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まえがき 

 農業就業者の減少や高齢化、農業所得の減少、食料・

農産物需要の多様化など、農業・農村を巡る情勢変化に

対応するため、担い手への農地集積・集約化、生産コス

ト低減、高収益作物の導入等の推進が強く求められてい

る。その推進に向け、農地の大区画化や汎用化等の基盤

整備は有用視され、整備をより効果的なものとして効率

的に進めるため、関係技術の高度化を図ることが重要と

なってきている。 

 本報では、食料・農業・農村をめぐる情勢や施策の動

きを背景に、農業生産性向上等に資する農地再編整備事

業等の役割を踏まえつつ、農地の大区画化や汎用化に関

する現状の技術的課題を整理するとともに、関係技術の

高度化を図るための研究方針を述べる。 

 

1.  研究課題の背景 

(1)  食料・農業・農村をめぐる情勢 

我が国は、超高齢社会、本格的な人口減少社会の到来

に加え、グローバル化の進展と加速という環境下にある。

農業・農村においては、その進行が大きく影響しており、

生産面では、農業就業者の高齢化・減少など担い手の不

足等による生産構造の脆弱化、農地の荒廃等が進行して

いる。また、需要面では、高齢化や人口減少により国内

食市場が縮小方向にあるほか、輸出入の自由化の流れの

中で、食料・農産物の価格・品質面での世界的な競争に

直面する状況にある。このような状況での需給バランス

の下では、農産物価格の低迷、農業所得の減少の一層の

深刻化が懸念されている。 

一方で、高齢化や世帯構成の変化、ライフスタイルの

多様化等が進む中で、農産物の加工・業務用需要が増加

しており、グローバル化の動きは、発展途上国における

人口増加や経済力向上に伴う食料・農産物の需要の増

大・逼迫や、海外における日本食への関心の高まりなど、

世界の胃袋も対象とする新たな需要が期待される展開も

現れている。また、畜産向け飼料の世界的な需給逼迫や

価格高騰を背景に、国内での飼料調達の動きが高まって

いる。そのため、大きく変化してきた需要構造や世界的

な食料・農産物事情も睨んだ農業経営が不可欠な時代と

なってきており、加工・流通業界等とも連携して農・食

産業クラスターを構築し、農業所得増大に向けた取組が

必要となってきている。 

 

(2)  食料・農業・農村に関する施策の動き 

このような状況を踏まえて、内閣総理大臣を本部長と

する「農林水産業・地域の活力創造本部」が、農政改革

のグランドデザインとなる「農林水産業・地域の活力創

造プラン」（H25.12.10閣議決定）を取りまとめ、農林水

産業を産業として強くしていく政策（産業政策）と、国

土保全といった多面的機能を発揮するための政策（地域

政策）を車の両輪として、次世代の担い手である若者た

ちが希望の持てる「強い農林水産業」、「美しく活力あ

る農山漁村」を創り上げることとしている。また、この

施策の方向等を踏まえ、新たな「食料・農業・農村基本

計画」（H27.3.31閣議決定）も決定されている。 

主な施策として具体的には、担い手への農地集積・集

約化や生産コストの削減を確実に進めるとともに、地域

の営農戦略に即した収益性の高い農業経営を実現するた

め、農地中間管理機構との連携を図りつつ、農地の大区

画化、汎用化等の整備を推進することとしている。 

その際、加工・業務用需要の増加など需要構造等の大

きな変化に対応するとともに、輸出拡大も見据えた生

産・供給体制の整備を推進するという視点も求められて

きている。特に、優れた生産装置である水田をフルに活

用し、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、

飼料用米、米粉用米、麦、大豆等の戦略作物の生産拡大

を推進することとしている。また、拡大する加工・業務

用需要や海外市場への対応など、実需者ニーズを踏まえ

た品質やブランド力など強みのある農産物づくりが重要

となってきており、質・量の両面で安定的な生産供給体

制の構築のため、圃場条件を踏まえた排水対策も含め栽

培技術の確立や、生産地の集積・団地化や生産の機械

化・分業化等による低コスト生産の確立等が必要となっ

てきている。 
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(3)  北海道農業の役割と基盤整備の方向 

