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農業生産の気候変動に関する影響アンケート

近年、気候変動による農業生産への影響が顕在化する中、道南地域においても令和３年は記録的な暑さを経
験しました。そこで、農林水産省北海道農政事務所函館地域拠点では、生産者の皆様の気候変動の影響や意向
についてアンケートを実施しました。

＜アンケートの対象者＞

○ 令和３年12月に、函館地域拠点管内のＪＡにご協力いただき、渡島・檜山管内の水稲生産者に
アンケート票を配布。

○ 回答者数は、渡島・檜山管内１市12町の55人

○ 回答者の年齢構成は、右のグラフのとおり。
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１ 令和３年産水稲における気候変動の影響（１）

○ 令和３年産水稲の生産において、高温、少
雨等、気候変動の影響を受けたかお聞きした
ところ、「影響があった」が54.5％と最も多
く、次に「影響はなかった」が36.4％、「よ
くわからない」が9.1％となっている。

⇒ 回答者のうち５割強の生産者が気候変動の
「影響があった」と回答

問１ 令和３年産水稲において、高温、少雨等気候変動の
影響を受けましたか？
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１ 令和３年産水稲における気候変動の影響（２）
○ 気候変動の 「影響があった」と答えた方に、受

けた影響についてお聞きしたところ、「被害粒(胴
割粒）、白未熟粒等が増加した」が73.3％で最も
多く、次に「生育が良く、収穫量が増加した」が
70.0％、「タンパク値が低く食味が良くなった」
が40.0％となっている。

⇒ 回答者のうち７割の生産者が「生育が良く、収
穫量が増加した」と回答したものの、「被害粒
（胴割粒）、白未熟粒等が増加した」と回答し
た生産者が最も多い。

注：気候変動の「影響があった」と回答した30人における各項目（複数回答）の選択者の割合

（参考２）ふっくりんこの１等比率の推移
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問２ 問１で「影響があった」と答えた方にお聞きします。
どのような影響がありましたか？

北海道産米の１等比率は全国的に見て高水準
であるものの、令和３年産ふっくりんこの１等比
率は91.9%と前年産に比べ3.5ポイント低下

⇐

３

被害粒（胴割粒）、白未熟粒等
が増加した

生育が良く、収穫量が増加した

タンパク値が低く食味が良く
なった

病害虫の発生が多かった

注：各年産の11月30日現在の１等米比率
資料：北海道における米穀検査実績（北海道農政事

務所生産経営産業部業務管理課）

（参考１）水稲うるち玄米の１等比率

注：令和３年３月31日現在 農林水産省穀物課調べ



２ 気候変動の影響に対する生産者の不安

○ 今後も気象変動の影響が続くと予想される
中で、生産者として今後どう考えているかお聞
きしたところ、「来年度に向けて対策を講じる
必要があると考えている」 が47.3％と最も多く、
次に「不安はあるが具体的な対策までは考え
ていない」が40.0％となっている。

⇒ 回答者のうち５割の生産者が「来年度に向け
て対策を講じる必要があると考えている」と回答

⇒ 回答者のうち４割の生産者が､「不安はあるが
具体的な対策までは考えていない」と回答

問３ 今後も気象変動の影響が続くと予想される中で、生産者として
今後どう考えていますか？
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３ 気候変動の影響への対策

注：「来年度に向けて対策を講じる必要があると考えている」と回答した26人における
各項目（複数回答）の選択者の割合
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問４ 問３で｢来年度に向けて対策を講じる必要があると考えている｣と
答えた方にお聞きします。具体的な対策は、どのようなことですか？

○ 「来年度に向けて対策を講じる必要がある
と考えている」と答えた方に、具体的な対策
についてお聞きしたところ、 「水管理の徹
底」が73.1％と最も多く、次に「生育状況
に応じた適切な肥培管理」が38.5％、「収
入減少に備えた収入保険への加入」が34.6
％となっている。

⇒ 回答者のうち７割の生産者が「水管理の
徹底」を実施する予定と回答

（参考３）収入保険
• 青色申告を行っている方が対象です。
• 原則全ての農産物を対象に、農業者の経営努力では避けら
れない収入減少を広く補償します。

５



４ 令和３年産における水稲以外の作物の気象変動の影響（１）

にんじん ・高温・少雨の影響により、発芽不良・生育不良が多くみられた。
・収穫が早まった地域や遅れた地域が混在し、収穫時期がずれて複数の産地による出荷の
ピークが重複したこと等が要因となり価格下落。

かぼちゃ ・高温・少雨の影響により、茎葉が伸長せず萎縮しており、生育不良や果実の日焼け等に
より品質が低下した。

トマト・ミニトマト ・高温障害の影響で収穫量は昨年の半分以下となった。花飛びがみられた。
・収量は多くなったが、産地競合により価格が下落した。

レタス ・不結球が発生した。

ブロッコリー ・花蕾の変形が発生した。
・収穫時期が早まり、収穫が追いつかなくなった。

ほうれんそう ・高温の影響により夏場に収量が減少した。とろけが発生した。

に ら ・生育不良。葉先枯れ。

６

＜野菜＞

○ 本年産の水稲以外の作物における気象変動の影響について、本アンケート及び当地域拠点において関係機関
や生産者から情報収集したところ、以下のような情報が寄せられました。



