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第Ⅴ章 被害防止対策の取組事例 
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（１）北海道 

 

特徴 市町村および地域でのアライグマ対策

への指導、協力、情報収集体制 

実施主体 北海道 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認 

実施内容 生息情報の収集、捕獲データの収集、

研修会の開催、独自の捕獲作業の実施 

 

【アライグマの定着 昭和54年】 

北海道では昭和 54 年に道央の恵庭市において、初めてアライグ

マの定着が確認された。これは飼育されていた 10 頭程度の個体

が逃亡したものに起因している。現在北海道内各地に定着してい

るアライグマの起源はこの個体群だけではなく、その他の地域で

も逃亡、定着が相次いで確認されている。 

 

【分布の拡大 昭和60年代～現在】 

昭和 60 年代ごろからは、各地で分布の拡大が確認されるように

なった。平成４年には全道で 13市町村、平成７年には 24市町村、

さらに平成 14 年には 88 市町村にまで一挙に拡大した。その分布

は道北地域や知床半島、えりも岬周辺にまでおよび、ほぼ全道に

分布を拡大した。平成 21 年３月末には、全道 180 市町村のうち、

131 市町村で生息が確認されている。 

１．アライグマ対策 

北海道におけるアライグマの分布変化 

平成 7年 平成 21 年 
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【農業被害の状況】 

北海道では農村地域を中心にアライグマの定着が進んだために、

定着初期から農作物被害が顕著に見られていた。特に甘味の強い

果実や野菜に対する被害が大きく、トウモロコシ、メロン、スイ

カ、イチゴなどが主要な被害作物となっている。また、魚食性も

強いため、養魚場の魚が食べられる例も多い。さらに、捕食によ

る被害以外にも、牧草地のロールパック（収穫した牧草を丸めて

保存しておくパック）を破いて荒らす、乳牛の乳首を噛み切るな

どの被害も見られる。 

北海道でのアライグマによる農業等被害金額は、平成５年度に

初めて報告さ

れて以来急激

な増加を続け、

平成 17 年度に

は 4,700 万円

に達した。平成

18 年度以降は

やや減少する

傾向にあるが、

依 然 と し て

3,000万円前後

の水準を保っ

ている。 

 

【アライグマの捕獲 -有害鳥獣捕獲から外来種防除へ-】 

農業等被害の顕在化に伴い、平成８年度からアライグマの有害

鳥獣捕獲が開始された。さらに分布の拡大とともに、有害鳥獣捕

獲の実施市町村数も増加し、捕獲数は平成 17 年度には 1,497 個

体にまで増加した。しかし、有害鳥獣捕獲では基本的に狩猟免許

所持者による捕獲作業に依存している事や、被害が生じなければ

捕獲ができないため、分布拡大を抑止する事ができないなどの問

題点もあった。そこで、外来生物法の施行を受け、北海道では平

成 18 年に、外来生物法に基づく「北海道アライグマ・アメリカ

ミンク防除実施計画」を策定した。これによって、広域的な防除

の体制が徐々に整い、アライグマの捕獲作業は加速した。平成 20

北海道におけるアライグマによる 

農業等被害金額の推移 

（北海道環境生活部環境局自然環境課資料より） 
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年度には捕獲数が 3,000 頭を超え、農業等被害額が頭打ちになる

などの効果が見られるようになってきた。なお、対策促進のため、

捕獲数や農業被害等のデータは北海道自然環境課が各市町村か

ら情報を収集し、全道分をとりまとめて公表している。 

 

【市町村での対策の支援】 

「北海道アライグマ・アメリカミンク防除実施計画」が策定さ

れて以降、各市町村も相次いで防除実施計画を策定した。北海道

自然環境課では、「特定外来生物の防除の確認又は認定申請書」

の記入例を作成したり、防除実施計画の参考例を示すなどして、

各市町村での計画策定を支援している。このような支援もあり、

平成 21 年 12 月までに合計 99 市町村で防除実施計画が策定され

ている。しかし、防除実施計画の策定はアライグマの生息が確認

されている地域に偏っており、今後はアライグマの分布拡大の阻

止、根絶のために、生息が確認されていない地域においても計画

が策定され、積極的な対策を講じる体制を構築することが課題で

ある。 

 

北海道のアライグマ捕獲数および捕獲実施市町村数の推移

（北海道環境生活部環境局自然環境課資料より） 

市
町
村
数 

捕
獲
頭
数 

年度 



95 

【アライグマ対策における道の役割】 

前述した市町村の防除実施計画の作成に対する支援をはじめ、

道は北海道におけるアライグマ対策における中枢として、様々な

役割を果たしている。 

 アライグマの生態、捕獲方法などの調査及び普及 

捕獲効率がよく個体数削減効果の高い春季の捕獲の推奨

や、エッグトラップの紹介など、具体的な技術を研修会

や通知によって各市町村に紹介している。 

 市町村へのわなの貸出し 

合計 400 個のはこわなを所有し、わなが不足している市

町村に貸し出している。 

 広報やホームページによる一般市民への普及啓発 

 農業被害防止のための技術や予算獲得のための助言 

鳥獣被害防止総合対策や生物多様性保全推進支援事業な

ど、活用可能な制度を紹介している。 

 特に生息密度が高い道央地域での捕獲を実施 

道直轄の事業として、生息密度が高く、個体の分散源と

なるおそれのある道央地域において捕獲を実施している。 

 分布情報、捕獲データ、被害データ等のとりまとめ・公表 

 国や学識経験者との連携 

検討会（環境省地方環境事務所、北海道、北海道大学、

アライグマ研究グループ）を開催し、関係組織との情報

共有を図った上、対策の方向性を検討している。 

 

このように、北海道では道が中心となり、各市町村がアライグ

マ防除を推進しやすい体制の構築が図られている。 
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（２）北海道江別市豊幌 

 

特徴 地域主導によるアライグマ対策 

実施主体 地域住民（豊幌資源保全会） 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、農

地・水・環境保全向上対策 

実施内容 捕獲（はこわな、エッグトラップ）、普

及啓発 

 

【地域の概要】 

北海道江別市豊幌は、札幌市中心部から西におよそ 20km に位置

している。北海道の大河・石狩川に面した都市近郊の農業地帯で

あり、広々とした石狩平野に大規模な水田が展開し、その中に防

風林や畑作地が点在する景観を呈している。近隣の野幌丘陵地に

は、森林公園や北海道開拓記念館があることでも知られる野幌原

始林が存在し、札幌近郊でありながら大規模な森林が保存されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

【アライグマの侵入と被害発生】 

昭和 54 年に北海道では恵庭市において初めて定着が確認され、

その後、周辺地域にも分布が拡大し被害を増加させてきた。恵庭

市からおよそ 26km 北に位置する豊幌地区では、平成 10 年頃にア

ライグマの侵入が確認され、その直後から被害が発生した。 

江別市豊幌の景観 
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【被害発生時の状況】 

被害は主にトウモロコシ（スイートコーン）に発生した。アラ

イグマはトウモロコシの茎を倒し、きれいに皮を剥いて食べ、集

中的にかつ大量の食害を及ぼす。また、スイカやメロンには丸い

穴を開け、そこから前足を器用に使ってくりぬくように中身を食

べる。イチゴではヘタや茎を残して、実だけをきれいに食べる。

こうした食痕は元々生息していたキツネやタヌキでは見られな

いため、加害動物の識別は容易であった。 

 

【自衛的捕獲とアライグマ研究グループからの技術指導】 

こうした事態を受け、地元 JA がはこわなを購入し、被害農家に

対する貸出しを開始した。また、捕獲に際して地元のアライグマ

研究グループが技術的な指導を行った。それによって、わなの設

置場所や餌、捕獲作業の適期など、各農家が個別に捕獲技術を高

めていった。しかし、基本的には農家個別の努力による捕獲作業

の為、地域的な被害対策としては十分では無く、またわなの数も

不足していた。 

 

【豊幌資源保全会の発足】 

アライグマ対策の強化、および良好な農村環境の保全を目的と

して、平成 20 年に「豊幌資源保全会」が発足した。資源保全会

は豊幌地区の農家お

よび周辺地域住民合

計 83 戸によって構成

され、その農地面積は

およそ850haに達する。

資源保全会は農林水

産省の「農地・水・環

境保全向上対策」の支

援を受け、それによっ

て活動体制を充実し

た。例えば、アライグ

マ対策として、はこわ

な 20 個、エッグトラッ

プ 20 個を購入するなど、

豊幌資源保全会の組織体制 

と活動目的 

農業者

水土里ネット
江別

地域住民
（自治会・町内会）

豊幌資源保全会

活動目的
農業施設の適正な保全と管理
美しい農村景観の創出
農業用水の多面的機能の維持増進
農業被害の防止（アライグマの捕獲）

農業者、住民を中心とした地域住民参加型の体制
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捕獲器材の充実を図ることができた。 

 

