
1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 1 1

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
19.59ha 25.48ha
15.91ha 25.48ha
0.00ha 0.00ha ※3
0.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと 〇 〇
その他

R1 R2 〇 〇
56人 50人 〇 〇
24人 27人
1人 1人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

〇 〇
⑥ 捕獲以外の被害対策

協定 〇 〇
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 97頭 127頭 103頭 108頭 134頭
委託事業 - - - - -
わな貸出 - - 48頭 160頭 286頭
その他 - - - - -

計 97頭 127頭 151頭 268頭 420頭
0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha
- - - 17位 19位

効率的なシカ捕獲と防護柵設置により、森林被害面積をゼロに抑えています。

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

4月～3月

銃（モバイルカリング等）

4月～3月

シカ防護柵実施有無

10頭/km2以上30頭/km2未満

事務管理官（管理担当）

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

4 4

くくりわな

改良型わな
担当職員

森林技術指導官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

シカ捕獲プロファイル

①
28,984.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（四国局）　安芸森林管理署

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※
安芸署のＡは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※安芸署の①は機動性が
高、最適性が高のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

こうして捕獲頭数を伸ばしました‼

①職員実行による捕獲
職員実行では笠松式くくりわなを主に使

用していますが、箱わな、囲いわなを捕獲
場所に応じて、使い分けて捕獲を実施して
います。
⇒「4.　職員実行」をご参照ください。

②わな貸出による捕獲
これまで笠松式くくりわなのみの貸与で

狩猟者からは好評でしたが、意欲のある狩
猟者の要望により、職員の退職により対応
困難となった既存の箱ワナ、囲いワナの有
効活用として、協定に基づき新たに北川村
に餌の支給と併せて貸与することとしたこと
により、更に意欲的な捕獲実施ができるよ
うになりました。
⇒「5．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

捕獲実績全国順位

シカ生息密度
管内市町村数

A

その他
協定

協議会

7

人工造林面積

0.00ha

0.20ha

0.40ha

0.60ha

0.80ha

1.00ha

0頭

100頭

200頭

300頭

400頭

500頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

【捕獲以外の対策】

  防護ネットを設置できない箇所で
は、単木保護(ツリーシェルター)を
実施しています。⇒

協定箇所
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 27人
狩猟免許所持職員数 1人
実施職員の構成

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）をさらに伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント
・工夫している点としては、定期的な見回りの実施などです。署全
体で取り組む体制を構築していくことがポイントです。

・安全講習会の実施
・緊急連絡体制表の作成
・ダニ対策・・・服装チェック、忌避スプレーの携行

・小林式誘引捕獲の実施を予定しています。

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

森林官、地域技術官、再任用職
員

ボトルネック※3 改善策※4

Ｌ台風

Ｌ豪雨

Ｌ狩猟期間の延長

Ｌ有害駆除期間の活用

・わなは、長期休暇以外の期間は常に設置しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 最新の目撃情報 Ｌ 林業従事者や猟友

会から情報収集

・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な

場所を選定しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 人工の確保

Ｌ 作業時間

Ｌ わな講習受講者数

の増加

・主には笠松式くくりわなを使用し、補完的に箱わな、囲いわなを併用

しています。

・餌はヘイキューブを使用しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 人工の確保

Ｌ 作業時間

Ｌ 署全体での見回り

体制の構築

・森林事務所の現場管理業務と一体的に実施しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 精神的苦痛 Ｌ 職員の意思確認・シカに電流を流し、電気ショックにより処理しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 埋設穴の作成

Ｌ 捕獲個体の運搬

Ｌ 事業体の協力

Ｌ 市のジビエ加工施設

の建設

・林道脇に埋設穴（直径1m、深さ1m）を作成し、埋設しています。
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「こじゃんと」による捕獲

「くくりわな」による捕獲 捕獲場所に応じて「わな」

を使い分けて捕獲を実施し

ています。
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5. わな貸出（協定）
① 基本情報 ② 協定裏話
管内市町村数 9 協定締結にいたるキッカケ
協定締結数 1
協定相手方

協定締結まで苦労した点

協議会参画数
協議会相手方 協定締結で工夫した点

③ 協定関係図

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・職員が減って、国有林内の未使用の箱わな等を協定者に貸与していきたいと考えています。

 安芸署からの働きかけにより、署のシカ捕獲の取組を紹介し、
協定締結を働きかけました。

北川村

 北川村担当者の熱心な対応により、村と猟友会との関係も良好
で、積極的な捕獲が実施されています。また、毎月の捕獲報告も
しっかりしています。

   猟友会より、署で職員が使用していた箱わなを貸与してほしい
との要望があり、囲いわなと共に追加貸与を行い、餌の配布も実
施しています。

・地域の農林業被害の軽減につながりました。
・笠松式くくりわなの評判がよく、狩猟者が無料で使用できるので喜んでいます。
・箱わな等も使用でき、活用しています。

•市町村担当者の協力
が得られない

•猟友会との役場の協
力体制

ボトル
ネック

•猟友会と市町村担当
者への協力要請を行
う

改善策

【報奨金の額】

・村費8,000円、国費7,000円

ただし幼獣1,000円

【貸出個数】

・くくりわな50個、箱わな４個、

・囲いわな、３個

【実施期間】

・４月～３月

【小林式誘引捕獲実施】

・無

森林管理署 猟友会等

市町村

【森林管理署のメリット】

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

【猟友会等のメリット】

・報奨金

・わな購入経費不要

・入林許可不要

【市町村のメリット】

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）
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平成３０年８月、「北川村シカ被害
対策推進協定書」を交わしました。
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６. 協議会について
① 基本情報 ② 協議会裏話
管内市町村数 9 協議会発足等にいたるキッカケ

協議会の運営で苦労した点

協議会参画数 1
協議会相手方 協議会運営で工夫した点

③ 協議会関係図

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること

・更に防護柵の設置を予定しています。
・有害鳥獣捕獲目標の設定について検討しています。

シカ被害対策にかかる情報収集や共有の場の構築について模
索する中、北川村から協議会発足の打診があったことから行政機
関として参画することとなりました。

シカ被害拡大防止の観点から、過去の鳥獣被害状況に基づい
た被害の予測及び捕獲頭数の推測の計画案づくりを行いました。

高知県、市町村、ＪＡ、改良普及センター、森林組合、
漁協、鳥獣保護員、猟友会、地元関係者等

　 鳥獣害防除資材の購入補助から金網柵設置計画に基づく地区
別防護柵設置の事業化をしました。

・地域の農林業被害の軽減のため防護柵資材を購入し設置の報告をしています。
・地域の農林業被害の軽減のため有害鳥獣捕獲実績の報告をしています。

　 わな貸出協定による捕獲も含め、協定相手方の北
川村を含む地域の関係機関と連携して協議会を組織
して対策に取り組んでいますので、概要を紹介します。

北川村有害鳥獣被害対策協議会

•農産物被害

•捕獲実績
ボトル
ネック

•防護柵の設置

•捕獲目標の設定
改善策

安芸森林管理署 国有林野における被害予防対策

安芸林業事務所 林業における被害防止対策

安芸農業振興センター 農業における被害防止対策

高知県農協北川支所 農業被害の状況及び対策検討

中芸猟友会 鳥獣被害の状況及び対策検討

鳥獣保護管理員 鳥獣年間捕獲等実施計画、予察

役割内容構成機関の名称

高知東部森林組合 林業被害の状況及び対策検討

北川村役場産業課 事務局、全般
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 3 3

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
24.13ha 18.80ha
24.13ha 18.80ha
0.00ha 0.00ha ※3
0.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 〇 〇
27人 26人
9人 3人
0人 0人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

〇 〇
〇 〇 ⑥ 捕獲以外の被害対策

協定 〇 〇
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 - 43頭 36頭 18頭 -
委託事業 - 370頭 233頭 202頭 188頭
わな貸出 - 9頭 18頭 104頭 1,572頭
その他 - - - - -

計 0頭 422頭 287頭 324頭 1,760頭
0.00ha 0.00ha 0.70ha 2.40ha 1.68ha
- - - 16位 4位

※3シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

10頭/km2以上30頭/km2未満

全職員数

職員実行 通年（年末年始等を除く）

銃（モバイルカリング等）わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

協議会 1 1

シカ捕獲プロファイル
（九州局） 福岡森林管理署

②
23,624.12ha

シカによる森林被害面積

B

捕獲頭数

36

わな貸出

その他
協定

囲いわな

有

くくりわな

4月～11月

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※福
岡署のBは捕獲頭数が大、予算執行が大のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※福岡署の②は機動性が
高、最適性が低のタイプです。）

担当職員

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

地域林政調整官

シカ忌避剤使用有無 無

改良型わな

シカ防護柵実施有無

委託事業
通年協定

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

更新面積
人工造林面積

シカ生息密度
管内市町村数

★森林被害対策のワンポイントアピール

協議会 〇 〇

捕獲実績全国順位

①協定捕獲の重点実施
LPWAを活用した「ほかパト」を令和3年

度に導入しました。通信可能区域を調査
し、関係市町村に「ほかパト」を共同利用す
る三者協定を働きかけています。
　 令和4年度以降、「ほかパト」親機を増設
し、協定市町村等との共同利用（親機は当
署設置、子機は市町村調達）を進める予定
です。
⇒「5．わな貸出（協定）」をご参照ください。

