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3. 効果的な対策 

3.1  基本的な対策 

農地や集落を侵入防止柵で囲う対策が一般的となっていますが、一義的には野生鳥獣

を寄せ付けない環境づくりが基本となります。 

 

 ●ポイント１ 近づけさせない！  

田畑近くの茂みは、野生鳥獣の格好の潜み場となります。また、野生鳥獣を見かけて

もそのままにしておくと、どんどんと人慣れが進みます。地域ぐるみで潜み場の解消を

行い、野生鳥獣を近づけさせない環境をつくっていきましょう。 

 

 ●ポイント２ 「エサ場」をなくす！  

農作物はもちろんのこと、収穫残さや生ゴミなど身のまわりの思わぬものが野生鳥獣

を引き寄せるエサとなります。野生鳥獣にそこがエサ場だと学習させないように、田畑

や家のまわりの環境を改善していきましょう。 

 

 ●ポイント３ 囲いで守る！  

身近にある小規模な田畑や自家用菜園などを守るのに欠かせないのが侵入防止柵で

す。侵入防止柵には、金網柵、ネット柵、電気柵などいくつかの種類があります。それ

ぞれの特徴を把握し、対象動物や現場に合わせたものを設置しましょう。 

 

○金網柵等 

金網柵等を設置する場合も、対象動物に合わせて、十分な高さと、強度を持つものを

選ぶ必要があります。金網柵等を設置した時点が対策の完成ではありません。点検・補

修をこまめに行い、金網柵等の防除効果を長期にわたって維持していくことが重要で

す。そのためには、金網柵等と林縁部の間にメンテナンス道を整備するなど、メンテナ

ンス体制を整えることが必要となります。 

 

○電気柵 

電気柵は対象動物に合わせてその高さを正しく設置することで効果を発揮します。

電気が流れることを野生鳥獣に学習させる「心理柵」であるため、草刈りや線のたるみ

改善などの通常のメンテナンスはもちろん、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、または冬季は柵を撤去するなどの管理が重要です。 
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 ●ポイント４ 加害個体を捕獲する！  

侵入防止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

くあります。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

あるため、侵入防止柵の設置と並行して、捕獲

を行います。効果的な捕獲とは、被害を引き起

こしている個体を狙うことです。 

ただし、捕獲には原則として狩猟免許※が

必要です。狩猟免許を取得し、積極的に捕獲に

取り組みましょう。 

 
※狩猟免許取得の手続き方法や要件については、「環境省 HP 狩猟の魅力まるわかりフォー
ラム」を参考にしてください。 

 

 

参考：「野生鳥獣被害防止マニュアル－総合対策編－」（平成 30 年 10 月、野生鳥獣被害防止

マニュアル－総合対策編－企画編集委員会） 

「行政担当者が知っておくべき獣害対策の基本－被害防除・個体数管理・集落づくり・

関係機関の体制づくり―」（平成 30 年 10 月）ほか 
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3.2  田畑の適切な囲い方 

(1) 侵入防止柵の設置場所の選定方法 

1） 侵入防止柵による囲い方の種類 

侵入防止柵による囲い方としては、個々の農地を囲う「個別柵」、複数の農地を囲う

「グループ柵」、集落全体を囲う「集落柵」があります。 

最近は、農地・農業用施設を含む農村地域全体を囲う侵入防止柵として、「集落柵」

を設置する地域が増えています。 

侵入防止柵による囲い方 

囲い方 管理主体 特徴 

個別柵 個人 管理主体が明確、設置や撤去が楽 

グループ柵 隣接する複数の

農地管理者 

個人の費用・管理負担が軽い。 

役割分担や責任範囲を明確にしておく必要がある。 

集落柵 集落全体 集落全体の侵入リスクを減らせる。 

侵入経路を特定しやすい。 

参考：「【改訂版】野生鳥獣被害防止マニュアル イノシシ・シカ・サル実践編」（平成 26 年 3 月、

鳥獣被害対策基盤支援委員会 農林水産省生産局監修） 

 