【被害対策】 

捕獲以外の被害対策とし

ては、電気柵の設置が進め

られている。電気柵は主な

被害作物であるトウモロ

コシの畑に、収穫前の数週

間設置されている。この地

域では地上から 20cm 間隔

に２本の柵線を張る設置

方法が一般的であり、これ

によって柵線の購入費用

が節約できている。電気柵の効果は絶大であり、かつては 10～20a

ほどのトウモロコシ畑がほぼ全滅する被害例も見られたが、電気

柵の普及によって、現在では当該地域での被害はほぼ見られない

状況となった。電気柵は各農家が個別に購入し、設置している。

設置費用はバッテリー（100V 電池、ソーラーパネルなど）と電線

100ｍ程度であれば３万円前後である。 

 

【捕獲作業の実施】 

購入したわなを、捕獲作業を希望する農家に貸出しを行い、ア

ライグマの捕獲を進めている。北海道および江別市が外来生物法

に基づく防除の確認を受けたことにより、農家は従事者として捕

獲作業に参画できるようになった。なお、捕獲作業者には、餌代

相当として作業手当が支払われている。 

 

【はこわな】 

はこわなの餌には菓子（甘

味のあるコーン菓子）や菓子

パンなどが用いられている。

わなは、農地と用排水路や低

木林、防風林が接する場所な

ど、アライグマの移動経路と

なりやすい場所に設置され
はこわなと立て看板 

電気柵の設置状況 
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ている。わなの近くには立て看板を設置して、捕獲作業を実施し

ている旨を周知している。平成 20 年には 16 頭、平成 21 年は９

月末までに６頭が捕獲されている。 

 

【エッグトラップ】 

平成 21 年からはエッグトラップによる捕獲作業も開始してい

る。エッグトラップは、アライグマ以外の動物が捕獲されにくく、

ある程度捕獲作業が進み、はこわなに対する警戒心を持った個体

（トラップシャイ）が存在しているような状況において、一層の

個体数低減を図るために有効であると考えられる。エッグトラッ

プは慣れないと設置が難しく、捕獲効率もはこわなよりやや低い。

そのため、現在のところ目覚ましい成果は得られていない（平成

21 年９月末までに１頭捕獲）が、生息密度の低下を目指し、今後

も捕獲作業を継続する予定である。 

 

エッグトラップの設置状況
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（３）神奈川県 

 

特徴 都市近郊地域における取組 

実施主体 神奈川県、市町村 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認 

実施内容 普及啓発の推進と住民による捕獲作業

の実施 

 

【アライグマの定着から被害発生の経緯】 

神奈川県は早くからアライグマの定着が見られた地域の一つで

ある。昭和 60 年頃から、県南部の三浦半島周辺を中心とした各

地で生息が確認され始めた。定着した地域は、農地と市街地、森

林が混在する都市近郊であったため、農業被害に先んじて、生活

環境等被害（家屋への侵入および屋根裏での糞尿など）が問題化

した。その後急速に分布は拡大し、現在では丹沢・箱根の山岳地

域を除くほぼ全県へと広がりつつある。分布の拡大とともに農業

被害も大きな問題となり、スイカなどの果実を中心とした被害額

は、平成 16 年度には 1,500 万円を超えるまでになった。また、

三浦半島に生息する絶滅危惧種トウキョウサンショウウオの孤

立個体群が、アライグマの捕食によって個体数を減少させている

おそれもある。 

 

【有害鳥獣捕獲の実施】 

平成 10 年には、有害鳥獣としてアライグマが捕獲されるように

なった。捕獲作業は各市町村が地域住民や農業者など、被害を被

っている人にはこわなを貸出し、研修を実施した上で捕獲する体

制が中心であった。捕獲頭数は年を追って増加し、平成 16 年度

には 1,000 頭弱にまで達した。 



101 

【神奈川県アライグマ防除実施計画の策定】 

神奈川県は平成 18 年に神奈川県アライグマ防除実施計画を策

定した。計画の中では、アライグマの分布状況に基づき、県内の

各市町村を重点対応地域、緊急対応地域、要注意地域の３つの区

分に分類し、対応方針を定めている。 

 

地域 

区分 

地域 市町

村数

地域の概要、対応方針および目標 

重点 

対応 

三浦半

島周辺 

５  すでに継続的な捕獲実績があり、高
密度に生息している地域 

 加害個体の徹底した捕獲 
 生息確認地域での計画的な捕獲 
 10 年以内に地域から排除すること
を目指す 

緊急 

対応 

横浜市

など 

10  密度は低いが定着している可能性
が高い地域 

 捕獲体制を整備し、被害発生箇所で
の捕獲を実施 

 生息確認地域での計画的な捕獲 
 計画期間内に地域から排除するこ
とを目指す 

要注

意 

県西部

など 

20  生息情報がほとんどなく、生息して
いないと考えられる地域 

 継続的な監視（目撃情報の収集） 
 生息確認時に速やかに捕獲を実施
し、定着を防ぐ 

 

神奈川県アライグマ防除実施計

画における地域区分 

（神奈川県アライグマ防除実施計画より）

（神奈川県アライグマ防除実施計画より）
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【市町村における取組】 

防除実施計画の策定により、各市町村は外来生物法の枠組みの

中で捕獲等の対策を講じることが可能になった。各市町村では、

はこわなを所持し、住民からの被害相談を受けた際に、捕獲従事

者登録を行うと共にわなの貸し出しを行う。捕獲作業を実施する

住民は、わなの見回りや餌の交換などを行う。アライグマが捕獲

された場合には市町村に連絡し、委託を受けた業者が捕獲個体を

わなごと回収する体制が多くの市町村でとられている。ある市町

村では平成 20 年度に約 100 人の捕獲従事者がわなを設置し、149

頭を捕獲した。 

 

【普及啓発の取組】 

被害の拡大を防止するためには、住民の協力が必要である。そ

のため、住民に対する普及啓発を進め、防除の推進への理解を図

ること、および捕獲に対する意欲を維持することが重要な課題と

なっている。県では市町村や一般市民を対象とした研修会や講演

会を開催し、アライグマ問題への関心を高めるための努力を続け

ている。また、各市町村では捕獲従事者へのチラシ配布や定期的

な捕獲状況の確認などの働きかけを行っている。 

 

【被害防止対策】 

果樹園などでの被害防止対策と

して、電気柵の普及を進めている

市もあり、県も財政的、技術的支

援をしている。また、住民も家屋

への侵入対策として屋根裏への

侵入口をふさぐ、飼育している鑑

賞魚が食べられないように池に

金網を張る、などの対策を自ら

行っている。 アライグマの侵入対策の為

屋根に設置された金網
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【現在の課題】 

神奈川県でのアライグマ対策は、地域住民主体の捕獲作業を中

心として進められており、目標とする根絶のためには、その意欲

の維持とより一層の向上が不可欠である。また、現在の捕獲作業

は、被害のある場所でのみ実施しているケースが多く、必ずしも

分布域の縮小につながる体制となっていない。しかし、現状でも

捕獲従事者の作業負担は少なくないため、より効率的な捕獲方法

の開発など、手法の改善が求められる。 

 

【計画的な捕獲作業の実施へ向けた取組】 

神奈川県では、各市町村から捕獲個体（性別、体重、体長など）

と捕獲努力量（のべ設置わな数、わな日）、設置場所のデータを

収集し、その結果を解析した上で各市町村に示し、計画的で効率

の良い捕獲作業につながるよう、情報提供を行っている。こうし

た取組によって、地域からアライグマを根絶するための捕獲体制

を構築すべく、検討が続けられている。 
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（４）兵庫県三田市 

 

特徴 猟友会を核とした捕獲体制の整備 

実施主体 市町村（三田市有害鳥獣対策委員会） 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、鳥獣

被害防止計画、ひょうご阪神北地域有 

 害鳥獣対策特区 

実施内容 猟友会を中心とした捕獲体制、普及啓

発 

 

【地域の概要】 

三田市は、兵庫県の南東部、神戸市の北に隣接している。六甲

山地の北に広がる丘陵地に位置しており、市内には 500～700m 程

度の山が点在している。市域の 65％を森林、23％を農耕地が占め

ており特に市北部は中山間地域特有の景観を示している。一方で、

阪神地域にアクセスの良い市域南部にはニュータウンが開発さ

れ、大阪、神戸のベットタウンとして発展している。 

 

【被害状況】 

三田市では平成 16 年頃にアライグマの生息が確認され、スイカ、

トウモロコシ、イチゴ、ブドウ、黒大豆、トマト、枝豆などの農

作物に対する被害が見られるようになった。また、家屋の屋根裏

に住みつき、糞尿によって屋根が

腐り、改修を余儀なくされたなど

の生活環境等被害も見られている。 

糞尿によって錆びが生じ

たトタン壁 
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【ひょうご阪神北地域有害鳥獣対策特区】 

三田市をはじめとした兵庫県阪神北地域の各市町村（伊丹市、

宝塚市、川西市、猪名川町）では、イノシシ、シカなどの従来か

ら生息していた動物に加え、アライグマの侵入によって深刻な農

業被害が見られるようになった。その対策として構造改革特区の

申請によって捕獲許可制限の緩和が図られた。構造改革特区とは

構造改革特別区域法に規定される、従来法規制等の関係で事業化

が不可能な事業を、特別に行うことが可能になる地域を指してい

る。 

「ひょうご阪神北地域有害鳥獣対策特区」は、平成 18 年４月に

認定された。これによって有害鳥獣捕獲の実施にあたり、狩猟免

許非所持者であっても、小動物に限りはこわなでの捕獲作業を実

施することが可能になった。有害鳥獣捕獲に関する同様な特区は

平成 21 年現在全国に 13 地域にあり、そのうち５地域が兵庫県に

存在している。 

 

