
神奈川県は関東平野の南西部に位置し、面積は約2400ｋ㎡で国土面

積に占める割合は0.6％と小さいが、首都圏の一角に位置し人口は約

900万人（2009年〈平成21年〉10月１日、国勢調査）で、東京都に次

いで全国第２位となっている。地形は、丹沢山地と箱根火山で特徴づけ

られる起伏の激しい山が多い西部地域、多摩丘陵と三浦半島からなる丘

陵地性の東部地域、相模川両岸に広がる平坦な段丘と低地からなる中央

地域の３地域に大きく分けられる。気候は温暖で雨量の多い太平洋側気

候となっている。

農業については、農業面積約２万ha、農家戸数約2万8000戸と規模

はかなり小さいが、農地に占める畑の割合が約80％と都心に近いこと

を生かし野菜や果実などの生鮮食料の生産が盛んである。

調査対象地域である西湘地域は、三重式火山で知られる箱根火山があ

り、酒匂川、狩川によってつくられた足柄平野がその裾野に広がってい

る。人口は約24万人で神奈川県の人口の約3％を占めている。農業は、

専業農家率が県平均の17.4％に近く16.3％となっており、農家戸数は

約2700戸と県全体の約1割を占める。また、主な農産物はミカンで西

湘管内市町の農業産出額において約３割から８割を占めている。

３ 神奈川県西湘地域におけるニホンザル追い払い手法

（1） 調査対象地域の概要と特徴

地域 神奈川県西湘地域

関係主体

行政 地域

都道府県
市町村 組織

( 協議会等 )
人材

( 専門員等 ) 農協 猟友会 団体
(NPO 等 )

その他
( 捕獲隊等 )本庁 出先機関 試験研究

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中心的
な機関 神奈川県・小田原市 獣種 ニホンザル ニホンジカ

