
「沖永良部島畑かんマイスター」始動!! 

 去る５月２９日，和泊町東ホテルにて，「沖永良部島畑かんマイスター※」の委嘱式が執り行われました。 

 畑かんマイスター制度は，沖永良部島畑地かんがい営農推進協議会が，畑かんを活用した営農を先駆的に実践

している農業者を「沖永良部島畑かんマイスター」として委嘱するものです。 

活動としては，地域農業者に対して畑かん営農に関する助言や波及活動を行うことにより，水かけ農業がより

多くの方々に実践され，生産性向上や省力化が図られることを目的としています。                

＊マイスター：「職人，達人」の意味    

【和泊町】                    【知名町】 

瀬川 静一郎 氏(瀬名字・さとうきび・右から2番目) 池 幸二郎 氏(屋者字・さとうきび・左から3番目) 

平山 良市  氏(根折字・さといも・右から３番目)  三原 昭彦 氏(黒貫字・飼料作物・左から2番目) 

和田 次夫  氏(喜美留字・飼料作物・中央)     皆吉 貢  氏(田皆字・さといも・当日欠席) 

喜美留字：和田 次夫 氏 （飼料）        黒貫字：三原 昭彦 （飼料） 沖永良部島畑地かんがい営農推進協議会 

事務局  鹿児島県大島郡和泊町和泊10番地  和泊町役場 経済課内  0997-84-3518

・「沖永良部島畑かんマイスター」始動!! 

・“畑かん”で安定した作物生産に取組もう 

・国営沖永良部土地改良事業進捗状況について 

・県営事業の進捗状況等について 

・農地中間管理事業について

平成２７年６月１８日発行

                     Nｏ.10

畑かんマイスターのご紹介



”畑かん”で安定した作物生産に取り組もう

畑かん利用の効果について再確認してみましょう!

次は，水の必要性について，光合成の面から考えてみます。

平成26年12月下旬から翌27年２月中旬までの降水量が，平年値の1割にも満たない状況に

陥り，この時期としては滅多にない｢干ばつ｣となりました｡(図１参照)

このような状況を受け，各町では干ばつ対策本部を設置し，コイン式取水場の無料開放やか

ん水の徹底の呼びかけ，散水車派遣など各体制の強化に取り組みました。

これまで，機会あるごとに”水かけ農業”の必要性とその効果等についてお知らせしてきま

したが，ここで改めて水利用に際しての基本知識及びその効果等についてご紹介します。
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図１ 降水量の推移（H26/12～H27/3）

1日の降雨量が5mm未満(有効降雨量以下)の連続状況

(集計期間：1985.4～2015.3(30年間)，観測所：沖永良部)

※有効な降雨量
連続20日以上 畑面に降った雨のうち,作物の

うち 連続３０日以上 生育に有効に利用される雨量。
日本の用水計画では,5mm/d

6月～ ９月 ２７年 （４２回） ８年 （ ９回） 未満を無効とするので，これ
以上を有効として算出

12月～翌年３月 １４年 （１７回） ６年 （ ７回）

梅雨明け後は，３０年の内９割以上の年で，連続２０日以上作物に必要な降雨がありませ

ん。作物がすくすく育つよう，是非，梅雨明け直後からの干ばつに備えて，かん水できる準

備を早めに行い，適切なかん水を行うように心がけましょう｡

畑かんを利用することにより，大きく２つの効果
（１）生産性の向上 発芽や定植後の活着が安定し，収量・品質が向上。

特に効果が高いのは，さといも，さとうきび，花き類等。

干ばつが続く場合，バレイショを含めほとんどの作物で効果が

あります。

（２）気象･自然災害対策 少雨・渇水の場合，露地野菜等で発生する生育障害を回避。

潮風害が予想される時は，散水し，塩分を洗い流す。
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なぜ水か必要かもう一度考えてみませんか?

植物の営みは，光合成!! 光合成に水は不可欠!!

さとうきび･さといも･バレイショなどの植物は，葉の光合成によってショ糖をつくり出し

ます。このショ糖が，茎の生長の糧となるわけで，分けつ数の確保や茎・葉の生長には必要

なものです。特に，さとうきびでは，生長が一段落する頃(生育後半)になると，光合成でつ

くられたショ糖は茎内に蓄えられる量が多くなり糖度が増します｡

何が原因で収量が低いの？ ※多くの要素を考慮した制限要因の模式図

今一度，作物別のかん水量について確認しましょう!

