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1. はじめに 

 別海町(図-1)は、北海道の東部に位置し、冷涼な気象条件と広大な土地資源を背景

として、昭和 30 年代から新酪農村建設事業など国家プロジェクトによる酪農基盤が整

備され、現在では我が国を代表する大規模酪農地帯として発展してきた。しかし、用

水施設においては、乳牛の飼養頭数の増加等の規模拡大に伴い、労働時間の増加など

から、水需要が短時間に集中し用水が不足し家畜ふん尿の適正な農地還元が行えない

状況となった。また、降雨時に土砂及び肥料成分等の流出による、河川、湖沼などの

水質悪化が懸念される状況にある。そのため、国営環境保全型かんがい排水事業別海

地区、別海南部地区では、家畜ふん尿の農地への効率的かつ適正

な還元による土地生産性の向上と、地域環境への負荷軽減を目的

とした肥培かんがい施設の整備を行っている。 

 本発表では、これまで実施した調査によって明らかとなった肥

培かんがい施設整備による牧草増収効果、経費節減効果について、

平成１９年度調査結果を加えた第２報として報告する。 

 

2. 肥培かんがいシステムの概要 

図 -2 に 肥 培 か ん が い

施設の概要を示す。共同

ブロック内の複数の牛舎

から排出されたふん尿は、

流入口で各々3 倍に希釈

(ふん尿：水＝１：２) さ

れ、1 つの調整槽へ圧送

ポンプにより搬送される。

希釈ふん尿(スラリー)は、ブロアポンプによって曝気･撹拌された後、竪型スラリーポ

ンプで配水調整槽へ移送される。配水調整槽に貯留されたスラリーは、スラリータン

カーでほ場に散布される。 

 

3.  試験区における調査 

3-1．試験区の設定および調査内容 

 肥培かんがい施設で加水および曝気処理されたスラリーの散布効果を明らかにする

ために、無調整スラリー区、希釈スラリー区および希釈＋曝気スラリー区の 3 試験区 
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図 -1 位置図 

図 -2 肥培かんがい施設概要 
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を設定した。測定項目については、平成 18 年度と同様の牧草収量に加え、新たに土壌

