
寒地土木研究所月報　№803　2019年度 � 19

寒地土木研究所、水利基盤チームの川口と申します。
よろしくお願いいたします。
本日、私からは「北海道の豊かな資源を生かす農業
土木技術と研究開発の取り組み」について、ご紹介さ
せていただきたいと思います（図－1）。
北海道は、様々な形態の農業がありますけれども、
本州とは違い、広大な土地を利用した大規模な稲作、
畑作、酪農が展開されています（図－2）。本州には歴
史ある稲作文化があり、その中で農村社会が形成され
ておりますが、北海道は明治以降、短期間で開発がな
され、現在の農業スタイルや、地域形成がなされてき
たところが特徴的なところです。これらの農業地域の
形成には、農業農村整備が深く関わっておりまして、
そこにさまざまな農業土木技術というのが使われてき
ています。
一言、農業土木技術といっても幅がかなり広く、な
かなか捉えるに難しい言葉かなと思います。我々、水
利基盤チームでは、主に国営の農業農村整備事業に必
要な農業土木技術の調査、試験、研究などを行ってお
ります。そこで本日は、目次として示しますように（図

－3）、農業土木技術というのはどんなものかというこ

と、特に北海道の農業土木技術というのはどんな特徴
があるのか、現在寒地土研ではどんな研究開発を行っ
ているか、一端を知っていただき、今後、どんなこと
が必要だろうかということを、私なりに展望をしてみ
たいと思っております。よろしくお願いいたします。
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説明の中では、写真をたくさん使わせていただきま
す。これらの写真の多くは、北海道土地改良設計技術
協会さんが毎年行っておられる、北の農村フォトコン
テストの写真です。いい写真がたくさんございますの
で、それらを使わせていただきますが、特に農業土木
技術が色濃く感じられる写真がございますので、それ
らを中心に紹介いたします。
最初に少し農業土木という言葉の意味合いを確認し
ておきたいと思います（図－4）。左のほうに農業土木
とか農業農村工学、土地改良事業、農業農村整備事業
という言葉を挙げてみましたが、もともとは、土地改
良、これは土地改良法という法律が昭和24年にでき、
農業生産の基盤である水利条件、土地条件などを整備
開発保全する目的で土地改良事業というものが始まっ
ておりまして、それに必要な土木的な技術ということ
で農業土木技術という言い方をしておりました。
その後、一番下に農業農村整備という言葉がありま
すが、生産基盤の整備だけではなく、生活基盤の整備
というものも同時に行ったりしてきていまして、平成
に入った頃に、国の予算の費目も、農業農村整備事業
費という形で変わってきて、この頃は農業農村整備事
業費という言葉を結構使うようになってきています。
その後は、生産基盤整備、それから生活環境整備、
それと併せて地域環境や地域資源の循環についても一
体で取り組んでいて、地域工学的な観点で、農業農村
工学という言葉が出てきております。
平成19年、農業土木学会が農業農村工学会に名称変
更になりましたが、今はそういった意味で、幅広い捉
え方をしております。これらを包含しても、農業土木
という言葉は今も結構使っています。特に我々のとこ

ろでは、生産基盤の整備というところを中心に行って
いますので、今日も農業土木、農業土木技術という言
葉を使わせていただきます。
これは農業土木技術の体系で、学会のハンドブック
の目次を整理したものです（図－5）。農業農村の整備
計画から設計・施工、それから管理に関わる部分まで
幅広い分野でございますが、その中でも我々の研究は、
特にかんがい排水の計画だとか、農業水利施設に関わ
る設計・施工、保全、管理などを主に担当していると
ころです。今、図の吹き出しの赤でくくってあるとこ
ろが、我々が今、取り組んでいるところになっており
ます。
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北海道の農業土木技術を見ていく場合に、どんな特
徴があるのかというところですが（図－6）、まず自然
条件で、積雪寒冷であったり、土ですね、土壌がかな
り特殊で、泥炭であったり軽い火山灰土壌であったり
とか、これらがかなり関係しております。
それから、豊かな土地資源と書いてあります。やは
り広い土地があるという条件のもとで、大規模な稲作、
酪農、畑作というのが展開されていること。こうした
ところに必要な整備というのは、またいろんな形で本
州と違っているところがあります。また、それぞれ稲
作、酪農、畑作の間でも、導入していかなければなら
ない技術というのは、かなり違うものがあります。
そういったことを踏まえて、北海道の農業土木技術、
これらに講ずる技術というものが、かなり違っており
ます。特に稲作、酪農、畑作地帯ではそれぞれ技術が
違いますので、今日はこの分類で見ていきたいと思っ
ております。
まず稲作地域になります（図－7）。道央、道南、そ
れから上川方面というのが大規模な生産地ということ
になりますけれども、左の上は代かきの写真で、こう
いった風景は北海道にいればどこでも見られます。左
下は田植え、右下は稲刈りですね。右上には取水堰の
写真が載せてございます。
これらの写真は、道内の水田開発の一例ということ
で、空知、石狩の写真になります（図－8）。石狩川下
流域の泥炭地開発で、開発初期のものです。泥炭地で
湿原が広がっていましたので、農地としては一番不適
なところなんですが、この図は石狩川流域になります
けれども、茶色に塗ってあるところが泥炭地で、こう
いったところの開発が進んで、今は日本に誇る大穀倉

