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小特集 農業農村整備事業における再生資源の利活用ー3

浚渫土のセメント改良による他事業への利活用事例

Practical Case Recycling by Improvement of Dredging Soil Utilizing 
Cement for Other Project 

中村伸二t

(NAKAMURA Shinji) 

I. はじめに

大量生産大量消費大量廃棄の形をとる中で，資

源の利用から廃棄物の処理に至る各段階において環境

負荷が高まり，処分場の不足による不法投棄の多発な

ど深刻な社会問題となったことを背景に，「建設工事

に係る資材の再資源化に関する法律」（平成 12年法律

第 104号。以下，「建設リサイクル法」という）の施行

により，資源の有効活用を推進する観点から，建設資

材の分別解体・再資源化などの措置，現場発生材など

を再生資源として活用することが原則となった。

農業農村整備事業などにおいても，各種農業水利施

設の整備•更新を実施することにより発生する建設副

産物などの処理は，事業実施上避けて通れない課題の

一つといえる。

本報では，再生資源の活用の一例として，北陸農政

局新川流域農業水利事業所において実施した浚渫土の

セメント改良による他事業への利活用の事例について

報告する。

II. 事業 概要

新川流域地区は，新潟平野のほぼ中央に位置し，弥

彦山，角田山およびそれに連なる新潟砂丘を隔てて日

本海に接し，ー級河川である信濃川，中ノロ川，大河

津分水路などに囲まれた農地面積約 19,800haの新潟

県内でも有数の優良農業地域であるが，海抜Om以下

の土地が約 2割を占める低平な水田地帯となってい

る。

本地区内の基幹排水施設については地域内におけ

る大雨などに伴う度重なる洪水による被害の解消を図

るため，昭和 20年代から 40年代にかけて整備・供用

開始を行い，地域の農業生産性の向上に貢献していた

が，経年変化により腐食進行が著しく，在庫部品が少

なく調達期間を要するなど，維持管理費の増加により

排水機能・施設の維持が困難な状況となってきた。

このことから，国営かんがい排水事業「新川流域地

t北陸農政局整備部設計課
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表ー1 国営かんがい排水事業「新川流域地区」概要

新川河口排水機場部分改修

主要工事計画 1

（排水量240m3/s,排水ポンプ等改修）

供用開始年度：昭和 45年度

新川右岸排水機場全面改修

（排水量 31.5m3/s, 排水ポンプ等改修）

供用開始年度：昭和 28年度

受益面積 ＼約 19,800ha (水田・畑）

関係市町村 新潟市，燕市，西蒲原郡弥彦村

事業工期
平成 18-27年度

施設機能監視期間：平成28-30年度

区」が平成 18年度に着手され，本地区の基幹排水施

設である新川河口排水機場および新川右岸排水機場の

両排水機場を改修する計画としている（表ー1)。

III. 浚渫土砂利活用の背景

計画上．新川河口排水機場上流側の遊水池に堆積す

る土砂の浚渫を予定していたが，浚渫する土量が約

5,000面と大量であることや，排水機場敷地が狭く，

浚渫した土砂を仮置きする用地の確保ができないこ

と，土砂を産業廃棄物処理場へ運搬処理を行うと莫大

な事業コストを要するなど，堆積する土砂の処理は事

業実施上大きな課題となっていた。

そこで，建設リサイクル法の趣旨などに基づき浚渫

土砂の再資源化・有効利用として公共事業間での利活

用が図れないか近隣の関係機関に対して連絡調整を

行ったところ，新潟県注1)において本機場の下流側にバ

イパス道路を建設する計画があることが判明した（写

真—1) 。

新潟県とは．浚渫土砂を道路の盛土材料として利用

ができないか協議調整を行い，路体盛土材としての受

入れについて基本的に了解を得ることができた。

注 1) 平成 19年4月に新潟市が政令指定都市に移行したことをうけ，

新潟県が道路に関する行政上の権限を新潟市に移譲したことから，

平成 19年4月以降の協議調整に関しては，新潟市と実施。

キ門を奈坪 遊水池堆積土，土質改良，路体盛土材，浚渫，セ
メント改良
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写真一1 バイパス道路計画と浚渫範囲の位置

