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2022年12月3日：亀岡
北陸新幹線延伸問題を知っておくための学習会

自己紹介
•南丹市美山町の建設当該地区（田歌）に20年前か
ら住んでいます。

• 2019年に建設計画を知り、それから会を結成して
仲間と新幹線問題について調べてきました。

•地域計画、農村計画の研究者です。鉄道の専門
家ではありませんが、合意形成や環境保全の観
点からこの計画を問題視しています。

•詳しい情報はHPをどうぞ
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• 2016年12月に与党プロ
ジェクトチームが北陸
新幹線の建設ルートを
小浜・京都ルートに決
定

• 建設に向けた環境影
響評価が2019年に開
始

• 2023年度の着工を目
指している

• 通称小浜・京都ルート

北陸新幹線
敦賀―新大阪間
建設計画
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通称「小浜京都ルート」の概要

•総延長143km、建設期間15年
• そのうち約8割がトンネル区間 （地下鉄）

•東小浜・京都・松井山手に停車駅を建設

•大深度地下利用法の場合、地表から40m以深を
通る （新大阪駅の標高は海抜0.5m)
•建設費用2兆1000億円 （米原ルートの3倍）

•費用便益比1.05（2017年の試算、現在精査したら
１を確実に下回る）
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延伸計画の問題点

• なぜ小浜ー京都ルートになったのか、公に説明が
ない*。計画は全て与党プロジェクトチーム内で検
討され、議論は非公開

•経済的合理性がない

•環境影響評価で複数案の検討がされていない

•建設ルートを明らかにせず環境影響評価を進めて
いる

*説明は「北陸と関西の間の移動の速達性、利用者の利便性等を
総合的に勘案し、当該ルートが適切である」のみ
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与党プロジェクトチームは3案を比較検討した（2016年）

出典：国土交通省鉄道局、H28
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１．米原ルート（当初案）

２．小浜京都ルート（新案）

３．小浜舞鶴京都ルート
（新案）

建設費の安い米原ルートは採択されず

出典：国土交通省鉄道局、H28 7試算は2031年着工を想定

整備新幹線着工の条件

１．安定的な財源見通しの確保

２．収支採算性

３．投資効果

４．営業主体であるJRの同意

５．平行在来線の経営分離への沿線自治体の合意

「整備新幹線の整備に関する基本方針」2009年
（国土交通省）
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小浜－京都ルートの不合理

•整備新幹線は公共工事なのに最も費用便益費の
高い米原ルートが採用されなかった（JR西日本が
JR東海への乗り入れに難色を示したとの噂）

•便益計算は2040年も現在と同じ旅客数が新幹線
を利用することを想定（人口減少・オンライン革命
や他交通手段との競合を無考慮）

•名古屋と北陸を結ぶ「しらさぎ」の旅客が名古屋か
ら京都経由で北陸に行く想定（中京の人々にとっ
ては高速道路利用の方が快適）

9 10

名古屋

敦賀

京都

新大阪

米原

金沢

福井

富山

高速道路

小浜京都ルート

鉄道（既存）

建設費は過小算定

•新幹線の建設費は建設認可から完成までに大幅
増加（見積が過小）

•金沢－敦賀(125km)は当初予算の1.4倍、北海道新
幹線も1.35倍
•金沢ー敦賀の費用便益比は0.8（令和3年）

• 1㎞建設費は金沢－敦賀で148億、北海道新幹線
で107億円（令和3－4年）

•現在の建設単価はさら高く、大都市を通る敦賀ー
新大阪間の費用便益比は１を割り込むことが確実
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日本は1975年からずっと赤字財政

12出典：財務省



負債（国債）は積み上るばかり

13出典：財務省

負債額（令和3年）
国民1名あたり 783万円
労働人口1名あたり 1,441万円

延伸計画の環境面の問題

•パリ協定に向けた政府の国際公約やSDGsと矛盾

•丹波高原国定公園の環境を破壊する

•大量の残土処分が周辺地域の土砂災害源となる

•残土処分は環境アセスメントの対象になっていな
い

•京都盆地および淀川周辺の地下水環境を攪乱

• トンネル掘削に伴う地盤沈下の危険性
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日本は2030年までに2016年比で46%の温室
効果ガスの削減、2050年のカーボンニュート
ラル達成を国際公約（2021年4月）

• 2018年のエネルギーの化石燃料依存度は85.5%
•新幹線延伸で速達性のためにエネルギー消費を増
やしている場合ではない。

15（出典）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 16

丹波高原国定公園と
建設可能性地域



斜坑と土砂置き場（4－7㎞おきに設置）

•斜坑付近は土砂の保管と処理、運び出しのため、
広い面積が必要

• トンネル掘削により出る土砂は鉱物や重金属を含
んでいる場合がある

• そこで適宜検査を行い、pHの矯正などが行われて
から運び出しがされる

• ヒ素などの重金属が出た場合は他用途での利用
が困難

•結果として斜坑付近には大量の土砂が工事後も
滞留することが問題となる
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•北海道新幹線トンネル工事現場。立岩工区（八雲
町立岩）

