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  今 月 の 農 政 情 報   

 

担い手への農地集積・集約化に向け農地中間管理事業が始まります！ 
 

１ はじめに 

平成２６年度から始まる農地中間管理事業を紹介する。 

農地中間管理事業は、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構（以下「機構」という）を整備して、

当該機構による担い手への農地集積・集約化を促進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進め

ることを目的として新たに創設された事業である。 

 

２ これまでの経緯 

＜国＞ 

平成 25年 6月 14日 「日本再興戦略」を閣議決定 （今後 10年間で全農地面積の 8割を担い手へ集積）   

 平成 26年 3月 1日  「農地中間管理事業の推進に関する法律」の施行 

＜県＞ 

 平成 26年 3月 14日 「岐阜県農地中間管理事業等推進基金条例」の施行 

 平成 26年 3月 20日 「岐阜県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」の策定 

＜目標＞担い手が利用する農用地の面積及び集積率 

    Ｈ25 17,727ha（30.9％） ⇒ 平成 35 43,212ha(78.0%) 

 平成 26年 3月 20日 （一社） 岐阜県農畜産公社を岐阜県の機構として指定 

 平成 26年 4月 1日  機構が業務を開始 

 

３ 事業の概要 

(1) 事業の仕組み 

図１ 農地中間管理事業の仕組み 
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  ※対象地域は農業振興地域内に限る。 

   ※任意の集落営農組織が受け手として公募するには、法人化が必要。 

   ※農地の借受け募集は、受け手の応募状況等を踏まえて行う。 

 

(2) 貸付け決定ルール 

機構が借り受けた農地の貸付け先は、「岐阜県農畜産公社農地中間管理事業規程」で定めるルールに

基づいて決定する。基本原則は、以下のとおり。 

① 規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資すること。 

② 効率的・安定的な経営を行っている農業者に支障を及ぼさないこと。 

③ 新規参入者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるようにすること。 

  ④ 地域農業の健全な発展を旨としつつ、借受希望者のニーズを踏まえて公平・適正に調整すること。 

    

４ 機構集積協力金 

地域における話合い（人・農地プラン）に基づき機構へまとまった農地を貸し付けた地域や、農地を貸

し付けて担い手への農地集積・集約化に協力する出し手に協力金が交付される。 

 

(1) 地域に対する支援（地域集積協力金） 

  【交付対象】地域の話合い（人・農地プラン）により、機構に一定割合以上の農地を貸し付けた地域 

※「地域」とは、同一の人・農地プラン内で、集落・学校区など、実際の話合いの単位と

なった外縁が明確になっている区域をいう。 

  【交 付 額】             

 

 

 

 

(2) 出し手に対する支援 

ア．経営転換協力金 

【交付対象】機構へ自作地を貸し付けた農業者等（経営転換、リタイヤする農業者等）。 

【交付要件】機構に農地を10年以上貸し付けること。（機構から受け手へ貸付けられることも必要） 

※機構を介さず新たに特定作業受委託契約を結んだ場合も対象。 

   【交 付 額】  

      

 

 

 

イ．耕作者集積協力金 

【交付対象】 機構の借受農地、公募リストに記載された農業者の耕作する農地に隣接する農地や接

続する2筆以上の農地等を機構に貸し付けた農業者 

   【交付要件】  機構に農地を10年以上貸し付けること。（機構から受け手へ貸付けられることも必要） 

  【交 付 額】  

 

 

 

５ 当面のスケジュール 

7月       受け手の公募の開始（インターネット等） 

9月頃      出し手の募集を開始 

12月頃       受け手への貸付けを開始（農用地利用配分計画の認可） 

【機構への貸付割合】 Ｈ26年,27年  Ｈ28年,29年  Ｈ30年 

2割超～5割以下 2.0万円/10a → 1.5万円/10a → 1.0万円/10a 

5割超～8割以下 2.8万円/10a → 2.1万円/10a → 1.4万円/10a 

8割超 3.6万円/10a → 2.7万円/10a → 1.8万円/10a 

【貸付け等を行う面積】  

0.5ha以下 : 30万円/戸 

0.5超～2.0ha以下 : 50万円/戸 

2.0ha超 : 70万円/戸 

Ｈ26年､27年 2.0万円/10a 

Ｈ28年､29年 1.0万円/10a 

Ｈ30年 0.5万円/10a 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント 
  
 
  
６月４日に平年より４日早く梅雨入りした東海地

方は、夏至を過ぎ７月に入っても少雨傾向が続いて

いる。先月６月の気象は、平均気温は岐阜市で

24.3℃と平年より 1.5℃、高山市で 20.3℃と平年よ

り 0.9℃高く、降水量は岐阜市で平年の 37％、高山

市で 78％と少なく、逆に日照時間は、岐阜市で平年

の 115％、高山市で 107％と多くなった一方で、北海

道では気象台観測始まって以来の降雨日数を記録し

た。 

今年は東太平洋付近の赤道域で海面水温が上昇す

るエルニーニョ現象が現れており、一般的に夏の高

温をもたらす太平洋高気圧の張り出しが弱いために

梅雨明けは遅れ、低温、多雨、日照不足になりやす

いとされるが、ここ数年来‘まだら’な気圧配置を

もたらす傾向があり、九州を中心とする西日本で豪

雨、関東以北の東日本を中心に冷夏の傾向が表れや

すく、東海地方など中部から四国にかけての太平洋

沿岸地域では比較的少雨傾向の年が多い。しかし、

７月に入ると梅雨前線が北上し本州付近に停滞する

ようになるため本格的な梅雨空となる見込みであり、

日本全域で雨が多くなると予想される。さらに梅雨    

明けが遅れると東海地方でも降雨日、降水量ともに    図１ アメダス気象図（岐阜市：H25～H26） 

多くなり豪雨被害にも注意が必要となる。        

 それでも７月中旬以降になると前線が日本海まで

北上するようになる。この頃には勢力を盛り返した

太平洋高気圧によってさらに前線が一気に押し上げ

られやがて消滅する。梅雨明けである。８月の長期

予報によると平年同様に晴れる日が多いと予想され

ており猛暑も覚悟しなければならない。 

春先に大発生したマイマイガの成虫が飛び始めて

おり、今後は翌年以降に向けた対策に留意しなけれ

ばならないが、まず、７月の豪雨・日照不足、それ

に何より毎年この頃に本州に接近することの多い台

風にも十分注意しながら水稲・大豆や夏秋野菜等に

対する被害対策に十分な注意を払いたい。      図２ 東海地域における梅雨入りと梅雨明けの関係 

 

 

１ 水 稲 ～低温、長雨対策～ 

水稲の生育期における低温の影響は、平坦地帯より山間高冷地帯で大きく、特に高標高の地域では冷害と

して現れる。水稲の冷害には、低温により出穂期が大幅に遅れたり、出穂後の長期間の低温により登熟不良

となる「遅延型冷害」と、穂ばらみ期の低温により出穂しても受粉せず不稔となる「障害型冷害」がある。

また、長雨の影響は、日照不足や低温、冠水として複合的に発生することが多いので、状況に応じて対策を
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図る。 

 

(1) 遅延型冷害 

灌漑水が冷水となる水田では、迂回水路（廻し水）やビニールチューブを用いた水温上昇策（温水チュ

ーブ）を利用する。畦畔の補修等の漏水対策をおこない、日中は止め水にして水温の上昇を図る。 

二次枝梗の籾数が多く一穂籾数の多い稲は、遅延型冷害により登熟歩合が低下しやすいため、幼穂形成

期前後の窒素過剰を避けるように管理し、二次枝梗粒数が多くなり過ぎないよう努める。 

 

