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麦　　作 

第２９回（平成２０年度）北海道麦作共励会の結果について

第２９回（平成２０年度）北海道麦作共励会の第１回審査員会を７月２２日に開催し、今年度は審査
基準の一部改訂を行いました。
審査員会の決定を踏まえ、８月１日付にて各地区協会に開催案内、関係機関・団体には共励会
後援依頼と積極的な参加支援をお願い致しました。
１０月に各地区協会とともに、各 JA並びに地区農業改良普及センターを訪問し参加出展推進致
しました。
このような状況の中で関係者各位のご協力により、第１部（畑地における秋播小麦）個人５点、
集団１点、第２部（水田転換畑における秋播小麦）個人１点、第３部（全道における春播小麦）
個人２点、合計９点の参加出展をしていただき、厚くお礼申し上げます。
第２回審査委員会を１１月１２日に開催し、厳正な審査の結果、部門ごとの賞を選考し、審査委員
長と関係者による現地調査を経て正式に決定しましたので報告します。
なお、最優秀賞３名の表彰につきましては、平成２１年３月に予定しております。また、全国麦
作共励会に小林博明氏（遠別町）・滝上町畑作振興会小麦生産部会を推薦することも併せて決定
しました。

第２９回（平成２０年度）北海道麦作共励会 表彰者名簿

【第１部 畑地における秋播小麦 個人】 （優秀賞は順不同）
こばやし ひろあき

最優秀賞 小林 博明（遠別町）
おおたけ のぶあき や の め としあき

優 秀 賞 大竹 信明（南富良野町） 優 秀 賞 矢野目俊昭（倶知安町）
もりもと こう じ くるみさわ たつ や

優 秀 賞 森本 耕司（千歳市） 優 秀 賞 楜沢 達也（池田町）

【第１部 畑地における秋播小麦 集団】
たきのうえちょうはたさくしんこうかい こ むぎせいさん ぶ かい

最優秀賞 滝上町畑作振興会小麦生産部会（滝上町）

【第２部 水田転換畑における秋播小麦 個人】
よし だ あきら

優 秀 賞 吉田 彰（美唄市）

【第３部 全道における春播小麦 個人】
うえむら のぼる

最優秀賞 植村 登（江別市）
み の いさお

優 秀 賞 三野 功（真狩村）

＝第２９回（平成２０年度）北海道麦作共励会審査委員会 委員名簿＝
独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構
北海道農業研究センター

研究管理監 上原 泰樹

北海道農政部 食の安全推進局 技術普及課 主査 久保 勝照
北海道立十勝農業試験場 技術普及部 主任普及指導員 渋谷 幸平
北海道立中央農業試験場 技術普及部 主任普及指導員 木俣 栄
北海道立北見農業試験場 技術普及部 主査 江部 成彦
北海道立上川農業試験場 技術普及部 主査 高松 聡
北海道製粉連絡協議会 事務局長 岩本 静夫
北海道農業協同組合中央会 農業対策部 畑作農業課長 横田 勝美
ホクレン農業協同組合連合会 農産部 麦類課長 伊藤 充典
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麦　　作 

はじめに
２０年産小麦の１０a当たり収量は、農林水産

省大臣官房統計部公表（２０年１２月９日）によ

ると、４６９�で、１９年産対比では９４％となっ
た。秋播、春播別では、秋播が４７９�で９４％、
春播が３２７�で１０１％であった。過去７カ年の
うち最高、最低を除いた５カ年平均収量との