北海道は、全国の4分の1を占める耕地面積を有し、大

規模で専業的な農業の展開により我が国の食料安定供給

に大きく貢献しており、拡大する加工・業務用需要や海

外市場への対応においても、低コストで安定的な生産・

供給体制を構築できる生産地として、有利な位置にある。

しかし、その一方で、農業者の高齢化進行等に伴い、農

家戸数は近年10年間で約3割減少し、減少傾向は今後も

続く見込みとなっている。 

そのため、北海道においても、担い手への農地集積・

集約化や生産コストの削減を確実に進めるとともに、地

域の営農戦略に即した収益性の高い農業経営を実現する

ため、農地の大区画化、汎用化等の整備が一層重要とな

ってきている。 

 

2.  研究の目的と全体計画 

 道内では、国営農地再編整備事業等による農地の大区

画化や汎用化等の基盤整備が進捗しており、事業を効果

的に推進するため、整備の有効性や整備された農地の活

用技術の実証などの調査が行われている。また、土木研

究所寒地土木研究所においても、平成28年度から32年度

までの5年間で、関係する技術の体系的な調査研究に重

点的に取り組む方向で検討しており、研究成果は事業の

技術的な支えとして重要な役割を果たすものとして期待

されている。 

当研究では、開発局農業部門と寒地土木研究所寒地農

業基盤研究グループが連携して、以下の①～④の研究課

題について調査検討等を加え、関係技術の体系化、高度

化を図る。研究の全体計画（案）は、表-1に示すとおり

であり、研究課題の①については開発局農業部門が、研

究課題の②～④については寒地土木研究所寒地農業基盤

研究グループが、中心となって実施する。 

 

[研究課題] 

①国営農地再編整備事業各地区における整備の有効性等

の調査・検討等（以下「局課題」という） 

②積雪寒冷地における大区画圃場の整備技術に関する研

究（以下「寒地課題1」という） 

③大区画水田圃場における地下水位制御システムの高度

利用に関する研究（以下「寒地課題2」という） 

④水田地帯の水文環境保全に配慮した灌漑排水技術に関

する研究（以下「寒地課題3」という） 

 