への浸透性を比較するため、アンモニア揮散量及び土壌中の無機態窒素の動態を設け

た。各試験区の施肥量は北海道施肥標準 1)に準拠し、不足成分量は化学肥料にて補っ

た。 

3-2．アンモニア揮散量調査 

 春のスラリー散布後のアンモニア態窒素揮散量の推移を図-3 に示した。無調整スラ

リーのアンモニア態窒素揮散量は、散布後 12 時間で 19.3kg/ha、24 時間後で 23.4kg/ha、

72 時間後で 25.5kg/ha に達した。これに対し、希釈スラリーおよび希釈＋曝気スラリ

ーは、12時間後でそれぞれ 5.4 kg/ha、5.0kg/ha、

24 時間後で 11.0 kg/ha、 9.3kg/ha、 72 時間後

で 12.2 kg/ha、 10.5kg/ha と無調整スラリーに

比べ少ない揮散量であった。このことから、適

切な処理を施すことでアンモニア態窒素の揮散

を抑制することが出来ると判断された。 

3-3．土壌中における無機態窒素量 

 図 -4 にスラリー散布後(1 番草)に採取した土

壌中(深度 5cm)の無機態窒素量を示した。なお、

ここで述べる無機態窒素量とは、アンモニア態

窒素と硝酸態窒素の合計量である。無調整ス

ラリー区での無機態窒素量は 80.1mg/kg であ

るのに対し、希釈スラリー区では 110.7mg/kg、

希釈＋曝気スラリー区では 133.9mg/kg とな

った。また、土壌深度 50cm の無機態窒素量は

試験区間に大きな差は認められなかった。こ

の結果から、スラリー処理を行うことで速や

かな土壌浸透が可能になることが示された。 

3-4．牧草収量調査 

 1 番草の生収量調査結果を図-5 に示した。

生収量は、希釈スラリー区および希釈＋曝気

スラリー区が無調整スラリー区に比べ高く、

無調整スラリー区の収量を 100 とすると、希

釈スラリー区が 108、希釈＋曝気スラリー区

が 109 となった。希釈スラリー区および希釈

＋曝気スラリー区では、スラリー施用後のア

ンモニア態窒素の揮散量が少なく、無機態窒

素が土壌中に速やかに浸透するという結果を

示していた。このために、牧草が無機態窒素

を多く吸収し、牧草生育が良好となった結果、

生収量が増加したものと判断された。

図-4 土壌中の無機態窒素 
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図-5 牧草収量調査結果 

35.2

34.7

32.3

25 27 29 31 33 35

生草収量(1番草t/ha)

無調整スラリー

希釈スラリー

希釈＋曝気スラリー

図-3 散布直後のアンモニア揮散量

0

5

10

15

20

25

30

0 12 24 36 48 60 72

スラリー散布後からの経過時間(h)

ア
ン
モ
ニ
ア
態
窒
素
の
揮
散
量
(
k
g
N
/
h
a
)

無調整スラリー 希釈スラリー 希釈＋曝気スラリー



4. 対象ほ場における調査 

 肥培かんがい施設の導入効果を検討す

るために、平成 11 年度から事業実施して

いる別海地区の牧場(導入後)と、施設導

入前の別海南部地区の牧場において牧草

収量調査等を実施した。 

4-1.牧草収量調査 

 施設導入前 7 ほ場(A～G)と導入後 2 ほ

場(H、I)における生草収量を図-6 に示す。

なお、施設導入前は、農家慣行による無

調整スラリーと化学肥料の施用で、導入

後は希釈曝気スラリーを事業計画に基づく量を散布したほ場である。 

 生草収量は、導入後が導入前より多い傾向にあり、それぞれの平均では導入後が

46.4t/ha、導入前が 37.6t/ha であった。 

4-2.経営経費調査 

 肥培施設導入による化学肥料費節減及びふん尿処理に係わるランニングコスト(電

気料金)について検討した。 

(1)化学肥料費の節減 

 肥培かんがい施設の導入による化学肥料費の

節減は、事業効果確認のため、事業計画に基づ

いてスラリー散布した場合の施肥標準量に不足する量を補足する化学肥料費から算出

した。なお、導入前の化学肥料費については、スラリー散布量を事業計画における事

業実施前の量（事業計画量の 21%）とし、不足成分を化学肥料で補った場合の費用と

した。表-1 に化学肥料費を示す。 

 施設導入によるスラリー散布で、導入後の化学肥料費(約 29 千円/ha)は、導入前(約

35 千円/ha)より、およそ 6 千円/ha 削減された。これは、事業計画の節減額（約 5 千

円/ha）を上回っており、事業計画で想定した効果は充分確保されることを確認した。 

(2)肥培施設のランニングコスト 

 ここでは、施設導入前後におけるふん尿処理に係わる電気料金を比較する。したが

って、ホイールローダやトラクタ等の燃料費(軽油等)については考慮しない。 

 施設導入前は、牛舎のふん尿は尿溜めに自然流下し、尿溜めから PTO 式のスラリー

ポンプによって貯留ピットへ搬出される。ほ場への散布は、貯留ピットから尿溜めに

戻してスラリーポンプ(PTO 式 )でスラリースプレッダへ積み込まれる。このような処

理のため、施設導入前はふん尿処理に係わる電気料金が発生しない。 

 一方、導入後は流入口のスラリーポンプ、調整槽のブロアポンプ、消泡機およびス

ラリーポンプ等があるため、電気料金が発生する。 

 前述の I 牧場における月当たりの電気料金を表-2 に示す。I 牧場では、日当たり 10

時間の曝気を実施しており、低圧時間帯電力で夜間運転を多く設定した場合(夜間 7、

昼間 3 時間)およそ 4 万 6 千円/月（55 万円/年）の電気料金となった。 

春 1番草後 2番草後 合計
導入前 11,579 11,875 11,599 35,052
導入後 9,301 10,708 9,395 29,403

化学肥料費(円/ha)