地帯になっているということでございます。
湿地ですから、とにかくまず水を抜かないと農地に
できないというところなのですけれども、まず石狩川
の開発といいますか整備、改修というのが、明治の中
旬ごろからスタートしまして、石狩川の水位が大きい
ところでは3メートル50センチくらい低下しました。
これによって、支流の川の水位が下がる。そうすると、
やっと湿原のほうの水がはけていくということになり
まして、左下の写真にありますように、そういったと
ころにまずは溝を掘って水を抜いて、土地を乾かして
いったという歴史があります。
真ん中上の写真は、ある程度乾いたところの土を動
かしながら、整地をしていくところですが、いかんせ
ん泥炭なものですから、ブルドーザもそのまま自重で
沈んでしまうような状態でございます。また普通のブ

図－6 図－7
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ルドーザでは土もうまく押せないということで、写真
にあります泥炭地の湿地ブルドーザというものも開発
されながら、農地が造られていったということです。
この右上の写真は、スキー場のリフトみたいな感じ
ですが、索道客土といいまして、これは美唄あたりな
のですけれども、三笠とか美唄の山から、土をリフト
でどんどん運んで客土していったのですが、こういっ
た土地改良の事業を展開しながら、穀倉地帯が造られ
ていったというところです。
その後、さらに排水改良だとか圃場の整備もしなが
ら、営農がさらになされてきておりますが、最近では
農地の大区画化ということで、国営の農地再編整備事
業などによって、大区画化が進められてきております。
この写真は妹背牛町の例ですが、一筆0.5ヘクター
ルくらいの水田が、2.2ヘクタールの区画に整備をさ
れてきております。
併せて水田地帯（図－9）では、農業用水を確保し
ていかなければならないということで、ダムにより水
源開発されまして、下の写真にあります頭首工ですね、
それからポンプ場などで川から水を上げまして、それ
をこういった水路ですね、右側はパイプラインになり
ますけど、水路によって水田に水が運ばれていくとい
うような灌漑技術でございます。最近はどちらかとい
うと、従来の開水路を末端の圃場レベルまでパイプラ
イン化を進め、管理の省力化なども図っていっている
というような状況がございます。
ここで、稲作地域で、我々のチームが取り組んでい
る研究開発を紹介します（図－10）。大区画化が進ん
でいく、これに併せて地下からかんがいする方式、「地
下かんがい」というものも進んでいく、それから栽培

方式も。今までは田植えをして、稲を育てるという方
式なんですけど、最近は、籾をそのまま水田にまく栽
培方式。こうした乾いたところ、もしくは湿ったとこ
ろがありますけれども、種もみをそのまま圃場に播い
て、栽培していくという直播栽培というのもかなり入
ってきています。こういった圃場の整備水準だとか、
栽培方式が変わってきますと、当然ながら水の必要な
量だとか、必要な時期なども変わってきます。そうい
ったものを捉えながら、水の利用をどうしていったら
いいのか、それから施設にどんな影響があるのかとい
うことなどを解明し、用水計画や施設計画に役立てる
研究に取り組んでおります。
この下の図は、地域、周辺水文環境と調和したかん
がい排水技術の構築とありますけども、農業用水とし
て取水しますと、その一部は排水となって地域の水循
環というのがあるんですけども、それが例えば用水路
がパイプライン化されてきますと、水の循環というの
も変わってまいりまして、排水の水質に変化が生じて
きたり、沼が枯れてきたり、地下水の涵養が低下した
りとか、地域内にさまざまな影響が出てきますので、
そうしたところを捉えながら、地域の水環境と調和し
たかんがい排水技術というものを開発していこうとい
うことで、調査や分析も進めているところです。
それから、もう一つの研究事例として挙げさせてい
ただきましたけども、ストックマネージメントに関す
るものです。これまで、かなりの農業水利ストックを
整備してまいりましたけれども、そういったものの維
持保全といいますか、農業水利施設の劣化が進んでま
いりますけれども、北海道の場合は特に凍害の影響を
受け複合的な要因で劣化というものが進みます。その

