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  今 月 の 農 政 情 報   

 

岐阜県における農地中間管理事業の取組状況 

  

１ はじめに 

農地中間管理事業は、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減に向け、

平成 26年 3月に法律が施行され、同月、県は岐阜県農畜産公社を農地中間管理機構（以下「機構」という。）

に指定し、市町村、農業協同組合等の関係機関と連携のもと、事業推進に取り組んだ。 

  今回は、平成 26年度の取組状況や担い手への更なる集積に向けた今後の推進方法について紹介する。 

 

２ 岐阜県の取組状況 

(1) 農地中間管理機構による担い手への貸付け状況等 

  ① 貸付け状況（平成 26年度実績） 

   〇 平成 26年度の機構による担い手への貸付面積は、939haの全国第 8位であり、一定の実績が出た。 

   〇 一方で、担い手への新たな農地集積面積は、目標に対して大きく下回っており、更なる取組みが必

要である。 

   岐阜県 全国 

年間集積目標面積  （①） 2,750 ha  149,210 ha  

農地中間管理機構の実績（②） 939 ha (8位) 31,010 ha  

 

貸付面積 939 ha (8位) 23,896 ha  

 うち新たな集積面積 （③） 65 ha (21位)   7,349 ha  

売渡面積 0 ha  7,114 ha  

目標面積比 
② ／ ① 34.1 ％ （8位） 20.8 ％  

③ ／ ① 2.4 ％ （21位） 4.9 ％  

 

② 公募状況(平成 26年度実績) 

  〇 平成 26年度は、3回の公募が実施され、実面積で 8,688haの借受け希望があった。 

市町村 借受け希望者数 借受け希望面積 

39市町村 683経営体(個人 487、法人 196) 8,688ha 

 

(2) 取組み事例 

  事例 1：話合いによる新たな農地集積と集約化 

  ○ 本巣市真正地区 

   ○ 担い手への貸付面積：141.9 ha (新たな集積面積 7.1 ha、集約化面積 10.1 ha) 

    ○ 取組み概要  

    ・ 担い手の多い南部地域を中心に地域や担い手間の話合いを通じて農地の分散を解消し集約化 

事例 2：新規就農者の農地の確保 

   ○ 海津市江東地区 

   ○ 担い手への貸付面積：1.0ha（新たな集積面積 1.0 ha） 

   ○ 取組み概要 

・ 県の就農支援センターにおいて冬春トマト新規就農者を育成するとともに、栽培ハウス建設用
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農地を、関係機関の連携により 3名分 1.0haを掘り起し 

３ 主な課題 

  〇 借受け希望面積に対して、担い手への農地の貸付け面積が少ない。また、新たな農地集積面積が少な

い。 

  〇 中山間地域では、担い手の不在等の理由により借受希望面積が少ない。また、貸付けは、全体（939ha）

の 12%に留まっている。 

   

４ 今後の対応 

(1) 出し手の掘り起し 

① 地域における話合いの促進 

   地域における徹底した話し合いによる「人・農地プラン」の作成・見直しを支援する。 

② 出し手への周知の徹底 

パンフレットの全戸配布、広報誌への掲載や市町村・農協による出し手農家等向け説明会の開催や 

座談会等の機会を捉えた説明の実施を促進する。 

       

(2) 担い手への新たな農地集積の増加 

① 重点推進地域の設置と成果の横展開 

農地利用集積モデル地域、農地中間管理事業重点推進地域の設置（※）と重点支援及び優良事例の

横展開を図る。 

② 農地集積推進チームの設置   

市町村、農協、機構、県等で構成する農地集積推進チーム（リーダー：農林事務所農業振興課長）

による地域の実情に応じた農地集積の推進を支援する。 

 ※農地中間管理事業重点推進地域の設置状況（平成 27年 6月 24日時点） 

区分 概要 設置数 

農地利用集積モデル地域 ・10ha以上の新たな農地集積等に取組む地域 10 

農地中間管理事業重点推進地域 ・2年以内に農地中間管理事業に取組む地域 25 

  

(3) 中山間地域におけるマッチングの推進 

① 中山間地域の担い手の育成・確保 

集落営農の組織化・法人化や、地域外からの参入を支援し、担い手の育成・確保を図る。 

② 畦畔管理労力低減による担い手の負担軽減 

カバープランツ処理による畦畔除草労力の削減に向けたモデル地域を設置し、その成果の横展開

を図る。（2地域） 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
これまで気候変動の大きい中、農作物管理に苦労・・・ 

