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令和元年度新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金の事業評価報告書 

 

                                       団体名 

                                      （協議会名）五泉市有害鳥獣対策連絡会議 

 

１ 事業効果の発現状況 

 

 五泉市有害鳥獣対策連絡会議において、当該事業（新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金）を活用し関係機関連携のもと、被

害防止対策を講じてきた。 

捕獲に関する取組として、猟友会五泉支部へニホンザル・イノシシの捕獲業務やわなの管理業務を委託し、銃及び当該事業

により導入した箱わな、くくりわな（R1 年度より導入）を用い継続的に捕獲活動を実施した。（ニホンザル捕獲頭数 H29：62

頭、H30：75 頭、R1：82 頭、イノシシ捕獲頭数 H29：4 頭、H30：0 頭、R1：13 頭）また、生息調査の機材（発信機）を整備し、

ニホンザルに装着し調査を実施した。 

被害防除に関する取組として、住民に対してのサル・イノシシ被害対策学習会を実施し、追い払いや放任果樹の除去、残渣

の管理の徹底、緩衝帯の整備に関する啓発等を継続的に行い、住民がサル・イノシシ害対策に主体的に取り組む意識付けがで

きた。 

こうした取組により、当市のニホンザルによる農作物の被害面積・被害金額は大幅な被害軽減を図ることができた。 

一方、イノシシに関しては令和元年度から当該事業により新たにくくりわなを導入し、平成 29 年に比べイノシシの捕獲実績

が 3 倍に増加したが、被害の軽減には至らなかった。 

 

 

２ 被害防止計画の目標達成状況 

  当連絡会議において、地域の被害状況に応じた取り組みを実施した結果、ニホンザルの被害防止計画については目標を達成

することができたが、イノシシについては目標を達成することができなかった。 

 

 

 



 

３ 被害防止計画の達成状況 

対象

地域 

実施

年度 

対象

鳥獣 
事業内容 事業量 管理主体 

供用

開始 
利用率・稼働率 

新
潟
県
五
泉
市 

H29 ～

R1 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

 

 

推進体制の整備 

個体数調整 

被害防除 

生息環境管理 

 

 

・有害獣捕獲業務委託 

・わな管理業務契約 

・生息調査及び生息調査に係る機

材導入（発信機、受信機、アンテ

ナ等） 

・サル・イノシシ被害対策学習会

の開催 

・箱わなの購入 

H30：1 基、 

五泉市有害鳥獣対策連絡会議 ・H29

～ 

 

100％ 

 

 

 

イノシ

シ 
推進体制の整備 

個体数調整 

被害防除 

生息環境管理 

 

 

・有害獣捕獲業務委託 

・わな管理業務契約 

・サル・イノシシ被害対策学習会

の開催 

・箱わなの購入 

H29：2 基、H30：2 基 

・くくりわなの購入 

 R1：30 基 

五泉市有害鳥獣対策連絡会議 ・H29

～ 

100％ 

 

 

獣種 事業効果 

ニホンザル 
事業により導入した箱わな等の捕獲機材を積極的に活用することで被害を軽減することができた。また、学習会

の実施により、住民が生息環境管理や被害防除等のサル害対策に主体的に取り組む意識付けができた。  

イノシシ 

事業により導入した箱わな、くくりわな等の捕獲機材を積極的に活用することで捕獲頭数を向上することができ

た。また、学習会の実施により、住民が生息環境管理や被害防除等のイノシシ害対策に主体的に取り組む意識付

けができた。 

 

 

 



被害防止計画の目標と実績 

獣種 

被害金額 被害面積 

基準年(28 年度) 

の実績値(A) 

目標値 

(B) 

目標年(元年度) 

の実績値(C) 

達成率(%) 

(A-C/A-B) 

基準年(28 年度) 

の実績値(A) 

目標値 

(B) 

目標年(元年度) 

の実績値(C) 

達成率(%) 

(A-C/A-B) 

ニホンザル 480 330 117 242.0 0.45 0.31 0.11 242.9 

イノシシ 831 580 733 39.0 0.60 0.42 0.64 ▲21.5 

合計 1311 910 850 115.0 1.05 0.73 0.75 93.8 

 

４ 評価 

事業主体の評価 

 