対比では、小麦では１０１％、秋播では１００％、

春播では１２５％であった。道央、道北では平

年に比べ高く、道東ではやや低い結果となっ

た。秋播小麦の１等麦比率や品質評価ランク

区分における AAランク（４項目すべてクリ

ア）の割合は、昨年に比べ低くなった。７月

後半の天候不順や、収穫が始まってからの降

雨が影響したと思われる。ここで本年の麦作

を振り返り、今後の課題について検討した。

１．小麦の生育経過と生産実績
� 秋播小麦
平成１９年秋の播種作業は、９月後半の降雨

の影響により播種期は９月２１日（遅２日）と

なった。越冬前（１０月１５日時点）の生育は、

草丈は平年に比べやや短く、葉数、茎数とも

少なめで、生育は平年より３日遅れであった。

積雪は少なく、３月の気温が高かったこと

から融雪がかなり早く、起生期は３月２９日

（早１３日）となり、その後も５月上旬まで気

温が高く、幼穂形成期は４月２８日（早７日）

と早まった。

また、雪腐病の発生が少なかったことから、

茎数は平年並に確保された。しかし、５月は

低温寡照に経過し、生育はゆっくり進み止葉

期は５月２５日（早４日）、出穂期は６月６日

（早２日）であった。６月１１日、大気の状態

が不安定となり、オホーツク海側で局所的な

がらかなり激しい降雹があり被害は大きかっ

た。６月後半は低温寡照となり乳熟期は６月

３０日（早１日）となった。茎数は平年並であっ

たが、草丈、稈長は長めに推移した。

７月の始めは気温が高く推移し、成熟期は

道央地帯では平年より３日早くなったが、中

旬の低温多雨の影響で十勝は平年並、オホー

ツク海側では２日遅れとなった。全道平均で

成熟期は平年並の７月２４日となった。収穫作

業は、断続的に降雨に見舞われたが、ほぼ順

調に行われ、平年並の８月４日（遅１日）に

終了した。

特に道東で、７月中旬以降の多雨と日照不

足の影響を強く受け、十分な登熟が得られず、

製品歩留は平年に比べ低めとなった。全道平

均の１等麦比率は、１９年産より低い結果と

なった（表１）。

� 春播小麦
融雪が早かったことから、播種期は４月１８

日（早５日）と平年より早く、特に上川では

１７日早く播種終となった。その後、５月上旬

まで気温が高く経過したことから出芽期が４

平成２０年産小麦の総括

十勝農業試験場 技術普及部 主任普及指導員 渋 谷 幸 平

表１ 過去３カ年の麦類検査実績
（道農政事務所食料部）

品 種 名
１ 等 麦 比 率（％）

２０年産 １９年産 １８年産
春よ恋 ７７．８ ５５．７ ７２．７
ハルユタカ ８０．１ ７２．５ ６３．４

春播小麦計 ７８．１ ５７．９ ７１．９
ホクシン ８２．６ ８８．０ ８８．０
キタノカオリ ８７．１ ８８．９ ７６．２
ホロシリコムギ ７２．４ ８９．０ ２１．９
タクネコムギ ６５．６ ７１．８ ０
きたもえ ５３．３ ７９．３ ２６．１

秋播小麦計 ８２．１ ８７．８ ８６．０
小麦合計 ８１．９ ８６．３ ８５．２

※２０年産は H２０年１１月３０日現在数値
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月２８日（早７日）となり、茎数、葉数とも平

年を上回った。５月中旬が低温寡照のため、

生育は一時停滞し、幼穂形成期は６月１日

（早１日）となり出穂期は６月２５日（遅２日）

となった。７月に入り気温が高かったことか

ら、生育は回復した。中旬以降は低温寡照で

経過したが、乳熟期は７月１７日（±０日、）

成熟期は８月９日（早１日）となった。穂数

は平年並であった。

収穫期は、生育の進んだ上川が８月６日

（早４日）となり、降雨の多かった網走では

８月１６日（遅１日）であった。

１等麦比率は１９年産に比べ高い実績となっ

た。

� 品質の概要
�１等麦比率
「ホクシン」の１等麦比率は、１９年産に比

べやや低い結果となり、過去３カ年で最も低

い結果となった。（表１）。特に道東において

７月後半の日照時間が、平年に比べ極端に短

くなったことが影響し、子実が充実不足に

なったためと思われる。

春播小麦は、１９年産に比べ高い結果となっ

た。７月以降は、１９年産は少雨に経過したが、

２０年はやや多めの降水量があり、十分な子実

の充実が得られたためと思われる。

�品質ランク区分
「ホクシン」の AAランクの割合は、１９年

産に比べ低下し５０％に止まった（表２）。ク

リア出来なかったものは、容積重が基準より

軽いか、蛋白が基準を超えたものが多かった

（表３）。登熟後半の極端な日照不足により、

子実の充実が十分でなかった道東では、容積

重が基準に満たないものが目立った。また、

全道的に蛋白が１９年産に比べ高い傾向であっ

た。特に道央では、基準を超えるロットが目

立った。春播小麦については、「春よ恋」が

１９年産同様に AAランクの比率は高く、１等

麦比率は上回った。２０年産春播小麦は、播種

が平年に比べ早く、上川では登熟日数が２日

程伸びたことが品質向上に結びついたと思わ

れる。

２．２０年産の反省と課題
� 品質ランク区分への対応
秋播小麦の蛋白、灰分は、１９年産に比べ高

表２ 平成２０年産民間流通麦の品質評価ランク区分別割合
（平成２０年１１月２８日現在：道農政部）

品 種 名
A ラ ン ク（％） Bランク

（％）
Cランク
（％）

Dランク
（％）AA A 合 計

ホクシン ５０．４（７６．６）４４．３（２３．１）９４．８（９９．７）４．０（０．２） １．２（０．１） ０（０）
ホロシリコムギ ８３．１（９８．４）１６．９（１．６） １００（１００） ０ （０） ０（０） ０（０）
きたもえ ５７．６（７５．４）３８．５（１９．３）９６．１（９４．７）１．４（５．２） ２．６（０．１） ０（０）

日本めん用合計 ５０．７（７６．７）４４．１（２２．９）９４．８（９９．７）４．０（０．２） １．２（０．１） ０（０）
タクネコムギ ２０．４ （０）７９．２（４４．３）９９．６（４４．３）０．４（１７．１） ０（０） ０（０）

醸造用計 ２０．４ （０）７９．２（４４．３）９９．６（４４．３）０．４（１７．１） ０（０） ０（０）
春よ恋 ８５．１（８５．８）１４．７（１４．１）９９．９（９９．９）０．１（０．１） ０（０．１） ０（０）
ハルユタカ ９５．７（７５．１） ３．１（２４．９）９８．８（１００）０．９ （０） ０．３（０） ０（０）
キタノカオリ ９２．５（８０．３） －（１９．４）９２．５（９９．６）７．５（０．２） ０．１（０．１） ０（０）

