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現地調査報告
第2章

イノシシの生息状況調査結果に
基づいた被害対策手法の効果検証 宮崎県宮崎市

鳥獣被害対策実施隊を
核とした地域ぐるみの捕獲活動 福岡県添田町

捕獲隊（有害鳥獣捕獲補助員）を
活用した捕獲体制

長崎県平戸市・
諫早市など

わな組合等による
地域ぐるみの捕獲活動 千葉県鋸南町

環境警備隊を核とした
地育ぐるみの捕獲活動の効果と検証 和歌山県日高川町

イノシシ肉出荷制限地域に
おける捕獲イノシシの
放射能検査体制と獣肉利用活動

茨城県石岡市・
栃木県那珂川町
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・LED、忌避剤、超音波、電気柵などによる農作物の防御効果

忌避剤、LED 光、超音波刺激などでは行動を制御し
て農作物を防衛することはできなかったが、電気柵による
電撃刺激は、イノシシの行動を制御することが確かめら
れた。
・あいがも用電気柵の効果

あいがも用電気柵は低コストで設置でき宮崎大学附属
農場の甘藷など畑作物はほぼ完璧に防御できた。

生息状況調査の有効性と技術の普及性は次の通り。
・ラジオテレメトリ調査

イノシシのラジオテレメトリ調査は、集落
環境調査後の環境改善対策の効果判定
などの限定された場面での実施が有効で
ある。
・痕跡調査

痕跡調査結果を地図化すれば、ラジオ
テレメトリ調査を実施しなくても同様の情報を得ることが可能であり、被害対策を優先的に行う
場所の選定や対策効果の判定には痕跡調査は効果を発揮する。
・センサーカメラによる動画撮影

撮影された情報はインパクトがありイノシシの
生息状況調査に活用できる。また、「敵を知る」
極めて有効な手段であるだけでなく、広報手
段としても有効である。
・あいがも用電気柵

比較的安価で小型のイノシシや小動物の防御
効果が高い有用な対策技術である。

イノシシの生息状況調査はイノシシ対策の基本であることが関係者全てに正しく認識されること
が重要。

宮崎大学附属農場では、出没するイノシシ被害対策手法として生息状況調査を行っている。
・ラジオテレメトリ法

2009 年に４頭、2011年に 1 頭のイノシ
シに小型の発信機を耳に装着し、捕獲し
た場所に放獣した。このうち 4 頭のテレメ
トリ調査の結果、昼間は圃場に隣接する
林に潜み夜になると圃場に侵入し、果樹
園には昼間でもイノシシが潜むケースが多
いことがわかった。
・痕跡調査

足跡、掘り起こしなどの痕跡調査を行っ
た結果、痕跡は林縁に近い田畑やシバ地
の周辺で多かった。
・センサーカメラ

痕跡調査と赤外線センサーカメラによる
自動動画撮影との関係を検討した結果、
痕跡調査はイノシシの出没状況を十分把
握可能なことが明らかとなった。

生息状況調査方法と調査結果

対策手法

まとめ

課題

あいがも用ネット電気柵による
イノシシ被害対策の例

生息状況調査に基づいた
被害対策手法の効果検証

ラジオテレメトリ調査の手順

捕獲

発信機装着

麻酔

八木アンテナと受信機で方探

宮崎大学農学部附属農場で捕獲された
4頭のイノシシ幼個体における昼間の方探ポイント
○や△、□などの図形や色の違いは異なる個体であることを示す。

宮崎大学農学部附属農場周辺のイノシシ痕跡調査結果
（2013年2月10日）青丸は足跡や掘跡の位置を、
赤バツは昼間のイノシシ確認場所

センサーカメラを用いたイノシシの行動調査。
痕跡調査や被害対策手法の有効性検証に有効

あいがも用ネット電気柵設置前（左）、
あいがも用ネット電気柵設置後は侵入皆無（右）

イノシシ対策のための調査手法まとめ

●対策が必要な場所が一目瞭然！
●加害イノシシの捕獲効率が向上！
●電気柵などの有効性がわかる！
●対策の効果検証が可能！
●新たな対策手法の開発意欲向上！

痕跡調査 地図化と情報共有

赤外線センサー
カメラ
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添田町が提案するこれから実施隊を設置する際のポイントは、
 行政の役割を明確化

