
講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

大分県玖珠町
イノシシ、シカ、
小型野生動物

集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策　等 青木　豊

神奈川県 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防除対策全般について 青木　豊

群馬県利根沼田地区 イノシシ、サル 鳥獣害対策の考え方 青木　豊

島根県美郷町 イノシシ、シカ 地域における捕獲体制の整備 青木　豊

栃木県 イノシシ 獣害に強い地域づくり 青木　豊

山形県酒田市 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝの被害対策の講演 青木　豊

大分県 イノシシ、シカ
イノシシ、シカ等野生動物による農作物への被
害防止対策と捕獲対策

青木　豊

大分県 イノシシ、シカ
イノシシ、シカ等野生動物による農作物への被
害防止対策と捕獲対策

青木　豊

大分県
野生鳥獣による農林作物被害防止対策のた
めの捕獲等の指導

阿部　豪

大阪府富田林市 イノシシ ｲﾉｼｼの生態及び被害防除対策の基礎 阿部　豪

岡山県 アライグマ ｱﾗｲｸﾞﾏ被害対策 阿部　豪

奈良県 イノシシ、アライグマ ｲﾉｼｼ、ｱﾗｲｸﾞﾏの生態及び防除に関する助言 阿部　豪

岡山県 アライグマ ｱﾗｲｸﾞﾏ被害対策 阿部　豪

大分県 イノシシ、シカ、カラス 効果的な鳥獣被害対策について 阿部　豪

鹿児島県 ヤギ放牧による緩衝帯づくりについて 網谷　　健一

石川県金沢市
イノシシ、サル、
シカ、クマ

加害動物の生態・特性、地域ぐるみの鳥獣
被害対策

荒尾　穂高

岡山県
イノシシ、シカ、
サル等

地域と協働による鳥獣害対策の進め方 荒尾　穂高

熊本県合志市 鳥類全般 地域ぐるみの鳥獣被害対策 荒尾　穂高

富山県 鳥獣全般 鳥獣害対策 荒尾　穂高

福岡県嘉麻市 鳥類全般 集落環境診断に伴う現地実証等 荒尾　穂高

岩手県釜石市 サル ニホンザル対策に係る取組・助言 荒尾　穂高

福井県勝山市
イノシシ、ハクビシ
ン

ｲﾉｼｼ及びﾊｸﾋﾞｼﾝの生態及び対策 荒蒔　敏夫

宮城県角田市 イノシシ
ｲﾉｼｼの生態と被害対策、捕獲技術の向上の
ための現場研修

荒蒔　敏夫

大阪府富田林市 全般
・野生動物の被害防止対策指導
・効率的な捕獲技術指導

有泉　　大

山形県酒田市 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝによる農作物被害対策の講演 安藤　元一

和歌山県 アライグマ 生態特性と被害対策 石井　信夫

アドバイザー活用状況
（平成18～25年度）
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

茨城県桜川市 イノシシ
防除体制の整備、防除計画の策定、被害防
止施設整備

石黒　直隆

福岡県みやま市 イノシシ 中山間地域におけるｲﾉｼｼ被害対策 石橋　秀行

愛知県岡崎市
イノシシ、シカ、
サル

猪・鹿・猿害の防除方法と捕獲方法
23年度侵入防止柵設置に対する評価

泉山　茂之

栃木県 サル ｻﾙの生態を踏まえた対策手法 泉山　茂之

長野県小諸市 イノシシ、シカ 生態特性と被害対策 泉山　茂之

（社）農業農村工学会 全般 被害防止対策について助言 井上　雅央

(社）農山漁村文化協会
サル、イノシシ、
シカ等

野生動物と出合ったときの対処法 井上　雅央

愛知県
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 井上　雅央

愛知県 イノシシ、サル 効果的な防護柵の設置方法 井上　雅央

愛知県蒲郡市
イノシシ、シカ、
サル

鳥獣被害防止総合対策事業（講演・現地指
導）

井上　雅央

愛知県豊川市
イノシシ、シカ、
サル

鳥獣を寄せつけない集落環境整備 井上　雅央

石川県金沢市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 井上　雅央

愛媛県 イノシシ、サル 鳥獣害対策の考え方、指導方法 井上　雅央

愛媛県 イノシシ、シカ 捕獲、防護以外に農業者がすべきこと 井上　雅央

愛媛県 鳥獣害防止対策研修会講師 井上　雅央

愛媛県 イノシシ 地域における防除体制の整備 井上　雅央

愛媛県伊予市 イノシシ ｲﾉｼｼの行動、生態有効な防除方法 井上　雅央

愛媛県伊予市 イノシシ
ｲﾉｼｼの行動、生態、有効な防除方法につい
て助言

井上　雅央

愛媛県伊予市 イノシシ ｲﾉｼｼの行動・生態、ｲﾉｼｼの有効な防除方法 井上　雅央

愛媛県西予市 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

愛媛県松山市
イノシシ、ハクビシ
ン

生態特性と被害対策 井上　雅央

大分県 イノシシ、鳥類 鳥獣害診断ｶﾙﾃ作成、防護資材設置 井上　雅央

大分県
野生鳥獣による農林作物被害防止対策のた
めの集落点検、防護資材設置

井上　雅央

大分県宇佐市 鳥獣全般
野生鳥獣による農林作物被害対策に関する
調査及び指導

井上　雅央

大分県宇佐市 野生鳥獣による農林作物被害対策 井上　雅央

大分県大分市 鳥類全般 野生鳥獣による農林作物被害防止対策 井上　雅央

大分県大分市 鳥獣全般 野生鳥獣の習性と被害対策について 井上　雅央

大分県玖珠町
イノシシ、シカ、
小型野生動物

集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策　等 井上　雅央
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

大分県佐伯市 シカ
ｼｶ対策について、全国の優良事例を踏まえ
た講演

井上　雅央

大分県佐伯市
イノシシ、シカ、
サル

野生鳥獣による農林作物被害防止対策 井上　雅央

大分県豊後高田市 鳥類全般 被害防止対策に関する知識の普及 井上　雅央

大分県豊後高田市 鳥類全般 被害防止に関する知識の普及 井上　雅央

大分県豊後高田市 被害防止に関する知識の普及 井上　雅央

大分県豊後高田市 被害防止に関する知識の普及 井上　雅央

大分県由布市 鳥類全般 現場技術指導者育成 井上　雅央

大分県由布市 鳥類
野生鳥獣による農林作物被害防止対策並び
に防護柵設置

井上　雅央

大分県由布市
イノシシ、シカ、
サル

野生鳥獣による農林作物被害防止対策 井上　雅央

大分県玖珠町 イノシシ、シカ
集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策、ｲﾉｼｼ、
ｼｶ、小型野生動物等の農作物被害対策

