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福島市は、東北の玄関口である福島県の最北部に位置し、人口約29
万5000人（2011年９月）の県都である。面積は767.74k㎡、奥羽山脈
と阿武隈高地に囲まれた盆地状の地形の影響を受けた内陸性気候で、各
季節間の気温差が比較的大きく冬に比べ夏に雨が多い。
基幹産業は農業、特に果樹栽培が盛んであり、市街地に隣接した山間
部に大規模な果樹園が開かれ、2006年度（平成18年度）のくだものの
出荷額は124.1億円にのぼり、中でもナシは全国1位、モモは全国２位
の生産量を誇っている。総農家数は1980年(昭和55年)には1万699戸で
あったが、
2010年（平成22年）には7225戸であり、
2008年（平成20年）
に飯野町と合併して583戸が編入されたにも関わらず、減少している。
同区域を管轄するJA新ふくしまは（新ふくしま農業協同組合）
、福島
市と川俣町を管轄し、正・准合わせ、組合員2万4662人、正・臨時・
嘱託合わせ612人の職員を擁している。
（2011年1月31日現在）

山間に広がる果樹園
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（2）

取り組みの経緯
福島市では、大正時代よりニホンザルの生息が記録され、1978年（昭

ニホンザルの分布拡大
と被害の推移

和53年）の環境庁自然環境保全基礎調査によっても生息が確認されて
いる。また、環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種
のリスト）には保護に留意すべき地域個体群として1991年（平成３年）
より記載され、2007年（平成19年）に除外されている。
福島市では、1970年代にニホンザルが人里で見かけられるようにな
り、1978年（昭和53年）に山形、宮城県境付近の30戸の集落でニホン
ザルによる農作物被害が発生した。当時は、群れの数も一群れであり被
害もモモ数個と軽微であったが、その後生息域は拡大し、これに伴い
1990年代には摺上川上流部の集落内の農耕地すべてに被害が出始め、
1991年（平成３年）から着工された摺上ダムの建設によって被害地で
あった摺上川上流部の集落は移転し、この時期と重なるように下流域の
山間部から市街地近くまでの果樹園すべてに被害が波及した。被害を受
け易い果樹は福島市農業の基幹作物であり、また単価が高いことから、
被害総額を押し上げている。2006年（平成18年）には福島市北部から
西南部にかけての中山間地域を中心に農業被害が拡大した中で、市街地
への出没や、人家等への侵入などの生活環境被害が報告されるようにな
り、市民生活が脅かされた。2006年（平成18年）を頂点に被害額、被
害面積は減少するものの、生産農家の意欲減退などから耕作放棄地が増
加し、被害の減少した気の緩みから、農家による収穫残渣の放置や電気
柵の管理などの対策がおろそかになり、軽微な被害が継続的に発生して
いる。
表３－２－１ 福
 島市における農作物被害面積と被害額（主
にモモ、リンゴ、ナシ）
年

被害面積

被害額

2006 年

被害面積 202.5ha

被害金額 8256 万 5000 円

2007 年

被害面積 123.4ha

被害金額 2704 万 4000 円

2008 年

被害面積 105.6ha

被害金額 1908 万 1000 円

2009 年

被害面積

85.3ha

被害金額 1312 万 6000 円

2010 年

被害面積 42.76ha

被害金額 941 万 1000 円
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被害が出始めた1980年（昭和55年）ころから福島市では、農業者団
対策の推移