2） 集落で侵入防止柵を設置する場合の設置場所の考え方 

侵入防止柵を設置する際は、以下の点に注意してください。 

・国道、県道、交通量の多い市町村道等では侵入防止柵や門扉の設置が困難なため、

交通量の多い道路を含まないように、一団の農地や集落を囲むように設置します。 

・集落を囲む際は、できるだけ農地側に野生鳥獣が隠れることができる場所（樹林

地、藪など）を侵入防止柵の内側に含まないようにすることが重要です。 

・侵入防止柵が道路や河川の横断部と交差するために開口部ができる場合は、開口

部の対策を施す必要があります（p13～19 参照）。囲む範囲を細分した方が、効

果的な場合もあります。 

・集落で対策を行う場合には、事前に地域全体で相談し、研究会や勉強会を開催し

て取り組むことが重要です。侵入防止柵や、本書で紹介するグレーチング等は、

あくまでも対策を行う道具であり、適切な設置方法や維持管理が行われることで、

効果を発揮するものです。 
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(2) 侵入防止柵の種類 

現在ではさまざまな侵入防止柵の種類が出ていますが、大きく分けると、「物理柵」

（ワイヤーメッシュ柵、金網柵、ネット柵など）と「心理柵」（電気柵）があります。 

「物理柵」とは、強度を持たせた柵の「高さ」により、野生鳥獣の出入りをコントロ

ールする柵のことです。施工の手間がかかりますが、頻繁に見回ることのできない場所

や集落を囲うなど総延長の長い柵にもよく使われます。設置の際は、対象動物に合わせ

て高さを決める必要があります（イノシシ用は 80cm 以上、シカ用は 150cm 以上）。

なお、よじ登る能力が高い動物（サル、ハクビシン等）には不向きです。 

「心理柵」とは、学習効果により柵を回避させる行動をとらせる、野生鳥獣の心理を

利用した柵のことで、電気柵が一般的です。電気柵は設置が簡単で価格も安価になって

きていることから、個人の農地でもよく使われるようになってきました。適正な電圧を

維持しておくことと対象動物の鼻の高さに合わせて設置することがポイントです。 

正しい資材選びと適切な設置が出来ておらず、せっかく設置した侵入防止柵が、役に

立たないという失敗事例も数多く見られます。侵入防止柵を設置する際には対象動物

に応じた適切な種類と材質を選ぶことが大切です。 

侵入防止柵の種類 

区分 柵の種類 特 徴 
主な対象

動物 

障壁によって 

侵入を防ぐ 

「物理柵」 

ワイヤー 

メッシュ柵 

野生鳥獣の衝突に耐えられる金属性のフェ

ンスで、物理的にほ場への侵入を遮断する。

丈夫で、傾斜や管理がしにくい場所でも設置

が可能である。 

イノシシ 

シカ等 

金網柵 イノシシ 

シカ等 

ネット柵 絡まるのを嫌がる性質を利用した柵。 

安価で設置も容易であるが、破れや倒れな

ど、破損しやすいのが難点。 

イノシシ 

シカ等 

学習効果によって

侵入を防ぐ 

「心理柵」 

電気柵 設置が容易で「撃退」効果が高い。 

電圧を維持するために、こまめな点検、メン

テナンスが必要。 

イノシシ 

シカ等 

複合柵 ワイヤーメッシュなどの物理柵と電気柵を

組み合わせたもの。よじ登る能力が高い野

生鳥獣への対策に有効。 

サル等 

参考：「野生鳥獣被害防止マニュアル－総合対策編－」（平成 30 年 10 月、野生鳥獣被害防止マニ

ュアル－総合対策編－企画編集委員会）ほか 
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侵入防止柵の例 

 

(3) 侵入防止柵設置にあたっての３原則 

野生鳥獣は、一度農地に侵入し農作物の味を覚えてしまうと、繰り返し侵入を図ろう

とします。したがって、設置にあたっては野生鳥獣に「侵入できる」と思わせないこと

が重要です。 

  

①農作物の味を覚えさせない。 

②物理柵に隙間を作らない。対象動物に対して効果の低い柵は使わない。 

③電気の流れていない電気柵を設置しない「電気柵は痛くない」という学習をさせない。 

ワイヤーメッシュ柵 金網柵 

ネット柵 電気柵 

複合柵（金網柵と電気柵） 
金網柵の上部に電気柵を設置する例 
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(4) 侵入防止柵設置上の注意点 

1） 管理道の整備 

侵入防止柵は設置して終わりではありま

せん。その効果を持続させるためには、こま

めな点検と補修が必要です。したがって設置

の際には、点検や補修がしやすいようなルー

トづくりを心がけましょう。 

侵入防止柵の内外に茂みを残すと野生鳥

獣の潜む場所を与えてしまう恐れがありま

す。侵入防止柵の周囲は随時除草して、点検

のための管理道として整備しましょう。 

 