技術的
対策

個体数
把握 個体数調整 追い払い 生息・移動

情報の共有
　モニタリング

調査

政策的
対策

基本プラン
・実施計画

実施体制
（行政と地域が
連携した体制）

モニタリング
データの集積

現場機関と
猟友会等の連携

人材の
確保

神奈川県および
西湘地域の概要
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生息状況

神奈川県内の野生ニホンザルの生息は1924年（大正12年）に、丹沢

山地と箱根山地で確認されている。1992年（平成４年）には、東京都

と山梨県との境の県北部に分布が確認されている。

1950年代から箱根山地においては、湯河原町の天照山と大観山およ

び周辺の観光道路を中心に野猿公園が開園されるなどしてニホンザルの

餌付けが行われ、また、大学や研究者による生態調査が実施されていた。

当初餌付けがされたのは、１群約35頭であるが、1960年代には、餌付

け対象は４群となり、1970年代には、周辺地域の被害の増加や野猿公

園の観光客の減少に伴い、餌付けが中止された。餌付け中止後、群れは

分裂し５群となり、個体数は約200頭であった。

一方、この間丹沢山地では、詳細な生息調査はほとんど実施されてい

なかったが、1993年（平成５年）には、神奈川県は生息調査を実施し、

5群約300頭を確認した。また、1997年（平成９年）の丹沢大山自然環

境総合調査報告書では、東丹沢に少なくとも７群が生息し、西丹沢にも

群れが生息している可能性が報告されるとともに、県内には４つの遺伝

子タイプがあることが明らかになり、地域個体群間の遺伝的交流の重要

性が確認されている。

被害状況

被害については、餌付けの中止や森林開発による生息環境の悪化等に

より、農作物への依存度を高め、1960年代から箱根山麓の西湘地域の

ミカンを中心に被害が発生し始め、1970年代には市街地に出没し、人

身被害を発生させるようになっていた。

このため、1977年（昭和52年）には、片浦農業協同組合および片浦

地区連合自治会から県知事へ小田原市長の副申書付きの野猿対策につい

ての陳情書が提出され、1982年（昭和57年）には、湯河原町の自然を

守る会、箱根を守る会ほか４自然保護団体から「県西部地域野猿対策に

ついて県予算措置の実現かた要請の件」が県議会に提出された。続いて、

1993年（平成4年）には、小田原市６地区連合自治会町および小田原

市野猿対策協議会会長から、1万6340名の署名を添え、県知事宛て要

望書が提出された。さらに、小田原市野猿対策協議会会長から県議会議

長宛てに「野猿による農作物被害について」の陳情書に続き請願が提出

された。
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1970年代

被害の状況をうけて、西湘地域の市町を中心に市町・農協・猟友会な

どからなる野猿対策協議会が次々に設置された。各協議会では、有害駆

除、餌付け禁止の看板や県の補助による電気柵の設置などが行われた。

1980年代

神奈川県は1985年（昭和60年）に、西湘地域の各自治体の野猿対策協

議会および学識経験者、JA、市町（小田原市、箱根町、真鶴町、湯河

原町、後に南足柄市が加入）からなる神奈川県野猿対策協議会（事務局：

西湘地区行政センター環境部）を設置し、隣接市町による横断的な被害

対策の検討を行い、「西湘地域における野猿対策について」を提言した。

提言を元に県では、1985～87年度に「野猿生息環境整備調査」を実施

した。この調査結果を受けて、「西湘地域野猿保護管理計画（1988年〈昭

和63年〉３月）」（以下、計画）が策定され、計画では、野猿の保護と

管理・野猿による被害防除・野生動物愛護思想の啓蒙の３点が基本の方

針とされた。これを受けて1988年度（昭和63年度）には、「野生動物

のふるさと整備推進計画調査」を実施し、計画中の「野猿の保護と管理」

を進めるための生息環境整備を事業化し、「県西地域野猿の郷整備事業」

とし、1989年度（平成元年度）から事業が開始された。この事業では、

実行委員会を設立し、県および市町が事業費を負担して、生息環境を回

復するため食餌木の植栽、生息状況の把握、森林内の野猿保護管理地区

への誘導、行動域遮断のための電気柵の設置などを行うこととしていた。

1990年代

県西地域野猿の郷整備事業による生息環境の回復は、食餌木の生育遅

れや枯損のため進まなかった。そこで、1996年度（平成８年度）に、

実行委員会は事業内容の見直しを行い、柵で囲った土地に捕獲したニホ

ンザルを収容し、自然の餌を採餌させて世代交代後に野猿保護管理地区

に放獣するという食性改善事業を実施することとした。しかし、事業費

の増大や自治体の財政状況の悪化から、事業の継続が困難な状態となり、

さらに、計画の見直しを進めるため、1998年（平成10年）には、学識

経験者等からなる「西湘地域野猿保護管理計画検討委員会」を設置し、

1999年（平成11年度）に計画が改定された。

一方、丹沢山地および県北部に対しては、1994年（平成6年度）か

らJA、厚木市を中心に、県央地区野猿対策連絡会を結成するなどして

（2） 取り組みの経緯

被害発生～保護管理計
画策定

─ 68 ─



対策が行われていた。

そして、1999年（平成11年）６月に、鳥獣保護法が改正され特定鳥