表-1  研究の全体計画（案）  

実施

主体 
開発局 寒地土研  

課題

略号 
局課題 寒地課題1 寒地課題2 寒地課題3 

課題

名称 

国営農地再編整備事業各地

区における整備の有効性等

の調査・検討等 

積雪寒冷地における大区画

圃場の整備技術に関する研

究 

大区画水田圃場における地

下水位制御システムの高度

利用に関する研究 

水田地帯の水文環境保全に

配慮した灌漑排水技術に関

する研究 

H27

年度 

事業の役割並びに有効性や

効果等の体系的整理等 
現状の課題と研究方針 

今までの研究成果と残され

た課題 
研究の背景・必要性と計画

H28

年度 
事業各地区の調査・検討等 

大区画整備前後の土壌性状

（透水性、地耐力、ち密度

等）の変化状況を把握 

地下水位制御システムによ

る給排水時の地下水位や土

壌水分の不均一性等給排水

ムラの実態を把握 

圃場レベルおよび農区レベ

ルの水管理調査の1年目の

結果 

H29

年度 
事業各地区の調査・検討等 

土壌種類、施工機械等の違

いによる土壌性状の変化と

土工特性の関係を解明 

圃場条件や給水量、補助暗

渠の効果等を整理し、給排

水ムラの要因を解明 

圃場整備前の広域の水文環

境調査結果（2年分のまと

め） 

H30

年度 
事業各地区の調査・検討等 

練返し等を要因とした透水

性、土壌構造変化等の特性

の室内実験による把握 

水稲栽培の落水期に、水稲

への水分供給と地耐力の向

上を両立した水管理技術を

検証 

圃場レベルの用水量の中間

整理結果、農区レベルの地

下水位制御方法の試案 

H31

年度 
事業各地区の調査・検討等 

練返し等を回避するための

土壌性状の評価方法、診断

項目・基準の検討 

地下水位制御システムの利

用が環境負荷に与える影響

を適正に評価 

農区レベルのでの地下水位

制御方法の検証結果、圃場

整備後の広域の水文環境調

査結果（1年目） 

H32

年度 
事業各地区の調査・検討等 

工事計画、施工機械、施工

適期の判定等に用いる土壌

診断基準の策定及び整備土

工技術の体系化 

大区画水田圃場における給

排水ムラ対策技術を検証

し、地下水位制御システム

の高度利用技術を開発 

とりまとめ 

（周辺水文環境と調和した

灌漑排水技術の提案） 
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(1)  局課題 

 国営農地再編整備事業では、農地の大区画化、主に水

田における用水路のパイプライン化、水田の汎用化（地

下水位制御システムの導入を含む）又は畑における暗渠

排水整備が行われ、併せて農地集積による担い手等の経

営規模の拡大や、大規模化に伴い分散されている担い手

の農地の換地等による集団化が計画されている。また、

事業と並行して、関連するハード整備（ＧＰＳ受信基地

局の設置、集出荷施設の整備など）が、関係地域におい

て企画・実施される場合がある。さらに、事業やハード

整備に併せて、農業経営や地域社会の発展に向けた地域

や農家等の主体的な取り組み（ソフト的取組）が行われ、

相乗的に効果が発揮されることで、農業を基幹とする総

合的な地域の活性化に資することが期待されている。 

 当研究課題では、国営農地再編整備事業各地区におい

て実施されている整備をはじめ関連するハード整備やソ

フト的取組も対象に、その有効性や効果の検証等の調査

を行い、調査結果等を体系的に総括し、当該地区はもち

ろん道内の他地区の事業の効果的な推進に資することと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  寒地課題1 

積雪寒冷地の北海道では区画整理の工事が可能な工期

が短いうえに圃場基盤に泥炭や粘土が広く堆積している

ため、これらの湿性土壌にも十分に対応した整備技術開

発の要請が強い。 

湿性土壌条件下で実施される区画整理の工事では整備

後に想定された排水性が発揮されない場合がある。この

問題は特に畑利用（転作）される場合に顕在化しやすい。 

ところが、大区画化の整備では従来の区画の整備より

も切盛土が大きいなどの特徴があり（図-1）、大型機械

による土工が土壌特性に及ぼす影響は明らかになってい

ない。つまり、整備後の良好な土壌物理性を確保する科

学的な判断基準が未整備の状況となっている。 

このため、土壌の種類や性状に応じた整備土工技術の

開発と体系化を行う。これにより、基盤整備を効率的に

行い農地の大区画化の推進に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  寒地課題2 

大区画圃場における地下水位制御システム（図-2）の

導入は、水管理の省力化、水稲直播栽培技術の普及、転

作作物への灌水等に有効であり、担い手への農地集積に

よる経営規模拡大、農地の大区画化･汎用化による食料

生産の体質強化にとって重要なものとなっている。 

一方、現状では圃場全体にわたって想定した地下水位

に管理することができず、圃場内で地下水位に高低差が

生じ、給排水ムラが発生していることが判明している。 

また、水稲栽培では落水期後に田面の状況にあわせて

間断灌漑を行うことになるが、灌漑の後に長雨が続くよ

うなときには収穫時期にトラフィカビリティが確保でき

ず機械作業に支障を来たすことがある。 

図-1 大区画圃場の土工イメージ 

図-2 地下水位制御システムの仕組み 

給水枡 水位調整器

暗渠管

図-3 給排水ムラの解消 

転作作物栽培における給排水ムラの実態

把握と要因の解明 

成育ムラの解消 

転作作物の品質、収量の向上 

湿害と干ばつの回避 

給水枡 水位調整器

暗渠管

排水 水分供給 
給排水ムラ 

給水枡 水位調整器

暗渠管

排水 水分供給 
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このため、地下水位制御システムを使って圃場全体に

速やかで均一な地下水位や土壌水分にする制御技術（図

-3）や地下からの水分供給と地耐力の向上を両立した水

管理技術（図-4）の開発を行う。これにより、作物の品

質向上、営農経費の節減を図り、生産コストの削減、収

益性の高い農業経営に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  寒地課題3 

大区画圃場の整備にあわせて小用水路がパイプライン

化されると、効率的な水利用が可能となる一方で、圃場

からの流出機構が変わる。すなわち、従来は開水路形式

の小用水路末端から、配水管理用水が排水路に流入して

いたのに対して、パイプライン化後は配水管理用水が大

きく減少するために、排水路や小河川の流量・水位の低

下が生じる（図-5）。このような変化が進むと、排水路

流量の激減による水質汚濁や湖沼の水位低下、農地周辺

の乾燥化による排水路法面の亀裂の発達とこれに起因す

る圃場からの漏水などが生じると予想される。このよう

な背景から、食料生産における効率的な水利用と圃場整

備後の小河川および排水路の水環境保全を実現できる灌

漑排水技術の開発を行う。 

また、地下水位制御システムを利用した大区画圃場の

水管理については、試行錯誤の段階にある農家も多い。

そのため、平成23～27年度に行った圃場内での水の動き

の解明やその成果の農家への発信を他の地域でも行う。 

これらにより、整備地区での安定した用水利用を実現

して、大区画化・汎用化の効果発揮に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  研究経過と課題 

 前述の研究課題について、これまでの研究の経緯・経

過、並びに、期待される研究成果や課題等を以下に示す。 

 

