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資料

能登半島地震の農業被害とその復旧

北田敬宇

キーワード 地震災害，農地復旧，田面亀裂，田面高低，液状化，ベントナイト

2007年 3月25B，石川県輪島市(旧門前町) の沖，深

さ50kmを震源と したマグニチュ ー ド6.9の地震が発生

し輪島市，穴水町，七尾市では震度 6強を観測した.こ

の地震により輪島市を中心に，穴水町，志賀町，七尾市な

どで農林水産業に関わる施設は大きな被害を受けた.具体

的には，農地の畦畔崩壊 農道の路面沈下， ため池の決壊

など 834ヶ所の被害が発生した.

被害の発生が田植えの準備作業に取りかかる直前であっ

たことから，復旧対策は急を要した.このため， 1日も早

い被害水田の復旧に向けて 農地被害の実態調査を行うと

共に，農家の営農努力で可能な技術対策等について現地で、

実証試験を行った.

1 .農地被害の実態調査

調査は，田面亀裂，田面高低および噴砂の被害が発生し

た輪島市道下，小111，椎木地区， 羽咋市千路町の水田を対

象と した.調査地点を図 1に示したが， 羽咋市以外はし、ず

れも山間地帯にあり，地すべ りの発生地帯でもある.

輪島市の各地区では，傾斜地を切り崩して区画整理した

図l 調査地点マップ
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圃場で，傾斜地に大きな法面をもっ水田が多く，谷側沿い

の水田では崩落する箇所が見られた(写真 1).また，水

田の山側法面の田面が隆起し亀裂発生は盛り土部(谷側)

で多く見られた.

椎木地区では，畦畔の崩壊を回避するために，手畦を作っ

て代かきした水田や液状化現象による墳砂の発生も見られ

た(写真2，3).道下地区では，河川沿いの護岸の崩落に

より水田の亀裂の発生が見られた(写真4).

羽咋地区は低湿地帯で， 50aの大区画圃場整備が完了し

ているが，圃場，農道の亀裂および沈降が見られ，液状化

現象による墳砂の発生も見られた.

このような被害実態から，復旧対策として， ①漏水防止

対策，②田面均平対策，③噴砂発生対策について検討した.

2.被害水田の復旧事例と技術対策

1)田面亀裂発生圃場の漏水防止対策

小山地区の亀裂発生圃場 0，200m2
) において，土壌

改良資材ベン トナイトの活用による漏水防止対策につい

写真1 谷側沿いの水田の崩落現場

写真2 谷側畦畔付近に図面亀裂があり，手畦を作っ

て代かきした水田
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写真3 噴砂の発生状況(椎木園場)

写真4 河川沿いの護岸崩落に伴い，

田面亀裂が発生した水田

て，水稲コシヒカリを供試して検討した.対照圃場には，

近隣の無被害圃場 (900m2
) を供試した.土壌は両圃場と

も細粒灰色台地土の粘質な土壌である.用いたベントナイ

トは塩基交換容量が 790molc kg-1と大きく ，良質な粘土

で膨潤性が大きい資材である.

亀裂の修復作業と して，亀裂箇所をスコップで深さ 20

~30cm 掘り起 こ した後， ベントナイト 1 kgm-2を亀裂に

施用した後，木棒で突き固め(写真 5)，残りは圃場全面

に施用した.

移植から6月中旬の中干し期にかけて自記式水位計を用

いて減水深を調査した.水位の減少程度を 1日当たりの減

水深として算出し対照圃場の値と比較することにより，

圃場の漏水程度を明らかにした.また，収穫跡地土壌につ

いて，ベントナイト施用箇所の土壌断面調査を行い，亀裂

の修復状況を調査した.

亀裂発生は盛り 土部(谷側) で多 く見られ，亀裂状況は

圃場全体で亀裂箇所が 7 ヶ所，幅が 1~11 cm，深さが40

~60cm であることが確認された. 亀裂の発生状況は，土

木工事を必要とする大きな被害程度である(写真6).

減水深は， 瀧j甑および降雨日を除いた日について算出し，

結果を図2に示した.ベントナイト施用の実証圃場では1

日当たり 0.5~ 1.8cm，対照区は 0.7~2.9cm と両区の差異

は見られず，ベン トナイト施用による漏水抑制効果が認め

写真 5 ベン トナイトを田面亀裂に施用後、突き固め

作業

写真6 回面亀裂の発生状況

られた.

作付跡地における土壌断面調査の結果，ベントナイトが

土壌亀裂をふさぎ，その周辺土壌がグラ イ化しており ，漏

水抑制効果が確認された.

水稲の生育・収量については，漏水による初期生育への

影響は見られないものの，やや深水栽培の管理となり，水

稲は徒長し茎数はやや少なく 推移した.しかし大きな減

収にはならなかった.

2)田面高低差発生圃場の田面白平対策

小山および椎木地区の田面高低の被害水田について，代

かき作業による田面均平改善状況について調査を行った.

田面高低調査は， レベラー(水準器)を用いて，圃場の

長辺方向へ 10m間隔に短辺方向に圃場の中央の 2側線

について実施した(写真 7).

水稲の生育調査は，①田面露出地点 ②中間地点(通常

の湛水状態)，③水没地点について調査を行った.

小山圃場の移植後の回面状況は，椎木圃場と同様に，圃

場造成時の盛り土部分にあたる谷側畦畔沿いで沈下が著し

いことが確認された(写真 8). 

田面の高低差は，圃場全体で見ると，いずれの閏場とも

最大 17cmであり，災害復旧事業の採択基準である 10cm

を大きく超えていた.小山圃場では，農家の運土による

田面均平作業ができなかったが，代かき作業を通じた図面
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図2

移植後の田面状況(小山圃場)

されたので，その成分分析および作付跡地の土壌養分ムラ

を調査した.