井上　雅央

大分県竹田市、宇佐市 鳥類全般
野生鳥獣による農作物被害防止のための集
落点検並びに防護資材設置

井上　雅央

岡山県 イノシシ
個体数調整、被害防除による総合的な被害
対策

井上　雅央

岡山県岡山市 ｲﾉｼｼ農作物被害対策 井上　雅央

岡山県高梁市 鳥獣害等から農産物をから守る方法 井上　雅央

岡山県津山市
イノシシ、シカ、
ヌートリア、タヌキ

ｲﾉｼｼ等の行動、生態、有効な防除方法 井上　雅央

岡山県真庭市 イノシシ、サル 農地への被害坊軽減するための助言 井上　雅央

香川県さぬき市 サル 農家の獣害対策の意識改革等について講演 井上　雅央

鹿児島県鹿児島市 鳥類全般 研修会講師 井上　雅央

神奈川県
病害虫防除と鳥獣害対策の共通点及び注意
点

井上　雅央

神奈川県 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防除対策全般について 井上　雅央

京都府丹後地区
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 井上　雅央

京都府舞鶴市 サル 生態特性と被害対策 井上　雅央

熊本県 イノシシ、タヌキ 生態特性と被害対策 井上　雅央

熊本県 地域ぐるみの鳥獣被害防止対策の講師 井上　雅央

熊本県球磨郡 サル
猿落君の設置実演演習、ｻﾙの被害防止対策
及び先進事例紹介

井上　雅央

高知県 サル 鳥獣を寄せつけない集落環境整備 井上　雅央

埼玉県 鳥獣を寄せつけない集落環境整備 井上　雅央

佐賀県 イノシシ 地域における防除体制の整備 井上　雅央
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

佐賀県 イノシシ、サル ｲﾉｼｼ、ｻﾙの生態と被害防止対策について 井上　雅央

佐賀県佐賀市 イノシシ ｲﾉｼｼの被害防止対策研修会 井上　雅央

静岡県 イノシシ JAにおける鳥獣害対策の進め方 井上　雅央

静岡県 イノシシ、サル
集落診断、JAにおける鳥獣被害対策の進め
方

井上　雅央

静岡県 鳥獣害対策の現状と対策 井上　雅央

静岡県 野生動物の生態と被害防止対策 井上　雅央

静岡県 鳥獣害対策に関する研究の取組状況 井上　雅央

静岡県
ハクビシン、
アライグマ

作物の保護・被害対策について 井上　雅央

静岡県
集落環境診断法と鳥獣被害対策の進め方
等

井上　雅央

静岡県 集落単位での野生鳥獣被害対策について 井上　雅央

静岡県 シカ、イノシシ
生態、被害発生の要因、正しい防護柵の設
置方法、地域ぐるみの防護対策

井上　雅央

静岡県 圃場における現地実技指導 井上　雅央

静岡県
地域との合意形成手法、集落地域における
鳥獣被害対策担当者の取り組み　等

井上　雅央

静岡県
地域が主体となって取り組む鳥獣被害防止
対策

井上　雅央

静岡県伊豆の国市 野生鳥獣被害対策の進め方 井上　雅央

静岡県御殿場市
鳥獣被害を軽減する営農管理について（講
演、現地指導）

井上　雅央

静岡県静岡市
集落環境診断法と鳥獣被害対策の進め方
等

井上　雅央

島根県 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

島根県 イノシシ 鳥獣害からの作物防除ｼｽﾃﾑ 井上　雅央

島根県 イノシシ 生態特性と被害対策 井上　雅央

島根県 サル 生態特性と被害対策 井上　雅央

島根県 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

島根県 イノシシ、サル 獣害対策の必要性 井上　雅央

島根県 イノシシ、サル 被害対策 井上　雅央

島根県大田市 サル 生態特性と被害対策 井上　雅央

島根県大田市 サル 生態特性と被害対策 井上　雅央

島根県川本町 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

千葉県 イノシシ 実践、自立的被害対策術 井上　雅央
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

千葉県館山市 イノシシ 生態特性と被害対策 井上　雅央

東京都 全般 研修講師 井上　雅央

徳島県 鳥獣害防止対策（講演・現地指導） 井上　雅央

徳島県阿南市 イノシシ 野生鳥獣被害の総合対策 井上　雅央

徳島県阿波市 イノシシ、サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

栃木県 イノシシ 生態特性と被害対策 井上　雅央

鳥取県八頭町 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

鳥取県八頭町 シカ 地域における防除体制の整備 井上　雅央

富山県 イノシシ ｲﾉｼｼの生態と対策 井上　雅央

奈良県 サル 被害防止対策 井上　雅央

奈良県 地域における被害防止体制の整備 井上　雅央

奈良県十津川村
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 井上　雅央

西紀北地区鹿柵検討委員会
イノシシ、シカ、
サル

獣害対策について 井上　雅央

兵庫県 イノシシ、シカ 鳥獣を寄せつけない集落環境整備 井上　雅央

兵庫県加西市 イノシシ、シカ 集落ぐるみのｼｶ・ｲﾉｼｼ対策について 井上　雅央

広島県江田島市 イノシシ ｲﾉｼｼの被害対策について指導 井上　雅央

広島県江田島市 イノシシ 生態及び被害対策の方法 井上　雅央

広島県呉市 イノシシ 生態特性と被害対策 井上　雅央

広島県呉市 イノシシ ｲﾉｼｼの生態と被害防止対策について 井上　雅央

広島県三次市 イノシシ、シカ 有効な防護策と地域活性化について 井上　雅央

広島県広島市
イノシシ、シカ、
サル

行動、生態等について、助言 井上　雅央

福井県
イノシシ、シカ、
サル

ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙの生態、防除 井上　雅央

福井県 鳥獣害防止対策 井上　雅央

福井県敦賀市 地域ぐるみの活動、環境づくり 井上　雅央

福岡県 イノシシ、サル
ｲﾉｼｼ・ｻﾙなどの鳥獣被害の現状と対策につ
いて

井上　雅央

福岡県香春町 サル ｻﾙ被害対策について 井上　雅央

福岡県田川市 鳥類全般
ｼｶ、ｻﾙ、ｲﾉｼｼ、ｶﾗｽ、ｱﾗｲｸﾞﾏの具体的防止
対策、地域での取り組み事例など

井上　雅央

福岡県築上町 イノシシ、シカ ｼｶ、ｲﾉｼｼの被害防止対策 井上　雅央
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