【三田市有害鳥獣対策委員会】 

平成 18 年７月には外来生物法による防除実施計画が策定され

た。これによって、アライグマの捕獲は被害に関わりなく実施す

る事が出来るようになり、また捕獲個体の運搬も可能になった。

特区を含め、こうした法制面での充実が図られたことで、捕獲実

施体制を明確にする必要が生じた。そのため、平成 18 年５月に

は三田市有害鳥獣対策委員会

が発足した。対策委員会では

地域毎に捕獲班を設け、各班

長は猟友会のわな猟免許所持

者とし、その指導・監督の下

で非狩猟免許所持者が協力員

として捕獲に従事できる体制

をとった。これによって、捕

獲作業の裾野が広がり、作業

の充実が図られた。 

 

 

捕獲されたアライグマを運搬する猟友会員 

※運搬には許可が必要だが、防除実施計画に定め

られた範囲内であれば運搬可能 
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【捕獲作業の実施体制】 

三田市では現在 333 個のはこわなを所持し、協力員への貸し出

しを実施している。三田市有害鳥獣対策委員会では、市域を６つ

の地区に分け、それぞれに捕獲班を設置している。実際の捕獲作

業では、農会や自治会から募られた協力員がはこわなの設置、見

回り、餌の交換などを行う。捕獲された場合には協力員からの連

絡を受け、捕獲班長である猟友会員または市職員が個体を運搬す

る。捕獲個体は捕獲班長、または市職員によって適切に安楽殺処

分され、市の焼却施設に搬入・焼却される。 

また、協力員以外に市の嘱託職員による捕獲作業も実施されて

いる。市の嘱託職員は捕獲作業が困難な高齢者の所有地や、河川

などの公共地を中心として捕獲作業を行っている。 

 

三田市有害鳥獣対策委員会の組織体制図 

（三田市資料より） 
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【被害対策】 

現在はアライグマの地域からの排除を目標として、捕獲を中心

とした対策を進めており、捕獲以外の被害防止策は積極的に推進

されていない。農地の周辺にはイノシシ・シカを主な対象とした

侵入防止柵の設置などが見られるが、アライグマを対象としたも

のは少ない。 

三田市でのアライグマの捕獲数は平成 19年度をピーク（197頭）

としてやや減少傾向に転じている。アライグマに関する苦情の相

談件数も減少傾向にあり、捕獲の推進による効果が見られつつあ

る。 

 

【安楽殺処分】 

三田市では炭酸ガスによる安楽殺

処分を実施している。わなごとアラ

イグマが入れられる木製箱を自作し、

箱には炭酸ガスボンベが接続されて

いる。 

 

【普及啓発】 

対策委員会は、協力員に対する講

習会を開催し、アライグマの生態や

捕獲方法のノウハウを伝えている。また協力員に対して定期的に

ニュースレターを送付し、捕獲状況、捕獲に関する技術的なアイ

デアなどを情報提供している。また、新たな協力員の公募、ある

いは防除に対する理解を得るため、市広報などによって一般市民

に対する普及を実施している。 

 

【課題】 

被害対策としては捕獲による成果が示されつつある。一方で農

作物被害の少ない冬季には捕獲作業量が低下し、地域からの排除

のための捕獲体制としては不十分なところがある。 

 

炭酸ガスボンベと 

はこわなを入れる箱 
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（１）岐阜県岐阜市 

 

特徴 個人捕獲と猟友会による捕獲の組み合

わせ 

実施主体 市町村 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、鳥獣

被害防止計画、有害鳥獣捕獲 

実施内容 捕獲（はこわな）、侵入防止対策、普及

啓発 

 

【地域の概要】 

岐阜市は、広大な沖積平野である濃尾平野北部に位置し、市の

北東部から南西部にかけて長良川が流れ、その支流や水路が市内

に多く存在する。市域の大半は平地であり、稲作を中心とした農

地、および市街地によって占められている。 

 

 

【被害状況】 

河川等の水域に隣接する水田や畑において、水稲や野菜等への

被害が発生している。岐阜市の行政資料によれば、市内での有害

鳥獣捕獲は平成元年度から始まっており、捕獲数や捕獲実績のあ

る区域が増加傾向にある。平成 20 年度は、水稲や野菜を中心に

11.4ha で被害が発生し、被害金額は 113 万円に上った。同年度の

捕獲頭数は 264 頭であった。 

２．ヌートリア対策 

ヌートリアの生息環境（境川） 
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水稲の食害 スイカの食害 

岐阜市の各地域における捕獲実績の変化 

捕獲頭数の多い地域が拡大している 

（岐阜市農林部農林園芸課資料より） 

平成 17 年度 

平成 20 年度 

0頭
1～3頭
4～10頭
11～20頭
21頭以上

捕獲頭数

岐岐阜阜市市提提供供
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【ヌートリア防除実施計画の策定】 

捕獲後の個体の移動を効率的に行う必要があることから、平成

17 年度に環境大臣および農林水産大臣による外来生物法に基づ

く防除の確認を受けた。 

 

【鳥獣被害防止計画の作成】 

平成 20 年度には「岐阜市鳥獣被害防止計画」を作成し、捕獲等

による被害防止の取組を行っている。鳥獣被害防止計画の作成に

より、地方交付税制度に基づく国の財政支援を受けている。農作

物被害を軽減させることを目的として、下記の３点を並行的に実

施していく方針をとっている。 

① 猟友会による捕獲を実施 
② はこわなの数を増やし、農家等による個人捕獲を推進 
③ 捕獲と並行して農地への侵入を防ぐ柵等を設置 
特に、農家等による個人捕獲を積極的に推進しており、はこわ

なの貸出しを行っている。平成 20 年度の捕獲頭数 264 頭の内、

163 頭が個人捕獲によるものであった。 

 

【猟友会による捕獲】 

農家等による個人捕獲とは別に、市は岐阜市猟友会に捕獲作業

を委託している。岐阜市猟友会は、巣穴周辺（水辺）での捕獲を

中心に実施し、ヌートリアのけもの道をよく観察してはこわなを

設置している。設置後は毎日巡回を実施し、捕獲されない状況が

続けば、入り口の向きを変えたり、位置を変えるなどの工夫をし

ている。 

 

はこわなの設置状況（左）と

捕獲されたヌートリア（上）
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（岐阜市農林部農林園芸課資料より） 

【捕獲個体の処分】 

捕獲作業を受託した猟友会が捕獲したヌートリアは、市の焼却

施設にて処分されているが、今後は個人捕獲による捕獲でも市が

引き取れるように取り組んでいく。 

 

【侵入防止対策】 

岐阜市内ではネットと波板を組み合わせた侵入防止柵の設置な

どの侵入防止対策が行われている。こうした取り組みは農家の自

助努力によるところである。侵入防止柵とはこわなを組み合わせ

て設置することで、ヌートリアの捕獲効率を高める工夫もされて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はこわなは、農家が市から

貸し出しを受け、設置して

いる。 

侵入防止柵と、はこわ

なを組み合わせた例 
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【普及啓発】 

岐阜市では年に２回程度、個人捕獲を実施する農家等を対象と

して講習会を開催している。主に猟友会会員による講義を行い、

ヌートリアの生態、被害対策、わなの取り扱いにおける注意、捕

獲のポイントなどについて、普及啓発を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の課題】 

現在の捕獲作業は被害発生地の周辺が中心となっており、捕獲

を続けていても、ヌートリアの繁殖力が勝り、分布域の縮小には

つながっていない。今後は広域的な捕獲体制を構築し、被害防止

対策に取り組む必要がある。 

 

鳥獣被害防止講習会 

はこわな 

ネットによって侵入防

止柵を設置したが、食い

破られて侵入された。破

られた箇所にはこわな

を設置（ネットの内側）

して捕獲を試みている。

わなの扉の開放時にネ

ットとの間に隙間がで

きるため、鉄板でガイド

を設けている。 

岐岐阜阜市市提提供供  

岐阜市提供 
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（２）岡山県児島湖周辺 

 

特徴 緊急雇用創出事業による捕獲の実施 

実施主体 県、市町村 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、鳥獣

被害防止計画、有害鳥獣捕獲、緊急雇

用創出事業 

実施内容 捕獲（はこわな）、侵入防止対策 

 

【地域の概要】 

岡山県南部、岡山市と玉野市の間に広がる児島湖は、もとは海

であった児島湾を締め切って作られた人造湖である。児島湖周辺

には干拓によって造成された低平な水田など、大規模な農地が広

がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被害状況】 

岡山県では 1940 年代よりヌートリアの野外定着が見られてい

た。特に児島湖周辺地域は、低湿地であり、水生植物の大きな群

落も存在するため、ヌートリアの生息適地となり、生息数が増加

した。生息数の増加とともに水稲や野菜への被害が顕著となり、

それが原因で生産意欲が低下した農家も見られている。児島湖に

面する岡山市での平成 19 年度の被害金額は、水稲が 85 万円、野

菜が 30 万円であった。農作物の被害は年間を通じて発生してい

る。 

 