IV. 浚渫土砂利活用の方法

利活用の検討に当たっては，バイパス道路工事の実

施主体との協議調整を鋭意実施し，道路の路体盛土に

必要な設計諸元や施工計画などを確認のうえ行った。

1 . 現地土の物性把握

利活用に当たっては，路体盛土材に適しているか確

認を行うため，現地の土砂の有害物質の含有状況，物

理的性状，化学的成分を調査したうえで判断する必要

があることから，堆積する土砂を採取して各種試験を

実施した。

(1) 有害物質の含有状況近年の環境に対する意

識が高まっている中，周辺への土壌汚染に対するリス

クマネジメントの観点から特定有害物質（ジクロロメ

タン・四塩化炭素などの揮発性有機化合物，カドミウ

ム・水銀などの重金属類，ポリ塩化ビフェニルなどの

農薬類）およびダイオキシン類の含有状況について各

種基準に基づき，環境庁告示および日本工業規格

(JIS)にて定める各種試験方法にて分析を行ったが，

いずれの項目についても不検出など基準値未満の値と

いう結果であったことから，土砂自体は汚染された土

壌ではないことが確認された（表ー2)。

(2) 現地土の物性・化学成分路体盛土材として

の判断材料にするため，採取した土砂について地盤工

学会で定める物理試験（土粒子の密度試験，土の含水

比試験土の粒度試験），化学試験（土懸濁液の pH試

験土の強熱減量試験土懸濁液の電気伝導率試験）

を実施した。

試験結果を見ると，浚渫土砂は含水比が 100%程度

と非常に高いほか，粒度試験結果ではシルト～粘土を

主要な組成とする粘性土に分類されている。

強熱減量が比較的低い値であり，有機物は少ない

が，電気伝導率が海水の影響で大きい値を示している

ほか，コーン指数も極端に低い値を示している（表

-3)。

以上のことから，盛土材としてそのまま活用するこ

とは困難であると判断された。

表ー2 有害物質に係る試験分析結果（概要）

確認項目 計測結果 基準値 備考

ジクロロメタン 0.002 mg/Q未満 0.02 mg//1, 以下 JIS K0102 

四塩化炭素 0 0002 mg/£ 未満 0.002mg/e以下 JIS K0102 

カドミウム 0.001 mg/£ 未満 0.01 mg/R, 以下 JIS K0102 55 

アルキル水銀 検出されず 検出されないこと 環境庁告示 59号

ポリ塩化ビフェニル 検出されず 検出されないこと 環境庁告示 59号

ヒ素 0.008mg/f 0.01 mg/R. 以下 JIS K0102 61 

鉛 0.004mg/Q 0.01 mg/R以下 JIS K0102 54 

チウラム 0.0005 mg/R未満 0.006mg/Q以下 環境庁告示 59号

フッ素 0.25 mg/R, 0.8 mg/R. 以下 環境庁告示 59号

ダイオキシン類 47pg-TEQ/g 150pg-TEQ/g ダイオキシン測定マニュアル

表ー3 堆積土砂の物理・化学試験分析結果

試験項目 単位 試験値 備考

土粒子の密度試験 g/cm3 2.66 JGSOlll 

土の含水比試験 0,' o 104.9 JGS0121 

土の粒度試験・地盤分類 CH分類 JGS0131, JGS0051 

土懸濁液の pH試験 7.3 JGS0212 

土の強熱減屈試験 o,, o 9.6 JGS0221 

電気伝導率試験 ms/m 307 JGS0212 

締め固めた土のコーン指数試験 kN/m2 14.7 JGS0716 
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表—4 土質改良材の比較検討表 （概要）