 中長期的な計画を持つ

 実施隊の趣旨を理解してもらい、捕獲隊の定着を見通すために調査から対策を行う。
 正確な知識や情報収集の必要性

 地域全体の状況を把握し、被害に適した対策を行う
 関係者との話し合いにより誤解を取り除く

 活動を円滑に進めるため実施隊と諸関係及び隊員内の情報交換を行う。
 気持ちよく活動する

 優れた技能者は専門捕獲員へ昇格する。
 最前線で活動する意識を持つ

 常に「実施隊活動の最前線にいる」と心がけること。

添田町は 2005 年頃より畑作地域で被害が多発、しかしながら個体調整の対策法や捕獲従事
者の高齢化の問題もあり、捕獲数の減少が続いた。そこで、2007 年度に有害鳥獣対策協議会
を設立し、捕獲従事者の確保、自衛力の強化、ワナ猟の推進を行う。そんな中、農家から被
害相談が増え猟友会だけでは対応ができなくなってきた。
そこで、農家の自衛指導や捕獲の先駆者になるために町職員もわな猟免許を取得し、捕獲研修
を重ね技術を習得する。
若手町職員が被害対策をすすめていくなかで、被害対策を専門に行う部隊の編成が計画され、
2008 年に町職員、若手農家、ワナ猟師からなる10 名が集結。それが現在の添田町実施隊の
始まりとなる。

実施隊は、2013 年 1 月現在、町役場職員 12 名、非常
勤職員 5 名（猟師 2 名と農家 3 名）で編成されている。

町職員の隊員は公募で募集し、所属部署と居住地に偏り
が少ないよう配慮している。

猟師は捕獲から解体までの広範囲な知識のある人、農家
は被害対策組合の中から任命している。

実施隊は被害を把握し、被害が収まるための対策を総合的に検討し実施する事を目的とする。
また、添田町の実施隊の活動内容は 7 つの項目に分けられる。

 住民からの被害相談と現地調査

 出没状況及び被害調査

 侵入防止対策指導

 緩衝帯整備指導

 ワナによる捕獲

 情報交換と勉強のための定期的な連絡会議

 狩猟に関する技術の普及と伝承

実施隊設置の経緯

体制

活動

効果と課題

実施隊設置のポイント

1

5

6

7

2

3

4

1

5

6

2

3

4

効果
●被害状況を直接把握することで、防除柵またはワナどちらの
 対策で行うか判断ができるようになった。

●住民に行政の取り組みを理解してもらい、また必要な支援が出来るようになった。

●被害現場に行き対策の実施や説明を繰り返した事で、 住民の自己防衛への意識レベルが高まった。

●迅速な対応をすることで、被害者の心情を最低限度収めることができる。

詳しくは47頁を参照

課題
●実施隊の活動範囲の線引き。

●捕獲隊と誤解されない為にはどうすればよいのか。

●住民の過度な期待に対する対応。

●長期にわたる実施隊の意識レベルの維持。

●町職員の業務時間の配分等の負担を今後どうすればよいのか。

●後見者の確保と育成。

●実施隊がサラリーマンの場合の活動時間の制限など。

詳しくは51頁を参照

詳しくは44頁を参照

詳しくは45頁を参照

詳しくは 43頁を参照

添田町で先駆者が
取り組む実施隊とは
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るなどの相乗的な成果が見られた。

被害対策全般の課題として、活動を続ける内に対策疲れが起こったり、地域で活動の温度差
が生じたりすることが懸念される。先行して捕獲隊の活動を行っている市では、捕獲隊の活動開
始後にアンケートによる問題発生や活動状況の把握、1年に1 回の安全講習会を他地域の捕獲
隊同士の不安相談や創意工夫等の情報共有の場にするなど、フォロー体制を取る工夫をして対
策疲れを防ぎながら、捕獲隊の技術向上を図っている。

