
地域ぐるみの対策で欠かせないもの

〇鳥獣管理士の協力
・行政職員より専門家の話に納得

・学習会の充実
・監視カメラの映像を見てもらう

・柵の設置指導、設置後の維持管理



〇中心となる地元住民の確保
・獣害対策をけん引する情熱のある方
・被害を受けた方

〇地域内で狩猟免許保持者を増加させる
・自己防衛や駆除意識の向上



〇侵入防止柵設置後の維持管理

・地域単位で維持管理計画書の作成

→計画書は、鳥獣管理士が内容を確認。
点検作業等の不足があれば修正を依頼。

・維持管理の研修会開催



防除対策の四つの柱（地域学習会の要点）

1 加害獣及び防除対策についての学習と合意形成
地域住民70％以上の合意を目指す

2 集落の環境整備、意識改革
鳥獣にとって魅力のない、怖い集落への変身を図る

3 捕 獲
侵入個体、侵入予備個体を捕獲することの重要性

4 侵入防止対策
防護柵等の効果と、効果の維持方法

華箸なワイヤーメッシュ柵のみでは被害は防げない



1 加害獣の的確な把握と的確な防護柵仕様の選択
2 的確なルートの選定

施工性、管理性、設置効果

3 柵設置要領の厳守
4 道路、河川横断箇所対策

侵入防止柵（ワイヤーメッシュ柵）設置指導に
当たっての留意事項

【設置後】点検巡視（修繕・改良）の徹底



釈迦ヶ岳地区（H23年 5km)

上寺島地区1（H24年 3km)

上寺島地区2（H24年 860m)

高原地区（H23年 2.8km)

○３１年度以降侵入防止柵設置検討地区

H31 田所中、西古屋、清水・新谷・宿上

H32 飯岡、佐貫、芦場新田、船場、新田

H33 上寺島中部、沼倉

山間部シカ・イノシシの生息数の増大

鳥獣被害エリアの拡大

・平成23年度被害調査においては、イノシシ・シカ被害は主に山

間部の、釈迦ヶ岳、上寺島が主で、イノシシは一部平場の玉生・
船生・大宮地区で、シカでは船生地区で被害が確認されていた。

・Ｈ２９年度現在、イノシシは急激な生息域拡大により、柵を整

備した以外の町内ほぼ全域に生息域が広がっている。また、シ

カについても被害地域が市街地域へ侵入が確認されている。

・町西側・日光市の山間部からの鳥獣の流入に加え、南側の鬼

怒川沿いからの侵入も目立ち始め、当町を横断し、矢板市北部

へのシカ・イノシシの被害も報告が増加していることから、被害
対策が急務となっている。

：設置済み柵

：H28年度設置

：H29年度設置

：H30年度設置

：H31年度以降予定
羽谷久保地区（H28年 5.8km)

百目鬼地区（H28年 7.0km)

上沢地区（H28年 1.8km)

上沢中北地区（H29年 11.0km)

道谷原区（H29年 5.0km)

大久保字老所地区（H29年1.26km)

風見地区（H29年5.0km)

鳥羽新田地区（H30年 3.86km)

山口地区（H30年 7.685km)

風見山田地区（H30年5.02km)

喜佐見地区（H30年 4.85km)

大久保字簗目地区（H30年4.09km)

泉地区（H30年2.0km)

○塩谷町における鳥獣被害エリアの拡大と侵入防止柵設置について
場所 実施年度 設置距離 事業名

塩谷町大字上寺島地内（釈迦ヶ岳） H23 5.0km 平成23年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町大字上寺島地内（高原区） H23 2.8km 平成23年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町大字上寺島地内（上寺島地区） H24 3.9km 平成24年度東日本大震災農業生産対策事業費補助金（平成23年度第1号補正繰越分）

塩谷町（羽谷久保地区) H28 5.8km 平成28年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町（百目鬼地区） H28 7.0km 平成28年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町（上沢地区） H28 1.8km 平成28年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町（上沢中北部地区） H29 11.0km 平成29年度中山間地域所得向上支援事業費補助金（平成28年度2次補正予算繰越分）

塩谷町（道谷原地区） H29 5.0km 平成29年度中山間地域所得向上支援事業費補助金（平成28年度2次補正予算繰越分）

塩谷町（大久保字老所地区） H29 1.3km 平成29年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町（風見地区） H29 5.0km 平成29年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町（山口地区） H30 7.7km 平成29年度中山間地域所得向上支援事業

塩谷町（風見山田地区） H30 5.0km 平成29年度中山間地域所得向上支援事業

塩谷町（鳥羽新田地区） H30 3.9km 平成29年度中山間地域所得向上支援事業

塩谷町（喜佐見地区） H30 4.9km 平成30年度中山間地域所得向上支援事業

塩谷町（大久保字簗目地区） H30 4.1km 平成30年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

塩谷町（泉地区） H30 2.0km 平成30年度鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

合計 76.1km

○侵入防止柵の設置状況

H28年度
実施隊の設置

・侵入防止柵総延長距離：76.1km



塩 谷 町 全 図 （防 護 柵 設 置 地 区）

泉

28年度設置 28・29年度設置 29年度設置 30年度設置 Ｒ1年度設置



山口西古屋

道谷原
羽谷久保

百目鬼
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