北海道新幹線トンネル工事現場。立岩工区（八雲町立岩）。有害土砂はビニール
シートでカバーされて積み置かれる。
出典：流域の自然を考えるネットワークhttp://protectingecology.org/report/8271
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膨大な残土の量と毒性

• 今回の工事では全延長で
少なくとも約900万m3の残
土が発生する。全量をどこ
かに運搬し処理せねばなら
ない。

• 美山・京北地域の地盤はヒ
素濃度が高い。

• 都市部のトンネルで用いら
れるシールド工法の残土は
掘削時に用いるベントナイト
により産業廃棄物となる。

• 残土の処分先は環境アセ
スメントの対象外。
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近畿地方の地盤ヒ素濃度
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残土最終処分の問題

出典：鉄道運輸機構：北海道新幹線八雲黒岩地区

トンネル残土は斜坑近隣で沢を埋立てるなどの処分が一般的
・極端気象現象に対して脆弱
・要対策残土（有毒）の場合安全性の懸念
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北海道新幹線における要対策残土の埋め立て（八雲町）

写真提供：流域の自然を考えるネットワーク 稗田一秀氏
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要対策土をどう処分するのか？
• 静岡県の「盛土等の規制に関する条例」(2022年７月１日施行）は要対策土
の盛土を禁止した。

• そして、リニア計画沿線ではただの一か所も要対策土の処分場はない。あ
るのは「仮」置き場だけである（岐阜県の中津川車両基地だけが検討中）。

★山梨県早川町 塩島地
区（南） 4万5000立米

★山梨県早川町 雨
畑地区 8000立米

★長野県大鹿村 計
画地Ａ 3万9000立米

★長野県大鹿村 計
画地Ｅ 15万立米

★長野県豊丘村 坂
島 2万8000立米

★岐阜県中津川市 山
口下島 2万2000立米

スライド提供：樫田秀樹氏

日本で頻発する極端気象現象

23

広島土砂災害
2014年8月20日
死者74名

北九州豪雨
2017年7月5日
死者・不明者42名

平成30年7月豪雨
2018年7月
死者200名超

令和元年豪雨
2019年10月
被害総額1兆8600億

令和２年熊本豪雨
2020年10月
死者84名

平成23年台風12号
2011年8月
死者・不明者98名
総雨量1000㎜超

24桂川氾濫（2013年）

福知山洪水
（2013,2014,2018年）

大野ダム
和知ダム

日吉ダム

河川上流部への盛土は長期的に
ダムの調整容量を減じる



京都盆地の標高 京都盆地の地下水標高
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（1978年）

1978年当時の地下水深さは京都の街中で5‐15m
京都駅以南ではもっと浅い

新幹線建設が京都盆地に及ぼす影響

•都市部では地下40m以深を直径13mのトンネルで
掘り進む

•浅層の地下水より低い場所にトンネルが通る

• トンネルは地下水の中を掘削できないので排水工
事が行われる

•北山から京都盆地に至るまでの間に多くの破砕帯
を通過（大量の湧水対策）

都市部での大深度地下工事の問題

・京都から大阪まで地下水の中を
掘り進むことになる

・地下水の低下や枯渇の影響

・地下水排水による地盤沈下

・シールド工法による陥没の問題

・竪坑付近の工事車輛の集中

・新大阪駅の標高は海抜0.8m
・地震時に安全に退避できるのか
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調布の外環道工事で生じた陥没

津波ハザード 津波＋洪水ハザード

国土地理院ハザードマップポータルサイト

新大阪駅の海抜は0.8m
大深度地下利用だと駅やトンネルは海面下40mとなる。
南海トラフ震災は大丈夫？



懸念される悪影響のまとめ

・河川水質の低下（積み置き土砂の影響）

・通行騒音（新幹線が橋梁通過の場合）

・通行騒音と渋滞（工事車輛）

・残土の行き場所

・建設周辺地域の価値低下（観光に影響）

・特に工事関係地区への移住者の消滅

・地下水低下

・陥没の恐れ
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地下新幹線にアメニティはあるのか？

• アメニティとは総体としての快適さや好ましさ

•所用時間が短いことでアメニティが高くなるわけで
はない

•景色の見えない移動は旅の質を低下させる

•大深度地下は到達に時間が掛かり高齢者や障害
者に不便

•大深度地下は事故時の危険度が高い

•人が急いで出張するニーズはICTの進化で減少
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15年後の世界を想像する必要性

• 2040年の日本の人口は1億1千万に減少

• 1.5人の現役世代が高齢者1名を支える必要

• ICTは今より大幅に進歩。出張の必要性は今より
低減

•乗用車、バス、トラックの自動運転は普通

•再生可能エネルギーと新幹線の親和性は？

•極端気象災害は今より増加。大震災の可能性も

（東日本大震災では地殻が水平方向に最大5.3m、

垂直方向に1.2m移動）
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