(1)  局課題 

 これまでも、国営農地再編整備事業各地区において実

施されている整備等を対象に、その有効性や効果の検証

等の調査を行ってきているものの、波及的効果も含めて

有効性や効果を体系的に調査・検討し、報告された事例

は少ない。 

 そのため、当研究課題では、事業による整備をはじめ

関連するハード整備やソフト的取組も対象に、想定され

る有効性や効果等について、マトリックス的に整理の上、

体系的に調査・検討等を実施することとする。 

 

(2)  寒地課題1 

従来行われてきた 30～50ａの圃場を形成する整備は、

地域の営農形態や土地条件等に合致した独自の技術やノ

ウハウを蓄積しながら実施されてきた。 

従来の水の流れ

用水路
（開水路）

排水路

暗渠排水

用水路の残り水は
用水路末端から排水路へ

地表排水

浸透水

水田

数十ha規模の
灌漑区域

緑：水田からの
浸透水

赤：小用水路末端から排水路・
小河川へ流入する用水
（配水管理用水）

排水路・小河川 河川

河跡湖、沼

用水路
（パイプライン）

排水路

暗渠排水

地表排水

排水路の流量減少
および水質悪化

浸透水の減少

排水路法面の乾燥による亀裂の発生。
その進展による過大な漏水の発生。

水田

圃場整備後の水の流れ

用水路が管水路化さ
れるため、配水管理
用水量がゼロになる。

排水路・小河川へ供給
される水量が激減。

河川

河跡湖、沼

水環境の変化

図-5 圃場整備前後の水文環境のイメージ 

図-4 落水期の水分供給と地耐力向上 

排水→地耐力向上

水分供給→高品位安定生産 

収量品質と作業性の両立 

泥ねい化による走行性低下 

長雨による影響 
走水 

浸透 

落水期の従来の水管理 
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それに比して、大区画化の整備は、図-6 にあるよう

に①圃場内の高低差が大きいため従来の圃場整備に比べ

て基盤層の切土・盛土が大規模になること、②１圃場当

たりの工事期間が長くなるため土工が降雨の影響を受け

やすいことが特徴として挙げられ、従来の整備で蓄積さ

れた技術だけでは大区画の整備に対応できない状況もみ

られる。 

圃場を大区画化する場合、切盛り土の状態や施工時期

の違いが整備後の排水特性に影響を与えると想定される

が、これらの関係を検証した研究はまだない。 

このため、大区画化された圃場の汎用化にも対応した

良好な排水性を維持した整備を可能とする土壌の診断方

法と施工方法を確立し、整備土工技術の体系化について

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  寒地課題2 

これまで、「地下灌漑を伴う泥炭水田輪作圃場におけ

る土壌養分制御技術に関する研究」を実施して、①地下

水位制御を伴う泥炭水田輪作圃場における土壌水分・土

壌養分の動態解明と評価基準の提案、②地下水位制御を

伴う泥炭水田輪作圃場における土壌養分制御技術の開発

を行い、③地下水位制御を伴う泥炭水田圃場における土

壌養水分管理スキルを提供した。 

この研究によって、地下水位制御システムを活用して

土壌養分を制御する技術を開発するとともに、妹背牛地

区のフィールドにおいて養分制御による米のタンパク含

有率を低下させることができるかという検証実験を行っ

た。米のタンパク含有率は出穂期頃の窒素の吸収量が多

いほど高くなることから、この時期に合わせて地下水位

を上下させて窒素分の洗脱、脱窒を促進させることによ

り、稲による窒素吸収量を抑える手法を試みた。 

実験の結果、試験圃場では対象圃場に比べてタンパク

含有率の少ない米の生産がなされ、栽培技術として有効

であることが検証された。 

平成28年度からについては、地下水位制御システムの

更なる利用の促進を図るため、新たに転作作物における

土壌水分制御技術と水稲収穫時期における大型機械の作

業性を確保するための水分補給技術について開発に取り

組む。 

 