パン・中華めん用合計 ８７．９（８３．３）１０．３（１６．５）９８．１（９９．６）１．８（０．１） ０．１（０．１） ０（０）
合計 ５２．８（７６．５）４２．３（２２．７）９５．０（９９．２）３．８（０．４） １．２（０．４） ０（０）

注）１．契約生産奨励金における品質評価の結果である。
２．（ ）内数値は H１９年産の数値
３．AAは４つの品質項目すべてを満たした麦、Aは３項目を満たした麦。
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くなった。要因は明確でない。灰分について

は、「小麦の子実灰分の実態とその変動要因

（H２０年：指導参考）」において融雪期から出

穂期までの低温多雨、登熟期の高温が灰分を

高める気象要因とされている。１８年産が高

かった要因は合致する傾向にあったが、２０年

産は合致しなかった。しかし、６～７月の日

照時間が短かく、子実の充実が不足した結果

相対的に灰分が高くなったと推察される。灰

分の変動は気象の影響が大きいと判断される

が、今後とも倒伏をさせず充実した小麦づく

りで１等の比率を高めることが必要と考えら

れる。蛋白は追肥で調節が可能である。起生

期から幼穂形成期は、基準の窒素施肥量を守

り、止葉期以降に生育量や葉色を見て追肥す

るなど、きめ細かい施肥管理に心がけること

が大切である。

� 適期播種と適正播種量を遵守
収量の確保と倒伏防止の両立には、まず適

期播種と播種量を適正に設定することが必要

となる。適期播種は、雪腐病の被害を軽減し

収量を安定化させる上で重要である。倒伏さ

せず、最も多収が得られる目標穂数を得るた

めに、地域で示された播種適期と播種期に応

じた播種量を遵守することが大切である。

� 適期収穫の実践
地域により差があるが、２０年産秋播小麦は

全道的に収穫期の前半において降雨に遭遇し

た。降水量自体は過去の多雨年に比較すると

多くはないが、最低気温が低く穂発芽の発生

しやすい環境となった（図１）。過去の収穫

期の降水量は、周期的に変動しており、最近

はやや多い傾向にある。今一度きびしい気象

条件に対応した収穫システムの再考が必要と

思われる。

� 輪作により土壌病害を防止する
連作による土壌病害として、立枯病や眼紋

病が相変わらず多く見られる。また近年は縞

萎縮病が蔓延傾向にある。いずれも多発する

と大きく減収する。縞萎縮病は、一端発生す

ると病原性が維持されるため、汚染土壌によ

り広がり、防止は難しい。輪作の励行と合わ

せ、発生ほ場では土壌を移動させないよう注

意が必要である。

表３ 平成２０年産秋播小麦の品質評価の割合 （道農政部）

蛋 白（％） 灰 分（％） 容 積 重（％）

基準値以下 基 準 値 内 基準値以上 基 準 値 内 基準値以上 基準値以下 基 準 値 内

H２０年 H１９年 H２０年 H１９年 H２０年 H１９年 H２０年 H１９年 H２０年 H１９年 H２０年 H１９年 H２０年 H１９年

０．２ ６．５ ７９．４ ９２．４ ２０．４ １．１ ８４．７ ９６．７ １５．３ ３．３ １７．６ １２．８ ８３．４ ８７．２

図１ 過去１０カ年の小麦収穫期（７月中、下旬）における降水量
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３．おわりに
２０年播種から新品種「きたほなみ」の栽培