体を対象に、国庫補助事業、県単・市単補助事業により電気柵の整備を
行うほか、市有害鳥獣捕獲隊による銃器を用いた捕殺を実施し、生産者
による自衛的追い払いが行われてきた。
電気柵については、1980年（昭和55年）に試験的に設置され、効果
検証が行われたが、当時の電気柵は粗雑なものであったため、効果は認
められず設置は一時停止した。1990年（平成２年）からは、補助事業
などにより恒久タイプやネットタイプの電気柵の設置が進み、現在の総
延長は約90kmに及び被害対策の重点項目として進められているが課題
も多い。
1996年（平成８年）JA新ふくしまに組合員からニホンザルの被害対
策の要望が多く寄せられるようになったことから、JA新ふくしまは福
島県と共同でニホンザルに電波発信機を着けて毎日の追跡を開始した。
この発信機が装着された個体が存在する群れがいる行動域内には、１群
しかいないことが判明し、これまでの目撃情報や出没情報とは異なる結
果となり、
このことを農家に告げると、
「ニホンザルの居場所が分かれば、
被害対策になる、もっと装着を」と要望があり、市内の２群に各1頭装
着した。
電波発信機を装着する以前は、ニホンザルの生態や特性が十分に理解
されないまま被害対策が行われていたことにより、電気柵が有効に設置
されなかったり、効果的な追い払いが実施されていなかったり、やみく
もに対策を実施していたに過ぎないが、この行動調査から得られた情報
を基に対策内容が大きく変わった。
最初はJAの職員が業務の合間に追跡しニホンザルの位置情報を収集
する程度であったが、この位置情報を被害者に提供することが被害対策
に役立つと評価され、1997年（平成９年）からは、群れの位置に最も
近い農地の生産者に対しリアルタイムの情報を提供し、被害を未然に防
止することを目標に農地での農作業と追い払いを進めるようにした。ま
た、農繁期についてはJAがニホンザル位置情報を生産者に提供し、多
くの被害者が同時に情報を共有することで、より効果的な被害対策が実
施できると判断し、携帯メールのメーリングリストを利用した位置情報
提供システムを構築し、2001年(平成13年)から運用を開始、現在は『サ
ルメール』として活用され、6月から12月の7カ月間で1800通におよぶ
携帯メールが送信されている。
この時点ですでに、被害者である生産者自身が受信機を購入し、個々
に群れの位置を取得するようになっており、その情報を生産者同士が共
有し、共同での追い払いなど組織的な被害対策を行うシステムを築き始
めていた。このような被害者自らの被害防止体制を支援するため、JA
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新ふくしまでは独自に農繁期の追い払い員の増員やメーリングリストの
運用費等の支出、受信機購入などの支援事業を強化した。
2002年（平成14年）には、福島ニホンザルの会が設立され、この団
体の活動として、秋季から冬季にかけて個体数調査を実施し、年間に収
集した位置情報と総合して群れの変化を継続的に把握するという生息状
況調査を毎年継続している。
調査開始当時６群約500頭が確認されているが、対策としては、前述
のように電気柵の設置、生産者による共同の追い払いなどを実施してい
たが、被害者である生産者からは、捕殺の要望が高く、福島市有害鳥獣
捕獲隊による捕殺が行われていた。当時、
捕獲は銃器で行われていたが、
2000年代になってからは、箱わなの利用が主流となっている。
その後、群れ数も頭数も増え、平野部へ市街地へと分布が拡大し、
2006年（平成18年）12月には27群約1700頭、2010年（平成22年）
には38群約1800頭の生息が確認されている（表３－２－２、図３－２
－１）
。
2007年（平成19年）３月に『福島県ニホンザル保護管理計画』（特
定計画）が策定され、これに伴い福島市でも『福島市ニホンザル保護管
理事業実施計画』
（実施計画）を作成し、これを基礎として被害対策に
取り組んでいる。
それまで農作物被害については市とJAが連携して対応し、捕獲に関
しては県の許認可により市が実施してきたが、計画づくりから実施、モ
ニタリングまでを福島市、JA新ふくしま、関係機関が連携して進める
体制を整え現在に至っている。
表３－２－２
年