(4)  寒地課題3 

寒地土木研究所水利基盤チームでは、平成23～27年度

において、「田畑輪作を行う大区画水田における灌漑排

水技術に関する研究」を実施して、①大区画圃場での用

水の動きや用水量、②大区画圃場からの水質負荷の流出

状況、を明らかにした。また、③大区画圃場整備地域に

おける配水管理技術を開発した。 

平成28年度からの寒地課題3に関連する成果は、上記

のうち①に関連するものである。①では、地下水位制御

システムを有する4筆の大区画圃場で湛水位や地下水位

を5カ年にわたって観測し、暗渠吸水渠から供給された

用水が作土層や地表に至るまでの経路を明らかにした。

また移植栽培では耕盤層の透水性が小さいために湛水位

と地下水位が分かれていることが多い。つまり、暗渠水

閘を閉じていても、湛水位の低下よりも地下水位の低下

の方が速いために、耕盤層直下に不飽和部分ができて、

湛水位と地下水位が別々に存在する状態である。これに

対して、代かきを行わない栽培方式（乾田直播や無代か

き湛水直播）では耕盤層の透水性が大きいため、湛水位

と地下水位が分かれない傾向があることを明らかにした。

このことは、代かきを行わなかった圃場において、中干

し時や落水時に水閘が開放されると地表水が速やかに排

水されるという現象として現れる。さらに、地下水位が

高く下層への浸透量が小さい圃場では、3種の栽培方式

（移植栽培、湛水直播栽培、乾田直播栽培）の間で用水

量の差が小さいことを明らかにした。 

上記のような圃場内での水の動き方の成果は、妹背牛

地区の下層に泥炭が存在する圃場での調査結果である。

水利基盤チームでは、これらの成果を動画化するなどし

て、農家に定期的に説明している。地下水位制御時の水

の動きについての農家の理解が進んでいることから、今

後、地下水位制御技術の習熟・活用に寄与すると期待さ

れる。国営農地再編整備事業は、北海道内の他の地域で

も実施中であることから、各地区で整備後の圃場の機能

が早期に発揮されるように、下層土の透水性などの条件

の異なる地域でも圃場内での用水の動きを調査し、成果

発信を行う必要がある。そのため、寒地課題3において

は、圃場水管理調査に基づいて大区画水田で農家が用い

ることのできる高精度な水管理技術を開発するとともに、

用水量の解明を行う。 

また、平成27年度までの研究成果からみると、2 (4)で

述べたように、用水路のパイプライン化を伴う大区画整

備によって、水田地帯の水文環境が大きく変化すること

が予想される。水文環境の変化は、排水路の流量や水質、

図-6 水田圃場整備の変遷 

大区画圃場の整備では、 

基盤層の切盛土が大規模。 
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湖沼の流入量、流出量、水位、水質に影響を与えると想

定される。このような水文環境の変化とその影響につい

ては、これまで大学等による調査事例がある。しかし、

圃場における水利用と広域な水循環系を結びつけた研究

はほとんどない。また、圃場整備後の地下水位や農地周

辺の水文環境を維持・保全するための技術も確立されて

いない。 

そのため、寒地課題3では、圃場整備前後の水文環境

調査を行って、周辺水文環境と調和した灌漑排水技術の

構築に取り組む。この技術は、排水路の水位・流量の維

持方法など含み、利用者としては土地改良区等の施設管

理者を想定している。 

 

4.  研究計画の概要 

 平成27年度は、これまでの研究の経緯・経過、並びに、

研究の成果や課題等を整理するとともに、これらを踏ま

えて28年度以降の研究方針を以下のように立案した。 

  

(1)  局課題 

平成28年度以降、各地区の工事進捗を踏まえ、事業に

よる整備をはじめ関連するハード整備やソフト的取組も

対象に、効果の要因と期待される効果との関係を総体的

に意識した上で、体系的に調査・検討等を行う。 

 

 

表-2 寒地課題1の年次計画（案） 

項目 H28 H29 H30 H31 H32

土壌性状と土工特性の解明 ○ ○ ○

土壌診断項目の検討と診断基準の提案 ○ ○ ○ ○

土壌特性に応じた大区画整備工法の提

案   
○ ○ ○

大区画圃場の整備土工技術の体系化 
   

○ ○

    

 