４ 令和３年産における水稲以外の作物の気象変動の影響（２）

ばれいしょ ・高温・少雨の影響により全体的に小玉で、収穫量が減少した。
・生育が早まり、例年より、いもの発芽が多くみられた。

りんご

花 き

・夏の高温の影響で蜜の入りが非常に悪かった。

・少雨のため、散水に例年の倍以上の労力を費やした。

大 豆 ・収量が増加した。
・褐斑粒により品質が低下した。

小 豆 ・収量が増加した。
・少雨で生育が悪かった。

そ ば ・６～８月が少雨で収量が増加した。

７

＜いも類、豆類、そば、果樹、花き＞



５ 気候変動の影響に対する国や関係機関への要望

○ 気候変動の影響に対して、国や関係機関
への要望をお聞きしたところ、「高温対策
などの営農指導」 が58.2％と最も多く、
次に「気候変動に対応した品種情報の提
供」が43.6％、「きめ細かな気象情報・
気象予報の提供」が38.2％となっている。

⇒ 回答者のうち６割の生産者が「高温対
策などの営農指導」を要望すると回答

問５ 気象変動の影響に対して、国や関係機関への要望はありますか？

注：回答者55人における各項目（複数選択）の選択者の割合
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６ アンケート結果のまとめ

○ 令和３年産水稲の生産において、回答者のうち５割の生産者が高温、少雨等、気候変動の「影響があっ
た」と回答。また、「影響があった」と回答した生産者のうち、「生育が良く、収穫量が増加した」と回
答があった一方で、７割の生産者が「被害粒（胴割粒）、白未熟粒等が増加した」と回答。

○ 回答者のうち５割の生産者が「来年度に向けて対策を講じる必要があると考えている」と回答。

○ 気象変動に対して、 「来年度に向けて対策を講じる必要があると考えている」と回答した生産者のうち、
７割の生産者が「水管理の徹底」を実施する予定と回答。また、３～４割の生産者が「生育状況に応じた
適切な肥培管理」、「収入減少に備えた収入保険の加入」、「精度の高い気象情報の入手」、「品種・品
目の変更」の対策を実施する予定と回答。

○ 国や関係機関に対して、回答者のうち６割の生産者が「高温対策などの営農指導」、４割の生産者が「気
候変動に対応した品種情報の提供」、「きめ細かな気象情報の提供」を要望していると回答。

９



参考１
農林水産省では、農作物等の地球温暖化の影響や適応策の導入状況について47都道府県へ実態調査を行い、その

結果を「地球温暖化影響調査レポート」として公表している。

（令和2年地球温暖化影響調査レポート HP : https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kankyo/210827.html ）

水稲の気候変動による主な影響の発生状況等

令和２年地球温暖化影響調査
レポート
（令和３年８月 農林水産省）

・近年の温暖化で白未熟粒の発生が広域化
・虫害の発生件数も増加

10



参考２（１）
気候変動によるコメへの影響（将来予測）

農業・食品産業技術総合研究機構では、 今後の気温上昇がコメの品質・収量に与える影響について予測を行っている。
温室効果ガスの排出によってCO2濃度が上昇し続け日本での気温上昇が大きくなる条件では、 1981～2000年の20世紀

末を基準に、従来の予測モデルでは今世紀中頃までは増収傾向、以後減収に転じ今世紀末は20世紀末と同等に戻るのに対し、
最新の予測モデルでは従来の予測モデルでの算定値を下回り、今世紀末には約80％に減収すると予測されている。

相対収量の予測

※１ 温室効果ガスの排出が多い気候シナリオ（RCP8.5）による今世紀半ば（2041-2060）の予測（1981-2000年の平均収量を100とした場合）
※２ 従来の予測モデル：高温・高CO2の複合影響を組み込んでいないもの

最新の予測モデル：高温・高CO2の複合影響を組み込んだもの
出典：農研機構プレスリリース（研究成果）気候変動による水稲（コメ）の収量や外観品質への影響は従来の予測以上に深刻である
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参考２（２）

外観品質低下の主要な指標である「白未熟粒率」について、温室効果ガスの排出によってCO2濃度が上昇し続け日本での気
温上昇が大きくなる条件では、気温のみを考慮した従来の推定モデルでは、白未熟粒率は、今世紀半ばでは約15％、今世紀末
では約30％と予測したのに対し、気温とＣＯ2を考慮した最新の推定モデルでは、白未熟粒率は、今世紀半ばで約20％、今世
紀末では約40％と予測されている。

白未熟粒率の推定

※１ 温室効果ガスの排出が多い気候シナリオ（RCP8.5）による今世紀半ば（2041-2060）の予測
※２ 従来の推定モデル：気温のみを考慮

最新の推定モデル：気温に加えCO2濃度も考慮
出典：農研機構プレスリリース（研究成果）気候変動による水稲（コメ）の収量や外観品質への影響は従来の予測以上に深刻である 12



○ 高温対策の徹底
令和3年産の水稲については、収量増や食味が良いなどプラスの影響を受けたものの、一部、白未熟粒、

胴割粒の発生など、高温障害のリスクを減少させることが必要。

○ 気候変動がもたらす機会の活用
北海道以南では、気候変動に伴う様々な影響を受ける中、北海道では、ワイン用ぶどうやさつまいもの栽培

が可能となるなど、新たな可能性が拡大。

道南地域がクオリティの高いワイン用ぶどうの栽培に適しており、
近年、新たなワインの産地化に取り組んでいます。

道南農業が気候変動と今後どのように向き合うべきか

さつまいもの収穫作業 収穫されたさつまいも

13
函館地域拠点HP
https://www.maff.go.jp/hokkaido/hakodate/photorepo/gennba/20211
013_jakameda_satsumaimo.html

函館地域拠点HP
https://www.maff.go.jp/hokkaido/hakodate/prcorner.html

グランポレール北海道北斗ヴィンヤードのぶどう農場

函館市亀田農協ではサツマイモの試験栽培は今年で４年目となり
ます。年々、良質なさつまいもが栽培されています。


