
地域ぐるみの「人と獣の境界線づくり」を目指した普及活動
活動期間：平成26年度～平成30年度

○大野市は電気柵の設置にも関わらず、イノシシ等による農作物被害が深刻
化。防護柵の設置や管理等に問題があり、根本的な問題解決には、住民が
里山との関わりを取り戻す仕組が必要であると農林総合事務所で分析。

○このため農林総合事務所では、「地域ぐるみで人と獣の境界線をつくる」方
策を提案し、普及活動を大幅に強化。集落体制を整え里山内境界線（点検
通路＋電気柵）を設置する「モデル集落づくり」を積極的に推進。

○この結果、被害面積が最盛期の５％程度まで激減し、平成29年度末には大
野市鳥獣害対策協議会が北陸農政局長賞を受賞。他地域のモデルに！

福井県

具体的な成果

１ 大野市の被害が激減
■山際に接する５８集落のうち４７集落が被

害ゼロに。被害面積が最盛期の５％程度
に減少

２ モデル集落候補が増加
■対策強化に取り組んで３年目には、モデ

ル集落増加の動きが加速→２１集落に
５集落がつながる事例も実現

■地域おこし協力隊員２名を獣害対策担当
として採用→体制の強化

■有害捕獲個体処理のための減溶化施設
の稼働開始
＜全域連携実現に向けて動き出す＞

■取組みが評価され北陸農政局長賞受賞

３ 地域への波及
■近隣の勝山市に、大野市の取組みが波

及。平成30年度の被害面積が前年比47%
に減少した。

■高齢女性が先導して取り組む獣害対策モ
デルも育成。地域の牽引役に！

■県内の他市町からの現地視察をモデル
集落で受け入れ→里山内境界線づくりの
取組みに向けて動き出した。

普及指導員の活動

平成28～30年（活動強化期間）
■集落リーダーの育成強化

全体研修会 3回
ブロック別研修会 18回（受講者：802名）

■モデル集落づくり
集落研修会 21回（受講者：302名）
対策の理解者を増やし、モデル的取組を
実施する集落を育成

■広域連携支援
集落を超えて境界線づくりを行う必要
性が高い地区を２つ選定。区長会で説
明後、ブロック研修会を５回開催

■被害が多い集落への重点指導
関係機関と連携した合同パトロールを
実施

■獣肉活用による獣害対策の理解促進
高校、公民館等での料理講習や試食で
獣害の現状と獣肉活用の意味を解説

普及指導員だからできたこと

■日常の経営体育成や栽培指導等を通じ
地元事情に精通し、信頼関係があった。
その上で、誤解・根拠なき推測・無関
心等、情報不足の現場で、経験や知識、
情報を持つ普及員の力が発揮された。

■地域ぐるみでの取組みをきっかけに、
広域営農体制づくりや人材育成等、持
続可能な地域づくりにつながった。
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福井県 
地域ぐるみの「人と獣の境界線づくり」を目指した 

普及活動  ～奥越地域における獣害対策の推進～ 
 
活動期間：平成２６～３０年度（活動強化期間：２８～３０年度） 
 
１．取組の背景 
 福井県で最も森林面積が広く、標高１，５００ｍ級の山々に囲まれている奥越地域で

は、平成１４年頃からイノシシによる水稲被害が出始め、平成２６年には２市合わせて

被害金額が１７，９９７千円、被害面積は４６haを超えるまでに拡大していた（図１）。

担い手生産者の減収減益をはじめ、多くの農業者の生産意欲が減退し、家庭菜園での被

害は高齢者にとっての生きがいを奪うなど、高齢化が進んだ集落では経済を超えた重大

な問題となっていた。 

 
図１ 被害金額と電気柵設置累計距離 

現場では正確な情報がない状況が長く続いており、当時の講習会等では「行政は何を

やってる！ 行政が何とかしろ！ とにかく捕獲しかない 金網恒久柵が一番 電気

柵は効かない 市販忌避グッズは…」などの声が大半を占め、誤解、思い込み、根拠な

き推測、無関心から生じる行政依存の状態が続いていた。 

 