②職員実行による捕獲
捕獲経験のある森林官からの提案で再

開（R3.10月）。地域の精通者とも信頼関係
を築き技術を研鑽し、少人数で大きな成果
をあげています。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

③誘引材ユクルの使用
 試行的に使用したところ、シカの群れを

効果的に誘引したことを確認。職員実行及
び協定捕獲での使用を進めています。

0.00ha

0.50ha

1.00ha

1.50ha

2.00ha

2.50ha

3.00ha

0頭

500頭

1,000頭

1,500頭

2,000頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

※三者協定では、国有林の周辺民有林も対象。

管内図１

三者協定

職員実行

凡例
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※三者協定では、国有林の周辺民有林も対象。

管内図2

三者協定

職員実行

凡例
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※三者協定では、国有林の周辺民有林も対象。

管内図3

三者協定

職員実行

凡例
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 4人
狩猟免許所持職員数 0人
実施職員の構成

共同実施者の有無 有

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）をさらに伸ばすために予定していること

・くくりわなの種類は笠松式の改良型で、押しバネ式を16基使用しています。
・小林式誘引捕獲の採用や誘引材ユクルとの併用を基本とし、くくりわな単独での使用はしていません。
・捕獲場所の競合による猟友会とのトラブルの回避、入林者への危険回避のため、主として国有林野の奥地に設置してい
ます。
・見回り負担及び捕獲後の埋設負担を考慮し、林道近くの獣道に設置しています。
・誘引材ユクル※を「認定鳥獣捕獲等事業者」の代表に試行的に使用してもらったところ、シカの群れを誘引した事例やイ
ノシシが親子で同時に7～8頭箱わなに掛かった事例がありました。なお、当該代表とは、貸付契約の更新時に知り合い、
日頃から連絡を取り合って技術やノウハウの提供を受けています。
・当該代表によるアドバイス（新品のくくりわなは金属臭やプラスチック臭がありシカが警戒する。川に1週間浸して臭いを
消す必要がある。）に基づき、実践しています。
・令和4年2月に、LPWA活用の「ほかパト」（親機1機、子機30機）を導入しています（ICT活用）。

・猟友会への依頼は行っておらず、全て森林官自らが行っています。
・止めさし用の器具は、造林鎌の刃を槍状に加工するとともに柄を短くし、テレスコ式測量ポールの先端に差し込んで固定
したものを使用しています。
・イノシシの場合は間合いが必要なため造林鎌部分をポールに付けた状態で使用し、シカの場合はポールから当該部分
を外して使用しています。
・イノシシの場合暴れて危険なため、市販（三生製）の3点セット（鼻くくり、ちょん掛け（鼻吊るし）、足錠）を使用し、おとなし
くさせてから止めさしをしています。

・地域統括森林官
・首席森林官

・猟友会への依頼は行っておらず、全て森林官自らが行っています。
・埋設は捕獲個体を林道下に引きずり下ろし、斜面の土を掘った場所に捕獲個体を埋め、土と落ち葉などを被せていま
す。

★署として工夫していること、ポイント
・本人の自主性を重んじ、本署から資機材を十分に提供していま
す。

・ほかパトは令和4年度も増設を予定しています。

・通年でくくりわなを設置していますが、年末年始等の長期休暇時はくくりわなを回収しています。

・見回りは基本的に森林官が行っています。
・土日などの休日は見回りを行いませんが、休日前のくくりわなの回収までは行っていません。
・基本的に監督用務等に合わせて行いますが、外業がなく間隔が空く時は見回りを行っています（平均週3回程度）。
・令和3年度中に「ほかパト」を導入するので、見回り回数は減少すると見込まれます。

・福岡県が策定したニホンジカに係る第二種特定鳥獣管理計画の対象区域となっている、犬鳴地域及び英彦山地域にお
いて実施しています。
・生産や造林の請負事業地の近隣にくくりわなを設置することで、監督業務等に合わせて見回りを実施しています。

・事故の際の救助体制等を考慮し事業地近隣で実施
しています。
・過去の災害事例を踏まえ、捕獲個体からの反撃等に
備えて止めさし器具を改良して使用しています（下記
の「止めさし」欄をご参照ください）。

https://www.ns-
kenzai.co.jp/rail-
yukrid.html

※誘引材ユクル
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5. わな貸出（協定）
① 基本情報
管内市町村数 36
協定締結数 4
協定相手方

③ 協定における役割分担等

★役割分担

★協定締結までのボトルネック（課題）と改善策

※ ほかパト：LPWAを活用した長距離無線式捕獲パトロールシステム

協定相手方からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）をさらに伸ばすため予定していること
・「ほかパト」の親機設置及び通信料の負担は署で行い、子機は協定相手方が準備するスキーム（局とも調整済み）とし、
三者協定に位置づける予定です。
・「ほかパト」を犬鳴地域及び英彦山地域に導入することから、当該地域の市町村の首長（担当課長を含む）に対し、「ほか
パト」を共同利用する協定の締結を働きかける予定です。
・誘引材「ユクル」も協定捕獲で活用する予定です。

○猟友会等
・くくりわな等の設置（通年。箱わなの使用も可。小林式は未採用。）
・くくりわなの見回り及び止めさし
・捕獲数の報告
・林道を車両で通行する場合の車両への有害鳥獣捕獲実施等を示す標識の掲示を行っています。

協定締結にいたるキッカケ
② 協定裏話

　捕獲数を四半期毎に民国別に集計し、市町村を通じ報告するこ
ととしています。

・くくりわなは破損するので追加貸付や補修部品の貸付はありがたいとの意見があります。
・くくりわなが破損した場合の賠償責任を危惧する意見（岡垣町）があり、「経年劣化したくくりわなは猟友会で廃棄する」旨
を協定に明記しました。

　くくりわなの貸出と合わせ、破損しやすい部品を補修用品として
貸し出しています。

○朝倉市
　九州北部豪雨（H29.7月）による災害から徐々に公道が復旧し、
捕獲環境が改善してきたことを踏まえ、地域林政調整官より協定
締結を提案しました。
○岡垣町

三里松原国有林に生息するイノシシの捕獲要請が同町からあ
り、地域林政調整官より協定締結を提案しました。

協定締結まで、締結後に苦労した点

協定締結で工夫した点

①東峰村、東峰村猟友会

②朝倉市、朝倉市有害鳥獣駆除部会

③篠栗町、糟屋郡猟友会篠栗支部

④岡垣町、遠賀郡猟友会

https://www.ise-
hp.com/products/ho
kapato/

○森林管理署
・林道ゲートの鍵の貸与
・入林手続の簡素化
・くくりわな及び補修部品の貸与（10個単位で要望に応じて）を行っています。

○市町村
・捕獲数のとりまとめ及び報告（四半期毎）を行っています。

•従事者の高齢化・減
少、平日の作業が困
難

•くくりわなの破損

ボトル
ネック

•「ほかパト※」の活
用（協定への明記）

•くくりわな追加貸与
及び補修部品貸与

改善策

※ほかパト
長距離無線式捕獲パトロールシステム
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 1 1

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
30.42ha 13.38ha
30.42ha 13.38ha
0.00ha 0.00ha ※3
0.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 〇 〇
29人 29人
2人 2人
1人 1人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

〇 ⑥ 捕獲以外の被害対策
協定
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 49頭 117頭 - - -
委託事業 - - - - 49頭
わな貸出 - - 72頭 448頭 652頭
その他 - - - - -

計 49頭 117頭 72頭 448頭 701頭
0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha
- - - 12位 12位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

捕獲頭数が増えたこと、新植箇所にシカネットを設置したことにより、被害面積をゼロに抑えています。

シカ生息密度
管内市町村数

A

その他
協定

協議会

16

人工造林面積

〇協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

 -

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※
長崎署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※長崎署の①は機動性が
高、最適性が高のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

〇

★森林被害対策のワンポイントアピール

関係機関との連携、わな貸出による捕獲

 対馬において、国、県、市の関係機関が
情報を共有するなかで捕獲重点区域を設
定し、連携して高い捕獲圧をかけるという共
通認識のもと捕獲に取り組んでいます。

 当署も対馬市との「わな貸出協定」の締
結、入林手続きの簡素化などの取組により
国有林野内における捕獲頭数を増やしてい
ます。
⇒「5．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

捕獲頭数全国順位

　森林技術指導官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

シカ捕獲プロファイル

①
21,571.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 長崎森林管理署

9月～10月
4月～3月

シカ防護柵実施有無

50頭/km2以上

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

銃（モバイルカリング等）

3 3

くくりわな

改良型わな
担当職員

0.00ha

0.20ha

0.40ha

0.60ha

0.80ha

1.00ha

0頭

200頭

400頭

600頭

800頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

対馬市とのシカ被害対策協定箇所
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4. 委託事業
① 基本情報・トピック ② 特記仕様書での工夫
応札者数 2 （1事業当たりの平均）
★目標頭数の決め方

③ 委託事業の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。
※4 ボトルネックを解消するための方法です。

