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管渠方式排水路工事における現地発生材の
有効利用について
―国営かんがい排水事業「兵村地区」―
網走開発建設部 北見農業事務所 工事課

○岩渕 雄大
齋藤 和之
荒木 美裕

兵村地区では農地の湛水及び過湿被害の解消を目的に新設の排水路工事を実施している。本
地区では管渠方式排水路を施工しており、現地発生材（礫）を管水路の基礎材として有効利用
するため、ストーンローダによるふるい分けと自走式破砕機による破砕を施工時期により使い
分けている。
本報は、上記建設機械の使い分けにより、現地発生材の有効利用及びコスト縮減を行った事
例について報告するものである。
キーワード：冬期施工、自走式破砕機、有効利用、コスト縮減

1. はじめに
兵村地区は、北海道オホーツク総合振興局内の紋別郡
湧別町に位置し、一級河川湧別川右岸の低平地に拓けた
1313haの農業地帯であり、全国有数の生産量である玉ね
ぎを基幹作物とし、てんさい、小麦等の畑作経営が展開
されている。（図-1）
本地区は、近年の短期、集中的な降雨の増加により農
地の湛水被害が頻発し、旧河川氾濫原に畑地が存在して
いること、排水路が未整備であること等の要因と相まっ
て、効率的な農産物の生産に支障を来し、その被害は甚
大であるという現状にある。これらを解決するため、排
水路の整備を行っており、その形式は、土地利用状況、
町道交差等を考慮した経済比較により遠心力鉄筋コンク
リート管（以下「HP」という）を用いた管渠方式排水
路を採用した。
排水路路線は礫質土を多く含む土地上にあるため、掘
削時に多量の礫材が発生し、破砕することにより排水路
管渠の基礎材に有効利用が可能である。礫材の破砕・ふ
るい分けの方法としては、自走式破砕機による破砕と、

ストーンローダによるふるい分けが一般的であるが、ス
トーンローダは凍った礫材のふるい分け処理が困難であ
るため、処理コストを考慮して施工時期により両機械を
使い分けることとした。本報は、上記建設機械の使い分
けにより、現地発生材の有効利用及びコスト縮減を行っ
た事例について報告するものである。

図-2 一般平面図
図-1 兵村地区工事箇所
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2. 工事概要

3. 施工時期の区分

(1) 概要
一般的な排水路は開水路形式であるが、本地区には
元々排水路が無く、明渠構造としての排水路を新設する
用地確保が困難であること、圃場内への耕作機械の通行
や、既設用水パイプラインの敷設替えの回避から、本地
区では、排水路の構造を管渠方式としている。
本報で事例報告する工事は、農道の直下約5mに延長
1520mに渡ってHPを埋設するものであり、工期は平成26
年8月5日～平成27年3月20日である。

施工期間における冬期とは、日平均気温が0℃以下の
気象条件を指す。1）一方で、観測地点により差はあるも
のの、日平均気温が4℃を下回る気象条件下では、最低
気温がマイナスとなる観測地点がある。土壌は一般的に
0℃で凍結し始めるため2）、ストーンローダから自走式
破砕機の使用に切り替える時期は、日平均気温が4℃を
下回った日からとする。3）
本地区において日平均気温が4℃を下回るのは、過去
30年の気象を元に算出すると11月11日となる。（表-1）

(2) 使用する建設機械
本地区において、現地発生材を有効利用するために用
いられる建設機械は、自走式破砕機とストーンローダの
2種である。以下に両建設機械の特性を示す。
a) 自走式破砕機
建設現場で発生したコンクリート殻等を破砕し、再生
骨材として再利用する機械であり、破砕後の粒径は機械
の設定により調整することが可能。自然石の破砕も可能
な機械であり、本地区の自然石の破砕も問題なく処理で
きることを現地実証試験により確認した。また、凍った
ものも破砕可能。（写真-1）

表-1 過去30年の湧別町11月平均気温4）
統計期間1981～2010
資料年数30
日付

平均気温
（℃）

日付

平均気温
（℃）

1日
2日

6.3
6.1

8日
9日

4.7
4.4

3日
4日

5.9
5.7

10日
11日

4.1
3.8

5日
6日
7日

5.5
5.2
5.0

12日
13日
14日

3.4
3.1
2.9

4. 現地発生材の有効利用
(1) 現地発生材の利用箇所・規格
基礎材及び管体まわり（管頂30cm以下）（図-3）に
現地発生材を利用する。なお、基礎材の最大粒径は採用
する管種（HP管）より、40mm 以下とする。（表-2）
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b) ストーンローダ
油圧ショベルのアタッチメントを除礫用のバケットに
付け替え、それにより粒径の大きいものと小さいものに
ふるい分ける。凍ったもののふるい分けは困難。（写真
-2）
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図-3 現地発生材利用箇所
表-2 最大粒径