銃・箱わなを使用した猟友会による捕獲活動や、被害が出始めた地域で早期に学習会を行うことによって

住民がサル・イノシシ害対策に主体的に取り組む意識付けができ、猿の被害金額・被害面積ともに目標を達

成することができたが、イノシシについては個体数の増加等の理由により被害金額・被害面積はともに目標

達成ができなかった。 

今後はさらに計画的に捕獲を実施するために、捕獲わなの技術研修会やサル・イノシシの被害対策学習会

等を通して、防止対策の周知を行っていくことが必要であると考える。 

  

第三者の意見 

以下、獣種別に意見を述べる。 

【サル】 

以下、今後の対策を行う上でまず行っていただきたい基礎的な事項から説明していく。 

(1) 被害防除 

ニホンザルの対策は、まずは、圃場の防除が必須となる。五泉市は、現時点で、被害防止計画の中に電

気柵設置の記述はないが、R2 年度から電気柵の導入があると伺っていることから、今後、電気柵の導入

が進むと思われる。サルの場合、集落付近で食べる栄養価の高い餌を摂取した状態だと、自然の餌を利用

している際の約 13 倍の速度で個体数が増加することが知られている。これまで五泉市は捕獲を中心とし

た被害対策を行っているが、集落付近で栄養価の高い餌を与えて個体数を増やしながら、サルを捕獲して

いても被害を減らす上での効果は低い。サルの対策の基本は捕獲ではなく、被害防除と集落環境整備であ

る。まずこの順番を間違えずに実施していただきたい。 

電気柵についても他の地域に比べ、導入が遅れていることから、住民の電気柵についての啓発も遅れて

いるものと思われる。サルの電気柵は８段施工であり、+線と-線が交互に設置される非常に複雑なつくり

となっており、設置にかかる労働力もイノシシの柵に比べ大きい。そこで、電気柵を導入するにあたって



は、住民が電気柵の維持管理に必要な労力を正しく理解し、それを持続的に実施できる距離の柵を導入す

るように御指導いただきたい。電気柵を長距離、一度に導入すると、住民は柵の設置と撤収に追われ、維

持管理がおろそかになりやすい。サルは非常に学習力が高いため、電気柵を設置したままで維持管理をせ

ずに放置していれば、柵を学習し侵入する個体が出現する。よって、電気柵の導入の前には、まず集落単

位でしっかりとしたサル対策の学習会を実施し、サルの被害対策について正しい知識を啓発すること、そ

の後、電気柵の設置前に設置方法に関する研修を行うこと、また、導入後２～3 年目には、電気柵の機能

診断研修等を行い、きちんと住民が維持管理をできているかについて後からのフォローを行うこと、この

３つをセットとして電気柵の導入を考えていただきたい。 

また、サルについて電気柵を導入する場合は、集落柵（山際と集落の間を隔てるように設置する柵）で

はなく、サルの被害にあいやすい畑の周りを囲む圃場柵の設置が望ましい。集落柵は、人の目につかない

山際で長期間放置されることが多く、サルが電気柵を学習しやすいため、電気柵の忌避効果が早くに落ち

やすい傾向がある。どうしても集落柵を導入する場合は、毎日、集落柵の周りをモンキードッグや人間が

見回ったり、集落柵の周りを広く草刈りをして人目に付かない状況を作らないなどの対策を併用して行う

必要がある。 

 