が一部始まった。２０年１月に新技術として

「めん用秋まき小麦「きたほなみ」の高品質

安定栽培法（普及推進）」が出された。道央・

道北と道東に区分し、播種適期と播種量や適

正な追肥管理について栽培体系が示されてい

る。まず、ユーザーに評価される高品質な麦

を供給できるよう、これらの技術を参考に

「ホクシン」と同様に一層の良質小麦生産を

お願いしたい。
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稲　　作 

１ 作柄の概況
予想通りというか予想に反してか、一部を

除き豊作となった。北海道農政事務所が１２月

９日に発表した作況指数は１０６の「良」、１０a

当たり収量が５３４�と満足できるものとなっ
た。平年単収より約３０�増収した。作柄を地
域別に見ると、上川、留萌、北空知は１０７の

「良」、石狩、南空知、渡島１０５、胆振、檜山

１０４、後志１０３で「やや良」であった。一方、

不稔の多発した網走は「不良」で指数は７０で

あった（表１）。

北海道農政事務所まとめによる１１月末現在

の１等米率は、うるち９０％、もち８１％、ホク

レン入庫による１２月１１日現在値ではうるち

９９％、もち９１％となり、例年並の高い品質を

確保している。主要３品種（「きらら３９７」「な

なつぼし」「ほしのゆめ」）における低タンパク

米（白米タンパク含有率６．８％以下）の出荷

は、ホクレン支所間差が大きいものの、平均

では６２％となっている（図１）。中でも留萌

管内９８％、倶知安支所は９０％と極めて高く、

次いで旭川支所６７％、岩見沢支所６２％と、他

の支所を含め例年を大幅に上回るものとなっ

た。しかし、高整粒米率は低下し、例年とや

や異なった結果となった。高品質米の出荷を

品種別でみると、「ななつぼし」の低タンパ

ク米の出荷率が高い反面、高整粒米では他品

種よりかなり低くなるなど、品種の特徴が現

れた年でもあった（図２）。

表１ 平成２０年産水稲の作付け面積及び
予想収穫量

区 分
作付面積 予想収量 平年収量

作況指数 作 柄
（ha） （�／１０a）（�／１０a）

北海道 １１４，６００ ５６５ ５３４ １０６ 良

石 狩 ７，９００ ５４５ ５１７ １０５ やや良

南空知 ２３，９００ ５５２ ５２５ １０５ 〃

北空知 ２８，６００ ５９８ ５５７ １０７ 良

上 川 ３０，３００ ５９５ ５５４ １０７ 〃

留 萌 ４，６２０ ５３５ ４９８ １０７ 〃

渡 島 ３，０００ ５１０ ４８６ １０５ やや良

檜 山 ４，２３０ ５１９ ５００ １０４ 〃

後 志 ４，９８０ ５３３ ５１７ １０３ 〃

胆 振 ３，９２０ ５０８ ４８８ １０４ 〃

日 高 １，８２０ ４８３ ４８４ １００ 並

十 勝 １７ ３８２ ３８６ ９９ 〃

網 走 １，３３０ ３１２ ４４７ ７０ 不良

注）農林水産省北海道農政事務所による

図１ ホクレン支所別の高品質米生産状況

（１２月１０日現在・ホクレンまとめ）

図２ 品種別の高品質米生産状況

（１２月１１日現在・ホクレンまとめ）

平成２０年産米の全道総括

上川農業試験場 技術普及部 岩 田 俊 昭
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２ 気象の推移と水稲生育
詳細は以下に述べるものの、まず農耕期間

の気象の経過を図３、４、５で示す。地域に

より特徴が認められ、上川管内など道北地方

でやや変動の大きい傾向が見られ、道央・道

南地方では５月と８下旬を除くと比較的安定

したものとなった。また、網走管内などでは

７月に著しい低温寡照が現れた（図８）。

図３ 比布町の気象経過（２００８）

図４ 岩見沢市の気象経過（２００８）

図５ 北斗市の気象経過（２００８）

� 本田の乾燥と耕起作業
平成２０年の気象の特徴は、融雪が平年より

著しく早く、３月末には積雪が０�となった。

これは道内の多くの地域に共通した現象であ

り、平年比１０～１５日早くなった所が多かった。

４月は高温多照少雨で、降雨量は軒並み少な

く、多くの地域で平年の半分以下であった。

ほ場は十分に乾燥したため、耕起作業は順調

で４月中に作業はほぼ終了し、耕起盛期は平

年より大幅に早い４月２７日となった。その結

果、土壌の表面積は大きくなり、土壌の乾燥

は非常に良好であったことから、大きな乾土

効果が得られたとみられる。また、砕土性が

向上したため、代かきは比較的簡単に済んだ

とも考えられ、透水性の確保が容易になった

と推察される。

表２ 圃場の乾燥に係わる気象要因

地 点
積雪０�日

（月・日）

４月の降水量（�）

平成２０年 平 年 値 平年比（％）

今 金 ３．１９ ６４ ８５ ７５

蘭 越 ３．３１ ３６ ６０ ６０

新篠津 ３．２９ １４ ５４ ２６

岩見沢 ３．３０ １２ ５８ ２１

深 川 ３．２６ １８ ５３ ３４

滝 川 ３．２６ ２０ ６１ ３３

留 萌 ３．２０ ２３ ５２ ４４

羽 幌 ３．２５ ２１ ６４ ３３

富良野 ３．２１ １７ ５６ ３０

旭 川 ３．２５ １９ ５６ ３４

名 寄 ４．０１ ８ ４６ １７

北 見 ３．１９ ５８ ６６ ８８

� 育苗から移植期
４月の好天によりハウスの準備から播種作

業まで順調で、出芽苗立ちに問題は生じな

かった。その後、５月９日を中心に強い低温

に見舞われ、一部の苗に低温による葉枯れな

ど障害が生じた。しかし、その影響は小さく、

また育苗中の病害の発生もほとんどなく、苗

質は平年並が確保された。５月中旬の天候不

順で移植作業は一時模様眺めとなったが、作

業自体は平年と変わらなく進み、移植期は全

道平均で５月２１日となった（平年比１日早）。

� 活着期から幼穂形成期
５月下旬は変動の大きい気象であった。１９
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日から２２日にかけての強風、２７日から６月１

