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はじめに

　野生鳥獣による農作物被害金額は、平成28年度が 172億円と４年連続で減少

しており、平成 11年度の調査開始以来最低の水準となった。しかし鳥獣被害に

は、農作物被害を契機とする営農意欲の減退や耕作放棄、野生鳥獣と鉄道や自動

車との衝突事故、糞害などの生活環境被害もあり、数字に表れる以上に深刻な影

響を及ぼしていると考えられる。

　各地域それぞれ野生鳥獣による被害の対策を講じている中、さまざまな被害に

対応した優良事例等の情報は、各地域における被害対策の推進にあたり非常に重

要なものである。

　本報告書は「平成 29年鳥獣被害対策基盤支援事業　対策手法確立調査・実証

事業」において以下の 4事例の調査を行い、とりまとめたものである。

地域 取り組み内容 団体等 主な対象獣 動画

島根県美郷町
イノシシを丸ごと資源として
使い切る

美郷町、おおち山くじら 等 イノシシ あり

埼玉県
埼玉県におけるアライグマ対
策の総合的な体制づくり

埼玉県 等 アライグマ あり

北海道
独自の認証制度と担い手の教育
による地域主体の野生動物管理

一般社団法人エゾシカ協会 等 シカ なし

三重県伊賀市
ICT を活用した地域主体の鳥
獣被害対策

阿波自治協議会
株式会社アイエスイー 等

シカ・サル あり

　また、農林水産省web サイト鳥獣被害対策コーナーで公開している動画もご

覧いただくことで、各地域の野生鳥獣による農作物被害が軽減するとともに、野

生鳥獣の利活用（ジビエ活用）が推進することを期待している。
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1　島根県美郷町

イノシシを丸ごと資源として使い切る

　2004 年に邑
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村が合併し誕生した美郷町は、島根県のほぼ中央部に

位置する人口 4,787 人、2,243 世帯（2018 年 3月 1日現在）の小さな町である。

町内を流れる江の川は中国地方で最大の川であり、カヌーや鮎釣りが人気となっ

ている。また世界遺産にもなった石見銀山へ続く銀山街道の緑に囲まれた自然豊

かな地域である。町の高齢化率は約 45% と高く、人口減少も続いている典型的

な中山間地域である。

　獣害対策のスタート

　野生鳥獣による農業被害が全国的に問題化しはじめていた 1990 年代、美郷町

においても、イノシシによる農業被害が無視できないものになっていた。

　美郷町の鳥獣被害対策が、地域住民、農業者、狩猟者を巻き込んで、本格的に

始まったのが、1999 年（平成 11年）のことである。

　まずは当時の近畿中国四国農業研究センター（現：西日本農業研究センター）

から講師を招き被害対策の指導を受けた。この指導でイノシシという動物の生態

はもちろん、放任果樹や収穫残渣といった、野生鳥獣を呼び寄せている環境の問

題点や防護柵の設置・点検という野生鳥獣から農作物を守るための知識を学んだ。

1

近畿中国四国農業研究センターの指導と助言
を参考に住民がつくった田んぼのトタン柵。
杭に横木をわたし強度を向上させるなどの工
夫が施されている

島根県美郷町
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1　島根県美郷町

　指導にあたった近畿中国四国農業研究センターの研究員の一人で、その後同町

に移住した井上雅央氏は、「住民向けの研修会は座学のみではなく、実際に畑に

出向き、実践で学ぶことが重要だ。受講直後は、自分も簡単にできるような気持

ちになるが、いざ実践しようとすると、柵の高さや支柱の間隔などの具体的な疑

問にぶつかり、諦めてしまう人も出てきてしまう。そうならないためにも、直接

畑で指導に当たることが大切なのである」と言う。

　この後 2013 年（平成 25年）に、美郷町と近畿中国四国農業研究センターは、

獣害対策の研究成果を全国に発信するための包括的研究連携協定を締結している。

▍他人まかせの鳥獣害対策

　被害対策に関する正しい知識を得るだけでは不十分である。効果的な被害対策

を行うためには、地域住民が被害対策に対する意識を共有し、かつ機能的な体制

づくりを同時に進めなくてはならない。

　旧邑智町での被害対策は、地域住民が意識を共有せず、また体制も十分に整っ

中国太郎とも呼ばれる江の川沿いに集落が形
成されている

375375
美郷町

松江
出雲 米子

三次

大田

津和野

島根県美郷町

総面積　282.92㎢
人　口　4,787 人（2018 年 3月現在）
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1　島根県美郷町

ていなかった。

　町役場へは「囲いわな」の設置に対する補助金が欲しいという農業者の要望が

数多く寄せられていた。しかし、それまでに仕掛けられた囲いわなでさえ管理が

行き届いていないものがあり、むしろ設置数は飽和状態であった。また、囲いわ

なにイノシシがかかっても処分するのは猟友会員を中心とする駆除班であり、こ

れに農業者が関わることはなかった。

　これは農業者が、補助金依存、猟友会依存、行政依存という三つの依存体質に

陥っており「町役場に言えば何とかしてくれる」「狩猟免許がある猟友会がしっ

かり駆除すればいい」といった考えにとらわれ、本当の受益者である農業者が主

体性をもってイノシシ対策に向かっていなかったのである。

　また、狩猟者も自然の恵みであるイノシシの狩猟を楽しみたい、冬のイノシシ

を獲って収入を得るという、鳥獣被害対策とは別の視点から捕獲を行っていた。

　自分の畑を荒らすイノシシが捕まりさえすれば良いと考えている農業者と、狩

猟者の利害は、一見似ているようで実際は一致しない。これは現在でも多くの地

域で見られる問題で、行政担当者は農業者と狩猟者の板挟みになり、人間関係の

調整に係るエネルギーの多くを費やすこととなり、本来行うべき部分まで手が

回っていないことが課題であった。

▍他人まかせをやめ農業者主体の対策へ

　このような依存体質を打破するために、町では1999年～2001年（平成11～

囲いわなの設置要望が多かったが
管理が行き届いていないものがあ
り、その後囲いわなへの補助（新
設）は廃止する
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1　島根県美郷町

13 年）までの間に以下の４項目を断行した。

①�猟友会に依存した駆除班組織を見直し、農業者を含めた被害対策に協力的な駆

除班組織に再編成

②農業者が自ら狩猟免許を取得することを奨励

③イノシシの尻尾による捕獲確認方法を職員の現地確認に変更

④対策費の削減など依存体質の脱却

▍駆除班組織の再編

　それまでの駆除班は、町から駆除依頼のみで猟友会へ指示がなされ、駆除班員

の調整などは猟友会が行っていた。このため猟友会と駆除班の線引きがあいまい

になり、狩猟と駆除の概念や猟友会と駆除班の立場の混同が起きていたが、これ

を調整した。まず駆除権限の既得権は町にあるとし、鳥獣行政のトップは町長と

し、町長の下に駆除班長、副班長（複数）、駆除班員（農家・猟友会会員）が付

き全体がピラミッド型の一つの組織となるように再編した。これにより駆除班組

織は被害対策のための組織であることが明確になった。

　2000 年（平成 12 年）には、自らで農地を守るという目標のもと狩猟免許を

取得した 29名の農業者が駆除班に加わった。被害対策の受益者は農業者であり、

主体性を持って自らの農地を守ることとなった。

島根県美郷町の駆除班体制

〈従来〉

役場・農家

駆除依頼・駆除班調整

駆除班（猟友会）

A班
＝A支部
＝A地域

デメリット
・駆除が猟友会まかせ
・縄張り意識が強く、組織力が弱い
・１人でいくつもの檻を管理

メリット
・イノシシ肉の安定供給
・組織力の向上
・駆除環境の充実
・農家も駆除に参加

〈現在〉

見直し 町長

駆除班長

副班長（複数）

駆除班員（農家、猟友会員他）

（ピラミッド）

B班
＝B支部
＝B地域

C班 D班

（タコ足）
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1　島根県美郷町

▍確認方法を現地確認に

　イノシシが駆除されると、1頭につき 6000 円の捕獲奨励金が町から駆除班

員に対し支払われており、1999 年（平成 11年）度は 732 頭を捕獲したものの、

小さな美郷町にとっては大きな負担となっていた。

　そこで美郷町では、それまで、駆除班員が持ち込む尻尾によって行っていた駆

除の確認を、町職員による現地確認に切り替えるとともに、現地確認の台帳には、

捕獲日時、捕獲場所、捕獲方法、捕獲者、確認者である役場職員などのデータが

蓄積され、これが被害対策の改善につながった。また、後にイノシシ肉を資源と

して流通させることになった際には、捕獲履歴を追う上で重要な仕組みとなった。

▍効果の低い被害対策の廃止

　費用対効果の低い対策の見直しとして、一斉駆除の出動手当の廃止がある。一

斉駆除とは県が中心となり狩猟者が山に一斉に入りイノシシを駆除する取り組み

であり、この際の狩猟者への出動手当を廃止した。

　また、　囲いわなは一度に複数頭を捕獲可能であることが利点であるが、移動

が困難で設置費用も高額であるため、すでに設置されているものを活用すること

とし、新規に設置するわなは、移動も簡単で、設置費用も比較的安価な箱わなに

変えることでコスト低減に努めている。

イノシシの駆除確認をすべて現地
確認に変更し、正確な捕獲情報を
収集した
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1　島根県美郷町

　駆除イノシシの資源化��おおち山くじら生産者組合の誕生

　町は、自分の農地は自分で守るという意識を浸透させ、駆除班を再編成し、こ

れに並行してイノシシの活用にも着手した。

　2000 年（平成 12 年）ごろ駆除の現場に駆けつけた役場担当者（安田亮氏）

は、住民たちが民家の軒下で駆除したイノシシを解体し、楽しそうに分かち合う

姿を目の当たりにして、イノシシは害獣ではなく資源であり、その先は地域づく

りにつながっていることに気がついた。

　被害対策の一貫として捕獲されたイノシシとは、春から秋に捕獲された個体で

夏イノシシのことである。一般的に美味しいとされる冬場のイノシシ肉ではない

ため夏イノシシが食肉として適しているかという課題が浮上した。

　そこで 2001 年（平成 13年）から近畿中国四国農業研究センター、大阪府環

境農林水産総合研究所、食とみどりの総合技術センターと協力して夏イノシシの

肉のサンプルを分析し、データ解析に取り組んだ結果、冬イノシシ肉に比べて脂

肪酸やアミノ酸含有量に劣るが、高タンパク・低脂肪の肉であることがわかった。

　その後 2003 年（平成 15年）には「生体搬送」が実用化され、温度管理が可

能で、解体処理の人材など環境の整った処理施設までイノシシを生きたまま運ぶ

ことで、高品質な肉を確保できるようになった。

捕獲したイノシシは生体のまま処理施設に搬送する
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1　島根県美郷町

小型檻に移すときは、まず周囲にブルーシートなど
を巡らせて目隠しするとイノシシが落ち着く。囲い
わなの入り口に対面させるように小型檻を置く

まず小型檻の入り口を開け、次に囲いわなの
入り口を開ける。イノシシは視界が開かれた
方に移動する習性があるので自分で小型檻に
入る。その後、檻の入り口を閉めて完了

一般的な箱わなから小型檻に入れるときも
同じ方法になる

竹竿を 2本挿せば運びやすい。右の写真のような
小型のクレーンがあれば、一人で軽トラに載せる
こともできる

移動用小型檻による生体搬送

1 2

箱わなや囲いわなでイノシシを捕まえたら、小型の檻に移すと捕殺作業がやりや
すくなる（銃猟免許を持つ人がいなくてもナイフなどで捕殺できる）。肉の鮮度
を良くするため、捕まえたイノシシを生きたまま処理施設へ運ぶのにこの小型檻
を利用している。
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1　島根県美郷町

　そして翌年の2007年（平成19年）、被害対策の促進と駆除したイノシシの有

効利用に加え研究機関への肉のサンプル提供、地域活性化などを目的に駆除班員

62名により「おおち山くじら生産者組合」が誕生する。（「おおち」という名は

旧邑智町の邑智を意味する。）島根県中央部の邑智郡がイノシシの産地、ブラン

ド化していくという思いがその名前には込められている。

　おおち山くじら生産者組合の取り組みは、イベントでの PR活動や町内の学校

給食でのイノシシ肉の利用（2005 年）、閉鎖した給食センターを利用した惣菜

製造や、加工食品の製造（2007 年）、皮革活用など、地域住民を巻き込みなが

ら徐々に広がっていった。

　また、東京に本社を構える獣肉卸売等を手がける株式会社クイージとの業務提

携と支店の誘致、残渣の飼料化による処理費用の低減など、新たな取り組みも

次々に始まっている。

学校給食にも採用されたカモ処理施設を再利用したイノシシ
加工処理施設

ブランドロゴ 山くじら倶楽部　弁当や加工品を開発製造
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1　島根県美郷町

