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はじめに

　全国の野生鳥獣による農作物被害金額は平成 27 年度で 180 億円程度であり、被害金額

は減少傾向にあるとされる。しかし精神的なものも含めると、中山間地域を中心に被害が治

まっているとは感じられず、依然として農村が抱える大きな問題であり続けている。

　獣害が話題となるとき、その多くは野生動物の問題として受け取られる。例えば、住民か

らは常に、「県や市が捕獲してほしい」等の要望が出される。むろん、それは間違いではな

いが野生動物を捕獲するだけで可能だろうか？ 獣害は野生動物が増えているだけの問題で

はなく、人間側の問題も多々あり、それらすべてを含んだ、社会の仕組みの問題でもある。

だからこそ、獣害対策には、様々な地域社会の問題を解決するためのヒントが隠されており、

行政や地域の連携により、実際に解決できる課題でもある。

　研修を通じて、それを共有できれば幸いである。

１. 地域でみられる「獣害」５つの原因

　近年、中山間地域を中心に獣害が深刻化しているが、それらの地域や農地には共通する管

理や意識の問題がみられる。野生動物はその生存本能に従い、「安全で」「エサ」のある場所

を探している。その２つの条件が揃うと、そこは野生動物にとって利用価値の高い場所とな

り、結果的に獣害は深刻化する。それらの原因を作ってしまっている人的な問題を５つに整

理する。

①人が被害と思わない「エサ」がある

　稲刈り後の「ひこばえ」や収穫残渣など、住民にとっては「被害」と感じられなくても、

野生動物にとっては立派な「エサ」となる物は非常に多い。管理者のいない放任の柿などは

今やクマの出没原因にもなっているが、1 集落に 800 本もの放任の柿があった集落も存在

するほどである。収穫残渣の野菜くずなども複数の家庭菜園が同じことをすれば、集落全体

ではかなりのエサ資源となる。これらは、無意識の「餌付け」になっており、獣害の温床と

なっている。

②「正しく」守れていない（囲えていない）

　きちんと囲っているつもりでも、野生動物に対して効果のある囲いになっていない事例が

非常に多い。電気柵の下段の高さがイノシシに効果を発揮する 20cm の高さになっていな

かったり、下部に空間が空いて動物が侵入し易い柵であったり、柵そのものの構造的な問題
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ではなく、柵の設置方法など人的な問題の場合が多々みられる。また、柵の設置当初は効果

があっても、適切な管理がなされないため、次第に効果を失っていくものもあり、その管理

体制も問題である。これらは共に、技術の問題ではなく、使用方法という「人の問題」である。

③隠れ場所がある

　野生動物に集落や農地を「安全」と感じさせるのが、農地の周辺にある耕作放棄地などの

隠れ場所である。むろん、耕作放棄地が増加する背景には、担い手不足などの深刻な問題が

あるのも事実であるが、耕作放棄地や管理不足の林縁やヤブなどは、野生動物が姿を人にさ

らすことなく農地に近づける環境を提供していることになり、獣害の原因の１つになってい

ることは事実であり、これらを解消するだけでも被害軽減に繋がることは多い。

④正しく追い払えていない（サル）

　サルに限った問題であるが、サルが出没している地域で、「効果のある追い払い」ができ

ている地域は意外に少ない。多くは、個人がバラバラに、自分の農地だけを守るような追い

放任果樹やひこばえ、収穫残渣は被害と思わないエサの典型だ。ひこばえだけで反収 60キロの例もあり、野生動物の貴重な
エサ資源となりうる

電気柵は正しく設置することで高い効果が得られる 集落に動物が隠れられる（安心できる）場所がある
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払いになっている。