獣保護管理計画制度が創設されたことに伴い、他県で保護管理計画を作

成する動きが現れ、サルの保護管理の内容の転換など状況が変化した。

そこで、神奈川県は、2000年度（平成12年度）には、神奈川県野猿対

策協議会を解散し、学識経験者、農協、市町村などからなる神奈川県鳥

獣総合対策協議会を設置した。ニホンザルについては、サル対策専門部

会を設置して、対策および保護管理計画を検討することとされた。そし

て、第８次鳥獣保護事業計画を改定し、ニホンザルを特定鳥獣に位置付

け保護管理計画を策定することとした。

また、地域における対策については、各地域県政総合センターが事務

局となり、同じく学識経験者、JA、市町村、猟友会等からなる地域鳥

獣対策協議会を設置し、ニホンザルを始めとした野生鳥獣による被害対

策を検討することとされた。

2002年度～2004年度（平成14～16年度）には、上述の西湘地域を

中心とした対策に加え、県北部と丹沢山地も含めて、県の補助および国

の緊急地域雇用創出特別対策事業を活用し、ニホンジカ・イノシシ対策

も含めた野生動物との棲み分けを図るための林縁への広域獣害防止柵の

設置事業や、県内に生息する12の加害群にニホンザル監視員を配置し、

受信機を用いて群れを追跡し、生息状況の調査や追い払いへの協力など

が行われた。

神奈川県ニホンザル保護管理計画

このような神奈川県全域を対象にした対策が実施されるとともに、神

奈川県は、農作物被害の軽減及び生活、人身被害の根絶を目指し、長期

的な観点から地域個体群の安定的な存続を図ることを目標として2002

年度（平成14年度）に神奈川県ニホンザル保護管理計画（以下、１次

計画）を策定している。

野猿の郷整備事業の結果、ニホンザルの行動域外の地域を保護地区に

指定し、仮に誘導できたとしても、当該地域に定着させることは極めて

困難であるとの知見が得られたことから、１次計画の策定に当たっては、

ゾーニングによる保護エリア管理方式を採用せず、群れごとの行動様式

から判定した加害レベルに応じた被害管理方式をとることとされた。さ

らに、ニホンザルの農地等への侵出要因は、餌食物環境の悪化が主な原

因ではないことから、生息環境整備によって被害防止を期待することは

難しく、被害の軽減・解消に向けた対策を保護管理の重点事項としてい

た。また、西湘地域に生息する群れは、神奈川県レッドデータ生物調査

保護管理計画策定～現
在
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報告書（高桑ら，2006）で絶滅が危惧される地域個体群として評価さ

れているため、群れの維持を優先とした対策が必要とされていた。

１次計画を進めるに当たって、神奈川県は「特定鳥獣モニタリング調

査」を実施し、群れ数・行動域・個体数・加害レベルなどの生息状況を

把握している。市町村では、モニタリング調査結果および被害状況を踏

まえて、各地区において重点的に行うべき被害対策を群れの加害レベル

と被害対策の選択基準により複合的に選択し、群れごとの対策を明示し

た事業実施計画原案を作成することとなっている。この原案を元に、各

地域鳥獣対策協議会で地域の事業実施計画として取りまとめられ、サル

対策専門部会での検討および神奈川県鳥獣総合対策協議会での報告を経

て事業が実施された。　

被害対策に関する事業費については、それまでのニホンザル以外の野

生鳥獣に対する被害対策も含む「有害鳥獣等被害対策事業」（補助率

1/2以内）から、保護管理計画を策定したニホンザル（およびニホンジカ）

は、「特定鳥獣被害対策事業」（補助率1/2以内）として、保護管理計画

区域内の市町村等が実施する追い払いや防護柵の設置、個体数管理など

の事業に対して補助することとされた。さらに、各地域の実情に応じた

自主的な対策の促進が必要であることから、鳥獣害対策に関する専門的

知識を有する「鳥獣被害防除対策専門員」の配置や「被害防除対策モデ

ル地域」の指定などが行われた。

図３－３－１　1次計画の概要
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1次計画の結果、地域個体群は維持されており、個体数も神奈川県内

全域でみれば増加傾向にあるが、西湘地域個体群では個体数減少、南秋

川および丹沢地域個体群では個体数増加による群れの分裂が生じてお

り、農作物等被害、生活被害、人身被害は依然として発生していた。ま

た、行動域の拡大、広域獣害防止柵開口部からの侵入、未設置地域での

被害発生などの課題もあり、目標は達成されていない状況であった。

そこで、神奈川県は、2007年度（平成19年度）以降においても引き

続き、1次計画を踏まえ、被害防除対策、個体数調整、生息環境整備等

の事業を多様な事業主体により総合的に講じるとともに、モニタリング

による科学的な評価に基づく保護管理事業を推進するため、第２次神奈

川県ニホンザル保護管理計画（以下、２次計画）を策定した。第2次計

画では、分裂による被害拡大防止のための個体数調整などが加えられた。

神奈川県第２次ニホン
ザル保護管理計画

図３－３－３　2次計画の概要

表３－３－１　追い払いの実施状況

図３－３－２　群れの加害レベル判定基準表
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モニタリング調査によって、神奈川県内の加害群の生息状況が把握さ