　女性が動けば鳥獣被害対策は進む

　「鳥獣被害対策は男がするものだと思っていましたが、ある日、『鳥獣害でいい

先生がいるから講演会してみないか？』と亮ちゃんに言われたのがきっかけね」

吾郷（あごう）地域婦人会の会長、安田兼子氏は振り返る。ちなみに “ 亮ちゃ

ん ” というのは美郷町役場産業復興課の安田亮氏のことで、長い付き合いから親

しみを込めてそう呼んでいる。獣害を防いで家庭菜園で穫れたものが食べられる

ようになれば…。そういう気持ちで 2005 年（平成 10年）２月に講演会を実施

することになった。「男性の方も興味があるかと思い『私たちだけでなく皆さん

もいかがですか？』と自治会長さんにお話したら 80名ほど集まることになりま

した」

　指導したのは井上雅央氏（当時：近畿中国四国農業研究センター）。“100歳に

なっても楽しい畑づくりをしよう ” というキャッチフレーズを掲げ、とても分か

りやすい講演会だったという。安田さんから、講演会のお礼と、今後も勉強させ

て欲しいという想いを井上氏に伝えたところ、全面的に獣害対策の協力を仰げる

ようになった。その後、婦人会の研修農場「青空サロン畑」を開設。柵、ネット

青空サロン畑

獣害対策と省力で高齢になっても作業
ができることを目標にしている
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13

　　　　　青空サロン市場

　獣害を防いで収穫できたものは、婦人会の女性たちによって毎週水曜日の早朝に１

時間だけ開かれる、「青空サロン市場」に並べられる。ボランティアで運営されてお

り、ランニングコストも数百円程度の電気代のみであり、土地は無償貸与のため固定

費はほとんどかかっていない。

　青空サロン市場は、鳥獣害に負けない畑作りを実践している婦人会が、つくった野

菜を売る楽しさを味わうことを目的としている。キウイ、アズキ、ヤマイモなど種類

はさまざまで、1袋 50円～ 200 円前後の価格で販売している。並べた瞬間から次々

に売れていき、売上金の 20％は婦人会の活動費に充て、残りは出荷した人の収入に

なる。少しでも収益が得られるのはうれしいし、野菜を出荷し、並べて見てもらうだ

けでも楽しいと言う。

　青空サロン市場内の中央にあるメインテーブルには、おにぎり、惣菜パン、味噌

汁、スイーツなど個々で用意してきた料理が並ぶ。役割を分担し、調整して用意する

という。それぞれを皿に盛り、世間話に花を咲かせながら朝食を共にする。

　青空サロン市場の魅力は、地域住民が定期的に集まるところにある。毎週ここに必

ず人が集まるので、行政職員からは「ここに来ると情報が集まる」と言われるほどの

重要な活動拠点になっている。婦人会の会員はここに集まることを楽しみにしてい

る。みんなが楽しく集まれる場があれば、住民の絆は強くなる。

　こういった活動を鳥獣被害対策の視察で訪れる人々に紹介することが、住民にとっ

て、青空サロンに取り組む自信にもつながっている。

コラム

青空サロン市場は貴重な
情報交換の場にもなって
いる

獣害から守った証しのカキ
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の設置や食害に遭わない栽培方法を実践してきた。メンバー各自が実践すること

で、全員に獣害対策のノウハウが身についた。

　１年目は「獣害から守る畑」をテーマに掲げて対策を行ったが、完全に防ぐこ

とはできなかった。２年目は農場に獣が入ってこないように、電気柵やトタン板

の柵を設け、上部はサルが入りにくいようにネット（猿楽君）を張るなど改良を

重ね、獣がなぜ里におりてくるのか、どうすれば田畑に近づかないかをみんなで

楽しく勉強して「いい野菜をつくろう」と対策に励んだ結果、被害が発生しなく

なった。「男性は話を聞いても、そこから広がりにくいけど、女性の場合は、聞

いた話を家族や友人にまた話すでしょう。この後で自らを取り組むのは女性が多

いですね。」と安田兼子氏は言う。

　婦人会の女性たちが一歩を踏み出し、家庭菜園を守りたいという思いから始

まった獣害対策をさらに発展させ、町内近隣の他の地区まで広がった。「自分の

畑だけ被害にあわなければいいという気持ちではダメですね。みんなが一緒に

ならないと。私たちは、講演会で教わった内容を皆で共有し、よく話しながら対

策を行ってきました。それによって地域のつながりも強くなったのは間違いあり

ません。テレビでも鳥獣被害対策をやっていますけど、私たちからすれば、もっ

と鳥獣被害対策について勉強すべきだと思います」と笑う。また青空サロン畑は、

町の研修会の会場や全国各地からの視察者が訪れる拠点として大活躍しており、

毎年 10月に開催される「青空サロン収穫祭」は地元のみならず、情報交換など

を目的に全国各地からここで学んだ仲間が集まる一大イベントとなっている。

獣害に負けずに収穫できた喜びをわかちあう
収穫祭には、地域住民だけではなく、県外か
らもここで学んだ方々が参加する

青空サロングループ代表の安田兼子氏
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　　　　イノシシを皮まで利活用する

　イノシシの利活用の一環として、2012（平成 24）年から婦人会のメンバーで「青

空クラフト」の下でイノシシの皮革製品を作っている。これは『イノシシを最後まで

利用する』という利活用の目標のもと、脂が乗っていない夏のイノシシの皮は皮革化

しやすいという特徴を活かして実施している。縫製工場があったこの町では、昭和の

手仕事が息づいており、革職人からの指導もあって、婦人会のメンバーはおしゃべ

りを楽しみながら革小物をつくっている。比較製品の種類が豊富で、名刺入れ、ペ

ンケース、小銭入れ、キーホルダーなど 20種類を超える。今では商品企画から、裁

断、縫製まですべて自分たちで行っている。「皮」から「革」になるまでの流れは、

町内の処理施設でイノシシを処理する際に、塩漬けにした原皮を一定量溜めて、専門

のなめし業者に送る。なめされた革は、婦人会が買い取っている。野生の生き物ゆ

え、キズがあったり、きめ細かさが違ったりなどの個体差はあるが、それも個性とし

たオンリーワンの革製品をつくって、美郷町のみで販売している。そんな希少性も売

りだし「90歳のおばあちゃんがつくった」と話せば、これがさらに付加価値となっ

て、つくられるまでの物語が形成されることになる。

　これまでにも企業からの製作依頼もあったというが、収益は、婦人会での「お盆の

団子代」程度で、あとは原料のイノシシ革を買うための資金だという。お弁当やお茶

を一緒にしながら楽しく集まって話をしながら手仕事ができればそれで十分。青空サ

ロン市場をはじめ、地域住民が楽しく活動しているということが美郷町で大切にされ

ている。それを視察に来る色々な人たちに知ってもらうことで住民にとって大きな自

信にもなっている。

名刺入れや、ペンケースなど、一点一点をメンバーが裁断、縫製、仕上げの加工をする。ネッ
ト販売等はせず。ここに訪れた人だけが購入できる

コラム
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　イノシシ肉だけじゃない。保育所も利活用

　東京に本社を持つ株式会社クイージは、コンサルティングも行う獣肉卸業者で、

美郷町は 2014 年（平成 26年）からこの会社と業務提携し、製造体制の安定化

と販路の拡大を行ってきた。2015 年（平成 27 年）には美郷町にクイージの支

店が開設され、2016 年（平成 28 年）４月からイノシシ肉を使った缶詰の製造

を開始している。

　株式会社クイージ美郷支店は、1968年（昭和43年）に建てられ2011年に閉

園となった保育所の建物をリノベーションして使用している。玄関には「乙原保

育所（おんばらほいくしょ）」と書かれた看板、両サイドには「おおち山くじら

缶詰製造工場」「株式会社クイージ美郷支店」の看板が出迎えてくれる。保育所

の給食室は缶詰工場になり、保育室が事務所として活用されている。保育所当時

から飾りつけられている壁絵が当時の雰囲気をそのまま残している。これまでも

あるものを活用してきた美郷町らしい取り組みである。

閉鎖した保育所を活用した缶詰製造加工場とクイージ美郷支店。
イノシシの処理施設と同様に地域にある遊休施設を活用している

16
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　イノシシの残渣は飼料化

　イノシシを解体した場合、その全てを食用として販売することは難しい。美郷

町の場合、以前解体の際に出た骨や腱、内臓などの残渣は産業廃棄物として処分

するしかなく、１kg あたり 50円を支払い、処理業者に処分を依頼していた。

　しかし、平成 28年 9月に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」

の一部が改正されたことにより、それまで使うことの出来なかったイノシシに由

来するタンパク質を飼料として利用することが可能となり、これを機に美郷町で

はいち早く飼料化に取り組むことになった。

　なお、飼料化が可能になったが、飼料化にあたっては省令の基準を遵守し、飼

料の安全性を確保する必要がある。

　このため、イノシシ由来たん白質を飼料利用するためには、BSE 対策の観点

から、飼料原料に牛の特定危険部位等が混入することを防止するとともに、牛用

飼料に動物由来たん白質等が混入することを防止することが重要である。また、

家畜衛生や畜産物の安全確保の観点から、家畜伝染性疾病に感染している疑いの

ある個体や鉛製銃弾の除去等の管理も重要となる。

▍イノシシ由来たん白質の飼料利用に伴うリスク管理措置ポイント

　イノシシ由来のたん白質を飼料に利用するには、いくつかのポイントがあるが、

美郷町ではどのように対応しているのだろうか。

●�捕獲前に既に死亡していたイノシシや外見及び挙動に異常が認められるイノシ

シは、飼料利用しない。

➡当たり前のことではあるが、病死が疑われたり、病気が疑われる個体は利用し

ない。もちろん美郷町でもこのような個体は利用しない。

● 狩猟者は、捕獲したイノシシを他の野生鳥獣と分別して、食品衛生法に基づく

都道府県知事の許可を受けて食肉処理業を営む者がイノシシ等の野生鳥獣の解

体処理を行う施設（以下「獣肉処理施設」という。）又はレンダリング事業場

に運搬する。

➡美郷町の処理施設ではイノシシのみを解体処理しているので、イノシシと他の

野生動物と混ざることはない。

17
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●�獣肉処理施設は、イノシシと他の野生鳥獣の処理工程を分離するとともに、イ

ノシシの処理残さを分別管理する

➡これも前述のとおり美郷町ではイノシシのみを処理しており、他の野生鳥獣と

処理工程が混ざることはない。

　さらに美郷町の場合は、色分けされたビニール袋で残渣を分類した後、ストッ

カーも分けて保存している。また皮革利用の原皮を保管していた場所（処理施

設と別の建物）を活用し専用の保管場所としている。このストッカーに 200 ～

300kg ほど原料が溜まったところで、広島県のレンダリング業者に回収を依頼

している。

● 獣肉処理施設は、イノシシの処理残さを出荷する際に原料供給管理票を添付す

る

➡適切に処理されている。

● イノシシ由来たん白質を豚等用飼料に利用するためには、肉骨粉等の製造段階

において、事前に、原料受入の分別状況等に関する農林水産大臣の確認が必要

（既に豚由来たん白質の大臣確認を受けている場合は、原料収集先の変更の届

出が必要）

➡適切に処理されている。

●�イノシシを捕獲する狩猟者がイノシシを直接レンダリング事業場に運搬する場

合には、イノシシ以外の動物の混入がないことが目視で確認できるもののみ利

用可能

➡適切に処理されている。

●�イノシシの体内に残存する銃弾は、狩猟者又は獣肉処理事業者が確実に除去し

た上でレンダリング事業場に運搬する

➡美郷町では生体搬送したあと止め刺しを行うがこの時、銃は使わない。また、

銃による止め刺しをした個体が持ち込まれたときは、着弾部分の除去を行ってい

る。

●レンダリング事業場以降は、現行の豚由来たん白質と同等に管理

➡適切に処理されている。

　飼料に使えない部分はこれまでどおり産業廃棄物として処理していたが、この

飼料化が軌道にのれば、これまで廃棄物処理にかけていた費用を低減できると期

待されている。
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　　　　イノシシを扱う仕事に興味を持った