(2) 集落環境整備 

 先述の通り、サルは、人工由来の餌を食べると栄養価が高いため、個体の増殖速度が 10 倍近くになる。

よって、集落付近で果樹、残渣等の餌を食べさせることも、餌付けと同じ効果がある。五泉市はかつて寺田

集落にて集落環境診断を実施した経験があるが、かつて市がクリを植えることを推奨していたことから、農

園のクリ以外にも集落や山際に野良のクリの木が多数生えていた。これらのクリは、秋になるとサルやクマ

を誘引する大きな原因となっている。ただし、所有者不在の果樹の木を伐採することは法律上難しいため、

もし本格的に果樹の伐採を進めるのであれば市の条例等で、所有者が果樹の管理責任を果たせない場合、地

域住民が伐採して良いという許可制度を整備する必要がある。また、持ち主がどうしても切りたくない果樹

については、必ず小規模の電気柵やトタン等で囲い、サルが利用できない工夫をするよう指導してほしい。

特に、サル以上に、一度クマが出没し、登った木については、レンタルの電気柵セットを常備しておき、そ

のシーズンのクマが冬眠までは、すぐに貸し出しして設置する体制を持った方が良い。これは実際に島根県

で実施されている方法で、果樹の被害より人身被害対策として有効である。五泉市でもサルだけでなく、ク

マの出没が増えた場合、果樹対策は人身被害対策としても大変重要である。 

緩衝帯整備については、実施しないよりした方がよいが、労働力が多くかかるため、電気柵の設置がない

状態で緩衝帯だけを住民に実施させることは勧めない。サルの加害群度が高い場合、緩衝帯整備をしても畑

に電気柵がなければ、緩衝帯を超えてサルが集落に侵入し、被害が発生してしまうことがあるからだ。まず、

順番としては、被害が発生した圃場にしっかりと電気柵を設置し、集落内の果樹や残渣、ゴミの適切な処分

を行い、住民に余裕があれば、電気柵周り、あるいは、集落内で動物が通っている通り道になっている場所



などを優先的に緩衝帯整備を行ってほしい。 

また、よく箱罠にサルが入らないという話を聞く地域に行ってみると、集落の圃場に柵が設置していなか

ったり、集落内に多数の誘引物が放置されていたりする状況であることが多い。サルの効率的な箱罠捕獲を

実施するためにも、集落内にサルが安全に利用できる誘引物をなくすことをまず対策の第 1 歩としてとらえ

て、そこから手を付けていただきたい。勉強会をやると勉強会終了時に住民は理解を示してくれるが、その

後、行動変容を起こして集落の果樹を切る、残渣を捨てないようにするかどうかは、別の問題である。住民

の行動変容までを促すためには、やる気のある集落については寺田集落のような集落環境診断を導入し、住

民が行動変容を起こすまで根気強くフォローアップを行うことも大切である。 

 