また、市町担当者への聞き取り調査から、捕獲隊を設置していない17 市町のうち、11市町
が捕獲隊の設置を予定または検討し、６市町は捕獲隊の設置予定がないことが解っている。

県では、フロー図の流れに沿って、捕獲隊の設置方法とメリット、障害となっている課題解決方
法や講習会等への講師派遣などを行いながら、市町と協力して捕獲隊の設置拡大に努めている。

長崎県では、2003 年から捕獲報奨金制度を設定
し、捕獲従事者の負担軽減や捕獲意欲の向上を図っ
ている。2004 年から、捕獲対策をさらに進めるた
め全国に先がけて特区制度（有害鳥獣捕獲におけ
る狩猟免許を有しない従事者容認事業、免許なし
特区と呼ばれていた）を導入し、2006 年に平戸市、
2010 年に佐世保市、2011年に諫早市がこの制度を
活用して捕獲隊を設置した。

市町ごとにイノシシの生息状況、被害発生状況、
捕獲体制の整備状況などが異なるため、設置の経
緯や設置方法などに違いや工夫が見られる。

捕獲隊は狩猟免許を有する捕獲隊のリーダーと捕
獲作業の補助員（免許なし）で構成され、ワナ設置
場所の検討、ワナの設置、捕獲個体の処分などの
活動はリーダーと補助員が行い、エサの管理や見回
り作業は、捕獲隊員であれば補助員が単独でも可
能となっている。
これにより、免許所持者（リーダー）は有害鳥獣捕獲
を行う際の負担を大幅に軽減でき、かつ地域には住
民が主体となった自衛的な対策組織がつくられる。

捕獲隊の活動により、イノシシの捕獲数が増えるだけではなく、地域で自主的な捕獲活動が
進むことで、住民や猟友会からの相談や要望件数の減少する、被害発生から捕獲作業開始ま
での迅速化が図られる、狩猟免許の新規取得者が増加する、住民と狩猟者の相互理解が深ま