 島市におけるニホンザルの生息数と群れ数、
福
加害群数の推移

生息数（頭）群れ数（群）

加害群頭数
（頭）

加害群数
（群）

2002

約500

6

2006

約1700

27

約1300

18

2007

約2060

37

約1240

23

2008

2113

38

1358

25

2009

約1835

34

約1190

23

2010

約1824

38

約1150

25

図３－２－１ 福
 島市に生息するニホンザ
ルの群れの位置（2011年）
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（3）

対策の内容
福島市では、1970年代よりニホンザルの被害対策としてさまざまな
取り組みが行われてきたが、2007年（平成19年）からは『福島県ニホ
ンザル保護管理計画』
（特定計画）および『福島市ニホンザル保護管理
事業実施計画』
（実施計画）に基づいてニホンザルの保護管理と被害対
策が実施されている。
また、鳥獣被害防止特措法に基づき、
『福島市鳥獣被害防止計画』を
策定し、これに沿って被害対策を実施している。
保護管理の目標を「サルの地域個体群の保全を図りつつ、農林業等の

福島県ニホンザル保護
管理計画

被害を減少させ、サルとの共生を図る」と定め、この目標を達成するた
めに当面５年間の短期目標とその先を見据えた中長期目標とを立て、ニ
ホンザルの生態や被害防除の技術に精通し地域に根ざした活動ができる
人材の育成と、ニホンザル問題に対する県民への普及啓発を行うとして
いる。
また、
「短期目標」
「中長期目標」を達成するための手法を、ニホンザ
ルの被害地および被害予備地域における被害防除を中心とした「群れ対
策」と、
県民を対象とした普及啓発や人材育成を中心とした「広域対策」
に区分し、
「群れ対策」は市町村が、
「広域対策」は県が中心となって実
施し、「群れ対策」の実施に当たっては各市町村が実施計画を策定し、
複数の市町村にまたがる場合の調整を行う単位として保護管理ユニット
に全県を区分、
福島市は伊達市、
桑折町および国見町とともに福島ユニッ
トを設定している。
短期目標としては、農業被害の軽減、周辺環境の整備、ニホンザルの
保護管理のための人材育成、被害防除への県民理解の推進と支援を得る
ための仕組みの検討とし、このうち、農業被害対策と周辺環境の整備に
ついては、
「群れ対策」として市町村が担当する。
特に、農業被害対策の軽減については、以下の具体策を掲げている。
・電波発信機の装着による加害群れの特定
・被害防除対策の組み合わせによる対策の実施（電気柵、効果的な追
い払い、個体数調整等による防除対策の実施）
・被害防除に関する農業者への普及啓発（さまざまな被害防除対策の
紹介、メンテナンス法の指導等）
市町村が取り組む 「群れ対策」の中長期目標は、効率的・効果的な
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農林業被害防除対策の検討・実施として、短期目標における被害防除対
策を検証し、より効率的・効果的な対策を実施するとしている。
さらに、数の調整のための捕獲は、人的被害が懸念され、農作物への
依存度が高い群れについて実施し、実施計画を策定した市町村長に許可
権限を委譲するとし、実施後はモニタリングによりその効果や影響を的
確に把握するとしている。
モニタリング等の調査研究（特定計画から）
①