　現在、イノシシの解体処理を担っているのは、「株式会社おおち山くじら」の嵇
じ
亮
りょう

氏で 2016 年の７月から美郷町に移り住んでいる。中国やヨーロッパ、日本各地を渡

り歩いてきた嵇氏が美郷町に移り住んだ理由は、「獣害の取り組み」と「イノシシ」
だった。2016 年当時、美郷町の地域おこし協力隊のブログで「一緒にイノシシ肉の

事業を手伝ってくれる人募集」という書き込みが目に入り、まずは話だけでも聞いて

みようと１本のメールを送ったことがきっかけとなり、現在に至っている。

イノシシ処理施設で働いていて思うこと

「ここへ最初に来たとき『若いから何も分からないだろう、力仕事でもしろ』という

ことは一切ありませんでした。『任せるからやってみなさい』と、この地域で 10 年

以上前から地域の人が盛り上げている大切な取り組みを任せてくれています。やり甲

斐を感じるし、とても感謝しています」と話す。何かあってもサポートしてくれた

り、助言をしてもらえるような風通しのいい環境が整っている。今後の目標は、たく

さんの人にイノシシ肉を扱う仕事を知ってもらい、魅力を感じてもらうこと。「肉の

処理仕事はいわゆる３K。『きつい』『きたない』『きけん』がすべて当てはまってい

ます。志がないと難しい仕事だし、大きく稼げるわけでもない。獣害とされていたイ

ノシシが「地域の資源」となるのは嬉しい。今後はもっと処理プロセスを工夫し、容

易に衛生的に処理できるような環境を整えることが課題です。もっと改善していける

部分はたくさんあるので、この仕事に興味を持ってもらい、働いて良かったと思える

ような仕事にしていきたいです」と話す。

大切な仕事を任されていることにやりがいを感じると嵇亮氏

コラム

19



1　島根県美郷町

▍事業を継続していくこと

　冒頭で述べたとおり美郷町は高齢化が進んでおり、山くじらの取り組みについ

ても、いわゆる担い手、事業承継は重要な課題である。そこで町は 2014 年（平

成 26年）に定住を視野に入れ、後継者として従事してもらうことを目標に、地

域おこし協力隊を迎え入れた。協力隊のミッションは、山くじらを地域ブランド

とした「地域の活性化」であった。

　隊員は任期の間、新たな雇用を生み出すことを目標におおち山くじら生産者組

合で活動を展開した。隊員の努力はもちろんのこと、地域住民の協力もあり、協

力隊など 3名が定住した。

　若者の定住と企業の誘致により、事業承継の目処がたち、2017 年（平成 29

年）におおち山くじら生産者組合（2018 年 2月に解散）の事業は、新会社であ

る株式会社おおち山くじらに引き継がれた。

「この仕事を続けて、みんながちゃんと生活が
できるようにしたい」地域おこし協力隊を経
て定住した森田氏

缶詰はスジ肉や夏場の脂の少ない肉を活用。
洗練された味で人気が高い
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　山くじらを軸にひろがる地域のチカラ

　美郷町ではイノシシを軸に、地域にあるものを探し、それを組み合わせて融合

し、新しいものを生み出すことで地域を活性化している。

　かつて「害獣」として憎まれ役だったイノシシは、資源化されて “山くじら ”

となり、住民を笑顔にし、雇用を生み、地域住民のつながりを強いものにした。

獣害対策としては、被害がなくなることがゴールのように思える。しかし、「獣

害対策にゴールはない」と、美郷町役場の安田亮氏は言う。また、「現状のベス

トの状態から高齢化がすすみ、耕作放棄地も増えることが予想され、獣害対策も

手薄になってしまう。このため、獣害対策と地域づくりには密接な関係にあり

『持続可能な町づくり』が重要なのだ」と言う。つまり住民がキラキラと輝き、

評価される環境にし、活気を持続させることである。獣害対策は地域活性化とイ

コールで、地域住民に活気がなければ獣害に立ち向かえない。

　美郷町は「自力で解決できなければ意味がない」と、住民主体で対策に取り組

んできた地域であり、少しずつ身の丈にあったことを行ってきた。そして『自分

たちの力で畑を守る』という成功体験を積み重ねてきたことが地域住民の誇りと

自信となってきた。この自信は新たな取り組みに向かう原動力となっており、そ

れがまた地域の活性化につながっている。

参考文献

江口祐輔監修（2013）『最新の動物行動学に基づいた津物による農作物被害の総合対策』誠文堂新光社．
小寺祐二 編著（2011）『イノシシを獲る』農山漁村文化協会．
安田亮（2008）「猟友会から農家主体へ、駆除班を再編」『現代農業』2008 年 11月号，pp220-224，農山漁村
文化協会．
安田亮（2008）「夏場の肉が臭くない秘密は『運送箱』」『現代農業』2008年 12月号，pp216-219，農山漁村文
化協会．
安田亮（2009）「イノシシ肉の特産化で人が育った」『現代農業』2009年1月号，pp222-225，農山漁村文化協会．
安田亮（2012）「地域の物語を添えて　イノシシの皮革製品を商品化」『現代農業』，2012 年 11月号，pp348-
351，農山漁村文化協会．
安田亮（2011）「イノシシ　害獣イノシシを地域資源の『山くじら肉』に変えた捕獲方法と解体方法」『食品加工総
覧』第 12巻，32-2，農山漁村文化協会．

写真提供：安田亮
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埼玉県におけるアライグマ対策の 
総合的な体制づくり

　地域の概要

　大消費地に隣接し、交通網も充実している埼玉県は、ベッドタウンであると同

時に近郊農業が盛んな地域でもある。産出額全国7位（2016年〈平成28年〉農

業産出額及び生産農業所得より）の野菜をはじめ、県西部を中心にナシやブドウ

などの果樹栽培も盛んで、観光農園も多い。

　鳥獣被害については、かつて中山間地である秩
ちち

父
ぶ

地域などでサル、シカ、イノ

シシ等が問題になっていた。しかし 2006 年（平成 18年）頃からアライグマの

被害が急激に増加。捕獲数は2006年（平成18年）度の450頭から2016年（平

成 28年）度には 5,244 頭と急増している。

　生息地も、急速に拡大しており、当初は秩父地域や比
ひ

企
き

地域など、中山間地や

丘陵での被害や捕獲が多かったが、数年で隣接する地域にも拡大し、現在は県内

ほぼ全域で生息が確認されている。

農業被害だけでなく、環境被害、生活被害が問題化している

2 埼玉県
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捕獲実績

市町村数
5244

　アライグマの生息拡大に伴い、果樹や野菜を中心に農業被害も拡大し、年間

1,610万円前後の被害が発生している（2016年〈平成28年〉度埼玉県農林部集計）。

　また、家屋の天井裏などをねぐらとするため、騒音や糞尿で汚したりする生活

環境被害も発生しており、エサ場とする水辺のイモリやトウキョウサンショウウ

オ等の希少動物を食い荒らすなど生態系被害も問題になっている。

　そもそもアライグマは、日本在来の野生動物ではなく、外来の動物であり、

1977 年（昭和 52年）に放送されたテレビアニメの影響で人気となり、ペット

アライグマ捕獲頭数の推移（埼玉県環境部みどり自然課）

アライグマの捕獲地点と生息地点

● 捕獲地点
● 生息地点

2016年3月現在の図（埼玉県農業技術研究センター）
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として大量に輸入されたものが、捨てられたり逃げ出したりして野生化した動物

である。2006 年（平成 17 年）には「特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律」注1）（以下「外来生物法」）に基づく特定外来生物に指定

されている。

　そのため、埼玉県では、2008 年（平成 19 年）に策定した「埼玉県アライグ

マ防除実施計画」注2）に基づき、市町村や関係機関と連携の上、埼玉県でのア

ライグマの被害管理、捕獲、処分までの総合的な体制で、計画的な防除に取り組

んだ結果、2014年（平成26年）～2016年（平成28年）の 3年連続でアライ

グマによる農作物の被害金額は減少している。

注1）  特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律　http://elaws.e-gov.go.jp/search/
elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000078&openerCode=1

 特定外来生物の一覧　https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html

注 2） 埼玉県アライグマ防除実施計画　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/gairai/documents/634726.pdf

鳥獣種 2012（24） 2013（25） 2014（26） 2015（27） 2016（28）

イノシシ 4,614 3,714 3,339 3,852 4,440

シカ 1,677 1,353 1,664 1,381 1,681

サル 2,323 1,517 1,784 1,417 1,478

アライグマ 1,949 2,381 2,341 1,889 1,610

ハクビシン 2,716 1,327 1,746 1,300  853

その他  637  575  400  450  762

埼玉県における獣種別農作物被害金額
単位：万円

24

2　埼玉県

　　　　　生息域の拡大

アライグマによる全国の農業被害は 2011年（平成 23 年）から3.5 億円程度の被害額

で推移している（農水省発表資料）。一方捕獲頭数は年々増加傾向にあり、北海道では

2006 年（平成 18 年）から2016 年（平成 28 年）の10 年間で1,724 頭から12,354

頭と約 7倍。被害金額は約2,800万円から約 9,060万円となっている。また生息市町

村は1995 年（平成 7年）度の24市町村から2017年（平成 28 年）度の149 市町村

とほぼ全道で生息もしくは目撃情報がある。また、九州地方では北部から南部へと生

息域を拡げつつある。

参考資料：北海道環境生活部環境局生物多様性保全課　「アライグマ対策のページ」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/alien/araiguma/araiguma_top.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/araiguma/genjyo28Ver2.pdf

コラム



　埼玉県の取り組み

▍アライグマ防除実施計画の策定

　一般的に野生鳥獣は鳥獣保護管理法の対象であり、むやみに捕獲することはで

きない。これは、アライグマも同様である。捕獲するためには、狩猟免許を取得

し、有害鳥獣捕獲許可を得るか、猟具や期間などが定められた一般的な狩猟で行

うのが原則である。

　しかし、アライグマは、外来生物法によって特定外来生物にも指定されている。

県の計画に基づいた環境大臣等の確認を受けての防除の場合、鳥獣保護管理法の

適用が除外され、捕獲することができる。

　そこで埼玉県では外来生物法に基づき、2007 年（平成 19 年）から「埼玉県

アライグマ防除実施計画」を策定し、「アライグマ捕獲従事者養成研修会」を県

内各地で開催するなど市町村が主体となって行う計画的な捕獲を支援することと

し、この研修を受講すれば、狩猟免許を持っていない者も、アライグマの捕獲従

事者として市町村に登録することによりアライグマを捕獲できるようになった。

県が主催するアライグマ捕獲従事者養成研修会の様子
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▍被害予防対策と計画的捕獲の組み合わせ

　捕獲が認められたからといって、すぐにアライグマの被害が防げるわけではな

い。そもそもアライグマが増える原因を分析し、被害を予防するとともに、計画

的かつ効率のよい捕獲方法を組み合わせることで個体数を減らし、最後はアライ

グマの被害を根絶していく必要がある。

　そこで上記の「アライグマ捕獲従事者養成研修会」では、農作物野生鳥獣被害

対策アドバイザーであり、アライグマ対策の第一人者である古谷益朗氏（埼玉県

農業技術研究センター）を講師に、アライグマの総合的被害対策について受講者

に学んでもらっている。

　古谷氏の講義で強調するのは、鳥獣の被害対策は「食（エサ）・住（すみか）・

体（捕獲）」の組み合わせで行うべきということである。

■無意識なエサやりをやめる

　「食」は、エサを与えないということ。意図的なエサやりがいけないのは当然

であるが、実は集落内で「無意識なエサやり」が非常に多く見受けられる。スイ

アライグマによる典型的な食害痕。
スイカに穴を開け中をくりぬいて食べる

アライグマは小川や用水、側溝を
たどって移動する習性がある
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 廃屋

公民館

神社

民家、倉庫

カなどの収穫後の残渣、廃園となった果樹、誰も収穫しない柿の木など、被害と

ならない農作物（エサ）が集落内にたくさんあれば鳥獣はやって来るし、どんど

ん増える。対策の第一は、まずはそんな無意識なエサやりをしていないかを点検

し、集落が協力してなくしていくことである。

■安心できる場所をつくらない

　「住」は、安心して休息したり繁殖できる場所（すみか）をなくすこと。とく

にアライグマは家屋や物置、神社仏閣、集会施設などの隙間から入り、天井裏な

どをねぐらにすることが多い。

　とくに昭和 40年代に建てられた古い空き家や神社仏閣は隙間が多く、人の気

放置された摘果や収穫残渣は典
型的な無意識のエサやり

安心できる場所をつくらせな
い。前線基地をなくせば、被
害もなくすことができる
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配もしないためにねぐらにされやすい。そのような場所（すみか）が集落の中に

