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水稲と転作を組み合わせた 4年輪作への挑戦

向川成人*

要 ヒー
日

道内有数の「米どころ」岩見沢地域では，転作率が50%となっている。転作作物数が限られること

から，長期連作や短期輪作による障害が増加し，農作物の収量・品質を低下させてきた。

連作障害を回避するため，水稲を輪作体系に組み込んだ水団地帯ならではの 4年輪作が取り組まれ

ている。

1 はじめに

岩見沢地域の水田面積は15，200haであり，水

回転作率は約50%を占めている。

転作が始まった当初は小麦が作付され，高い収

量を維持してきたが，連作のため徐々に収量 ・品

質が低下した。

大豆を導入し小麦との交互作により，一時的に

障害は回避されたが，年数が経過するにつれ障害

が見られるようになった。

平成26年の転作作物は，小麦4，400ha(56%)，

大豆1，400ha(17%)の2作物に偏り(図 1)，短期

輪作や長期連作を余儀なくさせられている。
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小麦

図 1 転作作物の作付構成 (JAいわみざわH26)

連作障害を回避する 4年以上の輪作を実現する

ため，水稲を輪作体系に組み込んだ「空知型輪作」

の波及と定着に向け，生産者・ JA・行政・研究

*空知農業改良普及センタ- Narito MUKAIGAWA 

機関・普及センタ ーを含め，地域ぐるみの挑戦が

続いている(表 1)。

表 1 空知型輪作メニュー

輪作作物

大豆，間作小麦，秋小麦

乾田直播，春小麦，大豆，間作小麦

Bに，デントコーンまたはナタネを追加

Cに，露地野菜を追加

Q
U

一pv
一nu

2 活動の経過

(1) 改善策の集約(平成19年)

地域農業の改善策を提案するため，平成18年に

中央農業試験場，空知支庁(現総合振興局)，空知

農業改良普及センタ ーで「空知地域課題解決プロ

ジェクトチーム」を設置した(図 2)。

1年間の検討期聞を経て，稲作の経費削減や輪

作による転作物の収量及び品質向上など， 5項目

の改善策をまとめた(図 2)。

図 2 課題解決プロジェク卜
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(2) 重点活動による技術実証(平成20年~平成

21年)

改善策の実証は，地域全体に分散させずに，改

善意欲の高い地区に集中する重点、活動方式で行っ

fこ。

水田地帯で輪作を実現するための作物選定や栽

培技術を次々と提案して実証試験を行い，その結

果を重点、地区の農業者を交えて検討し，取捨選択

を繰り返した。

5年を経て，水稲の無代かき栽培・乾田直播栽

培の技術が体系化されたことから，岩見沢地域全

体へ波及するため，乾田直播栽培マニュアルを作

成した(図 3)。

霊友関湖沼崎 ...， ...， 

図3 乾田直揺栽培マニュアル

(3) 空知型輪作の推進(平成24年~平成26)

代掻きをしない水稲栽培は，水田の透排水性が

畑に近い状態で維持されるため，後作の畑作物が

順調に生育する。

畑作物に水稲無代かき・乾田直播栽培を加えた

輪作を「空知型輪作体系」として推進し，稲作の

71<稲(無代がきJ 大豆

泌総ゆ鶴

2、 3
マJ~~コダ曾
小麦 飼料用とうもろこし

図4 空知型輪作体系の-i9u

経費削減及び転作物の収量・品質向上を図った

(図的。

(4) 輪作定着を促す新技術導入(平成24年~平

成26年)

輪作を定着させるためには，農業者が抱く各作

物栽培の不安要素を取り除き，期待する収益性を

確保する必要がある。

試験研究機関から出される新技術は，農業者と

ともに現地実証を行って実用性を確認し，導入を

推進している。主な取組は次のとおりである。

①集中管理孔を利用した地下給水の普及(図 5)

暗きょ清掃を目的として配置された集中管理

孔を地下かんがい施設として用いることにより，

乾田直播の課題である苗立性が改善される。

集中管理孔を備えた基盤整備田の増加に伴い，

乾田直播の取り組みが急速に増加している。

転作作物においても，乾燥年における出芽促

進や施肥効率向上を目的として利用されている

が，かん水時期・水量に対する不安から，利用

実態は少ない現状にある。
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表 2 地下かんがい利用事例①

作物名

水稲(乾田直播)

秋まき小麦

大豆

飼料用とうもろこし

利用時期

出芽直前

止葉期追肥の前(乾燥年)

出芽前(乾燥年)

表 3 地下かんがい利用事例②

作物名

水稲(乾田直矯)

秋まき小麦

たまねぎ(直播)

飼料用とうもろこし

利用時期

出芽直前，活着後

出穂前後(乾燥年)

出芽前(乾燥年)
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水分供給の判断方法

ロ秋まさ小麦:6月初め......6月末

i給水予定日j
高IjlS8問[こ2αηm以 E 後1i週間(こまとまった
よめ逮絞篠溺がない l 煎がなさそラ

※20mm以上の衡が生じた場合は15日後

{こ改めて検討.

