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平成29年度 

国営環境保全型かんがい排水事業における 
肥培かんがい施設の設計 

― 肥培かんがい施設の設計諸元の変遷 ― 
 

釧路開発建設部 根室農業事務所   ○黒沢 祥大 

鳥海 昌彦 

今川 幸久                              
                                       

 我が国を代表する大規模酪農地帯である別海町、根室市では国営環境保全型かんがい排水事

業により肥培かんがい施設等を整備し、家畜ふん尿の適正な利活用とともに地域環境への負荷

軽減を図っている。 
本報告では、事業実施において、効率的かつ経済的な視点より見直しを進めてきた肥培かん

がい施設の設計諸元について、前歴事業時からの変遷を報告するものである。 
 

キーワード：環境保全型かんがい排水事業、肥培かんがい、家畜ふん尿 

 
 
1.  はじめに 
別海町および根室市か

らなる当該地域は、大規

模な酪農地帯である（図

－1参照）。国営環境保全

型かんがい排水事業では、

家畜ふん尿の有効かつ適

正利用を図る目的で肥培

かんがい施設の整備を行い、

｢別海地区｣を始め５地区が事業完了もしくは事業実施

中である（表－１参照）。また代表的な前歴事業には、

肥培かんがいの原型ともいうべき「新酪農村建設事業」

（以下「新酪事業」と略す）が昭和４９年から５８年

にかけて実施されている。 
ここでは、事業実施のなかで見られた肥培かんが

い技術の変遷を、前歴事業との関係にも触れながら概

括的に紹介する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２．肥培かんがい施設の概要 
図－３に現在実施地区で整備中の一般的な肥培か

んがい施設を示した。同施設での大略の処理フロー

は、牛舎から排出されるふん尿を流入口でかんがい

用水によって希釈し、調整槽で曝気、腐熟化した後

に配水調整槽に貯留する。貯留スラリーは最終的に

スラリータンカーで草地に散布される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「新酪事業」が終えた頃の昭和６０年別海町の生乳

生産農家戸数は1,270戸で、戸当たり飼養頭数は７４

地 区 名 実施年度 備  考 
別海地区 H11～H19 完了 
別海南部地区 H17～H27 完了 

別海西部地区 H19～ 実施中 
別海北部地区 H24～ 実施中 

根室地区 H25～ 実施中 

表－1 当該地域の環境保全型かんがい排水事業 

図－1 位置図 

図－３ 肥培かんがい施設の概要 

図－２ 事業実施区域図 
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頭であったが、平成１０年には1,030戸109頭、平成２

７年には696戸147頭と、農家戸数は減少し経営規模が

拡大する等酪農事情も大きく変わり、それに応じて

肥培かんがいの設計諸元も変更されている。 

 

項 目 新酪事業 現事業 

戸当り飼養頭数 50頭/戸 120頭/戸※ 

単位ふん尿量 37.5kg/頭 60kg/頭 

配水方式 24時間配水 8時間配水 

時間配水量（流量） 4.33ℓ/hr/ha 20.88ℓ/hr/ha 

※別海町酪農・肉牛生産近代化計画書(H28年)による 

肥培かんがい用水の時間配水量が増加したことに

より、現事業では肥培かんがい施設の整備に加え用

水路の改修整備も実施している。 

３．肥培かんがい技術の変遷要因 
技術体系の変革に影響を与える要因には、①酪農

経営、労働力などの「社会的要因」、②地形・地質、

気候などの「自然的要因」、③酪農技術や工学技術

など「技術的要因」がある。 

当該事業の実施のなかで生じた肥培かんがい技術

の変遷の内容と先の要因との関係性を含めて、以下

表－３の4種類の変遷事例について紹介する。 

 

施設の種類 変 遷 内 容 

流入口 除塵機の選定除外 

調整槽 調整槽形式、曝気施設 

配水調整槽 基礎形式、側壁構造 

圃場ピット 開発・新規導入 

４．除塵施設の除外 
（１）概要 
敷料を使用する目的は、①牛体の健康管理、②ふ

ん尿処理（水分調整）である。 
敷料は堆肥処理ではあるほうが望ましいが、スラ

リー処理では、トラブルの原因となる。 
現事業の別海地区でも、表－４に示すような機械

式除塵機を導入している。 
 
 

機械名 大型スクリュープレス 

動力 13.5kW 

特徴 

分離性能が高い 

分離液へ夾雑物の混入率が低い 

スクリューが磨耗する欠点がある 

高価である 

模式図 

 

