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1. 業務概要 
 

1.1. 業務概要 
 

1) 業務名称 ：平成 30・令和元年度（仮称）佐久臼田インター工業団地整備事業 

   設計・調査・許認可業務（令和元年度業務） 

2) 業務場所 ：佐久市 中小田切、下小田切、湯原地内（佐久臼田 IC 周辺）地内 

3) 履行期間 ：令和元年 9 月 30 日 ～ 令和 2 年 3 月 23 日 

4) 発 注 者 ：佐久市 経済部 商工振興課 

5) 受 注 者 ：玉野総合コンサルタント株式会社 

      担当部署：地球環境部 地盤環境課 

      電話：052-979-9962（課代表） FAX：052-979-9972（課代表） 

6) 作 業 者 ：株式会社アクロス 

      電話：0267-64-8550（代表） 

1.2. 調査位置 
 

本業務の調査位置は、下図に示す（仮称）佐久臼田インター工業団地整備事業計画地が対象である。 

 

図 1-1 事業地案内図 

地理院地図（電子国土 Web）,http://maps.gsi.go.jp/ 

1.3. 調査項目・数量 
 

本業務の調査項目と数量を以下に示す。 

（1） 機械ボーリング 5 箇所 計 144.9m 

（2） 標準貫入試験 5 箇所 計 144 回 

（3） 現場透水試験 2 箇所 計 2 回  （BR1 地点・BR2 地点） 

（4） サンプリング  計 1 本 

（5） 室内土質試験  一式 

（6） オートマチックラムサウンディング試験 5 箇所 計 44.2m 

（7） 観測井設置 2 箇所 計 90.0m（BR1 地点・BR3 地点） 

（8） 水質分析（採水含む） 2 箇所 計 2 検体（     〃     ） 

（9） 地下水検層 1 箇所 計 1 試験（BR3 地点） 

（10） 報告書とりまとめ  一式 

 

1.4. ボーリング調査位置 
 

ボーリング調査およびラムサウンディング試験位置は、下図に示すとおりである。 

事業地北端に位置する BR1 地点と南端の BR3 地点では深堀し、ボーリング孔を用いた観測井を設置、地下

水の水質分析を実施するとともに、BR3 地点で地下水検層を実施した。 

また、調節池計画地に位置する BR1 地点と BR2 地点では、現場透水試験を実施した。 

 

図 1-2 調査地平面図（ノンスケール） 

 

事業地区 
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2. 地盤状況（ボーリング調査） 
 

2.1. 成層状況 
 

事業計画地の成層状況は、下図に示す推定地質断面図のとおり、上位より沖積低地 

堆積物、更新世堆積物、新第三紀～第四紀更新世の火山砕屑岩で構成される。 

 

2.2. 各層の特徴 
 

（1） 沖積低地堆積物 

沖積低地堆積物は、表層近くから概況で深度 15m までの区分に分布する。 

粘性土層、砂質土層、礫層からなり、これらは同時異相の関係にある。 

調査地の範囲では、礫層、砂層の割合が多いが、片貝川の谷の下流となる 

調査地北東部ではシルト層、粘性土層の分布が卓越する。 

【地質断面図の記号：al-c、al-s、al-g】 

 

（2） 更新世堆積物 

沖積低地堆積物の下位に分布する。 

土層を構成する土粒子は部分的に風化している。沖積低地堆積物の堆積前に 

一度浸食を被ったと考えられ、沖積低地堆積物とは不整合であり、分布には起 

伏がある。場所により深度 50m 以上の深さにも分布しており、これは現在の 

千曲川河床より約 30m 低い。 

この状況から、更新世堆積物は千曲川の氾濫原堆積物であった可能性がある。 

更新世堆積物にも礫層、砂層、粘性土層がある。扇状地、自然堤防、後背低 

地といった堆積環境の違いに相当する同時異相の関係にあると推定した。 

【地質断面図の記号：tr-c、tr-s、tr-g】 

 

（3） 新第三紀～第四紀更新世の火山砕屑岩 

沖積低地堆積物～更新世堆積物は未固結堆積物であり、これらの下位には火 

山礫凝灰岩、凝灰岩からなる岩層が分布する。岩層の高さは片貝川の谷の上下 

流で著しい差がなく、八ヶ岳火山が浸食された部分と判断するには疑問が残る。 

【地質断面図の記号：Vcr】 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                            図 2-1 事業計画地の推定地質断面図（事業計画地の外周を右回り方向で作図／ノンスケール） 
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推定地質断面図（下図）の方向（左→右） 

推定地質断面図（上図）の方向（左→右） 

 一般に、構造物の支持層として期待できる良質な地盤は、N 値 20～30 以上で地域

に面的に広く分布する地盤とされる。本区域において良質な地盤として期待できるの

は、更新世堆積物層と推察される。 

 また、表層近くから概況で深度 15m までに分布する沖積低地堆積物は、一部に粘性

土（al-c）が分布するが、主に砂質土（al-s）と礫質土（al-g）との互層状を呈す。こ

のうち、al-s 層は N 値 20 以下と緩く地震時に液状化の恐れがあることから、構造物

基礎を設計する際において、構造物の重要度や必要とする耐震性能に合わせて、液状

化対策を検討することが望ましい。 

 沖積低地堆積物の礫質土（al-g）は、平均 N 値＞30 であるが下位に緩い al-s 層が分

布していることから、構造物の規模によっては十分な支持力が得られない場合もある

ため、構造物四隅で事前に調査ボーリングを実施して判断することが望ましい。 
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3. 地下水状況（地下水検層、観測井、水質分析） 
 