(2) 障害型冷害 

穂ばらみ期に平均気温２０℃以下の日が数日続いたり、最低気温が１７℃以下になると、障害型冷害の

原因となる花粉の形成阻害が発生しやすくなる。最も被害を受けやすい時期は、出穂７～１４日前頃の減

数分裂期であり、次いで出穂期と出穂２０～２５日前頃の幼穂形成期が被害を受けやすい。 

低温が予想される時には深水にし、幼穂を低温から保護する。幼穂形成期頃には１０ｃｍ程度、減数分

裂期頃には可能な限り（できれば２０ｃｍ程度）の深水にする。深水にしたら日中は止め水にして水温の

上昇を図る。灌漑水が冷水の場合は、迂回水路やビニールチューブを用い、水温の上昇に努める。 

 

(3) 長雨対策 

分げつ期には、浅水管理とし分げつを促進する。有効分げつを確保した後の中干しが長雨で不十分な場

合は、幼穂形成期頃までをめどに、田面に小びびが入り足跡が軽く残るまで落水を続ける。中干しの前に

溝切りをおこなうと効果的である。追肥は、分げつの発生や草姿の状況等、稲の生育に応じて施用し、窒

素過剰とならないようにする。 

長雨が続くといもち病が発生しやすいので、防除を徹底し予防に努める。また、病害虫防除及び除草剤

等の薬剤散布にあたっては、天候に留意し、降雨により薬剤の効果が低下しないように努め、必要に応じ

て剤型の変更や体系化等をおこない効果的に防除する。 

 

 

２ 大 豆 ～長雨対策～ 

大豆は、梅雨期の長雨により播種時期が遅延されるとともに、遅播きにより生育量の不足が生じる。また、

大豆は湿害を受けやすい作物であり、長雨により播種後の種子の腐敗や初期生育の抑制等の被害が発生する。 

ほ場の周囲とほ場内には明渠を設け、排水に努める。明渠は、降雨や播種作業等で埋まることがあるので、

保守点検を行い、排水口にしっかりと繋いでおく。降雨直後にほ場の見回りをおこない、確実に排水できて

いるか確認する。播種が大きく遅れる場合には、播種量を増加し、生育量の低下を補う。 

土壌の通気性と排水性を改善し、根の発達を促すため、中耕培土をおこなうと良い。しかし、開花以降の

深い中耕培土は、側根を切断し生育を停滞させるので、中耕培土は開花前に終了する。 

 

 

３ 野菜  ～干ばつ対策～ 

(1) 事前対策 

○1  有機物の施用、深耕、土壌耕盤層破砕により、土壌を膨軟化し、保水力や排水力を高め、根群を拡大

させる。 

○2  排水溝、暗渠排水の閉鎖、うね間の両端を閉じる等、ほ場の乾燥を防止する。 

○3  雑草を除去し、敷きわら、敷き草、ポリエチレンマルチ等により土壌水分の乾燥を防ぐ。特に敷きわ

ら等は地温上昇抑制効果が大きい。 
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図１ 夏期の敷きわらが地温に及ぼす影響 

（敷きわら 3.3㎡当たり 4kg） 

○4  生育着果に支障がない程度に茎葉を摘除して、葉面蒸発を抑える。  

⑤ 雨よけ栽培の軟弱野菜には遮光資材を活用する。 

 

(2) 応急対策 

① 土壌が極端に乾燥した後、急な多量の潅水をすると根の障害を起こし、被害が大きくなることがある

から、早めに潅水を開始するか、少量ずつ回数を多く潅水する。 

② 潅水は早朝または夕方に行う。畝間通路潅水は夜間に滞水しないよう掛け流しとする。 

③ 施用した肥料は乾燥により吸収が抑制され、土壌の乾燥進行により野菜の濃度障害が予想される場合

は追肥を控える。 

④ 軟弱野菜等草丈の比較的低い野菜では、応急的にべたがけ資材の被覆により乾燥を防ぐ。 

⑤ 収穫が近い野菜は早めに収穫するか、果菜類では整枝、摘芯等で収穫の中断、切上げをする。 

 

 

４ 野 菜（高冷地） ～梅雨時期の長雨・低温・低日照対策～ 

 梅雨に入ると、高冷地においては、長雨・低日照と低温による農作物への影響が大きいため、気象状況を

十分に把握し、その対策が必要となる。 

 野菜の生育適温や光適応性はそれぞれ異なるが、低温と日照不足が続くと生育が遅延し、光合成が抑制さ

れて、樹勢低下、花質低下、落花がしやすくなる。しかも、長雨が重なると根の湿害や病害の発生により、

更に収量が低下する恐れがある。 

(1) ほうれんそう 

① 長雨による事故品対策  

   ６月中旬以降の梅雨時期からは例年、腐敗等による事故品の発生が問題となる時期である。収穫期に

はほ場が乾いているように、収穫１週間前からの潅水は厳禁となるが、天候に気を配りながら、ほ場条

件に応じて潅水量や潅水終了時期を調節することが必要となる。また、収穫・調整作業は丁寧に行い、

葉や葉柄を気づつけないように注意を図る。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除   

  a．べと病 

曇天や降雨が続く梅雨時の低温期に発生が問題となるが、分生子の発芽適温は８～18℃とされ、高

標高地帯においては夏にも発生が見られる。特に近年はいままでの抵抗性を侵すレースの発現により

初期からの予防防除が重要となる。また、夜間の多湿条件は発病を助長することから夕方のかん水は

避け、合わせてこまめな換気も有効である。 

③ 梅雨明け後の高温日の管理 
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ａ．遮光  

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（遮光率 30％程度）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。基本的には本葉４枚目までには除去する。 

  ｂ．水管理  

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適度に潅水する。発芽揃いから本葉４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、本葉４枚～草丈 10cm

程度までは土壌の乾き具合を見て３回程度、１回当たり５～10mm程度の潅水を行う。前作終了後、

耕起前に潅水し、表層から作土層中心部まで土壌水分を均一に保つことも、物理性維持や発芽揃い

のためには有効である。 

  

(2) トマト 

① 長雨時の管理 

梅雨期間の日照不足は、樹勢が低下しやすく、着果が不安定になりやすい。そのため、低段の着果負

担を軽減し、樹勢の維持を図るとともに、中央の畝を中心に潅水を定期的に行い、一定量の追肥は継続

する。 

   通常の管理では、樹勢の維持が困難な場合は、葉面散布により樹勢回復を促す。 

ａ．摘果を確実に行うことで、着果負担を減らし、樹勢の維持するが、樹勢が弱い株は１～２段を２果

以下に摘果する。 

  ｂ．雨天が続いた場合もハウス中央が乾燥しやすいため、２～３日に１回は潅水を行う。 

  ｃ．降雨・曇天が続く場合は根の動きが鈍いため、生長点付近を中心に最小限度の散布量での葉面散布

で養分補給を行うことは有効な手段である。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除 

a．灰色かび病、葉かび病が多発する環境下にあるので、梅雨時の発生前までに予防防除が重要である。 

また、同一系統の薬剤を連用せず、必ず系統の異なる薬剤による防除を行う。 

③ 梅雨期間中の管理 

a．しおれ対策  

曇雨天時は潅水を控えがちとなることから、特にハウス中央部分が乾燥状態となり、しおれ発生の

原因となることが多いため、土壌水分を一定に保つことを意識し、曇雨天が続く場合でも定期的な

潅水を継続する。しおれの発生が予想される場合（曇雨天が続いた後の晴天日等）は、前日や当日

の早朝より十分に潅水を行い、極端なしおれが発生した場合は動噴による葉水散布を継続して行い、

葉焼け等の発生を最小限に抑える。 

ｂ．ガク枯れ症対策  

第４～５花房で発生の多いガク枯れ症は、梅雨後の晴天日が続くことに加え、堆肥の大量施用や窒

素施肥量が過剰な場合、樹勢が強めで潅水を控え気味としている状況で発生が多い傾向にある。い

ずれも早朝に十分な葉露が上がっていないことが予想されるため、第３花房開花以降は葉露の上が

り方を見て潅水量を増やすとともに追肥量を調整し、吸水しやすい土壌環境を整える。 

 

