
 

 

 

 甲賀地域では、防護柵の設置が一定進んだこともあり、野生獣による農作物被害は減少

傾向にあります。一方で、特定のほ場に被害が集中したり、サルについては被害があまり

減っていないという状況も見られます。 

これらの課題を解決するには、(1)やぶの刈り払い（緩衝帯の設置）、(2)無防備な農地の

解消（特に菜園）、(3)サルに効果のある柵の設置と徹底した追い払いが有効です。 

そのためにも、効果が認められている技術を導入し、集落ぐるみあるいは集落の枠を超

えた広域対策に取り組むことが大切です。 

管内にもそれらを実践されている優良事例として土山町山内の取り組みがあげられます。

土山町山内地域には 9つの集落がありますが、鈴鹿山脈の山すそに位置し、イノシシ、シ

カ、サルの被害を受けています。そこで、各集落単位

で防護柵の整備や点検、緩衝帯の整備等を実施されて

います。また、自治振興会が主体となって、集落の枠

を超えた広域的な有害獣捕獲を行うとともに、有名シ

ェフを講師に招いたシカ肉料理講習会を開催し、地域

振興にも繋げておられます。 

こうした取り組みの結果、3 年間で 131 頭のイノシ

シやシカを捕獲するなどの高い実績をあげておられま

す。 

 

当課では、集落の状況に応じた対策を行うため、集

落環境点検（防護柵や周辺環境の点検等）とそれに基

づく対策プラン作成のお手伝いをしています。最近で

は、集落の隅々まで多くの住民の方々と巡回する方法

ではなく、ポイントをしぼって数名の役員さんと一緒

に短時間で行う「簡易点検」も実施しています。 

この機会にぜひ自治会や農業組合等でご相談のうえ、

集落環境点検の実施と集落ぐるみでの獣害対策につい

てご検討をお願いいたします。 
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集落ぐるみで獣害対策に取り組みましょう！ 

集落環境点検の風景 
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甲賀地域の野生獣による農作物

被害金額の推移 (単位：万円)



簡易防護柵「獣塀くんライト」 

【新技術紹介コーナー】 

サルをはじめ様々な野生獣の侵入を防ぐ簡易防護柵「獣塀(じゅうべい)くんライト」 

サルに効果があり、簡単に設置できる柵として、山梨県

で開発され、県内でも効果を上げている「獣塀（じゅうべ

い）くんライト」を紹介します。 

 この柵は、サルだけでなくイノシシ、シカ、ハクビシン

等多くの獣種に効果があります。構造は、防草シートを敷

き、ダンポールを支柱にして電線を 15～20ｃｍ間隔で 5～7

段張り、内側に防鳥ネットを設置するだけのきわめて簡易

な柵です。そのため、資材費が 1ｍあたり 300～500 円と非

常に安く、簡単に設置・撤収することができます。ただし、

地域全体を囲むような棲み分け柵としては不向きで、15ａ

以下の比較的小規模なほ場を守るのに適しています。 

 詳細は、山梨県総合農業技術センターのホームページ（http://www.pref.yamanashi.jp 

/sounou-gjt/）を参考にしてください。 
 
 
 
新たに農業に従事しようとする方に、就農段階から農業経営の改善・発展段階に至るま

でに必要とされる各種支援制度を一貫的に活用していただけるよう青年等就農計画制度が

制定されました。 

「青年等就農計画」を作成し市町の認定を受けることで各種の担い手支援制度を活用い

ただくことができます。 

【青年等就農計画とは】 

自らが農業経営の 5年後の目標を記したものです。この中には、導入する品目、規模、

生産方式、労働力、農地利用、必要な施設や機械の投資計画、収支および資金計画など様

式に従って記載します。作成に当たっては営農指導機関や当課から助言を受けることがで

きます。  
【申請ができる対象者】 

１ 原則 18 歳以上 45 歳未満の者 

２ 営農に関して知識・技能を有する 65 歳未満の者 

３ 上記 1および 2に該当する者が役員の過半を占める法人 

なお、上記 1から 3までの要件に該当する者の中には農業経営を開始してから５年以内

の者も含まれます。ただし、認定農業者は除きます。 

【認定就農者が活用できる制度】 

・国の制度資金で無利子融資の「青年等就農資金」が活用できます。 

・「青年就農給付金（経営開始型）」の給付が受けられます（別途給付要件があります）。 

・平成 27 年産以降の経営所得安対策に加入できます。 

                ・・・・詳しくは当課までお問い合わせください。 
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青年等就農計画制度について 



イチジク(露地栽培)の収支試算例*1

(10ａあたり)
出荷量 1,500 kg
単価 500 円/kg
販売金額 750,000 円
肥料費 32,000 円
農薬費 29,000 円
動力光熱費 9,000 円
生産資材費 7,000 円
出荷経費 120,000 円

経費合計 197,000 円*2

所得 553,000 円
労働時間 440 時間
*1県農業経営ハンドブックおよび出荷量、労働

時間は他県資料をもとに作成。

*2減価償却費および小農具費、労賃は含んでい

ません。

 

 

 