れている。2010年度（平成22年）に神奈川県が行った生息状況調査に

よる分布状況を図３－３－４、これまでの調査による群れ数および個体

数の推移を表３－３－３に示した。神奈川県内では、西湘地域個体群、

丹沢地域個体群、南秋川地域個体群の３地域個体群の存在が確認されて

おり、県内の推定生息数は18群１集団約1000頭で、この他に、生息状

況の不確かな野生群および群れに属さないオスのハナレザルが生息して

いると考えられている。

図３－３－４　2010年度（平成22年度）　神奈川県内のニホンザル（加害群）の分布

生息状況

表３－３－２　捕獲数の推移
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被害状況
1982年（昭和57年）から2010年（平成22年）までの、神奈川県に

報告された農作物被害面積および被害額の推移を図３－３－５に示し

た。被害作物の種類は、ミカン、カキ等の果樹から、カボチャ、トウモ

ロコシ、トマト等の野菜、サツマイモ等のイモ類まで幅広く、増減を繰

り返しながら継続して発生している。なお、被害は自己申告に基づくも

のであるため、被害が生じていても報告がされない場合もあり、必ずし

も実態を反映したものでないと考えられている。

また、ニホンザルによる騒音、人家侵入などの生活被害や人に対する

威嚇行為および噛みつく、引っ掻くなどの人身被害も継続して発生して

おり根絶には至っていない。

図３－３－５　神奈川県のサルによる農作物被害面積および被害額

表３－３－３　群れ数および個体数の推移
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小田原市内には、西湘地域個体群に属するＳ群とＨ群が生息している。

Ｓ群は、箱根町畑宿須雲川流域で1969年（昭和44年）に餌付けられた

群れで、1991年（平成３年）の59頭が最も多い個体数で、2000年代

に入ってからは20頭前後の個体数で推移し、群れの分派行動や分裂は

確認されていない。主に小田原市、箱根町を利用しているが、季節的な

移動を行い、1990年代から夏季には行動域の北部となる南足柄市を利

用している。Ｈ群は、湯河原町広河原で1968年（昭和43年）に餌付け

られた群れで1991年（平成３年）の84頭がもっとも多く2000年代に

入ってからは30頭程度の個体数で推移し、群れの分派行動や分裂は確

認されていない。餌付け中止後、両群は小田原市内の農地に出没し、

1960年代から農業被害を発生させるようになった。さらに、Ｓ群は、

小田原市街地に頻繁に出没し、1990年代には、人家侵入や人への威嚇

などの被害も発生させるようになった。県内でもっとも加害レベルの高

い群れであり、群れ全体の捕獲を検討するなどその対策は急務となって

いた。

このような状況を受けて、小田原市は、2002年度（平成14年度）か

ら2004年度（平成16年度）まで国の緊急地域雇用創出特別対策事業を

利用して県が実施していたニホンザル監視員の配置を継続することと

し、2005年度（平成17年度）からは、特定鳥獣被害対策事業費補助に

より、県と市で事業費を負担しＳ群およびＨ群に対する追い払いを開始

した。

2002年度（平成14年）から2004年度（平成16年）までのニホンザ

ル監視員は、猟友会を含む20代～60代の男女が１日当たり１名の交代

制で、5月から翌年2月までの毎日従事していた。2005年度（平成17年

度）からは、小田原市が猟友会に追い払いを委託し、猟友会は40代～

70代の男性で追い払い隊（10名程度）を編成して、１日当たり２名の

交代制で、2006年度までは通年で平日、2007年度からは、通年で毎日

従事した。従事時間は、おおむね9時～17時（昼食休憩１時間）となっ

ている。

ニホンザル監視員は、群れの追跡および地域の追い払いへの協力のた

めに配置されており、追い払いは監視中に群れが農地や住宅地に出没し

た際に、煙火やエアガンなどでその場からの追い払いを実施していた。

（3） 対策の内容

対象群

追い払い方法

従事者

追い払いの流れ
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追い払い隊は、神奈川県のモニタリング調査により発信機が装着され