 

５ 果 樹 ～干ばつ対策～ 

(1) 果樹の生育 

県内の果樹の生育は、5月までは平坦地域では平年並み、中山間地域ではやや遅れていたものの、梅雨入

りしても好天が続いていることから、平坦部のカキ、ナシは平年より進んでいると推測される。また、中山

間地域のクリの生育も平年より遅れていたが、平年並みに開花となった。６月に入り地域的に降雨があると

ころとないところがみられるが、梅雨の後半は雨が多いと予想されるため、園の排水対策を徹底し、順調な

生育を促せるよう管理する。 
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 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） 

 

  表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20

2013 3/17 4/4 5/20 5/21 5/23 10/3 10/7 10/8 271 17.9
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23 9/29 10/3 10/7 242 16.3

太秋 2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23
2013 3/18 4/4 5/19 5/20 5/22 10/16 10/22 11/5 331 18.1
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30 340 17.2

富有 2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25
2013 3/19 4/5 5/21 5/23 5/26 11/6 11/19 12/2 263 17.2
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30 273 17.0

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2014 3/17 4/5 4/8 4/12 4/18

2013 3/12 4/9 4/5 4/9 4/17 8/5 8/19 8/28 398 12.3
平年 3/18 4/14 4/11 4/15 4/22 8/7 8/11 8/25 358 12.6

豊水 2014 3/15 4/1 4/5 4/10 4/16
2013 3/10 4/3 4/3 4/6 4/14 9/3 9/9 9/20 476 12.7
平年 3/14 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11 9/18 447 13.2

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重

　/母枝 　/母枝 始 盛 （ｇ）
丹沢 2014 4/1 4/28 6/13 6/12

2013 3/28 4/29 6/14 6/13 10.2 8.5 9/2 9/9 31.0
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 11.2 8.9 8/31 9/9 26.6

筑波 2014 3/31 4/27 6/15 6/11
2013 3/27 4/27 6/15 6/12 16.5 9.0 9/20 10/3 28.3
平年 3/28 4/26 6/18 6/11 16.0 12.6 9/18 9/30 25.6

ぽろたん 2014 3/31 4/27 6/14 6/15
2013 3/28 4/29 6/16 6/15 5.2 4.3 9/11 9/18 32.5
平年 3/31 4/28 6/17 6/15 5.8 4.6 9/12 9/18 27.5

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重

始 盛 終 始 終 （ｇ）
白鳳 2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7

2013 3/27 4/30 4/29 5/3 5/11 8/3 8/14 291
平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/3 8/14 291

昭和 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8
白桃 2013 3/28 5/2 5/1 5/4 5/11 8/20 8/30 327

平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/5 8/19 8/29 339
※　平年はH15～H24の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14

2013 4/1 4/17 5/7 5/11 5/15 9/3 9/20
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/14 9/5 9/22 340 13.6

ふじ 2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13
2013 4/1 4/16 5/7 5/11 5/15 11/11 12/2
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29 357 15.8

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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枝の伸長停止 枝葉の萎凋始

イチジク 21.1 18.4 0.3～0.5

モモ 20.4 18.7 1.2～1.4

ブドウ 22.1 20.8 0.7～0.9

カキ 23.1 21.7 0.4～0.9

ナシ 241 24.1 0.3～0.6

土壌湿度（％） 葉裏の中助細胞の浸透圧（ﾓﾙ）
（KNO3原形質分離点）

 

(2) 干ばつ 

① 被害の症状 

梅雨明け後の 7～8月は乾燥の程度が著しいだけでなく、湿潤な梅雨期の直後であることで、根の活性

が低下しているため、急激な乾燥に対して抵抗力が弱い状況にある。 

果樹の耐干性は、モモ、スモモ、アンズ、ブドウ、カンキツ等では強く、リンゴ、カキ、ナシ等で弱

い傾向にある。しかし、この相違は必ずしも明確に区別できるものではなく、台木の種類、栽培条件等

によっても異なる。 

土壌水分の低下に伴い、始めに葉のしおれ、巻き込み等が見られ、程度がひどくなると果実の萎縮等

（カキではトラがき症状）や 

落葉が発生し、場合によって

は樹が枯死する場合もある。

  また、程度が軽い場合でも

ぶどうやかき等では日焼け

果の発生が多くなり、なしで

は樹体内の水分生理の異常

と考えられるユズ肌症状が

多くなる等の障害が発生する。 

② 事前対策 

ａ．水田転換園等でかん水のできるほ場では、7日間隔で 1回のかん水量 30mm以上を目安に畦間かん水

を行う。その際、夕方から翌朝にかけ水を入れるようにする。日中の滞水は避ける。かん水を行いに

くい山畑等では、樹冠下に一部穴を掘り、スポット的にかん水を行う方法も有効である。 

ｂ．草生栽培園では、土壌中の水分を草が吸い、蒸散によって空中に逃がすため、裸地に比べ水分の蒸

散量が多くなる。草生管理園ではこまめに草刈りを行い、水分蒸散を抑えるとともに、刈り取った草

は敷き草として利用すると一層土壌からの水分蒸散を抑えることができる。 

      表７ 土壌管理の違いによる蒸発散量（ポット法） 

ｃ．清耕園では、敷き草、敷きわら等を行い、土壌からの水分蒸散を防ぐ。また、マルチ資材の利用も

有効である。 

③ 事後対策 

ａ．干ばつ被害を受けた樹では、葉のしおれ等が発生するが、果実が水分の貯蔵庫の役割をするので、

あわてて果実を摘果せず、気象条件、被害程度をよく勘案してから摘果作業を行う。 

ｂ．干ばつの被害を受け、落葉等の大きな被害を受けた樹では、貯蔵養分が十分確保できていない場合

が多く、冬期の剪定にあたって強めの剪定を行い、次年度の新梢確保に努める。また、次年度の新梢

の伸長等をよく観察し、樹勢低下が著しい場合は、着果制限を行い樹勢回復に努める。 

 

(3) 日焼け 

① 被害の症状 

日焼け果は、気温が高い時に果実表面に直射日光が当たり果実温度が

４０～４５℃を超えると発生しやすくなる。通常は、葉や果実からの蒸

散で気化熱が奪われることより、温度上昇を防いでいるが、直射日光が

当たることで局所的に危険温度を超えることがあり、これが日焼け果の

原因となっている。一般に午前よりも午後のほうが気温や樹体温度が高

くなるため危険性が高く、特に西日の当たる部分に発生しやすい。     

また樹が水ストレスを受けている場合等は、気孔が閉じ蒸散が抑えら

れることから、水ストレスが日焼け果の間接的な原因と考えられている。 

区 草生クローバー区 草生オーチャード区 清耕区 わらマルチ区 草生刈草敷区

1日当たりの蒸散量(mm) 4.8 4.06 2.83 1.52 2.3

同指数 170 143 100 54 81

表６ 果樹の枝葉の伸長停止ならびに萎凋始めの土壌湿度 

写真１  カキの日焼け 
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高湿度、無風条件も蒸散が抑制されることから、被害が大きくなりやすい。           