7 月下旬になって二つの台風が日本列島に接近し、

特に台風第 11号は四国に上陸、中国地方を経て日本海

に抜けるまで、暴風雨とともに、大量の雨をもたらし

た。幸い本県における被害は軽微であった。また、こ

の台風第 11号の通過を機に梅雨前線が消滅し、平年よ

り 1日早く 7月 20日頃に東海地方の梅雨明けとなった。

6月 26日～7月 25日までの過去 1ヶ月間の期間全体の

気象について見ると、平均気温は岐阜市で 25.4℃（対

平年-0.4℃）、高山市で 22.7℃（対平年-0.5℃）と平

年並み、降水量は岐阜市で 393mm（対平年比 135％）と

多くなったのに対し、逆に高山市では 178.5mm（対平

年 71％）と少なく、日照時間は岐阜市で 109.7時間（対

平年比 74％）と少ない一方、高山市で 126.6時間と平

年並となるなど比較的穏やかに推移した（図 1，2）。 

しかし、期間内を詳細に見ると、数年来無かったほ

どの大きな変動、特に元来変動が少ないとされる気温

変動が極端に大きくなった。平均気温の期間 30日の日

変動幅は、岐阜市で 9.6℃（平年 3.8℃）、高山市で

9.3℃（平年 3.4℃）と大きく、特に 6月下旬から 7月

上旬の低温・多雨・日照不足による夏野菜等の生育は、

その直後の岐阜市で 36℃にも達する猛暑と少雨・多日

照下で軟弱徒長気味の生育が多少緩和されたものの、 

極端な天候の変動により、農作物管理に苦労した生産 

者も多かったものと思われる（図 1，2）。 

エルニーニョ現象は続くが、気温は平年並みの予想・・・ 

名古屋地方気象台が 7月 24日に発表した 10月までの 3ヶ月

予報によると、気温は 9月以降やや高めながらほぼ平年並、降

水量も 10月がやや少なめながらほぼ平年並みで、東海から西日

本・沖縄にかけては移動性高気圧に覆われて晴れる日が多くな

ると予想されている。ただし、７月まではエルニーニョ現象の

特徴は明瞭には見られなかったものの、太平洋高気圧

の張り出しは弱く、チベット高気圧も弱く、上空の偏

西風は全体的に南寄りをやや弱く流れるため、今後も、

冬にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い。ま

た、東・北日本ほどではないものの、ここ東海地方で

も低温や雨の日が続く可能性もあり、統計上、最も台

風の発生の多い月であることを含め、農作物に対する

低温・日照不足に対する注意も重要である（図 3）。 

8 月 8 日は「立秋」。涼しさを求める気持ちの一方

で、水をコントロールできる技術を会得した現代の日

本農業にとって「干ばつに不作なし」が当たり前にな

っている今、‘適当な雨と暑さ’が必要なことは言う

までもない。穏やかな夏であってほしい。 
 

図２ 降水量と日照時間（6/26～7/25） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25 現

在） 

図 3 予想される海洋と大気の特徴（気象庁資料） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：7/25現在） 
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１ 水  稲 ～台風、高温対策～ 

台風による水稲の被害は、発育時期や生育状態によって様相が異なる。茎葉の折損や裂傷、籾ずれ、脱粒、

倒伏などの障害に加え、フェーン風などによる脱水症状など生理的な障害が発生する。地域と時期によって

障害発生は異なるので、各地域に予想される障害を想定し、それぞれの適切な対処を行う。なお、事故防止

の観点から気象予報を確認して事前に対策を実施するとともに、安全確保のため荒天及び増水時には、ほ場

や水路の見回り等を行わない。 

また、近年、登熟期の気温が高すぎて品質が低下する「高温登熟障害」が西日本を中心として発生し、深

刻な問題となっている。高温登熟障害の対策は、品種の選定、作期の移動、土づくりの励行等、作付前の対

策が重要であるが、水管理や穂肥の改善により被害を防止・軽減できるので、高温が予想される際には適切

な対策をとる。 

 

(1) 風水害 

風害は風速毎秒 10ｍを超える頃から始まり、風速・継続時間・温度・湿度・水稲の生育ステージにより被

害程度が異なる。台風に伴う強風は、雨上がり後の吹き返しや台風一過のフェーン現象が高温で乾燥した強

風をもたらすことがある。穂ばらみ期に強風に遭遇すると、葉や茎の損傷の他、１穂頴花の減少、花粉の形

成不良等を生じることがある。また、出穂期には穂ずれ等による不受精・登熟不良等の障害が発生し、フェ

ーン現象時には不受精から白穂状態になり壊滅的な被害となることがある。乳熟期から糊熟期には穂ずれに

より籾の変色、着色粒・奇形粒の発生を助長する。黄熟期には倒伏が多くなり、登熟不良とともに品質の低

下を招く。 

台風等の大雨による被害は、冠水に伴う同化作用の低下が最も大きく、冠水が長期化した場合、特に出穂

２週間前～出穂期頃の冠水が減収を著しくさせる。出穂期約１カ月後の黄熟期頃からは、品種によっては穂

発芽しやすくなる。また、山間部では水田への土砂流入・埋没や水田の流亡など大被害が発生することがあ

る。 

 

(2) 風水害の事前対策 

・ 低地及び排水不良地では、排水ポンプの確保・整備を行う。 

・ 排水路からのオバーフロー等による逆流水害を防ぐため、水路の補修・ゴミ等の除去を行う。 

・ 畦等の倒壊をなくすために点検・補修する。 

・ 降雨時に自然落水しないよう排水口を補修しておく。 

・ 表土の流亡を防ぐため、また急激な蒸散による水分ストレスを回避するために入水する。 

・ 水位は深水とし、風による稲体の揺れを少なくし、葉の損傷や穂ずれを軽減させる。出穂直後と穂ば

らみ期から出穂期前の品種は特に注意する。 

・ 収穫適期に達したほ場については、可能な限り収穫作業を進める。乾燥調製施設の荷受体制の整備を

完了しておく。 

 

(3) 風水害の事後対策 

・ 冠水した場合は、穂先や葉先が少しでも水面上に出ていれば被害が軽くなるので、一刻も早く排水す

る。 

・ 台風後は病害虫が発生しやすくなるので、ほ場での発生状況に注意し必要であれば防除を行う。 

・ 台風一過の晴天と吹き返しにより蒸散が激しくなるので、数日間湛水状態を保つ。 

・ 土砂が流入した場合には、できるだけ早く取り除き、稲の生育の回復を図る。 

 

(4) 高温登熟障害 

高温登熟障害の症状は、米が白く濁る「白未熟粒」の他、粒が偏平となり縦溝が深くなる「充実度の低下」、

亀裂が入って割れやすくなる「胴割粒」の発生等があり、いずれも検査等級の低下をもたらす他、砕米等に

よる精米時のロスや症状が著しい場合には食味の低下をもたらす。 
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(5) 高温登熟障害の対策 

・ 登熟前半の高温、特に日中の高温は胴割粒の発生を助長するので、登熟初期のかけ流しかんがいが効

果的である。また、夜間に灌水を行うことでも地温を低下させて根の活力を維持することができる。た

だし、用水量が増えるので、水利慣行の制約に注意する。充分な水量が得られない場合は、湛水せず常

に湿潤状態を保つことで、根に酸素を供給し株元の温度や地温を低下させることができる。 

・ できる限り収穫間際まで通水を続けることで、稲体の温度を低下させ登熟後半まで光合成を維持する

ことによる軽減効果が期待できる。 

・ 白未熟粒のタイプにより穂肥の施肥法が変わるので、過去に発生した白未熟粒のタイプや稲の生育状

況から発生が予想される白未熟粒のタイプを想定し適切な対策をとる。乳白粒の発生を減らすためには、

籾数が過剰とならないよう穂肥（特に１回目）を控えるか減肥する。背白粒・基部未熟粒、胴割粒の発

生を減らすためには、登熟後半に窒素不足にならないように施肥管理を行う。穂肥を緩効性肥料（30

日タイプなど）や分施で行うと良い。出穂期以降に日照不足になる場合の穂肥（特に出穂後）は、食味

低下につながる可能性が高いので注意する。 

・ 登熟期が高温になると成熟までの期間が短くなり、刈り遅れとなりやすいが、刈り遅れは白未熟粒の

他、茶米や胴割粒が増えるので注意する。また、収穫後の過乾燥は、胴割粒だけでなく白未熟粒も増加

するので注意する。 

 

 

 