①農作物を食べられた時だけ追い払う（ヒコバエなどの時は追い払いしない）　

②追い払う人が限られている（多くの人が見て見ぬふりをしている）　

③自分の農地だけ追い払いしている（それ以外だと追い払いしない）

例を挙げればキリがないが、これらは効果のない追い払いの典型である。これらの追い払い

は、サルから見れば、

「人は怖い存在ではなく、少し隠れていれば、最終的にはエサが食べられる」

という学習をし、追い払いや人に強いサルになってしまう危険性すらある。

⑤正しい捕獲ができていない

　シカを中心とする野生動物の個体数が増加している地域が多いことは事実であり、それら

を捕獲することは非常に重要だ。しかし、被害軽減のためには頭数を目標にするのではなく、

被害軽減に繋がる捕獲でなくてはならない。イノシシやシカについては、農地で食べること

を学習した「加害個体」を捕獲することが重要である。防護柵でしっかり守り、それでも侵

入してくる個体を捕獲することで、確実に被害は軽減する。捕獲の効率を上げるためにも、

防護柵と併用した捕獲が必須である。

　また、サルについては、加害個体を捕獲するのではなく、追い払いや防護柵などの被害対

策と合わせ、

①多頭群を追い払いが可能な頭数まで削減する

②行き場のない群れを除去する

など、群れ単位での計画的な管理が必要である。しかし、多くの地域で、捕獲技術の不足や

農地を防護柵で守ることなしに檻を設置するなどの原因から、効果的な捕獲ができていない

ことが多い。また頭数や群れの遊動域を把握することのない散発的なサルの捕獲がなされて

いたりする。これらは、結果的には被害軽減に繋がらず、問題解決をより複雑にする可能性

がある。

加害個体を捕獲することが重要 サルに関しては群れ単位での管理が重要（写真は大型捕獲わな）
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2　被害対策の考え方と実例

1）獣害対策の５か条

　以上の５つが獣害を発生させる、あるいは被害が減少しない要因であり、それを改善する

ことが被害対策に繋がる。これを解りやすく『獣害対策の 5 か条』にすると、以下のよう

になる。

❶ 集落内の収穫残渣や放任果樹など「エサ場」をなくす
❷ 耕作放棄地や藪などの隠れ場所をなくす
❸ 囲える畑はネットや柵で正しく囲う
❹ 加害している個体を適切に捕獲する　
❺ 適正な密度管理を進める

イノシシやシカの対策

予  防

治  療

手  術

５か条

❶ 集落内の収穫残渣や放任果樹など「エサ場」をなくす
❷ 耕作放棄地や藪などの隠れ場所をなくす
❸ 囲える畑はネットや柵で正しく囲う
❹ 組織的に追い払いをする　
❺ 群れ単位に部分的な捕獲や全頭捕獲を行う

予  防

治  療

手  術

サルの対策 ５か条

　❶～❸は集落や農地を「安全」で「エサのある場所」と学習させない取り組みになる。
　❶～❹は地域が主体となって実践してこそ効果を発揮する。逆に、❺は行政が科学的
な調査に基づき、計画的に進めるべき取り組みである。
　サルでは基本的な考え方はイノシシやシカと同様ではあるが、追い払いや捕獲に対する
考え方が若干異なり以下のようになる。

　イノシシやシカと同様に❶～❹は地域主体で、❺は特定鳥獣管理計画に基づき、行政
が計画的に実施すべき対策である。
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2）被害対策の実例