                 

② 対策 

ａ．果実に直射日光が当たらないようにすることが基本となる。そのため新梢をやや多めに配置し果実

に西日等を当てないようにする。また、日焼け果は上向きでの発生が多いことから、摘果時に横から

下向きの果実を残すようにする。 

ｂ．蒸散を促進することも重要で、かん水を実施し樹に水ストレスを与えないようにするとともに、土

中の細根を充分発達させることが大切である。これにより、水ストレスによる気孔閉鎖が起きにくく

なり、日焼けを防ぐことだけでなく、光合成を促進させ、樹勢維持や果実肥大といった効果も期待で

きる。 

ｃ．細根を十分に発達させるには、土壌改良、堆肥の局所施用、排水対策（過湿になると根が傷むため）

などがあるが、平素からの土壌管理が重要となってくる。 

 

 

６ 茶  ～干ばつ対策～ 

(1) 被害の症状 

 干ばつにより土壌成分が不足して細根が枯れ、水分や肥料吸収が十分でないため、生育不良や葉枯れ、落

葉する。特に被害が大きくなると摘採面の細枝が枯死することもある。礫質土壌では特にその傾向が強い。 

(2) 事前対策 

① 土壌改良 

既成茶園では、畝間の土壌の通気性を良くするため、堆肥、敷き草、わら等の有機物や、もみがらく

んたん等を十分施し、土壌保水力を増大させるよう日頃の管理が重要である。 

② 肥培管理 

肥培管理の良否及び病害虫防除の励行が干害の程度に影響を及ぼしている。したがって、常時、肥培

管理、病害虫防除に注意し、樹勢の旺盛な茶園を維持する。 

③ かん水 

干害の発生に対し、かん水の効果の大きいことはもちろんである。干害の被害は、かん水設備のない

茶園で顕著である。 

④ 樹高 

茶樹の樹高は 60cm程度以下に保つ方が、干害の被害を軽減することができる。 

(3) 事後対策 

① 敷きわら、敷き草の施用 

干害の多くは、枝枯れ、葉枯れ、あるいは秋芽の生育不良などいずれかの障害を起こし、これらの障

害は晩秋ないし厳冬の低温、寒風、乾燥等によってさらに症状を助長するため、敷きわら、敷き草を十

分行い、乾燥防止する。 

② かん水及び病害虫防除 

降雨が少ない場合、かん水を行い、樹勢の回復を図る。高温乾燥のため害虫発生を招きやすいので、

防除の励行に努める。 

③ 肥料の分施 

干害によって根もかなり被害を受け、その吸収機能が弱り、濃度障害が出やすいので、肥料を分施す

る。秋肥はもちろんのこと、春肥、夏肥についてもできるだけ分施して樹勢回復を図る。 

④ 整枝 

干害の被害を受けた茶園は、秋整枝の程度を軽くして、葉層の確保に努める。被害の大きい場合は、

秋整枝をやめ、春整枝としたほうが翌年の茶樹の回復が早い。 
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６ 花き  ～高温対策～ 

切り花生産において、梅雨時期に曇天が続いた次の日に朝から晴天となると、一時的な萎れが発生するこ

とがある。これは、曇天で根の吸水能力が低下し、天候の変化に植物が対応できないために起こる。品目に

より葉先焼けや曲りの原因となるため、萎れる前の朝９～１０時頃、葉水散水をして萎れを軽減させる。ま

た、梅雨明け後、強日射が続くと、クロロシスが起きて葉焼けが発生する。肥やしすぎないことに留意し、

３０～５０％程度の寒冷紗をして葉焼け防止を図る。 

 

施設栽培（切り花、鉢物共通）では高温障害を受けやすいため、換気を十分に行い、日中の施設内気温の

上昇を極力抑えることが重要である。サイドはできるだけ高く解放すると効果が高い。以下の対策により高

温障害の回避に努める。 

(1) 寒冷紗や石灰乳のガラス面塗布などにより遮光する。 

(2) 葉水により葉温低下と気化冷却を行う。 

(3) 高温、乾燥時にはハダニ類、アブラムシ類、スリップス類などの多発が考えられるので防除を徹底する。 

（日中の防除は薬害などの恐れから避け、早朝または夕方以降に実施する。） 

(4) 収穫は気温の低い早朝に行い、低温貯蔵庫などにいれる。また、高温によって開花の進むバラなどは１

日２～３回収穫する。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

福島県における農林水産物の安全性確保の取組について 

 

平成２５年４月１日から３月３１日までの１年間、地方自治法に基づく被災地支援により、福島県農林水

産部環境保全農業課に派遣し、農林水産物等緊急時モニタリング事業（農林水産物緊急環境放射線モニタリ

ング検査）等に従事したので、その取り組みについて紹介する。 

 

１ 食品（農林水産物を含む）中の放射性物質の基準値について 

 平成２３年３月１１日の東日本大震災による福島第一発原子力発電所事故直後は、国内での農林水産物に

係る放射性物質の基準値が存在しなかったため、同年３月１７日に

厚生労働省において食品衛生法に基づく食品中（農林水産物を含む

以下同じ）の放射性セシウム及び放射性ヨウ素の暫定規制値を設定

し、原子力災害対策本部の決定に基づき、暫定規制値を超える食品

が市場等に流通しないように出荷制限の措置をとってきた。しかし、

より一層の食品の安全と安心を確保するため、事故後の緊急的な対

応ではなく、長期的な観点から新たな放射性セシウムの基準（以降

基準値という）が平成２４年４月１日に施行され、世界中でも最も

厳しい基準となっている。 

 

２ 農林水産物に係る緊急時モニタリング検査について 

 福島県では事故直後の同年３月２０日より福島県産農林水産物の安全・安心を確保する取り組みとして農

林水産物に係る緊急時モニタリング検査（以下モニタリング検査という）を開始した。 

 福島県では、平成２３年４月４日に原子力災害対策本部より出されている「検査計画、出荷制限等の品目・

区域の設定・解除の考え方（平成２６年３月２０日一部改正）」に基づき、「品目別採取基準（平成２６年

３月３１日一部改正）」を施行し、市町村単位で３点以上、主要な品目、摂取量の多い品目、これまでに結

果による品目を対象として、各作目ごとに、対象区域、検査対象及び採取点数を定め、国の設定する基準よ

りも厳しく、きめ細い計画を策定しモニタリング検査を行っている。  

たとえば、野菜・特産では、野菜指定産地や特定野菜、県単青果物価格補償対象品目等福島県の主力品目 

のアスパラガス他２１品

目、摂取量の多い品目や地

域の特産野菜、前年度の検

査結果で５０Bq/kg を超え

る放射性セシウムが検出さ

れた品目のほか、特に分析

が必要と認められる品目を

全市町村に対して収穫期間

中毎週１回以上、収穫前に

ほ場より採取した農産物の

検査を行っており、平成２

５年度の野菜・果実では、

２２８品目５，８０６点の

検査点数におよぶ。 

モニタリング検査で基準

 

 

食品群 基準値
（単位：ベクレル/kg）

一般食品 100
乳幼児食品 50
牛乳 50
飲料水 10
一般食品に農林水産物を含む

○放射性セシウムの基準値 
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値を超えた場合は、原則として都道府県単位、区分が可能であれば市町村等の単位に原子力災害対策本部よ