２ 大 豆 ～台風、高温対策～ 

成長した大豆では、台風による風雨で倒伏する危険がある他、茎の折損、葉の烈傷、莢の脱落により収量、

品質に大きな影響を及ぼすことがある。大豆は湿害を受けやすい作物であり、短期の滞水・冠水でも被害が

発生する危険がある。また、時期により病虫害が異常発生することがあるため、発生動向に注意する必要が

ある。 

大豆は、高温でも高い花粉稔性を有し結莢することから、通常、高温による不稔は発生しないが、莢数が

減少したり百粒重が低下することで収量に影響を及ぼすので注意が必要である。 

 

(1) 風水害 

強風では、葉の損傷・茎折れ・倒伏が発生し、莢数の減少や不完全粒・不稔莢の増加が起こる。早生品種

に多い腐敗粒、晩生品種に多い葉焼病の発生は、強風によりできた傷口から雑菌が入ることが原因の一つと

されているため、台風通過後の適切な対応が重要となってくる。 

大豆は他の作物に比べ湿害・冠水害に弱い作物である。播種後の出芽障害に始まり、開花期～若莢期の冠

水による莢数の減少、登熟期の不完全粒や不稔莢の増加が起こる。開花期以降大豆は多量の水を欲するもの

の、登熟中期の５日間の冠水で全て枯死、黄熟期以降では１日の冠水で 30％が屑粒に、４日の冠水で 80％が

屑粒になった事例もある。 

 

(2) 風水害の事前対策 

・ 排水溝などの点検を行うと共に、排水口・排水路の保守点検を行う。 

・ 低地及び排水不良地では、排水ポンプの確保・整備を行う。 

 

(3) 風水害の事後対策 

・ 滞水・冠水したほ場は、一刻も早く排水に努める。 

・ 土壌水分が高い場合は、無理な作業は避け、天候やほ場条件の回復を待ってから着実な作業を行う。 

・ 茎や葉の挫折・損傷には注意した丁寧な起こしを行う。 

・ 根が露出した株は根が乾かないように土寄せする。開花期前であれば培土を行い草勢の回復を図る。 
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・ 開花している大豆については、紫斑病や腐敗粒発生を助長しかねないので、殺菌剤による防除に努め

る。 

 

(4) 高温による障害 

高温が大豆の花粉稔性におよぼす影響は小さく、開花は気温の低い８～９時にピークがあること、また閉

花受精もみられることから、高温により受精障害が起こる可能性は低い。しかし、開花始めから 45日間の平

均気温が高いほど花蕾数、結莢率の低下による莢数の減少と百粒重の低下が生じ、子実収量が減少する。ま

た、高温の影響により落花・落莢等の干ばつ害、青立ち・莢先熟、子実の腐敗、しわ粒、病害虫等が発生す

ることがある。 

 

(5) 高温による障害の対策 

・ 大豆は開花期以降、大量の水を必要とするため、干ばつ害が発生しやすい。水不足によって、葉が巻

いたり、裏返ったりした場合には、畝間に走水を通す。畝間灌水は生育障害の発生を抑制する効果が高

いとされている。水口付近の水位は、畝の高さの２分の１から３分の２とし、畝の崩壊を防ぐ。灌水後

には雑草の繁茂が懸念されるため、雑草対策にも留意する。 

・ 高温の影響による害虫の多発化、特にカメムシ類による吸汁やハスモンヨトウによる食害が多発生す

ることで結莢不良、被害粒の増加が懸念されるため、発生予察にもとづき適期防除を行なう。 

・ 腐敗粒の発生は、害虫の食害痕や台風による莢の傷から菌が侵入し、成熟期前の約５日間の降雨と高

温によって増加する。対策としては、速やかな収穫が最も重要であり、虫害の回避と菌の増殖抑制のた

め、殺虫剤と殺菌剤(イミノクタジンアルベシル酸塩剤等)の混和剤散布が有効である。 

 

 

 

３ 野  菜  ～高温対策～ 

野菜の生育適温はそれぞれ異なるが、育苗時に高夜温になるとトマトでは着果節位が上昇しやすい。定植

以降は高夜温が続くと同化産物の消耗が促進される。 

トマトは 26℃以上の高温になると光合成が著しく低下する。34℃以上で花粉稔性は低下し、落下しやすく

なる。また潅水不足はこれらを一層助長する。果実では裂果や黄変果、過熟果などが発生しやすくなり、品

質、収量低下を招きやすい。高温性の土壌病害の発生も助長される。開花から収穫までの日数は短縮される。 

高温耐性には、根の活動が大きく関与しているので、安定した土壌水分の維持と地温の上昇抑制も重要で

ある。 

 

表 1  施設果菜類の高温障害をおこす温度（渡辺、1960を改変） 
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(1) 事前対策 

○1  良質な堆肥を投入し、地力増進を図っておく。 

○2  深耕を行い、排水対策を徹底しておく。 

○3  土壌病害対策を行い、根を健全に発根させる。 

④ 高軒高ハウスや強制換気、天窓、遮光資材、細霧冷房

等の導入により、温度環境の改善を図る。 

⑤ 適正な土壌水分管理に努める。潅水チューブを増やす

と管理しやすい。 

⑥ 地温上昇抑制マルチ（タイベック）等を利用する。 

⑦ 養液栽培では根圏温度を適正に管理する。 

図 1  ﾀｲﾍﾞｯｸﾏﾙﾁを用いた地温低下（8月） 

（2008西濃農林事務所、冬春トマト） 

(2) 事後対策 

○1  遮光資材の利用により、ハウス内気温、果実温、葉温等の上昇抑制を図る。 

○2  曇雨天後に晴れあがる日は萎凋しやすいので、早朝潅水を実施する。葉先が枯れたら病害の発生源と

なるので、直ちに摘葉する。 

○3  薬害が出やすいので、高温時の薬剤散布は避ける。 

 

 

 