 イチジクは栽培管理がしやすく、水田を利用しても栽培できる果樹です。露地栽培では

8月下旬から 10 月下旬、ハウス栽培では 7月下旬から 10 月下旬に収穫できます。 

甲賀地域にはＪＡこうかいちじく生産部会があり、研修会による栽培技術の研鑽やＪＡ

を通じた共同販売による市場出荷が行われています。 

栽培しやすく、技術研修会や販売の体制も整っていることから、イチジクは管内におい

ておすすめできる果樹のひとつです。 

 

＜イチジク栽培のいいところ！＞ 

  ・収穫期間が長い。 

  ・順調に育てば植付け 2年めから収穫でき、3年めには 

成園並の収穫量が得られる。 

  ・一文字仕立ては樹高が低く栽培管理がしやすい。 

  ・さし木で株を増やせるため、苗木代を節約できる。 

  ・豊富な生産量を活かしたジャムなどの加工利用が可能。 

 

＜ここがむずかしい＞ 

  ・果実が軟らかく傷つきやすい。 

  ・果実が日持ちしないので、朝どりが必要。 

  ・樹の寿命は 15 年くらいで短い。 

  ・寒さに弱いので、冬場から春先にかけて防寒対 

策が必要。 

  ・鳥獣害を受けやすい。 

 

栽培には、日当たり、排水がよい場所を選びます。

かん水や管理が行き届くよう家から近いほ場が望まし

いでしょう。寒さの厳しい場所は不向きです。 

苗木を植える場合、苗木は植え付けまでに早めに注

文しておきます。植え付けは寒さの和らぐ 3月に行い

ます。列間 2.2ｍ以上の間隔をとるように幅１ｍ、高さ 30 ㎝のうねを作り、そのうねに 5

ｍ間隔で苗木を植え付けます。 

さし木を利用する場合は、そのまま土に挿しても育ちますが、ロックウールキューブを

使うと管理がしやすくなります。 

3 月頃、剪定したての枝を 3～4節に切り、10 ㎝角のロックウールキューブに挿して乾か

さないように水やりを続けます。新芽が伸び出し、ロックウールキューブの下から根が出

てきたら苗木の場合と同じようにしてほ場へ植え付けます。 

あなたも、栽培しやすく販売体制も整っているイチジク栽培に取り組んでみませんか！ 
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おすすめ果樹のひとつ イチジク 



 
 平成 25 年には県内で 43 件の農作業事故が発生し、内 4 件が死亡事故になっています。

管内ではトラクタ横転による死亡事故が１件あり、今年度になってからも茶の乗用中刈機

の転倒による死亡事故が発生しています。夏期は、畦畔等の草刈りの機会が増加し、8 月

下旬にはコンバイン作業が始まります。今一度、安全チェックを行い事故防止に努めてく

ださい。 

刈払機作業はここがポイント 

急傾斜地や足元が滑りやすい場所での草刈りは要注意です。スパイク靴の使用や小段を

設けるなどの工夫をし、安定した姿勢が保てない場所での刈払機の使用は控えます。また、

刈払い作業前には石や空き缶等を除去するなど事前チェックを行い、防護メガネや手袋を

着用するとともに、点検時や絡んだ草の除去の際にはエンジンを確実に停止しましょう。

また、共同作業時には周りの人に細心の注意を払いましょう。 

コンバイン作業のポイント 

コンバインに巻き込まれないよう、(1)巻き込まれにくい服装、(2)手こぎ時のクラッチ

の切断、(3)点検時やつまったワラの除去時のエンジン停止を徹底します。また、畔越え等

の傾斜地走行には細心の注意を払い、走行時には前後左右の確認を徹底してください。 

 

＊農業機械、軽トラック、防霜ファンの電線等の盗難事件が発生していますので、

注意してください。 

 

 

 

農業大学校（所在地：近江八幡市安土町大中 503）では、以下のとおり学生を募集して

います。同校では、農業を始めるに当たっての知識や技術について学べます。詳しくは、

同校教務担当（TEL:0748-46-2551）もしくは当課までお問い合わせください。 

■養成科 【修業年数】2年 【専攻コース】 作物、茶、野菜、花き、果樹、畜産 

【応募資格】（推薦入試）高等学校長が推薦する者で別に定める要件を満たす者 

(一般入試）高等学校卒業もしくは平成 27 年 3 月卒業見込みの者 

             または、これと同等以上の学力を有すると本校校長が認めた者 

 推薦入試 一般入試 

一次 二次 

募集人数 20 名程度 10 名程度 （定員に達した場合は

実施しない） 

願  書 

受付期間 

平成 26 年 

10 月 1 日～10 月 14 日 

平成 26 年 

11 月 14 日～12 月 2日 

平成 27 年 

1 月 19 日～2月 5日 

試験期日 平成 26 年 10 月 28 日 平成 26 年 12 月 11 日 平成 27 年 2 月 17 日 

なお、就農科（修業年数 1年、応募資格 20 歳以上 65 歳未満）の募集については、10 月

以降にホームページ（アドレス：http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nogyo-nodai/）で公開

されますので、併せてご覧ください。 
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この印刷物は、古紙パルプを配合しています 

☆農業大学校 学生募集のお知らせ☆ 

防ごう！農作業事故！！ 