日にかけて最低気温の極端な低下など、水稲

の活着には厳しい条件であった。そのため植

傷みが生じないまでも、初期分けつの発生は

停滞しがちであった（図６）。

６月は道北地域で気温が平年より低くなっ

たが、道央部他では平年並みの気温と日照が

確保できた。中旬以降の分げつ発生は旺盛で、

７月１日には全道平均の�あたり茎数は５７０
本と平年並みに回復した。とくに空知では全

域的に平年を上回る状況であった。幼穂形成

期は全道平均で７月２日で平年より１日の遅

れであったが、網走管内は７月６日で平年よ

り４日遅れとなった。

	 幼穂形成期から出穂期
７月前半は各地とも高温になり、７月１５日

では�茎数７５６本で平年より５０本多くなった
（図７）。道央、道南地域では月を通して平

年以上の気温で経過した。しかし、道北地域

では７月中旬以降気温が低下し、日照時間も

同様に減少したが、大部分の地域では冷害危

険期を過ぎており、稔実への影響はなかった。

一方、網走管内では前歴期間の天候は順調

であったが、７月中旬の冷害危険期にオホー

ツク海高気圧の張り出しに覆われ、極端な低

温、日照不足に見まわれた（図８）。そのた

め、不稔が多発し収量は大きく低下した（図

９）。


 出穂期から成熟期
出穂期は全道平均で７月３０日、また成熟期

は９月１９日で、各々１日、２日の遅れと平年

並であった。全道的に出穂期を迎えた８月上

旬は気温が平年並みで日照は多く、開花受精

が良好であった。穂数は留萌、胆振、日高、

網走で平年以下であったが、１穂籾数が多く、

総籾数で不足することはなかった。８月下旬

図８ ７月における北見の気象経過図６ ６月１５日における支庁別茎数

（道農政部農作物生育状況調査）

図９ 網走管内における「はくちょうも

ち」の不稔歩合と収量の関係

（奨励品種決定現地調査：Ｈ１５－２０）

図７ 道生育調査による茎数の推移
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に急激な気温の低下と日照不足が出現し、最

