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 国営緊急農地再編整備事業「今金南地区」では、農地の大区画化等と併せ整備している暗渠

排水工において、地下水位制御システム（フォアスシステム）を採用している。 

 北海道内の国営土地改良事業での本システム採用は初めてであることから、システムの概要

と特徴等を報告する。加えて、試験圃場を設置して観測調査した本システムでの地下水位への

影響について報告する。 
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1. はじめに 

 
 今金南地区は、北海道瀬棚郡今金町及び久遠郡せたな

町に位置し（図-1）、一級河川後志利別川の左岸に広が

る水田地帯である（図-2）。本地区の農業は、水稲を主

体にばれいしょ、大豆、小麦、野菜類等を導入した農業

経営が行われているが、基盤整備が遅れているため、小

区画であり、排水不良が生じ、効率的な農作業を行うた

めの妨げとなっていること等から、今後、耕作放棄地が

増加するおそれがある。 

このため、本事業により、耕作放棄地を含めた農地の

土地利用を計画的に再編し、さらに、担い手への農地の

利用集積を進めることにより、緊急的に生産性の向上と

耕作放棄地の解消・発生防止による優良農地の確保を図

り、農業の振興を基幹とした総合的な地域の活性化に資

することを目的としている。 

 

図-1 今金南地区の位置 

 

 

 

図-2 今金南地区と地域中央を東西に流れる後志利別川 

 

2. 地域の現況と課題 

(1) 地域農業の特徴 

 地域の農業は、水稲を主体に作付けされており（図-

3）、中でも、ばれいしょ「今金男しやく（写真-1）」

は、独自の生産工程管理（ＧＡＰ※）により、40年以上

にわたって東京都中央卸売市場等において最高値を付け

るなど、産地ブランドを確立している。また、ねぎ、ト

マトといった施設野菜も生産しており、道南地域有数の

農業振興地域として発展している。 

 
図-3 今金町の作付状況  写真-1 今金男しやく 

 （出典:2010センサス） 

ＧＡＰ※：農業業生産活動を行う上で必要な関係法令等

の内容に即して定められる点検項目に沿って、

農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点

検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。 

別 後 志 利 川 

今 金 地 区 南 
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(2) 自然条件 

a) 気象 

 本地域の気象は、5 月～8 月のかんがい期の平均気温

が 16.6℃、平均降水量が 438mmと冷涼で降水量の少ない

地帯である。 

b) 地形 

本地域の地形は、地区の大半の傾斜区分が 1/1,000～

1/100と比較的平坦である。 

c) 土壌 

本地域の土壌は、泥炭土壌、グライ土壌及び灰色低地

土等が分布しており、地下水位が高く排水不良を呈して

おり、作土深の不足や一部に礫が見受けられ、農業生産

性の向上に支障を来している（写真-1）。 

 
写真-1 排水不良なほ場 

 

 (3) 社会条件 

 地域のほ場は、主に明治時代の入植時からの自己開墾、

及び昭和 50 年代の道営、団体営事業により造成され、

大半が 50a 未満と小区画・不整形である（写真-2）。ま

た離農跡地の取得等により経営耕地の分散化が進んでい

ることから、土壌条件と相俟って、農作業の作業効率が

悪く、農業生産性の向上を図るうえで支障を来している。

更に本地域では、今後農家戸数の減少や高齢化の進行が

予想されており、生産条件が悪いことから、担い手への

農地の利用集積が進まず、耕作放棄地及び耕作放棄地と

なるおそれのある農地が発生している。このため、関係

機関では地域農業支援システムを構築し、地域農業の担

い手を支援し、地域農業の維持・向上を目指していると

ころである。  

 
写真-2 小区画・不整形なほ場 

3. 地区の整備方針 

 前章で示した現況と課題を踏まえ、本地区の特徴的な

整備方針を以下に示す。 

(1) 地区概要 

 関係町  瀬棚郡今金町、久遠郡せたな町 
着工年  平成25年度 
受益面積  1,185ha（今金町1,171ha、せたな町14ha） 
主要工事  区画整理1,185ha 

(2) 標準区画の設定（ほ場の大区画化） 
本地区は、北海道の特性である植民地区画（545m×

545m）が設定されていないことから、基幹的施設（道路、

河川、幹線用排水路）に囲まれた区域を１農区単位とし、

営農作業上効率的な作業を期待できる図-4に示す標準区

画（1.1ha、170m×65m）とし、ほ場の大区画化を図る。

また、田2枚を均平区（2.2ha）とし、中畦で田を分ける

ことを基本とする。 

 

 

 

図-4 1.1ha標準区画 

 

(3) 用水路の整備計画 

現況の用水路は、地域内を蛇行または斜めに配置され

ており、理想的な区画設定を阻んでいる状況で、さらに

老朽化も進んでいることから、ほ場の大区画化と一体的

に用水路の整備を行う。 

 水路形式の選定は、維持管理費、水管理労力省力化

（分水操作等）及び営農作業などを考慮してパイプライ

ン形式を基本とする。 
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さらに、本地区に多く分布する泥炭土壌は、パイプラ