り出荷制限等の指示があり、市場流通はもちろん朝市等での販売も制限されることになる。 

 平成２５年度の結果では、超過件数は４１９点と１．５％程度であったが、そのほとんどが試験操業中の

水産物であり、また、山菜・きのこ類のうちでも、野生の物に若干の基準値を超える物があった。  

モニタリング検査は、収穫が始まる直前から出荷期に、品目別採取基準の検査計画に基づき、市町村、関

係団体等と協議して、品目やサンプルの採取場所等を決定し、福島県（主に農業普及課）がサンプルを採取

し、福島県農業総合センターで分析を行っている。                                             

  

ゲルマニウム半導体検出器での検

査が義務付けられてるため、福島

県農業総合センター分析課に１０

台設置し、１６人体制で３年間で

１０万点を超える検査を実施して

きている。 

 

 

 

 

 

３ 安全を確保する取り組み 

 生産段階では、県が実施するモニタリング検査の他、出荷物に対してはＪＡや集荷業者等が主体となり、

よりきめ細かく放射性物質の検査を実施し、産地からは安全な農産物以外は出さないように検査体制を充実

させている。 

 米では放射性物質の全量全袋検査が実施されており、安全が確認されたものだけが出荷されている。 

朝市等の直売所では、各直売所ごとに検査機械を所有し、販売する農産物の安全を確保している。 

また、家庭菜園においても各市町村も公民館単位で検査機械を備えて自主的な検査を行なうなど、あらゆる

販売チャンネルに合わせてより安全な農産物を消費者に提供できるよう取り組まれている。 

 その結果、流通段

階での基準値超過は

なく、福島県産の農

産物の安全性が確保

されている状況にあ

る。 

 このように、朝市

まで含めた検査体制

をとっており、本県

においても、災害等

での緊急時の農産物

の安全確保のための

検査体制の構築は農

産物の安全性を確保

するためには必要に

なると感じる。 
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４ 安全を確保する技術対策の確立 

農業の再生に向けて、農地の除染と放射性物質の吸収抑制対策が不可欠であることから、対策技術の確立

と現地での技術移転に取り組まれている。 

福島県の農業の再生のためには、放射性物質対策技術の確立と実行により、安心して農産物等を生産でき

る環境をつくり、安全な農産物を生産、流通させることが不可欠である。 

そのため、国からの通知を基本として、独立行政法人研究機関や福島県農業総合センターでの最新の知見

を踏まえた「農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策の指針」を作成され、農業者が安心して

生産活動ができるよう対策が行われている。 

農用地ではゼオライトによる放射性物質の吸着と、反転向による、表層に付着している放射性物質を下層

への埋却、または、表土の剥ぎ取り、果樹では樹体洗浄により除染を行っている。 

カリ肥料の適正施用や土壌中の交換性カリ含量を高める土づくりによる放射性物質の吸収抑制対策、原子

力発電所事故時に使用していた資材からの２次汚染と交差汚染の防止、土の付着を抑える栽培管理等の総合

的な対策を講じられている。 

これらの結果、農林水産物のモニタリング検査等においてほとんどが基準値を下回り、農産物等の放射性

セシウム濃度は低減しており、基準値を超える農産物の市場への流通は未然に防止され、福島県産の農産物

の安全性が確保されている状況にある。 

＊技術対策の詳細は福島県のＨＰ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu05.html 

 

５ 本県での農林水産物の放射性物質モニタリング検査 

本県は、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方（平成２６年３月２０日一部改正）」

で定められている対象自治体ではないが、県内で生産される主要な農産物の安全性を確認し、県民・消費者

の県内産農畜水産物に対する不安感を払しょくするために、放射性物質のモニタリング検査を実施している。 

福島第一発原子力発電所事故のあった平成２３年１０月に「農畜水産物の放射性物質モニタリング検査事

業」が通知され、作物・野菜・果樹・茶・原乳・魚類等を対象に同年１１月より実施している。 

本県では、農業技術センター及び中山間農業研究所で簡易検査を行い、５０Bq/kg 以上検出された場合に

保健環境研究所でのゲルマニウム半導体検出器による精密検査が実施される。 

平成２５年度末で１８５点の農林水産物を検査しているが、すべて検出限界値以下となっており、福島第

一発電所事故による放射性物質の影響はなかった。 

今年度も継続して実施しており、県産農林水産物の安全を確保している。 

 

６ 最後に 

勤務地は福島市内の福島県庁であったため、原子力災害の被災地であることを感じさせることはほとんど

なかった。ただ、市内でも「除染をしています」という看板が見受けられることで少しは実感することがで

きた。 

農産物の産出額が平成２２年には２，３３０億円あったのが震災の年には１，８５１億円と５００億円近

く落ちており、物理的な被害に加えて風評による被害の大きさに驚かされ、また、避難指示準備区域を訪れ

ると、震災から２年以上たっているのにもかかわらず、農地の中に車が放置されていたり、壊れた家がその

ままであり、津波や地震の被害が軽微な地域でも、ゴーストタウン化しておりあまりにも悲惨さに写真を撮

ることや車から降りるのに躊躇するような地域がたくさん存在していた。 

震災より３年がたち、昨年から一部地域で「あんぽ柿」の生産が始まり、また、地域によっては営農を再

開しつつあり、徐々にではあるが農業生産においても復興が見え始めてきている。 

そんな中で、モニタリング検査は安全を確保するためには欠かせない業務であり、今後も長く続けていく

必要があり、終わりの見えない検査であることを感じた。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu05.html
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あってはならないことであるが、本県において過去に例のない災害があった時に、農林水産物の安全を確

保するための体制づくりには、県だけでは無く、ＪＡ等の関係団体や市町村、農業者が一体となって、取り

組み、早急な体制作りが必要であり、再生産ができる技術対策も合わせて構築する必要がある。 

今回の派遣では、福島県職員の皆さんが通常業務に加えて原子力災害対策に取り組まれる姿勢には、本当

に頭の下がる思いであり、同じ県職員として勉強になり、また、今後も少しでも復興に寄与できるようにし

ていきたいと感じた。 

派遣期間中は、福島県農林水産部環境保全農業課、関係各課及び福島県農業総合センターの皆様にお世話

になり、また、各種資料を提供いただいたことに、感謝いたします。 
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和牛へのイネＷＣＳ（稲発酵粗飼料）・飼料用米給与の注意点 
 

 平成 26年度からの経営所得安定対策見直しや、耐倒伏性に優れたＷＣＳ専用品種の開発等により、イネＷ

ＣＳ（Whole Crop  Silage：稲発酵粗飼料）や飼料用米の生産拡大が予想されるが、イネＷＣＳは、他のイ

ネ科牧草と比較して蛋白質が少なく牛の第一胃での分解が困難なリグニンを多く含んでおり、飼料用米は、

トウモロコシに比較して第一胃での炭水化物の分解速度が速い等の飼料特性を持つため、牛への給与にあた

っては細心の注意が必要である。今回は、イネＷＣＳ及び飼料用米を和牛に給与する場合の注意点を示す。 

 

１ イネＷＣＳについて 

 日本標準飼料成分表（2009年版）から、各種サイレージを牛に給与する場合の栄養成分を下表に抜粋した。 

表１ サイレージの栄養成分（原物中、給与対象：牛） 

飼料名 収穫期 水分 

% 

粗蛋白

質 CP 

% 

可消化

養分総

量 TDN % 

（参考） 

栄養比 NR 

(TDN-CP)/CP 

NFE％ 

非繊維性

炭水化物 

粗灰分 

％ 

ｶﾙｼｳﾑ 

Ca 

% 

βｶﾛﾃﾝ 

mg/kg 

イネ 

 