低気温の低い状態が続いたため登熟は一時停

滞した。しかし、９月は一転し高温多照に経

過したことで、成熟期はほぼ平年並みの９月

１９日となった。地域によっては登熟期の低温

や降水量不足で、腹白粒や乳白粒の多発が懸

念されたが、その発生は米質に大きな影響を

与えるものではなかった。

多収となった要因は、穂数と１穂籾数が増

加し総籾数が多くなった上、不稔籾は平年よ

り少なく稔実粒数が増加したことである。ま

た、総籾数が増加したにもかかわらず、生育

の遅れは小さく、ほぼ平年並みに成熟期を迎

えることができたことも収量にプラスであっ

た。本道に１つの台風も上陸せず、網走管内

の冷害を除いて大きな災害の発生はなかった

ことから、平成２０年は品質と収量の両方につ

いて平年を上回る良好な年となった。

� 病害虫の発生
病害では８月以降にいもち病が広範囲に発

生した。「ななつぼし」「おぼろづき」を中心

に、とくに石狩、空知管内では葉いもち、穂

いもちとも、やや多い発生となった。昨年の

場合、ほとんど葉いもちの発生は認められな

かったものの、出穂期以降に急激に穂いもち

の発生が目立った。近年は少発傾向が続いた

ため見過ごしがあった可能性と、茎数が平年

より多くなり、感染好適な条件となったこと

が発生を助長したと推察される。なお、穂い

もちは南空知で発生が目立ったものの、全道

的には大きな被害はなかった。

一方、害虫ではドロオイムシの局地的発生

の目立つ所があったが、昨年のように多発し

て問題となるようなことはなかった。また、

表３ 平成２０年における水稲生育期節と平年値 （道農政部水稲生育状況調査による）

普及センター
生 育 期 節

出芽期 活着期 分げつ始 幼穂形成期 止葉期 出穂始 出穂期 出穂揃 成熟期

石 狩
２０年 ４月２０日 ５月２７日 ６月９日 ７月６日 ７月２２日 ７月３０日 ８月３日 ８月６日 ９月２１日

平年 ４月２３日 ５月２７日 ６月８日 ７月７日 ７月２３日 ７月３１日 ８月４日 ８月７日 ９月２１日

渡 島
２０年 ４月２６日 ５月３０日 ６月１３日 ７月１０日 ７月２４日 ８月２日 ８月６日 ８月７日 ９月２２日

平年 ４月２６日 ５月２９日 ６月１２日 ７月８日 ７月２５日 ８月２日 ８月５日 ８月８日 ９月２１日

檜 山
２０年 ４月２２日 ５月２９日 ６月１１日 ７月１１日 ７月２７日 ８月３日 ８月７日 ８月１０日 ９月２３日

平年 ４月２３日 ５月２９日 ６月７日 ７月８日 ７月２４日 ８月１日 ８月４日 ８月７日 ９月２１日

後 志
２０年 ４月２０日 ５月３０日 ６月１２日 ７月３日 ７月２０日 ７月２８日 ７月３１日 ８月６日 ９月１７日

平年 ４月２５日 ５月２９日 ６月９日 ７月２日 ７月２０日 ７月２８日 ７月３０日 ８月４日 ９月１６日

空 知
２０年 ４月２１日 ５月２７日 ６月４日 ７月２日 ７月１９日 ７月２７日 ７月３０日 ８月２日 ９月１８日

平年 ４月２３日 ５月２７日 ６月４日 ７月１日 ７月１８日 ７月２６日 ７月２９日 ８月１日 ９月１６日

上 川
２０年 ４月２０日 ５月２６日 ６月５日 ６月２９日 ７月１５日 ７月２３日 ７月２６日 ７月３０日 ９月１５日

平年 ４月２２日 ５月２６日 ６月３日 ６月２７日 ７月１５日 ７月２３日 ７月２６日 ７月３０日 ９月１４日

留 萌
２０年 ４月１８日 ５月２５日 ６月５日 ７月４日 ７月２１日 ７月２９日 ８月１日 ８月３日 ９月２２日

平年 ４月２２日 ５月２６日 ６月５日 ７月２日 ７月１８日 ７月２７日 ７月３０日 ８月１日 ９月１７日

網 走
２０年 ４月２４日 ６月２日 ６月８日 ７月６日 ７月２５日 ８月１日 ８月６日 ８月１１日 ９月２７日

平年 ４月２６日 ６月１日 ６月７日 ７月２日 ７月２１日 ７月２８日 ８月２日 ８月８日 ９月２２日

胆 振
２０年 ４月２４日 ５月２９日 ６月１３日 ７月１１日 ７月２７日 ８月５日 ８月８日 ８月１０日 ９月２６日

平年 ４月２４日 ５月２９日 ６月１１日 ７月７日 ７月２４日 ８月１日 ８月４日 ８月７日 ９月２１日

日 高
２０年 ４月２３日 ５月２８日 ６月１０日 ７月８日 ７月２４日 ８月４日 ８月６日 ８月９日 ９月２６日

平年 ４月２４日 ５月２７日 ６月８日 ７月６日 ７月２１日 ８月１日 ８月４日 ８月６日 ９月２２日

全 道
２０年 ４月２０日 ５月２７日 ６月６日 ７月２日 ７月１９日 ７月２７日 ７月３０日 ８月２日 ９月１９日

平年 ４月２２日 ５月２７日 ６月５日 ７月１日 ７月１８日 ７月２６日 ７月２９日 ８月１日 ９月１７日
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カメムシ類の加害は一部で散見されたが、大