４ 野菜（高冷地）  ～高温対策～ 

 トマトは 26℃以上の高温になると光合成速度が著しく低下する。34℃以上では花粉稔性は低下し、落花し

やすくなる。また潅水不足はこれらを一層助長する。果実では裂果や黄変果、過熟果などが発生しやすくな

り品質、収量低下を招きやすい。高温性の土壌病害の発生も助長される。 

 ほうれんそうでは、発芽率が低下したり、軟弱徒長、品質低下しやすくなる。 

 高温耐性には、根の活動が大きく関与しているので、安定した土壌水分の維持と地温の上昇抑制が重要と

なる。 

(1) ほうれんそう 

  ① 高温期の管理 

ａ．遮光資材の利用 

      ほうれんそうの発芽適温は 18～20℃と低いことから、播種時は遮光資材で被覆し、地温の低下と

土壌水分を保ち発芽の安定を図る。30％を超える遮光資材では、発芽揃いの頃に、30％以下では、

本葉４枚を目安に本葉６枚目までにははずす。湿気の多いほ場では、ほ場を乾かすために、６枚目

を待たずに、遮光資材を除去する。  長期間の被覆は軟弱徒長気味の生育となり株重低下につな

がるので、生育状況や気象及び遮光率には細心の注意を要する。 

また、除去する場合は、夕方の涼しい時に行い、高温強日照時には行わない。 

品温の低下を図るために収穫時に遮光することも有効であるが、下葉が濡れている状態で収穫す

ると、事故品（ずるけ）の原因となるので、注意が必要である。    

ｂ．水管理 

      圃場が乾燥している場合は、前作終了後、耕起前に 20～30分潅水し、表層から土層中心部まで土

壌水分を均一に保ち、表面が軽く乾いてきたら耕転する。発芽が揃うまでの３～４日間は土壌表面

の乾燥を防ぐためこまめに潅水する。発芽揃いから本葉４～５枚目までは根が伸長する時期であり、

立枯病等が発病しやすいため潅水を控える。遮光資材を使用している場合は、除去すると同時に潅

水し、萎れない程度に２～３日間隔で潅水し、収穫７日前には潅水を終了する。 

② その他 

ａ．害虫防除 
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夏期から秋期にかけて高温が続くとヨトウガやシロオビノメイガの発生密度が高まり被害が増加

する傾向にあり、老熟幼虫は食害量が飛躍的に増加するので、食害量が小さく限定的な若齢期に防

除を徹底することが重要となる。防虫ネットは透き間のないように設置に注意するとともに、防虫

ネットに付着した卵塊等に対する防除を行うとともに、ほ場内やほ場周辺の雑草に寄生し被害が拡

大することから、合わせて雑草防除を徹底する。     

 

(2) トマト 

  ① 潅水 

    梅雨明け後から８月中旬までは、１年中で最も平均気温が高く、晴天が続くことが多いことから、

トマトの蒸散量が多く、最も潅水量を必要とする時期となる。基準となる潅水量はあるものの、畑や

水田転作等の圃場条件の違いにより、適正な樹勢を保つために必要な潅水量は大きく異なる。その違

いを的確に把握し必要とされる潅水量を過不足なく与えることが求められる。施肥量は十分にも係わ

らず、葉色が濃く樹勢が回復しない場合には潅水不足をまず疑い、通路潅水と合わせて潅水量の調整

を図る。 

② 確実な着果安定 

  ａ．樹勢 

      高温期の着果が毎年、安定しない場合には着果しやすい樹勢が保たれていない例が多い。樹勢は

強すぎても弱すぎても着果不良となることから、収穫開始時期から理想とされる３～４花開花花房

下の茎径が８～10㎜となるように潅水量と施肥量を調節し樹勢をコントロールする。また、生長点

付近の葉色に注意し、特に早朝は淡く黄色を帯びるような状態を維持する。 

ｂ．ホルモン処理  

      標高の低い地帯を中心に、晴天日のハウス内気温は 40℃近くなり、花粉の発芽限界となる 35℃を

超え、振動受粉やマルハナバチによる交配では着果安定を図ることは困難となることから、ホルモ

ン処理に切り替え、確実な着果を図る。その際にも高温期の処理となるが濃度を薄めすぎないよう

に注意し、樹勢に応じた適正な濃度により処理を行う。 

③ 病害虫対策 

  ａ．葉かび病 

      葉かび病抵抗性品種の導入は進んでいるが、「桃太郎８」栽培ほ場については発病前からの予防

剤による定期防除が基本となる。下葉を中心に発病が見られるので、発病確認後は速やかに治療剤

に切り替え、病気の蔓延を防ぐ必要がある。治療剤については耐性菌の発生を避けるため、同一系

統の薬剤は連用を避け、年１回程度の使用に留めることも産地全体として耐性菌を発生させないた

めの取り組みとして重要である。また、発生源を取り除くために下葉の摘葉を合わせて行うことも

効果的である。 

    葉かび病抵抗性品種であっても発生が見られる場合があり、すすかび病の発生もあるので、あわせ

て注意が必要である。 

ｂ．その他 

      ８月中旬以降の気温の低下により、疫病や灰色かび病の発生が予想されるので、収穫管理に多忙

な時期ではあるが、十分な予防防除に努める。 

      また、タバコガ類の発生も多くなるので、早期発見に努め早めの防除を行うとともに、日中の高

温対策で防虫ネットを開放することもあるが、夜間には必ず隙間の無いようによく確認して設置す

る。 

 

 

 

 

 

 



 

- 9 - 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2015 3/16 4/3 5/13 5/15 5/17

2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20 10/3 10/9 10/9
平年 3/17 4/7 5/19 5/21 5/23 9/29 10/3 10/7

太秋 2015 3/19 4/5 5/12 5/14 5/16
2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23 10/15 10/29 11/12
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30

富有 2015 3/19 4/7 5/15 5/17 5/20
2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25 11/5 11/17 11/27
平年 3/24 4/13 5/21 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30

開花期 収穫期

５  果  樹  ～干ばつ、台風対策～ 

(1) 果樹の生育 

県内の果樹の生育は、先月に引き続き早く進んでいる。平坦地では、早生なしの「なつしづく」の収穫が

現地で始まっており、「幸水」も１週間以上前進化しているため、盆前出荷が期待できそうな状況。また、

飛騨地域のもも「白鳳」は平年より３日程度早くなりそうと予想される。かきやりんごの果実肥大も良好に

進んでいる。 

今後も高温・干ばつが想定されるため、早め早めのかん水に心掛けてほしい。また、台風の襲来しやすい

時期になってきたため、事前に対策をふだんから実施しておくとよい。 

     表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

     表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

     表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17

2014 3/17 3/28 4/5 4/8 4/12 4/18 8/4 8/20
平年 3/18 3/29 4/14 4/10 4/14 4/21 8/7 8/11

豊水 2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15
2014 3/15 3/26 4/1 4/5 4/10 4/16 9/1 9/8
平年 3/14 3/26 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3

2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7 8/3 8/17
平年 3/26 4/29 4/29 5/1 5/6 8/3 8/14

昭和 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3
白桃 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8 8/21 9/1

平年 3/27 4/30 4/30 5/2 5/7 8/19 8/29
※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　
始 盛