・Ｒ２年度の誘引餌はヘイキューブで実施していましたが、R３年度
はヘイキューブ５０％、ユクル５０％で実施しています。

・過去２箇年の捕獲実績を踏まえて、今後決定していく
こととしています。

今年度は捕獲エリアが狭かったこともあり、来年度はエリアの拡大、設置わな数の増、ユクルの継続使用、また、小林式
誘引捕獲の導入等を行っていきたいと考えています。

ボトルネック※３ 改善策※４

豪雨

台風

事業期間の中止・延長

により対応

経験値で梅雨時期の捕獲が多いことから、６月～８月に実施していま

す。

ボトルネック 改善策

最新の目撃情報 林業従事者や猟友会

から情報収集

シカの目撃、痕跡等が多い箇所に決定しています。

ボトルネック 改善策

人工の確保 経験を下に、捕獲の

効率化

くくりわな「笠松式わな」を使用しています。

誘引餌として、ヘイキューブとユクルを使用しています。

見回りについては１日１回行っています。

撲殺・槍等にて実施しています。

ボトルネック 改善策

埋設穴の作成

捕獲個体の運搬

事業体で捕獲から埋

設まで実施
処理方法は埋設で作業時間は１５～３０分程度です。

埋没穴はバックホウで掘削し、埋設場所は林道沿いに設置しています。

捕獲写真については捕獲の都度、撮影しています。
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5. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 16 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 1
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数
協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図（一例）

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・令和２年度実績（国有林）

対馬市とのシカ被害対策協定６５２頭、シカ誘引捕獲事業４９頭、計７０１頭
・来年度は、わな貸出数の増と小林式誘引捕獲の導入を検討しています。

対馬市内における農林業被害を鑑み、シカ被害を軽減するため、
２者の連携の下で各般の被害対策に取り組むこととしました。

対馬市

協議会での捕獲実施体制を構築することに苦労しました。

対馬市との役割分担を明確にしたことにより捕獲実施体制がス
ムーズに機能するようになりました。

・地域の農林業被害の軽減につながりました。
・１頭あたりの報奨金の額を上げてほしい。（対馬市へ）
・使用済みのくくりわなの修理を森林官が行っているため、狩猟者から喜ばれています。

猟友会等のメリット

・報奨金

・わな購入経費不要

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

市町村のメリット

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

令和２年度捕獲支援金の額は6,514,000円

親シカ１頭当たり10,000円

小シカ１頭当たり 8,000円

81



1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 5 5

協議会
鍵貸与 5 5
除雪等

R1 R2 その他
74.89ha 89.48ha
74.89ha 89.48ha
0.00ha 0.00ha ※3
0.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他 ○ ○

R1 R2 ○ ○
39人 39人
25人 23人
2人 2人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

○ ○
○ ⑥　捕獲以外の被害対策

協定 ○ ○
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 66頭 96頭 108頭 104頭 102頭
委託事業 － － － － 56頭
わな貸出 11頭 264頭 846頭 1,580頭 1,947頭
その他 － － － － －

計 77頭 360頭 954頭 1,684頭 2,105頭
1.00ha 1.00ha 6.82ha 0.00ha 0.00ha
- - - 3位 3位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

５月～３月

銃（モバイルカリング等）

７月～１０月
４月～３月

シカ防護柵実施有無

10頭/km2以上30頭/km2未満

森林育成担当

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

2 2

くくりわな

改良型わな
担当職員

森林技術指導官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

シカ捕獲プロファイル

②
37,061.46ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 熊本南部森林管理署

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※
熊本南部署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※熊本南部署の②は機動
性が高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

①シカ被害対策協定による捕獲
わな貸出（協定）が成果を上げており、現

在も３市町村と協定締結に向けて話し合い
を進めているところです。
　既に協定を結んでいる市町村に対して
は、わなの追加や更新の要望を確認してい
るところであり、更なる捕獲を期待するとこ
ろです。
⇒「5．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

②職員実行による捕獲
一定の捕獲数を維持している職員実行で

すが、職員個人の力量によるところが大き
く、当該職員の退職、異動による減少が心
配されます。
　若手職員を中心として育成を進めたいの
ですが、捕獲の必要性は理解していても止
めさしについての抵抗がある職員が多く、
難しいところです。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

捕獲頭数全国順位

シカ生息密度
管内市町村数

A

その他
協定

協議会

15

人工造林面積

0.00ha

2.00ha

4.00ha

6.00ha

8.00ha

0頭

500頭

1,000頭

1,500頭

2,000頭

2,500頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

職員実行箇所
職員実行箇所

五木協定

水上協定

湯前協定

あさぎり協定

人吉協定

熊本南部森林管理署

凡 例

国有林

熊南署管内

協定箇所
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 23人
狩猟免許所持職員数 2人
実施職員の構成

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）をさらに伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント
○森林官の単独行動を避けるために、応援態勢を整えていま

す。
○森林官が主に行い、特にローテーションは組んでいません。

・次長から、
狩猟等に関する安全確保対策についての講義（約３０
分）を行っています。
・総括森林整備官から、
現場において、止めさしの方法について説明していま
す。
・行政専門員から
安全なくくりわなの取り扱い方について説明していま
す。

・小林式誘引捕獲導入のために、ヘイキューブの購入を予定しています。
（令和３年11月に小林式誘引捕獲の検討会に参加しており、従来方式との検証も進めていきたいと考えています。）

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

次長、総括森林整備官、行政専門員

ボトルネック※3 改善策※4

○雨

○林道

○雨具の携行

○林道の修繕
○年度初めに各市町村に捕獲申請を行っています。

（６ヶ月以内の期間で２回申請、３月１５日まで実施）

ボトルネック 改善策

○獣道 ○造林や生産請負

の林業従事者から

情報収集

○林野巡視等おいて、獣道の多い林道沿いで実施しています。

ボトルネック 改善策

○人工の確保 ○森林保護に対する

職員の理解

○林道沿いの獣道に笠松式のくくりわなを、一人当たり２０個を設置し、

そのうち、小林式誘引捕獲には、ヘイキューブを給餌しています。

なお、ICT機器は使用していません。

ボトルネック 改善策

○人工の確保

○作業時間

○署全体での見回り

体制の構築

○森林官が林野巡視のついでに行っています。

なお、シカがわなに掛かっている場合は、一人で安全に止めさし

出来るが、ほとんど応援により処理しています。

ボトルネック 改善策

○精神的苦痛 ○職員の意思確認○ほとんど電気を使用しています。

ボトルネック 改善策

○埋設箇所の穴掘り ○職員の協力○林道脇に埋設穴（直径1m、深さ1m）を作設し、埋設しています。
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6. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 15 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 5
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数
協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図（一例）

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）をさらに伸ばすために予定していること
・貸出わなの更新や追加（現況確認および要望等）を予定しています。
・新しく３市町村と協定について話し合いをしています。

　当署からの働きかけ、市町村担当者へ他署のシカ捕獲の取組
を紹介したことがキッカケになります。

関係市町村、猟友会地元支部等

 入林届の提出方法、施錠された林道、入林禁止区域の設定な
どが苦労しました。

 入林届の簡素化、管理に支障のない林道等の施錠解放、入林
禁止区域の見直しなどを工夫しました。

・わなの貸出がなにより助かる。
・届出が簡素化されて国有林に入りやすくなった。

•入林届の提出

•林道の施錠

•立入禁止区域が多い

ボトル
ネック

•入林届の簡素化

•管理状況による施錠の
解放

•立入禁止区域の見直し

改善策

貸出わな

（笠松式くくりわな）

湯前町 ５０個

五木村 １００個

水上村 ６０個

人吉市 ７０個

あさぎり町 ５０個

森林管理署 猟友会等

市町村

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

猟友会等のメリット

・報奨金

（10,000円程度）

・わな購入経費不要

市町村のメリット

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 1 1

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
28.48ha 26.00ha
28.48ha 26.00ha
5.33ha 1.25ha ※3
5.33ha 1.25ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他 ○ ○

R1 R2 ○ ○
31人 27人 ○ ○
23人 -
2人 2人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

○ ○
○ ○ ⑥　捕獲以外の被害対策

協定 ○ ○
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 110頭 107頭 117頭 70頭 115頭
委託事業 - - 186頭 121頭 207頭
わな貸出 10頭 24頭 23頭 16頭 1頭
その他 81頭 315頭 221頭 318頭 -

計 201頭 446頭 547頭 525頭 323頭
2.29ha 1.62ha 0.71ha 5.33ha 1.25ha
- - - 11位 20位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

6月～10月
4月～3月

シカ防護柵実施有無

50頭/km2以上

森林技術指導官

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

1 1

くくりわな

改良型わな
担当職員

野生鳥獣対策官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

シカ捕獲プロファイル

②
15,170.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 大分西部森林管理署

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※大
分西部署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※大分西部署の②は機動
性が高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

捕獲実績全国順位

・令和２年度実績を基準として、前年度から
大きく捕獲頭数を増加させた取組

①職員実行
ＩＣＴを利用した捕獲システムを令和２年

10月から導入。令和３年２月末で親機３
個、子機１１５個を導入しています。
　 森林官及び捕獲従事者（再雇用者）のわ
なの見回りを大幅に軽減でき、通常の巡視
程度でわなを管理しています。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

②わな貸出
シカ被害対策協定（わな貸出協定）につ

いては、別府市、別府市猟友会と協定して
います。捕獲場所が観光名所（鶴見岳）周
辺のため、最近はくくりわなはあまり使用せ
ず、囲いわな２箇所の捕獲のみとなってい
ます。
⇒「6．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