2） その他侵入防止柵設置上の注意点 

・侵入防止柵は、対象動物に対応した十分な

強度と高さを確保しましょう。 

・侵入防止柵の外側に法面や段差がある場合

など、地面からの実質的な高さに注意しま

しょう。 

・侵入防止柵の下部は地面に密着させ、地際

を補強する、外側に折り返すなどしてイノ

シシによる掘り返しを防止しましょう。 

・侵入防止柵の上部を外側に折り返すこと

で、野生鳥獣が飛び越えにくくなります。 

・定期的に侵入防止柵等の点検（見回り）を行い、侵入防止柵の破損や掘り返し等を

発見した場合は、速やかに補修する必要があります。 

・侵入防止柵周囲の草刈りを定期的に実施し、野生鳥獣の隠れ場所を無くすとともに、

管理用の通路を確保しましょう。 

・侵入防止柵周辺に野生鳥獣の誘因物となるもの（作物残さ、利用されていない果樹

など）は放置しないようにするとともに、発見した場合は、撤去してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

侵入防止柵沿いの管理道の例 

侵入防止柵の下部を外側に折り返した例 侵入防止柵周囲の草刈り例 

侵入防止柵の上部を外側に折り返した例 
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(5) 道路横断部の対策（グレーチングの設置） 

道路の横断部で侵入防止柵が途切れることが避けられない場合は、横断部に門扉ま

たはイノシシやシカ等の侵入防止用のグレーチングを設置する方法があります。設置

にあたっては、道路管理者との協議が必要となります。 

 

【「グレーチング」とは】 

従来の侵入防止対策は、田畑を柵で囲い、柵の延長上に道路等の横断部があり柵が途

切れてしまう場合には、門扉を設置するというものでした。しかし、車両や人などが、

門扉設置の道路を通過する度に、開閉が手間となり、動線を妨げることが問題でした。 

そこで開発されたものが、イノシシやシカ等の侵入防止用の「グレーチング」です。

門扉のように開閉の手間や動線を妨げることなく、かつ鯨偶蹄目（蹄を有する動物）※の

動物が歩きたがらない構造を利用し、侵入防止を目的とした製品です。 
 

 ※グレーチングの対象となる動物 

〇イノシシ      〇シカ       〇カモシカ 

〈鯨偶蹄目イノシシ科〉〈鯨偶蹄目シカ科〉  〈鯨偶蹄目ウシ科〉 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

グレーチングの主な種類 

国内で採用実績のある主なグレーチングには、以下のような種類があります。 

〇スチール製の格子構造 

〇スチール製のハニカム構造 

〇樹脂製のハニカム構造（道路に直接設置することを想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

足跡 足跡 足跡 

左記のように 

イノシシ、シカ、カモシ

カは蹄が二つに分かれ

た形状をしています。 

蹄の間にグレーチング

のバーが挟まり歩行が

困難になるため、グレー

チングを嫌がります。 

出典：「【改訂版】野生鳥獣被害防止マニュアル イノシシ・シカ・サル実践編」（平成 26 年 3 月、鳥獣被害対
策基盤支援委員会 農林水産省生産局監修） 

注）カモシカは、普段から急峻な地形を歩いている動物のため、イノシシやシカに比べると 

グレーチングへの侵入防止効果は低くなります。 

スチール製ハニカム構造のグレーチング例 スチール製格子構造のグレーチング例 
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（参考）１箇所当たりの工事費（材料費込）の目安 

250 万円～300 万円程度（グレーチングの幅 3～5m、奥行 2.3～4m 程度の場合） 

（グレーチングの幅・奥行、構造、材料、耐荷重、施工方法により異なります） 

グレーチングの施工イメージ 

グレーチングを設置する際は、基本的には設置箇所を掘削し、二次製品（U 字溝）の設

置やコンクリート打設により躯体(下部工)を整備した後、その上にグレーチングを敷設す

る方法で行われます。平らな地面等に直接設置し、ボルトやアンカーで設置可能な樹脂製

品もあります。 

 

〇スチール製の格子構造の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇スチール製のハニカム構造の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

【グレーチング設置時・施工時のポイント】 

侵入防止柵及びグレーチングを併用し、効果的に被害を防止するためには、侵入防止柵

の設置状況、グレーチングを設置する場所やグレーチングの構造などの選定に留意する必

要があります。 

グレーチングを設置する際に留意する事や施工時のポイントについて〈ｐ１５〉に紹介

しますので、グレーチング設置時の参考資料としてご活用ください。 

詳細は、１）～４）〈ｐ１６～１８〉に記載しています。  

現場打ちで躯体を整備して設置する例 

U 字溝に設置する例 
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1） グレーチング設置場所の選び方 

 

① 地区全体が侵入防止柵等で囲まれているか 

グレーチング設置箇所はイノシシやシカ等が通らなくなっても、他の場所に開口

部があれば、そこから農地に侵入します。まずは、侵入防止柵の設置状況を確認し、

開口部が残らないように門扉の設置などと併用してグレーチングの設置を計画しま

しょう。 

 