図－9 図－10
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メカニズムの解明、補修、補強など工法の開発、評価
というものを進めています（図－11）。
この右の下の写真、ちょっと見づらいかもしれませ
んけれども、これはコンクリート開水路の補修を機械
で施工していくというような工法を、農水省の官民連
携の新技術開発事業というのを使いまして、民間の方
と一緒に技術開発する研究です。現場では、労働力が
足りなくなってきたり、職人さんがいなくなって来て
いるような状況がございますので、そうしたところを
機械化施工という形で補っていかなければならないと
いうような趣旨で、開発を進めさせていただいており
ます。
次に畑作地域です（図－12）。左上の写真は上川、
富良野あたりの畑作地帯です。その下は十勝です。右
上の写真は、オホーツク、斜里、小清水あたりの写真
になりますけども、この写真には大きなマシンが写っ
ています。ホースを巻いたマシンがありますけれど
も、これが北海道特有といいますか北海道の大規模畑
作かんがいの実施状況です。
地中には、農業用水のパイプラインが通ってまして、
それをこのリールマシンに接続します。ホースがドラ
ムに巻いてありますが、ホースをずっと伸ばして畑の
中にある先端にノズルが付いていまして、そこで散水
するというようなシステムです。
このドラム自体は、水を通しますと水圧により自動
でゆっくり巻いてきますので、畑の奥のほうからずっ
と手前のほうにホースを巻きながら水をまいていくと
いうような形です。かなり大規模な散水方式ですが、
夜にセットすれば、朝までに手前の畑まで2ヘクター
ルから3ヘクタールくらいの面積が一晩でまけるとい

うような形になります。本州では見られない北海道特
有のかなり特徴的なかんがい技術と思いますが、フラ
ンスから技術を持ち込み、改良されて北海道の灌漑技
術として定着しております。
これらの写真は畑作地域の農地の開発ですね（図－

13）。ちょっと古くなりますけれども、昭和の時代、
平成の一桁時代くらいまで、山林や原野を新たに切り
開いていく農地開発をしておりまして、左上の写真は
山を削って谷を埋めていくというような工法の農地造
成、この真ん中上の写真は山成り工という地形なりに
整備する工法で造られた農地です。こういった形で土
地基盤というものを広げながら、今の畑作農業の経営
基盤が確立されていきました。
下の写真は、畑作地域はそうなんですけど、排水が
非常に重要でありまして、下の真ん中の写真のような

図－11 図－12
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湿気た農地が、右と左の写真では場所は違いますけれ
ども、右側の写真のように排水路の整備が進められて
おりますし、圃場自体には暗渠排水というものを設け
まして、地下から圃場自体の排水を行うというような
事業も行われてきております。
これらの写真は畑作地域の灌漑施設です（図－14）。
ダムなどの水源を設けまして、地域にこのようなパイ
プラインを張り巡らせ水を運び、圃場にかん水してい
くというような仕組み、これらが主要な畑地かんがい
の施設です。
畑作地域で、我々が今どんな研究をやっているかと
言いますと（図－15）、農地ですね。農地には傾斜が
あり、けっこう軽い火山灰であったりしますので、農
地からかなりの土砂の流出が発生します。土砂流出の
把握対策というのが、やはり農地の防災事業とか、も
しくは農地の整備事業というものに大きく関わってま
いります。そのための土砂の流出の予測ですね、予測
技術、解析モデルというものの適用に関する研究を行
っております。
ここではアメリカで開発された流出モデルを活用
し、北海道の条件下で適用していけるように、いろん
なファクターを考えながら、解析を進めているという
ものでございます。
もう一つ、今取り組んでいる研究といたしまして、
農業用水のパイプラインで地震時導水圧の観測という
ものを行っております（図－16）。地震が発生します
と、揺れで管水路内の曲がり部分なんかに水圧の変化
が生じまして、それが伝播していくというような現象
が分かっております。この現象を、実際に十勝の現場
で継続して観測をしておりまして、どんな揺れで、ど

のくらいの圧力が発生してくるというのも、データと
して捉えてきております。
これは畑作地域に限定した現象ではないのですが、
先般、胆振東部地震のときも、厚真町に建設されたパ
イプラインのこういった曲がりの部分で破損が生じた
り管が外れたりということがかなり起きました。実際
に被災したところの原因の分析や、復旧の対策への反
映を行うなど、これまでに研究の成果も活用されてお
ります。
続きまして酪農地帯でございますが（図－17）、こ
れは根釧の酪農地帯、これはサロベツあたりですね。
こちらは、十勝の酪農風景です。ちょっとずつ何か違
うような感じもしますけども、道内にはこんな酪農地
域が広がっています。
今、お示ししますのは根釧地域の写真になりますが