シカ生息密度
管内市町村数

A

その他
協定

協議会

9

人工造林面積

協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

4月～3月

銃（モバイルカリング等）

0.00ha

1.00ha

2.00ha

3.00ha

4.00ha

5.00ha

6.00ha

0頭

100頭

200頭

300頭

400頭

500頭

600頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

別府市

別府市猟友会

（埋設箇所なし）

玖珠森林事務所管内

埋設箇所

玖珠森林事務所管内

埋設箇所
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← 【海苔網を斜め張り】

↓

【海苔網を活用したシカ防護柵の工夫】

防シカネットの切損・破損箇所からの侵入や押さえロープを持ち上げての侵入が多いため、

シカネットの全面に、古くなった海苔網を斜めに張り、ネットにシカが近づけない工夫をしてい

ます。
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 23人
狩猟免許所持職員数 2人
実施職員の構成

共同実施者の有無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント
ICT「長距離無線捕獲システムほかパト」を導入しています。

Ｌ 安全講習会の実施
Ｌ 緊急連絡体制表の作成
Ｌ ダニ対策・・・服装チェック、忌避スプレーの携行

・ＩＣＴ機器（ほかパト）の有効利用と見回り省略化が検証できたため、近隣署へ情報提供したいと考えています。（Ｒ４年３
月導入 熊本署、福岡署、宮崎北部署）
・また捕獲担当職員からは、通常の巡視程度で見回ることができるため仕事の段取りがしやすくなったと評価されていま
す。
※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

署長、次長、整備官、行政専門
員、森林技術員

・実行体制がとれる状況を判断して決定しています。

・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な

場所を選定しています。

ボトルネック※3 改善策※4

Ｌ 人工の確保

Ｌ 作業時間
∟ ＩＣＴ機器（ほかパト）

の増加

・一部を改良した笠松式くくりわなを、誘引剤無しで使用しています。

・ＩＣＴ機器（ほかパト） を使用しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 人工の確保

Ｌ 作業時間

Ｌ ＩＣＴ機器（ほかパト）

の増加

・森林事務所の現場管理業務と一体的に実施しています。

・ＩＣＴ機器（ほかパト）の有効利用で見回りをかなり省略できています。

（３森林事務所、親機３基、子機１１５個）

ボトルネック 改善策

Ｌ 精神的苦痛 Ｌ 職員の意思確認・撲殺やナイフによる刺殺を行っています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 埋設穴の作成 Ｌ 事業体の協力・林道脇に埋設穴（直径2m、深さ4m）を作設し、埋設しています。
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LPWＡ通信
14２MHｚ帯の電波

ほかパトとは
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5. 委託事業
① 基本情報・トピック ② 特記仕様書での工夫
応札者数 1
★目標頭数の決め方

③ 委託実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

・特記仕様書等に特別な記載はしておりません。

・巡視等によるシカの目撃頻度により目標頭数を決定
しています。

・ＩＣＴ機器（ほかパト）の利用によるわな設置の増設をしたいと考えています。

（1事業あたりの平均）

・県市町村の狩猟期間と重ならないよう決定しています。

・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な

場所を選定しています。

・「笠松式わな」を４０基、誘引は行わずに使用しています。

ボトルネック 改善策

Ｌ 人工の確保

Ｌ 作業時間

Ｌ ICT機器（ほかパト）

の利用により、見回り

を効率化

・１日８時間、３～４人体制で実施しています。

・撲殺やナイフによる刺殺を行っています。

・ジビエ利用はありません。集合埋設（実施箇所付近に埋設穴）を行っ

ています。
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大分県内のシカ捕獲頭数（令和元年度）

大分県が作成した令和元年度の狩猟マップのメッシュごとのシカ捕獲頭数です。

国有林は、黒い線で囲った箇所です。

大分県の東側や都市部では捕獲頭数が少ない傾向にありますが、山間部は、捕獲頭数が多

い傾向にあります。
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6. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 9 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 1
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数
協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること

・毎年、相手方にわなの追加等について聞いていますが、現時点では追加の要望はない状況です。
・流域活性化協議会において、ほかパト、協定について説明しています。

大分西部署から別府市、猟友会へ協定の説明を行いました。

別府市、別府市猟友会

猟友会の参画を得ること、見回り等について事前に話し合いまし
た。

入林許可等の省略などの対応を行っています。

・国有林内の有害捕獲について、くくりわなのシカ捕獲後、銃器による止め刺しができないかと要請があります。
（銃器の使用については九州森林管理局の指導により不可と回答しています）

•特になしボトル
ネック

県猟友会⾧と獣害対策
について意思疎通を実
施、各支部へシカ被害
情報共有の協力要請を
行うとの意見

改善策

【報償金の額】

・猟期外 10,000円

猟期内 ジビエ利用 13,000円

上記以外 11,000円

【貸出わなの種類、貸出個数】

・くくりわな６、囲いわな２

【捕獲実施期間】

・１年中

【小林式誘引捕獲実施の有無】

森林管理署 猟友会等

市町村

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

猟友会等のメリット

・報奨金

・わな購入経費不要

市町村のメリット

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 5 5

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
20.38ha 35.69ha
20.38ha 35.69ha
4.00ha 0.00ha ※3
4.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 ○ ○
36人 34人 ○ ○
20人 5人
0人 0人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

○ ○
○ ⑥　捕獲以外の被害対策

協定 ○ ○
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 99頭 66頭 63頭 73頭 77頭
委託事業 － － － － 54頭
わな貸出 － 43頭 418頭 506頭 403頭
その他 － － － － －

計 99頭 109頭 481頭 579頭 534頭
0.00ha 0.00ha 0.00ha 4.00ha 0.00ha
- - - 10位 16位

効率的なシカ捕獲と防護柵設置により、森林被害面積をゼロに抑えています（R1は一部被害有り）。

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

管内市町村数

A

その他
協定

協議会

6

人工造林面積

シカ生息密度

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※大
分署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

囲いわな

有

委託事業
協定

4月～3月

銃（モバイルカリング等）

11月～2月
4月～3月

シカ防護柵実施有無

捕獲実績全国順位

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※大分署の②は機動性が
高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

①職員実行による捕獲
  年々現場系の職員が減少し、捕獲体制
が厳しくなってきたことから令和2年12月に
長距離無線式捕獲パトロ－ルシステム
（ICT）を導入し見回り作業の軽減及び錯誤
捕獲の解消に努めています。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

②わな貸出による捕獲
現在わな貸出協定を５協定締結し実施し

ていますが、各市とも、合併前の支部が存
在し、有害鳥獣捕獲について捕獲箇所を
支部単位で割り振っていたため、一部市及
び市猟友会と協議の上、国有林内の捕獲
に関しては、市内全支部が実行できるよう
な体制を構築しています。
⇒「5．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

協議会

シカ捕獲プロファイル

②
29,318.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 大分森林管理署

10頭/km2以上30頭/km2未満

森林育成担当

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

5 5

くくりわな

改良型わな
担当職員

地域林政調整官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

0.00ha

1.00ha

2.00ha

3.00ha

4.00ha

5.00ha

0頭
100頭
200頭
300頭
400頭
500頭
600頭
700頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積

94



3. 管内図

管内図（次ページに拡大図を掲載）

山

◎佐伯市
◎竹田市

◎由布市

◎豊後大野市
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管内図（拡大図）

職員実行 全区域

委託

協定

凡   例
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捕獲したシカ

シカ痕跡調査

勉強会の様子
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4．職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 31人
狩猟免許所持職員数 0人
実施職員の構成

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント
・ICTを活用し見回り労力の軽減を図っています。

・緊急連絡体制表の作成
・ダニ対策・・・服装チェック、忌避スプレーの携行

・昨年に引き続き、全職員を対象としたわな講習会の実施のほか、局開催の研修会や大分県主催の鳥獣被害アドバイザ
－研修等に職員を参加させ、捕獲技術等の向上を図ることとしています。

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

地域林政調整官、各森林事務所森林官（地域統括・首
席含）、各森林事務所行政専門員

・通年実施できるよう許可を申請しています。（年２回申請）

・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など、効率的に捕獲が可能な場

所を選定しています。

・「笠松式わな」を使用しています。

・ICT機器（長距離無線式捕獲パトロ－ルシステム）を導入しています。

ボトルネック※3 改善策※4

∟ 人工の確保

∟ 作業時間

∟ ICT機器（長距離無

線式捕獲パトロールシ

ステムの導入

・森林事務所の現場管理業務と一体的に実施しています。

・捕獲通知があった場合には、優先的に対応しています。

ボトルネック 改善策

∟ 精神的苦痛

∟ 猟友会当日不在
∟ 職員の意思確認

∟ 猟友会との協力

・職員実行では、止め刺し槍等を使用しています。

・銃の使用については、猟友会に要請しています。

ボトルネック 改善策

∟埋設穴の作成

∟捕獲個体の運搬

∟小型ウインチ導入・林内に埋設穴（直径1m、深さ1m）を作成し、埋設しています。

・ジビエの利用はありません。

98



5．わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 6 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 5
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数
協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図（一例）

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・囲いわなの協定箇所が、現在の林小班で固定しているため、設置場所を広域化するよう変更しました。このため、森林
管理署の実施する事業（間伐等の森林整備・治山林道事業等）が近隣に計画された場合、他の箇所への移動がスム－ズ
になると考えています。