かん水量
作 目 名 かん水間隔 備 考

(10a当たり)

・小雨(日雨量10～20mm)の場合，半分
さとうきび ７日おき 23t

・大雨(日雨量200mm)の場合，かん水不要

10日おき 10t ・萌芽期と子いもが着生する５～６葉期以降
さといも

※４～５日おき 10～20t ※下段は，子芋肥大期(スプリンクラーかん水では多めに：周辺との調整必要)

・かん水期間は，植付時から約１ヶ月間
バレイショ ７日おき 15～20t

※年明けは,極端に乾燥する場合のみかん水

・植付前に，30t/10a
グラジオラス ７日おき ５t

※あまり加湿にならないように注意

※夏場に,干ばつが約30～40日続くと収量は約半分
飼料作物 ７～10日おき 20t

・生育期(は種前:20～30tを１回かん水)
緑肥作物 ７日おき 20～30t

※発芽期の乾燥は，発芽率が低下する。

【作物別のかん水基準：水を利用した沖永良部島の農業から】

植物(葉緑体) ＋ 二酸化炭素 + 水 ＋ 光

糖 + 酸素 ＋【水】 を作ること
光合成の最終産物はショ糖(さとうきびでは，特に重要)

一番短い部分から水は溢れ出し，結局，水
の高さは，一番短い板(要因)の高さまでしか
溜まりません。

一枚の板(要因)のみがどれだけ長く(優れ）
ても，他の板とのバランスが悪ければ，満水
になりません。

増収を考える!!
水はなくては，ならないものです。
あなたの作物栽培の中で，かん水が出来る

ようになった時に，より短い板（要因）とな
っているものはどのような要因ですか？
その短い板を長くする(要因の対策を立て

る)ことで，単収の向上が期待できます。
要 因

栽培には，多くの要素が必要であり，その中の1つでも不足すると，その不足した要素

が制限要因となり，収量等（成果）を低下させます。

光合成に必要な水は，露地栽培において気象条件に左右され，畑かんが整備されていな

い場合は，大きな制限要因となる場合もあります。



国営沖永良部土地改良事業進捗状況について

１ 進捗状況
国営沖永良部農業水利事業は，平成１９年度の事業開始から９年目となり，かんがい効果の

早期発現のため，昨年度より知名町「余多地区」及び和泊町「根折地区」へ通水を開始したと
ころです。
今年度も知名町「正名地区」「田皆地区」へ通水を計画しており，今後とも地下ダムの水を利

用した営農が可能となるよう取り組んでいます。
また，国営事業所では，平成２７年度も引き続き地下ダム止水壁工事，パイプライン等につ

いて整備を行っていきますので，工事への御理解と御協力を御願いします。

２ 地下ダム止水壁
地下ダム止水壁の工事は，止水壁延長Ｌ＝2,414ｍのうち約400ｍが完了しており，今年度

は現在施工中の４・５・８工区を完成させるとともに，新たに３・６工区に着手します。

３ 太陽光発電施設の供用開始
将来の維持管理費の低減のために，昨年戸設置した余多揚水機場・大山吐水槽・越山ファー

ムポンド・下城ファームポンド太陽光発電施設において，今年４月から九州電力へ売電を開始
しております。
なお，４号集水井に建設中の太陽光発電施設につきましても，８月より売電を開始する予定

です。

余多揚水機場発電施設 越山ファームポンド発電施設



県営事業の進捗状況等について 

１ 進捗状況 

国営事業受益の区画整理及び畑地かんがいの整備を実施する国営附帯県営事業については，先行関連地区を含

めて昭和５６年度から事業開始し，早期の完成に向けて整備を進めています。 

 区画整理地区が全１６地区，畑地かんがい地区が全２０地区計画されており，平成２６年度までに区画整理地

区が１５地区採択され，畑地かんがい地区が１１地区採択されています。 

平成２６年度までの事業量の進捗は区画整理地区が約８５％，畑地かんがい地区で約３９％となっており，今

後も事業推進を行いながら工事実施を進めてまいります。 

２ 新規採択地区の予定 

（１）平成２７年度新規採択予定地区 

    平成２７年度は和泊町の第二伊美地区と知名町の田皆・矢護仁屋地区，瀬利覚地区の計３地区が新規採

択予定となっています。当該３地区については，現在，夏頃に法手続完了を見込んでおり，地区採択後は

早期の工事着手に向けた地域との調整や，設計作業に入ることにしています。 

事 業 名 地 区 名 町 名 事 業 量 

県営農地整備事業 

（畑地帯担い手育成型） 
第二伊美 和泊町 区画整理Ａ＝１３ha 

県営農地整備事業 

（畑地帯担い手支援型） 
田皆・矢護仁屋 知名町 畑地かんがいＡ＝１４３ha 

県営農地整備事業 

（畑地帯担い手支援型） 
瀬利覚 知名町 畑地かんがいＡ＝７４ha 

（２）平成２８年度新規採択希望地区 

和泊町の手々知名地区と伊美地区の計２地区について平成２８年度採択に向けた取り組みを行っていま

す。今年度は，国の審査を経て夏場以降に法手続に着手し，関係する受益者の皆様から事業導入への同意

取得手続きを行う予定にしています。事業へのご理解と手続きへのご協力をお願いします。 

事 業 名 地 区 名 町 名 事 業 量 

県営農地整備事業 

（畑地帯担い手支援型） 
手々知名 和泊町 畑地かんがいＡ＝２４ha 

県営農地整備事業 

（畑地帯担い手支援型） 
伊美 和泊町 畑地かんがいＡ＝７０ha 