児島湖周辺における 

ヌートリアの生息環境 
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玉野市における水稲の被害発生地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【捕獲実施体制】 

岡山市では、児島湖に流入する笹ヶ瀬川、足守川、砂川流域に

生息数が多く、捕獲頭数は平成 15 年度以降、年間約 500～900 頭

で推移している。被害が確認された場合、猟期以外の期間は岡山

県猟友会岡山支部および東備支部の駆除班の協力により捕獲が

行われている。捕獲者には捕獲個体１頭に対して 1,000 円を上限

として、捕獲報償金が支払われている。 

 

【鳥獣被害防止計画の作成】 

岡山市では、岡山市地域鳥獣被害防止対策協議会を設置し、鳥

獣被害防止計画を作成している。これにより、わな等を購入し、

捕獲器材の充実を図っている。 

侵入防止柵の有無と食害の有無 

田植え後、５月～７

月に被害が多発す

る。 

ネットだけの対策の

場合、食い破られ侵

入される事がある。

侵
入
防
止
柵
な
し 

（
食
害
さ
れ
て
い
る
）

侵
入
防
止
柵
あ
り 
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（岡山市経済局農林水産課資料より） 

 

【緊急雇用創出事業】 

近年の岡山県における有害鳥獣捕獲と狩猟を合わせたヌートリ

アの捕獲数は年間で約 2,500 頭におよぶ。岡山県では、平成 21

年６月より県内全域でのヌートリア生息実態調査を行っている。

調査で得られた結果をもとに、生息密度が高いと考えられる地域

で外来生物法に基づくヌートリア集中捕獲事業をスタートさせ

た。捕獲作業には、緊急雇用創出事業で公募した臨時職員等が従

事している。 

玉野市内で平成 21 年９月 17 日より捕獲が開始され、平成 22年

秋まで、県内 18 市町で順次捕獲が行われる予定である。捕獲事

業で捕獲された個体は、炭酸ガスによる安楽殺処分が行われる。 

（許可証の写しを灘崎を除く合併旧町の支所産業建設課・

　　　　　　備前県民局森林課・警察・鳥獣保護員へ送付）

期間満了後、３０日以内に実績報告書と併せて許可証・腕章を返還

職員・鳥獣保護員が現地調査

駆除班長から岡山市へ捕獲許可申請書等の提出

申請書一式を区役所農林水産振興課へ送付する

審査後、許可証等の交付

有害鳥獣捕獲の実施

被害地区に許可が出ているか
（区役所農林水産振興課に確認）

町内会長から駆除班長へ依頼書を提出
（依頼の相談を受けた職員は、分会長へ連絡）

岡山市有害鳥獣捕獲事務手続きフロー

農林水産作物被害者からの依頼
（個人からの依頼の場合、町内会長を通してもらう）

Ｙｅｓ Ｎｏ
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捕獲作業従事者と使用するはこわな 

はこわなの設置 

わなに使用する餌 

餌は季節によって変え

る工夫をしている（キ

ャベツ→スイカ→カボ

チャ→サツマイモ）。 

廃棄野菜も譲り受けて

餌として使う。 

鉄の杭で固定する 

猟友会員の指導

のもと、わなを設

置する。 
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（３）鳥取県北栄町 

 

特徴 農家主体による捕獲の実施 

実施主体 市町村 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、鳥獣

被害防止計画 

実施内容 捕獲（はこわな）、侵入防止対策、普及

啓発 

 

【地域の概要】 

北栄町は平成 17 年に旧北条町と旧大栄町が合併して誕生した。

鳥取県中部の日本海沿岸に位置し、町の東部の湯梨浜町との境に

天神川が、町の西部の琴浦町との境から町の中部にかけて由良川

が流れる。町内には由良川に合流する支流の北条川や多くの水路

が存在する。農業の町として有名であり、主な作物として水稲、

スイカ、ナシ、ラッキョウ、ナガイモがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被害状況】 

当初は由良川流域で水稲を中心とした農作物被害が顕著となり、

その後被害発生地域は拡大していった。被害作物は水稲を中心に、

主力な商品作物であるスイカ、メロン、ブロッコリーなどに及ん

だ。平成 19 年度までは継続的に被害が拡大し続け、対策が後手

になっていた状況であった。 

北栄町におけるヌートリアの生息環境 
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北北栄栄町町提提供供  

【捕獲実施体制】 

捕獲作業は、旧大栄町で平成 15 年度から開始され、その後、旧

北条町でも捕獲が開始された。当時は猟友会による有害鳥獣捕獲

が中心となっていた。捕獲頭数は、平成 19 年度までは年間 40～

60 頭程度で、頭打ちの状況で推移していた。平成 20 年度に外来

生物法に基づく防除の確認を受け、防除実施計画が策定された。

農家による捕獲を推進し、捕獲従事者が増えた結果、同年度の捕

獲頭数は 290 頭となった。こうした農家主体の捕獲体制による防

除を推進した結果、平成 21 年度には目立った被害は報告されな

くなり、地域的な根絶に近い状態にまでヌートリアを減少させる

ことに成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度に、前年度の約３倍

（70 個）のわなを設置し、農家

（31 名）による積極的な捕獲を

進めた。その結果、平成 21 年度

の農作物被害は著しく減少し、目

撃情報もほとんど無くなった。 

地域ぐるみの努力で捕獲圧を高

め、根絶に近い状態を達成した。

北北栄栄町町提提供供  北北栄栄町町提提供供  



119 

【環境管理】 

集落ぐるみで、「自分たちの田畑は自分たちで守る」という共通

意識を持ち、巣穴周辺や耕作放棄地の草刈りを積極的に行い、ヌ

ートリアの生息しづらい環境管理を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【普及啓発】 

農家等の狩猟免許を持たない地域住民を対象として、講習会を

開催し捕獲従事者の増加に努めている。さらに鳥獣害対策の専門

家である鳥取県の職員を講師として招き、ヌートリアの生態、被

害対策、わなの取り扱いにおける注意、捕獲のポイントなどにつ

いて、普及啓発を実施している。 

ヌートリアの移動ルー

トとなる用排水路の周

囲を除草し、さらにはこ

わなを設置して捕獲を

試みている 

鳥鳥取取県県提提供供  

鳥鳥取取県県提提供供  
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（１）千葉県勝浦市 

 

特徴 捕獲と侵入防止対策を組み合わせた取

組 

実施主体 市、有害鳥獣対策協議会 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、鳥獣

被害防止計画、有害鳥獣捕獲 

実施内容 捕獲（わな、銃器）、侵入防止対策、普

及啓発 

 

【地域の概要と経緯】 

勝浦市は千葉県房総半島南東部に位置し、市域の約 60％は森林

である。キョンの定着は昭和 30 年代以降と推定されており、閉

園した観光施設からの逸出個体に由来すると考えられている。 

 

【被害状況と有害鳥獣捕獲】 

同所的に生息するニホンジカと食性や採食形態が類似している

ことから、食痕からキョンの農作物被害として正確に判断するこ

とは困難である。そのためキョンによる正確な被害金額は把握さ

れていない。千葉県の調査によると、キョンによる被害は平成 16

年度頃から見られており、被害作物は水稲、イモ類とされる。 

平成 12 年度からは勝浦市でキョンの有害鳥獣捕獲が開始され、

平成 19 年度までに 275 頭が捕獲された。 

 

【鳥獣被害防止計画の作成】 

勝浦市は平成 20 年度に「勝浦市鳥獣被害防止計画」を作成し、

侵入防止柵の設置やわな等を組み合わせた防除の推進を図って

いる。 

 

【キョン防除実施計画の策定】 

千葉県は平成 21 年度に外来生物法に基づく「千葉県キョン防除

実施計画」を策定した。平成 23 年度までの３年間での千葉県か

３．キョン対策 
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らの完全排除を目標とし、各自治体に働き掛けている。県主体に

よる集中的な捕獲作業の実施も計画している。 

 

【実施体制】 

現在、勝浦市でのキョンの捕獲は、勝浦猟友会を中心とした体

制をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝浦市の事業実施体制 

（勝浦市資料より） 

 

【捕獲技術】 

わなによる捕獲 

従来からイノシシ用に使用されてきたはこわなと、くくりわな

等を用いていたが、平成 21 年度からのサル、キョン共用の捕獲

用はこわなを設置し、捕獲体制の充実を図っている。平成 20 年

度には 42 頭を捕獲しており、うち 35 頭をわなで、７頭を銃器に

よって捕獲している。 

農業者等

勝浦猟友会勝浦市

協議会

千葉県

国

被害発生報告

侵入防止柵設置

提言協議

補助事業支援
有効捕獲方法等の提言

試料提供
情報提供

捕獲実施

捕獲委託

情報交換・連携

特措法による支援
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銃器による捕獲 

勝浦猟友会によって実施されている。被害通報があった場合に

実施する、10 名の従事者による集団捕獲と、単独で行う通常捕獲

（捕獲報償金制）とがある。 

集団捕獲は被害状況等を協議会、市と協議した上で、市の委託

を受けて実施されている。集団捕獲では猟犬を使った巻狩りを行

っている。 

通常捕獲は報償金制で実施されており、捕獲した場合には確認

のため市にキョンの尻尾を提出することで、報償金が受け取れる。

通常捕獲では猟犬は使わず、主に流し猟が行われている。実際に

はシカやイノシシの捕獲を目的として行う事が多く、キョンが発

見された場合には併せて捕獲するのが現状である。 

 