福岡県みやま市 イノシシ ｲﾉｼｼによる農作物被害防止対策の推進 井上　雅央

福岡県みやま市 イノシシ ｲﾉｼｼによる農作物被害防止対策の推進 井上　雅央

三重県伊賀市 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

三重県紀北町
イノシシ、シカ、
サル

餌付けをしないための方策 井上　雅央

三重県御浜町
イノシシ、シカ、
サル

地域ぐるみの獣害対策（講演）、集落点
検・技術指導（現地指導）

井上　雅央

三重県御浜町
イノシシ、シカ、
サル

地域ぐるみの獣害対策（講演）、集落点
検・技術指導（現地指導）

井上　雅央

宮城県丸森町 イノシシ、サル 実践的鳥獣害防止対策についての講演 井上　雅央

宮崎県
イノシシ、シカ、
サル

ｻﾙ・ｼｶ・ｲﾉｼｼ対策について 井上　雅央

宮崎県北川町 サル 地域における防除体制の整備 井上　雅央

宮崎県北川町 サル 生態特性と被害対策 井上　雅央

宮崎県東臼杵地域 鳥類
鳥獣、特にｼｶによる農林作物被害の現状と
被害対策について

井上　雅央

山梨県
イノシシ、シカ、ハ
クビシン、鳥類

生態特性と被害対策 井上　雅央

山梨県北杜市 サル 地域で取り組む被害対策 井上　雅央

山梨県北杜市 地域ぐるみで取り組む鳥獣害対策 井上　雅央

和歌山県
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 井上　雅央

和歌山県海南市 イノシシ
ｲﾉｼｼから守れる園地作り・作物作り、高齢者で
もできる鳥獣害対策について

井上　　雅央

静岡県 全般
鳥獣被害対策に必要な知識、各種防護柵を設
置・管理する際の注意点等

井上　　雅央　

徳島県 集落住民が取り組める鳥獣害防止対策 井上　　雅央

熊本県
地域ぐるみの鳥獣被害対策モデル地域及び指
導員の育成に伴う助言・指導

井上　　雅央

熊本県荒尾市 カラス カラス被害対策に関する助言・指導 岩切　　康二

熊本県、大分県、宮崎県 サル、シカ ｻﾙ、ｼｶの生態とその被害の予防方法 岩本　俊孝

福岡県 サル 生態特性と被害対策 岩本　俊孝

石川県 イノシシ ｲﾉｼｼの獣害防止対策について 上田　弘則

石川県金沢市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 上田　弘則

愛媛県 イノシシ 地域における防除体制の整備 上田　弘則

愛媛県
イノシシ、タヌキ、
ハクビシン

果樹園における被害対策 上田　弘則

愛媛県 イノシシ 生態特性と被害対策 上田　弘則

愛媛県 イノシシ 生態特性と被害対策 上田　弘則
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愛媛県 イノシシ
行動特性、捕獲、防護以外に農業者が実践
すべき事について

上田　弘則

愛媛県 イノシシ 上田　弘則

愛媛県今治市 イノシシ 被害対策指導 上田　弘則

愛媛県西予市 サル 地域における防除体制の整備 上田　弘則

大分県玖珠町
イノシシ、シカ、
小型野生動物

集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策　等 上田　弘則

岡山県 イノシシ 鳥獣害対策の現状と対策 上田　弘則

岡山県 イノシシ、サル ｲﾉｼｼ、ｻﾙの行動と生態、防除方法 上田　弘則

岐阜県高山市 イノシシ ｲﾉｼｼの習性と防止対策 上田　弘則

京都府丹後地区
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 上田　弘則

高知県香美市、徳島県那
賀町（阿佐地域）

イノシシ 防護柵の設置点検、緩衝地帯の形成 上田　弘則

高知県香美市、徳島県那
賀町（阿佐地域）

イノシシ 効果的な防護柵の設置方法 上田　弘則

高知県香美市、徳島県那
賀町（阿佐地域）

シカ 講演会 上田　弘則

埼玉県
イノシシ、シカ、
鳥類

主要鳥獣害の生態と防除技術について 上田　弘則

静岡県伊東市 鳥獣害対策の現状と対策 上田　弘則

東京都 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ栽培における獣害対策 上田　弘則

徳島県
イノシシ、シカ、
サル

被害対策と現地調査 上田　弘則

徳島県
イノシシ、シカ、
サル

現地点検と被害対策 上田　弘則

徳島県 イノシシ、サル 生態特性と被害対策 上田　弘則

徳島県佐那河内神山地域 サル 鳥獣害対策、被害防除 上田　弘則

徳島県徳島市 イノシシ、サル 生態特性と被害対策 上田　弘則

徳島県東みよし町 有害鳥獣被害防止対策について 上田　弘則

徳島県東みよし町 全鳥獣
地域ぐるみでの有害鳥獣被害防止対策につ
いて

上田　弘則

徳島県美波町 イノシシ、サル 生態特性と被害対策 上田　弘則

広島県 イノシシ、シカ 生態特性と被害対策 上田　弘則

広島県 イノシシ 生態特性と被害対策 上田　弘則

広島県 イノシシ ｲﾉｼｼ被害に対する対策及び指導 上田　弘則

広島県呉市 イノシシ 生態特性と被害対策 上田　弘則

広島県神石高原町 イノシシ、サル 効果的な防護柵の設置方法 上田　弘則
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広島県世羅町 イノシシ、シカ ｲﾉｼｼ、ｼｶの被害対策について講演 上田　弘則

広島県三原市 イノシシ ｲﾉｼｼの行動、生態、効果的な被害防止方法 上田　弘則

広島県三原市 イノシシ ｲﾉｼｼの被害防止について視察 上田　弘則

広島県三原市 イノシシ ｲﾉｼｼの被害防止について講演 上田　弘則

広島県大和地域 イノシシ 生態特性と被害対策 上田　弘則

福岡県福岡市 イノシシ、サル
ｲﾉｼｼ・ｻﾙなどの鳥獣被害の現状と対策につ
いて

上田　弘則

宮城県角田市 イノシシ ｲﾉｼｼの生態と地域で取組む鳥獣対策 上田　弘則

和歌山県
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 上田　弘則

岡山県
イノシシ、シカ、
サル等

野生動物の生態と農作物の被害対策につい
て

上田　弘則

岡山県岡山市 イノシシ ｲﾉｼｼ農作物被害対策 上田　弘則

香川県
イノシシ、シカ、
サル

被害対策講演会 上田　弘則

福岡県築上町 シカ、イノシシ ｼｶ、ｲﾉｼｼの被害防止対策 上田　弘則

石川県金沢市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 江口　祐輔

茨城県 イノシシ
生態特性と農家における被害対策と意識改
革

江口　祐輔

茨城県桜川市 イノシシ
防除体制の整備、防除計画の策定、被害防
止施設整備

江口　祐輔

愛媛県今治市 イノシシ 被害防止対策と生態 江口　祐輔

大分県 イノシシ ｲﾉｼｼによる農林作物被害防止対策 江口　祐輔

大分県 鳥類
野生鳥獣による農林作物被害防止対策のた
めの集落点検並びに防護柵資材設置

江口　祐輔

大分県 イノシシ
野生鳥獣による農林作物被害防止対策のた
めの集落点検、防護柵資材設置

江口　祐輔

大分県玖珠町 イノシシ ｲﾉｼｼの生態からｲﾉｼｼ被害防止の方法 江口　祐輔

大分県玖珠町
イノシシ、シカ、
小型野生動物

集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策　等 江口　祐輔

大分県竹田市 鳥類全般 野生鳥獣による農林作物被害防止対策 江口　祐輔

大分県中津市 イノシシ、シカ ｼｶ、ｲﾉｼｼによる農林作物被害防止対策 江口　祐輔

大分県日田市 鳥類
ｲﾉｼｼによる農林作物被害防止対策、鳥獣害
診断ｶﾙﾃの作成

江口　祐輔

大分県日田市
イノシシ、シカ、
サル

深刻化する獣害(ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙ)について 江口　祐輔

大分県豊後大野市 鳥類全般 研修会講師 江口　祐輔

大分県豊後大野市 イノシシ 有害鳥獣被害対策に伴う講師 江口　祐輔

大分県臼杵市、杵築市、
日田市、玖珠町

鳥類全般
野生鳥獣による農作物被害防止のための集
落点検並びに防護資材設置

江口　祐輔
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大分県玖珠町 イノシシ、シカ
集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策、ｲﾉｼｼ、
ｼｶ、小型野生動物等の農作物被害対策