墳砂および対照土壌の分析結果を表 1に示した.噴砂は

灰色の細砂であり，全炭素，全窒素およびリン酸含量とも

低く，対照の土壌と比べて養分肥沃度が著しく低い土壌で

ある.

噴砂が作土に混入することによる土壌養分ムラについ

て， 小山圃場において，噴砂発生地点から 2m間隔に 6m

に渡る距離別の土壌窒素含量から検討した.その地点聞に

よる土壌窒素含量の差異は見られず， このことから代かき

作業等の均平作業により 地力ムラが解消されたものと考

えられた.

水稲生育については，墳砂上地点が対照地点に比べ草丈・

梓長がやや短いものの，分げつの影響が見られず，また，

噴砂を原因とする漏水も見られず営農上の支障は見られな

かった.しかし噴砂量が多い場所では肥料切れとなる場

合があるので，圃場内の地力ムラ診断に基づき，士づくり

対策や施肥管理対策を行うことが安定生産を図る上で重要

となる.

写真8レベラーによる図面高低調査風景(小山闇場)

均平の改善効果について調査結果を図3に示した.田面高

低差は小山圃場では 17cmから 8cmへ，椎木圃場では 17

cmから 14cmと小さくなったものの(データ省略).代か

き作業だけでは十分な均平は困難で、あった.

小山圃場の水没地点では，水稲が徒長し，また藻類の発

生やコナギ，オモダカ，ホタルイの繁茂により生育が不良

となった.一方，田面露出地点では，ヒエやタデ等が発生

し生育もやや不良となった. 小山圃場における水没地点

および田面露出地点の収量は，中間地点 (432g m-2) に

比べ 11~13% の減少となった.

3)墳砂発生圃場の地力ムラ対策

椎木圃場および羽咋圃場において，噴砂発生状況および

水稲生育への影響について調査を行った.供試土壌は，椎

木圃場が細粒灰色台地土であり，羽咋闇場が中粗粒グライ

土である.

噴砂はいずれも直径が 1mで高さが最大 5cm程度の

大きさであり，圃場表面に噴出して盛り上がっていた(写

真 3).圃場当たりの発生数は，椎木圃場では3ヶ所，羽

咋圃場では 1~2 ヶ所見られた.

噴砂発生により土壌の養分肥沃度低下や生育ムラが懸念

写真7
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噴砂および対照、土壌の化学性

羽咋

表l

pH EC 全炭素 全窒素 可給態リン酸境基交換容量

(H20) mSm-1 gkg-1 gkg-1 mgkg-1 cmol，kg-1 

噴砂 6.06 1.5 tr 0.02 31 50 
対照 5.92 6.1 10.2 1.01 169 158 

噴砂 5.70 6.9 0.6 0.09 17 23 
対照 5.45 5.2 9.2 0.91 47 60 

全炭素，全窒素はNCアナライザーを用いて，可給態リン酸はトノレオーグ法で測定した これ

以外の分析項目は常法に従って測定した.

tr 定量限界以下を示す.

調査固場・地点

椎木

被害水田の営農技術対策

(2)回面高低差発生

表2

営農技術対策

・亀裂部分の堀削，埋め戻し，突き固めなどによる修復(亀裂深 20cm以上)

.ベントナイトの施用を併用すると効果的

-漏水が畦畔から見られる場合は，再度の畦塗り作業

→亀裂が残った場合

-減水深が大きい圃場では，ジャンボ剤等の拡散剤は使用不可

・運土による田面均平作業を実施した後，ていねいな代かき作業

→高低差が残った場合

①分げつが進むまで軽い田干しを繰り返し時折落水して生育を促す

②水没部では藻類の発生に注意し，回面露出部ではヒエ，タデが発生しやすいので，

部分的に追加除草

・噴砂量が多い場所では肥料切れするので，

被害状況

(1)回面亀裂発生

が，対象地域が中山間地の小区画圃場の棚田であるため現

有機械の導入が困難で、あった.このような小区画圃場でも，

農家自身による田面均平が可能な小型均平機等の整備が必

要であろう.

今回の被害農地の復旧では，災害復旧事業として被害農

地を元の状態に復旧することを目的としたため，新たな農

地整備は対象外で、あった. しかし地震災害が誘引となり，

農地の荒廃化が危倶されることを考えると，今後，長期的

視点に立った農地整備が求められる 農地整備を実施する

上で，傾斜地水田が多い中山間地においては， とくにトラ

クタ一等作業機の圃場出入りや法面の大きさに関して農作

業の安全・効率的な整備について配慮する必要があろう.

最後に，農家が元気よく農業ができるよう，地域の農家，

集落営農組織および関係機関がお互いに農業復興に向けて

知恵を出し，助け合って地域づくりを行っていくことが不

可欠である.

生育を見ながら部分的に追肥を施用

今後の課題

漏水防止対策として，本試験では圃場の田面亀裂深が硬

盤層に達していた圃場において ベントナイトの施用効果

が実証で、きた.客士・締め固め等による土木工事では圃場

全面に渡り修復されるが，営農作業での対応では部分的な

修復に留まり，いわば応急処置の手当てとなるので，効果

の持続性については不明である.

田面均平対策として，当初GPS搭載で位置情報と高低

差の制御が可能なレーザーレベラーによる整備も検討した

4)被害水田の営農技術対策

これらの調査結果に基づき，①田面亀裂発生，②田面高

低差発生，@噴砂発生の被害状況別に，営農復興のための

営農技術対策を表2にとりまとめた. これらの営農技術情

報は，被災地域での農研センターによる報告会や農林総合

事務所による営農座談会を通して農家に普及している.

(3)噴砂発生

3. 
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