（２）課題化の視点 

 ア 獣害の根本的な原因は何か 

 中山間地域の人口減少と高齢化、住民のライフスタイルの変化に伴い、山際での「獣

に対する圧力」が大きく減退したことが根本的な原因であると考えられた。今後も、そ

の傾向は一層加速するものと考えられる。獣の習性や繁殖力から考えると根本的な問題

解決には、住民が里山との関わりを取り戻すしくみが必要であると考えられた。 

 イ 模範となる先進事例はないのか 

平成２２年度農林水産省生産局長賞を受賞した福井県鯖江市「河和田東部美しい山里

を守る会」の事例が極めて参考になると考えられた。「人と獣の境界線」をつくる戦略

には永続性があり、自信をもって現場に普及できると感じられた。 

 ウ 被害というマイナスを地域にとってプラスに転化できないか 

集落ぐるみで協議を重ね対策に取り組むことで、住民共助の精神が養われ、中山間地

域の様々な問題への対応力が向上すると考えられた。また、外国人観光客の急増など、

農村観光や生活観光の需要拡大の可能性が高まる中、美しい里山・農村風景など地域資

源の再発見と活用のきっかけになる可能性があると考えた。 

 エ 目標とするあるべき姿（ビジョン） 

 ・地域全体に「人と獣の境界線」が整備され、全国最高レベルの功事例となる。 
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・長期的には手入れされた美しい里山・農村風景や地域食材により、住民自身の生活

満足度や来訪者にとっての魅力度が増し、中部縦貫道路や北陸新幹線の開通と合わせ

て外部との交流が盛んな農村となる。 

（３）課題設定 

ビジョン実現のため、取り組むべき普及の優先課題を以下の３つと定めた。 

 ア 集落リーダーの育成強化 

餌付け・人馴れ学習予防のために里山内境界線をつくる考え方を理解し、獣の行 

動パターンを理解したうえで電気柵を効果的に使用でき、リーダーシップを発揮で 

きる集落リーダーの育成を図る。 

イ モデル集落づくり 

基本的な定義を「①複数年継続できるリーダーがいること ②集落点検体制が整 

っていること ③里山内境界線（点検通路＋電気柵）があること」とし、地域への 

波及を図る。 

ウ 広域連携支援（点から線、面へ） 

   近隣集落への波及を加速するために、区長会での提案や、近隣集落代表者が対話 

する機会をできるだけ多く設定。市とも協力し、集落連携を積極的に支援する。 

 
２．活動内容（詳細） 
（１） 集落リーダーの育成強化 

被害集落の区長や農家組合長等を対象とし、獣害対策アドバイザーを招いた全体研修

会を毎年１回開催。加えて地区別研修会を大幅に増やし２市で計１８回開催した。 

表１ ３ヶ年間の研修会開催状況（奥越全体） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 計 

回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 

全体研修会 １ １４０ １ １２２ １  ９９ ３  ３６１ 

地区研修会 ４ １４８ ４  ９０ １０ ２０３ １８  ４４１ 

集落研修会 ４  ２２ ８ １２４ ９ １５６ ２１  ３０２ 

計 ９ ３１０ １３ ３３６ ２０ ４５８ ４２ １，１０４ 

 
図２ 集落リーダー育成研修会     図３ 事例発表（勝山市西光寺の女性） 

（２）モデル集落づくり 

集落リーダー育成研修会・地区別研修会の参加者および通常の普及活動中に被害対策

の指導要請があった集落と、合同パトロール（※後述）対象集落に対し、積極的に「モ

デル集落」化を働きかけた。 
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図４ 集落現地研修会（大野市花房） 図５ 点検通路ルート選定（大野市上唯野） 

 

（３）広域連携支援 

 地形的に条件が厳しく高齢化率が高い大野市阪谷地区１８集落では、区長会で了承

後、ブロック研修会を５回開催するなど、早い時期から広域連携を働きかけた。平成２

９年２月からは小山地区で広域連携の働きかけを始めている。 

（４）関係機関との緊密な連携 

  年度初めに市担当者やＪＡ営農指導員、所内チーム員を対象に、管内モデル集落で研

修会と対策連絡会を開催し、管内外の被害と対策状況の共有化を図っている。また、水

稲登熟期（７月）に関係機関が連携して前年度被害が多かった集落で現場指導を行う「獣

害対策合同パトロール」を実施している。 

（５）被害が多い集落への重点指導 

補助事業申請期には申請があった集落での事前現場確認を行い、電気柵の設置位置や

方法、集落点検体制整備について助言を行うよう努めた。NOSAI 速報(11 月)発表後に

は、速やかに被害集落での現場確認指導を実施した。 

（６）獣肉利活用による獣害対策への理解促進 

地元大野高校、勝山高校と連携し、ジビエ料理講習会を開催している。獣肉の食材と

しての魅力を伝えるだけでなく、「被害の現状と対策の基本、獣肉利活用の意味」も併

せて伝えることで、次の世代に野生動物保護管理の基本が身につくよう努めている。 

 
図６ ジビエ料理講習会（大野高校）  図７ ジビエ料理講習会（勝山高校） 

 