【侵入防止対策】 
被害防止計画に基づく柵の設置に対して県、市の補助を受けら

れる（事業主体は協議会で、農家等の負担は全体の 16%ほど）。勝

浦市では、電気柵と金網柵の２タイプの侵入防止柵が見られる。 

金網柵では、柵上部に電気柵を併設したり、下部にトタン板を

併設するなど、様々な工夫がされている。これは当地域がキョン

のみならずイノシシやサルなど様々な加害動物の生息地である

ために見られる工夫である。こうした柵は多様な動物に対して効

キョン捕獲用に試作されたはこわな 

勝浦市では農作物への加害動物はキョンだけでなく、サルやイ

ノシシも含まれるため、餌にはカキや米も使用している。草食

獣であるキョンに対する有効な餌については模索中で、切り札

になる餌が見当たらないのが現状である。 
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果が高いが、費用や管理の手間がかかる。 

一方、柵線のみによる通常の電気柵は比較的安価であり、キョ

ンに対する効果は十分であるが、同所的に生息しているサルなど

の侵入を許してしまう問題がある。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

【捕獲実績】 
市内の捕獲数は、平成 15～20 年度は年間 40 頭前後と、ほぼ横

ばいで、推定生息頭数 650～2,338 頭（平成 20 年度千葉県調査に

よる）に対しては少ない。 

上部は電気柵 

下部は 

トタン板 

金網柵と電気柵、トタン板の複合事例 

上部に電気柵を設置することでサルに対し、下部にトタン板を設置

することでイノシシの侵入を防ぐ複合柵の例。シカが侵入しない高

さおよび強度も兼ね備えており、キョン対策にも十分な効果がある。

電気柵（柵線のみ）によるキョン対策 

左はシカの侵入を防ぐ高さまで設置した例、右はシカが生息しない

地域で見られた、主にイノシシの侵入を防ぐための設置例である。

いずれもキョンの侵入を阻む事が可能である。 
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【課題】 
勝浦市では、キョンより農作物に対する害性が強いニホンジカ

やイノシシ、ニホンザルが同所的に生息しているため、加害動物

としてキョンが問題視されることは少ない。そのためにキョンの

生息はあまり問題とされていない現状がある。 

 

捕獲における課題 

捕獲従事者の高齢化、新規従事者の不足があげられる。捕獲従

事者の意欲に関わる問題として、キョンの捕獲報償金はイノシシ、

ニホンジカなどと比べ低い事、さらにキョンは体が小さいため銃

器による捕獲が難しい事なども挙げられる。 

 

侵入防止柵の課題 

柵設置後は、草刈りや侵入された場合の修繕などが欠かせない

が、農業者の高齢化等の影響もあり、維持管理が十分でない場所

もある。 

 

【将来展望】 

集中防除区域に指定されている地域（勝浦市も含む）での集中

捕獲、効率のよい捕獲方法の検討などを県主導によって実施され

ている。これにより効果の高い捕獲方法の確立などが期待される。 
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（２）東京都大島町 

 

特徴 生息実態調査に基づく、10 年間での 

根絶計画 

実施主体 東京都 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、有害

鳥獣捕獲 

実施内容 捕獲（わな、銃器）、普及啓発、捕獲個

体の処分、モニタリング 

 

【地域の概要】 

伊豆大島は伊豆諸島最大の島で、島の中心に標高 764m の独立峰、

三原山がそびえる。温暖な気候で、特産品としてクサヤ、椿油、

アシタバ（セリ科の植物で葉と茎を食用にする）などが知られる。 

 

【経緯と被害状況】 

伊豆大島におけるキョンの野生化は昭和 45 年頃と推定されて

いる。平成 18 年度に行った生息調査では 1,900～2,400 頭が生息

すると推定されている。農業被害は平成 17 年度に初めて報告さ

れた。被害作物はアシタバが主である。被害が認識され始めたの

は同所的に生息しているタイワンザル、タイワンリスより遅く、

それらの動物の被害と混同されていた可能性がある。 

 

【防除実施計画の策定】 

東京都は平成 19 年度に防除実施計画を策定し、平成 28 年度ま

での 10 年間での根絶を目指している。 

 

【捕獲事業の実施体制】 

東京都は平成 18 年度に行った生息実態調査の結果を踏まえ、平

成 19 年度より捕獲事業を開始した。捕獲に係る作業を業者に委

託しているほか、住民に対するわなの貸出しも実施しており、住

民によって捕獲された個体は業者が回収する体制をとっている。 

平成 18 年度の推定個体数を基に、根絶までの年度別の捕獲頭数

と、そのための捕獲手法を計画に組み込んでおり、様々な手法を
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併用することで、10 年間で根絶を達成しようとする計画となって

いる。 

【捕獲技術】 

わなによる捕獲 

  

写真左上：はこわな    右上：首くくりわな 

はこわなの餌はアシタバ等を使用している。 

伊豆大島のキョン防除における根絶までの年次計画 

初期個体数 1,900～2,400 頭を前提として、個体数変動のシミュレーシ

ョンに基づき、10 年間で根絶する計画を策定している。様々な捕獲手

法を併用して、低密度化から根絶に至る計画である。 

東京都大島支庁土木課資料より

試行

検討

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

はこわな

くくりわな

銃器

張り網

わな開発・試行

わな貸出

生息実態
調査

捕獲目標数

年度

200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
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銃器による捕獲 

平成 20 年度には銃器による捕獲の試行として、従事者１名によ

り２ヶ月間の捕獲作業を実施した。平成 21 年度には７月より３

名の従事者により本格的に捕獲を実施している。捕獲作業は忍び

猟、流し猟によって実施されている。 

 

【捕獲実績】 

平成 19 年度は 94 頭、平成 20 年度は 259 頭が捕獲された。平成

21 年度は８月末の時点で 339 頭と、すでに前年度までを上回る捕

獲数に達している。銃器による捕獲は従事者１名による２ヶ月間

のみの実施であったが全体の 12%を占めていた。そこで、平成 21

年７月より銃器による捕獲を本格的に実施している。平成 21 年

８月末までの銃器による捕獲は189頭で、全体の約56%を占めた。 

 

平成 20 年度における伊豆大島の方法別キョン捕獲数 

東京都大島支庁土木課資料より 

 

【処分方法】 

わなで捕獲された個体は外来生物法の定める飼養等許可手続き

を行った上で、可能な限り動物園等に譲渡している。ただし、譲

渡先が無い場合には安楽殺処分を行っている。安楽殺にはケタミ

ンとメデトミジンで鎮静後、ペントバルビタールを使用している。

安楽殺処分後には焼却処分している。 
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【課題】 

 捕獲実績は平成 20 年度で 259 頭と、年間捕獲目標数（800
頭）を大幅に下回っている。21 年度は 8 月末までに 339 頭

が捕獲されている。 

 はこわなによる捕獲では作業量の割に捕獲数が少ない。 
 キョンの生態が十分に把握されておらず、対策手法が未成熟
である。 

 

【対応策】 

 捕獲効率の高い新たな方法を検討・試行し、捕獲数の向上に
努める。 

 はこわなの捕獲効果をあげられる誘引物として餌以外（にお
いを使うなど）のものも試行する。またキョンの通り道に両

開きのはこわなを設置するなど、作業労力が少ない捕獲方法

を試行する。 

 キョンの生態、被害状況及びこの事業の効果を評価するため、
キョン生態調査を平成 22 年度に実施する予定である。 
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（１）鹿児島県奄美大島 

 

特徴 環境省直轄の外来生物防除事業、奄美

大島全域からの完全排除を目標とする 

実施主体 国（環境省） 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除 

実施内容 捕獲（はこわな、筒式わな）、モニタリ

ング、探索犬の育成、防除技術の開発、

普及啓発 

 

【地域の概要】 

鹿児島県奄美大島は鹿児島市から南に約 380km 離れた奄美群島

の中心地であり、面積約712km2、人口約７万人の大きな島である。

島の地形は非常に急峻であり、特に島の南部には標高 694m の湯

湾岳をはじめとして、標高 400ｍを超える山が連なっている。平

野部はきわめて少なく、山地の大半は森林となっており、森林率

は 70％に達する。亜熱帯気候に属し、また湿潤（平均年間降水量

2,913mm）であるため森林の発達が良く、スダジイ、アマミアラ

カシ、オキナワウラジロガシなどのブナ科（どんぐりを付ける樹

種）を中心とした広葉樹林が多くを占めている。 

 