丹沢 2015 3/29 4/26 6/10 6/7
2014 4/1 4/28 6/13 6/12 8/28 9/8
平年 3/31 4/29 6/17 6/13 9/1 9/10

筑波 2015 3/25 4/25 6/11 6/6
2014 3/31 4/27 6/15 6/11 9/16 9/29
平年 3/29 4/27 6/18 6/12 9/19 10/1

ぽろたん 2015 3/25 4/24 6/11 6/9
2014 3/31 4/27 6/14 6/15 9/9 9/15
平年 3/31 4/28 6/17 6/16 9/13 9/19

雄花
満開

雌花
満開

収穫期
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      表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ かきの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋、7/25現在） 

    図２ なし果実肥大推移（左から幸水、幸水（GA）、豊水、7/25現在） 

 

 

 

 

 

 

 

           

                        図３ ももの果実肥大推移（白鳳、7/27現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                         図４ りんごの果実肥大推移（ふじ、7/27現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
つがる 2015 4/4 4/21 5/1 5/3 5/8

2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14 9/4 9/18
平年 4/5 4/20 5/5 5/8 5/14 9/5 9/22

ふじ 2015 4/3 4/21 5/1 5/3 5/7
2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13 11/10 11/28
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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 (2) 気象災害（果樹） 

① 干ばつ 

       7月下旬は高温が続き、今後も高温が続くと予想されており、それに伴う干ばつも心配される。干

ばつ対策、日焼け対策については先月号「果樹の気象災害」に掲載しているので参考にしてほしい。 

 

② 台風対策 

       今月から来月にかけて、台風の襲来が予想される時期となる。事前対策を十分に行い、被害を軽減

する必要があるので、事前対策、事後対策をしっかり行ってほしい。 

～事前対策～ 

・ 主枝・亜主枝等が裂けないよう支柱等を利用し枝を補強する。特に、発生角度の狭い枝は被害を

受けやすいので、針金等を利用し結束しておく。着果量の多い枝、高接ぎした枝は、特に注意が必

要である。既に誘引等を済ましている場合でも、結束を確認し、支柱を強固なものに変える。 

・ ナシ・ブドウ等の棚は、強風により煽られやすいので、支柱やアンカーを増やして補強しておく。

また、矮化リンゴでは根が浅く倒伏しやすいので、棚への結束の確認をしておく。 

・ 果実落果を防ぐため、ナシ・ブドウ等では園の周囲をネットで囲う。但し防風ネットは強風を受

けた場合、非常に大きな力を受けるので、十分な補強をしておく。特に収穫時期が近づくほど、落

果被害が大きくなるので対策を徹底する。 

・ 多雨により園内が滞水すると、根の呼吸が阻害され養水分吸収が不可能となり、地上部の生理的

活動が低下するので、明渠を設置する等、事前の排水対策を徹底しておく。 

・ 収穫可能な果実はできるだけ収穫しておく。その際には農薬の使用基準（収穫前日数）に留意す

る。 

～事後対策～ 

・ 果実や樹体が損傷を受けた場合は、まず被害程度をよく確かめ、防除・摘果・せん定を実施する。 

・ 果実や葉の傷から病気が発生しやすいので、台風通過後天候が回復したら、早目に殺菌剤を散布

することも考える(ただし、ぎふクリーン農業等の基準には十分注意する)。 

・ カキでは、台風に伴う豪雨が土壌中の肥料を流亡させるため、落葉病の発生を助長する。また、

炭疽病や Pestalotiopsis 属菌による葉枯れ病が発生することがあるので注意する。 

・ 傷果・軟化果等は早目に摘果する。また落葉がひどい場合は、その程度に応じて摘果し樹体への

負担を軽減することも考える。 

・ 倒伏した樹は、根を傷めないように注意してできるだけ早く起こし、支柱を添えて固定する。枝

裂け等は、修復可能な枝は直ちに起こし、再度裂けることのないよう補強する(ボルト等利用)。 

・ 滞水した場合、外的変化が現れてからは手遅れになるので、できるだけ早くほ場の排水対策を徹

底する。 

 

 

 

６ 茶  ～干ばつ対策～ 

(1) 干ばつ 

茶は二番茶の摘採が終わり、次年度に向けた管理が始まるが、根の浅い作物名だけに干ばつ対策としてし

っかりかん水することが必要である。恒久対策、事前対策については、先月号に掲載したので参考にしてほ

しい。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

品種登録制度と種苗法の特例について 

 

１ はじめに 

花き生産において、オリジナル品種を育成することは、経営において大きな武器となる。 

種苗会社の育種が種苗の販売を目的としているのに対して、花き生産者の育種は防衛育種とも言われ、オ

リジナル品種を独占的に生産・販売することで差別化やブランド化が期待できる。 

そのため、岐阜県内でも 29名・団体から約 140品種※の草花・鑑賞樹が品種登録又は登録出願されている。 

（※品種登録は、登録が維持されているもののみ。平成 27年 7月 9日現在） 

また、国際競争力強化には新品種育成が極めて重要であることから、昨年施行された「花きの振興に関す

る法律」において研究開発事業により育成された品種の出願、登録の経費軽減が種苗法の特例として認めら

れている。 

品種育成に取り組んでいる生産者にとって種苗法の特例による出願料・登録料の軽減措置は大きなメリッ

トであることから、その手続きの流れについて紹介する。 

 

２ 出願・登録の状況 

 日本国内での種苗法に基づく品種登録出願は、昭和 53年以降年々増加し、平成 18年に 1,500品種を超え

るピークを迎え、近年は毎年 1,000品種前後が出願されている。 

 その中で、草花類と鑑賞樹の出願数が約８割と多くを占めている（図１）。 

 平成 27年 3月 31日現在の草花類、鑑賞樹の有効登録品種数と審査中の品種数の合計は、約 8,400品種と

なっている。 

 また、草花類と鑑賞樹の出願件数 23,963件のうち、個人が 7,200件（30%）を占めており、生産者個人に

よる出願意欲も高いものがある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 種苗法の特例の背景 

花きの輸入額は、関税が廃止された昭和 60年以降増加し、平成 19年をピークに近年は 500億円程度で推

移しており、平成 23年の輸入額は 502億円となっている（図３）。 

特に、切り花に占める輸入の割合（数量ベース）も上昇傾向にあり、平成 22年は 23％に達している。 
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図１ 年次別種苗登録出願数推移  

（農林水産省品種登録 HP 統計資料より） 

図２ 業種別出願件数 

（農林水産省品種登録 HP 統計資料より） 
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こうした状況のなか、農林水産省では「国産シェアの奪還と輸出拡大のためには、我が国花き産業の国際