インの不等沈下による構造上の障害、機能上の問題が多

く発生しているため、従来の置換基礎から無基礎工法に

することで、コスト縮減及び沈下軽減を図る。 

 

(4) 地下水位制御システムの導入 

 暗渠排水施設を利用した地下水位制御システムは、北

海道内での導入実績が多く、作物栽培において適切な水

管理を行うことができ、田畑輪換が容易となる。また、

暗渠管内に堆積した土砂を清掃することにより、暗渠管

の長寿命化を図ることができ、大区画化されたほ場と地

下水位制御システムの導入により、労働時間の軽減や経

費節減を期待することがでる。 

本地区では、暗渠排水施設を利用した地下水位制御シ

ステムの一つである、（独）農業工学研究所等が特許取

得している「フォアスシステム」を採用している。 

このシステムは、ほ場の地下部に幹線パイプと支線パ

イプ（ともに暗渠排水管と同じもの）を田面下９０cmに

水平敷設し、地下水位及び水稲栽培時の湛水位を給水側

に設置する水位管理器と排水側に設置する水位制御器と

で自動制御するものである（図-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 フォアスシステムの概要 

 

給水側に設置する水位管理器は、地下水位に追従する

「フロ－ト(Ｇフロ－ト)」の上下動に連動した「弁体」

が上(閉)・下(開)することで給水を自動制御するもので

ある。Ｇフロ－トは外管内を上下にスライド可能で、任

意の地下水位を設定できる(図-6.7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 水位管理器（給水側） 

  

 

 

図-7 Ｇフロート（水位管理器） 

 

排水側に設置する水位制御器は二重管で、内管から地

下水が越流することで排水される。内管はスライド可能

となっており、上下することにより任意の地下水位を設

定できる。また、内管を外して解放状態(通常の暗渠)と

することもできる(図-8)。 

 

図-8  水位制御器(排水側)  

 

フォアスシステムによる給水時は、水位管理器と水位

制御器を設定したい地下水位に高さを設定する。上流か

ら給水を開始すると、用水は水位管理器→幹線パイプ→

支線パイプと給水される(図-5.9)。  

  設定地下水位まで給水(Ｇフロ－トが設定地下水位ま

で上昇)されると、Ｇフロ－トの弁体が閉じて給水を自

動停止する。 

Ｇフロ－ト (下部の弁体と連動) 
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図-9  フォアスシステムによる給水時  

 

 降雨等により、設定地下水位より、地下水位が上昇す

ると、地下水は水位制御器の内管上端部より越流し、排

水される(図-10)。また、内管を外すと開放状態となり、

通常の暗渠と同様となる。 

 

 

  図-10  フォアスシステムによる排水時 

 

「フォアスシステム」の特徴を以下に示す。 

a) 田畑輪換が容易になる 

b) 排水側に設置する水位制御器のスライド管操作で田

面から＋２０cm～－４０cmまでの水位調整が可能と

なる。 

c) 用水の供給を水位管理器（地下水位に追従するフロ

－トの上下動に連動した弁体の開閉により、用水

の供給を自動制御）により、予め定めた水位で自

動制御するため、水管理時間の削減と適正化が図

られ、節水効果も大きい。 

 

4. 調査概要 

今金南地区は、耕作放棄地を含めた農地の土地利用を

計画的に再編し、さらに、担い手への農地の利用集積を

進めることとしており、このためには、水田のフル活用、

田畑輪換の確立や麦・大豆等の転作作物の生産拡大等が

重要である。 
本地区では、今後、大豆の作付け拡大が見込まれてい

るが、大豆は開花前の花芽分化から莢形成期に干ばつス

トレスを受けると、子実重が大きな影響を受けるとされ

ており、6月から8月における地下水位制御が有効と考え

られる。このため、フォアスシステムを導入した大区画

圃場において、大豆栽培時における地下水位制御が地下

水位に与える影響を調査することを目的とした。 
 

(1)   調査地 

 調査は、本地区内に位置する3圃場でおこなった。こ

れらの圃場では、平成26年度に圃場整備工事が実施され、

あわせてフォアスシステムが導入された。暗渠管の設置

間隔は10mを標準としている。平成27年には、6月上旬

に大豆（とよまさり）を播種、11月上旬に収穫をおこな

い、施肥管理は3圃場で同様であった。 
 隣接する3圃場（長辺約240～260m、短辺約65m）を、

試験区1、試験区2、対照区として設定した(図-11)。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11試験区及び対照区の状況 