 当署からの働きかけによるものです。担当者が市及び猟友会に出向
き、協定の内容等を説明し理解を得ました。

市、猟友会、猟友会支部
 県内の猟友会は、合併前の旧市町村単位で支部が残っており、国有

林野が所在する支部としない支部とのバランス（わな貸出の条件として
国有林野内及び周辺となっているため）に苦労しました。

　 一部の市において、国有林野内の有害鳥獣捕獲については、猟友会
支部の枠を超えて捕獲可能とすることで理解を得ています。

・地域の農林業被害の軽減につながりました。
・捕獲報奨金に加え、わなの貸出しにより獣害対策の経費が軽減され、農林業の経営意欲の向上につながりました。

•支部間の縄張り

•見回り体制の構築
ボトル
ネック

一部市において、国有
林内は支部の垣根の排
除

改善策

【役割分担】

暑：わなの貸与 市：わなの借用・実績報告

【猟友会：捕獲】

・報奨金の額 猟期外 10,000円

猟期内 ジビエ利用 13,000円

上記以外 11,000円

・貸出わなの種類 くくりわな、囲いわな

【貸出個数】

・くくりわな150基（豊後大野）

・くくりわな50基＋囲いわな2基（竹田市）

・囲いわな２基 （佐伯市2協定）

・くくりわな300基（由布市）

・くくりわなについては破損を確認した後補充

【囲いわなは餌等を配布】

・捕獲実施期間（通年）

・小林式誘引捕獲実施の有無（無）
森林管理署 猟友会等

市町村

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

猟友会等のメリット

・報奨金

・わな購入経費不要

市町村のメリット

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 6 6

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
52.86ha 17.07ha
48.38ha 17.07ha
12.30ha 0.00ha ※3
12.30ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 ○ ○
28人 27人 ○ ○
18人 4人
1人 1人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

○ ○
○ ○ ⑥　捕獲以外の被害対策

協定 ○ ○
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 101頭 69頭 87頭 73頭 71頭
委託事業 81頭 271頭 307頭 402頭 275頭
わな貸出 232頭 130頭 89頭 611頭 336頭
その他 - - - - -

計 414頭 470頭 483頭 1,086頭 682頭
83.15ha 0.00ha 0.00ha 12.30ha 0.00ha

- - - 8位 13位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

50頭/km2以上

森林育成担当

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

4 4

くくりわな

改良型わな
担当職員

森林技術指導官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

シカ捕獲プロファイル

②
32,357.15ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 宮崎北部森林管理署

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※宮﨑北部署の②は機動
性が高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

①職員実行による捕獲
主に森林技術員や行政専門員等により実

施しており、永年の経験や知識を活用し
て、効果的なわな設置による捕獲実績をあ
げています。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

②委託による捕獲
有害鳥獣捕獲に精通した業者による自社

開発のわなを使用しており、効果的なわな
設置を実施しています。
⇒「5．委託事業」をご参照ください。

協議会

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※
宮﨑北部署のBは捕獲頭数が大、予算執行が大のグループです。）

囲いわな

有

委託事業
協定

４月～３月

銃（モバイルカリング等）

４月～９月
４月～３月

シカ防護柵実施有無

捕獲頭数全国順位

管内市町村数

B

その他
協定

協議会

9

人工造林面積

シカ生息密度

0.00ha

20.00ha

40.00ha

60.00ha

80.00ha

100.00ha

0頭

200頭

400頭

600頭

800頭

1,000頭

1,200頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 3人
狩猟免許所持職員数 1人
実施職員の構成
森林官、事務管理官

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント
･長距離無線式捕獲パトロールシステムを導入し、見回り業務を
効率的に行っています。

・見回り等について、必ず２名以上で対応しています。

・長距離無線式捕獲パトロールシステムの追加導入を予定しています。
・行政専門員、職員OBや地元猟友会等の熟練者から学べる機会を年１回以上は設けたいと考えています。

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

・1年を通して実施しています。

・造林地周辺、林道脇等など効率的に捕獲が可能な場所を

選定しています。

・「笠松式わな」を使用しています。

・シカの通り道や足を置く場所まで考えてわなを設置しています。

ボトルネック※３ 改善策※４

・１～２日毎に見回る

必要があること

・長距離無線式捕獲

パトロールシステムを

導入

・森林事務所の現場管理業務と一体的に実施しています。

・ナイフ（職員実行）により実施しています。

・捕獲場所の周辺窪地に埋設しています。(土をかける程度）
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5. 委託事業
① 基本情報・トピック ② 特記仕様書での工夫
応札者数 1
★目標頭数の決め方

③ 委託実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

特になし

・前年度委託事業の実績を基に、目標頭数を決定して
います。

･当署においては、シカ捕獲協定が数カ所あり、委託事業は基本的に協定地区以外で実施し、捕獲場所の棲み分けをして
います。
･委託相手先によっては、自社にジビエ加工施設を持っており、埋設処理が省略されています。

（1事業あたりの平均）

・11月の狩猟時期前までに実施しています。

・シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な場所を選定して

います。

・委託相手方の自社製品わなを使用しています。

・二人一組で毎日見回りを行っています。

・頭を殴打後、ナイフ(従事者)により実施しています。

・捕獲地区ごとに事前に準備した埋設箇所へ埋設しています。

（埋設箇所は捕獲地区ごとに林況に支障のない箇所を選定し、

重機により掘削しています。)
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 3 4

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
73.72ha 88.45ha
73.72ha 88.45ha
0.00ha 24.43ha ※3
0.00ha 24.43ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他 ○ ○

R1 R2 ○ ○
25人 25人
22人 22人
0人 0人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

○
⑥ 捕獲以外の被害対策

協定 ○ ○
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 65頭 35頭 13頭 37頭 -
委託事業 - - - - -
わな貸出 14頭 738頭 1,386頭 1,469頭 1,492頭
その他 - - - - -

計 79頭 773頭 1,399頭 1,506頭 1,492頭
0.83ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha 24.43ha
- - - 5位 6位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

シカ生息密度
管内市町村数

A

その他
協定

協議会

7

人工造林面積

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※西
都児湯署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※西都児湯署の②は機動
性が高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

①職員実行による捕獲
令和元年度までは職員実行を行っていま

したが、現場職員の減少及び安全確保の
観点から、協定に基づく捕獲へとシフトして
きており、シカ防止ネットを活用した斜め張
り方式や宙かせ張り方式など様々な対策
を講じるとともに、職員研修会等を実施し、
市町村や猟友会との情報交換等を密に協
力体制の構築に取り組んでいます。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

②わな貸出による捕獲
令和２年度に新たに協定を１つ締結し、

これで４市町村との締結となり、合計８５０
基のわな貸出を行っています。また、猟友
会からは、高齢になって銃器からわなによ
る捕獲へ替える人もおり、わな貸出の追加
変更を行っています。
⇒「5．わな貸出」をご参照ください。

シカ捕獲プロファイル

②
26,636.06ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 西都児湯森林管理署

10頭/km2以上30頭/km2未満

森林育成担当

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

6 6

くくりわな

改良型わな
担当職員

森林技術指導官

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

捕獲頭数全国順位

協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

 ５月～ ２月

銃（モバイルカリング等）

-
-

シカ防護柵実施有無

0.00ha

5.00ha

10.00ha

15.00ha

20.00ha

25.00ha

30.00ha

0頭

500頭

1,000頭

1,500頭

2,000頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

川南町協定区域

木城町地駄留区協定区域

西都市協定区域

西米良村協定区域

協定区域図
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4. 職員実行 （実施は、令和元年度まで）
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 22人
狩猟免許所持職員数 0人
実施職員の構成

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

∟安全講習会の実施
∟緊急連絡体制表の作成
∟ダニ対策・・・服装チェック、忌避スプレーを

 携行しています。

（前記の事情から実施は令和元年度までであり、現在は行っていません。）

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

署長、次長、森林技術指導官、総括事務管理官、総括森林整備
官、総括治山技術官、主任事務管理官、主任森林整備官(2名)、
事務管理官、地域技術官、森林整備官補(3名)、治山技術官、一
般職員、首席森林官(3名)、森林官(2名)、森林技術員

★署として工夫していること、ポイント
∟工夫点・・・定期的な見回りを実施しています。
∟ポイント・・・署全体で取り組む体制を構築しています。

ボトルネック※3 改善策※4

∟台風

∟豪雨

∟狩猟期間の延長

∟有害駆除期間の

活用

・県市町村の狩猟期間（有害含む）にあわせて実施しています。

ボトルネック 改善策

∟最新の目撃情報 ∟林業従事者や猟友

会から情報収集
・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な

場所を選定しています。

ボトルネック 改善策

∟人工の確保

∟作業時間

∟ICTの活用を検討・「笠松式わな」を使用しています。

ボトルネック 改善策

∟人工の確保

∟作業時間

∟ICTの活用を検討

∟署全体での見回り

体制の構築

・森林事務所の現場管理業務と一体的に実施しています。

ボトルネック 改善策

∟精神的苦痛 ∟職員の意思確認

∟猟友会との協力

・電気等（職員実行）、銃（猟友会に要請）による止めさしをしています。

ボトルネック 改善策

∟埋設穴の作設 ∟事業体の協力

∟署全体で処理体制

を構築

・林内に埋設穴（直径1m、深さ1m）を作設し、埋設しています。
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5. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 7 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 4
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数

協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図（一例）

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・猟友会等との意見交換会やわな設置検討会を予定しています。
・新たな協定先の掘り起こしを行っていく考えです。
・わなの貸出について追加の貸出要望があり、保有数の拡大を行います。