出穂前 74.5 3.4 13.7 3.0 9.6 4.3 - - 

出穂期 69.3 2.7 15.4 4.7 12.3 4.5 - - 

乳熟期 68.4 2.7 15.4 4.7 14.4 4.3 - - 

糊熟期 65.2 2.7 19.0 6.0 17.3 4.6 - - 

黄熟期 62.7 2.6 20.8 7.0 19.0 4.8 - - 

イネ 

・飼料用 

品種 

出穂期 75.6 1.8 12.6 6.0 10.2 4.0 - 144 

乳熟期 71.8 2.0 14.2 6.1 13.1 4.7 - 94 

糊熟期 63.6 2.3 19.4 7.4 17.5 6.0 - - 

黄熟期 61.0 2.3 21.1 8.2 20.0 5.7 0.09 28 

完熟期 59.0 2.2 22.0 9.0 21.8 5.9 - 15 

ｲﾀﾘｱﾝ 

1番草 

 

出穂期 

 

67.1 

 

4.1 

 

22.0 

 

4.4 

 

13.7 

 

3.5 

 

0.17 

 

82 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 黄熟期 73.6 2.1 17.5 7.3  1.6 0.06 42 

(参考) 

ﾍｲｷｭｰﾌﾞ 

 

普通品 

 

10.8 

 

14.7 

 

49.3 

 

2.4 

 

33.6 

 

- 

 

1.46 

 

29 
 
飼料の栄養特性は、炭水化物と蛋白質の比である「栄養比（ＮＲ：Nutritive ratio）」を算出すると判

断しやすい。炭水化物の割合が多い飼料はＮＲの数字が大きくなり、蛋白質の割合が多い飼料はＮＲが小さ

くなる。なお、繁殖和牛の維持期の飼料はＮＲ＝5.2～5.4 が適正である。（学術的には栄養比（ＮＲ）＝

（TDN-DCP）/DCPであるが、2001年日本標準飼料成分表からＤＣＰ表示が廃止されたので、本稿ではＮＲ＝

(TDN-CP)/CPで算出した。） 

イネＷＣＳは刈り取り時期が遅くなるほど子実にデンプンが貯留し可消化養分総量（ＴＤＮ）が上昇する

が、一方で粗蛋白質（ＣＰ）含量の変化は少ないため、ＮＲは刈り取り時期が遅くなるほど上昇する。一般

にイネ科牧草は収穫が遅くなるほど難消化性のリグニンが増加するため、出穂期～乳熟期に刈り取り、良好

な発酵が期待できる水分（65％以下）に余乾してからサイレージに調整することが推奨されているが、イネ

ＷＣＳ専用収穫機械によるダイレクト収穫の場合は予乾が不可能なため、イネの水分量が低下する糊熟期～

黄熟期の刈り取りが推奨されている。その時期に収穫したイネＷＣＳの栄養成分は、イネ科牧草であるイタ

リアンライグラス１番草サイレージに比較して蛋白質が少なく、デントコーンサイレージと同程度である。

また、イネの茎葉はケイ酸を多く含むため、イネＷＣＳはイタリアンサイレージやデントコーンサイレージ

に比較して粗灰分が多い。カルシウム含有量は豆科牧草に比較して少なく、βカロテン含量は収穫が遅くな

るほど低くなる傾向がみられる。なお、完熟期以降の刈り取りはモミの脱粒に注意する必要がある。 

 

＜「子実型イネ」と「茎葉型イネ」＞ 
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 イネＷＣＳは刈り取ったイネをサイロやロールベール内に封入して嫌気状態を作り乳酸発酵させた飼料で

あるが、従来の「子実型イネ」は乳酸菌や乳酸菌の増殖に必要な糖類が少ないため発酵不良となりやすい。

また、「子実型イネ」は難消化性のもみ殻に覆われており、熟期が進むほど消化性が低下する。この欠点を

補うため近年開発された「たちすずか」等の「茎葉型イネ」は、「子実型イネ」と栄養成分の差はほとんど

ないが、子実の付着が 1/3～1/5程度で栽培時の耐倒伏性が高いことに加え、茎葉中の糖含有量が高く良質な

乳酸発酵が期待できる。また出穂後刈り取りまでの日数経過に伴う消化率の低下が小さく、刈り取り時期を

分散できる利点がある。 

  

＜繁殖和牛へのイネＷＣＳ給与＞ 

 日本飼養標準・肉用牛（2008年版）では、体重 500kgの繁殖成牛の維持に必要な養分量は CP:515g、TDN:3270g

とされ、その時のＮＲは(3270-515)/515=5.3である。表１の栄養成分から、繁殖和牛の維持期にイネＷＣＳ

（飼料用品種、黄熟期収穫）を単味給与すると、蛋白質不足（デンプン過剰）となることが判る。飼料中の

蛋白質が不足すると発情微弱等の繁殖障害が発生するので、イネＷＣＳを維持飼料として給与する場合は、

大豆粕や豆科牧草等、蛋白質を多く含む飼料を混合して給与することが肝要である。 

 日本飼養標準・肉用牛(2008年版)に従い、体重 500kgの繁殖和牛にイネＷＣＳを給与する場合の例を以下

に示す。繁殖和牛の維持期には、ＣＰ515g、ＴＤＮ3270gの他、乾物（ＤＭ）6540g、カルシウム 15g、ビタ

ミンＡ21,200IU（βカロテンとして 53mg）が必要なので、蛋白質、カルシウム、βカロテンを多く含む豆科

牧草であるアルファルファ（ヘイキューブ）を組み合わせることが有効である。 

表２ 維持期の繁殖和牛（体重５００ｋｇ）への給与例 

飼料名 給与量 

（kg） 

乾物量 

（ｇ） 

ＣＰ 

（ｇ） 

ＴＤＮ 

（ｇ） 

Ｃａ(ｶﾙｼｳﾑ) 

（ｇ） 

βｶﾛﾃﾝ 

（mg） 

イネ WCS（飼料

用品種黄熟期） 

 

12kg 

 

4,680 

 

276 

 

2,532 

 

10.8 

 

336 

ﾍｲｷｭｰﾌﾞ（普通） 2kg 1,784 294 986 29.2 58 

合計 ➀ 14kg 6464 570 3,518 40 394 

養分要求量 ➁ 

和牛体重 500kg 

 

― 

 

6540 

 

515 

 

3,270 

 

15 

 

53 

充足率 ➀/➁  99％ 111％ 108％ 267％ 743％ 

※CPは 10～20％、TDNは 5～10％の安全率を見込んだ。Ca、βｶﾛﾃﾝは過剰給与による障害はない。 
 
 繁殖和牛の分娩前２か月間、泌乳期及び育成期には良質な蛋白質が必要であるため、イネＷＣＳを給与す

る場合は、飼料分析結果に基づき適切な量の高蛋白質飼料を補うことが必要である。 

 

