化した箇所を除けば
ある程度走行可能であると判断できた。
トラクターの走行については、表層が乾燥している
部分でも 1 回の走行で約 22 ㎝の轍が生じた。比較的表
層が乾燥し qc=200～300(kN/m2)の強度があっても、表
土厚が薄いため支持力不足による振動（たわみ）が大
きく、トラクターの走行はかろうじて可能という程度
であった。水はけが悪く qc=200(kN/m2)以下となってい
る箇所ではトラクターが大きく埋まり走行不能となっ
た。
したがってケース②では、ミニバックホウの走行は
ある程度の轍が生じるが可能であり、トラクターの走
行については、かろうじて可能との結果となった。
c) ケース③：泥炭盛土 1.0m+表土 1.0m
表層のコーン指数がトラクターのトラフィカビリテ
ィ確保の目安値 qc 400(kN/m2)を概ね上回っていた。し
かし、水はけの悪い部分では表層のコーン指数が qc
=200(kN/m2)以下と小さくなっていた。
概ね qc=400(kN/m2)以上となる部分では、支持力が確
保され、表土 0.5m と比較すると振動（たわみ）がほと
んど見られなかった。
轍に関してはトラクター1 回の走行で約 9 ㎝の轍が
生じ、
2 回目の走行では約 22 ㎝の轍が生じた
（写真-5、
6）
。轍に関しては表層の水はけに影響されるもののト
ラクターのトラフィカビリティが確保できている状況
であった。

図-6 埋戻し土のコーン指数と含水比試験結果
(3)走行試験
走行試験は 10 月 1 日に実施した。ポンプにより排水を
行っているが、前日までの降雨により地表面は部分的に
水が溜まった状態であった。
a) ケース①：泥炭盛土 2m
表層のコーン指数が qc=400(kN/m2) を大きく下回っ
ているため、ミニバックホウの走行試験のみを実施し
た。
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写真-5 トラクター走行試験状況（ケース③）

写真-6 ケース③の轍掘れの状況
（左：走行 1 回目、右：走行 2 回目）

表-4 粘性土の現地撹拌試験結果
配合比（粘性土：砂質土） 1:0.5
1:1
含水比 wn(%)
39.8
35.1
最適含水比 wopt(%)
32.1
29.4
最大乾燥密度
1.404
1.436
ρdmax (g/cm3)
コーン指数 qc (kN/m2)
207
253
-9
透水係数 k (m/sec)
1×10
8×10-9

1:1.5
34.3
29.2
1.440
497
4×10-8

通 過 質 量 百 分 率
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しており、活用可能な試験結果（図-7）であった。
図-7 試験撹拌土の粒度分布
なお、混合土のコーン指数 qc（表-4）については、粘
2
性土：砂質土=1：1.5 のみが目標値 qc =400(kN/m )を満
足する結果となったが、粘性土の曝気乾燥による改良で、
4．今後の課題
それ以外についても満足できると考られる。

(1)地下水位
過掘及び埋戻しの施工中は、ポンプ排水を常時行って
いたが、泥炭層は地下水位が高く透水性が低いため、排
水性が悪く、降雨等により容易に水没する可能性が高い
（写真-8）
。
作業性の確保のためには地表面をドライに保つことが
重要であるため、自然排水が可能な排水路（計画敷高
EL=4.2m より 1m 程度低地）を整備する必要があると考え
られる。

写真-7 砂質土との現地撹拌試験状況

写真-8 施工終了後の試験施工ヤードの水没状況

Tomohiro Yamazaki, Tomoaki Mori, Hirotsugu Kooka

(2)施工時期
冬期については、降雪・融雪よる泥寧化、除雪による
作業効率の低下等のマイナス要素があり施工性の低下が
懸念される。
一方、軟弱層（泥炭・粘性土）の凍結によるトラフィ
カビリティの向上等のプラス要素も少なからずあること
から、詳細な施工方法を検討する試験施工が必要と考え
られる。

5．おわりに

今回の試験施工によって、地内の過掘・泥炭埋戻しは実
現可能であることが検証できた。
また、これにより地内から盛土材料を安価に確保出来る
とともに、泥炭処分量も縮減できることから、事業全体の
コスト縮減が期待できる。
今回得られた成果や抽出された課題を踏まえ、平成 31 年
度の江別太遊水地完成に向け、今後とも環境面や施工性、
(3)地内植生
完成後の地内利活用に有効で、かつ経済的な盛土材料の調
今回は埋戻し後の表面が裸地の状態で走行試験等を行 達、泥炭の処理方法を検討していきたい。
ったが、植生を行う事により地耐力の向上が期待できる。
また、遊水地完成後の地内利活用（採草地利用等）も
考慮すると、植生の適用性についても確認が必要なこと 参考文献
から、植生試験が必要と考えられる。
1) 土地改良の実際：
「土地改良と営農」研究会 北海道開
発協会 1981
(4)地内賦存粘性土の更なる有効活用
2) 大川 智、西川 幸裕、村舘 行男：回転式破砕混合工法
江別太遊水地内には、当該遊水地で使用する以上の粘
による遊水地掘削土(高含水粘性土)を築堤盛土材料に
性土が賦存していると想定される。
改良する現地試験施工について 第 56 回北海道開発
現在、当該遊水地で使用している盛土材料は、粘性土
技術研究発表会 2012.2
と砂を混合して粒度調整した撹拌造成土としているとこ
ろであるが、粘性土にセメントを撹拌し盛土材料とする
工法（回転式破砕混合工法 2）など）を用いる事により、
更なる土砂の有効活用及びコスト縮減、施工の効率化が
期待できる。
また、当該遊水地以外での活用も模索するなど、引き
続き有効活用の検討が必要と考えられる。
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