【マングース放獣から被害発生（昭和54年～平成５年頃）】 

奄美大島のマングースは、昭和 54 年に名瀬市（現奄美市名瀬）

西部地域において放獣された。当初はマングースの存在が目につ

くことはあまりなかったが、1990 年代に入ると名瀬市周辺では頻

繁に目撃されるようになり、鶏卵や鶏雛に対する食害など農業被

害が顕在化した。さらに、地元研究者による食性分析によって、

在来動物の捕食が確認され、生態系への影響を強くもたらしてい

ることが明らかとなった。 

 

 

４．マングース対策 
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【有害鳥獣捕獲の実施（平成５年～平成15年）】 

農業被害の顕在化によって、特に被害が多く確認された名瀬市

（現奄美市名瀬）は平成５年度より有害鳥獣捕獲によるマングー

スの捕獲を開始した。有害鳥獣捕獲による捕獲作業は、甲種狩猟

免許（現在のわな猟免許）所持者によって実施された。初年度に

は４名の従事者によって捕獲が実施され、850 頭が捕獲された。

捕獲作業には、はこわなが用いられ、わなは従事者による自作の

物が中心であった。捕獲報償金として名瀬市から従事者に１頭当

たり 2,200 円が支払われた。その後、有害鳥獣捕獲は平成７年度

から大和村、平成 10 年度から住用村（現奄美市住用）でも開始

された。有害鳥獣捕

獲は平成15年度まで

実施され、11 年間で

合計 10,324 頭が捕獲

された。農業被害が沈

静化し、平成 16 年度に

は環境省による外来種

防除事業による捕獲が

開始されたため、平成

16 年度以降、有害鳥獣

捕獲は実施されていな

い。 

 

【外来種防除事業の開始（平成９年）】 

環境省は、平成９年度より生態調査を開始し、平成 12 年度から

本格的な捕獲事業を開始した。当初は、従事者を狩猟免許所持者

に限り、公募によって従事者を募った。従事者に対しては説明会

を開催し、並行して実施されていた有害鳥獣捕獲との相違につい

て、あるいはマングース以外の動物が錯誤捕獲された際の対応に

ついてなどの講習を行った。本事業での捕獲においては、できる

だけ森林内などの有害鳥獣捕獲がなされてない地域での捕獲を

推奨した。従事者にはこわなを貸与し、捕獲されたマングース１

頭に対して 2,200 円の報償金（有害鳥獣捕獲と同額）を支払った。 

奄美大島におけるマングースの有害鳥

獣捕獲頭数の推移（各市村行政資料より） 

年度 名瀬市 大和村 住用村 合計
平成５ 850 850
平成６ 824 824
平成７ 1,000 150 1,150
平成８ 1,000 160 1,160
平成９ 1,200 200 1,400
平成10 1,200 105 18 1,323
平成11 1,200 200 95 1,495
平成12 847 45 179 1,071
平成13 358 94 192 644
平成14 133 170 24 327
平成15 23 57 80
合計 8,635 1,181 508 10,324

有害鳥獣捕獲頭数
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【非狩猟免許所持者の参加（平成13年～平成16年）】 

平成 13 年度からは、非狩猟免許所持者についても従事者の対象

とし、公募に応じ、かつ講習会を受講することを条件に、捕獲作

業への従事を可能とし、併せてわなを貸与した。これによって、

従事者数は平成 12 年度の 22 名から 153 名に増加し、捕獲体制が

充実した。また、捕獲作業の意欲を高めるために、報償金を 4,000

円に増額した（平成 15 年度からは 5,000 円）。 

 

【雇用従事者 奄美マングースバスターズの始動（平成15年～）】 

報償金による捕獲作業では、アクセスが困難な山間部や、捕獲

効率の低い低密度地域などの捕獲作業が進まないといった問題

点があった。根絶を達成するためには、そのような地域での捕獲

作業が重要であるため、平成 15 年度からは専従の捕獲作業員（雇

奄美大島マングース防

除事業の開始に際し配

布されたチラシ 
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用従事者）を採用した。 

平成 17 年には雇用従事者の

名称を「奄美マングースバスタ

ーズ」とした。シンボルマーク

を公募によって決定し、併せて

マングース防除の普及啓発を

進めることとなった。同時に、

従来実施していた報償金制度

による非雇用従事者の捕獲作

業を中止した。マングースバス

ターズは年度毎に増員され、平

成 21 年度には 42 名にまで増員された。奄美マングースバスター

ズによる捕獲作業では、奄美大島のマングース生息地域のほぼ全

域にわなを常設し、捕獲作業を実施している。 

 

【外来生物法に基づく防除（平成1７年～）】 

外来生物法の施行に伴い、環境省及び農林水産省は、平成 17年

にマングースの防除の公示を行った。奄美大島については、平成

18 年度に環境省によってより詳細な防除実施計画が策定され、平

成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年計画で、島内全域からマ

ングースを完全排除することを目標に事業を開始している。 

 

【現在の捕獲作業】 

平成 20 年度の奄美大島でのマングースの捕獲作業量は、全体で

約1 9 0万わな日に達した。捕獲作業の範囲は約 400km2 に及んだ

（図 5-1）。捕獲頭数は 947 頭であった。こうした、世界でも類を

見ない大規模な捕獲体制によって、根絶を目指した作業は継続さ

れている。 

 

奄美マングースバスターズ

のシンボルマーク 
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図 5-1 平成 20年度の奄美大島でのマングース捕獲作業におけ

るのべわな数の分布（３次メッシュ単位：およそ１×１km） 

（環境省那覇自然環境事務所,2009 より） 

 

【捕獲数の推移】 

奄美大島でのマングース捕獲開始以降の捕獲頭数の変化を、図

5-2 に示した。また、捕獲効率（100 わな日あたりの捕獲効率）

の変化を図 5-3 に示した。捕獲頭数は平成 19 年度以降に急激に

減少した。また捕獲効率は平成 13年度以降徐々に低下している。

捕獲効率の低下に伴い、より一層の低密度化を達成するため、わ

なの増設や誘引効果の高い餌の開発などの試行を続けている。わ

なの設置密度については、１つのわなの有効範囲（周辺に生息す

るマングースが捕獲可能な範囲）を、行動圏面積等から半径 100m

と仮定し、すべての作業地域がわなの有効範囲内に含まれること

を目標としているが、現状ではそこまでの設置密度には至ってい

ない。 

0 5

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

10ｋｍ

　　　 1≦　＜1000   (143)
　1000≦　＜3000   (27)
　3000≦　＜5000   (39)
　5000≦　＜10000  (131)
10000≦　＜20000   (52)
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図 5-2 奄美大島のマングース捕獲数の経年変化 

（環境省那覇自然環境事務所,2009 より） 

図 5-3 奄美大島のマングース捕獲作業における捕獲効率の 

経年変化 

（環境省那覇自然環境事務所,2009 より） 
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【分布域の推移】 

奄美大島におけるマングースの放獣から防除事業開始までの分

布拡大過程を図 5-4 に示した。昭和 54 年の放獣以後、マングー

スは奄美大島中央部から同心円状に分布を拡大していった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 

放獣から防除事業開

始までのマングース

分布域の変化(奄美

大島) 

（環境庁ほか,2000 より） 

 

防除事業開始後のマングースの分布域の変化を図 5-5 に示した。

大量の捕獲努力の投入によって、マングースの分布域は外縁部か

ら縮小しつつあり、生息密度も大幅に低下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 

防除事業開始以後の

マングース分布域の

変化(奄美大島) 

（環境省那覇自然環境事務所、2009 より） 
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【課題と新たな取組】 

マングース探索犬の育成 

現在、奄美大島のマングース

は低密度化し、わなによる捕獲

効率が低下している。今後、低

密度に生息するマングースを

探し出し、捕獲するための技術

として、環境省ではマングース

の臭いを探索し、居場所を教え

てくれる探索犬の育成を進めて

いる。 

 

マングース生息確認技術の開発 

低密度から根絶に至る過程では、その場所にマングースが生息

しているかどうかを判断するために、マングースの生息の有無を

知る技術が必要となる。そこで、環境省はヘアトラップ（マング

ースの体毛を採って生息を確認する）、足跡トラップ（インクに

よって足跡を記録する）、センサーカメラ（感熱センサー付きの

カメラ）などの、マングースの生息確認のためのツールを奄美大

島において開発している。 

 

 

マングース探索犬 

ヘアトラップ 

入り口のブラシ状部分で 

体毛を採取する 

センサーカメラ 

感熱センサー付きの 

デジタルカメラ 
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（２）沖縄県沖縄島 

 

特徴 侵入防止柵の設置、やんばる地域から

の完全排除を目指す 

実施主体 国（環境省）、沖縄県 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除 

実施内容 捕獲（はこわな、筒式わな）、侵入防止

柵の設置、効果的な防除手法の検討 

 

【地域の概要】 

沖縄県沖縄島は南部に県都那覇市を抱えており、南部から中部

にかけては市街地、農地、米軍基地などが密集した景観を有して

いるが、北部のいわゆる「やんばる地域」には亜熱帯性の広葉樹

林が残されている。やんばる地域はヤンバルクイナ、ノグチゲラ、

オキナワトゲネズミ、ヤンバルテナガコガネなどの沖縄島固有の

希少な生物たちの残り少ない生息地となっており、その生態系の

保全が求められている。 

 