江口　祐輔

岡山県 イノシシ 今後のｲﾉｼｼ対策の在り方 江口　祐輔

岡山県赤磐市 イノシシ、シカ等 地域における防除体制の整備 江口　祐輔

岡山県岡山市 イノシシ ｲﾉｼｼ農作物被害対策について講演 江口　祐輔

香川県
イノシシ、シカ、
サル

被害対策講演会 江口　祐輔

神奈川県 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防除対策全般について 江口　祐輔

神奈川県相模原市 鳥獣被害対策について 江口　祐輔

岐阜県土岐地域 イノシシ、サル 地域における防除体制の整備 江口　祐輔

京都府丹後地域
イノシシ、シカ、
サル

農作物被害防止のため、生態及び効果的な防
止策について

江口　祐輔

熊本県御船町
イノシシ、シカ、
サル

指導員養成研修会講師 江口　祐輔

群馬県渋川市 イノシシ 生態特性と被害対策 江口　祐輔

高知県四万十町 シカ ｼｶ対策を交えた鳥獣害対策全般 江口　祐輔

高知県土佐清水市 イノシシ、サル 地域における防除体制の整備 江口　祐輔

埼玉県
ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙ、ｱﾗｲ
ｸﾞﾏ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ

生態と被害対策 江口　祐輔

埼玉県
インソシシ、シカ、
鳥類

主要鳥獣害(ｲﾉｼｼ・ｼｶ・鳥類等)の生態と防
除技術について

江口　祐輔

栃木県 イノシシ 生態特性と被害対策 江口　祐輔

富山県 イノシシ ｲﾉｼｼの生態と被害防止対策等 江口　祐輔

長野県小諸市 イノシシ、シカ 生態特性と被害対策 江口　祐輔

奈良県 イノシシ、アライグマ ｲﾉｼｼ、ｱﾗｲｸﾞﾏの生態及び防除に関する助言 江口　祐輔

新潟県魚沼地域 イノシシ 野生動物(ｲﾉｼｼ)の生態や防止対策の知識等 江口　祐輔

広島県 イノシシ
ｲﾉｼｼから農作物の被害を防ぐ方法について
講演

江口　祐輔

広島県三原市 イノシシ 有効な防除方法 江口　祐輔

広島県三次市 イノシシ、シカ 集落での被害対策について 江口　祐輔

福井県 イノシシ 効果的なｲﾉｼｼ防護柵の設置について講演 江口　祐輔

福井県
イノシシ、シカ、
サル

ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙの生態と行動、被害防止対策 江口　祐輔

福井県
集落環境点検と被害管理指導（集落ﾘｰﾀﾞｰ
を対象とした現地研修会）

江口　祐輔

福井県福井市 集落の取組、全国の事例 江口　祐輔

福岡県 イノシシ、サル
ｲﾉｼｼ・ｻﾙなどの鳥獣被害の現状と対策につ
いて

江口　祐輔
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福岡県飯塚市、嘉麻市 イノシシ、シカ
ｲﾉｼｼ、ｼｶに対する行動と生態及び集落周辺
の環境整備等

江口　祐輔

福岡県川崎町 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防除等の講話 江口　祐輔

福岡県北九州市 イノシシ ｲﾉｼｼ被害対策 江口　祐輔

福岡県田川市 鳥類全般
ｼｶ、ｻﾙ、ｲﾉｼｼ、ｶﾗｽ、ｱﾗｲｸﾞﾏの具体的防止
対策、地域での取り組み事例など

江口　祐輔

福岡県築上町 シカ、イノシシ ｼｶ、ｲﾉｼｼの被害防止対策 江口　祐輔

福岡県福岡市 鳥類 鳥獣害に強い集落の作り方 江口　祐輔

福岡市糸島市 サル ｻﾙの追い払い活動について 江口　祐輔

山口県 イノシシ ｲﾉｼｼの生態について 江口　祐輔

山口県 イノシシ 地域における防除体制の整備 江口　祐輔

和歌山県 ムクドリ 生態特性と被害対策 江口　祐輔

和歌山県 鳥獣害対策について講演 江口　祐輔

神奈川県 集落環境管理手法 江口　祐輔

福島県矢祭町
イノシシ、
ハクビシン

ｲﾉｼｼ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ被害対策の講演 大槻　晃太

熊本県高森町 シカ ｼｶの生態とその被害の予防方法 岡本　智伸

岩手県
ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ、ｶﾓｼｶ、ﾊｸ
ﾋﾞｼﾝ、ｶﾗｽ、ﾋﾖﾄﾞﾘ

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ、ｶﾓｼｶ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、ｶﾗｽ、ﾋﾖﾄﾞﾘの効
果的被害防止対策についての講演

小笠原　暠

山形県酒田市 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝの被害対策の講演 小笠原　暠

愛媛県 シカ ﾆﾎﾝｼﾞｶ対策について講演 奥村　栄朗

高知県香美市 シカ 生態特性と被害対策 奥村　栄朗

高知県香美市、徳島県那
賀町（阿佐地域）

イノシシ 防護柵の設置点検、緩衝地帯の形成 奥村　栄朗

徳島県 シカ 生態特性と被害対策 奥村　栄朗

山梨県 シカ 生態特性と被害対策 梶　　光一

岡山県 鳥獣害対策の現状と対策 金森　弘樹

岡山県 シカ 地域における防除体制の整備 金森　弘樹

岡山県 イノシシ 被害対策のあり方 金森　弘樹

岡山県 イノシシ
ｲﾉｼｼ害対策、集落点検現地指導、集落点検
ﾏｯﾌﾟ作成指導

金森　弘樹

岡山県 シカ ｼｶ被害防止対策、回避技術 金森　弘樹

岡山県備前地域 イノシシ 地域における防除体制の整備 金森　弘樹

広島県 シカ、ヌートリア 鳥獣害、ｼｶ、ﾇｰﾄﾘｱ対策 金森　弘樹
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広島県 効率的な箱わな猟 金森　弘樹