た個体を終日追跡し、農地や市街地で個体や群れを目撃した際には、煙

火、パチンコ、エアガン、散弾銃を用いて発砲する花火弾（火薬のみの

空砲）または野猿弾（火薬および硬質ゴム弾）を併用し、周辺林地へ移

動するまで追い払いを継続している。

①業務開始：市役所に集合し前日の群れの行動や被害の状況、追い払い

に関する指示などを追い払い隊員間で確認する。

②巡回：追い払い隊員2名は、各自、車載アンテナと受信機を取り付け

た自家用車で市内を巡回する。

③連絡：隊員同士は、携帯電話やトランシーバーなどで連絡を取り合う。

④方探：電波を受信したら、指向性のある八木アンテナを用いて群れが

いる方向を把握する。

⑤追跡：八木アンテナで把握した群れの推定位置に向い、群れを目撃し

たら受信機や目で群れを確認しながら追跡する。

⑥追い払い：追跡中に群れが市街地・農地に出没した場合は、追い払い

を実施しその場から群れを移動させる。追い払いは、隊員同士が連絡を

取りお互いの位置および群れの位置を確認しながら、周辺林地など被害

が生じない地域へ向けて移動させるよう行った。

⑦報告・情報提供：業務終了時には、市へ群れの位置情報や被害状況、

翌日への連絡などを報告する。市は、得られた位置情報をＨＰで提供する。

【目的】近年の鳥獣による農林業被害、生活被害および自然生態系への

影響等を踏まえ、適正な鳥獣の保護と管理等の対策を検討するため設置

する。

神奈川県鳥獣総合対策
協議会

（4） 実施体制

追い払いの様子

図３－３－６　小田原市HP改編
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【協議事項】

・適正な鳥獣の保護と管理の対策に関すること。

・特定鳥獣保護管理計画の計画内容に関すること。

・鳥獣による被害対策に関すること。など。

【委員】部会員は、16 人以内とし、学識経験者、関係団体所属員、関

係行政機関の職員、地域鳥獣対策協議会委員をもって組織する。

【任期】委員の任期は２年以内とし、再任は妨げない。

【専門部会の設置】協議会に、個別の鳥獣に係わる保護と管理に関する

事項等を検討するため、専門部会（シカ対策専門部会、サル対策専門部

会、外来生物等対策専門部会：2010 年〈平成 22 年〉4 月 1 日改正）

を置く。

【地域協議会の設置】地域における適正な鳥獣の保護と管理の施策を効

果的に実施するため、地域県政総合センターを単位とした地域鳥獣対策

協議会を設置する。地域鳥獣対策協議会の運営については、地域の実情

に応じて知事および、地域県政総合センター所長が定める。

【庶務】神奈川県環境農政局水・緑部自然環境保全課（2011 年度〈平

成 23 年度〉）

【協議事項】

・サルの保護と管理の対策に関すること。

・サルに係る特定鳥獣保護管理計画の計画内容に関すること。

・サルによる被害対策に関すること。など

【委員】部会員は、15 人以内とし、学識経験者、関係団体所属員、関

係行政機関職員、地域鳥獣対策協議会委員をもって組織し、神奈川県環

境農政局水・緑部長が委嘱する。なお、部会長は神奈川県鳥獣総合対策

協議会委員。

【任期】部会員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。

【庶務】神奈川県環境農政局水・緑部自然環境保全課（2011 年度〈平

成 23 年度〉）

【協議事項】地域における鳥獣による被害状況等の把握、被害対策にか

かわる情報交換、効果的な対策の検討、広域的な協力・連携のための総

合調整、特定鳥獣保護管理計画等の諸施策の策定・実施に関する協議・

検討を行う。

