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平成 2６年３月１７日 

平成 25 年度第５回オホーツク地域農業気象連絡協議会 

オホーツク総合振興局産業振興部東部耕地出張所 

基盤整備の効果検証について 

 ～畑地かんがい編～   

■ 趣旨 

○ 平成 25 年度におけるオホーツク管内の気候は、4 月下旬から 5 月中旬にかけての異

常な低温と日照不足、6 月から 7 月の高温と少雨による干ばつとなったため、生育障

害が発生するなど農作物にとって大変厳しい状況でした。 

こうした中、過去に農業農村整備事業にて整備された畑地かんがい施設が積極的に活

用されたことから、畑地かんがいの効果検証を目的として、網走農業改良普及センタ

ー及び JA と連携し、美幌町と斜里町にて馬鈴薯・玉ねぎ・てんさいの収量調査とア

ンケート調査を実施しました。 

 

      

●畑地かんがい実施状況写真 

      

写真１ てんさいへのかんがい状況（レインガン） 写真 2 馬鈴薯へのかんがい状況（リールマシン） 

平成 25 年度気象経過図（斜里町） 

網走農業改良普及センターより  



2 

 

■調査結果（美幌町） 

○馬鈴薯の収量調査結果  

 同一ほ場で畑地かんがいを行った場所・行っていない場所の各区域の任意の場所から 15

株づつを採取し馬鈴薯の重量、規格、個数を調査しました。調査結果はうね間と株間から１

０a 当たり収量に換算しています。（写真３・４） 

 

調査結果    上段（kg/1０a） 

  合計 3L 2L L LM M･S･規格外 

畑地かんがい 

未実施 
4,104 0 228 1,299 893 1,685 

畑地かんがい 

実施 

4,800 237 981 1,800 604 1,178 

調査日 9 月 4 日   品種 男爵 

 

 

 

写真３  畑地かんがい未実施箇所の馬鈴薯     写真４  畑地かんがい実施箇所の馬鈴薯 

     

 

・畑地かんがいを行った場所は、行っていない場所と比較して上位規格の物が多く、収量の

１７％の増加及び品質の向上が確認できました。 

収量及び規格別比較  

LM   L   ２L  ３L 

規格外     S    M 

LM   L   ２L  ３L 

規格外     S    M 

Kg 

4,800kg 

4,104kg 

17％ 
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○てんさいの収量調査結果  

収量調査は畑地かんがいを行ったほ場・行っていないほ場の各ほ場の任意の場所 2

箇所から１０株づつ採取し、計２0 株の重量を比較しました。調査結果はうね間と株

間から１０a 当たり収量に換算しています。   （写真５） 

 

 

 

 

 

調査日 10 月 10 日 

 

写真５  畑地かんがい実施ほ場のてんさい    畑地かんがい未実施ほ場のてんさい   

 

    ※写真は糖度確認のため追加採取した 15 株を加えた 35 株  

 

・調査した結果、畑地かんがいを行ったほ場は、行っていないほ場より重量で約 35％多く

なっていました。 

・糖分を調査した結果、0.6％ほどかんがいをおこなったほ場のほうが低いですが、糖量と

しては 30%多い結果となりました。 

・土地の差もあるとは思いますが斜里町でも同様の結果が出ています。 

 

※たまねぎの収量調査については、ほ場の条件が異なり過ぎていたため割愛しました。 

 

 

調査結果     kg/10a 

項目  畑地かんがい未実施 畑地かんがい実施 差（割合） 

てんさい根重量 5,705kg 7,687kg 35% 

糖分 15.92％ 15.32% △0.6% 

糖量 908kg 1,178kg 30% 
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○アンケート調査結果（美幌町） 

 アンケートについては作物別に、かん水した代表ほ場についてかん水結果に関する感想・

意見を聞き取りしています。 

美幌町では施設を利用している 14 名にアンケートを FAX し、馬鈴薯 8 名、玉葱 5 名、

甜菜 10 名の回答をいただきました。 

【収量について】 

 

・馬鈴薯は約８割の人が平年収量を確保できたとの回答。 

・玉葱、甜菜は６割の人が減収、ただし玉葱は４割の人が増収との回答。 

 

【品質について】 

 

   ・3 品目とも品質を確保できたとの回答は４割から５割。 

 

【出荷について】 

 

  ・3 品目とも計画どおりの出荷。その他の回答も「普通どおり」等問題の無かった旨の回答。 
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【「かん水」を行いどのように感じたか？】（複数回答有） 

 

 

   ・効果を感じなかった人が若干名いたものの、ほとんどの人が何かしら効果を感じている。 

    ・3 品目とも「収入の減収を抑えることができた」との回答が一番多い。 

     

 

 