あると、作物を狙う前線基地となるとともに出産場所となって、生息数を増加さ

せる原因になってしまう。心当たりのある場所は必ず点検して、隙間をふさぐだ

けでも周辺の被害は抑えることができる。

■加害個体を他人まかせにせず獲る

　「体」は計画的な捕獲のことである。農作物の被害対策として捕獲を考えると、

駆除業者や専門家に依頼して、とにかくたくさん獲ればいいということではない。

まずは被害を与えている個体から、効率よく捕獲することが重要になってくる。

　このため、まずは畑や園地を被害防止柵で囲うなど、農業者自らが農地をしっ

かり守ることを徹底し、その周りに箱わなを置けば、被害を与えていた個体を農

業者自らが捕獲できる。つまり、捕獲を人まかせにしない意識改革こそが対策と

して重要なポイントである。

　また一般的に、農作物被害が多く出るのは９月頃までで、秋から冬にかけては

捕獲圧が減りがちになる。しかし、アライグマの春に生まれた個体は、秋に親離

れし、その子も含めて冬の間に発情、妊娠し、４月には出産のピークを迎える。

つまり長期的な視点に立ち、地域の個体数を減らしていくためには、農作物被害

がなくなる９月以降にこそ集中的に捕獲圧をかける必要がある。

　講義では、ほかにも箱わなの設置場所、エサの種類や仕掛け方など実践的な捕

獲のコツについてもアライグマの生態的な特徴と併せて紹介。効率的な捕獲を

支援する一方で、「食」や「住」という被害予防対策を地域住民が一体となって

行っていくことが重要であると強調している。

▍効果的な被害防止柵、専用捕獲器の開発・利用

　アライグマによる農作物被害を防ぐため、農業者自らが農地を被害防止柵で囲

うなどしっかりと守った上で捕獲と組み合わせることが重要であることは前述の

とおりである。しかし、被害防止柵も、ただ囲うだけでは効果が出ない場合もあ

ることから対象とする動物の特徴を知り、本当に嫌がる効果的な柵にする必要が

ある。

　アライグマが柵で囲った農地に侵入する際にとる行動には優先順位があり、１

位が隙間から、２位が登るとなっている。柵やネットで囲ったとき、隙間がなけ
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れば木などに登り、わざわざ穴を掘ることはないことがわかっている。

■中型動物の農作物被害防止柵　楽落くん

　埼玉県農業技術研究センターでは、前述のアライグマの習性と、普段通ってい

る場所に新しくできた障害物の危険性を確認しようとする探査行動、柵の飛び越

え能力を加味して、アライグマを始めとした中型動物の被害防止柵「楽落くん」

を開発した。

　「楽落くん」は、地際に高さ約 40cm樹脂製ネット（トリカルネット）を張り、

その上部に通電線を通したものである。隙間なく設置すれば、アライグマはか

中型動物の農作物被害防止柵
らく らく

楽落くん設置マニュアル
埼玉県農業技術研究センター

生産環境・安全管理研究担当 鳥獣害防除研究チーム

＜対象動物＞

アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマなど中型動物、イノシシ

ハクビシン、アライグマ、タヌキなどの中型動物被害対策として、スイートコーンやイチ

ゴ、スイカなどで、被害にあう時期にだけ設置するタイプの電気柵を開発しました。

「登る」のが得意なアライグマやハクビシン、「掘る」のが得意なタヌキやアナグマの両

タイプに対し、絶妙な
．．．

高さの柵で感電するよう誘導します。普段通っている場所に何か障害

物ができると、動物が危険なものか確認する「探査」行動を逆手に取った電気柵です。

短時間で簡単に設置でき、低いので人間は畑にまたいで入れます。収穫が終わった後の片

付けも楽です。

結束バンドは スパン か所程度 留めましょう

（平成２８年３月作成） ２４

多くの動物は障害物がある場合に、鼻や顎で触り安全を確認する探査行動をとる。
電気柵はこの行動を利用した心理柵であり、被害対策のツールとして非常に効果が
高い。また、アライグマやハクビシン、タヌキ、アナグマは障害物を越える際に、
跳び越える行動から乗り越える行動に変わることが、複数個体の実験から明らかに
なった。その高さは 35cm から 40cm の間となっており、その上の通電線を 1本
通した上で、探査行動を利用し感電させるのが楽落くんである。

埼玉県では楽落くん設置マニュアルを
公開している

中型動物の農作物被害防止柵　楽落くん

短時間で簡単に設置可能で、高さが低いので人間は畑に
またいで入れる。収穫が終わった後の片付けも比較的に
簡単である
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ならず乗り越えようとして感電する。効果の高い柵である一方、人間にとっては

またげるほど低いので作業が楽になり、設置も片付けも簡単にでき、安価なこと

（資材費が約 200 円 /m）が特徴となっている。

　被害が出る前からこの柵で囲い、設置した日から常時通電するなど基本的なポ

イントを守れば被害防止効果はより高く、その周りに箱わなを置けば、捕獲効率

の向上が見込まれる。

■アライグマ専用捕獲器

　また箱わなについても、より効率よく捕獲できるものを求めてアライグマ専用

捕獲器を開発した。

　従来の中型獣用の箱わなは、ハクビシンやタヌキ、アナグマ、テン、ネコなど

が先に捕獲されてしまう錯誤捕獲が多かった。このため埼玉県農業技術研究セン

ターではアライグマの行動特性を分析し、前肢を手のように使って狭い隙間の奥

のほうにあるエサを取ろうとする特異的な行動に着目。長さ約 30cm の筒の底

にエサを入れ、アライグマが筒の中に前肢を入れるとわなが作動する「筒型トリ

ガー」をつくることで、ほかの動物では作動しない仕組みが作られた。

　また、筒型トリガーを使うことでアライグマは二足起立するため、箱わなの奥

行きを短くしても扉が閉まる。また、奥行きが短いほどアライグマも侵入しやす

く、コンパクトな形状でかつ捕獲効率の高い箱わなとなっている。現在、錯誤捕

獲が問題になっている市町村に向けて箱わなの導入を推進することで、より効率

的なアライグマの捕獲を目指している。

筒型トリガーに前肢を入れエサを
獲ろうとするアライグマ

新型の捕獲わな
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捕獲従事者により捕獲され、役場に持ち込ま
れたアライグマ

ゴミ処理施設内に整備されたアライグマ処理施設。
箱わなごと装置に入れ、炭酸ガスを充填する

捕獲従事者が市町村に提出する
捕獲記録

　捕獲したアライグマの処分

▍出口（処理方法）の整備

　捕獲したアライグマは、外来生物法において、学術研究など特別な目的で許可

を得た場合を除いて飼育・保管・運搬はできない。このため、捕獲後できるだけ

速やかに殺処分し、焼却、埋設など適切に処理する必要がある。

　捕獲個体の処理方法が定まっていないと、アライグマの捕獲は進まない。そこ

で埼玉県では、それぞれの市町村が処理方法を整備し、役場で捕獲した個体を引
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き取り、速やかにゴミ処理施設内の処理場で炭酸ガスにより安楽死させる、ある

いは獣医師により麻酔薬を投与するなどした上で焼却・埋設するなど地域の条件

に応じた適切な方法をとっている。これにより処理方法に悩むことなく、捕獲従

事者は捕獲を進められる。

▍情報を収集・分析・共有する体制整備

　被害対策を進める上でもうひとつ重要なことは、生息状況や被害、捕獲状況な

どの情報を収集・分析し、共有する体制整備である。

　県ではアライグマの捕獲頭数が多く被害が大きい地域を「重点対策地域」、被

害や目撃情報のある地域を「生息確認地域」、被害や捕獲実績のない地域を「生
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埼玉県アライグマ防除実施計画
県は、県内市町村が行う防除も含めた
広域的な防除実施計画を策定  等

アライグマ防除体制図

環境省関東地方環境事務所

確認申請 確認

防除実施計画に同意

技術的支援／実施体制の整備
捕獲情報を市町村から収集
人と動物の共通感染症対策
普及啓発  等

みどり自然課・農林総合研究センター
環境科学国際センター・衛生研究所 市町村

関係者の合意形成
防除実施
捕獲情報を県に提供
住民等による普及啓発  等

県環境管理事務所

市町村からのデータ取りまとめ
従事者養成研修会の開催  等

県

特定外来生物対策連絡会議
市町村・県関係機関の意見交換
計画についての合意形成



息未確認地域」と色分けし、被害の防止と拡大を防ぐ上での目安としている。た

とえ生息未確認地域であっても、隣接する地域が重点対策地域や生息確認地域に

なっていた場合、侵入、定着する恐れが十分にあり、監視を強化する必要がある。

　そのため、捕獲されて市町村に持ち込まれた個体については、必ず捕獲日時や

場所を性別、体長等の個体データとともに記録し、市町村が県環境管理事務所に

毎月報告が行われている。これらのデータを元に県は防除実施計画を検証して必

要に応じ変更することで、現場の状況に応じた的確な防除が進められるようにし

ている。

　埼玉県におけるアライグマ対策の体制

　鳥獣害対策においては、正しい知識と情報を共有することが何より大事である。

一般に言われる動物の生態や行動、被害対策の中には根拠のあやふやな情報も多

く、それらを信じているがために対策が進まない状況も多いという話もある。そ

の点、埼玉県ではアライグマの生態から被害予防、捕獲の方法まで県の農林総合

研究センターが実践的な調査・研究を行い、環境部みどり自然課が開催するアラ

イグマ捕獲従事者養成研修等を通じて、正確な情報を実際に捕獲する従事者にま

で伝える体制が整備されている。

　また、被害対策は捕獲だけでは進まないことも周知徹底し、被害防止柵を設置

するなど、農業者自身が農地を守る意識改革を行い、実行することが必要である

と呼びかけていることも大きな特徴である。実際に被害防止策を設置するにあ

たっては、地域の JA も資材の調達や設置作業に協力するなど官民一体となった

体制ができている。

参考文献

古谷益朗（2016）『ハクビシン・アライグマ』農山漁村文化協会．
江口祐輔監修（2013）『最新の動物行動学に基づいた動物による農作物被害の総合対策』誠文堂新光社．
江口祐輔（2016）『本当に正しい鳥獣害対策Q&A : 被害の原因は「間違った知識」にあった !』誠文堂新光社．

写真・図版協力：古谷益朗
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3　北海道

�独自の認証制度の導入と担い手の教育による�
地域主体の野生動物管理

　北海道におけるエゾシカの被害

　北海道の発表によると、平成 28 年度の野生鳥獣（海獣を除く）による農林水

産業被害額は約 47 億円、うち鳥獣別による農作物被害額ではエゾシカが約 39

億円と抜きん出て１位となっている。エゾシカによる被害作物としては、牧草が

約 20 億円のほか、ビート、水稲、ばれいしょ、デントコーン、根菜類とつづく。

国の交付金事業等の支援により、侵入防止柵の整備や捕獲など総合的な対策を講

じてきた結果、北海道全体の被害では減少傾向にあるものの、増加している地域

もある。また、ばれいしょ、デントコーン、飼料・配合飼料、ロールパックサイ

レージ等、大豆、葉茎菜類で被害額が増加しており、中でも葉茎菜類で大きく被

害額が増加している。

　全国的にもシカによる農作物被害は、総合的な対策の効果によりこの数年は減

少傾向にあるものの、依然として高い数字で推移している。一方で環境省・農林

水産省では、2023 年（平成 35 年）までに、シカの個体数半減を目標に捕獲強

化を行っている。

　このような状況の中、被害防止対策や個体数管理に係る人材育成は、全国的に

課題となっている。

　人材育成制度創設の経緯

　農林業が基幹産業である北海道において、野生鳥獣の被害防止対策や保護管理

は古くて新しい問題である。21 世紀に入り北海道庁は野生動物の捕獲従事者や

保護管理の専門家育成、地域における保護管理の体制維持が懸念される状況の中、

2003 年（平成 15 年）に「野生鳥獣保護管理制度検討会」を設置した。この検

3 北海道
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討会が 2005 年（平成 17 年）4 月公表の報告書では、野生鳥獣問題を抱える地域

ごとに、新たに「専門捕獲者やガバメントハンター」と、地域で被害対策などを

コーディネートできる「専門的な人材」をそれぞれ配置し、連携体制を整備する

ことが必須と明記された。

　次に、2010 年（平成 22 年）度にスタートした北海道の「保護管理を担う人

材育成事業」では人材育成制度設計の検討と試験的な研修会を開催（研修会８回、

参加者数 152 名）するなど、3 年間実施された。

　その後、道の人材育成事業に係わった一般社団法人エゾシカ協会等では 2014

年（平成 26 年）「シカ捕獲認証準備委員会」（のちに「シカ捕獲認証委員会」）

を設け、国内外の先進事例、イギリスの「シカ捕獲認証制度（Deer Stalking 
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参考資料
・北海道庁環境局生物多様性保全課　野生鳥獣被害調査結果（平成 28 年度分）
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/28higai01.pdf
・北海道庁 環境局エゾシカ対策課 　エゾシカ捕獲数の推移
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/est/index/H28_hokakusuu_kakutei.pdf