【マングースの導入から分布拡大の経緯】 

マングースは、明治 43 年にハブや農業被害を及ぼすネズミ類の

天敵として、沖縄県の南部を中心

に放獣された。分布域は徐々に拡

大し、昭和 53 年には北部の名護市

に達した。さらに、平成 17 年度に

はやんばる地域の中央部にまで侵

入した。 

 

【農業被害の状況】 

沖縄島に定着したマングースは、

南部を中心に徐々に生息密度を高

めた。しかし、農業被害の実態に

ついては明らかではない状況が続

いた。これは、沖縄島での主要な農

業加害動物であるネズミ類やイノ

沖縄島のマングース

の分布域の変化 

（沖縄県,2006 より） 



138 

シシとの被害の識別が不明瞭であり、また実際に顕著な被害が見

られなかったためと考えられる。 

しかし、奄美大島での状況と同様に、養鶏業においてはマング

ースによる被害が見られることが最近になって明らかになった

（与儀ら、2006）。アンケート調査によって、養鶏業者のうち、

およそ 20％がマングースによる被害を受けていることが把握さ

れた。農家一戸当たりの被害金額は、最大で 130 万円に達してい

る。被害農家では、自衛的に対策をとっており、特に鶏舎の金網

の破損部や戸板の隙間などの補強といった、侵入防止対策がなさ

れている。 

 

【生態系への被害】 

マングースのやんばる地域への侵入によって、沖縄島の在来生

態系は、それまでにない大きな脅威に直面することとなった。や

んばる地域に生息するケナガネズミ、オキナワトゲネズミ、ヤン

バルクイナなどの固有種は、マングースによって捕食される危険

性が極めて高い。実際に、捕獲されたマングースの消化管からヤ

ンバルクイナの羽毛が見つかった。ヤンバルクイナはマングース

の分布域拡大に伴う形で、平成 12 年までの 15 年間に生息域が

25％、推定生息個体数が 33％減少した。 

 

【外来種防除事業の開始】 

沖縄県は平成 12 年度から、環境省は平成 14 年度から、やんば

る地域へのマングースの侵入、定着を阻止するために、捕獲作業

を開始した。捕獲作業は塩屋地区から東村福地ダムを結ぶライン

（通称 S-F ライン）以北において筒式わな及びはこわなによる捕

獲作業を実施している。やんばる地域の北端では、現在のところ

マングースの生息密度が低いが、今後このような低密度に生息し

ている地域からマングースを根絶していくことが大きな課題と

なる。そのために、マングース探索犬の導入など、新たな捕獲の

ための技術が試行されている。 
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【マングース北上防止柵の設置】 

平成 18 年には、

平成 26 年度まで

に沖縄島北部地

域からマングー

スを完全排除す

ることを目標と

した、防除実施計

画が策定された。

平成 17、18 年度

には、この目標を

達成するため、や

んばる地域への

マングースの侵入

を阻止するマングース北上防止柵が設置された。飼育個体による

実験に基づき、柵の高さは 120cm、上部に 30cm の鋼板パネルを貼

り、下部は 30cm の幅でスカート状に折り返す構造とした。柵は大

宜味村塩屋湾の最奥部から、福地ダム西端までの合計 4.1km に設

置された。柵は道路やダムサイトなどで途切れているが、そうし

た末端部分ではマン

グースの通過を阻止

するための折り返し

部分を作るなどの工

夫がされ、設置後も定

期的な巡回や柵周辺

での捕獲作業の実施

によって、北上を阻止

する試みが続けられ

ている。また、柵の北

側であるやんばる地

域における、根絶を目

指したマングース捕

獲作業も引き続き実

施されている。 

マングース北上防止柵の構造 

沖縄島北部のマングース北上防止柵の

位置 八八千千代代エエンンジジニニヤヤリリンンググ（（株株））提提供供  

マングース北上防止柵

八千代エンジニヤリング（株）提供

マングースの分布北限
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（３）鹿児島県鹿児島市喜入 

 

特徴 予期しない生息確認に伴う初期対応 

実施主体 鹿児島県 

法・制度・事業など 鳥獣保護法に基づく捕獲 

実施内容 捕獲（はこわな）、アンケートによる分

布情報の収集等 

 

【地域の概要】 

鹿児島県鹿児島市喜入は、薩摩半島中部の、錦江湾に面した地

域である。薩摩半島最南端の長崎鼻からは約 25km、観光地である

池田湖からは約 15km 北に、鹿児島市中心部からは約 22km 南に位

置している。かつては揖宿郡喜入町であったが、平成 16 年に鹿

児島市に編入された。 

薩摩半島を南北に連なる丘陵地を背後に控えており、平野部は

狭く、海岸線沿いに広がっている。畑作による農業が盛んであり、

トウモロコシ、カボチャ、サツマイモなどが主要な農作物となっ

ている。 

 

【マングース生息確認の経緯】 

鹿児島市喜入でのマングースの生息は、平成 21 年に刊行された

鹿児島県立博物館研究報告の、中間・小溝（2009）による報告に

よって明らかになった。この報告によると、平成 18 年頃から鹿

児島市喜入瀬々串町周辺でマングースらしき動物が目撃されて

おり、平成 19 年８月に轢死体が発見されたことでマングースの

生息が明らかになった。この報告を受け、鹿児島県は平成 21 年

度から生息確認調査を開始した。この調査の過程で、同地区でお

よそ 30 年前に捕獲されたマングースの剥製が確認されるなど、

定着時期はかなり古い可能性があることが明らかになった。捕獲

個体の同定の結果、定着しているマングースは、奄美大島、沖縄

島と同じ種であるジャワマングースであるとされたが、侵入の経

緯などは明らかではない。 
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【鹿児島県による生息確認調査と対策の検討】 

このような状況を受けて、鹿児島県では緊急的に生息状況の確

認調査と、効果的な対策の検討を開始した。その内容は以下の通

りである。 

 

１．捕獲等による生息状況調査 

はこわなによる捕獲、センサーカメラによる調査、トラッ

キングトンネル（足跡を確認するためのトラップ）などに

よる生息状況の把握 

２．聞き取り調査 

喜入地区及びその周辺の住民からの目撃情報の収集 

３．アンケート調査 

タクシー会社や運送業者など、同地区を通過する機会が多

い組織を対象に、目撃情報を収集 

４．ホームページ作成 

ホームページによる情報公開により、情報を収集 

５．防除方針の検討 

わなの設置を進め、効果的な防除方法を検討 

 

現在のところ、分布範囲などの基礎的情報を把握するための調

査に重点が置かれており、住民からの目撃情報の収集、捕獲調査、

そして報道発表などを利用した普及啓発に力が注がれている。 

 

【情報収集】 

平成 22 年２月３日までに、67 頭の

マングースが捕獲されている。捕獲

個体のうち、35 頭がオス、32 頭がメ

スで、若い個体も含まれていたこと

から繁殖している可能性が高い。鹿

児島県による聞き取り調査では、135

名の住民から情報を収集し、うち 32

名から目撃情報が得られている。こ

れまでに目撃情報が得られた範

囲は、旧喜入町のほぼ全域（約

62km2）に及んでいる。 
鹿児島市喜入の 

マングース生息確認範囲 
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【農業被害について】 

これまでのところ、農業被害に関する情報は得られていない。

分布状況や被害状況に関する情報収集のため、鹿児島県ではアン

ケート調査を実施している。 

 

 

鹿児島県によるアンケート調査の項目 

 

A. これまでに鹿児島県本土でマングースを見たことがありま
すか？ 

 

１ はい ２ いいえ 

 

見たことのある方 

１．いつ（年、季節など、できるだけ詳しくお願いします） 

２．どこで（別添の地図に書き込んで下さい） 

３．何頭ぐらい 

４．何をしていましたか 

 

B. 農作物、養鶏などでマングースの被害を受けたことはありま
すか？ 

 

１ はい ２ いいえ 

３ 被害はあるがマングースかどうかはわからない 

 

被害のある方 

１．いつ 

２．どこで 

３．どのような被害ですか？ 

 

C. その他、マングースに関して何か情報がありましたら、どの
ようなものでも良いのでお書き下さい。（例：知り合いが飼

っていた、逃げたという話を聞いた） 
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（１）東京都大島町 

 

特徴 都と町の連携の下で対策を実施 

実施主体 市町村、東京都 

法・制度・事業など 島しょ農作物獣害防止緊急対策事業、

有害鳥獣捕獲、報奨金支払制度（平成

20 年度より再開） 

実施内容 捕獲（わな、銃器）、普及啓発 

 

