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はじめに 
 
近年、野生鳥獣による農作物被害は全国で大きな社会問題とな

っている。農作物被害額は毎年 200 億円にものぼり、しかも中山

間地域などでは、特定の地域に集中的に発生することで激甚な被

害となっている。 
農林水産省では、こうした被害への対策を効果的に進めるため、

野生鳥獣の生態等に関する知識や必要な防除技術を農業者等へ

普及する補助教材として、平成 17 年度に「野生鳥獣被害防止マ

ニュアル －生態と被害防止対策（基礎編）－」を作成し、関係
自治体等へ配布した。 
また、個別の鳥獣種への農作物被害防止対策を現場で指導する

際、すぐに役立つ実践編として、平成 18 年度にはイノシシ・シ

カ・サル編、平成 19 年度にはハクビシン編と鳥類編、平成 20年

度には捕獲編を作成した。 
本マニュアルは、これらの補助教材の一環として、近年、現場

からニーズが急速に高まっている特定外来生物の被害対策に関

する技術や知識を普及させるものとして、平成 21 年度に専門家

による委員会の助言・指導を得て作成された。 
農作物等へ被害を及ぼす外来生物のうち、本マニュアルでは、

外来生物法（平成 17 年施行）で特定外来生物に指定され、緊急

に対策が必要なアライグマ、ヌートリア、キョン、マングース、

タイワンリスを対象とした。これらの種の生息が確認されていな

い地域もあるが、確認がされていないだけで実際には生息してい

る場合も多い。 
本マニュアルが、各地域の技術指導者である普及指導員、市町

村担当者、JA 担当者等の方々に十分活用され、特定外来生物によ

る被害防止対策に大きな成果をあげることを期待する。 
 

平成 21 年度鳥獣害対策専門家育成検討委員会 
委員長 羽山伸一 

（日本獣医生命科学大学野生動物教育研究機構・機構長） 
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本マニュアルで使用される用語説明 

 

 

被害防止 ：鳥獣被害を防ぐために実施される鳥獣被害対策全般

の取組を示す。 

防  除 ：外来生物を対象として実施される捕獲、被害防止な

どの対策。外来生物以外においても同様に使用される

が、本マニュアルでは特に外来生物法に基づく防除に

限り本用語を用いる。  

錯誤捕獲 ：捕獲対象とした動物以外の動物が誤って捕獲される

こと。 

わ な 日 ：わなを用いた捕獲作業における作業量の単位。1 個

のわなを 1 日設置した際の作業量を「１わな日」とす

る。 

外来生物法：「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に

関する法律」の略称。 

鳥獣保護法：「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の略称。 

鳥獣被害防止特措法（特措法）：「鳥獣による農林水産業等に係る

被害の防止のための特別措置に関する法律」の略称。 

マングース：本マニュアルではジャワマングース（Herpestes 

javanicus）を“マングース”と称する。日本に定着し

ているマングースの仲間は本種のみである。 

タイワンリス：本マニュアルでは、クリハラリス（Callosciurus 

erythraeus）を“タイワンリス”と称する。タイワン

リスは一般的な通称であり、標準和名はクリハラリス

である。 

 

 

 