(2)  寒地課題1 

 北海道内で実施されている国営農地再編整備事業地区

において、工事施工前後の土壌データ等を採取して下記

の調査を行う。 

①土壌種類、施工時期、施工機械等の違いによる大区画

整備前後の土壌性状（透水性、地耐力、ち密度等）の

変化と土工特性の関係を解明する。 

②室内実験で異なる土壌水分条件下における練返し等に

よる透水性、土壌構造の変化等の特性を把握し、土壌

性状の評価のための診断項目・基準を提案する。 

③工事計画、施工機械の選定、施工適期の判定等に用い

る土壌診断基準（透水性、ち密度等を指標とした簡易

な手法）の検証、策定を行う。 

④泥炭等の湿性土壌に適合した大区画圃場の整備土工技

術を事業実施者等へ提案する。 

 研究の年次計画(案)は表-2の通りである。 

 

(3)  寒地課題2 

 北海道内の国営農地再編整備事業地区をフィールドと

して下記の調査を行う。 

①地下水位制御システムによる給排水時の地下水位や土

壌水分の不均一性等を調査して転作作物栽培時におけ

る給排水ムラの実態把握を行い、給排水ムラの要因と

圃場条件（土性や耕盤層の有無）や給水量、補助暗渠

の効果等から給排水ムラの要因の解明を行う。 

②水稲栽培の落水期に田面下で水位を維持し、給排水ム

ラの実態把握・要因解明を行うとともに、水稲への水

分供給と地耐力の向上を両立した水管理技術を検証す

る。 

③新しい栽培技術である地下水位制御システムの利用が

環境負荷に与える影響を適正に評価するため、窒素流

出や温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素）放出を調査する。 

④上記調査で得られた知見を基に、大区画水田圃場にお

ける給排水ムラ対策技術の開発と検証を行ない、地下

水位制御システムの高度利用技術を提案する。 

 研究の年次計画(案)は表-3の通りである。 

 

表-3 寒地課題2の年次計画（案） 

項目 H28 H29 H30 H31 H32

転作作物栽培における給排水ムラ

の実態把握と要因解明 
○ ○ ○ 

  

水稲落水期の水分供給と地耐力向

上を両立した地下水位制御技術の

検証 

○ ○ ○ 
  

地下水位制御システムの利用が環

境負荷に与える影響の評価  
○ ○ ○ ○

大区画水田圃場における給排水ム

ラ対策技術の開発と地下水位制御

システムの高度利用技術の提案 
  

○ ○ ○

      

 

(4)  寒地課題3 

 北海道内の国営農地再編整備事業実施地区を調査フィ

ールドとして、圃場整備の前後を通じて、圃場（一筆の

水田圃場）、農区（道路で囲まれた20筆程度の圃場群）、

広域（数十ha規模の灌漑区域）について下記の調査を行

う。 

①調査圃場に観測機器を設置し、取水量、排水量、圃場
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の湛水位・地下水位を観測する（図-7）。 

②一農区の流入水と流出水について、流量、水質を観測

する。 

③広域を対象として、農地、沼、排水路・小河川等の近

辺の地下水位を長期に測定する。 

④広域への流入水、流出水、区域内の湖沼について、流

量および水質を観測する（図-8）。 

⑤これらのデータを用いて、農家に利用される圃場水管

理技術および土地改良区等に利用される周辺水文環境

と調和した水田地帯での灌漑排水技術を提案する。 

 研究の年次計画(案)は表-4の通りである。 

 

表-4 寒地課題3の年次計画（案） 

項目 H28 H29 H30 H31 H32

圃場レベル・農区レベルの水管理

調査 
〇 〇 〇 〇 〇

農区レベルにおける地下水位制御

方法の検討 
  〇 〇  

大区画水田の高精度な水管理技術

の開発と用水量の解明 
   〇 〇

水田地帯における圃場整備前の水

文環境の調査 
〇 〇    

水田地帯における圃場整備後の水

文環境の調査 
  〇 〇 〇

周辺水文環境と調和した灌漑排水

技術の構築 
   〇 〇

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

水田や畑地
河川など

用水路
排水路

河川など
河跡湖

地下水位地下水位 地下水位

（灌漑区域）

河川
（排水路）

（降水量） （蒸発散量）

（用水路）

（水田） （畑）

（農区）
（道路）

（排水路）

（幹線用水路）

広域の地下水位

広域の水収支・負荷収支

農地周辺の乾燥を防ぐための
地下水位制御方法

河跡湖の水位
維持に必要な
流量の推定と
その確保方法

排水路の水位維持、
水質保全に必要な流
量の推定とその確保
方法

（河跡湖）

水田地帯の水文環境保全に
配慮した用水計画

図-8 広域での調査項目と成果のイメージ 

（降水量）

（蒸発散量）

（用水量）

（排水量）

（湛水位）

（地下水位）

図-7 圃場における調査項目 