きな被害にはならなかった。

表４ 平成２０年におけるいもち病の発生状況

普及センター 所在地
葉いもち病 穂いもち病

７月６半旬 ８月３半旬 ８月６半旬

石狩北部支所 当別町 ５．０ ５．０ １．７

空知本所 岩見沢市 ０．０ ０．２ １．４

檜山本所 江差町 ０．０ ０．０ ０．０

渡島本所 北斗市 ０．０ １．３ ０．０

胆振東胆振支所 鵡川町 ０．０ １２．５ ０．０

上川本所 比布町 ０．０ ０．１ ０．０

留萌本所 羽幌町 ０．０ ０．０ ０．０

注）病害虫発生現況調査（巡回調査）による

表５ 平成２０年における道内いもち病の発生

葉いもち病 穂いもち病

面積（ha） 面積率（平年） 面積（ha） 面積率（平年）

発生 １３，０３８ １１．４（６．１）％ １６，３６９ １４．３（４．９）％

被害 ３６５ ０．３（０．７）％ ６，１２５ ０．４（０．６）％

注）病害虫発生現況調査による

３ 平成２１年への課題
� 食味向上
昨年は過去に前例のない低タンパク米出荷

率となった。その要因は判然としないが、一

つの理由は高い乾土効果によるものと推察さ

れる。一部でワキが強く生じた圃場も見られ

たが、圃場の乾燥は乾土効果ばかりでなく、

透水性の向上、地温上昇など土壌環境の良化

につながった。地力窒素の早効きと水稲によ

る早い吸収で、出穂期に残る土壌中の窒素が

少なくなった。もう一つは、総籾数が多くなっ

たことに加え不稔歩合の低下で稔実粒数が増

加、また千粒重が増加したため、米粒に分配

される窒素が薄まった。主にこの２つの理由

で米粒中のタンパク含有率が低下したものと

推察される。

アミロース含有率は平年よりやや高く、２０

～２２％であった。登熟気温が８月下旬を中心

に低く経過したこと、登熟期間の最低気温が

低かったことなどの影響が考えられる。この

上昇の要因と食味に及ぼす影響解析は、今後

の検討に待ちたい。

� 生産の安定化
網走管内では不稔の多発による減収が大き

く生じた。平成１９年も道南や胆振、日高管内

では不稔籾の増加に伴い収量が低下した。温

暖化が地球規模で進んでいるとされるが、本

道における７月の気温の不安定性は解消して

いない。常に冷害に備えた圃場整備と深水管

理の完全実施が望まれる。非常に厳しい低温

の襲来下では完全な不稔防止は難しいが、耐

冷性の高い品種の導入とあわせ深水管理で被

害を軽減することが大切である。

� 「ゆめぴりか」の作付け
現地での期待が大きく、種子の申し込みも

多く、各地で生産協議会等の組織が発足して

いる。本道における最初の極良食味品種とし

て有望なものであるが、普及早期の評価が今

後の行く末を決定するため、慎重に作付け導

入を図っていきたい。当面は全道で１万�の
面積を想定している。泥炭土壌を避け地域内

の初期生育良好な圃場を選定し、確実な品種

特性が発揮できる場所で作付けをすすめたい。

	 コストダウンの取り組み
燃料、肥料農薬など資材費の高騰が稲作経

営を圧迫している。床土の自家培養、土壌診

断を活用した適正施肥、稲わら等の自給有機

物の活用、BB肥料の使用、病害虫の発生に

対応した防除、二段乾燥の実施などコストの

低減をすすめたい。また、品種選定に制限を

受けるが、今後、早生品種による稚苗栽培や

直播栽培の検討なども、選択枝の一つになる。

府県産米に匹敵する極良食味新品種の普及

が開始され、北海道米は新たな時代を迎える

ことになった。今年も安定生産を基本に、さ

らなる飛躍の始まりの年としたい。
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麦　　作 

１１月２６日 共生食品�：神奈川県相模原市

上川農業改良普及センター 富良野支所 専門普及指導員 斉 藤 克 史

� 共生食品株式会社の概要
・昭和５０年に設立された会社で、企業理念は

「自然を慈しみ、自然の営みに逆らうこと

なく、自然の恵みや力を最大限に活用した

ものづくりを行う」である。

・神奈川県相模原市に立地し、主に国産材料

にこだわった、「うどん」、「豆腐」などを

生産している。商品は主に生活協同組合に

出荷されている。

� 徹底した衛生管理と品質管理
・「衛生管理推進チーム」を編成し、日々の

衛生管理を徹底している。

・具体的には、�個人衛生：毛髪や埃などの
除去を徹底、手洗いの徹底。�金属異物混
入対策：ラインごとに金属探知器を設置。

�製品管理：製品保管場所の温度管理の徹
底。�衛生チェック：製造ラインの洗浄は
毎日徹底的に行う。�品質管理：専門の担
当者を配置して微生物検査などを実施して

いる。

� 原料へのこだわり
・「原料のもつ力を最大限引き出し、その美

味しさを味わってもらう」ことを目標とし

ている。

・原料は、小麦粉、食塩、水のみを使用して

いる。一般に冷凍うどんでは見た目の照り、

透明感や食感を良くするため澱粉を使用す

るが、共生食品では使用していない。

・小麦粉は、一部商品を除き、北海道産「ホ

クシン」を使用している（数年前までは、

外麦も使用していたが、近年は国産麦のみ

平成２０年度北海道産小麦流通実態調査報告

（調査日：平成２０年１１月２６日～２７日）

麦の流通・加工に関する研修を目的として、１１月２６日と２７日の２日間、関東地区の製めんメー

カー（共生食品）、製パンメーカー（味輝）を視察いたしました。

参加者は２５名（道庁１名、農試３名、農業改良普及センター６名、ホクレン３名、中央会１名、

北集１名、農協２名、地区協会４名、製粉会社１名、道協会３名）でした。両方の研修先におい

て、詳細な説明をいただき十分な視察をさせていただきました。また、積極的な質疑や意見交換

も行うことができ有意義な研修となりました。

研修結果について、それぞれ代表して農業改良普及センター斉藤専門普及指導員、北見農試来

嶋研究職員にまとめていただきました。その内容について、以下掲載いたします。

使用小麦粉
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を使用）。

・製粉業者や産地は、NIPPN（日本製粉株

式会社）小樽工場で生産されたもの（主に

十勝産、空知産）が約２／３、横山製粉

（小清水産）が約１／３となっている。

	 製法へのこだわり
・製麺にあたっては、手打ちに近い製麺機を

導入している。また、１本１本包丁切りす

る機械を使用し、角がしっかり立った食感

のよい麺に仕上げる。

・裁断直後のうどんはすぐに茹でられるが、

消費者がもう１度茹でるため、若干硬い状

態に茹で上げが行われる。

・茹で上げが終わったうどんは、おいしさを

逃がさないよう急速冷凍する。

・うどんの長さは、食べやすいように通常の

ものよりも若干短くする。

・基本的には機械で製造するが、その日の温

練られた生地