広島県 有害鳥獣対策 金森　弘樹

広島県作木町 イノシシ 生態特性と被害対策 金森　弘樹

福井県 シカ 地域における防除体制の整備 金森　弘樹

和歌山県 イノシシ、シカ 鳥獣害からの作物防除ｼｽﾃﾑ 金森　弘樹

広島県 鳥獣全般 鳥獣害、シカ、ヌートリア対策 金森　弘樹

岡山県 イノシシ
イノシシ害対策、集落点検現地指導、集落点
検マップ作成指導

金森　弘樹

広島県 鳥獣全般 有害鳥獣捕獲に効率的な箱わな猟について 金森　弘樹

広島県 鳥獣全般 有害鳥獣から農作物を守るための対策 金森　弘樹

岡山県 シカ シカの生態や効果的な被害防止対策 金森　弘樹

岡山県 鳥獣全般 集落ぐるみで取り組む野生鳥獣被害対策 金森　　弘樹

大分県 鳥獣害診断ｶﾙﾃ作成、防護資材設置 小泉　透

大分県（由布市、佐伯
市、国東市、日田市）

シカ
ｼｶによる農林作物被害防止対策、ｼｶ密度調
査（糞粒法）

小泉　透

大分県中津市 シカ 農林作物被害防止対策 小泉　透

大分県国東市、佐伯市 シカ ｼｶによる農林作物被害防止対策 小泉　透

埼玉県 シカ 生態と被害対策 小泉　透

山梨県 シカ 生態特性と被害対策 小泉　透

茨城県つくば市 イノシシ
イノシシの生態等を把握し、被災地域に適合し
たIT獣害対策を構築

木幡　栄子

愛媛県 イノシシ 生態特性と被害対策 木場　有紀

岡山県 集落点検ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 木場　有紀

岡山県 鳥獣被害対策に係る集落点検 木場　有紀

岐阜県白川町
集落住民が中心となって行う被害対策と捕獲、
被害対策の担い手育成、獣肉活用

齊田　由紀子

岡山県 アライグマ ｱﾗｲｸﾞﾏ被害対策 坂田　宏志

岡山県 アライグマ アライグマの被害対策 坂田　宏志

茨城県桜川市 イノシシ
防除体制の整備、防除計画の策定、被害防
止施設整備

作野　広和

岡山県 集落点検ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 作野　広和

島根県 イノシシ 被害発生要因と地域的差異 作野　広和

岡山県 鳥獣被害対策に係る集落点検 作野　広和
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

岡山県 鳥獣害対策総論 澤田　誠吾

岡山県 ツキノワグマ ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ被害防止対策 澤田　誠吾

岡山県 サル ｻﾙ対策 澤田　誠吾

岡山県高梁市 サル ｻﾙ対策について講演 澤田　誠吾

島根県 イノシシ、サル 生態特性と被害対策 澤田　誠吾

広島県 ツキノワグマ 講演会 澤田　誠吾

広島県 鳥獣害対策 澤田　誠吾

広島県 クマ ｸﾏﾚﾝｼﾞｬｰ研修会 澤田　誠吾

広島県 効率的な箱わな猟 澤田　誠吾

広島県 ツキノワグマ ﾂｸﾉﾜｸﾞﾏ対策技術研修 澤田　誠吾

広島県 鳥獣害対策、被害防除技術 澤田　誠吾

広島県廿日市市 全般 講演会 澤田　誠吾

広島県福山市 有害鳥獣対策 澤田　誠吾

広島県三次市 イノシシ、シカ、カラス 被害対策について、講演 澤田　誠吾

広島県三次市 ツキノワグマ 地域における防除体制の整備 澤田　誠吾

岡山県 鳥獣全般 鳥獣害対策総論 澤田　誠吾

広島県 鳥獣全般 鳥獣害対策のための集落点検 澤田　誠吾

広島県 クマ クマレンジャー研修会（追い払い等） 澤田　誠吾

広島県 鳥獣全般 有害鳥獣捕獲に効率的な箱わな猟について 澤田　誠吾

岡山県 ツキノワグマ ツキノワグマの生態を踏まえた被害防止対策 澤田　誠吾

広島県環 ツキノワグマ ツキノワグマ対策技術 澤田　誠吾

広島県 鳥獣全般 鳥獣害対策のための被害防除技術 澤田　誠吾

広島県 鳥獣全般 有害鳥獣から農作物を守るための対策 澤田　誠吾

岡山県 サル サルを中心とした鳥獣害対策 澤田　誠吾

広島県 鳥獣全般 有害獣の痕跡から種類を特定する知識 澤田　誠吾

岡山県 サル
ニホンザルの生息及び被害実態の把握と被害
対策

澤田　誠吾

広島県 ツキノワグマ ツキノワグマ対策技術 澤田　誠吾

鹿児島県西之表市 シカ、カラス ｼｶの生息状況・被害防止対策 塩谷　克典
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

岡山県 アライグマ アライグマの被害対策 鈴木　義久

愛媛県 イノシシ等 箱檻等を利用した捕獲方法について 須永　重夫

鹿児島県さつま町 イノシシ 箱わな捕獲の基本と応用技術について等 須永　重夫

岐阜県高山市 イノシシ
ｲﾉｼｼ捕獲技術と集落の役割、猟友会組織の
近代化

須永　重夫

高知県 ﾜﾅ猟捕獲技術と事故防止 須永　重夫

高知県香美市 箱わな捕獲技術 須永　重夫

静岡県 わな捕獲を成功させる秘訣について 須永　重夫

千葉県 イノシシ 効果的な箱わなの設置方法 須永　重夫

栃木県、茨城県 イノシシ 効果的な箱わなの設置方法 須永　重夫

富山県 箱わな等の捕獲・防護技術 須永　重夫

福井県美浜町 箱わなの捕獲技術 須永　重夫

宮城県加美町 イノシシ
ｲﾉｼｼの生態及び箱わな等の設置方法につい
て

須永　重夫

山形県東根市 イノシシ
箱わなを用いたｲﾉｼｼの捕獲に関する技術指
導

須永　重夫

和歌山県
わな猟(くくりわな、箱わな)初心者への基
礎知識及び捕獲技術の研修

須永　重夫

和歌山県紀の川市 イノシシ
園地における箱わな設置方法、ｲﾉｼｼ被害の
防止策

須永　重夫

岐阜県飛騨市 イノシシ
ワナ（はこワナ、くくりワナ）によるイノシシ捕獲
の技術指導

須永　重夫

高知県 ワナ猟における捕獲技術と事故防止 須永　重夫

高知県香美市 箱わなによる捕獲技術 須永　重夫

静岡県小山町鳥獣被害防
止対策協議会

全般
イノシシ・シカのわなを中心とした捕獲方法に
ついて

須永　重夫

石川県羽咋市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 高橋　春成

愛媛県 イノシシ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

愛媛県大洲喜多地区
イノシシ、
ハクビシン

生態特性と被害対策 竹内　正彦

岡山県
タヌキ、
ハクビシン

加害獣の識別方法と被害防止対策 竹内　正彦

香川県直島町 タヌキ 地域における防除体制の整備 竹内　正彦

京都府丹後地区
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 竹内　正彦

群馬県 イノシシ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

静岡県 野生動物の生態と被害防止対策 竹内　正彦

島根県 イノシシ 地域における防除体制の整備 竹内　正彦
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
助言アドバ
イザー氏名