図－14 図－15

図－16
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（図－18）かつて、新酪農村の事業や、草地開発事業
などで基盤整備がなされてきましたが、現在、担い手
がかなり減少していく中でも、増加する需要を満たす
ような、生乳生産を行うための経営の合理化というの
がかなり図られてきています。
かなり牛の頭数も多いですから、その家畜のふん尿
に由来します流域への水質への影響などもかなり懸念
されているところです。国ではこういったことを背景
に環境保全型かんがい排水事業という事業を行ってお
りまして、牛のふん尿をスラリー状で発酵させまして、
それを一時貯留しておいたものを適期に牧草地に還元
していくシステム、これを肥培かんがいシステムと呼
んでいますけれども、そうしたものにも取り組んでお
ります。併せて、排水や小河川のところに土砂かん止
林だとか遊水池などを設けながら、水系への水質緩和
を図っていく、こういった環境保全型かんがい排水事
業が進められております。
こういったところの水質の解析手法の確立につい
て、今我々のチームの中で取り組んでおります（図－

19）。事業の整備の効果を検証したり、将来の水質の
予測などに役立てていくということで、研究開発に取
り組んでおります。
ここまで、稲作地帯、畑作地帯、酪農地帯というこ
とで、ランダムではありますけれども、農業土木技術
や研究取り組みをご紹介させていただきました。
最後に、今後必要と思われることということで、私
の私見ではありますけれども、いくつか重要だと思っ
ていることを挙げています（図－20）。
一つ目は、農業基盤ストックの維持保全ということ
で、これまで造ってきた施設を適切に守っていくため、

図－17 図－18

図－19

図－20
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これは今も取り組んでおりますけれど、引き続き取り
組んでいかなければいけないと思っています。
ここに高度利用技術と書きましたが、今後水利用の
高度化というものが必要かと思っています。地域の水
利用を再編していく、それから施設なんかも再編しな
がら、合理的に使っていくというような方法というの
はこれから必要で、そのための技術というものが必要
かなと思います。併せまして、維持管理の適正化、簡
素化を図ることも重要。低コストでそれが実現できる
というようなところへの技術は必要と思っています。
二つ目はスマート農業と農業農村整備というような
ことなんですけれども、今北海道でもトラクターの
GPSガイダンスだとか、自動操舵システムの導入で、
自動でトラクターが走行できるような技術が進んでき
ましたが、北海道はもともと大規模な圃場も多く、そ
ういった導入素地があるかなと思います。これまで大
区画化も積極的に進めてきているし、自動操舵は9割
以上が北海道で導入されているという状況がございま
す。
ただしトラクターに限らず、まだまだこれから新技
術の導入素地というものはあります。そうしたところ
を基盤整備、農地の整備なんかと併せて、導入しやす
い環境をつくっていくということは非常に重要なこと
と思っております。
それから、スマート農業ということですけど、特に
農業用水の水管理システムというのが、まだまだいろ
んな技術を使いながら、もっと使いやすくできていく
のかなと思っていますので、そうしたところにもまた
技術を導入していかなければならないと思っておりま
す。
三つ目は環境保全や資源循環というものですが、農
村部にはバイオマスエネルギーなどが豊かにあります
ので、地域エネルギーの循環といいますか、そうした
ものをまだまだ進めていかなければいけない、そのた
めの技術開発が必要と考えております。
最後ですが、気候変動ということで、温暖化などが
進んできます。例えば温暖化物質を削減していくとい
うアプローチも必要ですが、実際に気候変動が進んで
いくことに対して、直接、農業生産に影響することへ

の緩和といいますか、そうしたことを、農業土木技術
の視点で考えていかなければいけないということが四
つ目の点になります。
考えられるのは、例えば北海道の場合は、雪解け水
をダムにためて夏場に使っていくというようなことを
していますけれども、雪解けがどんどん早くなってき
たりしますと、そういう用水がきちっと確保できるだ
ろうか、また温暖化が進めば作物の栽培の方法が変わ
ってきたりします。作物自体も変わってくるのかもし
れません。そうしたところでの用水、かん水の方法と
か、水の利用の仕方も変わってくるのではないか、そ
ういったことも考えられます。
また、雨が集中的に降るというようなことが起きて
きている。そうしたところでは、特に農地の排水が問
題になります。農地排水の強化ということも考えてい
かなければいけない、これも必要かなというふうに考
えております。他にもいろいろあると思いますが、そ
ういったところが重要かなと考えております。
ここまで、農業土木技術というものについてお聞き
いただきました。駆け足で説明させていただきました
けれども、これまでといたします。どうもご清聴あり
がとうございました（図－21）。

図－21