捕獲隊設置の経緯

捕獲隊の体制

捕獲隊の活動成果

捕獲隊の課題として、「対策疲れ防止」と「他市町への波及」

詳しくは55頁を参照

詳しくは58頁を参照

詳しくは61頁を参照

詳しくは60頁を参照

捕獲隊設置のきっかけ地域

諫早市

平戸市 住民→市役所
イノシシ被害発生時のすみやかな捕獲要望への対応
猟友会員→市役所
イノシシ捕獲作業に関わる負担軽減の要望

②捕獲隊員（有害鳥獣捕獲補助員）

①捕獲従事者（捕獲隊リーダー）

捕
獲
の
指
示

労
力
支
援

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

5年後、10年後も同じ捕獲体制が維持出来るかを検討する
⇒狩猟者の年齢構成調査、アンケートによる意向調査など

○捕獲隊の設置は必要か（現状の捕獲体制の見直し）

○捕獲隊の設置は可能か（第11次鳥獣保護事業計画）

①捕獲隊設置に必要な作業の整理・情報収集を

②猟友会との協議によって協力を得られたか

③住民への周知が図られたか（②と同時進行で検討）

④猟友会と住民のマッチングができたか

⑤捕獲隊活動への支援は十分か

第11次鳥獣保護事業計画（各都道府県が策定）捕獲隊運用ができない
⇒都道府県と第11次計画の内容変更を協議

制度や作業の情報が不足している
⇒ガイドラインやマニュアル作成、事例紹介などによる支援

捕獲隊制度に対する誤解（免許不要になる）⇒説明資料
安全確保⇒安全講習会の講師依頼、保険加入

マッチングが順調に行かない⇒意見交換会
猟友会または農業関係団体・自治会からの人選

作業分担・捕獲報奨金等の分担⇒地域協定書の作成

免許所持者・捕獲用具の不足⇒補助事業の活用
捕獲技術の不足⇒捕獲技術研修会などの開催
止め刺しできる人材が不足⇒人材育成・被害対策実施隊と連動

捕獲意欲の減退、対策疲れが生じている
⇒追跡アンケート調査、フォローアップ研修、捕獲隊情報交換会地
域内でのイノシシ等の肉の活用（活動に楽しみを加える）

捕獲隊制度に対する誤解（免許不要になる）⇒説明資料
安全確保⇒安全講習会の開催、保険加入
住民への周知不足⇒広報誌掲載、研修会開催、チラシ作成

農業関係団体・自治会等への投げかけ
住民の要望取りまとめ⇒集落アンケート等による意向調査

⑤捕獲隊の活動が不活性化していないか

◎捕獲隊組織を活用した地域振興への取組拡大を検討

長崎県内で
活動する捕獲隊とは
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16 名の組合員のうち、中心メンバー3 名の中で溶接技術を持っている組合員が自宅作業場で
箱ワナやくくりワナを製作し、箱ワナを現地で
補修できるよう車に搭載した溶接用具を所有し
ている。

日常的に集落内を見回り、箱ワナやくくり
ワナの点検と、イノシシの捕獲を行っている。
年２回、組合員全員で集落内の箱ワナの点
検と捕獲しやすい場所への移動、狩猟期前
のくくりワナの撤去と狩猟期終了後の設置を
行っている。

１基約 26,000 円で、長さ2m×高さ1m×
幅 90cm、メッシュの幅 7.5cm の箱ワナを製
作しているので、購入するより安価な費用で設
置でき、町内のわな組合からも注文があるが、
保守・修繕を行うため、年間 5,000 円で貸し
出している。

また、鋸南町役場からも、購入するより安
価で購入できるため横根わな組合に注文し、
今年度末までに 35 基の提供を予定している。

横根わな組合は 2002 年に、イノシシによる
被害が深刻化する中で、“自分たちの集落は自
分たちで守る”という極自然な住民の発案に
より生まれた。イノシシの捕獲をはじめ鳥獣被
害対策を行う自主的な組織で、鋸南町では、
大字単位で組織されている。横根わな組合は、
集落 26 戸のうち16 戸の農家の組合員で構成
され、自作の箱ワナ、くくりワナを集落内に設
置して捕獲を行っている。

現在、町内 9 集落にわな組合が設立されている。

鋸南町のわな組合は自主運営され、それぞれが個別の活動を行っているので、わな組合間の
連携はない。また、行政からの支援は受けていない。

横根わな組合は、組合員の技能を生かし、箱ワナやくくりワナを製作して集落内に 48 基設置し
ている。日常的に営農活動を行っている3 名が中心となって、集落内を見回り箱ワナやくくりワナ
の点検、補修を行っている。また、他のわな組合に箱ワナの貸し出しと貸し出した箱ワナの補修
を行っている。

わな組合立ち上げの経緯

特徴

活動内容

効果

詳しくは66頁を参照

詳しくは65頁を参照

詳しくは68頁を参照

詳しくは66頁を参照

自作の箱ワナ くくりワナ

溶接用具

鋸南町の捕獲に
取り組むわな組合とは
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初期に製作した箱ワナ

横根地区の集落

スイセン畑に設置した箱ワナ
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猟期以外の７～10月に週 3 回、月水金の朝８時半から
午後５時まで、2 人一組で担当地域を巡回する。捕獲では、
環境警備隊は一般の捕獲よりも銃による割合が 20％近く高
くなっているのが特徴である。パトロール中でのシカとイノ
シシの出没頻度（追い払い頻度）は、減少傾向が見られ
るが、サルでは増加傾向が伺える。また、イノシシ、シカ、
サルによる被害面積及び金額は、環境の似た周辺の町や和
歌山県全体に比べて増加率が小さい傾向があるが、それでも、日高川町自体に明確な被害の減
少は現れていない。