麺切り出し

麺茹で

計量

伸ばされた生地

北海道 米 麦 改 良 第４９号12 ２００８．１２



度、湿度、小麦粉の状態に応じて、水の量

や茹で上げ時間を微調整し、均一な商品の

出荷を心掛けている。

・１日でおよそ３万食の冷凍うどんを生産す

る。


 道産麦に対する評価
・道産麦を使用し始めた頃は、うどんのアメ

色が濃かったり、触感が若干硬いことも

あったが、ここ数年は、異なる産地の粉を

ブレンドしていることもあり、品質の向上

が図られてきた。

・国産麦としては、一部、「農林６１号」も使

用しているが、製品歩留が悪く、蛋白のバ

ラツキがあり、麺が切れやすく、非常に扱

いにくい。

・「農林６１号」と比較すると、道産「ホクシ

ン」は品質も安定しており、非常に扱いや

すい。

・今後、品種が「きたほなみ」に変わり、粉

質が変化することは、今後企業として研究

を重ねて、工夫していきたい。

・いま、道産麦に望むこととしては、品質の

高位安定もあるが、それ以上に、安定供給

を望んでいる。

� まとめ
本調査において感じたことは、道産麦に対

する評価が非常に高いことであった。評価さ

れるにあたっては、品質が高いことももちろ

んであるが、年度による品質の差を少なくす

ることが重要だと感じた。そして、最も重要

なことは、道産麦を求めている実需者に対し

て安定的に小麦粉を供給することであること

が再認識できた。

安定的に高品質の小麦を供給するため、農

家や関係機関と共に、より一層の栽培技術改

善に取り組んでいきたい。

冷凍

パック詰め

製品
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１１月２７日 �味輝：埼玉県児玉郡上里町

北見農業試験場 麦類科研究職員 来 嶋 正 明

� �味輝の概要
「味輝」は、埼玉県のパン屋からスタート

したパン工場である。安全性の高い自然食品

へのこだわりから天然酵母を使い、パンとパ

ン粉の製造を主とした工場を運営している。

理念として、主食としてのパンを通じて、現

在の食生活の乱れを正し、自然で、添加物を

使わず、真の健康にかなった食品を創ること

を目的としている。視察にあたって、荒木和

樹社長に社内の案内、社の説明をしていただ

いた。

社の説明をする荒木社長

� 小麦粉へのこだわり
ほとんどの商品において、北海道産小麦粉

を使用している。一部、東北地方の地産地消

向け商品として、東北地方産小麦を使ってい

る。北海道産の小麦粉は「ホクシン」と「春

よ恋」のブレンド粉で、比率は３：１である

（写真１）。北海道産小麦は味が良く、品質

・供給面で安定していることが気に入ってい

るとのことであった。その時々の粉の状態や

天然酵母の状態、天気を考慮して、春まき小

麦粉（「春よ恋」の二等粉）を加えて強力化

させる工夫をしている。ブレンド粉は横山製

粉製造の２種類（中種用のロング引き粉、味

の決めてとなる本ごね用の一等粉）を主に

写真１ 使用小麦粉

写真２ パン粉用パン

こだわりの粉について説明する工場長

北海道 米 麦 改 良 第４９号14 ２００８．１２



使っている（写真２）。

工場がある中里町は、府県の主力品種であ

る「農林６１号」の種とり圃場の地域であると

いう。地元からは、地元の粉を使用したパン

を作ってほしいとの要望が強いが、「農林６１

号」は、道産小麦粉に比較してパン適性が劣

るため、使用できないとのことであった。

� 天然酵母へのこだわり
「味輝」では、ドライイーストを一切使わ

ずすべての商品に対してオリジナルの天然酵

母を使用している。天然酵母は、専用の貯蔵

庫にて米粉をデンプン源とする山廃仕込み酵

母菌を長時間をかけて増殖させている。米粉

は以前は道産の「きらら３９７」を使用してい

たが、流通の利便性から現在は、山形県産の

米粉を使用している。（写真３）

写真３ 天然酵母

	 国産品へのこだわり
小麦粉以外の材料に関しても、天然酵母に

使用する米粉も含めて、パンに用いるほとん

どの材料に国内産を使用するこだわりがある。

例えば、あんぱんに使うあんは、北海道産の

てんさい糖、小豆、手亡豆を原料として使用

している。また、このあんには水飴やその他

の添加物を使っていない。（写真４）


 意見交換
Ｑ：小麦の違いによって風味が異なるのか？

Ａ：数年前の「春よ恋」の風味は、とても良

かったという印象がある。現在は使用し

ていないが、「ハルユタカ」についても

遜色ない風味であった。しかし、「ホク

シン」１００％粉では、明らかにちがう風

味となる。東北地方の粉でも風味は異な

るが良好である。安定供給される「春よ

恋」が今現在もっとも使いやすい粉であ

る。

Ｑ：パンの風味の違いは、どのようなことが

要因であるのか？

Ａ：現在、風味を安定して出す技術は定まっ

ていなく、研究中である。その要因も明

らかではないが、粉のタンパクやミネラ

ル（灰分）も要因のひとつではないかと

考えている。

Ｑ：北海道産のどの地区からの産物を使用し

ているのか？

Ａ：「ホクシン」は小清水町、「春よ恋」は

斜網地区産の産物である。

Ｑ：「ホクシン」についてかなりの量を使用

しているが、タンパク値については？

Ａ：上記の産地の物はタンパクが比較的高い

ため、十分に使用できている。新品種

「きたほなみ」は、タンパクがやや低い

と聞いているが、パンの適性や仕込み法

などの検討が今後必要かもしれない。

写真４ 工場内でのパン作り
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� まとめ
今回の研修を通して品質に関する実需者の

高い技術とこだわりを再認識した。それと同

時に、北海道産小麦に対して実需者からの高

い評価、消費者からの高い信頼があることを

確認できたことが、私にとって今後の品種改

良に向けての励みとなった。実需者は、使い

たい小麦として、製パン適性があることは当

然で、�小麦粉としてが安定供給されること
�小麦粉品質が一定であることを重要視して
いると感じた。パン用などの硬質小麦の国内

自給率は１％以下であり、需要に対して供給

量がかなり少ないミスマッチな状況にある。

この状況の改善のため、北海道産硬質小麦が、

実需者の求める品質を満たし、かつ生産の安

定・拡大が必要であると感じた。品種改良に

たずさわる者として、実需者ニーズを満たす

北海道産小麦の提供に向けて、さらに貢献し

たいと改めて強く感じた。

最後に、今回の北海道産小麦流通実態調査

を主催していただいた米麦改良協会ならびに

訪問を快く受け入れて下さった�味輝に心よ
り感謝を申し上げます。
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