【委員】学識経験者、関係団体所属員、関係行政機関職員からなる。

【庶務】各県政地域総合センター環境部（2011 年度〈平成 23 年度〉）

サル対策専門部会

地域鳥獣対策協議会
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鳥獣被害防除対策専門
員

【条件】野生鳥獣の生態や被害防除対策に詳しい者、サルの監視や追い

払い経験者等。

【職務】被害状況の確認と助言・被害防除対策の提言・サルの群れ位置

捕捉。

【 実 績 】2005 ～ 2007 年（ 平 成 17 ～ 19 年 ）：3 名、90 日 / 人 年。

2008 ～ 2010 年（平成 20 ～ 22 年）：５名、８時間／日、週 2 回程度、

100 日 / 人年。元サル監視員、大学院生、大学研究生などが配置されて

いる。

【成果】

・被害発生時の迅速な対応や現地での専門員の個別指導により行政への

不満が減少した。

・防除方法の個別指導により、住民の自主的な取り組みが促進された。

・広域獣害防止柵の管理手法の指導により、住民が定期的に共同で維持

管理を行うようになった。

・町が雇用している追い払い員に対し、追い払い手法等の改善を助言し

た。

 

ニホンザル監視員配置当初の2002年度（平成14年度）と小田原市が

通年の追い払いを開始した2007年度（平成19年度）のＳ群の行動域を

比較した。図３－３－７で示した2002年度（平成14年度）のコアエリ

アは、小田原市街地となっているが、図３－３－８では小田原市が通年

の追い払いを開始した2007年度（平成19年度）になると、コアエリア

が箱根町に移動していることがわかる。

生息状況の変化

（5） 成果と課題

図３－３－７　2002年度　Ｓ群行動域 図３－３－８　2007年度　Ｓ群行動域
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2002年度（平成14年度）から2010年度（平成22年）までの小田原市

の農作物被害面積および被害額の推移を示した（図３－３－９）。被害は、

増減を繰り返しながら継続して発生している。また、生活被害および人

身被害も継続して発生しており根絶には至っていない（図３－３－１０）。

追い払い実施後、S群は、小田原市内から箱根町内や南足柄市内を利

用するようになったと考えられる。そのため、モニタリング調査で確認

されたS群の位置やデータから算出した３市町の利用頻度（市町別位置

データ数/総位置データ数）は、小田原市が追い払い開始から減少して

いるのに対して、箱根町および南足柄市は増加している（図３－３－１

１）。複数の自治体を行動域に含む群れについては、追い払いを実施し

た自治体の被害は減少するが、追い払いを実施していない隣接自治体に

群れが移動し、新たに被害が生じる可能性が高いと考えられる。

そのため、より効果的な追い払いを実施し、ニホンザルによる被害を

軽減するには、行動域内に含まれる自治体での連携した取り組みが必要

と考えられる。

そこで、S群については、2008年度（平成20年度）より神奈川県西

湘地域県政総合センターが事務局となり、小田原市、南足柄市、箱根町

の担当者および猟友会、JA職員で追い上げ検討会を開催し、情報交換

課　題

図３－３－９　小田原市のサルによる農作物被害面積および被害額の推移

図３－３－１０　小田原市のサルによる生活被害および人身被害件数の推移

被害状況
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や連携した追い払い方法の検討などの取り組みが始められている。