２ 飼料用米について 

 日本標準飼料成分表（2009年版）から、各種穀物を牛に給与する場合の栄養成分を下表に抜粋した。 

表３ 穀類の栄養成分（原物中、給与対象：牛） 

飼料名 水分 粗蛋白質 

CP 

％ 

可消化養

分総量 TDN 

％ 

（参考） 

栄養比 NR 

(TDN-CP)/CP 

ｶﾙｼｳﾑ 

Ca 

 ％ 

リン 

P 

％ 

モミ米 13.7 6.5 67.1 9.3 0.04 0.22 

玄米 14.8 7.5 80.9 9.8 0.03 0.31 

（参考）   

ﾄｳﾓﾛｺｼ 14.5 7.6 80.0 9.5 0.03 0.26 

大麦 11.5 10.6 74.4 6.0 0.05 0.32 
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 玄米の栄養成分はトウモロコシとほぼ同程度で、大麦に比較して蛋白質が少なく炭水化物を多く含んでい

る。モミ米は重量の約 20％がモミ殻で、玄米に比較して CP、TDNとも低い。未処理のモミ殻や玄米表面は牛

の第一胃内での消化が困難なので、給与前に粉砕、加熱圧ぺん、乳酸発酵（サイレージ化）等の処理が必要

である。飼料用米を未処理のまま牛に給与すると、

モミ米で約 30％、玄米で約 25％の未消化子実が糞中

に排泄される。粉砕した飼料用米はトウモロコシや

大麦の代替として給与することが可能であるが、ト

ウモロコシに比較して第一胃内でのデンプン分解速

度が早いのでルーメンアシドーシスに注意する必要

がある。また、粉砕後の飼料用米は 1ヶ月程度で変

敗（酸化）や害虫の発生が起こる場合があるので、

２～３週間毎に必要量を粉砕したほうが良い。なお、

繁殖和牛に給与する配合飼料は、粗飼料に不足する

蛋白質補給の目的で給与しているので、飼料用米で

代替する場合は蛋白質の不足に十分注意することが

必要である。                     写真１ 牛糞中の未消化穀物の測定 

 

＜肥育牛への給与＞                     

日本飼養標準・肉用牛 2008 年版では、600kg の去勢牛の肥育に要する養分量は、増体日量 0.8kg の場合、

CP824g、TDN6,410gとされ、その時のＮＲは(6,410-824)/824=6.77である。玄米は、肥育牛に給与する穀類

（トウモロコシ、大麦）の代替として使用することが可能であるが、大麦に比較して蛋白質含量が少ないの

で、大麦と同等の発育を期待するためには、蛋白質含量の多い大豆粕等の配合が必要である。また、玄米は

トウモロコシとほぼ同等の栄養成分を持つが、粉砕玄米はトウモロコシに比較してデンプンの消化率が高い

ので、急激に給与量を増加すると、第一胃内のデンプン分解菌（Streptococcus bovis）により大量の乳酸が

産生されて胃内ｐH が低下し、第一胃炎や第一胃粘膜の脱落、採食停止や下痢、エンドトキシン産生による

ルーメンアシドーシス等の障害を起こす場合があるので注意が必要である。モミ米の場合、モミ殻は第一胃

運動を刺激する粗繊維としての効果があるが、モミ殻自体の嗜好性が高くないので、多給により飼料摂取量

が低下する場合や、難消化性のリグニンを含むモミ殻が第二胃～第三胃に滞留して食欲不振となる例が見ら

れる場合がある。全国各地の試験場の研究事例では、配合飼料の原物あたり 25％を飼料用米で代替給与する

ことが可能であることが示されている。また、飼料用米の給与で、脂肪色が白くなり脂肪の不飽和度が向上

する例が多く報告されている。 

 

円安等の影響で輸入粗飼料、飼料穀物の高騰が続く中、国内水田を活用して生産可能なイネＷＣＳ、飼料

用米は、農地面積の限られた我が国では極めて有用な飼料資源であり、今後、各家畜に給与する事例が増加

することが予想される。しかし、飼料用イネは収穫時期（熟期）、収穫方法、調整方法によって、組成や栄

養価が変わり、また、反芻胃内の微生物により飼料成分を分解消化する牛にとって、デンプン消化率が高い

飼料用米は極めてデリケートな飼料資源である。給与には細心の注意が必要であることを念頭におき、給与

する前に必ず飼料成分分析を行い、日本飼養標準に従った適正な給与指導を行うことが重要である。 

 

参考文献 

１ （独）農業・食品産業技術総合研究機構：日本標準飼料成分表（2009年版），中央畜産会 

２ （独）農業・食品産業技術総合研究機構：日本飼養標準肉用牛（2008年版），中央畜産会 

３ （独）農業・食品産業技術総合研究機構：飼料用米の生産・給与技術マニュアル＜2012年版＞ 

４ （社）日本草地畜産種子協会：稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル H24.3 

５ （社）岡山県畜産協会・岡山県農林水産部畜産課：稲発酵粗飼料（ｲﾈ WCS）生産・利用の手引き H24.3 
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鳥獣害対策の進め方 

 

１ はじめに 

 近年、野生鳥獣による生活被害（市街地への出没、交通事故等の発生）や農林水産被害（農作物の食害、

樹木の皮剥ぎ、水産資源の食害等）が増加し、農作物被害だけでも年間 4億円に達するなど、人間と野生動

物の軋轢が日常的に起こっている。一方、被害地域では、野生鳥獣被害は災害のようにとらえられ、被害者

意識が強く、鳥獣害対策を行うのは自分たちではなく、行政が行うべきものだという認識になりがちである。 

 しかし、鳥獣害対策は総合的・長期的な対応が必要であり、集落が受け身の姿勢であれば、いつまでたっ

ても地域の被害軽減は望めない。したがって、まず集落の人たちに、個々で行う対策よりも集落ぐるみで行

う「総合的対策が必要であり、自分たちで何とかしなければいけない。さらに、防護柵の設置や捕獲だけの

対処療法的な対策では、抜本的な被害軽減につながらない。」ということを理解してもらう必要がある。 

 

２ 鳥獣被害の内容 

  野生鳥獣による被害については、下記のとおり直接的なものと間接的なものがあり、農業だけの問題にと

どまらない。関係部局の横断的な対応が必要になる。 

(1) 直接的被害 

   ① 農林水産物に対する食害（作物・苗木・魚への食害、樹木の皮剥ぎ  等） 

   ② 人的事故等の被害（人への危害、交通事故  等） 

(2) 間接的被害 

   ① 鳥獣被害による営農意欲の減退 →耕作放棄地等の増加 ････ 中山間集落の衰退 

   ② 山林の荒廃（下層植生の喪失、土砂流亡）････ 保水機能の低下、土砂崩れ等の増加、 

希少種の減少等生態系への影響 

   ③ 衛生防疫面での問題 

    ａ．感染症媒介生物の増殖：野生動物に寄生するダニやヒル等の生息域の拡大 

    ｂ．人畜共通感染症の媒介：米国、台湾では野生アライグマが狂犬病に感染 → 人や犬への感染の恐れ 

    ｃ．家畜伝染病の媒介：口蹄疫等の野生動物への感染 → 家畜への感染拡大の恐れ 

                          

   ※ 鳥獣害問題は、農林業だけの問題ではなく、放置すれば地域の大きな問題になる可能性がある。 

 