群れの状況：群れの特定のため発信機装着/群れの構成、行動圏、
農作物の摂食状況について群れごとの把握

②

被害の状況：被害発生地点、被害品目と被害量、被害額/被害対
策の効果測定

③

生息環境：ニホンザルの行動に影響を与える、生息地周辺の環境
変化の情報収集

福島市は『福島県ニホンザル保護管理計画』の目標に沿って同計画内
福島市ニホンザル保護
管理事業実施計画

で市町村が担当するとされた「群れ対策」を実施するにあたり『福島市
ニホンザル保護管理事業実施計画』（実施計画）を毎年作成し、短期目
標と中長期目標とを掲げた上でさまざまな手法を組み合わせてニホンザ
ルの保護管理と被害対策を行っている。
被害防除対策の目標としては、
①煙火等による追い払い、
②防護柵（電
気柵等）の設置、③群れの位置情報の配信、④その他被害軽減策の検討・
調整など、周辺環境整備の目標としては①未収穫農作物の除去、②生ゴ
ミ放置等への注意喚起、
③下刈りや藪刈りの実施、
④緩衝帯（バッファー
ゾーン）の設置、⑤耕作放棄地の管理、群れ対策の目標として①地域の
実状に合わせた個体数調整の実施、②捕獲個体の調査・分析、③地域へ
の情報提供と適切な指導として、この目標達成のために関係機関が連携
して複合的な取り組みを展開している。
特に個体数調整に関しては、独自の基準（表３－２－３）を設けて、

個体数調整

群れごとに「全頭捕獲」
「一部捕獲」
「調査観察」に対応を区分して実行
計画を毎年立てて実施している。各群れがどの管理区分に属するかは、
群れごとに頭数、分派や分裂など群れの状況、遊動域、被害地域、被害
作物・金額などの情報と前年の個体数調整の状況を把握した上で評価し
ている。
また、捕獲による群れの分裂や遊動域の拡大を防ぎ群れの安定化を図
るために、捕獲には「箱わな」を用い、銃器による捕獲は出来るだけ行
わないとしている。
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さらに、捕獲によって急激に群れの構成を変化させることなく群れサ
イズ（頭数）を縮小するための「管理捕獲」として、成獣メスの捕獲は
捕獲対象数の1/2を上限とし、成獣オスは、交尾中の捕獲を控えるとい
う制限を一部の群れに対して設けている。そのため、捕獲檻に該当の動
物が入った場合には放獣している。
表３－２－４
表３－２－３
管理区分

全頭捕獲

個体数管理の基準

群れの状況

年度

群れの分布が過密化している地域で、

1998

22

1999

36

2000

27

一定の加害状況が認められる群れを

2001

60

対象とし、群れサイズの縮小を図る。

2002

38

2003

40

2004

25

2005

25

2006

90

2007

365

2008

388

2009

163

2010

187

集落地へ頻繁に出没し、かつ被害状
況が甚大な群れを対象とする。
集落地への出没頻度は低いものの、

一部捕獲

調査観察

 島市におけ
福
るニホンザル
の捕獲実績

加害状況が軽微、もしくは認められ
ない群れを対象とする。

捕獲頭数（頭）

福島市では、加害群の群れの構成と頭数（群れサイズ）を適切に保つ
捕獲個体の調査・分析

ことで群れの管理を容易なものとするために、福島市ニホンザル保護管
理事業実施計画に基づき個体数調整を行っており、より適切で効果的な
群れサイズコントロールを行うために、捕獲・殺処分されたニホンザル
をできる限り回収して調査し、福島市捕獲個体調査研究事業として基礎
的な情報を蓄積している。
調査では、外部計測および解剖により、性別、年齢区分、繁殖、栄養
に関する情報を収集し、この結果を個体数調整の方針を作成する基礎資
料として活用している。
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表３－２－５
年度
はこわな

福島市における捕獲方法の内訳（頭数）
2008

2009

2010

2008 ～ 2010 合計

279

125

145

549

銃器

9

2

18

29

その他

3

1

1

3

291

128

164

583

合計

「群れ対策」の効果や影響を科学的に評価するために、年間を通じて
モニタリング

の各群れの行動域の把握と秋から冬にかけての各群れの個体数を調査
し、福島市内に生息するサルの総数、加害群の総数、各群れの頭数を把
握して次年度の実施計画に反映させている。
調査は、福島市が経費を支出しJA新ふくしまが実働するほか、多く
の無償有志の協力を得ている。
国、県、市の補助によって導入された電気柵は総延長79kmに及び、