 目的

上述の追い払いにより行動域が移動したと考えられる西湘地域個体群

のS群に対して、神奈川県、小田原市、箱根町、ＪＡかながわ西湘の協

力を受けて、新たな野生動物対策手法確立事業協議会の調査員が人によ

る追い払いの効果について実証試験を行った。

方法

人による追い払い手法の効果を実証するため、ラジオテレメトリーお

よびGPSを用いて、追い払い実施中の追い払い員とS群の位置を把握し、

出没場所や追い払いに対する反応を調査した。

S群に対する追い払いは、2009年度（平成21年度）より国の緊急雇

用対策事業を利用して箱根町でも実施されている。箱根町での追い払い

は、町が50代から60代の男性4名を雇用し、午前と午後の2班各2名に

分かれて、煙火、エアガンなどを用いて実施している。従事者は、ニホ

ンザルの追い払いなど野生鳥獣対策の未経験者で、鳥獣被害防除対策専

門員や小田原市追い払い員等にニホンザルの生態および対策方法などの

指導を受けながら従事している。

実証調査は、2011年（平成23年）10月～12月に行った。小田原市

の追い払いは、午前中にH群、午後にS群を対象としているため、調査

員は主に13時から17時まで追い払いに同行した。

小田原市および箱根町の追い払い員は、発信機を装着した個体を追跡

しながら群れの位置を把握し、群れが市街地や農地に出没した場合は追

い払いを行っていた。調査員は、追い払い員の位置をGPSで把握し、得

られたニホンザルと調査員の位置情報をGISで地図上に図示し、出没地

域の環境や追い払い後の行動の変化などを把握した。

人による追い払いの実
証調査の内容と結果

図３－３－１１　S群の市町別利用頻度の変化（2002-2006年）
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結果

追い払い中のニホンザルと調査員の位置について、図３－３－１２に

示した。S群は市街地周辺の林地を中心に移動しており、追い払い員は

S群から離れることなく林地と市街地の間で群れの監視を行っていた。

このことから、S群は追い払い員の存在を認識しており、追い払い員が

いることによって市街地への侵入を防いでいると推測される。また、箱

根町の追い払い員は銃器を所持しておらず、煙火やエアガンのみでの追

い払いであるが、追い払い実施後にＳ群は市街地周辺の林地へと移動し

ていた。これらのことから、現在のS群は追い払い方法によらず追い払

い員に対する警戒心を持っており、市街地での追い払いを行うことに

よって、市街地を避けて行動していると考えられた。

図３－３－１２　ニホンザルと調査員の相関図
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●各事業の詳細

野猿生息環境整備調査

【目的】西湘地域個体群の保護管理計画策定。

【実施体制】　県が（財）日本野生生物研究センターへ委託。

【実施期間】　1985年度（昭和60年度）～1986年度（昭和61年度）

【内容】群れごとの生息状況、被害の実態とその発生地域、ニホンザルの生息地適性に注目した生息

環境調査など。

【結果】

・被害地域は、ミカン畑の分布と重なり、その地域の野菜畑を中心に被害が発生していた。

・５群が生息しており1970年代から個体数は減少しているが、行動域は移動、拡大していた。

・当該地域を30に区分し、将来の生息に適正な５地域を選定した。

・将来的な群れ管理方法、被害防止対策、生息地の環境改変方法等を提言した。

野生動物のふるさと整備候補地選定調査

【目的】野猿生息環境整備調査で選定した５つの生息管理候補地域内の餌条件を明らかにし、好適環

境区分を行い、生息環境・個体群の整備、管理方法を検討すること。

【実施体制】　県が（財）日本野生生物研究センターへ委託。

【実施期間】　1987年度（昭和62年度）

【内容】生息管理候補地内の植生調査、毎木調査。

【結果】標高800ｍ以上では、餌になる食物が少なく生息環境としては適していないと考えられた。

（6） 資　料

─ 81 ─



 

野猿の郷整備事業

【目的】西湘地域のニホンザルを野猿保護管理地区（面積2306ha）において、将来にわたって保護管理す

ることにより、ニホンザルの生息エリアと人間の生活、生産活動エリアとを分離する。

【実施体制】県および小田原市、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町の２市３町で構成する「県西地域野