写真-2 ストーンローダ
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管種・管径

最大粒径

コンクリート管類、鋼管、ダクタイル鋳鉄管
500mm以上の強化プラスチック複合管

40mm以下

硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管
500mm未満の強化プラスチック複合管

20mm以下

(2) 粒度試験による有効利用の可否
粒度試験はふるい分析で行い、ふるいは，JIS Z 8801
に規定する金属製網ふるいで，次の呼び寸法のものを用
いる。75μm，106μm，250μm，425μm，850μm，2mm，
4.75mm，9.5mm，19mm，26.5mm，37.5mm，53mm 及び
75mm。
最大粒径は試料がすべて通過する金属製網ふるいの最
小の呼び寸法で表した粒径である。
a) ストーンローダによるふるい分け
除礫用のアタッチメントの目は40mm（写真-3）であ
り、粒度試験の結果40mm以下にふるい分けることが可
能である。現地における発生土の、ふるい分け作業を行
う前と後の粒度試験結果を図-4,図-5に示す。ふるい分
けを行う前では最大粒径が75mmであるのに対し、ふる
い分け後の最大粒径は37.5mmとなる結果が得られた。

(3) 有効利用について
前記(1),(2)より、ストーンローダによるふるい分け、
自走式破砕機による破砕、ともに現地発生土を管体の基
礎材としての規格に適合する材料として加工することが
可能であることが分かった。
そのままの状態では基礎材として用いることができな
い現地発生土は、加工することにより利用が可能であり、
新たに資材を購入する必要が無くなる。さらに、二つの
建設機械を施工時期により使い分けることで、常に現地
発生土を加工することができるため、現地発生土のムダ
を極力減らすことが可能となる。
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図-4 ふるい分け前 粒径加積曲線

写真-3 除礫用アタッチメントの目

b) 自走式破砕機による破砕
現地発生土と自走式破砕機により破砕したものの粒度
試験結果を図-6, 図-7に示す。破砕前最大粒径は75mmで
あり破砕後最大粒径は37.5mmであるという結果が得ら
れた。最大粒径が40mmを下回るため、基礎材並びに管
体まわりの埋め戻し土として有効利用することが可能で
ある。

37.5

図-5 ふるい分け後 粒径加積曲線
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写真-4 破砕前粒径

図-6 破砕前 粒径加積曲線
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写真-5 破砕後粒径
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図-7 破砕後 粒径加積曲線

表-4 経済比較（材料14,604m3当り）

5. コスト縮減

比較パターン

(1) 経済比較条件整理
計画 両機械を使わない
両機械を使う
本工事の基礎材及び管体まわりに使用する材料の必要
コスト
3
量は14,604m であり、その調達期間は図-8の通りである。 縮減策 石礫除去工のみ
骨材再生工のみ
また、再利用しない場合の発生土は場外利用することと
する。ストーンローダによる石礫除去工、自走式破砕機
による骨材再生工、再生骨材購入費、発生土運搬費の単
価は表-3の通りとする。
6. まとめ
(2) 比較
a) 両機械を使わない場合
基礎材の必要量を全て再生骨材として購入した場合、
56百万円となる。さらに発生土の運搬費が45百万円必要
であるため、合計で101百万 円となる。
b) 両機械を組み合わせた場合
ストーンローダによる石礫除去工を夏期の38日間行う
と3百万円、自走式破砕機による骨材再生工を冬期の118
日間行うと31百万円となり。合計で、34百万円となる。
c) どちらか片方のみ使う場合
ストーンローダのみ使う場合は夏期38日間の石礫除礫
工プラス基礎材の購入費、発生土の運搬費で72百万円、
自走式破砕機のみ使う場合は夏期・冬期通した156日間
の骨材再生工で42百万円となり、両機械を夏期と冬期に
より使い分ける場合よりは高額になることが分かる。
(3) コスト縮減について
管体の埋戻しに用いる基礎材は規格が定められており
(表-2)、現地発生材が必ずしもそれに適合するとは限ら
ない。そのような場合、基礎材として新材を購入するよ
り、現地発生材を加工し再利用した場合、大幅にコスト
を抑えられることが示された。（表-4）
本報における経済比較では、両機械を組み合わせた施
工が最も経済的であり、両機械を使わない場合と比較し
約67百万円のコスト縮減となる。よって、本工事の施工
方法はコスト縮減効果があると言える。

金額（百万円）

安さ順位

101

－

34

①

72
42

②
③

本報では、管体工基礎材に現地発生材を用いることの
有用性と、現地発生材を基礎材として使えるよう加工す
るにはどのようにすれば経済的であるのか、冬期間に自
走式破砕機を用いて管体の基礎材を調達した実績を踏ま
え報告した。
自走式破砕機、ストーンローダともに現地発生材を基
礎材として用いることができるように加工することが可
能であり、両機械を施工時期により使い分ける施工法は
コストを抑えることができるということが示された。
工事の規模、土質や施工条件等により左右されるが、
他工事においても、施工期間が冬期にまたがる工事では
ストーンローダ、自走式破砕機を組み合わせた施工法を
採用することで、現地発生材の有効利用及びコスト縮減
の効果が得られると考えられる。
今後は、夏期・冬期の割合等、どのような条件下で本
工事のような施工方法が有用であるか、他工事における
応用がなされる様に検討をしたい。
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表-3 単価
名
称
石礫除去工
骨材再生工
再生骨材購入
発生土運搬費

3
摘
要
単価（円/m ）
892 ストーンローダ使用

2,887 自走式破砕機使用
3,200 40mm級
3,102 10t、L=31.5km

Iwabuchi Yudai, Saito Kazuyuki, Araki Yosihiro