３ 鳥獣害対策の基本的な考え方 

野生鳥獣による被害を軽減することが目的であり、集落の囲い込みや野生鳥獣の捕獲は目的ではなく手段

である。 

 鳥獣害対策の基本は、①被害管理（野生鳥獣を寄せ付けない）、②個体数管理（捕獲による適正個体（群）

数の調整）、③生息地管理（生息環境に適した森林づくり）であり、これらは金と手間さえかければ対応可

能である。しかし、限られた予算・労力で対応するには、明確な目的とそれに合った手法の検討が必要であ

る。まずは対応可能なことから始め、効果を上げていくことが重要である。 

  そのため、被害対応の手順として 

(1) 被害状況の聞き取り 

① 被害は深刻か？      被害が軽度あるいは被害者が少ない場合：小手先の対応になることが多い 

深刻                                  （金や手間のかかる対策には耳を貸したがらない） 

② 被害の種類は？      生活被害（人身事故等）： 行政による迅速な対応が必要 

           農業被害（農作物に対する食害） 

 ③ 対策が必要な期間は？     短期間の場合：とりあえず応急的な対応 

                                             農産物の収穫の早期化、簡易柵の設置 

           長期                            →  根本的な対応が必要なことは説明 

 ④ 加害動物の特定はできているのか？・・・判定方法は妥当か？  幾種かの被害が重なっていないか。 
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図１ 点検地図 

 

 ⑤ 既に何らかの対策をしているか？・・・・対策は妥当であったか？ 

 → 集落ぐるみの対応が必要となれば、集落環境診断を実施する。 

 

(2) 集落環境診断 

    集落を単位として、現状の把握から問題点の洗い出し、解決策の検討に至る総合的な対策戦略づくり

を住民が参加しで行う手法である。 

① 点検地図づくり（図１） 

     地域住民が参加し、被害状況や問題となる地点を洗い 

出し、地図上に記入していく。 

     調査ポイント：耕作地・耕作放棄地周辺、廃棄野菜、 

放任果樹、林縁の管理状況、 

動物の痕跡、（既存防護柵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 原因・課題の整理 

     加害動物の特定（センサーカメラの活用）、被害原因の究明、現状の問題点  等を整理する。 

③ 解決策の検討 

     予算・労働力、長期間の対応を加味したうえで、総合的な対応策を探る。 

     周年対応が困難であれば、期間を限定（収穫期前後）して集中的に対応することもあり得る。 

④ 対策実施計画の作成 

     集落住民あるいはその代表者の参加の下、短期的・長期的な対策を作業分担（誰が、いつ、何を、

どうする）し、計画表にまとめる。この計画に基づき、鳥獣害対策になる被害管理、個体数管理、生

息地管理を総合的に実施していく。 

※ 集落環境診断のポイント 

  ・ 動物の立場になって、集落の弱点（侵入しやすい場所）を探す。 

  ・ 全ての弱点を洗い出し、対策の優先順位を決める。 

  ・ 優先順位の高いところから議論する。 

  ・ 予算がある場合と無い場合を想定する。 

  ・ 直ぐできる対策と、長期間かかる対策を分けて計画を立てる。 

  ・ 誰がやるのかを明確にする。（住民（農業者）の自主的な対応） 

 

(3) 被害管理 

    イノシシやサル等の雑食性の動物の胃は人に似ていて、消化が良く栄養価の高い食物を好む（ ＝ 人

が好む作物は動物も好む）ため、 作物の味を覚えた野生動物は、執拗にやってくる。 
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図３ 猪鹿鳥無猿柵 

図２ エサ場価値の削減 

加害動物は、人への恐怖心より里のエサ場としての魅力に魅かれ、農地や集落へ侵入してくるのであ

り、人の居住圏内に近づけさせない対策が最も重要になる。 

 ① エサ場価値の削減 （図２）  

     ＝ 集落内において、エサ 

になる物をなくす、囲う。 

（野生動物にとって魅力 

のない里を作り上げる） 

  ａ．生ゴミ、農作物残渣・未 

収穫野菜（家庭菜園を含む） 

を放置しないよう埋却する 

か、周りを囲う。 

  ｂ．放任果樹は収穫するか、 

収穫しないのであれば所有 

者の了解を得て切り倒すこ 

とを奨める。 

  ｃ．水稲のヒコバエ、出荷終 

了後の未収穫作物も野生動 

物の格好のエサとなるので、早い段階で除去するか、農地へ漉き込む。 

    ｄ．晩秋に土手・畦の草を刈ると冬から春に若葉を出し、シカ等のエサになるので、注意が必要。 

    （ → 防草シートの活用が有効）  

② 物理的制御 

       ＝ 農地等への侵入防止 

      柵、ネット、電気柵等により集落・農地を囲い込む。 

        設置時の注意点：全ての野生動物は、まず地際からの侵入を試みるので、地際の隙間をなくす。 

※岐阜県では、県が開発した「猪鹿鳥無猿柵」の設置普及を進めている。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 心理的制御 

      ＝ 野生動物に痛み、恐怖を与え、集落・農地に近づかないようにする。 

  ａ．耕作放棄地や農地周辺の灌木等を刈り払い、山林と農地との間に緩衝地帯を作る。 

      （見晴らしを良くし近くに隠れ場所をなくすことで、野生動物に不安感を与える） 

  ｂ．ロケット花火等による追い払い。 

      （必ず多人数で、山林内まで追い込む） 

  ｃ．有害鳥類に対し、猟友会による撃ち落とし。 

 

(4) 個体数管理 

    増えすぎた野生鳥獣を捕獲することにより、野生鳥獣の生息数（群）を調整し、被害を抑える。 

① 捕獲の区分 
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  ａ．狩猟         ：狩猟者登録した者が狩猟期間（11月 15日～2月 15日（岐阜県では、イノシシ・ニ

ホンジカについて 3月 15日まで延長））に指定の場所で指定猟法により狩猟鳥獣の

み狩猟することができる。 

ｂ．有害鳥獣捕獲：鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を図るため、市町

村長が許可した団体または個人が捕獲を行うことができる。 

ｃ．個体数調整  ：特定鳥獣の生息数調整を行うため、知事が認めた特定鳥獣保護管理計画に基づき捕

獲することができる。 

※  特定外来生物（アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、ミンク）は外来生物法により、運搬、飼

育、野に放つこと、販売、譲渡等が禁止されており、捕獲したその場で殺処分しなければならない。 

② 捕獲方法 

  ａ．網猟免許   

  ｂ．わな猟免許：くくりわな、箱わな、囲いわな  等 

  ｃ．銃猟免許  ：第一種銃猟免許（装薬銃：ライフル銃、散弾銃）、第二種銃猟免許（空気銃） 

 ※ 但し、前記の被害管理対策が不十分であれば、わなによる捕獲効率も上がらない。 

    集落内で自由に採食できるのであれば、わざわざ危険な檻の中に入りエサを食べようとしない。 

 

(5) 生息地管理 

      最終的には、山林を豊かな針広混交林の森へ改善し、野生動物のエサが確保できる多様性のある森林

環境の整備まで行わなければ、鳥獣害対策の根本的な解決にはならない。（山林内でエサの確保ができ

れば、怖い人がいる集落

に出て行く必要がない。） 

→ 行政主導による中長

期的な対策が必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 

 被害防止対策においては、個々の農家による点的対策を実施するのではなく、地域ぐるみによる面的対策

に取り組むことが重要である。(1) 何も対策しなければ被害は増え、集落は衰退するだけである。(2) 個々

の農家や集落の一部のほ場のみで対策を行った場合は、被害対策を行った農地以外の近隣農地に被害が分散

して、地域全体としては被害が無くならないという状況に陥る。(3) 地域ぐるみによる面的対策を行うこと

が出来れば、地域における被害軽減が期待でき、かつ個人の経費負担を軽減することも可能である。その際

のカギとなるのが、地域で中心となる人物（組織）を集落リーダーとして育成することであり、役割と責任

を明確にした組織体制を構築することである。 

 

参考  農林水産研修所：「平成 26年度 鳥獣被害防止対策支援研修」 