島根県知夫村 タヌキ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

島根県知夫村 タヌキ 防除体制の整備 竹内　正彦

島根県知夫村 タヌキ、カラス 地域における防除体制の整備 竹内　正彦

島根県美郷町 イノシシ 資源化及び忍び返し柵の解説 竹内　正彦

東京都
特定ほ乳類に関する調査分析手法の問題提
起

竹内　正彦

東京都 イノシシ ｲﾉｼｼの生態及び被害防除 竹内　正彦

栃木県 イノシシ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

栃木県茂木町 イノシシ ｲﾉｼｼ対策について 竹内　正彦

広島県呉市 イノシシ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

和歌山県
イノシシ、シカ、
サル

生態特性と被害対策 竹内　正彦

和歌山県 アライグマ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

高知県四万十市、愛媛県
松野町（予土地域）

イノシシ 被害対策 竹内　正彦

高知県四万十市、愛媛県
松野町（予土地域）

イノシシ、シカ 生態特性と被害対策 竹内　正彦

高知県四万十市、愛媛県
松野町（予土地域）

イノシシ、シカ 被害対策技術指導 竹内　正彦

高知県四万十市、愛媛県
松野町（予土地域）

イノシシ、シカ 被害対策現地技術指導 竹内　正彦

福岡県北九州市 サル ｻﾙ被害防止対策に係る住民勉強会 田中　俊明

山口県 サル サルの生態と被害対策 田中　俊明

愛媛県 イノシシ 生態特性と被害対策 谷田　創

愛媛県 イノシシ 生態特性と被害対策 谷田　創

岡山県 集落点検ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 谷田　創

山口県 イノシシ 被害対策における地域住民の係わり方 谷田　創

岡山県 鳥獣被害対策に係る集落点検 谷田　創

愛媛県
鳥獣害防止柵設置の効果、設置後の地域の
取組方法

谷田　創

神奈川県 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防除対策全般について 常田　邦彦

宮城県
シカ、
ハクビシン

ｼｶ、ｶﾓｼｶ、ﾊｸﾋﾞｼﾝによる農作物被害の回避
策の講演

常田　邦彦

宮崎県宮崎市 シカ、サル ﾆﾎﾝｼﾞｶ及び野生猿に係る被害対策 常田　邦彦

熊本県荒尾市 イノシシ ｲﾉｼｼの習性及び被害防止対策 中園　敏之

熊本県荒尾市 イノシシ ｲﾉｼｼ罠の設置講習と鳥獣被害防止対策 中園　敏之
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講演会等開催地域 対象鳥獣 助言内容
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福岡県みやま市 イノシシ 中山間地域におけるｲﾉｼｼ被害対策 中園　敏之

宮崎県小林市 イノシシ、シカ 野生動物の生態と防除対策等 中園　敏之

和歌山県 実践中の鳥獣被害対策を見直すための助言 中田　　彩子

福井県大野市 サル 住民が行える対策方法、習性、 中田　　彩子

愛知県豊川市 イノシシ ｲﾉｼｼの効果的な捕獲方法 仲谷　淳

茨城県桜川市 イノシシ
防除体制の整備、防除計画の策定、被害防
止施設整備

仲谷　淳

神奈川県 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防除対策全般について 仲谷　淳

神奈川県綾瀬市 イノシシ ｲﾉｼｼの効果的な捕獲方法 仲谷　淳

熊本県 イノシシ、サル 現地調査を踏まえた被害対策 仲谷　淳

熊本県御船町 鳥類全般 指導員養成研修会講師 仲谷　淳

千葉県市原市 イノシシ ｲﾉｼｼ等に対する被害対策 仲谷　淳

千葉県南房総市 イノシシ 被害対策と現地調査 仲谷　淳

栃木県 イノシシ 生態特性と被害対策 仲谷　淳

長野県小諸市 イノシシ、シカ 生態特性と被害対策 仲谷　淳

福岡県
イノシシ、シカ、
鳥類

ｲﾉｼｼやｼｶ、鳥類を中心とした被害対策につ
いて

仲谷　淳

福島県 イノシシ
鳥獣被害発生の特徴やこれに対する技術的
な対処方法について（講演）

仲谷　淳

宮城県 イノシシ ｲﾉｼｼによる農作物被害の防止対策 仲谷　淳

宮城県仙台市 イノシシ
集落における効果的なｲﾉｼｼの農作物被害防
止対策

仲谷　淳

山梨県早川町 住民主体の獣害対策体制構築について 仲谷　淳

茨城県つくば市 イノシシ
イノシシの生態等を把握し、被災地域に適合し
たIT獣害対策を構築

仲谷　淳

福岡県
効率的な侵入防止柵の張り方および箱わな設
置方法

仲谷　淳

福岡県
効率的な侵入防止柵の張り方および箱わな設
置方法

仲谷　淳

石川県 集落環境点検の実施方法について 中田　都

石川県七尾市 イノシシ 地域における体制整備、ｲﾉｼｼ被害対策 中田　都

岐阜県郡上市
獣害対策について地域の意識向上を図るに
はどうしたらよいか

中田　都

栃木県 獣害対策の進め方 中田　都

福井県越前市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 中田　都

福井県坂井市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 中田　都
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福井県 全般 鳥獣被害対策についての原稿依頼（４回） 中田　都

