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上川中部地域における国営農地再編整備
事業の展開と営農作業軽減対策
旭川開発建設部 旭川農業事務所 〇増田 重明
荒木 美裕
佐藤 優馬
旭川農業事務所では、上川中部地域を対象に 6 地区の国営緊急農地再編整備事業を展開しており、地域で
は区画整理工事によるほ場での作業性の向上に加えて、営農作業の効率化に向けた取り組みも始めている。
このため、営農作業軽減に向けた直播等の取り組み状況等を調査したので事例報告する。
キーワード：生産性向上、農作業効率化、新技術、食

まえがき

1. 直播栽培のメリットと基盤整備

旭川農業事務所では、平成25年度に事業着手した「北
野」地区を皮切りに、近年、国営緊急農地再編整備事
業(以下、「再編整備」という。)の事業採択が続き、令
和元年現在では「愛別」「大雪東川第一」「大雪東川
第二」「旭東東神楽」「旭東」の6地区で再編整備を実
施している。
実施地区数は、全道20地区の1/3、延べ受益面積は
8,238haに及んでいる。(表-1)

北海道における水稲は移植栽培が大部分を占め、直
播栽培は小面積にとどまっていたが、近年、労働力不
足などから省力・低コスト化がさらに求められている
ことや、直播栽培にも適した品種の登場もあって、作
付面積も増加している。(図-1)
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表-1 旭川農業事務所の再編整備実施状況
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図-１ 北海道の水稲直播栽培面積の推移
【出典：農林水産省】

8,238 ha

再編整備は、区画整理工事の実施によるほ場の大区
画化や換地処分等により、担い手への農地の集積・集
約化を図ることで農作業や維持管理の省力化など効率
的な農業生産を可能とするものである。
一方で、近年では育苗作業の軽減が図れる直播栽培、
密苗栽培やGPSガイダンスシステムの活用により更なる
効率化が図れるスマート農業の導入など新たな取り組
みへの期待が高まっていることから、当事務所管内の
再編整備実施地区における水稲の直播栽培等への取り
組み状況について事例を報告する。

直播栽培は、①育苗・代掻きが必要なくなる②移植
との組み合わせで農繁期の労働時間を分散できる③育
苗ハウスが必要なくなることで、資材コストの低減と
ともに、農地の有効活用が図れるなどのメリットがあ
る。
しかしながら、一方で、雑草対策、施肥・追肥のポ
イント等、地域ごとの栽培技術対策が必要で、収量が
不安定などの課題があることから、食味も良く安定生
産が可能な品種の開発や安定した苗立ち確保に向けた
ほ場整備（ほ場の均平、透排水性の改善）が必要だと
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ため、直播栽培に抵抗がある農家も導入可能な技術で
あると言える。

言われている。

2. 実施地区における近年の直播栽培の状況
平成25年度から事業着手した北野地区では、基盤整備
を契機に平成26年度2.7haであった直播栽培の作付面積
が年々増加し、令和元年には33.2haと約12倍に増加して
いる。(図-2)

4．スマート農業
近年、GPSガイダンスシステムを搭載したトラクター
の活用等「スマート農業」への取り組みも盛んになっ
ており、ほ場での作業は更なる効率化が図られている。
北野地区の事例(農家Ｍ氏)では、基盤整備に加えGPS
ガイダンスシステムを搭載したトラクターの自動操舵
により、耕起や施肥の作業時間が6割以下に軽減されて
いる。(図-3)

図-2 北野地区の直播栽培面積
(H26：JA統計、R1：農家聞き取り結果)

3. 新たな育苗技術（密苗栽培）

図-3 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ付きﾄﾗｸﾀｰによる作業時間の削減
（北野地区 Ｍ氏）
また、ドローンを使った防除作業も行っており(農家
Ｔ氏、Ｙ氏)、従前のヘリコプターを活用した作業に比
べて、防除費用（機械コスト＋薬剤費）の軽減が図れ
ている。(図-4)

育苗作業を軽減する方法として、「最新農業技術
2016」に採用された密苗栽培がある。令和元年5月22日
に「大雪東川第一地区」の整備済みほ場で農業機械メ
ーカーにより自動田植機を用いた密苗の田植実演会が
開催されている。
密苗栽培とは、育苗トレイに稲種子を高密度で播種
し、その苗マットを細かく掻き取ることで育苗マット
数を削減する手法であり、田植機等ハード面での施設
投資が必要であるが、①育苗箱、育苗ハウスを削減で
きる②育苗の運搬・苗継ぎ時間を削減できる③育苗資
材費も軽減できるなどのメリットがある他、移植栽培
用の品種で栽培でき、移植後の栽培技術も同じである
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このような中、北海道立総合研究機構において、直
播栽培用新品種「えみまる」（上育471号）が開発され
た。従来の直播栽培用品種「ほしまる」に比べて、低
温苗立性に優れ、いもち病に対するほ場抵抗性が強く、
収量がやや多い上に「ななつぼし」に匹敵する食味を
持つ品種のため、JAあさひかわの直播研究会に所属する
北野地区の農家では、今年から全戸が「えみまる」の
栽培に挑戦している。
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図-4 防除費用の軽減
（北野地区 Ｔ氏、Ｙ氏）