全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（平成 28 年）
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_zyokyo2/h28/attach/pdf/180119-1.pdf より作成
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3　北海道

Certificate：DSC）」や宇都宮大学が中心となって取り組んでいた「鳥獣管理

士育成プログラム」などを参考にしつつ、一方で過去に衛生的なシカ肉を認証

する制度を創設した経験を活かし、「シカ捕獲認証制度 DCC（Deer Culling 

Certificate）」の創設へ動き出した。

　シカ捕獲認証制度 DCC（Deer Culling Certificate）の概要

　シカ捕獲認証制度（Deer Culling Certificate、以下 DCC）は、2015 年（平

成 27年）から一般社団法人エゾシカ協会が認証する民間資格としてスタートし

た。

　DCC は、以下の３つの理念の下で実践できる人材を認証し、その目的は「専

門的な捕獲従事者」及び「捕獲コーディネーター」を育成することとしている。

　1　地域のシカ管理における効率的かつ安全で人道的な捕獲

　2　優れた食材であるシカ肉の安全かつ持続的資源利用のための食肉衛生

　3　地域主体管理を実現する体制づくりのための普及啓発

　基礎知識を審査するシカ捕獲認証レベル 1（以下、DCC1）と技能を審査する

レベル 2（以下、DCC 2）の２段階からなる。

▍DCC1

受講対象者　制度に賛同する人で鳥獣行政・林野行政職員、農業協同組合・森林

組合職員、野生動物管理を学ぶ学生、シカ捕獲に携わる者、シカ肉処理に関わる

者、野生動物管理に携わる者等を対象としている。受講時に満 18 歳以上で、狩

猟免許の有無は問わない。DCC1 の有効期限は発行日から３年間。ただし、「学

び直しテストの受検・活動報告」を行うことで無料更新できる。最終的に審査に

合格すれば、DCC1 となる。

費用　受講料 12 万円（2017 年度は三井物産環境基金の助成により 6 万円）テキ

スト代 7,000 円

講義　酪農学園大学において各分野の専門家が、室内講義を行う。１時限は 90

分で、関連法令、銃器の取り扱い、食肉衛生等の安全管理体制、ニホンジカ（エ

ゾシカ）の生物学・生態学、効果的な捕獲手法等に関する 11 分野の室内講義を

36 時間実施する。
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内　容 時間（分） 内　容 時間（分）
イントロダクション   30 捕獲 360
関連法令 150 銃 180
狩猟文化・歴史   90 病気 180
生態 180 食肉衛生 270
調査・解析 270 銃の取扱（実習） 140
シカによる影響 180 解体（実習） 210
管理計画 280 合　計 42 時間

DCC1 の時間割

認証の流れ

評価

③受講

①申込 ②書類審査
④検定 ⑤合格通知

室内講義（酪農学園大学）
受講者

野外実習（西興部村猟区）

外部評価委員

一般社団法人エゾシカ協会　シカ捕獲認証委員会

名　前 所　属 専　門

赤坂　猛 酪農学園大学　農食環境学群　環境共生学類　生物多
様性保全研究室　教授 野生動物保全行政学

伊吾田　順平 特定非営利活動法人西興部村猟区管理協会事務局長・
ハンティングガイド

伊吾田　宏正 酪農学園大学農食環境学群　環境共生学類　狩猟管理
学研究室　准教授 狩猟管理学

井田　宏之 一般社団法人エゾシカ協会専務理事

宇野　裕之 地方独立行政法人環境科学研究センター自然環境部研
究主幹

動物生態学、野生動物管
理学

沖　慶一郎 沖銃砲火薬店　代表取締役

玉木　康雄 株式会社玉木商店玉翠園代表取締役
日本茶成分化学・健康科
学、インストラクション
技術

松浦　友紀子 国立研究開発法人森林総合研究所、酪農学園大学特任
教授

野生動物管理学、動物繁
殖生態学

早稲田　宏一 特定非営利活動法人 EnVision 環境保全事務所 野生動物管理学

東谷　宗光 一般社団法人エゾシカ協会　研究員 （DCC事務局）

DCC1 の講師
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実習　安全な銃器の取扱および衛生的なシカの解体について西興部村猟区におい

て６時間を実施する。解体実習はエゾシカ協会のシカ肉認証を受けた食肉解体処

理施設において、捕獲個体を用いた衛生的な解体処理の技術を学ぶ。フィールド

においては、モデルガンを用いた安全な銃器の取り扱い、屋内でのビームライフ

ルによる射撃技術の実習も行う。

審査合格基準

 　1）シカの生理・管理・捕獲等の知識に関する筆記試験（50 問中 40 問正解）

 　2）食肉衛生・病気等の知識に関する筆記試験（40 問中 32 問）

 　3）安全な銃器の取扱に関する実技試験（10 問中 10 問正解）

 　4）シカの識別に関する試験（10 問中 8 問正解）

2017年度のDCC1 講義風景

解体実習

DCC1 のカリキュラム概要
分野 内容

法令，狩猟文化，歴史 鳥獣保護法，銃刀法，火取法，生物多様性基本法，特措法，夜間発砲，文化，
歴史　等

狩猟獣の生態 生物学，生態学，行動，痕跡　等

調査，解析 捕獲記録，年齢推定，繁殖状況，夜間センサス，カメラトラップ，コホー
ト解析，個体群動態，個体群モデル　等

シカによる影響 生息密度と植生の関係，生物多様性への影響，農林業被害と防止，柵の
設置，アーバンディア，交通事故　等

管理計画 北海道におけるシカ管理，軋轢，管理計画，捕獲目標の設定，捕獲計画，
体制，モデル地域の事例，海外の事例　等

捕獲 動物福祉，危機管理，ハンター倫理，各種捕獲法，道具，狙撃部位，半
矢の追跡，止め刺し，わな，誘引，海外の事例　等

銃器の取り扱い 安全な銃の取扱い，安全管理，射撃体勢，サイト調整，弾道学，銃・弾
の種類，狩猟事故　等

狩猟獣の疾病 栄養状態の評価，捕獲個体の検査，異常個体の取り扱い，主な感染症　等

食肉衛生 基本的な衛生管理，処理施設，関連法令，衛生的な解体処理法　等

実習 ビームライフル，衛生的な解体
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▍DCC2

　DCC2 での評価基準は、①捕獲計画の作成、②射撃実習、③捕獲・解体実技の

三分野から構成される。

　③捕獲解体実技はさらに 6 つの要素に分けられ審査される。

（ア）捕獲のための準備 　（イ）銃の取り扱い　 （ウ）捕獲

（エ）一次処理の準備 　（オ）一次処理　  （カ）捕獲個体の検査

　上記 6 つの要素について技能確認のため、最低 2 頭のシカを実際に捕獲するこ

とを審査される。受検資格は DCC1 を取得していること、シカの捕獲に適した

銃を所持していること。DCC2 は法令の遵守、効率的かつ安全で人道的な捕獲を

実現する技能、シカを資源として衛生的に扱える技術をもつ者を認証するもので

ある。

▍組織体制

認証組織　一般社団法人エゾシカ協会 シカ捕獲認証委員会

シカ捕獲認証委員　委員長 ：赤坂猛（酪農学園大学）／委員 ：伊吾田順平

（NPO 法人 西興部村猟区管理協会）/ 伊吾田宏正（酪農学園大学）/ 井田宏之

（一般社団法人 エゾシカ協会）/ 宇野裕之（地方独立行政法人 北海道立総合研

究機構）/ 松浦友紀子（国立研究開発法人 森林総合研究所 北海道支所）/ 早稲田

宏一（NPO 法人 EnVision 環境保全事務所）/ 事務局 ：東谷宗光（一般社団法

人 エゾシカ協会）

評価委員　沖慶一郎（有限会社沖商店）/ 佐藤喜和（酪農学園大学）/ 鈴木正嗣

（岐阜大学）/ 吉田剛司（酪農学園大学）

実施体制　DCC ではエゾシカ協会内にシカ捕獲認証委員会を設置し、認証の体

制・制度設計を行っている。また、外部に評価委員を設け、客観的な制度の評価

も行っている。

DCCネットワーク体制　DCC1 の受講者は「DCC ネットワーク」に入会するこ

とができ、研修会などへの参加や、メーリングリストによる情報交換、法改正に

伴うテキストの修正情報を入手することなどができる。このネットワーク体制は、

資格を取得すれば終わりという流れではなく、取得後に継続してフォローアップ

を受けられる点において、DCC の特徴的な点と言える。
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　シカ捕獲認証制度（DCC）の現状とこれから

　前項までは DCC の概要を整理し述べてきた。委員の多くが大学教育の現場に

いること、シカ肉処理施設の認証運用のノウハウの蓄積があったことから、順調

な運営が行われている。そこで DCC の現状とこれからの展開を紹介する。

▍DCC 創設のきっかけ

　狩猟が盛んなヨーロッパでは、捕獲者が資格を持っていないと、捕獲した野生

動物の肉を販売することはできない。日本の場合は食肉衛生の知識がない狩猟者

でも鹿肉の出荷ができてしまうというリスクを抱えている。

　この食肉衛生に関するポイント、そして、地域でしっかりと野生動物管理をす

る担い手が不足しているとの危機感を持った「一般社団法人エゾシカ協会」が、

認証制度と担い手の育成を同時並行で進めつつ、知識とスキルの高い人を増やし

たいという考えを出発点として DCC が創設された。

　また、現在は野生動物管理に関して体系的に学べる場所が国内に少ないため、

DCC が国内初の体系的に学べる機会の１つとして期待できる。

▍イギリスのシカ捕獲認証制度（Deer Stalking Certificate（以下 DSC））との違い

　DCC はイギリスの認証制度 DSC をモデルに創設されたものである。ただ、イ

ギリスと日本では法律的に異なる部分があるため、例えば DSC ではレベル１で

射撃試験を実施するが、日本では法律上、銃を所持していない者は原則銃を扱え

ないため、DCC2 の方に射撃訓練を移行している。

　また、イギリスでは野生鳥獣の肉を出荷するときの資格が「DSC のレベル 1

を取得していること」となっている。

　DCC 事務局では、2013 年からほぼ毎年イギリスに渡り、現地の DSC 資格

を実際に取得している。DSC を運営している非営利会社 Deer Management 

Qualifications から常に指導を受けながら、世界基準の資格の創設を目指してい

る。
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　　　　　英国シカ捕獲認証制度

英国ではシカ管理の４つの基本原則である「合法性」「安全性」「人道性」「食肉衛

生」を備えた人材を認証するため、Deer Stalking Certifi cate ＊（DSC）という制度

が 1995 年に創設された。英国職業基準とリンクした 23 の官民学の関係機関からな

る Deer Management Qualifi cations が認証母体となり、９つの育成機関で講習と

検定が行われている。DSC1 では知識と射撃技術を、DSC2 では実際に適切な捕獲が

できるかを検定する。合格者は猟区への就職や食肉販売の際に優遇される。

＊ 英国ではシカ猟のことを deer stalking、シカ捕獲者のことを deer stalker という。
（引用：エゾシカ協会webサイト　http://yezodeer.org/DCC/about.html）

コラム

実習と講義のようす
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▍DCC の現状

　DCC1 は 2015 年（平成 27 年）からの 3 年間で合計 6 回開催し受講者数は 92

名で、うち 79 名を認証している。受講者の活動地域は、北海道内 68 名、北海道

外 24 名（13 都道府県＋海外１）であり 3 分の１は北海道外である。男女比は男

性 68 名、女性 24 名で、受講者の年齢構成は表１のとおりとなる。

　受講者の職種は表２で「市町村職員」16 名のうち 11 名は地域おこし協力隊員。

「その他」のうち 10 名は一般狩猟者。「国・都道府県職員」や「研究機関」から

の受講者も年々増加傾向にある。

▍全国へ展開

　事務局では、野生動物問題を抱えている全国各地域の鳥獣行政担当者、その地

域に関わる民間の野生動物管理業者、鳥獣管理に積極的に協力できる一般狩猟者

を対象に資格を取得してもらうことをねらいとしている。さらに各都道府県の鳥

獣対策担当者、国の林野行政、環境行政、鳥獣行政など各レベルの担当者に資格

取得を促すことも視野に入っている。

　DCC1 はシカの管理の中でも、鳥獣害に関わる担当者が知っておくべき広範囲

の知識である。DCC はエゾシカをモデルとしているが、事務局は、全国のシカ

管理に関わる全ての担当者が取得することが望ましいと考えており、全国展開も

検討している。

　行政担当者がシカの管理を担当する場合、DCC1 の知識があれば十分である。

DCC2 は、DCC1 で学んだ「安全な捕獲、衛生的な処理、動物福祉への配慮」を

適切に実践できるかという実技審査のため、必ずしも全員が取得する必要はなく、

地域でより専門的な業務の中でシカの捕獲をする担当者、衛生、食肉出荷をする

年代 人数（％）
20 歳代 27（29.3％）
30 歳代 22（23.9％）
40 歳代 25（27.2％）
50 歳代 9（9.8％）
60 歳代 9（9.8％）