 大型スクリュープレス以外にも数種類の除塵機が

肥培かんがい施設で利用されていたが、現在では生

産が中止されている機種もある。 

（２）施設構成から除外された理由 

 最近では、肥培かんがいの施設構成に分離施設が

取り込まれることはほとんどない。これは除塵機が

高価で、敷料の分離作業は機械に高い負荷を与え、

損耗が激しいため、維持管理費が負担となっていた。

又、畜舎建て替えに伴い畜舎形式がスタンチョンか

らフリーストールへ、敷料も敷ワラなどの長物から、

オガクズやカウマットの利用等により、除塵機を導

入しなくても良い飼養管理に変わってきている。 

このため、敷料を無使用、または少量のおが粉な

どを敷料として使う肥培農家が多くなっている。 

５．調整槽と曝気システムの変遷 

（１）概要 

 新酪事業の肥培かんがい施設には曝気をしてスラ

リーを腐熟化するシステムがなく、スラリーを流動

化させる手段は、散布前の希釈だけであった。肥培

かんがいで初めて曝気システムが導入されたのは、

昭和60年前後である。 

 曝気処理はスラリーの無臭化、有害物質の除去な

どのよく知られた効用のほかに、流動性の向上によ

るスラリー処理作業の円滑化で、とくに冬期間に果

たしている役割は大きい。 

 未処理のスラリーを長期間貯留すると、分離して

上層にはスカムと呼ばれる浮遊固形分、下層にはス

ラッジ（沈殿物）が形成される。（図-４参照）新酪

事業の施設では冬期間にスラリータンク内に発生し

たスカムが氷結し、それが積雪により1ｍ以上増厚し

てタンク容積を減少させる障害が多くの施設で見ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、現事業では曝気処理によりスカムの発生

が抑制され、発酵によるスラリー温度の上昇もあっ

て、冬期間の容量不足障害は回避されている。 

 一方、曝気システムのデメリットは新たに発生す

る運転費用である。曝気システムは毎日運転する必

要があり、運転費用をいかに縮減するかが、曝気シ

ステムを導入当初からの課題であった。 

表－２ 肥培かんがい設計諸元の対比 

表－４ 機械式除塵機の参考機種 

図－４ 貯留スラリーのスカムとスラッジ 

表－３ 肥培かんがい施設での変遷 
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（２）曝気システムの性能評価法 

 曝気システムの効率化によって運転費用を削減す

るには、最初に曝気システムの性能を定量的に評価

する方法が必要である。 

 曝気システムは、一般的な汚水処理施設と同様に

生化学反応システムである。汚水処理での曝気（処

理）システムの性能は、処理槽内の溶液に酸素を溶

け込ます性能で、総括酸素伝達係数（KLa）と呼ぶ指

標をもって能力を評価している。 
 しかし、スラリーの曝気では汚水処理のような評

価法は確立されておらず、堆肥の場合と同様に発

酵・分解による液温の上昇をもって評価している。

その一例を図－５に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曝気に伴うスラリー温度の上昇速度が大きいほど

曝気システムの性能が良いことを表わしている。 
この評価法は特別な測定装置がなくても計測でき

ることが優れており、性能評価では広く利用されて

いる。これらの性能調査をもとに、スラリーの腐熟

に必要な曝気（処理）日数は14日としている。 
留意すべきことは、曝気システムの性能に影響を

与えるのは、曝気装置（エアレータ）の機械的性能

だけでなく、槽の形状とスラリー性状も大きく関係

するため、この三つ要素を考慮して性能を評価する

ことが重要である。 
（３）２種類の調整槽構造 
 調整槽の構造形式には「多槽式」と「単槽式」の

２種類があり、現事業の当初には多槽式が、現在は

単槽式が主流となっている。それら図－６、図－７

に示した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曝気処理では空気の供給もさることながら、撹拌に

よる全体の均一化が重要で、その良否が曝気システ

ムの性能を決定づける。一方、撹拌には比較的大き

な動力を要するため、撹拌力の増強は運転費用の増

加に結びつく。この観点から調整槽を小容量に分割

し、小さい撹拌動力でも機能を果たすようにしたの

が多槽式である。 
 これに対し、調整槽の構造や曝気装置を単純にし、

大きな撹拌力によって曝気させようとしたのが単槽

式である。 
 調整槽構造の違いによって設置する曝気装置（エ

アレータ）の種類も表－５のように異なっている。 
 

 