福島市電気柵設置事業

生産者が組織する電気柵組合が維持管理を行っている。福島市は、老朽
化した電気柵の機能回復を図るための消耗機材購入費用の一部を助成し
ている。

設置した電気柵

福島県森林環境税を原資とした森林整備事業『野生動物との共生林整
福島市森林環境交付金
事業

備』を活用して2007年度（平成19年度）から2010年度（平成22年度）
に実施。民有林内で5～20ｍ幅の森林整備を行った。ベルト状に空き地
を設ける場合と見通しを良くするための受光伐を行う場合があり、電気
柵周辺ではベルト状に伐採している。地権者への説明や同意の取り付け
など事業実施は地元住民が主体で行い、その後に地元住民と市が協定を
結び、市が発注施工する。
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図３－２－２

（4）

福島市森林環境交付金事業箇所図（2007－2010年度）

実施体制
各組織間が連携して被害防止対策を推進することを目的に、被害発生

福島市有害鳥獣被害対
策協議会

に関する問題や防止に対する方向性を共有し、対策内容の確認や決定を
行う場となっている。実際の問題解決や対策の実施に関しても、それぞ
れの問題や対策ごとに担当する機関や実施方法などを協議してこれに基
づき被害対策にあたっている。以下の組織により構成され、福島市が事
務局を担当している。
福島市/新ふくしま農業協同組合/南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会/
JA新ふくしま有害鳥獣対策連絡協議会/福島県北農業共済組合/福島県北
森林組合/福島市農業委員会/福島県鳥獣保護員/福島市有害鳥獣捕獲隊/
福島県自然保護協会/日本野鳥の会福島支部/福島ニホンザルの会/生産
者代表/福島市議会/福島警察署生活安全課/福島北警察署生活安全課/福
島県県北地方振興局/福島県県北農林事務所
宮城県南および福島県北、山形県東部に跨る広域地域において、関係

南奥羽鳥獣害防止広域
対策協議会

機関の連携により県域を跨いだ被害対策を実施することを目的に2007
年（平成19年）5月設立された。
構成機関は、福島県は福島市、伊達市、桑折町、国見町、新ふくしま
農業協同組合、伊達みらい農業協同組合、福島県北農業共済組合。宮城
県は白石市、七ヶ宿町、丸森町、蔵王町、川崎町、みやぎ仙南農業協同
組合、みやぎ県南農業共済組合。山形県は米沢市、南陽市、上山市、山
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形市、天童市、東根市、村山市、尾花沢市、高畠町、山形農業協同組合、
山形おきたま農業協同組合、東根市農業協同組合である。宮城のサル調
査会、山形の野生動物を考える会が地域の実情にあった効果的かつ効率
的な被害防止対策に関する助言・指導等を行っている。
2007年（平成19年）4月に発足。農政部農業振興課と農政部農林整
福島市有害鳥獣被害対
策プロジェクトチーム

備課の11名から構成され、
『福島市ニホンザル保護管理事業実施計画』
の作成と実施を福島市として担当している。環境部局と農林水産部局と
が一つとなり被害対策を推進している特異な存在である。農作物被害対
策専門員が行う活動全般の支援も行っている。
営農部農業振興対策室に鳥獣害対策センターを置き、福島市との強力な連

JA新ふくしま

携の元でモニタリング、組織的追い払い・追い上げ、捕獲、防除指導、ニホ
ンザルの位置情報共有システムの運営、人材育成など対策全般を担っている。
福島市有害鳥獣被害対策協議会、南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会の
構成員である。

(

JA
1

11
3

192

図３－２－３
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実施体制図

福島県猟友会福島支部および福島北支部に所属する192名より構成さ
福島市有害鳥獣捕獲隊

れ、福島市農作物被害対策専門員による追い払いや捕獲檻の設置作業を
支援している。福島市やJAが被害発生の都度、有害鳥獣捕獲隊に対し
協力を求め、捕殺等を実施している。市は、有害鳥獣捕獲隊の設置運営
に対して補助を行っている。
福島市ニホンザル保護管理事業実施計画を効果的に実行するために市