　被害対策の技術は整理が進んでおり、被害を軽減できている実例も多い。

正しく囲う

　⦿電気柵
　電気柵は獣種に合わせて柵線の高さを正しく設置することで効果を発揮する。電気ショッ

クによる痛みを動物に学習させる「心理柵」であるため、漏電を防止する草刈りや柵線をた

るませないなどの通常のメンテナンスが重要となる。通電していない状態を学習させないよ

う冬季も通電を続けるか、冬季は撤去するなどの管理が重要である。

　⦿フェンス
　フェンスは十分な高さと素材の強度によって野生動物を物理的に防ぐものである。フェン

スの設置がゴールではなくスタートと考え、フェンスの補修・点検をこまめに行なっていく。

また補修のためのメンテナンス道を柵と林縁の間に設けるなど、メンテナンスの体制作りや

そのための設計が重要である。　

　⦿サルにも効果的な防護柵
　イノシシやシカだけでなく、サルも防げる多獣種防護柵も開発が進んでいる。なかでも兵

庫県香美町で考案された「おじろ用心棒※ P.9」はワイヤーメッシュの上部にアルミテープ

や電気線をらせん状に巻いた通電支柱を組み合わせた構造で、農家が手作りした個人用のも

のから集落防護柵への応用まで、幅広く普及している。

組織的に追い払う
　前述のような、個々がバラバラに自分の農地だけを守る追い払いではなく、

①集落の誰もが　②サルが出没した時は必ず　③サルの出没場所に集まって

④集落からサルが出ていくまで　⑤複数の威嚇資材を用いて→追い払う

という行動様式の追い払いこそが効果を発揮する。

　サルは複数の人に集団で追い払われることで、人に対する恐怖感を覚え、また、集落でエ

サが食べられないという経験も積むことで、その集落を「危険」かつ「エサが食べられない」

場所と学習する。結果的には出没回数が減少し、場合によっては遊動域が変化して集落に出

没しなくなる。
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防護柵と併行して加害個体を捕獲する
　集落防護柵を正しく設置することで、シカやイノシシの被害を大きく軽減した事例は多い。

しかし、日本の農村には河川や生活道路など、柵で完全に囲えない部分が必ずある。シカの

高密度地帯などでは、そういう部分からの侵入個体が増加し、それらが原因で「防護柵を設

置しても効果がなかった」など、住民が柵の効果を感じられない状態となっている。これら

加害個体を集中して捕獲することで、防護柵をする前、した後、捕獲後と、被害を大幅に削

減できている事例もある。

地域主体の被害対策とサルの群れ単位の頭数管理
　前述の組織的な追い払い、サルにも効果がある多獣種防護柵（おじろ用心棒）など、地域

主体の被害対策が進展した地域では群れの集落出没頻度が低下している。それと並行して群

れ単位の頭数管理を進めた地域では、群れの集落出没頻度はほぼゼロに近くなり、広域で被

害が軽減している。実施した市では農業共済のサル被害金額は 95％減少し、統計的にはサ

ルの被害は全域でほぼゼロとなった。

電気柵は漏電チェックなどメンテナンスが重要 組織的な追い払いは効果が高い

多獣種防護柵（おじろ用心棒） 加害個体をしっかりと捕獲する
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３）地域主体の被害対策と個体数管理の実践例