競争力の強化に資する新品種の育成に加速化が必要」であることから、昨年１２月に施行された「花きの振

興に関する法律」において種苗法の特例により出願料、登録料が軽減されることとなった。 

 

４ 種苗法の特例措置適用の流れ（図４） 

(1) 対象 

種苗登録に係る出願、登録料の軽減は、研究開発事業を行う者が対象となる。研究開発事業とは「花

きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、我が国の花き産業の国

際競争力の強化に特に資するものをいう。」と定義されている。 

 

(2) 研究開発事業計画の認定 

そのため、定義に沿った研究開発事業の目標、事業内容と実施期間、必要な資金の額及び調達方法を

記載した研究開発事業計画を、「農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室」（以下花き

振興室という）へ提出し、認定を受ける必要がある。 

 

(3) 出願料の軽減申請 

申請者は、計画に基づいて育成した品種の出願料を軽減を受けるためには、「出願料軽減申請書」を

花き振興室へ提出する。 

申請者が認定研究開発事業者であることが確認されると「確認書」が交付される。 

申請者は、出願の願書（品種登録願）の収入印紙欄に出願料の 1/4 の金額分の収入印紙を貼付け、朱

書きで「花きの振興に関する法律に基づく出願料４分の３軽減」と農水省から交付された確認書の番号

を「確認書番号○○号」と記して申請する。 

なお、品種登録納付書は、品種登録の公示の日から３０日以内に提出する必要があることから、登録

料納付の時点で「確認書」が交付されていないときは「確認書交付申請中」と追記して期限内に提出す

る。 

申請書類の不備がなければ出願料の軽減手続きが完了する。 

 

(4) 登録料の軽減申請 

出願品種の審査が完了し登録されると品種登録の公示がされ、申請者に「登録証」が交付される。 

   申請者は、計画に基づいていて育成した品種の登録料を軽減するには、「登録料軽減申請書」を花き

図３ 花き輸入状況の推移 
（財務省「貿易統計」、農林水産省「植物検疫統計」） 

(億円) (％) 
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振興室へ提出する。 

申請者が認定研究開発事業者であることが確認されると「確認書」が交付される。 

   申請者は、「品種登録納付書」の収入印紙欄に登録料の額の 1/4の金額分の収入印紙を貼付け。朱書

きで「花きの振興に関する法律に基づく第○年から第○年の登録料の４分の３軽減」と記し、農水省か

ら交付された確認書の番号を「確認書番号○○号」と記して申請する。 

   申請書類の不備がなければ登録料の軽減手続きが完了する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

 普及の現場では、こうした、種苗法の特例措置だけでなく、登録出願申請等についても相談を受けること

がある。 

 特に新品種の特性調査、申請書の記載について助言指導も求められる事が多いので、登録出願申請の流れ

や手法について情報収集に努める事も重要となる。新品種の特性を調査するための特性表は、植物の種類ご

とに違うので注意が必要である。 

品種登録に関する情報は、農水省品種登録ホームページから入手できるので活用すると良い。 

図４ 出願料・登録料軽減手続きの流れ 



 

- 15 - 

 

鳥獣保護関連の 
法整備 

 

自然保護思想の
高揚 

 

図１  シカの推定生息数の変遷（小山ら原図を改変） 

鳥獣害対策における防護柵の設置について 

 

１ はじめに 

 古くから人々は、石や土を積んだ大規模なシシ垣で農地や集落を囲ったり、鳴子や火縄銃を用いて追い払

いをしたりして、イノシシやシカ等の農耕地への侵入を防ぐ努力をしてきた。明治になり食肉文化が広まる

とともに、猟に用いる銃の性能も向上したため、昭和の中頃には野生動物は激減し、農業被害はごく一部の

地域に限られていた。しかし、鳥獣保護関連法の整備、自然保護思想の高揚、畜産業の発展による食肉事情

の充実、職業猟師から趣味嗜好ハンターへの移行等により捕獲頭数が減少するのに合わせて、近年、野生動

物の生息頭数が急増し、農業被害の増加につながっている。環境省が発表した推定生息個体数調査結果（2012

年末）では、イノシシが全国で約 89万頭、中部 10県で約 10万頭、ニホンジカが全国（北海道を除く）で約

249万頭、岐阜県で約 6万頭に上っている。 

  農地や集落に出没する野生動物の被害を減らすには、「獣害は病害虫と同じ」という認識が必要で、まず

は農地周辺環境を整備し寄せ付けないこと、もし侵入した痕跡があれば早期発見早期対策で被害を最小限に

抑えることが大切である。 

  野生動物による被害を防ぐには、 

   ① 誘因除去 ＝ 野生動物の食料となる収穫残渣や不収穫果実等を放置しない。 

   ② 予防     ＝ 農地に接近侵入させない。 

・ 緩衝帯の整備 ： 農地周辺の見通しをよくして野生動物の隠れ場所をなくす。 

・ 防護柵の設置 ： 野生動物の侵入を防ぐ。 

   ③ 追い払い ＝ サルに対しては、人間は怖く、集落は危険な場所と認識させ、山へ追い返す。 

   ④ 捕獲     ＝ 加害する野生動物を駆除する。 

等の対策が挙げられる。 

これらは全て、鳥獣害防止に必要で効果的な対策だが、特に② 予防における防護柵の設置と、④ 捕獲は、

知識と技術が必要である。今回は、② 予防のうち、防護柵について検討したい。 

 

２  防護柵の種類と特性 

  防護柵には、農地を個別に囲うものや複数の農地を囲うもの、集落全体を囲うもの等がある。 

(1) 農地を囲う柵 

   ① 個別柵（個々の農地を囲う） 

        最も一般的な防護柵の設置形態で、個人が管理し、設置や撤去のタイミングを自分で決められ、補

修や補強がしやすい利点がある。 

   ② グループ柵（複数の農地を囲う） 

          隣接した複数の農地を 1つの柵で囲うもので、個人の費用・管理負担が軽くなるが、それぞれの

役割分担や責任範囲を明確にしておく必要がある。 

(2) 集落全体を囲う集落柵 
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      国の補助金等を活用して、集落全体を囲う柵を設置する集落が増えている。 

  ＜利点＞           

      集落全体への侵入を抑制する効果が高く、防衛対策や捕獲に向けての有効な手立てが立てやすい。 

      また、野生動物が侵入しても、柵があると侵入経路が特定しやすく迅速な対応が可能になる。 

   