猿の郷整備実行委員会」を1990年度（平成２年度）に設置。

【実施期間】1989年度（平成元年度）～2004年度（平成16年度）

【内容】当初計画では、野猿保護管理地区に餌となる樹木の植栽後、ニホンザルを誘導し電気柵により行動

域遮断を行うこととした。その後、食餌木の植栽の生育遅れや枯損、適正頭数の算定が困難なことから、

当初計画を変更し、1997～1999年度（平成９～11年度）に、野猿保護管理地区内の侵出防止柵で囲った

100haの土地３カ所に、捕獲したニホンザルを収容し、自然の餌を採餌させて世代交代後に野猿保護管理

地区に放野するという食性改善事業を検討した。

【結果】

12種類3万2000本の食餌木を植栽し、下刈りなどの保育を実施した。

侵出防止柵0.2haを設置。柵内でニホンザルを飼育したが、柵の狭隘性から食性の調査は実施できなかった。

【課題】箱根山のような急峻な山地に大規模な面積の侵出防止柵を設置することは、工事や保守管理が困難

であった。

また、侵出を完全に防止するには、電気柵よりもFRPパネル柵の設置が必要であるなど、事業量の増加が

懸念され、財政状況の悪化により、食性改善事業の本格実施は困難となった。

広域獣害防止柵整備事業

【内容】被害防止柵の骨格となる広域獣害防止柵を市町村の協力を得て県が実施人の生活圏とニホンジカ・

ニホンザルの生息圏を分離するため、複数市町村にまたがる広域エリアにおいて森林の外縁部に整備する。

【実施主体】県。設置後の管理は市町村へ移管する。

【実施期間】2002年度（平成14年度）～2004年度（平成16年度）

【柵の種類】シカ害防止柵、シカ・サル害兼用防止柵（電気柵）

【実績】　ニホンジカ、ニホンザル、イノシシが侵入する農地が限定され、農地への侵入頻度が減少したな

どの効果や、共同して柵周辺の草刈りを実施するなど、地元の協力体制と防除意識の向上が図られた。

【課題】道路、河川などの柵が設置されていない、開口部からの侵入による被害や、柵の未設置地域で新た

な農作物被害が発生するなどの課題が確認されている。

項目　　　　　　年度 2002 2003 2004 計

事業量（km） 23 33 28 84
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サル監視員の配置

【目的】農林業被害や生活被害をもたらしているニホンザルの群れの動きを追跡し、群れの状況と行動特性

等を把握することにより、今後の地域個体群の保護と被害防止対策に資するとともに、地域における被害

防除体制整備の促進を図る。

【実施期間】2002年度（平成14年度）～2004年度（平成16年度）

【事業内容】電波発信機を装着したニホンザルの群れのうち加害レベルの高い12群を対象とし、２群に原

則２名の監視員を配置し(おおむね５月～２月)、群れの追跡・生息状況等調査・地域の追い払いへの協力

などを行う。

特定鳥獣モニタリング調査

【目的】生息実態や生態系への影響に関するモニタリング調査を行い、特定鳥獣保護管理計画の進捗状況を

点検するとともに、個体数管理の年間実施計画等の検討にフィードバックする。

【対象種】特定鳥獣保護管理計画を策定しているニホンジカ、ニホンザル。

【内容】生息動向（個体数、生息密度、分布域、性別構成、食性、栄養状態等）、生息環境、被害状況など。

特定鳥獣被害対策事業費補助

【目的】特定鳥獣保護管理計画に基づき、農業被害・生活被害等の軽減・解消をめざして、市町村等が実施

する被害軽減のための管理捕獲および被害防除対策事業に対して経費の一部を補助する。

【補助内容】

・檻、罠、弾など管理捕獲及び追い払い等の被害防除用資材購入費、防護柵設置

・捕獲隊及び追い払い隊の人件費

・捕獲個体の処分費　

・被害防止対策講習会の開催費

・補助率：1/2以内。

項目　　　　　　年度 2002 2003 2004 計

事業量（人） 15 15 15 延べ45名
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被害防除対策モデル地域

【対象鳥獣】ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ

【指定要件】

・ニホンザル、ニホンジカ、イノシシによる農林業被害、生活・人身被害が発生している地域。

・追い払い等の被害防除事業のための担い手がいる、またはその意欲がある地域。

・ 市町村、農協が、被害防除事業（ニホンザル追い払い、ニホンジカ・イノシシの捕獲、防護柵の設置）

を積極的に実施している地域または今後実施しようとする意欲の高い地域。

【事業地】小田原市風祭地区、旧藤野町沢井地区、愛川町半原地区

【事業内容】学識者・町職員による住民学習会、被害調査、地域環境診断書作成、柵周辺の草刈り、ニホン

ザル追い払い隊の結成、ニホンザル追い払いなど。
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