　三重県伊賀市阿波地域は７つの集落からなる学校区で、半ば市の出先機関的な役割を担う

阿波地区市民センターに阿波地域住民自治協議会が存在する。各集落には交付金の受け皿的

な存在として集落の獣害対策協議会が存在するが、この阿波地域住民自治協議会が集落単位

の獣害対策を支援、調整する形で、各集落での地域主体の獣害対策が進められてきた。

　なかでも、阿波地域の下阿波集落では平成 20 年ごろから地域主体での組織的なサル群の

追い払い活動に取り組み、群れの出没頻度や遊動域も変化し被害が大幅に低減した。続いて、

子延集落では追い払いに加えて、集落防護柵を多獣種防護柵（おじろ用心棒）にグレードアッ

プさせ、シカ、サルともに大幅な被害軽減に成功した。柵の設置や回収は集落の獣害対策協

議会の出会い作業で実施され地域主体の被害対策となった。

　これらの地区では、サルだけでなく、シカについても防護柵と加害個体の集中的な捕獲に

取り組んでおり、シカの被害も大幅に低下している。

　阿波地域では、下阿波、子延だけでなく、他の 5 集落でも追い払いや多獣種防護柵（お

じろ用心棒）の設置に取り組んだ結果、この地域に出没していたサル群の集落利用率が下が

り、森林利用率が 45％から 80％程度に増加するなど、集落への出没率や加害レベルの低下

がみられるようになった。

　平成 25 年度には、地域全体に被害対策が進展した結果、サル群を山に追い返すことが出

来た結果として農林水産大臣賞を受賞している。

　さらに、この群れについては平成 28 年度から 85 頭程度の個体数を 30 頭程度にする個

体数管理を進めた結果、集落への出没はほぼゼロに低下し、被害はほぼ解消した。これらの

結果は地域主体の被害対策と政策的な群管理の両輪によるサル対策の成功事例と言える。

　個々の技術こそ異なっても、同様の成果はシカやイノシシでも期待される。この事例で重

要なのは、集落、地域、行政の連携と役割分担である。これについては後述する。

　阿波地域の事例では、個々の追い払いや防護柵に取り組むのは、あくまでも集落が中心で

ある。一方、集落間の情報共有や市・県と集落の繋ぎ、研修会の開催、サル情報の提供など、個々

の集落では困難な活動は学校区単位の住民自治協議会活動として事務局が担ってきた。そし

て、サル群の調査や捕獲計画の作成、実践などを市や大学、県研究機関が担っており、これ

らの連携により被害対策が進展している。特に住民自治協議会の事務局はこれらの核となる

存在であり、獣害以外の地域活動の参考にもなる事例と思われる。

　この事例に限らず、理にかなった正しい対策を進めてきた多くの地域で、被害は確実に軽

減できている。獣害は最早、「どうしようもない」現象ではなく、人が確実に解決できる問

題なのである。
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三重県伊賀市阿波地区は県中央部に位置する中山間地域だ

阿波地区

集落の共同作業による捕獲檻の設置

既存のイノシシ、シカ用フェンスに「おじろ用心棒」を追加し
て猿に対応（伊賀市子延地区）

平成 25年度農林水産大臣表彰をうける

サルも防げる多獣種防護柵「おじろ用心棒」 集落柵と追い払いの効果（平成 22年と 25年の比較）

おじろ用心棒は兵庫県香美町小代（おじろ）地区で考案されたサルの登攀対策用の通電式支柱。
http://www.wmi-hyogo.jp/publication/pdf/mono05/chapter_7.pdf

102 カ所

被害指数353
金額換算
820万円

被害指数 36
金額換算
32万円

21カ所
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3　技術やモデル事例を実践するために

　このように、獣害は技術的にも解決方法は整理され、モデル的な事例は年々増えている。

しかし一方で、それらが広く認知され普遍的な技術や手法として拡大している訳ではない。

それには、広めるための公的な支援体制や役割分担などのガバナンスに掛かる問題や、住民

の意欲や価値観など、社会的な課題が多くみられる。今後は開発された技術や手法をいかに

して効率的に広めていくのかが大きな課題であり、本研修の目的もその１つと考えられる。

「獣害につよい集落」づくりへ 
獣害につよい集落育成のための PDCA サイクル

　　対策の 5 か条でも記したように、獣害対策には地域ですべきことは地域で、行政がす

べきことは行政でと、それぞれの役割分担が重要である。まずは、地域が主体的に獣害対策

に取り組むことができる地域づくりへの働きかけの一例を示す（注：これは筆者が三重県農業

研究所や兵庫県立大学で実施してきた例であり、必ずしもこれだけが正解ではない）。

　後述するが、主体的に取り組める集落や地域を育てるためには、助走期間として何らかの

支援も必要な場合があり、以下で紹介するものはその公的支援の一例である。

ステップ❶ 　研修会・座談会
　まずは住民研修会・座談会などを開き、住民に獣害対策の基本を理解していただく。

ステップ❷　 アンケート調査
　研修会だけでは、知識を得ただけで終わる可能性がある。そこで、アンケートにより住民

が具体的な課題や解決方法を見出すため手がかりを整理し共有する。あくまでも課題を整理

し共有するための手段であり、アンケートを取ること自体が目的ではないことに留意する。

①集落の被害状況の把握

　地図を用いたアンケートにより被害状況を可視化する

②被害対策の取り組み状況の整理・分析

　追い払いの実施状況や柵の点検頻度など、問題点と思われるものを数値化や可視化する

③被害の指数化や金額換算（定量化）

　 被害状況を可視化するだけでなく、それを金額換算するなどして、被害対策の動機付

けなどにも用いる。また、対策後の効果検証にも有用である。
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ステップ❸　アンケート結果による課題の共有
　アンケートの分析結果の報告会・研修会により、集落の被害状況等を共有する。ステップ