３  柵の材質と特徴 

  多くの防護柵の種類が出ているが、柵の種類は大きく「物理柵」と「心理柵」に分けることができる。 

(1) 物理柵 

      強度を持たせた棚の高さにより、動物の出入りをコントロールする柵。 

      （対象とする獣種によって高さを調整する。） 

      施工は大変だが、電気柵ほどこまめな管理が必要ないために、頻繁に見回ることのできない場所や集

落柵などの総延長の長い柵に使われる。 

     ※ よじ登る能力が高い獣種（サル、ハクビシン、アライグマ等）には不向き。   

① トタン柵 

        長所：設置費用が安い。廃材の利用が可能。目隠し効果が期待できる。 

        短所：耐久性が低い。地際の潜り込み対策に工夫が必要。風の負荷が大きく、高くまで設置できな

い。 

        備考：目隠し効果により、他の柵と併用すると侵入防止効果が高くなる。 

② ワイヤーメッシュ柵 

        長所：比較的安価。強度があり、耐久性も高い。 

        短所：重いため運搬等に労力がかかる。 

        備考：網目は１０cm以下。上端を忍び返しにすると効果的。 

   ③ 金網柵 

        長所：耐久性が高い。集落柵に適する。 

        短所：設置費用が高い。集落柵等のように総延長が長いと見回りや点検修理に労力がかかる。 

        備考：網目は１０cm以下。下部は埋めるか折り返して潜り込み対策が必要。 

   ④ ネット柵 

        長所：軽く持ち運びが容易なため、設置が容易。設置費用が比較的安価。 

        短所：強度や耐久性が低く、イノシシに侵入される可能性がある。 

        備考：強度向上を図りステンレス線を編み込んだネットも販売されているが、イノシシによる破損・

侵入事例が見受けられる。 

(2) 心理柵 

      学習によって柵を回避するようになった野生動物の心理を利用した防護柵。 

   ○ 電気柵 

        高電圧・微電流のパルスを 1～1.5秒おきに通電して、鼻先が触れた動物に刺激（痛み）を与えるこ

とにより、柵が危険であることを学習させ、接触を回避させるもの。 

        長所：設置費用が比較的安価。ほとんどの野生動物に効果がある。 

        短所：漏電防止のための頻繁な草刈り等が必要。地際２０cm（イノシシ、シカの場合）をキープし

て設置する必要がある。コンクリートやアスファルト等の難通電性の物の近くに設置しない。 

        備考：設置したら昼夜を問わず、撤去するまで通電し続けることが重要。 

   × 有刺鉄線 

野生動物に痛みや恐怖心を与えると思われがちだが、厚い被毛や丈夫な皮膚に覆われた野生動物で

は有刺鉄線に触れてもほとんど痛みを感じることはなく、恐怖心を与えることもない。 

 

４ 野生動物の目線に立って侵入防止を 

  防護柵を設置したが、役に立たないという事例も多く見受けられる。柵を設置するには、加害動物の種類

に応じた種類と材質を選ぶことが大切である。 
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(1) 基本的な考え方 

      防護柵を効果的に活用するためには、設置者の都合に合わせるのではなく、動物の目線（習性）に立

って柵を設置する必要がある。 

＜ポイント１＞ 

   ○ 農作物の味を覚えさせない。 

        農作物は野生動物にとっても魅力的な食べ物であり、その味を覚えた動物は執拗に侵入を試みるよ

うになる。近隣に野生動物が出没する兆候が見られたら、被害が出る前に予防的に柵を設置し、農作

物に強い執着心を抱く動物を作らないことが重要になる。 

  ＜ポイント２＞ 

   ○ 潜り込めるとは思わせない。 

        イノシシやシカは優れた跳躍能力を持っているが、多くの野生動物が柵の中へ侵入しようとする場

合、柵の下や隙間をくぐるのがほとんどである。野生動物は常に生きるか死ぬかの真剣勝負であり、

肢にけがをすると餌を探せないばかりでなく、敵に襲われても逃げ切れなくなる。足場の悪い場所で

頻繁に障害物を跳び越えていては着地の際にけがをするリスクが高まるので、極力必要のない跳躍は

回避する。また、イノシシは、鼻先で６０kgもの障害物を持ち上げる力があるので、鼻先が入る隙間

があれば押し広げて侵入しようとする。 

        まずは隙間（特に地際）をなくし、設置面の補強を行うことが重要である。 

        柵のすそ部分を土中に埋めるか、折り返してペグ等で地面にしっかり固定すると、潜り込みの防止

になる。頻繁に侵入される場所では、トタンや寒冷紗等で目隠しをし内部を見せないことで、加害動

物に不安感を与え侵入防止効果を高めることができる。 

  ＜ポイント３＞ 

   ○ 飛び越せるとは思わせない。 

        低い柵や傾斜地に設置された柵は狙われやすく、飛び越えて侵入しようとする。傾斜地を避け、見

た目の高さを確保することが重要で、柵の上部に忍び返しをつけると飛び越し防止効果が高まる。 

  ＜ポイント４＞ 

   ○ しびれない電気柵は設置しない。  

        野生動物は普段と違うものがあると、臭いを嗅いだり鼻先で触って確かめようとする。電気柵はこ

の習性を利用し、初めて見る柵線に触れて感電しショックを与えることで、心理的に「電気柵は怖い

ものだ、触ると危険」と覚え込ませるのである。 

        そのため、設置しても通電せずに放置すると、しびれない電気柵に触り、電気柵は危険なものでは

ないと認識して、鼻先を柵線に触れず侵入するようになる。その後通電しても、鼻先以外の体毛のあ

る部分に柵線が触ってもほとんどショックを受けないため、心理的恐怖を与えられず、電気柵の侵入

防止効果はなくなってしまう。 

        電気柵は設置したら、昼夜を問わず撤去するまで通電することが重要であり、電気を流さない場合

は柵線を撤去しなければならない。 

 

５  集落柵の効果を持続させるためには 

  集落柵の効果を持続させるためには、こまめな点検と補修が不可欠となる。設置の際には、点検や補修を

実施しやすいルート（設置場所）の設計をすることが大切になる。 

(1) 柵は、目の届く範囲に設置を 

      目の届く位置に柵を設置することで、柵の破損状況の確認や侵入箇所の特定がしやすくなる。 

山林の中に柵を設置したり、集落柵の内側に藪や耕作放棄地を残すと、点検しづらくなるだけでなく、

野生動物に潜む場所を与える恐れがある。 

(2) 管理道の整備が重要 

      集落柵の設置後は、定期的に点検することが必要になる。点検・補修のためのスペース（管理道）を

整備すると管理が効率よくできる。 

      きちんと保守管理された集落柵による被害防止効果は高いが、十分な保守管理がなされていない集落
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柵では被害防止効果は期待できない。 