表-1 化学肥料費 

図-6 牧草収量調査結果 
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表-2 ふん尿処理に係わる電気料金(施設導入後) 

(3)経営経費比較 

 表 -3 に肥培施設導入前後における経営経費とスラリーの散布効果を示す。比較は、

ha 当たりの化学肥料費、生乳生産額およびふん尿処理に係わるランニングコスト(電

気料金)から、Ｉ牧場の経営規模（耕作面積 76ha）に換算して確認を行った。ここで、

ランニングコストについては、(2)で求めたＩ牧場の電気料金 55 万円/年をそのまま用

いた。なお、生乳生産額については、事業計画において、牧草 3.7kg で生乳 1kg が生

産できるとされていることと、平成 18 年の生乳単価が道内平均で 69.2 円 /kg2)（事業

計画は 81 円/kg）であったことから、これらの値を用いて算出した。 

 この結果、肥培かんがい施設での電気料金が約 55 万円/年必要であっても、化学肥

料の削減費と牧草増収による生乳生産額の増加により、年間 1228 万円/年の導入効果

があると試算された。今後は、事業効果の更なる検証のため散布経費についても検証

を行う予定である。 

表 -3 1 年間当たりの経営経費とスラリー散布効果 

5. おわりに 

試験区及び対象ほ場での収量調査結果から肥培かんがい施設導入により、牧草が増

収することが確認された。また、肥培かんがい施設導入による経費節減効果も認めら

れた。今後、事業を推進していくにあたり、これらの肥培かんがいの効果に関するデ

ータを有効に活用して啓発普及することによって、肥培かんがいの定着や、さらなる

施設の有効活用の促進を図ることとしたい。 

 

参考資料  1)北海道農政部道産食品安全室、北海道施肥ガイド(2002) 

    2)農林水産省北海道農政事務所統計部 HP：農林水産統計 

化学肥料費 生乳生産額
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
(電気料金)

便宜上の利益
スラリー
散布効果

A B C D=B-A-C 便宜上の利益の差

(円) (円) (円) (円) (円)
導入前 35,052 704,005 0 668,953
導入後 29,403 867,182 7,198 830,580
導入前 2,663,986 53,504,407 0 50,840,421
導入後 2,234,646 65,905,831 547,085 63,124,100

※端数は、四捨五入の関係上合わない

1ha当たり

76ha当たり 12,283,678

161,627

○低圧時間帯別電力 北海道電力　電気供給約款より

(2)負荷設備の運転時間設定

金額 備考 設備名称 昼間運転 夜間運転 昼間運転電力量 夜間運転電力量

基本料金 \29,671 (１ヶ月当り） 時間/月 時間/月 kw kw

昼間運転 \7,806 No1 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 10.0 110 0

夜間運転 \8,114 No2 ﾌﾞﾛﾜﾎﾟﾝﾌﾟ 90.0 210.0 333 777

電気料金 \45,590 (１ヶ月を３０日として） No3 消泡機 90.0 210.0 135 315

No4 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 4.0 44 0

(1)負荷設置条件 (3)低圧時間帯電力

設備名称 定格出力 備考 単価 単位 備考

kw 基本料金(月) 1,228.50 (1kw当り)

No1 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 11.00 流入口 従量料金(昼間時間) 12.55 (1kwh当り) 終日摘要

No2 ﾌﾞﾛﾜﾎﾟﾝﾌﾟ 3.70 調整槽 従量料金(夜間時間) 7.43 (1kwh当り) 終日摘要

No3 消泡機 1.50 調整槽 ※昼間時間：午前8時から午後j10時まで 　 夜間時間：昼間時間以外の時間

No4 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 11.00 調整槽

曝気時間(時間/日)

昼間時間 3.0

夜間時間 7.0

区分

☆☆☆ 月間電気料金 ☆☆☆

従量料金 (１ヶ月を３０日として）

時間帯別

料金区分