福島市農作物被害対策
専門員

役所内にプロジェクトチームを置き、個体数調整による捕獲業務をJA
新ふくしまに委託して実施。委託費には、人件費（日給、月給）のほか、
ガソリン代、車両2台のリース代、狩猟事故時の損害保険代、車検代、
散弾代が含まれる。
JA新ふくしまは嘱託職員として、福島県猟友会福島支部および福島
北支部から推薦された３名を農作物被害対策専門員として雇用してい
る。
専門員は、年中２名１組で午前８時半から午後５時半まで活動し、全
捕獲檻の見回り、銃を用いた捕獲個体の止め刺しを実施している。
捕獲檻は、Ⅰ型（H=1800 W=1800 L=3600mm）14基、Ⅱ型（H=800
W=800 L=1100mm）34基の合計48基が設置されている。捕獲は群れ
を特定して行うため、設置場所についてはモニタリング結果を踏まえ目

Ⅰ型捕獲檻

的の群れのみの行動域内で専門員が判断して設置する。被害者個人から
の要望を受けることはせず、町内会が市に対して要望を出した場合や農
業振興審議会がJA新ふくしまに要望を出した場合に、実施計画に適合
していればその場所に設置することもあり、この場合は主にⅡ型檻を使
用する。Ⅰ型捕獲檻の移動に際しては、専門員が指示をして地区の有害
鳥獣捕獲隊員（猟友会会員）と共に行う。その際市は、保護管理活動報
奨金として日当2000円を各捕獲隊員に支払う。

Ⅱ型捕獲檻

捕殺に際しては、群れが特定でき、農作物被害対策専門員が経験によ
りその個体が群れにとって必要ではないと現場判断した場合にのみ行っ
ている。捕殺個体は、全頭を回収し、福島市の捕獲個体調査研究事業に
供している。
専門員は、檻の見回り業務中に園地においてニホンザルに遭遇した際
には、園地から煙火やまれに散弾を用いて追い払いを行うが、ニホンザ
ルが園地にいついているため時間をかけて遠くへ追い上げる必要がある

檻の設置位置

場合は、有害鳥獣捕獲隊員（猟友会会員）に加勢を求めている。
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表３－２－６

（5）

追い払い加勢出動回数

年度

期間

活動回数（回）

のべ人数（人）

2008

5 月から 2 月

64

313

2009

7 月から 2 月

45

315

2010

4 月から 2 月

95

461

成果と課題
福島市では、2007年（平成19年）より福島市ニホンザル保護管理計
画に基づき、短期および長・中期目標を立てて、被害防除対策、周辺環
境の整備、群れ対策、人とニホンザルの棲み分けの推進を行ってきた。
1999年度（平成11年度）には1億3000万円だった被害額は2010年（平
成22年）度には941万1000円と激減したかに見えるが、果樹栽培に不
適切な園地の放棄や軽微な被害の潜在化など被害額だけでは推し量るこ
とのできない問題があり、人とニホンザルの棲み分けを達成するために
は、速やかに解決すべき課題が山積している。
1990年(平成２年)より国、県、市の補助を受け生産者が電気柵を設

防除対策

置した。当初、できるだけ広域に山際に設置したが、急斜面などの設置
もあり容易に突破される空間などが存在し効果が著しく低いものであっ
た。また、設置距離が長く管理がしにくいなどの理由から、その後は果
樹園の周囲のみを囲む形で設置されるようになったことに加え、柵の外
周で耕作を放棄した林縁部の園地が緩衝帯となって、侵入防止に成功し
ている園地がある。ただ、すでにニホンザルの群れが餌場として日常的
に利用している地域では効果が低い傾向にある。
また、老朽化した施設の補修や日常のメンテナンスを個人や電気柵組
合が行っているが、取り組み方によっては、電気柵の効果が低減してい
る場合もある。
追い払いについては、テレメトリー法の導入、JA新ふくしまによる
携帯メールのメーリングリストを利用したニホンザルの位置情報共有シ
ステムの活用、ニホンザルの移動先を推定した上で先回りし複数人数に
より組織的な実施、目標を定めて追い上げるなどの手法が効果を挙げ、
被害の無くなった園地もあるなど一定の成果は現れているが、農閑期に
園地でニホンザルを見かけても生産者は追い払わず、人間や出没地点に
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対する警戒心を年間を通じて持続させることが難しく、ニホンザルの人
馴れを助長する結果となっている。
緩衝帯はそれ自体がニホンザルを園地に近づけないという効果を持つ
環境整備