13 

比較項目 第1案 セメ ント系固化材 第2案．生石灰 第3案：古紙系固化材 第4案：石好系固化材 備考

経済性 (m3当たり ） 650-1,040円 875-1,400円 2,550-3,400円 2,100-3,150円 材料単価

評価

゜
△ △ △ 

材科の品質 セメンティング効果大 セメンテ ィング効果中 セメン トなどとの併用要 セメントなどとの併用要

評価

゜
△ △ △ 

施工性 施工実紹多，施工速度速い 雨天時は施工性難 施工実組少ない 施工実紹少ない

評価

゜
△ △ △ 

総合評価 ◎ （採用） △ （不採用） △ （不採用） △ （不採用）

2. 土質改良

前述のとおり，路体盛土材としてそのまま利活用す

ることが困難であることから，土砂を固化材により土

質改良を行うことでコンシステンシーなどの改善，盛

土の安定に必要な粘着力確保など，強度の向上を図る

ために，土質改良材を選定し，最適な添加量を配合試

験により決定した。

(1) 土質改良材 土質改良材については，主に石

灰系固化材とセメント系固化材などが想定されるが，

経済性（材料の単価）・材料の品質（セメンティング効

果・脱水効果など）・施工性（施工実績・施工速度な

ど）の観点にて比較を行い，検討を行った結果，品質

性 ・経済性 ・施工実績などに優れたセメント系固化材

を今回採用した（表ー4)。

(2) 土質改良材の配合量配合量については，道

路盛土の安定計算上必要な強度をもとに現地土の強

度から目標とする強度を設定し検討するが，検討に当

たっては，現地土の質量 (1,350g)に対し，セメント

系固化材の配合を 4パターン (50,100, 150, 200 gの

4種類）で実施それぞれ「安定処理土の締固めをしな

い供試体作製方法」 (JGS0821-2000)および「土の一

軸圧縮試験方法」 (JGS0511-2000)にて一軸圧縮強度

q, 値を求め，その後必要となる現場強度（発生土とし

ての利用基準などから，道路路体盛土の必要強度とし

て80kN/mり を過去の事例による強度比（現場強度／

室内強度）と，配合試験結果から推定・検討した結果

配合量を 185kg/m3cして決定した。

3. 試験盛土の実施

上記の配合量の決定を受け，次にバイパス道路工事

への利活用を図るに当たり，設計上の配合にて実際に

施工を行い，所定の強度が得られるか確認を行うた

め，現地で試験盛土工事を実施した。

試験盛土の実施に当たっては，排水機場の敷地内に

て土質改良機を設置現地土と添加する固化材の量を

調整 ・混合攪拌をしたうえで，実際の施工方法をもと

に施工機械を用いて仮設道路程度の形状（盛土寸法：

盛土上幅 3.5m, 盛土延長 10m程度，盛土厚 0.6m)

に盛土・締固め作業を行った。

試験盛土の施工後 1日目 .3日目 ・7日目の強度状

況について各種土質試験を実施し，改良土の物性・所

定の締固め強度が得られるか確認を行った。

試験結果を見ると，土質改良を行うことによるセメ

ントの水和反応により，含水比が現状土と比較し大幅

に低減されたほか，液性限界値の減少・塑性限界値の

上昇といったことでコンシステンシーの改善が見られ

た（表ー5)。

粒度分布については，土質改良材での改良に伴う固

結の結果改良前と比べ粒径が0.075~2mmに区分

する成分が増加した（図ー1)。

コーン指数が 第3種建設発生土の定義で示す指数

表ー5 改良土の物理試験結果

試験項目 1日目計測 3日目計測 7日目計測 備考

試験日 H19.6.27 H19.6.29 Hl9.7.3 第 3種

試験日の天候 晴れ 雨（最大 12mm/h) 蝕り 建設発生土

自然含水比試験 43 80% 49.40% 42.30% 
必要強度

400kN/m2 
粒度分布試験 図ー1「現地土と改良土との粒度分布比較」

液性限界試験 70% 73.80% 65.60% ※は天候不

塑性限界試験 44 70% 48.80% 44 20% 
順により

最適含水比試験 41.50% 41 20% 40 30% 

現場 CBR試験 2.1 （計測不能）※ 5.3 

コーン指数 (qc) 944kN/m2 966.4kN/m2 l,800kN/m2以上

現場密度試験 96.30% 94 90% 99.60% 

六価クロム溶出試験 基準値未満 基準値未満 基準値未満

100.0 

0

0

 

0

0

 