④と兼ねるのも効率的である。

ステップ❹　 現地研修会（集落点検）と問題の共有
　ステップ②で作成した集落の被害状況マップを元に、問題のありそうな場所を住民自ら点

検することで、能動的に課題整理と対策の立案を促す。これも、あくまで手段であり目的は

集落の課題共有と能動的な課題解決の立案である。無目的に集落を歩くだけでは本来の集落

点検ではないことに留意する。

ステップ❺　問題点や課題の整理
　アンケート結果や集落点検の結果に基づき、対策の提案やアドバイスをまとめる。単なる

問題点整理だけでなく、具体的な「できること」を決めていくことが重要である。また、単

なる行政側からの提案ではなく、住民の能動的な立案に繋がるよう、ワークショップの形式

で実施するなど、種々の工夫が可能である。

集落点検

座談会・研修会

問題の共有

アンケート
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ステップ❻　 被害対策の実施
　提案に基づき、具体的な被害対策を地域で実施する。追い払いや防護柵などの被害対策は

交付金などの補助事業を用いることも可能である。予算消化ありきではなく、目的と手段を

しっかりと整理し、その手段として被害対策を実施することが被害軽減の近道となる。

ステップ❼　成果と残された課題の整理
　短期間ですべての獣害を解消するのは困難であり、被害が軽減できた場所とそうではな

かった場所など、結果に差が出る場合も多い。上手くいっている点といかなかった点を正し

く評価し、正しい対策の継続と、反省点の改善を次につなげることで、地域の持続的な被害

対策が可能となる。そのため、アンケートなどで効果を定量的に把握し、改善点などを共有

し次年度につなげる。獣害対策を難解にしているのは、その技術や対策の効果があまり検証

されていない点である。声の大きい人の意見や安直な技術に惑わされることがないよう、客

観的な評価と改善が重要だ。

　集落の合意形成と簡単に表現されるが、
常日頃、獣害に悩まされ、行政に不満を持
つ住民が多い集落で「合意形成」を進める
のは、精神的にも大きな負担となる業務で
ある。市町村の職員や県の担当者など、獣
害対策に携わった経験のある職員であれ
ば、多かれ少なかれその困難さを体験した
ことがあるのではなかろうか？
　かならず成功する魔法のような手法は存
在しないが、いろいろな「工夫」は存在す
る。自動撮影カメラやライトセンサスなど、
本来は野生動物の調査に用いられる器具や
手法であるが、実際に動物が農作物を食べ
る姿や頭数などを見せることは、被害対策
の重要さを認識してもらうためには有用で
ある。
　例えば、防護柵の隙間から侵入するシカ
の姿を自動撮影カメラで撮り、それを見せ
るだけで、柵のメンテナンスに対する住民

の認識を新たにしたり、ライトセンサスを
一緒にすることで、防護柵周りでの捕獲の
必要性を感じてもらうことができたりと、
いろいろな調査手法が合意形成のツールに
も使える。
　前述のアンケート調査や集落の点検など
も、合意形成のためのステップでありツー
ルであることを重ねて記したい。　

合意形成のツール

自動撮影カメラは合意形成のツールとし
て効果的だ
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4　鳥獣害対策のグランドデザイン