新潟県 カラス、スズメ、カモ
水都直播で被害を与える鳥類の生態、生態を
踏まえた鳥害対策

中村　  雅彦

熊本県荒尾市 イノシシ
イノシシ用わなの製作及び捕獲技術に関する
もの

成瀬　勇夫

愛知県豊田市 イノシシ
イノシシ捕獲のポイント（設置場所、設置の仕
方、管理方法、餌の選定）

成瀬　勇夫

岡山県 イノシシ、シカ ｲﾉｼｼ、ｼｶ被害防除 西　　信介

岡山県 イノシシ、シカ イノシシ、シカの被害防除 西　　信介

熊本県合志市
イノシシ、シカ、
サル

獣類の生態と対策のﾎﾟｲﾝﾄ 西脇　亜也

佐賀県 イノシシ 地域における防除体制の整備 西脇　亜也

宮崎県 イノシシ ｲﾉｼｼの被害対策について 西脇　亜也

高知県 ﾜﾅ猟捕獲技術と事故防止 能島　正愛

高知県 ワナ猟における捕獲技術と事故防止 能島　正愛

岩手県釜石市 サル ニホンザル対策に係る取組・助言 畑中　　直樹

富山県 イノシシ 集落ぐるみの対策の先進的な取組について 服部　義和

石川県 全般
集落単位での鳥獣被害の把握やとりまとめを
行う集落点検に関する研修

服部　義和

鹿児島県 サル ｻﾙから守りやすい野菜、果樹栽培技術等 羽山　伸一

静岡県 シカ 生態特性と被害対策 羽山　伸一

栃木県 イノシシ、サル 地域における防除体制の整備、処方箋作成 羽山　伸一

栃木県 イノシシ、シカ
地域ぐるみでの獣害対策の進め方、地域指
導者の役割

羽山　伸一

和歌山県 アライグマ 生態特性と被害対策 羽山　伸一

大阪府 イノシシ
効果的な防除及び侵入防止柵の設置（講
演）、柵設置に関する助言（現地指導）

平田　滋樹

大阪府茨木市 イノシシ ｲﾉｼｼの防除対策について 平田　滋樹

大阪府箕面市
イノシシ、シカ、
サル

ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙ対策について 平田　滋樹

高知県香美市 イノシシ ｲﾉｼｼ被害対策 平田　滋樹

佐賀県神埼市 イノシシ ｲﾉｼｼ等鳥獣被害防止対策研修会 平田　滋樹

佐賀県佐賀市 イノシシ ｲﾉｼｼ等鳥獣被害防止対策協議会 平田　滋樹

兵庫県 野生動物管理ｼｽﾃﾑの開発に関する助言 平田　滋樹

宮崎県日向市 長崎県における鳥獣被害防止対策 平田　滋樹

福井県 イノシシ、シカ
イノシシとシカからの田畑の被害を効果的に守
る技術の研修

平田　滋樹

16 / 21 ページ
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高知県香美市 イノシシ イノシシの被害対策 平田　滋樹

宮崎県日向市 地域をあげての捕獲対策 平田　滋樹

宮崎県日向市 カラス カラスの生態と被害対策 平田　滋樹

愛知県
ヌートリア、
ハクビシン

生態特性と被害対策 古谷　益朗

岩手県 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝ被害対策の講演 古谷　益朗

愛媛県今治市 有害鳥獣被害防止対策 古屋　益朗

岡山県 アライグマ ｱﾗｲｸﾞﾏ被害対策 古屋　益朗

群馬県 ハクビシン 生態特性と被害対策 古谷　益朗

群馬県 鳥獣被害対策について 古谷　益朗

埼玉県 鳥獣を寄せつけない集落環境整備 古谷　益朗

埼玉県
ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙ、ｱﾗｲ
ｸﾞﾏ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ

生態と被害対策 古谷　益朗

静岡県 野生動物の生態と被害防止対策 古谷　益朗

静岡県
ハクビシン、
アライグマ

作物の保護・被害対策について 古谷　益朗

静岡県
ハクビシン、
アライグマ

鳥獣害対策の取組で重要なこと 古谷　益朗

静岡県
集落環境診断法と鳥獣被害対策の進め方
等

古谷　益朗

静岡県
ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ｻﾙ、ﾊｸﾋﾞ
ｼﾝ、ｶﾗｽ

有害鳥獣の生態と被害防止対策について
（講義）

古谷　益朗

静岡県
ハクビシン、
アライグマ

ﾊｸﾋﾞｼﾝ・ｱﾗｲｸﾞﾏから農作物を守るためのｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｽﾞ

古谷　益朗

東京都 ハクビシン 生態特性と被害対策 古谷　益朗

東京都日野市 ハクビシン 生態特性と被害対策 古谷　益朗

長崎県佐世保市 アライグマ ｱﾗｲｸﾞﾏの生態、効果的な被害・捕獲対策等 古谷　益朗

宮城県気仙沼市 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝの生態、被害対策、捕獲方法 古谷　益朗

宮城県蔵王町 ハクビシン 耕作放棄地解消のための鳥獣害対策 古谷　益朗

山形県酒田市 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝの生態、行動、被害対策等 古谷　益朗

山梨県
ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、
鳥類

生態特性と被害対策 古谷　益朗

山梨県
ｲﾉｼｼ､ｼｶ､ｻﾙ､ｸﾏ､ﾊｸﾋﾞ
ｼﾝ､ｱﾗｲｸﾞﾏ

生態特性と被害対策 古谷　益朗

静岡県 全般
集落環境診断法と鳥獣被害対策の進め方、地
域集落における鳥獣被害対策の方策と今後の
展開、地域との合意形成手法について

古谷　益朗
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静岡県
ハクビシン、
アライグマ等

ﾊｸﾋﾞｼﾝ・ｱﾗｲｸﾞﾏ等中型動物の生態及び被害
の見分け方、集落での被害対策の進め方、
「楽落くん」の設置方法及び管理方法のﾎﾟｲﾝﾄ

古谷　益朗

静岡県
イノシシ、シカ、
ハクビシン等

集落単位での野生鳥獣被害対策 古谷　益朗

静岡県静岡市
ハクビシン、
アライグマ

ﾊｸﾋ ｼﾝ・ｱﾗｲｸ ﾏから農作物を守るためのｱﾄ ﾊ
ｲｽ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ・ｱﾗｲｸﾞﾏの生態、農作物を守る対
策

古谷　益朗

静岡県 ハクビシン ﾊｸﾋﾞｼﾝの生態にあった対策のﾎﾟｲﾝﾄ 古谷　益朗

岡山県 アライグマ アライグマの被害対策 古谷　益朗

愛媛県今治市 鳥獣全般 有害鳥獣被害防止対策 古谷　益朗

静岡県
ハクビシン、
イノシシ

鳥獣害対策について 古谷　益朗

静岡県
イノシシ、シカ、
ハクビシン等

ｲﾉｼｼ・ｼｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ等の生態、集落単位での野
生鳥獣被害対策

古谷　益朗

徳島県 ハクビシン ハクビシン等の被害対策 古谷　益朗

山梨県 イノシシ 生態特性と被害対策 本田　剛

福井県越前市 イノシシ ｲﾉｼｼ対策 松井　一貫

栃木県 野生動物の生態と獣害問題 三浦　慎吾

愛知県 サル 生態特性と被害対策（ｻﾙ用ﾈｯﾄ柵） 室山　泰之

三重県 サル 平場地域におけるｻﾙの被害対策の講演依頼 室山　泰之

愛知県
ヒヨドリ、ムクド
リ、カラス等

鳥類の生態特性と被害対策 百瀬　浩

青森県 鳥類
鳥類による農作物被害の実態と被害防止対
策

百瀬　浩

茨城県、栃木県 イノシシ GIS活用方法について 百瀬　浩

大分県日田市 鳥類 野生鳥獣による農林作物被害防止対策 百瀬　浩

埼玉県松伏町 カモ 稲の食害対策 百瀬　浩

福岡県福岡市 カラス、ヒヨドリ等 鳥類の防除策及び鳥対策の講義 百瀬　浩

宮城県 鳥類 ｻｷﾞ等鳥類の被害防除対策 百瀬　浩

山形県高畠町 カラス ｶﾗｽの生態について等 百瀬　浩

山梨県
ｲﾉｼｼ、ｼｶ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、
鳥類

生態特性と被害対策 百瀬　浩

和歌山県 ムクドリ 生態特性と被害対策 百瀬　浩

徳島県上勝町 シカ ﾆﾎﾝｼﾞｶの生態及び被害対策について講演 森　一生

徳島県東みよし町
イノシシ、シカ、
サル

地域ぐるみでの鳥獣害対策について講演 森　一生

岡山県 アライグマ ｱﾗｲｸﾞﾏ被害対策 守田　秀則
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岡山県 集落点検ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 守田　秀則