住民へのアンケート調査からは、環境警備隊の利点では、現場での追い払い効果が最も多く、
続いて捕獲効果であった。改善点としては、休日や早朝夕方への対応と迅速性が多く、巡回場
所の改善と罠檻への対応、若い力の導入なども挙がる。イノ
シシやシカなどには日曜祭日や昼夜がないとの意見が多い。
しかしながら、勤務日や勤務時間を鳥獣の出現状況に合わ
せて臨機応変に設定するのは、失業対策事業等による運営
上、難しい面もある。また、環境警備隊に若い力を望む意
見があるが、季節的な活動にとどまるため、年間を通して生
活できる収入が確保できず、若い人が従事できる体制が十
分ではないのが実情となっている。

日高川町の獣害対策には、高級食材化と観光資源化を推
進することにより、捕獲の強化に繋げる意図が見られる。捕
獲を推進するためには、捕獲されるイノシシやシカの価値を
上げることを考える。日高川町が目指す鳥獣被害対策には、
コミュニティデザインとしての地域活動という、新しい戦略が
見られる。

環境警備隊とは、日高川町が 2009 年に創設した鳥獣の
追い払い及び捕獲、さらにゴミの不法投棄の監視など、複
合的な活動を担うパトロール隊である。日高川町は、上流
の中津・美山地区はサル・シカ・イノシシによる稲・果樹・
豆類の被害、下流の川辺地区はイノシシやサルによる稲や
果樹の被害が深刻となった。このため、町は緊急雇用対策
事業を活用して、まず川辺及び中津地区の２地区を対象とし
て、環境警備隊を創設した。

隊員は、2 名１組の 3 チーム（2010 年に美山地区が追加）で、町内を分担して定期的に巡回
するとともに、地区内の被害情報や出没情報にも臨機応変に対応して活動する。2012 年度の隊
員登録は 14 名で、銃器による捕獲や追い払いが特徴で、全員が銃猟免許を持つ。捕獲したイ
ノシシやシカは、（財）
日高川町ふるさと振興
公社（理事長：副町長）
が運営するジビエ工房
紀州に無償で提供さ
れ、食肉として活用さ
れる。

環境警備隊は、住民、猟友会及びジビエ
工房紀州と連携して活動している。町の指示
による通常の巡回のみならず、地域住民から
町への要請により、緊急出動することもある。
また、所属する猟友会とも連携して、駆除や
待機隊員の確保を行っている。

環境警備隊設立の背景

特徴

体制

活動内容と効果

環境警備隊の課題とコミュニティデザイン

詳しくは71頁を参照

詳しくは72頁を参照

詳しくは70頁を参照

詳しくは79頁を参照

詳しくは78頁を参照

詳しくは74頁を参照

連携

連携連携

指示

獣肉利用施設

ジビエ
工房紀州

狩猟・有害駆除

猟友会

環境警備隊

被害防止・
情報提供

住民

設置者

町役場
緊急出勤

土日の対応

早朝夕方への対応

雨天などの天候への柔軟性

迅速性の改善

連絡体制の改善

警備期間の延長

巡回時期の改善

巡回場所の改善

若い力の導入

射撃能力の改善

箱ワナ管理の指導

ワナ･オリの重視

細かい住民要望への対応

住民との連携

環境警備隊における改善点

環境警備隊員

環境警備隊のステッカーを貼った車

パトロール中の隊員

銃による捕獲 ジビエ工房紀州

日高川町が
取り組む環境警備隊とは？
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ついてまずスクリーニング検査を行い、50Bq/kg（2012 年４月１日以前は 200Bq/kg）以下のもので
あれば、出荷しても差し支えないとし、それを超えるものについては、さらにゲルマニウム半導体検
出器による精密検査を行い、判断される。いずれの市町も、基準値を超える肉が出荷されること
はない。基準値以下のイノシシ肉については、出荷パックごとに検査済みシールが貼られる。また、
両市町及び県は消費者・流通業者等に対して適時・的確に検査結果などの情報を提供している。

放射性物質検査されたイノシシ肉の結果は、他の一連の検査結果とともに、個体ごとに台帳
などに記入して管理され、一定の期間保管されている（イノシシ管理台帳、イノシシ肉出荷制限
に対する台帳一覧表、イノシシ肉出荷管理台帳など）。