　獣害対策は近年、急速に社会問題と化してきた、いわば古くて新しい社会の課題だ。その

ため行政側もこの問題に十分対応できる体制が確立されていない。法的にも業務分担的にも、

個体数管理と被害防除は別の系統の業務になっていることが多く、行政と住民の役割分担の

考え方も浸透しているとは言い難い。今後、獣害がすぐに解消することはないと思われ、長

期にわたり私たちの社会はこの問題と対峙せざるを得ず、徐々にではあるが行政の体制や行

政と住民の役割分担などを整理していかなければならない。

　獣害を解決するため、地域の主体性向上や行政の役割を考えることは、獣害対策に留まら

ず、今後の人口減少社会のなかで、地域の福祉や防災などの在り方を考えていく地域づくり

のきっかけになる可能性もある。

　完全な共通理念にはなっていないが、現時点で考えられる行政の役割や住民の負担すべき

点などを、担うべき範囲を基準に整理してみる。

①農地を守る（自助）

　個々の農地を守るのは所有者の役割だ。火災に例えれば、火の用心をしたり消火器を設置

したりなど、自助の努力が必要であるが、獣害でもそれは同様である。農地のエサ資源低減

や電気柵の設置など、自助による獣害対策はすべての基本となる。

②集落を守る（共助）

　個々の住民では困難な対策でも集落で取り組むことで効果を発揮するものも多い。典型的

なのはサルの追い払いや集落防護柵である。個々で追い払いをしていても効果を発揮しない

が、集落全体を守る組織的な追い払いにより、個々の農地の被害も減少することは前述のと

おりである。

　集落防護柵などは集落の道路管理や水路管理とまったく同様の視点で管理ができる、言わ

ば共助の取り組みである。

③学校区や旧村単位で守る（共助）

　農村の高齢化や人口減少は著しく、今までのように集落単位では、もはや種々の活動が成

り立たなくなっている地域も多い。しかし獣害対策の範囲を旧村単位に広げれば、まだまだ

人材も存在し、相互の協力も可能になる。集落単位の活動を学校区程度の範囲で連携させる

働きが重要である。近年、各地で作られている住民自治協議会などはそれに最も適した組織

である。前述の伊賀市阿波地域住民自治協議会の活動がこれに当る。防災に例えると、消防

団の分団などはこの範囲に当てはまるのではないだろうか。
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④市町村・県出先機関（公助）

　獣害の交付金など、現在の獣害対策の補助金と呼ばれるものの多くは市町村の業務である

ことが多い。防護柵にしても大規模な捕獲にしても、住民だけでは金銭的な負担が大きい場

面も多々あり、公助としての行政の支援は不可欠でもある。しかし少人数の市町村担当者に

多大な負担がかかることが多く、その支援が県の出先機関には求められる。

　また、サル群の管理方法やシカの高密度地域での捕獲など、野生動物の管理に関する意思

獣害対策・野生動物管理のグランドデザイン
「誰が何をすべきか」役割分担を明確にして、
「それぞれがすべきことをする」ことが重要

自 助

公 助

公 助

共 助

都道府県

市町村

集  落

個  人

都道府県・県事務所

市町村

集  落

個  人

都道府県Scale／県事務所Scale

●地域個体群管理のグランドデザイン
●頭数調査やモニタリング
●特定計画策定と地域実施計画支援

●集落主体の対策推進、支援
●補助事業の導入
●群れ単位の個体数管理や遊動域、頭数の調査
●地域実施計画、被害防止計画等の策定

●組織的な追い払い
●集落防護柵
●エサ資源低減
●隠れ場除去

●個々の農地を囲む

市町村Scale／旧村Scale

集落Scale

農地Scale

問題はここ！問題はここ！
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決定も、市町村の範囲で行われることが多い。しかしサル群の管理などは市町村をまたいだ