【地域の概要と経緯】 

伊豆大島は伊豆諸島最大の島で、島の中心に独立峰の三原山が

そびえる。名産品として椿油、特産の葉物野菜であるアシタバな

どが知られる。 

タイワンリスの野生化および定着は昭和 21 年以前と推定され、

ほどなく島内全域に定着した。ツバキに対する被害はかなり早い

時期から確認されており、ツバキは大島の重要な産業・観光資源

であるため、島民の被害意識は高い。 
 

【被害状況】 

農作物被害の対象は主に

ツバキ、アシタバ、果樹類な

ど。被害金額は平成 18 年度

には 362 万円に達した。有害

鳥獣捕獲は昭和 45 年度から

開始され、現在も続けている。

また、クワなどの自然植生に

対する食害も見られている。 

 

５．タイワンリス対策 

クワに対する樹皮剥ぎの例 

白く見える樹幹は、タイワンリスによ

り剥皮されている。 

東京都提供 
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ツバキに対する樹皮剥ぎ

被害の例 

樹幹のところどころが剥皮

されている 

 

 

【大島町の取組実施体制】 

大島町が主体となっており、東京都と連携を取り、支援を受け

つつ捕獲を実施している。大島町猟友会会員を中心に、農業従事

者を含めた捕獲体制をとっており、捕獲作業の中枢は猟友会会員

が担っている。また、東京都は大島町と連携し、鳥獣害対策支援

や生息実態調査などを行っている。 

 

大島町におけるタイワンリス対策の実施体制 

東京都提供
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【捕獲技術】 

わなによる捕獲 

大島町が農家等にはこわなを貸与し、捕獲作業を進めている。

捕獲された個体を役場に提出すると報償金が支払われる。餌は主

にサツマイモを使用している。 

 

銃器による捕獲 

大島町が猟友会会員の銃器所持者に委託し、実施している。空

気銃を使用し、流し猟や忍び猟を行っている。捕獲された個体を

役場に提出すると報償金が支払われる。 

 

【捕獲実績】 

平成 20 年度捕獲実績は 9,677 頭であった。捕獲方法が明らかな

捕獲個体のうち、銃器による捕獲が 2,714 頭、わなによる捕獲が

3,696 頭であった。 

 

【対策効果と展望】 

平成 20 年度の捕獲数は約１万頭に達し、捕獲作業は一定の成果

を見せている。一方で、今後は生息密度の低下に伴う捕獲効率の

低下が予測され、捕獲従事者の意欲を維持することが課題となる。

そのため今後は報償金制度だけに頼らず、捕獲圧を均等に配置す

るための方策を検討する必要がある。 
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（２）神奈川県 

 

特徴 協議会による積極的な普及啓発 

実施主体 神奈川県および市町村 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、有害

鳥獣捕獲 

実施内容 捕獲（わな）、普及啓発 

 

 

【経緯】 

神奈川県ではタイワンリスの生息が昭和 25 年頃から江ノ島お

よび鎌倉市で確認され、その後徐々に分布が広がり、平成 14 年

には三浦半島南部から横浜市に及ぶ約 300km2 の範囲に定着して

いる。 

 

【被害状況】 

農作物被害はミカンなどの柑橘類、ダイコンなどの野菜で報告

されており、平成 20 年度の県全体での被害額は 143 万円であっ

た。 

生活環境等被害として、電話線の切断、屋外での物品損傷、果

実・樹木の食害、家屋侵入による被害などがあり、平成 20 年度

だけで 1,326 件の被害が報告されている。また、寺社などの文化

財の損傷等の事例も見られ、大きな問題となっている。 

 

 

 

タイワンリスによる 

ミカンの食痕 

柑橘類を食べるタイワンリス

神神奈奈川川県県提提供供 神神奈奈川川県県提提供供
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【鳥獣対策協議会】 

神奈川県では、神奈川県鳥獣対策総合協議会や横須賀三浦地域

鳥獣対策協議会を設置し、県と市町とが連携して広域的な一斉捕

獲を実施している。また、研修会や学習会等の開催によって、地

域住民への普及啓発に力を入れている。 

 

【実施体制】 

 

神奈川県におけるタイワンリス対策実施体制 

 

 

庭木に見られた食痕 ダイコンの食痕 

上部に歯形が見られる 

神神奈奈川川県県提提供供 神神奈奈川川県県提提供供
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各市町は住民へのはこわなの貸出しや、民間企業や猟友会など

への委託によって、捕獲作業を推進している。 

 

【捕獲技術】 

わなによる捕獲 

捕獲は被害を受けた住民が中心になって行っている。多くの市

町村では、捕獲された場合の個体の回収等を業者に委託しており、

住民はわなの設置や見回りのみを行う。餌はミカン、ユズなどを

使用している。冬は餌が不足するためにわなに誘引されやすく、

比較的捕獲が容易である。タイワンリスは複数個体が同じ餌場を

共有する傾向があり、その性質を利用した一斉捕獲により捕獲効

率を高めている。 

 

 

 

【普及啓発活動】 

捕獲個体数は増加しているが、根絶までの行程が明確でなく、

捕獲効果を検証する必要がある。また、低密度になっても捕獲が

継続されるよう、捕獲従事者の意欲を維持するために、平成 20

及び 21 年度に、協議会及び市町主催の講習会を年に２～３回実

施し、研究者、農家、自治体担当者などが一堂に会する機会を持

った。そこでは効果的な捕獲方法や、今後の方針についての意見

交換を積極的に行って、タイワンリス対策の重要性についての意

識向上及び普及啓発を図った。根絶を達成するため、今後も継続

的な取り組みが望まれる。 

タイワンリス捕獲用のはこわ

なの設置状況 

 

移動経路となる屋根の上や樹木の

横枝などに設置することが多い 
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（３）長崎県壱岐市 

 

特徴    報償金制度による住民参加型捕獲 

実施主体 壱岐市 

法・制度・事業など 外来生物法に基づく防除の確認、鳥獣

被害防止計画、報奨金制度 

実施内容 捕獲（わな、銃器）、普及啓発 

 

【地域の概要】 

壱岐市は佐賀県東松浦半島の北約 20km の玄界灘に浮かぶ壱岐

島全域をその市域とする、いわゆる離島自治体である。壱岐島は

面積約 134km2、人口約３万人、島の８割が標高 100m 以下のなだ

らかな丘陵状の地形を有する。農業が盛んで、葉タバコや肉用牛

の生産などが特産として知られる。 

 

【経緯】 

壱岐市ではタイワンリスによる農林業被害が増加したことから、

平成 14 年度から壱岐地域鳥獣被害防止対策協議会が地域住民に

はこわなを貸出し、住民参加型の捕獲体制を推進している。はこ

わなは平成 19 年度までに約 1,500 個が貸出しされ、平成 19 年度

には約 4,300 頭が捕獲されている。また、大学と連携したタイワ

ンリスの生態調査も行っている。 

 

【被害状況】 

農作物では果樹の被害が多い。また、

林業では５～７年生程度のスギ、ヒノ

キの幼木に対する剥皮被害が広範囲で

確認されている。剥皮被害を受けた樹

木は、剥皮部分から腐朽が進行し、木

材としての価値が無くなるため、被害

は深刻である。生活環境等被害として

は、電話線・アンテナケーブルの切断、

家屋侵入等の被害が発生している。 

 ヒノキへの剥皮被害

鳥鳥居居春春己己提提供供
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【取組実施体制】 

壱岐市は、平成 18 年度から 22 年度までを計画期間としタイワ

ンリス防除実施計画を策定し、捕獲を推進している。併せて平成

20 年度から 22 年度までを計画期間とする鳥獣被害防止計画を作

成し、地方交付税制度による国からの財政支援を受けている。壱

岐地域鳥獣被害防止対策協議会が中心になって生息状況の確認

及び対策の検討を行い、捕獲体制を構築している。また、タイワ

ンリスの生息状況や被害についてのパンフレットを作成し、住民

に対する普及啓発を進めている。 

 

壱岐市における捕獲体制フロー 

 

【捕獲技術】 

わなによる捕獲 

壱岐市は捕獲作業の実施を希望する住民に対し、1人 10 個を上

限にはこわなを貸出している。貸出したわなによって捕獲された

タイワンリスを協議会（農協営農センター）に持ち込むと報償金

が支払われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２連式のわな 

水平に取り付けて、リスが 

入りやすいようにしている。 
鳥鳥居居春春己己提提供供  
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【捕獲実績】 

捕獲数は平成 14 年度から増加傾向にあったが、平成 18 年度の

9,352 頭をピークに減少に転じた。最近では過去に捕獲実績や被

害のなかった場所での捕獲や新たな被害の発生が確認されてお

り、タイワンリスの分布地域が拡大傾向にあると考えられる。 
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壱岐市におけるタイワンリス捕獲数の推移 

壱岐市産業経済部農林課資料より 

 

【処分方法】 

捕獲個体は壱岐市農協に委託し、炭酸ガスを使用した安楽殺処

分を行っている。 

 

【課題】 

捕獲報償金制度による捕獲の問題点として、高密度分布地域で

は捕獲作業が実施されるが、低密度分布地域では捕獲作業量が不

足しがちであることが挙げられる。根絶を目指すためには、低密

度分布地域でいかに捕獲を継続するかが重要である。したがって、

今後いかにしてタイワンリスの分布地域全体に捕獲圧を配分し、

全島的に更なる低密度化、および根絶に近づけていくかが課題と

なる。 

捕
獲
頭
数 