 「一ツ瀬川流域森林整備連絡会議」や猟友会の総会などを通じ
て当署からの働きかけにおいて、市町村及び猟友会から要望が
あったためです。

市町村、地区猟友会、鳥獣被害対策協議会等
 首長・協議会会長・署長の日程調整や公印について事前に協

定書へ押印し締結時は署名のみにすること、シカ被害対策におけ
る概要説明を行うなど、進行（タイムテーブル）の作成に関係市町
村担当者と打合せを重ねたことです。

シカ被害の現状やわな貸出により個人負担がなくなるなどを説
明し、関係者等の理解と協力を得ることができました。

・地域の農林業被害の軽減につながっています。
・わなの盗難や破損に不安があったが、署の支援に感謝いたします。
との声がありました。

•民有地内の捕獲に集
中

•見回り体制の構築

ボトル
ネック

•各猟友会支部と合意を
図り、協力要請を
行ってもらいました

•署職員も平日の見回
りに協力

改善策

森林管理署 猟友会等

市町村

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

猟友会等のメリット

・報奨金(7,000円～8,000円)

・わな購入経費不要

市町村のメリット

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・国有林内入林手続きが不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）

わな貸出

わな貸出協定調印式
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 3 3

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
143.77ha 163.00ha
143.77ha 163.00ha

3.09ha 31.04ha ※3
3.09ha 31.04ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 〇 〇
35人 35人
14人 14人
0人 0人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

〇 〇
〇 ⑥ 捕獲以外の被害対策

協定 〇 〇
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 301頭 201頭 140頭 168頭 190頭
委託事業 26頭 74頭 170頭 - 147頭
わな貸出 5頭 252頭 353頭 1,180頭 1,325頭
その他 - - - - -

計 332頭 527頭 663頭 1,348頭 1,662頭
75.56ha 30.93ha 3.64ha 3.09ha 31.04ha

- - - 6位 5位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

シカ生息密度
管内市町村数

A

その他
協定

協議会

6

人工造林面積

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※宮
﨑署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※宮﨑署の②は機動性が
高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

①委託事業による捕獲
捕獲期間は、３カ月と短期間ではあった

ものの捕獲時期を秋口に振り向け、わなの
設置場所の再検討に努めました。
⇒「5．委託事業」をご参照ください。

②わな貸出による捕獲
わな貸出協定を新たに2つ締結しまし

た。
⇒「6．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

捕獲実績全国順位

シカ捕獲プロファイル

②
48,440.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 宮﨑森林管理署

10頭/km2以上30頭/km2未満

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

6 6

くくりわな

改良型わな
担当職員

行政専門員

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

4月～3月

銃（モバイルカリング等）

4月～8月
4月～3月

シカ防護柵実施有無

0.00ha

20.00ha

40.00ha

60.00ha

80.00ha

0頭

500頭

1,000頭

1,500頭

2,000頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図
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シカ捕獲勉強会

シカ捕獲状況
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 15人
狩猟免許所持職員数 0人
実施職員の構成

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント

・工夫点・・・定期的な見回りを実施しています。
・ポイント・・・署全体で取り組む体制を構築しています。

・安全講習会の実施
・緊急連絡体制表の作成
・ダニ対策・・・服装チェック、忌避スプレーの携行

・わな設置日数を増やしたいと考えています。
・改良型わなによる捕獲実施について予定しています。

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

首席森林官、森林官、森林技術
員、行政専門員

ボトルネック※3 改善策※4

・台風及び豪雨 ・駆除期間の活用・市町村の狩猟期間（有害含む）にあわせて実施しています。

ボトルネック 改善策

・最新の目撃情報 ・林業従事者や猟友会

から情報収集

・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な場

所を選定しています。

ボトルネック 改善策

・人工の確保

・作業時間及び作業日

数

・わな講習受講者数の

増加

・「笠松式わな」を使用しています。

・林道周辺の獣道に、1日１０～２０基設置しています。

・誘引材は使用していません。

ボトルネック 改善策

・人工の確保

・作業時間

・署全体での見回り体

制の構築

・森林事務所の現場管理業務と一体的に実施しています。

・見回りの曜日等を決め、森林事務所主体で対応しています。

ボトルネック 改善策

・精神的苦痛 ・職員の意思確認

・猟友会との協力

・刺殺や撲殺等により行っています。

ボトルネック 改善策

・埋設穴の作成

・捕獲個体の運搬

・事業体の協力

・署全体で処理体制を

構築

・林内に埋設穴（直径1m、深さ1m）を作成し、埋設しています。
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5. 委託事業
① 基本情報・トピック ② 特記仕様書での工夫
応札者数 1
★目標頭数の決め方

③ 委託実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

・効率的な捕獲となるよう委託事業と市町村が実施する有害鳥獣
捕獲の実施区域の棲み分けを行っています。

・県の定める第二種特定鳥獣管理計画書に記載して
ある｢生息密度（頭／㎢）｣・｢推定生息頭数（頭）｣や前
年度実績を参考により目標頭数を決定しています。

・わな設置個数及び日数を増やす予定です。

（1事業あたりの平均）

ボトルネック 改善策

・台風及び豪雨

・市町村の有害との競

合

・有害駆除との棲分け・県市町村の狩猟期間（有害含む）にあわせて実施しています。

ボトルネック 改善策

・最新の目撃情報 ・林業従事者や猟友会

等から情報収集

・新植地周辺、シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な

場所を選定しています。

ボトルネック 改善策

・人工の確保 ・地元猟友会の雇用

参加
・「笠松式わな」を使用しています。

・林道周辺の獣道に、1日３０～４０基設置しています。

・誘引材は使用していません。

ボトルネック 改善策

・人工の確保 ・特になし・設置、給餌、見回りをセットで行い錯誤捕獲時は関係機関に連絡して

います。

ボトルネック 改善策

・特になし ・特になし・刺殺や撲殺等により行っています。

ボトルネック 改善策

・埋設穴の作成

・捕獲個体の運搬

・委託者で捕獲から搬

入まで実施

・林道脇に埋設穴（直径1m、深さ1m）を作成し、埋設しています。
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6. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 4 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 5
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数 6
協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

など
③ 協定、協議会関係図（一例）

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・小林式誘引捕獲を実施する予定です。

 各市町村有害鳥獣対策協議会等の会議において、当署のシカ
捕獲の取組を紹介しています。

①宮崎市、宮崎市田野町有害鳥獣捕獲対策協議会
②小林市(野尻町)、小林市野尻町有害鳥獣対策協議会
③小林市(須木)、小林市須木猟友会有害鳥獣駆除班 など  猟友会の参画を得ることや、見回り体制の構築などです。

④綾町、綾町有害鳥獣対策協議会
⑤宮崎市（高岡町）、高岡町有害鳥獣被害防止対策協議会

　 設置場所、見回りは、猟友会会長に一任してあります。また、破
損部品については、出先森林事務所にて取り替えを実施していま
す。

・地域の農林業被害の軽減につながりました。

・委託と協定との競合
部分

ボトル
ネック

•棲み分けで対処予定改善策

【貸出わなの種類、貸出個数】

・笠松式くくりわな外４５０基

【捕獲実施期間（わな設置日数）】

・年中（３０日／月）

・小林式誘引捕獲実施 無

森林管理署 猟友会等

市町村

【森林管理署のメリット】

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

【猟友会等のメリット】

・報奨金

・わな購入経費不要

【市町村のメリット】

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 3 3

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
83.74ha 126.74ha
83.74ha 126.74ha
0.00ha 0.00ha ※3
0.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 〇 〇
43人 41人
35人 35人
1人 1人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

〇 〇
⑥ 捕獲以外の被害対策

協定 〇 〇
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 234頭 156頭 151頭 275頭 178頭
委託事業 - - - - -
わな貸出 - 107頭 985頭 1,016頭 1,031頭
その他 - - - - -

計 234頭 263頭 1,136頭 1,291頭 1,209頭
0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha
- - - ７位 ９位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

捕獲実績全国順位

シカ生息密度
管内市町村数

①職員実行による捕獲
 現場職員の永年の経験において、獣道

や餌場、目撃情報などからシカの習性など
を加味したうえで「くくりわな」を設置して捕
獲を進めています。
⇒「4．職員実行」をご参照ください。

②わな貸出による捕獲
 協定相手方である市町村へ「くくりわな」

を貸し出すことで、消耗著しい部品の交換
などにも重宝され、猟友会による捕獲が年
中実施できています。
⇒「5．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

有

委託事業
協定

5月～3月

5 5

くくりわな

改良型わな
担当職員

森林技術指導官

シカによる森林被害面積

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※
都城支署のAは捕獲頭数が大、予算執行が小のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※都城支署の②は機動性
が高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

シカの生息箇所におけるシカネットの設置及び効率的なシカ捕獲が、森林
被害面積の抑制につながっています。

協議会

シカ捕獲プロファイル

②
40,927.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 宮﨑森林管理署都城支署

A

更新面積
その他

協定

協議会

5

人工造林面積

10頭/km2以上30頭/km2未満

-
4月～3月

シカ防護柵実施有無

主任森林整備官（経営）

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

囲いわな
銃（モバイルカリング等）

うち、人工林被害面積

0.00ha

0.20ha

0.40ha

0.60ha

0.80ha

1.00ha

0頭
200頭
400頭
600頭
800頭

1,000頭
1,200頭
1,400頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図

わな貸出協定（２市１町）による捕獲エリア
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4. 職員実行
① 基本情報・トピック ② 安全対策
わな講習受講者 35人
狩猟免許所持職員数 1人
実施職員の構成
森林官、森林技術員、行政専門員