範囲での管理が適する場面も多く、市町村だけでなく県の出先機関の役割は重要である。

　①～④の自助、共助の獣害対策を地域が実践可能となるよう、地域の社会教育的な支援が

求められる。これら、地域の体制づくりや集落の啓発などは、県の出先機関に所属する農業

改良普及センターなどが知識を有することも多い。県事務所単位で野生動物の管理の担当者

と普及センターなど地域支援の担当者が連携できる体制が理想である。

　行政のスリム化が進み、野生動物管理や獣害対策という、新たな問題に対応可能な公務員

が足りていないのも事実である。長期的には専門教育を受けた職員を増やすための努力も必

要であるが、当面、野生動物の管理や地域への社会教育といった業務を、専門家が存在する

企業や NPO などにアウトソーシングすることも有用な解決策である。しかしこの場合も、

グランドデザインは行政がしっかりと作り計画的に発注する行政の能力が必要になる。

⑤都道府県の役割

　獣害対策の業務における、現場の主役は①～④までと考えられる。①～④までで、それぞ

れの役割を認識し、自助、共助、公助のバランスが取れた獣害対策が進展すれば、困難と思

われた獣害も解決する可能性は高い。

　都道府県の本庁等の役割は、黒子として、これらの役割分担が円滑に進むよう、都道府県

単位の体制を構築することである。特定鳥獣管理計画や被害防止計画など、広域の計画が相

互に連携できるようにするマネジメントも重要であり、被害を軽減させるという被害現場の

本来の目標を見失わない体制構築が何よりも重要と思われる。

５　まとめ～獣害対策の意義は～

　獣害は農耕が始まったころから、人類共通の問題だったはずである。しかし、かつては生

きるための直接的な手段であった農業も、社会の変化とともに相対的には価値が低下し、同

じように、かつては地域で生活する住民共通の問題であった獣害も、相対的にその関心は低

下してきたと思われる。そして、少子化や財政の悪化による行政サービスの変化等により、

今や獣害は古くて新しい問題である。

　地域住民すべてが農業に関心を持つわけではない現在において、獣害対策を地域で進める

ことは、技術的には整理されていても人や社会の問題としては、困難なことが多々ある。こ

の研修を受講する方の多くは、市町村の獣害担当であったり、農業改良普及員や県の地域事

務所で獣害対策に関わる方であり、それら担当者の共通の負担がこの、「技術的には可能な

のに、社会としては難しい」という問題ではないだろうか。

　さらには、中山間を中心とした地域の問題は獣害だけではなく、さらに困難と思われる少

子化や高齢化、農業としても後継者不足や価格低下など、地域の疲弊は獣害対策だけでは解
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決できないという予測が、獣害対策への積極的な取り組みの足枷になっていることはないだ

ろうか。

　筆者は十数年、県の行政担当者として、県立の研究機関の研究員として、そして現在は大

学教員と県立研究所の研究員の併任の立場として、一貫して獣害対策に取り組んできた。当

初は困難と思われた、「被害を減らす」という技術や手法については、全国の研究者や実践

者が各地で種々の取り組みを進めたことで、この数年でかなりの部分が整理されてきた。被

害を軽減できた実例も多く生まれている。しかし、技術的には可能だが、社会として実践が

難しいという問題に、現在は明確な回答はない。だからこそ、多くの人が頭を悩ませる、ま

さに獣害は古くて新しい「人や社会の問題」なのである。しかし、筆者の個人的な経験や希

望で恐縮ではあるが、それでも、獣害対策は今後の社会の在り方を考える良いトレーニング

の場になる貴重な行政課題であると思っている。そして、10 年経てば、この問題にももう

少し明確な答えが見つかり始めているであろうと期待する。

　少子化や農作物の低下、担い手の減少など、地域社会や地域農業の困難な課題は多々あり、

これらを全て解決することは、まだまだ難しい。

　しかし、獣害であれば、担当者としてこれを軽減させることは十分可能である。政策への

厳しい意見に晒されることが多い昨今、獣害対策は成功させれば必ず、住民からの感謝や評

価を得られる課題でもある。そして、その作業のなかで、種々のステークホルダーの利害を

調整しつつ、目標に向かい作業を進めるという経験をするはずである。これらを通して得ら

れる成功体験は、福祉や防災など、地域政策と呼ばれる種々の課題全てに共通するスキルを

得られることとなるであろう。だから、大げさに言えば地域での獣害対策には、今後の地域

社会の課題解決手法が全て入っているのだ。

　ある市の担当者は、獣害対策からいくつかの部署に異動した後、地域防災の担当に就いた。

その際、筆者に「サルの追い払いを啓発した活動は、防災の啓発活動にそのまま使えました。

地域主体の獣害対策を経験したのが活きました」との感想をくれた。

　獣害は動物の問題だけではない。獣害対策は地域政策である。獣害対策には、成功体験を

通して地域の課題解決方法を蓄積する力があると期待する。研修を通して、参加者とそれが

共有出来たら幸いである。

山端　直人（やまばた・なおと）
兵庫県立大学　教授
専門：農村計画学、地域政策、アクションリサーチ、野生動物の被害管理

集落や地域で獣害を軽減させること、その手法を中山間政策にも役立てることを中心
として、被害防除、捕獲技術、集落支援手法などについて、多数の集落でアクション
リサーチの手法を用いた実証的研究を行っている。
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