職種 人数
獣害対策民間団体 20
市町村職員 16
国・都道府県職員 15
研究機関 11
学生   4
林業関係職員   3
その他 23

表 2　受講者の職種表 1　受講者の年齢構成
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人が取得するレベルになる。

　DCC 資格の認知度は数年で着実に広がってきている。環境省の人材登録制度

「鳥獣保護管理プランナー」「鳥獣保護管理捕獲コーディネーター」「鳥獣保護管

理調査コーディネーター」については、これまで知識を測るための小論文試験が、

2017 年から DCC1 保持者は小論文を免除するということになっている。

▍捕獲の担い手育成と認証取得者の理想像

　酪農学園大学の環境共生学類の現状を見ると、野生鳥獣の管理を目指して入学

してくる学生も増えているという。数年前に設置された野生動物学コースには、

毎年 80 名程度の学生が入学し、中には「自分の生まれ育った地域でシカやイノ

シシの被害があるから」「親戚に狩猟者がいて興味を持って」という学生が増え

てきている。

　このような学生の存在は、地域の野生鳥獣管理にとって大きな底上げとなる。

市町村役場や民間会社の採用時に、「DCC1 を取得済」「狩猟免許保持」というこ

とが一つの強みになること。その流れが一般化することで、DCC 取得者が役場

のシカ管理の担当者に採用されるような流れができれば、地域の鳥獣害管理の現

場が変わるきっかけのひとつになるのではないか。さらに言えば、営林署や民間

の大規模森林の林業会社においても、DCC 取得者がシカの捕獲から計画的管理

を行い、林業被害も減らし肉も活用していく流れが理想的といえる。

▍今後の課題

　事務局からは、DCC の資格認証体制や取得後のネットワークなど、基本的な

部分は完成されているが、特に動物福祉部分や食肉衛生の部分がヨーロッパに比

べて日本では非常に遅れている分野なので、そこをいかにしっかり定着させるか

が課題とのことであった。

　また、DCC 資格の認知度をさらに上げていくため、事務局による広報活動や

各都道府県と DCC の連携は必須となってくる。DCC の全国展開に向けて、新

たな講義や実習をする拠点を各地方に設置していく点についても現在事務局で

検討されている。北海道にとどまらず、国内の様々な地域と連携させることで、

DCC を日本の野生鳥獣捕獲のスタンダードとすることが期待される。
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▍ヨーロッパから学べること

　イギリスやドイツといったヨーロッパ諸国では、森林管理、森林行政の中に野

生動物管理が組み込まれている。木材生産と同じように動物管理がされており、

野生動物であるシカも「収獲する」という考えがある。

　イギリスの場合、シカの捕獲個体のほとんどが食肉利用され、流通するものが

61％、36％が自家消費となっており、森林資源としてほぼ 100％利用されてい

る。

　翻って日本に目を向けると、北海道の過去のアンケート調査では、3 割程度が

廃棄され、自家消費が半分程度。これを肉ベースで見るとさらに廃棄量は多い。

今後は我が国においてもシカ肉の流通量を増やし、廃棄を限りなくゼロに近づけ

ていくことが理想である。

　DCC の取得者が増えることにより、全国的に正しい野生鳥獣管理の知識を

持った担当者が増えていけば、ヨーロッパにならい野生鳥獣の肉を森林資源とし

て正しく活用する地域も増えていく。DCC の浸透は日本の森林行政にとって大

きな転換点となる可能性がある。

　認証取得者の活動状況

　最後に、DCC 取得者 2 名に受講のきっかけや現在の活動状況について伺った。

ご協力いただいたのは、大学院卒業後、民間企業勤務を経て北海道占冠村職員と

してシカの捕獲管理業務に従事する DCC2 取得者の「浦田剛氏」、民間企業で鳥

獣被害対策を業務とする DCC1 取得者の「相澤あゆみ氏」の２名である。

（1）DCC2 取得者

　DCC2 を取得した「浦田剛氏」は、占冠村役場林業振興室の野生鳥獣専門員

（常勤嘱託職員）である。浦田氏は北海道大学大学院農学研究科（農業工学）修

士課程卒業後、民間企業勤務を経て、2013 年（平成 25 年）7 月地域おこし協力

隊員として、占冠村役場林業振興室野生鳥獣担当として着任。2017 年（平成 29

年）4 月からは占冠村役場林業振興室 野生鳥獣専門員として勤務している。

　業務内容はヒグマ、エゾシカ、アライグマ等を中心に、村内の野生鳥獣対策に
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係る業務を担当。関係機関、住民、捕獲従事者との連絡調整、関係事務、フィー

ルド調査、捕獲作業、普及啓発活動が主な業務である。また平成 26 年に設置さ

れた占冠村猟区の管理運営事務とハンティングガイドも行っている。

■占冠村の概要と鳥獣被害の現状

　占冠村は北海道の内陸部に位置し、太平洋に注ぐ鵡川の源流域により形作られ

ており、面積は約 571㎢、その 94% が森林である。農地は川沿いにわずかばか

りあるが、主に酪農、畜産の採草地となっている。人口は約 1,500 人で、農林業

のほか、近年はトマムリゾート等の観光業の従事者が多くなっている。

　鳥獣被害の主なものは、エゾシカによる牧草食害（年間 1,000 万円前後）、同

じくエゾシカによるデントコーン食害（未算定）、ヒグマによるデントコーン食

害（年間 100 万円前後）、アライグマによるスイートコーン食害がつづく。この

ほかにヒグマは人身被害防止のための警戒対象である（人身被害の発生はなし）。

アライグマは被害の多寡によらず、外来生物であるため、駆除対象としている。

　いずれの事象も、ここ数年来に大きな変動はない。

■占冠村の鳥獣管理体制と、現状抱えている課題

　占冠村では専門スタッフ 2 名（非正規職員）を雇用、解体処理施設 1 カ所が

あり、また概ね村全域にわたる猟区を設定している。村内の銃猟従事者は約 10

名、施設を利用して野生獣の食肉処理を行う事業体が 2 つある。エゾシカの管理

北海道占冠村

総面積　571.41㎢（94％が山林）
人　口　1,506 人（2018 年 2月現在）
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は、持続的に捕獲し資源利用しながら被害抑制を図る方針とし、ヒグマは日常的

なモニタリングによる問題個体への警戒、普及啓発による事故予防、農作物食害

個体の除去を行っている。

　スタッフの配置や施設整備、猟区設定等は先進的な取り組みとして推進され、

総合的には是とされているものの、様々な歪みも生じており、今後どのように手

当てしてゆくかが課題である。またスタッフや施設の維持についての方針が明確

ではないこと、管理や捕獲のための人材維持、育成についての、方針と基準づく

りの整備も重要とのことであった。

■ DCC 受講のきっかけ

　浦田氏は捕獲や野生鳥獣管理にかかわる技術を、体系化して共有するプロセス

に関心があったという。元来、管理のための公的な捕獲や、資源利用のための捕

獲と、個人の欲するところの狩猟との間にはせめぎ合いがあるが、それらを上手

に取り持ち、地域の望ましいあり方を実現するためには、まずは双方の事情を理

解し、表現するツールが必要だと考えている。DCC はその内容だけでなく、構

成や形成過程、更新手順に学ぶべき要素があり、受講が村のためになると考えた。

　また同時に、猟区のハンティングガイドや許可捕獲従事者、処理施設利用者、

猟区利用者など様々な分野、階層で基準を確認し、格付けするシステムが必要だ

としており、当面、DCC が村のガイド資格の基準として利用できる可能性があ

ると考えた。

　また以前より DCC 委員の多くから、占冠村は何らかの形で技術的支援を受け

ており、エゾシカ協会の法人会員でもあった。提供側と利用側が力を合わせて

DCC を内実のあるものに育ててゆくことが、両者のためになると考えたことも、
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公務として受講することとなった理由のひとつだという。

■ DCC の効果

　DCC は、変容しながらも存続する、「生きた」システムを目指している。状況

の変化に対し、これを検証、改訂する手順を備えており、また運営機関と認証機

関を分けて公正を担保している。独善や権威主義に傾くまいとする姿勢は大事だ

と浦田氏は感じたという。

　業務で最も役立っているのが、講師や他の受講者との交流を通じて、新たな情

報を得たり発信したりできていることだ。以前から付き合いのあった者同士でも、

DCC という共有された認識を土台とすることで、より実り多いやりとりができ

ていると感じる。また業務の中で、技術的な基準や科学的知見について、DCC

にて示された記述を参考にしている。

■今後の活動目標

　野生動物は分からないことだらけだが、直接的な調査に取り組み、少しでも対

象動物のことを知る努力を続ける。またそうした知見を関係機関や住民向けに発

信し、地域全体の状況認識を妥当なものとしたいと考えている。

　占冠村は、被害や生息数の増減や世相に動じず、1 頭 1 頭を丁寧に捕獲し利用

していくこと、またその従事者の意志と生活を大切にする方針を堅持したいと考

えている。そして結果的に安定した資源利用と、人身事故の防止、農林業被害抑

制の実現を目指していきたい。

　広域的には、市町村単位で出来る取り組みを追求し、教育機関の人材育成に協

力しながら、各市町村に専門家が配置される社会の実現に寄与したいと考えてい

る。

（2）DCC1 取得者

　今回ご協力いただいたもうお一人は DCC1 の認証を受けている相澤あゆみ氏。

相澤氏は酪農学園大学大学院で野生動物保護管理学を学び、現在は宮城県岩沼市

の株式会社渡辺サービスセンター環境事業部で勤務している。同社は元々土木、

建築等を中心とした総合建設業で、建設業のノウハウを生かしながら獣害対策業

務を開始したいという代表の考えにより、2015 年度から環境事業部を設立した。
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■業務と周辺の鳥獣被害の状況

　業務は岩沼市内が一番多いが宮城県内各地、県外にも出向くことがある。

　岩沼市ではイノシシ、ハクビシン共にここ数年で目撃件数、被害件数が増加し

ている。個体数の調査はしていないので不明だが、生息域を拡大し増加傾向にあ

るのではないかと考えている。市内の農業者から直接連絡があった場合は、何の

動物によるどのような被害があり、どうしたいのかを確認し、必要な資材等を提

案し販売する。施工の指導は随時行っており、場合によっては施工を引き受ける

こともある。

　岩沼市の次に多いのは仙台市での対策業務。仙台市からの依頼で地域ぐるみで

の対策を行っている方を対象に、イノシシの生態・捕獲講習会を行ったり、現在

は来年度の導入に向けて ICT を使った獣害対策の実証実験を行っている。仙台

市ではイノシシの被害が深刻で、次いでツキノワグマ、ハクビシンの被害が多い。

ここ数年でニホンジカの目撃件数も増えてきているため、被害の増加が懸念され

ている。

■業務における課題

　営業活動もしながら対策業務を実施しなければいけないため、時間と体力が足

らないと思うことが多くある。また宮城県は、全国的に見るとまだ野生動物によ

る被害が少ないためか、地域によって自治体の担当者や被害者の意識に差がある。

宮城県からの依頼で市町村の担当者向けに、野生動物の生態や対策等の講習会の

岩沼市

仙台

福島

山形

一関

石巻

気仙沼

東
北
自
動
車
道

仙
台
東
部
道
路宮城県岩沼市

総面積　60.45㎢
人　口　44,268 人（2018 年 2月現在）
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講師を務めることがある、そういった機会を利用して啓発活動も行っていく必要