② 土砂流入や落葉が少ない場所を選ぶ 

グレーチングは、設置したらそれで終わりで

はありません。グレーチングの構造上、どうし

ても土砂や落葉が溜まってしまうため、定期的

な清掃が必要となりますが、自動車が安全に通

行できるように頑丈に作られているため重量
※があり、ボルトで固定されているため、グレ

ーチングの取り外しは簡単ではありません。 

また、清掃時には通行規制が必要となりま

す。このため、清掃回数が多くならないように、

大雨時に土砂が流れてくる場所、落葉がたくさ

ん落ちる場所は避けるようにしましょう。 

※参考：グレーチング 1 枚あたりの重量例 

スチール製格子構造：約６０ｋｇ（幅約 1.0ｍ×奥行き約 1.0ｍ）（25t 車対応） 

スチール製ハニカム構造：約６０ｋｇ（幅約 1.0ｍ×奥行き約 0.6ｍ）（25t 車対応） 

樹脂製ハニカム構造：約２０ｋｇ（幅約 0.9m×奥行き約 0.8m）（4t 車対応） 

 

③ カーブや勾配区間を避ける 

通行する車両（自動車・二輪車等）がスリップするのを避けるため、カーブや勾配

区間（おおむね 5%以上）での設置は避けましょう（3) 参照）。 

 

④ 交通量の多い道路では設置できない 

グレーチング設置箇所では、事故防止のため通過する自動車に徐行してもらうこ

とが必要になります。したがって、国道や都道府県道、交通量の多い市町村道では設

置できない場合が多いので、４)に示す他の方法と併用しましょう。 

 

⑤ 道路管理者との協議 

グレーチングを公道上に設置する場合は道路管理者との協議が必要です。設置場

所とおおよその構造が決まったら、早めに道路管理者に相談しましょう（4.2 参照）。  

台風による土砂流入により 

機能を失ったグレーチング 
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2） グレーチングの構造（奥行、深さ等）の選び方 

 

① 対象動物に合った奥行・深さを選ぶ 

グレーチングの奥行の目安は、イノシシのみを対象とする場合は 2.３m 以上、シ

カも対象とする場合は4.0m以上を確保することで、侵入防止効果が高くなります。 

グレーチングの深さ（道路面から下部工までの深さ）の目安は、イノシシのみを対

象とする場合は 20cm 以上、シカも対象とする場合は 30cm 以上とすることが望

ましいです。なお、深さが浅いと、落葉や土砂が溜まりやすくなります。 

 

② 通行する車両に対応した強度 

グレーチングには、通行する車両の種類（重量）※に応じて異なる強度の製品が開

発されています。大型車が通る道路に設置する場合は、その重量に耐える製品を選

択しましょう。ただし、強度が高いグレーチングほど価格が高く、重量は大きくな

り、グレーチングを取り外しての清掃が難しくなります。 

※参考：グレーチング製品別の耐荷重 

 スチール製格子構造：T-2・T-14・T-25 

スチール製ハニカム構造：T-6・T-25 

 樹脂製ハニカム構造：４t 車相当 

 

③ 通り道（隙間）ができないように設置する 

グレーチングの両端（路側側）と侵入防止柵

との間にわずかでも隙間があると、そこをイノ

シシやシカ等が通ってしまいます。隙間ができ

ないように、グレーチングの幅を侵入防止柵の

真下までに届くようにするか、侵入防止柵をグ

レーチングの端まで寄せる等の工夫が必要で

す。その際には、交通事故防止のため、道路に

はみ出さないようにする等の配慮が必要です。 

 

④ 排水・土砂排出が容易な構造 

グレーチングは下部に土砂や落葉が詰まり

やすいので、土砂の流入や落葉の落下ができる

だけ少ない場所を選ぶとともに、排出しやすい

場所・構造とします。 

  

グレーチングと侵入防止柵との 

隙間を埋める工夫の例 

排水・土砂排出に配慮した例 

（排水路に接続） 

耐荷重と車両の例 

T-2：普通乗用車 

T-6：マイクロバス・救急車 

T-14：消防車・ゴミ収集車 

T-25：トレーラー・消防車(はしご付) 
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3） グレーチング設置時の注意点（交通安全等への配慮） 

 

① 車両（自動車・二輪車等）のスリップ対策 

市販のグレーチング表面には滑り止め加工がされていますが、車両（自動車・二輪

車等）がグレーチング上でスリップしないよう配慮が必要です。勾配が大きな場所

への設置は避け、緩やかな勾配がある区間（おおむね５％以下）に設置する場合は、

車両の前後輪が同時にグレーチングに載らないような奥行きとするなど考慮してく

ださい。 

 