5. アンケート調査
以上のように地域では、育苗作業を軽減する方法と
して、直播栽培や密苗栽培などの栽培技術が少しづつ
拡大するとともに、スマート農業の導入など新たな技
術の兆しも見えてきている。
これらの取り組みがほ場での作業を効率化できる基
盤整備と併せて展開されることで、営農作業の更なる
効率化が図れるものであり、基盤整備を行う上でも地
域の方向性を確認していくことが必要であるが、これ
らは、農家個々で認識や取り組みが異なるものであり、
その実態や今後の見通しがつかめていない状況にある。
このため、現在、当事務所で実施している6地区の担
い手農家を対象に、アンケート調査を行いその実態や
方向性を確認することとした。
アンケート調査は地区の担い手農家から327人を抽出
して、10月7日から10月25日の3週間で行った。アンケー
ト調査実施期間が短かったこともあり回収率は48％と低
かったが、157人の担い手農家から回答を得ることがで
きた。なお、アンケート回答者の平均年齢は51.9歳とな
っている。(表-2) (図-5)

ると4割以上に及んでいることがわかった。(図-6) (図7)
また、直播栽培に取り組んでいない理由として、収
量や栽培技術に関するものが多いが、ほ場が整備され
ていないことを理由としている回答も多く、基盤整備
が必要であることがわかった。(図-8)

図-6 水稲の直播栽培の取組み状況

表-2 アンケート調査の結果（回答率等）
地区名
北野

担い手数
45 戸

回答者数
23 戸

回答率
51.1%

愛別

43 戸

27 戸

62.8%

大雪東川第一

49 戸

25 戸

51.0%

旭東東神楽

60 戸

28 戸

46.7%

大雪東川第二

38 戸

23 戸

60.5%

旭東

92 戸

31 戸

33.7%

合計

327 戸

157 戸

48.0%

図-7 水稲の直播栽培の今後の取組み状況

図-8 水稲の直播栽培に取組んでいない理由
(2) 密苗栽培について
密苗栽培は地域にとって比較的新しい栽培技術であ
るためか、現状で取り組んでいる担い手は1割未満と直
播栽培よりも低い状況であるが、今後については取り
組んでいきたいと検討中を含めると4割以上に及ぶこと
がわかった。(図-9) (図-10)

図-5 アンケート調査回答者の年齢構成

6. アンケート調査結果
(1) 直播栽培について
現状では、直播栽培に取り組んでいる担い手は1割に
満たない状況であるが、今後については検討中を含め
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図-9 水稲の密苗栽培の取組み状況
写真-1 GPSｶﾞｲﾀﾞﾝｽ付きﾄﾗｸﾀｰ(北野地区)

図-10 水稲の密苗栽培の今後の取組み状況
また、密苗栽培の動向を地区別にみると、密苗の田
植実演会が開催されたためか、大雪東川第一、第二地
区や近傍の旭東東神楽地区が先行しており、今後も普
及拡大に向けた実演会等が必要であると考えられる。
(図-11)

図-12 スマート農業の導入状況

図-13 スマート農業の今後の取組み状況
さらに、現状でドローン防除の利用は1割に満たない
が、検討中を含めると7割に及んでいることから、ドロ
ーンの活用は今後に期待できるものと言える。(写真-2)
(図-14）(図-15）

図-11 水稲の密苗栽培の取組み動向(地区別)
(3) スマート農業について
スマート農業の導入については、既に3割以上がGPSガ
イダンス付きトラクターを主体に何かしらのスマート
農業を導入していることがわかった。
また、今後についても検討中を含めると6割に及ぶこ
とから、スマート農業に対する期待は高いものと考え
られる。(写真-1) (図-12) (図-13)

写真-2 ドローン防除(北野地区)
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将来的にはこれらの営農技術が普及していく可能性が高
いと考えられる。
これらの新たな営農技術は、再編整備による省力・低
コスト化の効果をより向上させるものであると同時に、
直播栽培や密苗栽培に必要な用排水が整備されたほ場や、
スマート農業の作業に適した均一で大区画のほ場など、
再編整備の実施により基盤が整備されることが、技術導
入のきっかけになるものであるとも言える。
これらの営農技術だけでなく、今後とも地域のニーズ
や動向を把握しつつ再編整備を実施することで、より地
域の営農方針に則した効果的な事業としていきたい。

図-14 ドローン防除の取組み状況

図-15 ドローン防除の今後の取組み状況
(4) 年代別の動向について
今回のアンケート調査の結果から、これら新たな取
り組みへの意向を、39歳以下と65歳以上の担い手農家で
比較してみると、若い担い手農家の方が意欲的な傾向
にあることがわかった。(図-16）

図-16 新たな取組みへの年代別の動向

7. まとめ
今回のアンケート調査結果から、地域では、水稲の直
播栽培や密苗栽培、スマート農業など新たな営農技術導
入の兆しが見えるものの、現状ではまだ普及が進んでい
ないことがわかった。
一方で、担い手農家はこれらの新たな営農技術に興味
を持ち、その導入を検討していることもわかった。特に
若い担い手農家にその傾向がみられ、世代交代等により、
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