があると感じている。

■ DCC 受講のきっかけおよび DCC 受講後に変わった部分

　DCC の講師の方々には DCC が創設される前から野生動物対策について相談に

のっていただいており、受講を勧められたことがきっかけである。

　東北では野生動物の保護管理に携わる団体が少ないこともあり、情報交換ので

きるネットワークがあまりない。一人で勉強し一人で現場に向かい、対策も一人

で検討するということが多かったが、DCC を取得し全国にネットワークができ

たため、困ったことがあれば誰かに相談できるという安心感が生まれたことは大

きい。

　また、宮城県は震災後の原発事故の影響で野生動物の食肉利用は自家消費以外

あまりされていなが、捕獲や解体に伴う人獣共通感染症について学びたいと考え

ていたため非常に参考になった。捕獲や解体のリスク管理についても業務に非常

に役立っている。

■今後の活動目標

　講師やコンサルティング業務の件数を増やして実績を積み重ねていきたい。現

在捕獲個体の減量化の取り組みに力を入れているため、来年度より減量化処理施

設を県内に設置できればと考えている。

　東北から野生動物被害をゼロにできるようにしていきたい。

　今回ご協力いただいた 2 名は、DCC を業務に活かし、それぞれの地域で野生

岩沼市でも集落研究会 仙台市でのイノシシ捕獲研修会
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動物管理の担い手として、農林業被害の軽減へ向け現場で活躍をしている。

　DCC の取得で浦田氏・相澤氏ともに挙げている変化が、DCC ネットワークに

加入ができたことにより、相談できる場、新しい情報を得る場ができたことだ。

認証を取得した後も認証機関や取得者同士が互いにフォローをすることで、情報

と知識を共有し、さらに定期的な研修会により知識・技能を共有化することでさ

らに体制が強化していく仕組みがとられていることがわかった。

▍むすびに

　DCC はシカ管理のための総合的な知識・技能を身につけることができるよう

にプログラムが作れられているが、シカを基本に、イノシシやクマなど他の動物

を組み合わせることで、北海道以外の地域においても総合的な対策の担い手育成

プログラムにすることができるようになっている。ここで肝要なのは、担い手育

成に取り組む際に、安易に DSC や DCC を模倣することではない。まず DCC1 を

受講することだ。結果として DCC のネットワークに入り、その一員として活動

し連携していくことが、地域主体の野生鳥獣対策や担い手の育成の核になるので

はないだろうか。
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伊吾田宏正・松浦由紀子・東谷宗光（2015）「次世代の大型哺乳類管理の担い手を創出するには？―英国シカ捕
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4　三重県伊賀市

ICTを活用した地域主体の鳥獣被害対策 
三重県伊賀市阿波地区

　地区の概要とサル被害の状況

　三重県伊賀市阿波地区は、下阿波、須原、猿野、上阿波、富永、子延、平松の

７つの集落からなる地域である。伊賀市の東部、布引山地のふもとに位置し、面

積47.1㎢のうち約9割を山林が占めている。人口は約1,100名（平成27年）、高

齢化率は 44.4％の中山間地域である。

　2000 年前後を境に阿波地区でも野生鳥獣による農作物被害が目立つように

なっていた。特に下阿波・子延両地区ではサルの被害が目立っており、両地区に

おけるサルの被害は年々増加し、両地区の農地には、ほぼ毎日のようにサルが出

没し、夜にはシカが軒先まで現われるような状態となる。その後さらにサルの被

害は深刻化し、家屋の中にまで侵入するようになった。納屋に保存していた農作

物が荒らされ、仏壇のお供え物なども盗まれるようになった。

　住民たちも田んぼを独自に囲うなどの対策をしていたが、個人の努力ではどう

しようもないところまで、サルの被害が深刻化し、住民の疲労は頂点に達しよう

としていた。

　獣害に強い集落を目指して

　2009 年（平成 21 年）、三重県が県内の複数の地区に対して獣害に強い集落を

作るための働きかけを行った中に伊賀市阿波地区の名前があった。阿波地区はサ

ルとシカ、どちらの被害も県内で最も深刻な地域のひとつであり、切実に獣害に

強くなることを住民から求められている地域だったためである。

　阿波地区には、2004 年から住民自治協議会が設置されていた。自治協議会と

は、概ね小学校区を単位とした、地域住民自らが設置する組織で、住民が自由に

4 三重県伊賀市
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参加し、地域の身近な課題を話し合い、解決をしていくための協議をする場であ

る。

　この自治協議会の事務局と伊賀市が中心になり、まず阿波地区全体を対象とし

た広域の鳥獣被害対策研修会が企画された。これが好評で、その後集落単位のよ

り具体的な研修会の開催が各集落から求められた。そこで阿波地区の自治協議会

では、集落単位の研修会を開催し、集落内の被害箇所、被害対策の実態、餌場と

なっている場所の確認などの集落点検を行い、現状把握と改善点を探った。この

結果、それまでの個人が侵入防止柵等を設置する獣害対策では、効果が低い柵を

選んでいたり、設置後の管理が不十分で、十分な効果が得られていないことが分

かった。

三重県伊賀市

総面積　558.23㎢
人　口　92,646 人（2018 年 2月現在）

平松
子延

富永

上阿波

下阿波
猿野須原

阿波自治協議会が発行する
『阿波自治協だより』での周知活動阿波地域獣害対策研修会
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4　三重県伊賀市

　このような研修会では、集落点検で判明した改善点の他に防除のための正しい

知識を学ぶこともできた。

　具体的には、収穫残渣、放任果樹、生ゴミ、収穫後のイネのひこばえなど、集

落にあふれる農作物被害にならないエサによる『無意識の餌付け』をやめ、集落

を野生鳥獣の餌場としての価値を下げることやサルを集落の外まで正しく追い払

うこと、効果的な侵入防止柵を設置することなどを学んだ。

　下阿波地区の取り組み

　研修会で正しい知識を学ぶ前、下阿波地区では 4 段張りの電気柵が設置されて

いたが、使った支柱が細すぎたり、柵線を適切な高さ・間隔で設置をしていない

という問題があった。

　そこで、市や三重県農業研究所から講師を招き「獣害勉強会」を開催し、「獣

害対策 5 箇条」を学んだ。

　さらに、区長を中心に日中も地区内に居る住民を集め「下阿波獣害対策委員

会」を結成する。区民や老人クラブを対象に再度の勉強会を開催し「獣害対策 5

箇条」と「下阿波追払い手順」の徹底を呼びかけた。

獣害対策5箇条（サルの場合）

　1　 餌場をなくす
　2 　隠れ場をなくす
　3 　正しく囲う
　4 　組織的に追い払う
　5 　群れ単位に頭数を管理する
　　　　（１〜４が地域の仕事）

下阿波追払い手順

　1　「サルを見かけたら打ち上げ花火で知らせる」

　2　「花火の音を聞いた委員や住民が音の鳴った付近へ集合する」

　3　「 複数班で、サルの進行方向へ連絡を取り合いながら山頂付近・地
区境界付近まで追払う」
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4　三重県伊賀市

　活動を始めてから８か月ほど経過した頃には、集落内へのサルの出没が減少す

るとともに、追払い回数も激減した。三重県農業研究所の調査の結果、サルは下

阿波地区を避けて行動していることが分かった。

　サルの出没は減少したものの、追い払いではシカの被害は減らないため、

2010 年（平成 22 年）度に集落を囲む長さ 4.3km の亀甲金網を交付金等を活用

し、設置した。これによりシカによる獣害も激減し、被害により途絶えていたソ

バ栽培も復活した。

効果が低い追い払い 効果的な追い払い

下阿波老人クラブ
総会での研修会

54

  ・食べられるという学習
  ・人は怖くないという学習

効果が低い
徐々に人になれてくる

・サルに恐怖感を学習させる
・食べられないという学習

この場所を避ける

サルが集落から出る
まで集団で追い払う

個々でバラバラに追い
払っていたり、農作物
を食べられた時だけ、
一部の人しか追い払い
をしていない

サルが侵入した
場所に集まり

２
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4　三重県伊賀市

　子延地区の取り組み

　下阿波地区で獣害対策を行った結果、サルが下阿波地区を避けるようになり、

三重県農業研究所の調査から下阿波地区に隣接する子延地区でサルの出没が激し

くなったことが明らかになった。

　そこで自治協議会事務局と地区が連携し「子延獣害対策委員会」を設立。三重

県農業研究所による「獣害勉強会」を繰り返し開催し、地区の住民が対策に動き

出す。

　「農業研究所に先進地の事例とか、対策の方法なんかいろいろ情報聞かせてい

ただいて、学習会もしていただいたり、うまくいった地域へお話を聞かせてもら

いに行ったりしながら、地域でどうやって対策を講じるかの話し合いをしていき

ました。

　個々がやるロケット花火とかモデルガンとかの対策では限界があるので、地域

や、集落で、なんとかしようと話がまとまりました。お金を出したりとか、人手

を出したりしてなんとかしようよ。子延区の集会でまとまりました」子延獣害対

策委員会の芝田氏は当時をそう振り返る。

　その後、子延区として国の交付金を活用し、集落全体を防護柵で囲うことを決

定し、５～６種類の柵の中からシカ、イノシシに効果が期待できるものを選び、

さらにサルも防ぐことを目的とした多獣種防護柵「おじろ用心棒」を導入するこ

ととした。

　柵の設置作業では、設置ルートにある樹木の伐採や、杭の設置、柵の運搬、電

女性が中心となって
電線巻き付け作業 全長約 4kmを住民自ら

の作業で設置
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4　三重県伊賀市

線を張る作業などを行ったほか、おじろ用心棒のポールに電線を巻きつける作

業は女性が中心となって担当した。約半年間の工期中、計６回地区住民 40 名が

「総出会い作業」にて作業を行ったほか、残りの作業は獣害対策委員会の約 10

名が担当し、のべ 300 人日ほどをかけ、平成 24 年に子延地区の柵が完成した。

これは祭りなどの定期行事で普段から地域住民の交流があり、かつ獣害に地域で

立ち向かうという意識が醸成されたことによる結果であるといえる。

　防護柵の設置後、サルが柵に登ったところ電気が流れ、「ぎゃー！」と大きな

声で鳴きながら立ち去る様子を見て、住民はニンマリしたという。

▍柵の維持管理

　子延地区での柵の維持管理作業は 16 名の地区の鳥獣対策委員が中心となって、

春と秋の年 2 回行っている。柵周辺の除草や柵に絡まった蔓の除去、雑木のせん

定などを行っているほか、日常的に全員が漏電の有無や、柵のすき間が生じてい

おじろ用心棒の仕組み
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4　三重県伊賀市

ないかなどを確認している。また柵の設置を集落全体で行ったことで、どのあた

りに動物が侵入を試みやすいか、草や木によって漏電の可能性が高いかが共有さ

れているため、なにかあった場合にお互いに声を掛け合い対応も早いという。

　地域主体の被害対策

　阿波地区の被害対策は、集落を中心として取り組まれてきており、集落間の情

報共有や、研修会の開催、サルの情報提供など、個々の集落では難しい活動は学

校区単位の住民自治協議会が事務局を担ってきた。一方、サル群の調査や捕獲計

画の立案、捕獲の実践などは行政や県研究機関が担い、連携して被害対策をすす

めた。

　その結果、下阿波、子延だけでなく、他の５集落でも追い払いや多獣種類防護

柵の設置が広がり、この地域に出没していたサル群の集落への出没率や被害が減

少した。これらの活動が評価され、2013 年（平成 25 年）度には阿波地域住民

自治協議会が農林水産省主催の鳥獣被害対策優良活動表彰において農林水産大臣

賞を受賞した。

子延地区のH22年とH24年の
全獣害の比較（集落柵と追い払いの効果）

下阿波地区のH20年とH23年の
全獣害の比較

被害があった農地の数や
被害程度も改善した

76カ所 102カ所22カ所 21カ所

被害指数
135

金額換算
380万円

被害指数
353

金額換算
820 万円

被害指数
36

金額換算
32 万円

被害指数
15

金額換算
32万円

下阿波地区・子延地区ともに被害は 10分の 1以下に減少した

平成 25 年度鳥獣被害対策優良活動表彰で
農林水産大臣賞を受賞
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4　三重県伊賀市