□美幌町調査結果について 

 ・馬鈴薯は収量調査の結果も良く、アンケート調査でも平年収量を確保したとの回答が最

も多い。 

・玉葱については、8 割の人が「収入の減少を抑えた」、「作付けの遅れの回復」に回答。 

 ・甜菜は収量調査ではかん水による収量の向上がみられたが、平年の収量が確保できたと

の感想は 3 割程度であった。 
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■調査結果（斜里町） 

○馬鈴薯の収量調査結果  

 畑地かんがいを行ったほ場・行っていないほ場の各ほ場の任意の場所から 14 株づつを採

取し馬鈴薯の重量、規格、個数を調査しました。調査結果はうね間と株間から１０a 当たり

収量に換算しています。（写真６・７） 

調査結果     上段（kg/10a）

  合計 3L 2L L M 規格外 

畑地かんがい 

未実施 

4,200 161 562 669 1,792 1,017 

畑地かんがい 

実施 

5,676 0 0 277 1,993 3,405 

調査日 10 月 3 日  品種 アスタルテ（澱粉用） 

 

 

写真６  畑地かんがい未実施ほ場の馬鈴薯     写真７  畑地かんがい実施ほ場の馬鈴薯 

    

・畑地かんがいを行ったほ場は、行っていないほ場と比較して下位規格の物が多くなりまし

たが、澱粉用の品種であるため、規格外も含めて収量となります。収量は 3１％の増加が

確認できました。 

収量及び規格別比較  

kg 

5,676kg 

4,200kg 

規格外  →    ３L 規格外  →    ３L 

31% 
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○たまねぎの収量調査結果  

畑地かんがいを行ったほ場・行っていないほ場の各ほ場の任意の場所４㎡（２ｍ×

１ｍ×２箇所）から採取した玉ねぎの重量、規格、個数を調査しました。（写真８・９） 

調査結果   個/4m2 ｔ/10a 

  合計 2L L 大 L M S･規格外 総重量 

畑地かんがい 

未実施 
133   5 26 60 42 4.9t 

畑地かんがい 

実施 
135 38 53 26 11 7 9.3t 

 調査日 かんがい未実施 9 月 12 日  かんがい実施 9 月 18 日 

 

 

 

写真 8 畑地かんがい未実施ほ場の玉ねぎ     写真 9 畑地かんがい実施ほ場の玉ねぎ     

      

                              

・同じ面積の玉ネギを採取し比較した結果、畑地かんがいを行ったほ場は、行っていないほ

場より上位規格の物が多く、重量も４９％多い結果となりました。かんがい効果だけでな

く土地の差による影響もあったと考えられます。 

 

規格別シェア（個数） 

個 

２L 
L 大 

L 大L 
L M S 規格外 

規格外
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○てんさいの収量調査結果  

同一ほ場で畑地かんがいを行った場所・行っていない場所の各区域の任意の場所 2

箇所から１０株づつ採取し、計２0 株の重量を比較しました。調査結果はうね間と株

間から１０a 当たり収量に換算しています。     （写真１０・１１） 

 

 

 

 

 

調査日 10 月 23 日 

写真 10  畑地かんがい未実施箇所のてんさい   写真 11 畑地かんがい実施箇所のてんさい   

   

・同じ株数のてんさいを採取して比較した結果、畑地かんがいを行った場所は、行っていな

い場所より重量で約６８％多くなっていました。 

・糖分を調査した結果、0.5％ほどかんがいをおこなった場所のほうが低いですが、糖量と

しては６３%多い結果となりました。かんがい効果だけでなく土地の差による影響もあっ

たと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果     kg/10a 

項目  畑地かんがい未実施 畑地かんがい実施 差（割合） 

てんさい根重量 5,920kg 9,920kg 68% 

糖分 16.81％ 16.35% △0.46% 

糖量 995kg 1,622kg 63% 
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○アンケート調査結果（斜里町） 

斜里町では施設を利用している１７名にアンケートを手渡し、馬鈴薯10名、玉葱10名、

甜菜 16 名の回答をいただきました。 

 

【収量について】 

 

・馬鈴薯は 8 割、玉葱は 6 割、甜菜は 4 割が平年並みかそれ以上の収量。 

 

【品質について】 

 

・3 品目とも約半数が品質を確保できたとの回答。 

 

【出荷について】 

 

    ・おおむね計画どおりの出荷との回答。 
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【「かん水」を行いどのように感じたか？】（複数回答有）

 

     ・玉葱の効果を感じた割合が多い。 

    ・その他も「初期生育が遅れなかった」等の効果を感じた回答がほとんど。 

・約 7 割の人が何かしらの効果を感じている。  

 

□斜里町調査結果について 

 ・馬鈴薯は収量調査の結果も良く、アンケート調査でも 8 割の方が平年収量を確保した、

または上回ったとの回答。 

・玉葱・甜菜の収量調査ではかん水による収量の向上がみられたが、平年の収量が確保で

きたとの感想は５割程度であった。 

 

■畑地かんがいの効果について 

・収量調査はほ場や調査日など条件の異なるものは精度が低いと考えていますが、６調査

のうち 5 調査で収量増、４調査で品質向上の結果となったため、畑地かんがいの効果

は一定程度現れていると考えています。 

 ・天候不順で作付けが約 3 週間も遅れた状況のなかで、美幌町では「収入の減少を抑え

られた」との回答が、斜里町では「平年並みの収量を確保できた」との回答が一番多か

ったこと、また意見要望ではかんがい施設の追加要望が多かったことから、当管内では

畑地かんがいの普及推進が必要と考えられる結果となりました。 