※ 調整槽容量＝300m3の場合の必要動力 

（４）単槽式構造への移行理由 
 現事業での初期の調整槽構造は多槽式であったが、

現在は単槽式が主流となっている。 
先行実施の別海地区では、除塵施設が導入されて

いることが多く、このため、スラリーへの夾雑物の

混入が少なかったので、撹拌力が弱くても処理中に

閉塞や流下不全などの障害が少なかった。 
 しかし、前述したように飼養管理の変化に伴い除

塵施設が利用されなくなり、スラリー中に夾雑物が

増えたため、それを原因とするトラブルを避け、併

せて多槽式は曝気装置が槽内に固定されているため、

その点検修理が困難であったが、曝気装置を槽外へ

容易に搬出し、点検修理が出来る単槽式へと移行し

ている。 

構造区分 多槽式 単槽式 
撹拌方法 自然循環式 機械強制式 

装置の構成 
ブロワ 
固定配管 
散気装置 

ブロワ 
プロペラ撹拌機 

散気装置 
必要動力※ 3.7kW 13.7kW 

参考姿図 

  

表－５ 調整槽構造と曝気装置 

14 

図－５ 曝気によるスラリー温度の上昇 

図－６ 多槽式調整槽の模式図 

図－７ 単槽式調整槽の模式図 

⑨ 
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６．配水調整槽の変遷 
（１）概要 

配水調整槽は肥培かんがい施設のなかでも中核的

な施設で規模も大きい。現事業では施設規模の算定

規準や設計条件の変更から、新酪事業時より配水調

整槽の容量が概ね５倍以上になっており、内径が40m

になる施設もある。 

配水調整槽の側壁の構造は、新酪事業、先行実施

地区の別海地区では耐食性の高いグラスコーティン

グ鋼製槽が主体であったが、現在では鋼材価格の上

昇に伴い、コスト面からプレキャストのPC槽での整備

が増えている。（表－６参照） 

 

 

配水調整槽の構造 主な設置形式等 

鋼製パネル槽 
地上式を標準、地

下水の影響を受け

ない 

現場打ちRC槽 
地上、掘込み式、

に対応、地下水の

対策可能 

プレキャストPC槽 地上、掘込み式に

対応、底版より高

い地下水の対策不

可 

配水調整槽の構造が変化していった理由には、側

壁の経済性や施工性だけでなく、次に述べる基礎工

とも関連する。 

（２）地域の地形・地質 

当該地域がある根釧台地の地形形成は、現在の屈

斜路・摩周湖周辺の火山の噴火により、堆積した火

山灰が河川水や降水等の浸食を受けず現在まで残っ

ているものであり、表層部には火山灰が風化した黒

ボク土が分布している。 

多くの建設予定地の地盤は表土を除くと火山灰土

からなる砂質土で、地表から深度5m前後までは地盤支

持力が小さいN値＝10以下の軟弱層となっている。こ

のため、新酪事業で建造されたスラリータンクには

杭基礎が多用されていた。（表－７参照） 

 

土 質 N 値 

砂質土 10～15以下 

粘性土 4以下 

 

現事業でも初期の別海地区では杭基礎が比較的採

用されているが、基礎工事のコストが課題となって

いた。このため以下の検討を行い、配水調整槽側壁

の構造と基礎の設置方式を変更している。 

（３）許容地盤支持力とべた基礎 

 地盤の許容支持力(qa)は次式で表わされ、粘性土は

土の粘着力、砂質土は基礎幅に支配される。 

    

= 13 ( + + ) 
C：支持基盤の粘着力(kN/㎡) 

B：基礎幅(m) 

Df：基礎の根入れ深さ(m) 

:支持基盤の単位重量(kN/㎥)  

:根入れ部分の単位重量(kN/㎥) 

、 ：基礎の形状係数 

 、  、 ：支持力係数 

、 、 ：荷重傾斜の補正係数 

 

 配水調整槽の基礎（底版）はべた基礎のため、フ

ーチング基礎に比べて非常に基礎幅が大きい。この

ため、N値の小さな軟弱地盤でも砂質土であれば許容

地盤支持力が不足となるケースは少ない。 

 軟弱地盤でのもう一つの問題は、土の構造がルー

ズなため地盤強度にばらつきがあり、局所的な沈下

（不同沈下）を生じ易いことである。しかし、この

問題もべた基礎であると、基礎の剛性が高く、局部

的な沈下に対しても大きな抵抗性を有しているため、

多少の不同沈下が障害になることは少ないと考えた。 

 したがって、基礎の安定で問題となるのは沈下量

と判断した。 

（４）沈下を許容する基礎の採用 

土木構造物の基礎は橋梁基礎に代表されるように、

沈下を許容しないのが一般的である。直接基礎では

堅固な支持層に着底させる必要があり、支持層がな

い場合には杭基礎などの基礎工を採用せざるを得な

かった。 

これに対し、農業土木構造物である水路工では、

沈下を許容する基礎が認められており、表－８に示

した条件で基礎の安定性を照査することになってい

る。 

 

土 質 地盤のＮ値 基礎の照査項目 

砂質土 
10以上 地盤支持力 

5～10未満 地盤支持力、沈下量 

粘性土 
4以上 地盤支持力 

2～4未満 地盤支持力、沈下量 

 