　ICT を活用した大型捕獲機

　サルの追い払いを続けていても、サルの個体数は増え続ける。また、集落を柵

で囲ったとしても完全に囲うことはできず、道路からや川づたいのシカ・サルの

侵入を防止することは、困難である。

　地域主体の追い払いと防護柵の設置、餌場の価値低減や隠れ場の除去などの被

害対策を進めつつ、2014 年（平成 26 年）伊賀市と三重県農業研究所では ICT

を活用した大型檻・わなの遠隔監視操作装置「まる三重ホカクン」（三重県農業

研究所・株式会社アイエスイー・鳥羽商船高等専門学校の共同開発）を使用して、

サル群の個体数調整とシカの捕獲を進めた。その結果、サルでは群れの個体数が

減り、追い払いが容易になった上、集落への出没がさらに低下した。

　このシステムは、大型捕獲わなで効率よく動物を捕獲するためのもので、ネッ

トワークカメラを使用し、わな内部のライブ映像をパソコンやスマートフォンに

配信する、わなに近づく獣を赤外線センサーで感知し、電子メールで知らせ、獣

の動きをカメラで見ながらわなの扉やネットなどを落下させるための電子制御装

置である電子トリガーを遠隔操作し、捕獲することができる。

　このシステムの最大の特徴は、わなの状況を確認しながら捕獲の判断ができる

ことであり、これにより群れを計画的に管理することができるようになった。

　このシステムの原型は、三重県農業研究所と鳥羽商船高等専門学校が実証実験

で共同開発していたもので、そこに株式会社アイエスイーが加わり、全国に普及

できる製品として完成し、2012 年（平成 24 年）9 月に開催された三重県の獣害

対策フォーラムで発表された。

　動物の映像を遠隔地で見ながら、捕獲ができるようになったことは、誘因エサ

の置き方などの改善もでき、非常に画期的なのであった。しかしこの段階ではわ

なと捕獲担当者の１対１のシステムでしかなく、捕獲に関わる地域住民が情報共

有をすることが難しかった。

▍取り組みを継続させるための改善

　そこで 2014 年（平成 26 年）から、三重県農業研究所、株式会社アイエスイー、

鳥羽商船高等専門学校で、まる三重ホカクンの情報共有部分の改善に着手 （注）
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4　三重県伊賀市

「まる三重ホカクン」

し、クラウド上のサーバーに情報を蓄積し、捕獲に関わる関係者全員で情報を共

有することができるようになった。これにより、とかく孤独になりがちな捕獲と

いう作業の情報を共有することで、捕獲のモチベーションを高く保ちながら捕獲

に関わる関係者全員、地域主体で取り組んでいくことが可能になった。

　改良されたシステムには、チャット機能も実装されており、SNS のように登

録しているメンバーとやり取りも可能になった。誘因用のエサの取り替えの報告

や、それに対するねぎらいの言葉、わなと捕獲の話だけではなく、被害状況の会

話などもできるようになり、単なる捕獲装置としてではなく、対策に係わるメン

バーの重要なコミュニケーションツールとなり、負担の軽減にも役立っている。

　開発の中心的役割を担った当時三重県農業研究所の山端直人氏（現兵庫県立大

教授）は「捕獲するというのは、結構労力がいるものです。みんながアクセスで

きるコミュニティがあれば、捕獲以外の違う話もすることによってわなを見守り

続ける環境ができます。つまりシステムを使い続けることにつながります」と話

設置場所にはいくつか条件がある。地権者の協力を
はじめ、docomo の携帯電話回線で通信ができる場
所であること、ソーラーパネルで蓄電した電力を使
用するため、日照時間が確保できる場所であること、
檻が設置できる平らな場所であることなどである。
また、設置や捕獲個体の搬出、設置場所の移動など
を考慮すると、なるべく自動車で近くまでいける場
所であることが望ましい。
このような条件から、設置場所には防護柵（集落柵）
の外側にある、耕作放棄地が利用されることが多い。

設置は住民の手で行われた
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4　三重県伊賀市

　獣害から守った畑から広がる地域活動

　NPO 法人「あわてんぼう」は阿波地区にある保育園跡地を拠点に、2013 年

よりレストランと弁当配達活動を続ける女性中心の組織である。「あわてんぼ

う」の名前の由来は、これからの阿波（あわ）を展望（てんぼう）していこうと

いう想いが込められている。

　阿波地区には飲食店がなく、スーパーも近くにない。高齢者は買い物へ出かけ

るのが大変だということもあり、宅配弁当の活動を始めた。契約している農家か

ら野菜を無償で提供してもらい、農家には弁当チケットとなって還元されるとい

うシステムをとっている。農家にとっては農作物が無駄にならないし、あわてん

ぼうも地域の食材を確保できるというメリットがある。弁当の配達先はほとんど

が高齢者のため、地域住民を見守るという役目も同時に果たしている。このよう

な活動で平成 28 年度農山漁村女性・シニア活動表彰で最優秀賞の農林水産大臣

ICT を活用した大型捕獲檻運用の役割分担（伊賀市）

す。これまでは捕獲者まかせになりがちだったものが、集落の住民みんなで捕獲

するという意識になったことで獣害対策の関心を高め、同じ目的を持つ者として、

つながりも深くすることが可能になった。

　このチャット機能は、捕獲個体の利活用の面でも機能を発揮する。チャットで

狩猟者や食肉加工施設に連絡し、すぐに現場に来られるような時は捕獲するが、

スケジュールが会わない場合は捕獲を延期するなど、捕獲のタイミングを調整で

きるようになった。

餌付け
管理

捕獲後
処理

捕獲実行
（ボタン押し） 檻の移設 捕獲計画 地元・猟友会

への説明等

集落住民 ◎ ○ ◎
集落の狩猟者 ○ ○ ○
中核的な狩猟者 ◎ ◎
市役所 ○ ◎ ◎
県農業研究所チーム ○ ○ ○ ◎ ○
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笠もみじ山里レストラン「あわてんぼう」外観

賞を受賞している。

　また、あわてんぼうでは、要望に応じて阿波地区で捕獲したシカ肉を使った料

理を提供する。代表的なのものが「笠もみじ」と名付けられた料理であり、「し

いたけ」を笠に見立て、「シカ肉」はモミジと呼ばれることから名付けられた肉

詰めのフライである。このほかも獣害から守った収穫物と捕獲したシカを活用し

たメニューを開発している。

　鳥獣被害対策で成果が出る地域とは

　阿波地区の鳥獣被害対策に住民と取り組んできた山端氏は「追い払いにして

も防護柵にしても、そして ICT の捕獲檻にしても、あくまでもこれは道具であ

り、どう使うか、どう使うべきかが重要です。行政や研究機関からどの道具を使

うかの提案はできるが、地域に使っていただける方がいないと活きる道具になり

ません。ちゃんと住民で使っていただいて、そしてその成果が出なければ出ない

で、改善をしていく。単発でなく長期にわたって、その技術を成果が出るまで

使っていくことが重要です。参加する住民の方と、それをまとめる牽引者となる

ようなリーダー、あるいは事務局機能、こういったものがある地域は獣害対策だ

けではなく他のことでも成功しやすい。逆に言うとそういう機能がないところに

どんな高価な技術を持って行っても、結局それは継続して使えないかもしれませ

ん」という。

　阿波地区のように、獣害を無くすという目標をきちんと設定した住民が、道具

を活かし、行政や研究機関のサポートを受けながら、地域のリーダーが活動を推
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獣害対策・野生動物管理のグランドデザイン（サルの場合）

都道府県・県事務所

市町村

集  落

個  人

●地域個体群管理のグランドデザイン
●頭数調査やモニタリング
●特定計画策定と地域実施計画支援

●集落主体の対策推進、支援
●補助事業の導入
●群れ単位の個体数管理や遊動域、頭数の調査
●地域実施計画、被害防止計画等の策定

●組織的な追い払い
●集落防護柵
●エサ資源低減
●隠れ場除去

●個々の農地を囲む
公 助

公 助

共 助
●

自 助

進し（阿波地区の場合は獣害対策委員）、学校区や旧村単位の組織（阿波地区の

場合は自治協議会）が各集落の結節点となり、鳥獣被害対策の PDCA サイクル

が持続する地域こそが成果が出る地域だといえる。

▍鳥獣害対策をどの段階で誰が担うか

　また山端氏は、獣害対策では、自助、共助、公助のバランスを取り、「誰が何

をすべきか」の役割分担を明確にして「それぞれがすべきことをする」ことが重

要だと指摘する。自助、共助、公助のバランスは、図のように個人の段階、集落

の段階、市町村の段階、都道府県の段階で整理することができる。阿波地区の取

り組みはこの整理ができた結果であろう。

　維持し続ける住民の工夫

　阿波地区では以前はサルやシカによる被害を受けていたため、ムギやダイズは

全滅状態だったが、今では安心して栽培ができるため営農意欲が高まっている。

ただ、被害が著しく減ったことで危機意識が少し低下してきている気がすると言

62



4　三重県伊賀市

う住民もおり、自治協議会では、協議会が発行する『阿波自治協だより』に、定

期的に獣害情報や研究データなどを掲載したり、ICT を活用した情報共有を推進

することで、獣害に対する住民の意識が低下しないような工夫をしている。

ICT を活用し情報を共有することで獣害に対する意識を維持している

　山端氏は「この地域も、これを維持していくっていうのは、住民の方々だけで

はなく行政や関係機関が、どのようにサポートしていくといいのか、これからの

課題です。しかし少なくともこの阿波地区では、10 年活動が続いています、継

続していくことが可能な環境にあるでしょう。」と言う。

　子延地区獣害対策委員の芝田氏は「また獣害にあったとしても、今までのノウ

ハウがあるから心配していない。対処していける」と力強く語ってくれた。

参考文献

江口祐輔監修（2013）『最新の動物行動学に基づいた津物による農作物被害の総合対策』誠文堂新光社．
山端直人（2010）「集落ぐるみのサル追い払いによる農作物被害軽減効果」『農村計画学会誌』28，pp273-278，
農村計画学会誌．
山端直人・鈴木克也（2013）「通電式支柱『おじろ用心棒』を用いた電気柵に対するニホンザルの行動変化」
『兵庫ワイルドライフモノグラフ』5，pp81-87，兵庫県森林動物研究センター．
山端直人（2011）「集落ぐるみの追い払いがサル群の行動域や出没に与える効果」『農村計画学会誌』30，
pp381-386，農村計画学会誌．

注）　平成 25 年度  攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業

写真提供：山端直人　伊賀市阿波自治協議会
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おわりに

� 山端直人（兵庫県立大学）

　「農は国の大本なり」と言われる。中山間地域を中心に、獣害はその「農」を

脅かす問題となっている。そして、それは農業だけでなく、地域社会維持の問題

にもつながっている。

　「獣害」という言葉がよく聞かれ、社会問題として頻繁に取り上げられるよう

になり 20年以上になるが、獣害対策は今に始まったことではなく、シシ垣やシ

シ小屋に見られるように、農業が始まって以来、農村が常に対峙してきた問題で

ある。

　被害を獣だけの問題ではなく、農林業を中心とした地域社会の問題ととらえ、

社会全体で解決への役割分担を考えていくことが重要である。防災と同じように、

自分の農地は自分で守る「自助」、集落や地域単位での「共助」、それらの支援や

基礎的な調査、人材育成などの「公助」の考え方が、改めて重要となっている。

　今回の調査事例は地域によって取り組みの違いはあるが、すべての事例で「何

を目指すのか」という目標設定と、そのための主体毎の役割分担がなされている。

つまり、その地域に適合した「自助」「共助」「公助」の仕組みが作られている。

その結果、これらの事例では先進的な取り組みが継続的に維持され、被害軽減や

地域の活力向上、人材の育成などにも繋がっている。

　獣害対策を「獣」だけの問題、柵や捕獲などの「技術」だけの問題として個々

に切り離さず、被害を減らして農業を維持し、持続的な地域を作るという共通の

社会的目標の下、それら技術をどう活かすかを考え、地域社会の種々の主体が共

同できる活動にしていく必要がある。そしてそれは、人口減少や高齢化を迎える

地域の種々の問題を解決するヒントにもなり得る。



　京都府で食肉加工処理施設を運営する垣内忠正氏にご協力いただき、シカの止め刺

し、放血、運搬および、使用するナイフに関する解説を動画にまとめた。

　狩猟者として活動する垣内氏は、田舎暮らしにあこがれ、30 年前に福知山市三和

町へ移住。地元に人を呼びたい、「衣・食・住」の「住」を提供し移住者の手伝いが

できないかと、平成 19年に不動産業「株式会社ART�CUBE」を設立した。狩猟者と

して携わった有害駆除活動で捕獲した個体を廃棄するのはもったいないと感じており、

これを地域資源としてビジネスに活用できないかと考え、平成 25年に経験を活かし、

食肉加工処理施設「京丹波自然工房」の運営も開始した。また、狩猟者教室を開講す

るなど、後進の育成にも積極的に取り組んでいる。

動 画 解 説

おいしいジビエのための
—止め刺し、放血、運搬—

株式会社アートキューブ /京丹波自然工房

垣内忠正氏

動画ではシカにツノもなく小型のため、止め刺し作業をする際に保定していないが、ツ

ノがあったり大型である場合は、ツノにロープをかける等をして、動きを止めて作業を

するとより安全である。
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