(3) 開口部対策 

      野生動物は、集落に接した山や林地から直接侵入するばかりでなく、河川敷や水路、交通量の減った

夜間の道路からも侵入してくる。しかし、集落全体を囲う柵では、水路や交通量の多い道路など完全に

閉鎖できない場所（開口部）ができるのはいたしかたない。こうした開口部における侵入防止対策につ

いても工夫が必要である。 

   ① 水路からの侵入対策 

        水流を堰き止めない工夫をした柵の設置 

       ・ 通常は水面近くまで物理柵を張り、増水時には、水路部分の柵が外れるもの。 

       ・ 水路にすだれ状に電気柵を設置する。ただし、増水時の漏電防止や感電防止のため、漏電遮断器

を必ず設置すること。 

       ※ 河川敷からの侵入防止対策は河川管理者、水路からの侵入対策は水路管理者とよく相談した上で

実施する必要がある。      

   ② 道路からの侵入対策 

        シカやイノシシにとって、交通量が多く門扉の設置が困難な道路は、夜間、交通量が減少すると集

落への侵入路となってしまう。また、音や光による刺激にはすぐに慣れてしまい、侵入防止効果は期

待できない。 

       ・ 道路に沿って設置する集落柵の折り返しを長くして、野生動物が侵入しづらくする。 

       ・ 道路面にグレーチングを埋設し、動物が侵入しづらくする。 

         ※ グレーチングの設置は、道路管理者の許可が必要。 

   ③ 捕獲との組み合わせによる侵入防止対策 

        開口部付近での捕獲は、集落内への侵入を抑制する効果に加え、集落内へ侵入する野生動物の数を

減らす効果もある。開口部へと続くけもの道や柵の折り返し周辺に、わな（箱わなや囲いわな、くく

りわな）を仕掛けることで、侵入しようとする野生動物を捕獲したり、侵入に対する不安感を与え、

侵入防止を図る。また、道路上の開口部であれば、資材の搬出入や毎日の見回り、捕獲個体の搬出等

にも都合が良い。なお、開口部周辺の農地は、念のため個別柵で囲っておくことも侵入防止効果を高

めることになる。 

       ※ 野生動物の捕獲には法令に基づく許可が必要になる。 

 

６ おわりに 

  防護柵の設置は、農地や集落への野生動物の侵入を防止し被害を抑える重要な手法の一つである。 

しかし、柵を設置したからといって、侵入を全て防げるわけではない。農作物等の味を覚えた野生動物は、

執拗に柵の周辺を徘徊し、隙間や破損部分から、あるいは柵を破って農地へ侵入するものもいる。 

岐阜県では、価格や設置の容易さから、スレンレス線を編み込んだネット柵「猪鹿鳥無猿柵」の設置を推

奨しているが、最近、イノシシがネットを破って侵入する事例が出ている。確かにイノシシの力は強く、ネ

ットを破損させることは可能だが、実際に柵を破って侵入する個体はごく一部であり、柵の設置でその他の

多くのイノシシおよびシカ等の侵入を防いでいることも事実である。侵入された場所があれば確認して直ち

に補修し、次の侵入に備えるとともに、一度でも侵入に成功した個体は何度でも侵入を繰り返そうとするの

で、侵入箇所付近にわな（箱わな、くくりわな）を設置するなどその個体の捕獲に向けた対応を併用してい

くことが侵入防止効果を上げていくことになる。 

鳥獣害対策は、加害鳥獣との知恵比べというように、一筋縄で解決できるものではない。侵入防止対策が

必要であり、周辺環境整備や加害鳥獣の捕獲も含め、総合的に対応していかなければならない。 

 

 

＜参考＞ 

野生鳥獣被害防止マニュアル：鳥獣被害対策基盤支援委員会 

集落ぐるみで取組む!!獣害対策マニュアル：兵庫県北播磨県民局 
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≪電気柵に係る事故防止について≫ 

今年 7月、静岡県西伊豆町において、獣害対策用に設置された電線に触れた 7人が感電し、うち男性 2人

が死亡する痛ましい事故が発生した。今回の事故で最も大きな問題は、電気事業法等に基づく電気設備に関

する技術基準を定める省令における感電防止のための適切な措置が講じられていなかった可能性があり、自

作の装置が使用されていたことにある。 

電気事業法等に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令第 74条の規定では「電気さく（屋外に置い

て裸電線を固定して施設した『さく』であって、その裸電線に充電して使用するものをいう。）は、施設し

てはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止す

るために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設する

ときは、この限りではない」とされており、電気さくの施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を

講じることが必要とされている。 

このため、経済産業省では、下記の指導がなされている。 

１．電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。 

２．電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。 

  イ  電気用品安全法（ＰＳＥ）の適用を受ける電気さく用電源装置 

  ロ  感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であっ

て、次のいずれかから電気の供給を受けるもの。 

（イ）電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置 

  （ロ）蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源 

３．電気さく用電源装置（直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置）が

使用電圧３０Ｖ以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所

に電気さくを施設するときには、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施

設すること。 

イ  電流動作型のものであること。 

ロ  定格感度電流が１５ｍＡ以下、動作時間が０．１秒以下のものであること。 

  ４．電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。 

 

  これに基づき市販されている獣害対策用の電気柵は生命に影響のないように設計されており、人間が誤っ

て触れた場合、ショックは大きいが命に係わるほど危険なものではない。 

今回の事故のように、電気が常に流れている電線を人が誤って握ってしまった場合、筋肉が硬直してその

まま握り続けてしまい、大量の電気が体内を流れて生命の危険にさらされることになる。 

一方、市販の獣害対策用の電気柵では、野生動物にショックを与えるため、高電圧（5,000Ｖ以上）・微電

流（１５ｍＡ以下）の電気を電柵器本体から発するが、通常、1 秒程度の間隔で１０万分の１～３秒という

ごく短い時間にパルス状に流されるため、たとえ柵線を握っても瞬間的に手を離すことができるように、間

欠的に電気が流れる仕様になっている。さらに、使用電圧３０Ｖ以上の電源から電気の供給を受ける電気柵

を人が容易に立ち入る場所に設置する場合には、漏電遮断器への接続が義務付けられている。 

  こうした安全対策の上で、電気柵の使用が許可されていることを十分理解し、決して電気柵を自作したり

しないよう周知するとともに、各自が人への危険性を考慮し事故の防止を心掛けなければならない。 

 