 
各圃場の中央における土壌断面を図-12に示す。作土

層は地表面から27～29cmまでで、耕起により客土が混

入していた。その下には基盤高調整のための盛土層、基

盤造成層が存在し、約50cm～80cmより下は低位泥炭か

ら成る泥炭層であった。 
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図-12 試験区1（a）、試験区2（b）および対照区（c）に 
おける圃場中央の土壌断面 

 

(2)調査方法 

試験区1では、播種後6月中旬から8月末までの地下水

位を−40cmに設定し、用水の供給はフォアスシステムに

より自動制御した(表-1)。9月以降は地下水位制御を行

わず、水位制御器は開放した。 
試験区2では、水位管理器を給水なし、水位制御器を

開放で試験を開始し、北海道農政部の作成した「集中管

理孔を利用した地下灌漑の手引き」に沿った地下水位管

理、すなわち、地表下30cm深の土壌水分張力（pF）が

2.3を上回った時に地下水位を−30cmに設定して1日給水
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を行うこととした(表-1)。給水を判断するためのpFは、

試験区2の給水側の30cm深に設置した表示器付きテンシ

オメータにより目視で確認した。9月以降は地下水位制

御を行わず、水位制御器は開放した。 
対照区では、地下水位管理は実施しない(表-1) 。 
地下水位は、各圃場中央部の暗渠脇と渠間において測

定し、深さ約1.5mまで設置した有孔塩ビ管（内径

40mm）と絶対圧式水位計により30分間隔で測定した。 
降水量は、国土交通省が計測している今金町大富観測

所の雨量データを、気温はアメダス今金観測所のデータ

を用いた。 
 
表-1 フォアスシステムの地下水位設定(6/17～8/31） 
 試験区1 試験区2 対象区 
水位管理器 - 40cm 給水なし 給水なし 
水位制御器            - 40cm 開      放 開       放 

※①ただし、試験区2は、地表下30cm深の土壌水分張力（pF）が2.3を

上回った時に地下水位を−30cm(水位管理器及び水位制御器共に) 

に設定して1日間のみ 給水する。 

 ②9/1以降は全試験圃場で、給水なし、水位制御器開放とする。 

  

5. 調査結果と考察 

(1)気象状況 

 2015年6月～9月の月降水量は、それぞれ77、64、77、
153 mmであった。過去10年間の平均月降水量（6月～9月
でそれぞれ47、113、132、136 mm）と比較すると、7月、

8月の降水量は少なかったが、日降水量が15mmを超える

降雨が7月に2回（7月18日に16mm、7月25日に21mm）、

8月に2回（8月6日に36mm、8月18日に31mm）あった

（図‐13）。 
月平均気温は、15.2、19.5、21.6、16.9℃で過去10年の

平均値とほぼ同程度であった（図－14）。 

 

(2)地下水位 

試験期間中、断続的な降雨があり、試験区 2における

土壌水分が pF2.3 を上回ることはなかった。このため、

試験区 2 では地下水位を−30cm に設定し、1 日給水を行

う地下水位管理をする必要がなかった。（図－15） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水位の季節変化を図-16 に示す。対照区の地下水

位は、他の区よりも低く推移し、渠間で暗渠脇よりも高

かった。試験区 2では、地下水位管理を行わなかったが、

地下水位は約−50～−40cm、暗渠脇と渠間では大差なく

推移した。 
試験区 1の地下水位は、6月 17日に設定した後緩やか

に上昇し、調査期間を通して約−40cm に維持されていた。

試験区 1 の暗渠脇と渠間を比較すると、7 月中旬までは

同程度で推移していたが、7 月下旬以降の降雨後に渠間

で暗渠脇よりも地下水位の低下が緩慢な状態がみられた。

３圃場の地下水位を比較すると、試験区 1 の 6 月 17 日

からの地下水位の緩やかな上昇が見られ、地下からの給

水によるものと思慮される。また、試験区 1で 7月下旬

以降の降雨後に、渠間の地下水位の低下に暗渠脇よりも

緩慢な状態がみられたことは、圃場の土壌水分状態が一

様となっていないことを示していると考えられる。 

 

6. まとめ 

地下水位からのみの考察結果ではあるが、試験区 1の
6月 17日からの地下水位の緩やかな上昇や 7月下旬以降

の降雨後に、渠間の地下水位の低下に暗渠脇よりも緩慢

な状態がみられた。このような挙動は、圃場の土壌水分

状況が一様とはならず、作物生育に影響する可能性があ

ることから、今後、土壌水分調査、土壌調査等を含めた、

さらなる継続調査が望まれる。 
最後にこの調査に当たり、減収等も予想される中、快

く試験ほ場を提供していただいた内ヶ島道良氏、調査に

ご協力していただいた今金町及びＪＡ今金町の皆様に深

く感謝申し上げる。なお、本調査は寒地土木研究所資源

保全チームの指導助言を得ながら、同チームの研究調査

にも協力しているものであり、同チームの調査結果も参

照願いたい。 
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