ものだけではないが、緩衝帯整備によって、林縁部に設置された電気柵
のメンテナンスが容易になり、その結果機能が回復し、これによってニ
ホンザルの行動遮断効果が現れ、林縁部の見通しが確保されたことで、
追い払い・追い上げの効果を高める一助となっている。また、緩衝帯が
設置地域のシンボル的な役割を持ち、地域住民が里山の手入れや被害防
除に積極的になるという効果もある。
ただ、未収穫農作物の存在、廃果の放置や投棄は注意喚起にもかかわ
らず相変わらず見受けられ、その地点がニホンザルの行動域内に組み込
まれ追い上げの効果が失われるだけでなく、冬季間に栄養価の高い農作
物を摂食することで、ニホンザルの栄養状態が良好になり、子ザルや老
齢個体の死亡率を低下させ、生存率を高めるなどの影響が懸念される。

リンゴ園内に放置された廃果

林内に投棄された廃果のニホンザ
ルによる食痕

福島市ニホンザル保護管理事業実施計画に基づく個体数調整の実施開
群れ対策

始以前の加害群は2006年（平成18年）に約1300頭だった個体数は、
2010年（平成22年）には約1150頭と減少したが、群れ数は13群から
23群と増加している。
さらに一部では群れの分裂と行動域の拡大が起こり、生息が過密な地
域では6群の行動域が重なったことで、個体数調整によって個体数を減
少させても、軽微な被害が断続的に続くような状態がある。群れ数が増
えることで、ニホンザルの出没頻度が高くなり追い払いの回数も増加し
被害者の負担も増え、軽微被害が継続することで生産者の諦めを増長す
る結果も招いている。
群れごとの捕獲目標に沿った捕獲の実施については、箱わなを使った
捕獲が前提となるが、ニホンザルの行動域の変化に即応して比較的大型
のⅠ型檻の設置場所を決定し移動する機動力の確保、設置用地の交渉、
GPS発信機等機材の充実、捕獲技術を継承するための人材育成、捕獲個
体の処分方法の確立、個体数調整の効果検証などが課題となっている。
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テレメトリー法を使った群れ位置の把握は、組織的計画的な追い払い
テレメトリー、GPS

の実行に有効となるだけでなく、年間を通じて記録収集を継続すること
で群れの行動域の変化や群れ同士の位置関係などが明らかになり、電気
柵などの防除や緩衝帯設置などの環境整備の計画づくりに役立てること
ができるものの、
現在は園地から離れた奥山などの追跡ができていない。
GPS機能を搭載した電波発信機を装着して群れの行動を記録した場
合、人力によるテレメトリー法では確認できなかった群れの行動を把握
できるなどの利点を活かし、群れや地域の特性に合わせテレメトリー法
と組み合わせて活用していきたい。

図３－２－４

人力による調査結果

図３－２－５

GPSによる調査結果

2011年（平成23年）3月11日に発生した東日本大震災による福島第
放射能の影響

一原子力発電所の事故により放出された放射能の影響を受け、福島市で
は農産物の集荷停止や消費者の買い控えによる出荷の減少が起こった。
経営が成り立たず、離農や耕作放棄が進んだ場合、群れの行動制御が難
しくなり、被害が拡大する恐れがある。
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