岡山県 アライグマ アライグマの被害対策 守田　秀則

岡山県 鳥獣被害対策に係る集落点検 守田　秀則

愛媛県
鳥獣害防止柵設置の効果、設置後の地域の
取組方法

守田　秀則

愛媛県四国中央市 サル ｻﾙ被害防止対策 矢木　聖敏

高知県 サル ｻﾙ対策 矢木　聖敏

高知県高知市 イノシシ ｲﾉｼｼ被害防止対策 矢木　聖敏

徳島県 サルほか 果樹園地における鳥獣害対策 矢木　聖敏

高知県 サル みんなで取り組むサル対策について 矢木　聖敏

愛媛県四国中央市 サル サルの生息、被害防止対策 矢木　聖敏

高知県高知市 イノシシ イノシシ被害防止対策 矢木　聖敏

福岡県飯塚市 シカ ｼｶによる農林業被害について 矢部　恒晶

宮崎県 シカ
第三者を含めた業務検討会の外部有識者と
して

矢部　恒晶

宮崎県小林市 イノシシ、シカ 野生動物の生態と防除対策等 矢部　恒晶

宮崎県宮崎市 シカ、サル ﾆﾎﾝｼﾞｶ及び野生猿に係る被害対策 矢部　恒晶

愛知県
ヒヨドリ、ムクド
リ、カラス等

鳥類の生態特性と被害対策 山口　恭弘

埼玉県 鳥獣を寄せつけない集落環境整備 山口　恭弘

静岡県 野生動物の生態と被害防止対策 山口　恭弘

徳島県 カラス、ヒヨドリ 鳥類の生態特性と被害対策 山口　恭弘

静岡県 全般 獣害対策の考え方と実践のための集落づくり 山端　直人

岐阜県 サル、シカ、イノシシ 集落ぐるみの獣害対策 山端　直人

島根県 サル サルの被害防止対策 山端　直人

山梨県早川町 住民主体の獣害対策体制構築について 吉田　洋

愛知県
ヒヨドリ、ムクド
リ、カラス等

鳥類の生態特性と被害対策 吉田　保志子

岡山県 カラス ｶﾗｽ被害対策について 吉田　保志子

熊本県御船町 鳥類全般 指導員養成研修会講師 吉田　保志子

埼玉県 生態と被害対策 吉田　保志子

福岡県 カラス 生態特性と被害対策 吉田　保志子
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和歌山県 ムクドリ 生態特性と被害対策 吉田　保志子

石川県金沢市 カラス 生態、被害対策の基礎、先進地の取組 吉田　保志子

岡山県 カラス カラスの生態と果樹に対する対策 吉田　保志子

鹿児島県 鳥害対策技術について 吉田　保志子

宮崎県 鳥類
鳥類（カラス、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウ等）の生
態と対策、侵入防護柵等による侵入防止対策

吉田　保志子

沖縄県 カラス

沖縄本島北部地域農業生産において鳥獣被
害の主因となっているカラスの効果的防除対
策について講演と北部の果樹園で行われてい
るカラス対策の視察・助言

吉田　保志子

北海道函館市 シカ、クマ 生態と被害対策 早稲田　宏一

香川県 イノシシ等 捕獲に関する研修会講師 和田　三生

鹿児島県霧島市
イノシシ、シカ、
アナグマ

わなによる効果的な捕獲対策 和田　三生

熊本県 わなの設置設置技術、安全性と管理方法 和田　三生

熊本県
わなの設置設置技術、安全性と管理方法、
捕獲後の個体処理方法

和田　三生

熊本県
わなの設置技術、安全性と管理方法、捕獲
後の個体処理方法

和田　三生

熊本県
罠の設置の仕方、罠具の管理について、効
果的な駆除の方法と対策

和田　三生

熊本県荒尾市 イノシシ ｲﾉｼｼ罠の設置講習と鳥獣被害防止対策 和田　三生

熊本県錦町 イノシシ、シカ
農家を対象とした有害鳥獣への被害対策研
修会

和田　三生

熊本県山都町 イノシシ 解体所運営と猪肉の加工・流通体制 和田　三生

佐賀県唐津市
野生鳥獣の駆除活動における捕獲技術の向
上及び安全性の確保

和田　三生

佐賀県小城市 イノシシ ｲﾉｼｼの特性と効率的な捕獲について 和田　三生

佐賀県鳥栖市 イノシシ 鳥獣害対策(ｲﾉｼｼ)の捕獲について 和田　三生

千葉県市原市 イノシシ ｲﾉｼｼ捕獲及び獣害対策について 和田　三生

福岡県 イノシシ、サル
ｲﾉｼｼ・ｻﾙなどの鳥獣被害の現状と対策につ
いて

和田　三生

福岡県うきは市 農作物被害の防止等について 和田　三生

福岡県桂川町 イノシシ ｲﾉｼｼの効率的な捕獲 和田　三生

福岡県新宮町 認定農業者に対する鳥獣被害対策について 和田　三生

福岡県東峰村 シカ
ﾆﾎﾝｼﾞｶを対象とした足くくり罠の設置方法
等について

和田　三生

福岡県福岡市 イノシシ ｲﾉｼｼの生態、被害防止対策、捕獲 和田　三生
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北海道士別市 エゾシカ ｴｿﾞｼｶ捕獲（講演、実技） 和田　三生

宮崎県日向市 捕獲技術指導、ｼｶの解体及び肉の取扱 和田　三生

和歌山県
わな猟(くくりわな、箱わな)初心者への基
礎知識及び捕獲技術の研修

和田　三生

和歌山県 イノシシ、シカ
わな(くくりわな、箱わな)での捕獲方法
（講演）、わな設置（指導）

和田　三生

北海道根室振興局 エゾシカ わなによるｴｿﾞｼｶ捕獲方法についての講義 和田　三生

熊本県 わなの設置技術、安全性と管理方法等 和田　三生

熊本県 わなの設置技術、安全性と管理方法等 和田　三生

※本表は、利用申込書（H18～H25）が提出されたものについて整理した。
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