ここで、水路に比べて配水調整槽は規模の大きさ

や構造が違うため、軟弱地盤での水路工の基準をそ

表－６ 配水調整槽の種類 

表－７ 軟弱地盤のN値 

表－８ 水路工での基礎の安定性の照査 
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のまま適用するには検討する余地があった。 

検討するなかで配水調整槽に直接基礎が妥当とし

た最終的な判断は以下の事象に依拠した。 

① 先行地区の実績 

 道北地区にある肥培かんがいの先行地域では、軟

弱地盤に堤防などの土構造物で利用されている地盤

改良工法を利用して配水調整槽を建設してきた。沈

下を許容した基礎であるが、供用後20年以上経ても問

題は生じていない。 

②計画接地圧と即時沈下 

 配水調整槽の計画接地圧は約65kN/m2と中程度の荷

重で、施工機械の輪荷重やプレキャスト側壁自重な

どと同程度の大きさである。即時沈下が対象である

ことから、施工時に超過荷重が載荷される短期間で

地盤に変状が現れることになる。 

 したがって、基礎の変状については施工時の早期

発見によって未然防止が可能であると判断した。 

 

（５）沈下量の計算 

 即時沈下量の計算は、有限厚さの地盤上の基礎と

してシュタインブレンナー（Steinbrenner）の近似解

を応用した次式により算定する。 

= ｑ√
 

SE:：即時沈下量 μH:：地盤の沈下係数 q：荷重 A：基礎の底面積 E：地盤のヤング係数 

 許容沈下量は既往の関連資料より3cmとした。 

（６）軟弱地盤での配水調整槽基礎の設計例 

軟弱地盤での基礎の事例を図‐８に示した。Aタイ

プは基盤層（N値＝10以上）が浅く基礎を基盤層に着

底させた例、そしてBタイプ基盤層が深く、軟弱層の

途中に基礎を着底させて、沈下量の計算によって基

礎の安定性を検証した例である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(７)基礎形式別の工事費 

 図－８のBタイプと同じ

地層において杭基礎にした

場合の模式図を図－９に示

した。両基礎で経済比較を

すると、直接基礎では杭基

礎に比べて約４割の工事費

を削減できる。（表－９参

照） 

 

 

（８）

側壁

構造

の選

定 

 コストが有利な直接基礎とするために地上式ではな

く掘込み式とするが、側壁は土圧に耐えるRC構造とな

るため、鋼製パネル槽に替わって現場打ちRC槽が採用

されるようになった。 

 その後、プレキャストPC槽が流通するようになり、

コスト比較を行い、おおむね直径30mを超えるものは

プレキャストPC槽が採用されている。 

（９）地下水への配慮 

 掘込み式にした場合には、地下水による浮上の危険

性に配慮する必要がある。 

 ボーリングの地下水位に注意するとともに、集水地

形を建設敷地から除外し、また不測の水位上昇に対応

できる地下水ドレン管を設けている。 

７．圃場ピットの採用 
（１）概要 
 肥培かんがいの散布方式で、従来の圃場配管シス

テムに替わってタンカーシステムが採用されたのは

現事業からで、その効率化を目的に別海地区におい

て圃場ピットが実用化された。 
 これは配水調整槽と散布圃場の位置関係やそのブ

ロック構成又は、河川等による運搬路に制約を受け

る場合等、圃場に設置した一時貯留ピットまでスラ

リーを移送するシステムであり、施設配置の効率化

と散布作業の軽減を目的としている。（図－１０参

照） 
（２）設計での要求事項 
① 圃場ピットはタンカーへの積込容量を確保する

とともに、作業時の渇水、溢流を防止するため、

圃場ピットの水位制御を遠隔操作にする。 
② スラリー中の夾雑物によって目詰まりや誤作動

が 

基礎区分 直接基礎 杭 基 礎 

概算工事費 60,000 99,000 

比率 0.61 1.00 

図－８ 直接基礎の模式図 

図－９ 杭基礎の模式図 

表－９ 基礎工と工事費（千円） 

図－９ 杭基礎の模式図 
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生じない制御機構を採用し、操作は単純なものと

する。 
③ 制御方法は軽度な変更が可能なシステムとする。 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
８．おわりに 
 昨今、ＴＰＰやＥＰＡ等酪農を取り巻く情勢も変

化している中、肥培施設を効率的に利用して化学肥

料を減らす等により、更に営農経費を節減させる必

要がある。 

今後も酪農経営の変化や酪農･土木技術の進歩に追

従して肥培施設も変化していくものと思われ、引き

続き肥培かんがい技術の向上に努めていきたい。 
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図－１０ 圃場ピットのシステムフロー図 
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