３．具体的な成果（詳細） 
（１） 大野市の被害が激減 

 獣害対策の基本的な考え方や、電気柵の効果的な使い方についての認識、情報が広く

定着してきている。平成３０年度には山際に接する５８集落のうち、４７集落が被害報
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告ゼロとなり、被害面積が９５％減少。その取り組みが認められ、大野市鳥獣害対策協

議会が平成２９年度北陸農政局長賞を受賞し、新聞などでも取り上げられている。 

 

表２ 大野市のイノシシ水稲被害の推移（福井県地域農業課：H30 は未公表値） 
年度 H26 H27 H28 H29 H30 

被害面積  ha 27.69 5.65 1.16 2.56 (1.38) 

被害金額 千円 7,150 1,325 573 2,181 (1,552) 

 

（２） モデル集落候補が増加 

対策強化に取り組んで３年目となる本年度には、大野市を中心にモデル集落増加の動

きが加速し、候補が２１集落に増えている。一部では隣接する５集落の境界線がつなが

った事例も生まれており、地域の注目を集めている。 

 

（３）地域への波及 

勝山市も、平成３０年度の水稲被害額が前年比４７％となるなど、徐々に被害が減少 

している。特に、高齢女性３名が先導して対策を行っている集落がモデルとして啓発役

を担っており、大野市モデルと併せて奥越地域を引っ張っている。また、本年度は新聞

掲載の効果もあり、県内の他市町からもモデル集落に現地視察に訪れている。 
 
 
４．農家等からの評価・コメント 
○「金網柵の設置などこれまで何をやっても効果が長続きせず、あきらめかけていまし 
た。初めのうちは「山の中に電気柵を設置する手法」には半信半疑でしたが、驚くほ 

ど効果があったので本当に取り組んで良かったです。ただ、自分の集落だけを守って 
も、隣の集落が何もしなければそこから被害が広がります。危機感が薄く自分で動 
こうとしない人たちを動かすのは大変だと思いますが、これからも地区全体にこの手 
法を広げて欲しいと思います。」（勝山市鹿谷町西光寺 Ｓ氏） 

○「イノシシ被害がなくなってから５年目に入る。最近、サルの出没が目立っているが、 
餌付け防止や追い払いなど、地域の連携をすすめるきっかけを作ってくれて本当に助 
かっている。」（大野市阿難祖領家 Ｄ氏） 

○「うちの集落では被害がなくなってから４年が経過している。最近では獣害対策をき 

っかけに地元小山地区の６農業法人の広域連携に向けた取り組みが動き出して、本当 
に感謝している。」（大野市上舌 Ｓ氏） 

 
５．普及指導員のコメント（奥越農林総合事務所・主任・滝波正人） 

○「普及指導員は獣害対策の推進にもっとも適した存在だと感じる。獣害対策は「動物 

の問題（野生動物をどうするか）」ではなく、「社会の問題（人をどうするか）」で 

ある。農村の集落共同体機能から営農機能に至るまで普段から関わり、相互承認と信 

頼関係が築かれている普及指導員は、集落住民の意識や行動変容を促すうえで大きな 

存在となる可能性をもっている。地域の課題を発見し解決することが「普及組織の存 
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在理由」である。鳥獣害の増加など環境の変化に対応し、業務の優先順位や内容を柔 

軟に変えていけるかどうか。今、ぶれない視点と変化への対応力の両方が問われてい 

ると感じる。」 

 
６．現状・今後の展開等 

一部の地域では、獣害対策をきっかけに集落営農の広域連携への動きが始まってい

る。今後も、ビジョン実現に向け「地域ぐるみの人と獣の境界線づくり」を継続し、他

の地域への波及効果を期待したい。また、近年目撃情報が増えているシカの予察捕獲と

サル対策についても取り組みの効果を実証し「福井型獣害対策」として県内外の他地域

へ広く提案できるようになればと考えている。 
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