(3) 個体数管理 

次回以降、第 3 者評価の際には、サルの行動圏のテレメデータ、各群れの構成頭数などの調査データがあ

れば、一緒に提出していただけるとありがたい。また、サルの捕獲実績について、銃器による捕獲か罠によ

る捕獲かは今回の提出していただいた資料からは判別できないが、銃器の捕獲数が多い場合、サルの群れの

分裂を促進してしまうため、銃器捕獲はやめるように猟友会にご指示いただきたい。 

テレメトリーのデータは、個体群管理のために取得しているデータなので、各群れのいた場所を毎回、地

図上に落とし、それぞれの群れの行動圏を把握する必要がある。そのうえで、各群れの行動圏内にある集落

住民へのヒアリングを通して各群れの加害群度を把握し、加害群度が低い群れについては捕獲より集落の環

境整備や電気柵による防除を中心に対策を進めていただきたい。住民はいつサルがいつ来るかとても不安で

あり、追い払いのタイミングを今か今かと待っているものと思う。猟友会には、銃器の捕獲にかける労力を

箱罠による捕獲、特に、発信機未装着群のオトナメスの捕獲に回すようにご指導いただきたい。そして、発

信機が装着できた群れについては、その居場所の調査結果を速やかに住民に通知するようお願いしたい。他

の発信機を装着している市町では、夕方の各群れのサルの位置をメールで知らせるサービスやインターネッ

トを利用してサルがいる場所を住民に知らせるサービスを提供している。サルの群れが近くにいることがわ

かれば住民の予防追い払いなど効率的な追い払いを行う上で役に立つ。サルの加害群度が高く、ロケット花

火への慣れが発生し、威嚇の効力が下がってきたときは、ゴム弾を使用した威嚇も検討されるとよいと思う。 

サルのテレメトリーデータについて、もし、ある程度のデータが蓄積されているようであれば、長岡技術

科学大学へ送っていただければ、次年度、初期の行動圏分析を行うこともでる。サルの対策としては、①群

れを発信機によって識別し、それぞれの行動圏を把握、②群れごとの加害群度を把握と住民へのタイムリー

な情報提供、③各群れの加害群度に応じ、その群れの出没地域別に、加害群度に応じた適切な対策の実施の

順で進めていくことが望ましい。加害群度の高いサルの群管理は、非常に専門性の高い技術と知識を要すた

め、事前に、専門家と相談し、短期集中で、猟友会と綿密な打ち合わせをもって計画的に実施する必要があ

る。 

住民については、非常に意識の高い集落からそうでない集落までその意識は未だばらつきがあると思われ



る。寺田集落のように意識の高い集落の区長や住民をモデルケースとして、被害が出たという区長がいた場

合、モデル地区に見学に行ってもらい、どのような対策をしたら効果が上がったか、良い事例を区長から区

長に伝えていただくような試みも効果が高い。 

最後に、サルの檻捕獲で使用する餌について、住民に協力をしてもらって餌を集める仕組みを導入するこ

とを勧める。以前、阿賀町では、公民館に残渣ボックスを置いたところ、毎日、大量の野菜が寄付され、実

施隊が餌を探す手間が省け、良い餌をたくさん使用し、サルの捕獲の効率があがったということだった。近

年イノシシの個体数が増加する傾向にあることから、猟友会の活動の負担も非常に大きいと思われる。箱罠

の餌の確保、また、集落に設置している罠の見回りを住民が協力する、あるいは、SIM カード付きの自動撮

影カメラを箱檻とともに貸し出し、見回りの労力を減らすなど、猟友会の人たちが持続可能に対策を行える

仕組みづくりについても考えていってあげてほしい。 

 

【イノシシ】 

イノシシについては、近隣の新発田市、阿賀野市で個体数が急増していることから、今後、五泉市でも個

体数が増加すると思われる（しかし、豚熱の感染が広がれば、一時的に個体数が急減する可能性もある）。

イノシシの被害が発生した圃場については、今後、電気柵の導入が必要になる。一方で、電気柵を設置する

と、そこで被害を出していたイノシシは、柵の設置がない隣接エリアに行動圏を広げることが知られている。

よって、圃場に出没しているイノシシの痕跡を見て、その付近にいる加害個体を捕獲できる技術を持った捕

獲者の育成を今から行っておく必要がある。近年、県主催の上級者研修ではくくり罠を用いて捕獲する技術

者の育成が行われているので、実施隊の方に利用をしていただきたい。研修を受けても現地での捕獲がうま

くいかない場合は、現地での捕獲指導を受け、確実に加害個体を捕獲できる技術を持った罠猟師をまずは市

内に 1 名作り、その人が他の実施隊を指導する体制を構築していっていただきたい。 

くくり罠の導入が進むと、見回りの労力が大きくなるため、猟友会に対しては共同で見回りができる ICT

機器の活用などについて検討することも大切である。また、五泉市はサル、クマ、カモシカなど多くの獣種

が出没する地域であることから、クマやサルでは作動しない、また、カモシカがつかまっても安全に放獣で

きる罠の使用についてもご注意いただきたい。特に締め付け防止金具の位置、持続的に締め付ける構造にな

っていないか、軽すぎる体重の動物で作動しないかなど、有害捕獲で使用する罠については、安全と性能を

しっかりと吟味してから導入していただきたい。特に新潟県のイノシシは大型の個体が多いことから、くく

り罠のワイヤーは 5mm 以上を使用することが望ましい。 

過去に五泉市ではサルの啓発を中心とした研修は多数行ったが、イノシシについての啓発はまだあまり行

っていない。実際にイノシシが来た時どのような痕跡ができるのか、また、どのような対策をするべきなの

か、これまでイノシシの出没が少なかった場所なので、被害が出る前に正しい知識を住民に啓発することを

お願いしたい。 

 



市町村の評価 

被害防止計画に対して、ニホンザルは目標を達成しており一定の成果があったと考える。一方イノシシは

くくりわなの導入など新たな取り組みがあったものの目標は下回り、今後個体数の増加も予想されることか

ら、より一層の被害防止対策が必要であると考える。 

今後は、地域ぐるみで環境整備や追い払い等総合的な対策がとれるよう、学習会等で継続的に周知を行っ

てほしい。 

（注）: １ 被害金額と被害面積の両方の被害防止計画目標の達成率が 70％未満である場合は、実施要領第 12 の２に基づき改

善計画を作成し、知事に提出すること。 

２ ３の事業効果には、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、

その効果を詳細に記載すること。 

３ ４の総合評価のコメントには、目標が未達成となった場合は、その理由も記入すること。 

４ 市町村が間接補助事業者となっている場合は、４の「市町村の評価」欄に評価を記載すること。  

 

５ 鳥獣被害防止施設等設置後の被害状況等について 

  別添２ 

 

 