共同実施者の有無 無

③ 職員実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

※4 ボトルネックを解消するための方法です。

★署として工夫していること、ポイント
・現場職員による定期的な見回りを行っています。
・シカ協定や県委託事業箇所と重複しないところで実施していま
す。

・有害鳥獣捕獲研修時や年度当初時の安全指導の実
施
・緊急連絡体制表の作成
・ダニ対策（服装チェック、忌避スプレーの携行）の実
施
・事業実施箇所の立入規制

・小林式誘引捕獲法の実施を予定しています。また、現場従事可能な職員については、全ての職員に対し有害捕獲従事
者研修の受講を促し意識醸成への取組を行います。

※3 全体に影響する問題要因で最も問題視される要因のことです。本票では各取組業務を妨げる要因として取り扱います。

ボトルネック※3 改善策※4

・有害鳥獣駆除の県知

事との協議

・捕獲協議の早期実施

・年度当初から年度内（3月15日）まで実施しています。

ボトルネック 改善策

・捕獲区域の重複 ・位置図の共有

・シカの目撃が多い場所など効率的に捕獲が可能な場所を選定してい

ます。

・シカ協定や県委託事業箇所と重複しないところで実施しています。

ボトルネック 改善策

・人工の確保 ・わな講習受講者数の

増加

・わなについては、笠松式わな、アニマルヒットを採用しています。

・誘引剤は使用していません。

ボトルネック 改善策

・人工の確保 ・森林官等、現場職員

での見回り

・森林事務所の現場管理業務と一体的に各２名体制で実施しています。

ボトルネック 改善策

・精神的苦痛 ・職員への意向確認

・職員手作りの槍状の刃物による刺殺や電気ショックにより実施してい

ます。

ボトルネック 改善策

・埋設穴の作設

・捕獲個体の運搬

・埋設穴の作設は事業

体に協力要請し林道

修繕時に設置

・捕獲場所で個体に応じた埋設穴を作設し、埋設しています。
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５. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 5 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 3
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数 5
協議会相手方 ①西諸県地域鳥獣被害対策特命チーム 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図（一例）

★協定締結まで、協議会運営のボトルネック（課題）と改善策

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・新たな地区での協定締結を予定しています。
・各協定先に小林式誘引捕獲法を紹介したいと考えています。

・当署から働きかけています。

①えびの市、えびの市鳥獣被害対策実施隊
②小林市、小林地区有害鳥獣駆除対策協議会
③高原町、高原町有害鳥獣捕獲対策協議会長 ・猟友会の参画への働きかけ、林道の施錠、立入禁止区域の設

置、実施期間等へのご理解をいただいています。

・狩猟期前の説明会に参加し意見交換を行っています。

・地域の農林業被害の軽減につながっています。
・貸出の「くくりわな」のおかげで、部品等の交換もできることから重宝しています。
・捕獲頭数に応じて報奨金も得ることができます。

②北諸地域鳥獣被害対策特命チーム、③都城市鳥獣対策被害防
止対策協議会、④都城市有害鳥獣駆除対策協議会、⑤県内地域
へのシカ侵入防止対策協議会

•林道へ施錠することへ
の不満

•有害捕獲期間中の立入

禁止区域及び禁止期
間への不満

ボトル

ネック

•猟友会との施錠番号の共
有

•立入禁止区域を年３回、
区域の見直しを行ってい
る

改善策

【貸出わなの種類、貸出個数】

・笠松式 150組

・アニマルヒット 36組

【捕獲実施期間（わな設置日数）】

・4月から3月（257日）

【小林式誘引捕獲実施の有無】

・くくりわなの場合、無し

森林管理署 猟友会等

市町村

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

猟友会等のメリット

・報奨金 7,000円/頭

・わな購入経費軽減

市町村のメリット

・わな購入経費軽減

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）
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1. 署の基本情報
① 署の基礎的情報 ④ 協定・協議会数

※1 R1 R2
※2 協定 2 2

協議会
鍵貸与
除雪等

R1 R2 その他
82.00ha 120.82ha
82.00ha 120.82ha
0.00ha 0.00ha ※3
0.00ha 0.00ha ⑤ 捕獲の方法、実施時期

・ 捕獲の方法 R1 R2
② 署のシカ捕獲等対応体制 小林式

こじゃんと
その他

R1 R2 〇 〇
42人 39人
29人 20人
0人 0人 ・ 捕獲実施時期

③ 捕獲実行形態
R1 R2

〇 〇
〇 〇 ⑥ 捕獲以外の被害対策

協定 〇 〇
協議会
鍵貸与
除雪等
その他

2. 捕獲頭数とシカによる森林被害面積の推移

H28 H29 H30 R1 R2
職員実行 299頭 151頭 99頭 115頭 97頭
委託事業 126頭 263頭 434頭 358頭 247頭
わな貸出 72頭 98頭 62頭 150頭 161頭
その他 - - - - -

計 497頭 512頭 595頭 623頭 505頭
0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha 0.00ha
- - - 9位 17位

※3 シカによる森林被害面積は、森林被害年報における実損面積です。

シカ生息密度
管内市町村数

B

その他
協定

協議会

6

人工造林面積

※1 令和2年度国有林野における鳥獣被害対策の実態調査レポート【7】予算と捕獲頭数からの分析整理表によるグループです。（※北
薩署のBは捕獲頭数が大、予算執行が大のグループです。）

※2 同レポート【23】主成分分析の主成分得点（R1捕獲対策による諸因子の特徴分析）によるタイプです。（※北薩署の②は機動性が
高、最適性が低のタイプです。）

職員実行
委託事業

わな貸出

その他
協定

シカ忌避剤使用有無 無

シカによる森林被害面積

捕獲頭数

★森林被害対策のワンポイントアピール

捕獲頭数全国順位

職員による捕獲及びシカネットの点検修理、協定・委託捕獲により、被害面
積をゼロに抑えています。

シカ捕獲プロファイル

②
32,573.00ha

わな貸出

分析整理表（G‐）
主成分得点タイプ
管内面積

（九州局） 北薩森林管理署

10頭/km2以上30頭/km2未満 　

全職員数

職員実行

わな講習受講者数
狩猟免許所持職員数

5 5

くくりわな

改良型わな
担当職員

森林育成担当

シカによる森林被害面積
うち、人工林被害面積

更新面積

   現場系職員の退職等により捕獲従事者
が減少する中で、委託事業及びわな貸出
の協定による取組で捕獲頭数を伸ばしまし
た‼

①委託事業による捕獲
台風の常襲、近年の異常気象による豪

雨で林道等への被害が多いことから、補修
対応など状況を考慮した委託事業区域の
設定、時期の検討が重要です。
予算の確保が最も重要です。
⇒「4．委託事業」をご参照ください。

②わな貸出による捕獲
 署にわなの部品在庫を確保し、申し出に

より交換することで、いつも貸し出したわな
が使える状態にあり、署から状況確認もし
ています。
捕獲効率の比較的高い笠松式わなに順次
交換しています。
⇒「5．わな貸出（協定・協議会）」をご参照く
ださい。

協議会

囲いわな

有

委託事業
協定

7月～3月

銃（モバイルカリング等）

5月～10月
4月～3月

シカ防護柵実施有無

0.00ha

0.20ha

0.40ha

0.60ha

0.80ha

1.00ha

0頭
100頭
200頭
300頭
400頭
500頭
600頭
700頭

H28 H29 H30 R1 R2

職員実行 委託事業 わな貸出 その他 シカによる森林被害面積
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3. 管内図
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4. 委託事業
① 基本情報・トピック ② 特記仕様書での工夫
応札者数 3
★目標頭数の決め方

③ 委託実行の流れ
実施期間・時期の決定

実施場所の決定

わなの設置

見回り

止めさし

処理・埋設

前年度の実績（森林被害面積抑制、捕獲頭数増加）を更に伸ばすために予定していること

・笠松式わなを貸与することを明記しています。

・生息密度及び過去の実績により目標頭数を決定して
います。

・わな設置日数、わな設置区域を増やすことを予定しています。
・生息密度の高い区域の予測（カメラトラップ法によるシカ生息密度の推定についてなどの活用）を行うことを予定していま
す。

（1事業あたりの平均）

ボトルネック 改善策

∟台風

∟豪雨

∟豪雨等による林道

不通の解消

∟災害に伴う時期の

見直し

・県市町の狩猟期間（有害含む）になるべく重ならないよう設定

しています。

ボトルネック 改善策

∟台風

∟豪雨

∟豪雨等による林道

不通の解消
・他の事業実行に支障が無く、かつ、生息密度・捕獲効率を

考慮して設定しています。

（改良型わなの有無:：有 わなの種類：笠松式（貸与）

設置数：1１０基（Ｒ３） 設置場所：荒平林道外８４．４ｋｍの沿線

誘引剤の有無：有（ヘイキューブ）

ICT機器の有無：無

方法：２人セットで車両により実施

作業時間：８時から１６時

作業人数：５人～７人程度

方法：刺殺

実施者：受託者

処理方法：埋設 作業時間：数十分

埋設穴の作成方法：重機及び人力

埋設場所：林道脇の事業に支障ない場所（森林官と打合せし決定）

ジビエ利用の有無：無

以前のバネ跳ね上げ式のわなは、設置

及び撤去時に危険性があると感じてい

たが、笠松式は格段に危険性が少ない

設置途中段階の様子（笠松式わな：上から）

設置途中段階の様子（笠松式わな：横から）
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5. わな貸出（協定・協議会）
① 基本情報 ② 協定・協議会裏話
管内市町村数 6 協定締結、協議会発足等にいたるキッカケ
協定締結数 2
協定相手方

