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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） 
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【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。 
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【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 