図6 秋まき小麦の給水目安

水分供総の判断方法

口大宣:6月初め~8湾京ぐ特{こ開花期以終{手重婆1

j給水予定日}

翻獄溺
※20mm以上の官憶が生じた場合(;:J:1O日後
に改めて検討.

図7 大豆の給水呂安

【「集中管理孔を活用した地下濯統技術」道総研中央農試水田農業G(塚本主査)より号|用】

道立総合研究機構から示されている作物ごと

の給水目安(図 6， 7)や，優良事例を収集し

周知することにより，空知型輪作の定着を推進

している(表 2，表 3)。

②基盤整備田における補助暗渠の普及(図 8)

地下かんがいの効果を発揮させるためには，

暗きょ管から供給されるかんがい水が土壌中を

速やかに移動しなければならない。

サブソイラーによる心土破砕に加え，ほ場条

件によっては補助暗きょを併用して透排水性を

高める必要がある。

地域では，緊急展開事業などの事業を活用し

て，作物の残誼を充填材とするカッティングソ

イラーや無材のカッテイングドレーンなど，経

費の少ない補助暗きょ工法について現地実演会

図8 カッティングドレーン工法(無材暗渠〉
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を開催し，導入促進を図っている。

③人工衛星を利用した精密農業の普及(図 9)

空知型輪作を行うために欠かせない，水稲の

無代掻栽培(無代掻移植栽培・乾田直播栽培)

は，高いほ場の均平精度を求められる。

Emfi歪軍軍習目

図 9 人工衛星を利用した精密農業

岩見沢市内には，平成25年以降3ヶ所にRTK

GPS基地局が設置され， レーザ一発信器の干渉

を回避した効率的な均平作業を可能としている。

JAいわみざわでは，情報通信技術を活用した

最先端農業の実用化を目指す， Iいわみざわ地域

ICT(GNSS等)農業利活用研究会(会員111

名)Jが組織されており，基地局設置に対する要

請活動のほか，実用化に向けたセミナーや意見交

換会を開催し，地域への波及を図っている。
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平成26年に開催した大規模な実演会(図10)に

は，多くの生産者が集まり，先端農業に対する関

心の高さがうかがわれた。

図 10 研究会主催の実演会

3 活動の成果

(1) 空知型輪作導入面積の拡大

乾田直播技術の確立により，岩見沢地域におけ

る直播栽培面積は年々増加し，平成26年には420

haとな っている(図11)。

-・作付面積(ha)__10a当たり収量(kg!10a)

700 f 

:::l...，.. '"ー=ムノl
r .・面 I ~~~300十一

200 

100 

200 

図11 水稲乾田直播栽培面積と収量の推移

乾田直播栽培は，農業者組織による自主的な研

究・普及活動が行われ，転作物の連作割合を減少

させ，小麦・大豆の収量を向上させた(図12)。

平成26年度の北海道優良米出荷共励会，北海道

麦作共励会において，空知型輪作を実践する生産

者がそれぞれ最優秀賞を受賞し，水稲と畑作物を

組み合わせた輪作の波及に貢献している。

(図13，図14)
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図12 小麦・大豆収量の変化

I II m 
水稲 | 水稲 | たまねぎ

↓ ↓↓  

大豆 | 大豆 |とうもろこし |

小麦 | 小麦 | 大豆

↓↓  

なたね |春麦(後白菜)I 小麦

図13 共励会表彰者の輪作体系①

I II m 
i1年目| 水稲 | 水稲 | たまねぎ

12年目! 大豆 | 大豆 |とうもろこし 1

13年目| 小麦 | 小麦 | 大豆

|4年目| なたね |春麦(後白菜)I 小麦

図14 共激表彰者の輪作体系②

(2) 岩見沢地域全体に拡大

空知型輪作体系は，農協及び岩見沢市の農業振

興計画に組み込まれており，産地交付金のメニュー

として「輪作推進加算」を設けるなど，関係機関

が一体となって導入を推進している。

4 今後の展開

(1) 経済性の実証

空知型輪作体系の導入により， I生育・収量が

改善された」との感想は聞かれるが，経済性を数

値化する取り組みは限られていた。

平成27年度より， J Aいわみざわの「豆・麦・



向川 .水稲と転作を組み合わせた4年輪作への挑戦 316 

輪作研究会J，I水稲直まき研究会」を中心として，

輪作の効果を数値に現す取り組みを開始する。

(2) 輪作作物の確保

連作障害を回避する 4年 4作を行うために，水

図15 なたね栽培研修会

稲・小麦・大豆の 3本柱に続く第 4の作物選定が

急がれている。

飼料用とうもろこし，そば，なたね，緑肥など

を模索している状況であり，経営形態に合った作

物選定を推進していく(図15，16)。

図16 飼料用とうもろこし収種実演会

-61-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