肉の販売、肉を使った地域イベン
トや地域振興の継続が可能となり、
那珂川町では「八溝ししまる」という
地域ブランドが維持されている。ま
た、栃木県立宇都宮白楊高校の生
徒たちとのメニュー開発なども実施
できた。一方、石岡市では、恒例となっ
ている11月の「しし鍋祭り」を開催
するととともに、「ニッポン全国鍋合
戦」にも参戦し、石岡市の観光資源
としてアピールできた。

栃木県及び茨城県での震災前後の捕獲数は、県全体では
それぞれ 4% 及び 3% 減少したが、那珂川町及び石岡市で
は 25% 及び 12% 増加している。イノシシ肉の活用により、
狩猟者の捕獲意欲が維持された結果とも考えられる。狩猟
者の動向については、さらに詳しく調べ、長期的な対策に活
かす必要がある。

2011 年 3 月東日本大震災での東京電力福島第一原子力発電所事故により、大量の放射性物
質が屋外に放出された。野生動物、特に狩猟動物として重要なイノシシへの放射性物質の影響
が心配された。同年 8月には宮城県内で 2,200Bq（ベクレル）/kg、同時期にも福島県、茨城県
や栃木県内で、当時の暫定規制値（500Bq/kg）を超える放射性セシウムが検出され、次第に
イノシシ肉の出荷制限又は摂取制限が行われるようになった。2011年度では、摂食制限が福島
県の一部地域に、出荷制限が福島県の一部地域、茨城県と栃木県の全域に出された。また、
2012 年度に入ると、新基準値 100Bq/kg の施行により、出荷制限は宮城県、群馬県、千葉県
に広がった（2012 年 12月末現在）。

この様な状況の中、茨城県及び栃木県では、県内にイノシシ肉を地域資源として利活用を推進
している地域（石岡市及び那珂川町）があることから、原子力災害対策本部に対して、特定の解
体処理施設において、県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるイノシシ肉の出荷を解除
するよう申請した。その結果、栃木県では 2012 年 12月5日、茨城県では同月21日に出荷制限
の一部が解除され、全頭検査の実施により、基準値以下のイノシシ肉は出荷できることとなった。

那珂川町及び石岡市では、安全なイノシシ肉を提供するため、捕獲搬入から検査及び廃棄等
まで公的な機関が関わる。獣肉の安全確保体制は両市町で共通するが、那珂川町では、全頭に

出荷制限と一部解除

検査体制

台帳管理

捕獲数の変化と捕獲意欲の維持

イノシシ肉の販売および
地域イベント

詳しくは87頁を参照

詳しくは93頁を参照

詳しくは88頁を参照

詳しくは89頁を参照

詳しくは88頁を参照

石岡市の検査体制

市職員立ち会い

試料の採取及び
センターの
提出は市職員

捕獲

イノシシ肉加工施設
（朝日里山学校）

茨城県環境放射線監視センター

ゲルマニウム半導体
検出器

基準値以下活用
（出荷可能）

基準値超
廃棄

検査結果や出荷台帳などは市及び県に提出し、
県・市・加工施設は情報の提供し、公表する

捕獲
（那珂川、那須烏山、茂木、市貝、益子）

出荷等
公表

廃棄

※5市町は、
H24.4.1指定区域

那珂川町が引き取り

那珂川町イノシシ肉加工施設

塩谷南那須農業振興事務所
検査能力 24検体/日
NaIシンチレーション検出器
スペクトロメータ

ゲルマニウム半導体検出器
スペクトロメータ（農業試験場）

50Bq/㎏ 以下

100Bq/㎏ 以下

50Bq/㎏ 超

100Bq/㎏ 超

放射性物質検査通知書（様式１） 放射性物質検査通知書（様式２）

那珂川町の検査体制

謙信ご当地グルメフェア、キャンプカレーグランプリ

つくばねしし鍋祭り、ニッポン全国鍋合戦の結果

震災前後での有害捕獲数の変化
（2011年度 /2010 年度）

1.5

1

0.5

0
栃木県全体 那珂川町 茨城県全体 石岡市

茨城および栃木での
震災後の獣肉利用の取り組み
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