8

6

 
分
布
率

翁40.0

20.0 

0.0 

口現地土 ■ 改良土

0.0 0.1 

礫分

(2mm以上）
砂分 細粒分

(0.075 -2mm) (0.075mm未満）

図ー1 現地土と改良土との粒度分布比較
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写真ー2 浚渫工事実施状況（上流側より撮影）

400kN/m似上を確保していることや，現場密度試験

結果から締固め強度が90%以上となるなど，施工後7

日目には，盛土材として適するものとなったことが確

認された。

また，バイパス道路工事の施工位置が周辺に海水浴

場や保安林が存在し，検討段階から有害物質の溶出や

臭気による周辺環境への影響が懸念された。

このため，周辺環境への影響がないかセメント系固

化材の使用に伴う六価クロムの溶出量試験を実施した

が，基準値未満であった。

さらに改良土の敷均し・締固め施工時に目立った

臭気も確認されなかったことから，周辺環境への影響

はないものと判断した。

4. 浚渫工事の実施・効果

浚渫土砂の再資源化に当たり試験盛土を実施した結

果，改良土の利活用を図ることが可能と判断されたた

め，バイパス道路工事実施主体と細部の工程調整を

行ったうえで，排水機場遊水池部の土砂浚渫工事をバ

イパス道路工事の施工時期に併せて実施した（写真

-2)。

浚渫工事については，周辺が保安林区域であること

をはじめ，現場に直接搬入できる道路の道路幅員など

数々の制約があり，また，本工事現場まで約 1km程

度離れていること，機場敷地内での仮置きスペースが

狭いこと，バイパス道路工事の工程計画などを考慮

し，約 5,000面の堆積土砂を浚渫・バイパス道路敷地

546 

内まで圧送し，一時仮置き・土質改良などを行ったの

ち，随時バイパス道路工事にて道路用盛土への利活用

を行った。

また，工事実施に当たっては，バイパス工事におけ

る路体盛土の作業時期に併せた土砂の搬出・土質改良

の作業計画を立てる必要があるなど，綿密な工程計画

・施工計画の調整を要したが，双方の発注者 ・受注者

を交えた打合せなどを実施することで，無事完了する

ことができた。

これにより，事業所においては，産業廃棄物処理を

行うための処分費や，処分場までの運搬費など約 103

百万円の事業コストの縮減が図られたほか，資源の有

効利用に努めることができた。

V. お わ り に

建設発生土のみならず建設副産物の利活用は，数少

ない資源の有効利用を図るうえで重要な取組みである

が実施に当たっては各関係機関との情報共有・連

絡調整・連携などを経て初めて円滑に進めることが可

能であることから，情報の収集・連絡調整を密にした

体制づくりを常に構築していくことが必要であるとい

える。

本報が，再生資源の利活用に当たっての参考になれ

ば幸いである。

最後になりますが，土砂の利活用に当たりご協力い

ただいた各関係機関の方々をはじめ，本報の作成に当

たり，各種資料提供をしていただいた新川流域農業水

利事業所職員の皆様に対しまして，この場を借りまし

て厚く御礼申し上げます。

なお，本報の内容は執筆者個人の見解であり，農林

水産省の公式見解を示すものではありません。

中村伸二

〔2014.5.13.受稿〕

略歴

1991年農林水産省入省

2013年 北陸農政局整備部設計課

現在に至る

Water, Land and Environ. Eng. Jul. 2014 



3. 浚渫土のセメント改良による他事業への利活用事例

中 村 伸 二
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から，建設資材の分別解体・再資源化などの措置，現場発生材

などを再生資源として活用することが原則となった。農業農村

整備事業などにおいても，各種農業水利施設の整備• 更新によ

り発生する建設副産物などの処理は，事業実施上避けて通れな

い課題の一つといえる。本報では，再生資源の活用の一例とし

て，新川流域農業水利事業所において実施した浚渫土のセメン

ト改良による他事業への利活用の事例について報告する。

（水土の知82-7,pp.11~14, 2014) 
丑芳泊 遊水池堆積土，土質改良，路体盛土材，浚渫，セメント改

良
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