3.1. 調査中の地下水（自噴）状況 
 

ボーリング掘進中、BR2（事業地東部）、BR3（事業地南部）、BR5（事業地西部）で自噴を確認した。この

うち BR2 および BR5 では自噴量はわずか（毎分 1L 未満）であった。BR3 では掘進深さ 28m を越えたくら

いから自噴があり、深度 36m 到達時の自噴量は毎分 48L となった。これらの調査孔での自噴は更新世堆積物

区間の掘進時に発生している。 

一方、BR4（事業地南部）では総掘進長 19.45m に対し、深度 17.50m で更新世堆積物に到達したが、観測

水位は最高で GL-0.73m で自噴とはならなかった。掘進期間全体を通した水位も GL-0.73～1.15m の範囲に

あり、著しい変化はなかった。BR1（事業地北部）では掘進完了後、観測井を設置し更新世堆積物の水位を観

測したが、観測水位は GL-18.01m と低い値となった。 

調査地北部は更新世～完新世を通し、後背低地に相当する堆積環境であったと推定する。砂礫層であっても

細粒分の含まれる割合が多く、難透水性であることを推定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 【BR3】掘進中の孔内水位 

3.2. 地下水流動 
 

表 3-1 【BR3】地下水流動の判定 

地下水流動層と 

判定した区間の土質 

（深度(GL-m)） 

判定理由・所見 

地下水流動層① 

砂礫 

（8.00～10.00） 

検層による地下水流動帯にある粗粒土層という点から判定した。 

一般に土質を構成する土粒子が粗粒になれば透水性が期待できる。た

だし柱状図では当該区間に関して淘汰が悪いことが観察されており、注

意を要する。 

地下水流動層② 

砂礫 

（18.25～21.00） 

シルト混じり礫 

（21.00～23.00） 

シルト質砂 

（23.00～38.00） 

 礫層に関しては粗粒土ということで選定した。 

 シルト質砂層について透水性を期待するのは一般的でない。ただし、

深度 29m 到達時に地下水の自噴を確認した点、深度 36m で自噴量約 48

ℓ/min、深度 38m で自噴量約 39ℓ/min を測定したことから地下水流動層

と判定した。 

 標準貫入試験試料は部分的に固着している。当該区間掘進中にボイリ

ングが生じなかったことも固着が影響している可能性がある。 

上述の点を考慮すると、当該区間の透水は均一でなく、パイピング的な

箇所を有している可能性を否定できない。  

地下水流動層③ 

砂礫 

（42.50～43.75） 

 深度 38m 以浅と比較すると比抵抗値変動は小さいものの、独立した

変動を示している。 

 礫間充填物は部分的に固結している。透水性を示す理由は明確でない

が、パイピングや裂か（亀裂等）の存在する可能性を想定した。 

地下水流動層④ 

火山灰質砂 

（46.45～48.75） 

 比抵抗値変動は小さいものの、独立した変動を示している。土質とし

ては砂と細粒土の混在であり、一般に透水性を期待できない。 

 

図 3-2 地下水検層の結果図 

3.3. 地下水の水質 
 

BR3 での地下水分析結果が濁度を除き、概ね基準値となる値であった、 

BR1 では一般細菌や色度、濁度の値が大きく値を示した。これは、B1 層の地下水流動が弱く、観測

井設置時の孔内地下水（孔内洗浄水：河川水）が循環されなかったことによると考えられる。 

表 3-2 水質分析結果一覧 

項目 （単位） BR1 検査結果 
（更新世のみスリット） 

BR3 検査結果 
（全区間スリット） 

基準値※2 

一般細菌 （個/mL） 12,300 2 100 以下 

大腸菌  不検出 不検出 検出されないこと 

全有機炭素（TOC） （mg/L） 11 0.3 未満 3 以下 

硝酸態及び亜硝酸態窒素 （mg/L） 0.10 未満 0.21 10 以下 

亜硝酸態窒素 （mg/L） 0.011 0.004 未満 0.04 以下 

塩化物イオン （mg/L） 1.8 1.0 200 以下 

色度 （度） 45 4 5 以下 

濁度 （度） 70 12 2 以下 

味  異常なし 異常なし 異常でないこと 

臭気  土臭・カビ臭 異常なし 異常でないこと 

pH  8.6(15.0℃) 8.1(14.5℃) 5.8 以上 8.6 以下 

      ※1飲用井戸等衛生対策要領に基づく 11項目について水質分析（検査方法：上水試験法）を実施した。 

      ※2基準値は水道水質基準の値を示す。基準値を超過する結果を赤字で示す。 
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【BR1】自噴なし 

【BR4】自噴なし 

 

【BR5】自噴を確認したが 

    地下水利用に不適 
 

【BR2】自噴を確認したが 

    地下水利用に不適 

 
【BR3】自噴を確認 

     48L／分 

 