② 注意看板等の設置 

通行する車両（自動車・二輪車等）に徐行、歩行者に注意喚起を促すため、注意看

板や白線、反射器などを設置しましょう。 

 

 

 

 

 

 

注意看板設置例        白線表示例         反射器設置例 

 

③ 歩行者や自転車への配慮 

歩行者や自転車も通行する道路では、それらの安全へ

の配慮が必要です。歩行者用の通路を設け、そこにドア

を設置している例もあります。 

 

 

 

4） グレーチングが設置できない場合の対策 

道路の横断部で侵入防止柵が途切れるところにグレーチングが設置できない場合

は、侵入防止柵の折り返し距離を長めに確保する（侵入防止柵を道路に沿って延ばす）

方法があります。ただし確実な対策ではないことに注意が必要です。 
 

 

 

  

歩行者の安全に配慮した例 

（歩行者用ドアを設置） 

侵入防止柵を道路に沿って延ばすイメージ例 
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(6) 河川横断部の対策 

・侵入防止柵を堰堤部分に接続するように設置すると効果的です。 

・横断部がボックスカルバートや管路となっている場合は、「通電性のれん」を設置す

る方法があります。設置にあたっては、河川管理者との協議が必要となります。 

・上記以外の場合、河川を横断するように侵入防止柵を設置し、下部をのれん状にし

ておくことで、ある程度の土砂流出に対応しつつ、野生鳥獣の通行を抑制できると

考えられます。この場合も、設置にあたっては、河川管理者との協議が必要となり

ます。 

・「通電性のれん」は、二重または三重に設置することで、侵入防止効果を高めること

ができます。 

・いずれも設置できない場合は、侵入防止柵の折り返し距離を長めに確保する（河川に

沿って延ばす）方法があります。ただし確実な対策ではないことに注意が必要です。 
 

 

 

河川横断部での対策例 

 

 

 

  

水路に通電性のれんを設置 

参考：「【改訂版】野生鳥獣被害防止マニュアル イノシシ・シカ・サル実践編」（平成 26 年 3

月、鳥獣被害対策基盤支援委員会 農林水産省生産局監修） 
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コラム１【ため池堤体等におけるイノシシ被害の予防策】 

 本書では、主にほ場周りの農地・農業用施設の被害防止対策について解説してい

ますが、ため池の堤体や法面等に被害が集中している場合は、次表のように堤体そ

のものに対策を施すことが有効です。また、簡易的な方法でイノシシによる掘り返

しや侵入を防止する例を紹介します。 

ため池堤体のイノシシ被害対策例 

イノシシの誘引要因 想定される予防策 期待する効果 

◆餌がある ①コンクリート等による被覆 全ての植物の生育を防止 

 ②植生シート等の敷設 餌ではない植物へ転換 

 ③適切な頻度や時期での除草 全ての植物の生育を抑制 

◆山林と堤体が連続している ④侵入防止柵の設置 侵入経路の遮断 

⑤開けた空間の設置 侵入経路の消失 

◆隠れる場所がある 

（堤体の植生） 

⑥コンクリート等による被覆 全ての植物の生育を防止 

⑦適切な頻度や時期での除草 全ての植物の生育を抑制 

◆隠れる場所がある 

（管理不良の休耕地） 

⑧適切な頻度や時期での除草 侵入経路の消失 

◆人がいない ⑨巡視頻度の増 人の気配の増加 

 ⑩人を呼び寄せる工夫など 人の気配の増加 

◆侵入防止柵に不備がある ⑪柵の補修、改善 侵入経路の遮断 
 

〇水路の法面保護の例（掘り返し防止対策） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇主要な獣道の遮断の例（侵入防止対策） 

 

 

  

ワイヤーメッシュで法面をカバーすることで、イノシシの掘り返しを防止 

注意点：設置前に堀り跡を埋め戻す（穴を埋めないと水が溜まって崩れやすいため）。 

    草刈りに大きな支障は無いが、ワイヤーメッシュの損傷や刃こぼれに留意する。 

主要な獣道を遮断するように柵を設置することで、イノシシの侵入を防止 

注意点：設置後、他の経路から侵入するようになった場合、必要に応じて追加設置する。 

イノシシの 
掘り返し 

掘り返し多発 

落とされた
土砂 
掘り返し 

主要な獣道 

堤体 山際 

ワイヤー
メッシュ
の敷設 

ワイヤーメッシュ
の侵入防止柵 