協定締結まで、協議会の運営で苦労した点

協議会参画数
協議会相手方 協定締結や協議会運営で工夫した点

③ 協定、協議会関係図（一例）

協定相手方、協議会参画者からの声

前年度の実績（森林被害対策、捕獲頭数）を更に伸ばすために予定していること
・わなの貸与だけでなく、消耗品も支給することを予定しています。

森林管理局の指導の下、当署から働きかけました。

①阿久根市、(一社)阿久根有害鳥獣捕獲隊
②さつま町、宮之城猟友会、鶴田猟友会、薩摩地区猟友会

国有林でのシカ捕獲に対する報奨金の理解・協力および捕獲者
へのシカ捕獲支援金について市町の理解・協力を得ることに苦労
しました。

まず、市町が捕獲支援金を拠出できるか確認してから進めること
を工夫しました。

・現地で捕獲実施する猟友会等にとって、報奨金は、大きな動機付けとなっている。
・地域の農林業被害の軽減につながった。

・報奨金の額：さつま町 14,000円

※金額の内、鹿児島県による補助金を含む

・貸出わなの種類：笠松式 ６０基

しまるくん ５０基

新英式 １７０基

空はじき知らず ３０基

計 ３１０基

・捕獲実施期間（わな設置日数）：１年間

・小林式誘引捕獲実施の有無（くくりわなの場合）：

無

森林管理署 猟友会等

市町村

森林管理署のメリット

・国有林野内の捕獲頭数の増加

・森林被害の抑制

・捕獲労力の軽減

猟友会等のメリット

・報奨金

・わな購入経費不要

市町村のメリット

・わな購入経費不要

・安全な捕獲

・わな設置に係る土地所有者の承諾不要

・農林業へのシカ被害の抑制

・わなの共同利用

（署からのわな貸出）

・被害状況等の情報共有
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Ⅲ 参考資料
１ 小林式誘引捕獲（改良型わなの積極的な導入）

小林式誘引捕獲の導入により捕獲効率アップ!

くくりわなを仕掛けます 空ハジキ防止の障害物を置きます。
※ 障害物は空ハジキ防止効果を高めるため

できるだけ石を使用し、わなと石の間に隙間が
できないように置いてください。どうしても石が
無い場合は枝でも代用可です。

エサをまいて完成です

開発した近畿中国局の設置結果では、
小林式誘引捕獲を30基設置し、３日
間で13頭を捕獲（平成29年度）して
います。

空ハジキ４つ、アンカーはずれ１つが
あったものの、設置数に対する捕獲率は
約５割と非常に高い結果となっています。

小林式のメリット!

・ 林道沿線の設置しやすい
場所に設置が可能なため、
見回り、止めさし、運搬がしや
すく安全な捕獲が可能です。

・ 特別な技術は不要、捕獲
効率が高いです。

小林式誘引捕獲の詳細については、下記URLからご覧いただけます。(近畿中国森林管理局HP）
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/policy/business/sodateyou/171225.html

くくりわなの周囲にシカを誘引するための餌を配置し、シカの採食時の
習性で前足がわなにかかりやくするなるよう工夫することで、初心者で
も簡単で効率よい捕獲が期待できます。
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Ⅲ 参考資料
１ 小林式誘引捕獲（改良型わなの積極的な導入）

小林式誘引捕獲の普及・展開

小林式誘引捕獲を開発した近畿中国局では、小林式誘引捕獲の
全国的な普及・展開のため、開発者の小林氏（近畿中国局保全課）
のご協力により、各局が計画する現地技術講習会等において技術指
導をしていただいています。

くくりわなの設置に当たっては、積極的に小林式誘引捕獲を取り入
れていただくとともに、市町村の民有林関係者や農政局の農業関係
者等も参加する現地技術講習会等を計画して普及を図りましょう。

現地技術講習会の様子

小林式誘引捕獲を導入しているプロファイル掲載署
・日光署（P26）、利根沼田署（P32）、和歌山署（P61）、熊本南部署（P84）

現地技術講習会への講師派遣については、
近畿中国森林管理局保全課または、林野庁経営企画課国有林野生態
系保全室までご連絡をください。

近畿中国森林管理局保全課 06（6881）3518
林野庁経営企画課国有林野生態系保全室 03（6744）2322
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Ⅲ 参考資料
２ こじゃんと、いのしか御用（改良型わなの積極的な導入）

錯誤捕獲防止わなの採用により、対象外動物保護、経費削減!

横80㎝

縦
1
3
0
㎝

奥行180㎝

特 徴

１．低コスト:約５万円で市販の箱わなの半分以下です。
２．軽 量:約60kgで組立後に軽トラに積載可能です。
３．組立・解体が容易:２人で５分程度です。
４．農林業者は捕獲許可が不要:天上部が１／２以上

開放しているため「囲いわな」に該当し、農林業者が被害
防止のために自らの事業地に設置する場合は一定の条件
の下で捕獲許可が不要となります。

５．錯誤捕獲を防止:天上部が開放しているため、万一クマ
を捕獲してもわなから脱出できます。

６．止めさしが容易:天上部から容易にシカを捕捉し、止め
さしできます。

・こじゃんとの詳細については、下記URLからご覧いただけます。（四国森林管理局HP)
https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/gijutu_c/sikahigaitaisaku.html

・こじゃんとを採用しているプロファイル掲載署
遠野支署（P21）、安芸署（P68）

いのしか御用

くくりわな

こじゃんと１号（小型囲いわな）
クマが掛かっても天井から抜け出せる小型の囲いわなを開発・普及しています。

クマの掛からない効率的で安全なくくりわなです

くくりわなの周囲は水平で硬いので踏み抜ける部分が狭く、クマが「いのしか御用」を踏ん
でも掛からない仕様となっています。

・いのしか御用の詳細については、下記URLからご覧いただけます。
http://www.msk-314.com/20170926-3/

・いのしか御用を導入しているプロファイル掲載署
遠野支署（P21）、東信署（P46）

こじゃんと
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わなによるシカの捕獲では、見回りに多くの時間と労力を要します。このため、中部森林管
理局では、国有林野内で造林や治山などの事業体全てを対象に、猟友会等が設置した
わなの見回り・通報や事業体等が自らわなを設置し捕獲することの協力を呼びかけ、捕獲
作業の効率化を推進しています。

Ⅲ 参考資料
３ ついで捕獲、ついで見回り・通報

猟友会等が事業地への通勤経路（林道沿線）にわなを
設置して、事業体が通勤途上にわなを見回り・通報します。 事業体等への協力要請チラシです

事業体等が自らわなを設置し捕獲します

・ついで捕獲、ついで見回り・通報を導入しているプロファイル掲載署
東信署（P45）、南信署（P53）
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Ⅲ 参考資料
４ ICT、LPWA技術の活用

ICT（Information and Communication Technology:情報通信技術）や
LPWA（Low Power Wide Area:低消費電力かつ⾧距離のデータ通信）によるわな
捕獲通知システムの構築により、見回りの負担軽減等が期待できます。

捕獲通知システムの構築イメージ

わなにシカが掛かると、モバイルにわなが作動したことを通知します

・国有林野事業において導入したシステム（一例）について、下記URLからご覧いただけます。
【オリワナシステム】
https://satoyama-connect.jp/oriwana/

【ほかパト】
https://www.ise-hp.com/products/hokapato/

・ICT、LPWA技術を導入しているプロファイル掲載署
根釧西部署（P12）、伊豆署（P43）、福岡署（P76）、大分西部署（P90）
大分署（P97）、宮崎北部署（P102）

オリワナシステム ほかパト
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Ⅲ 参考資料
５ 現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果

シカ捕獲や防除対策を効果的に行うため、森林総合研究所等が公表している研究成果
の一部を掲載しています。これらを活用して、効果的なシカ対策に取り組んでください。
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① 分布の中心で、メスジカを捕らえる



Ⅲ 参考資料
５ 現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果
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① 分布の中心で、メスジカを捕らえる



Ⅲ 参考資料
５ 現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果

① 分布の中心で、メスジカを捕らえる
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Ⅲ 参考資料
５ 現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果

① 分布の中心で、メスジカを捕らえる
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全体版URL
https://www.green.go.jp/gijutsu/pdf/zorin_gijutsu/
deer_pest_control_manual.pdf

Ⅲ 参考資料
５ 現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果

② シカ害防除マニュアル
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Ⅲ 参考資料
５ 現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果

③ 西日本の若齢造林地におけるシカ被害対策選択のポイント
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全体版URL
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseika/4th-
chuukiseika40.html



Ⅲ 参考資料
６ 逆引き事典

参考にしたい箇所をすぐ参照できるように「逆引き事典」としてまとめています。

参照ページ

31、36、42、62、67、76、84、89、
98、102、106、111、116・「職員実行」の取組について知りたい ・・・

・「委託事業」の取組について知りたい ・・・

・「わな貸出（協定等）」の取組について知りたい ・・・

・「その他（協定等）」の取組について知りたい ・・・

12、21、26、31、38、43、46、51、
63、80、91、103、112、120

22、32、47、52、57、69、77、81、
85、93、99、107、113、117、121

23、27、33、39、53、71、

・採用している署の取組について知りたい ・・・
・捕獲効率をUPさせたい ・・・
・錯誤捕獲を少なくしたい ・・・

21、26、61、68
122、123
124

・各署の取組事例について知りたい ・・・
・ついで捕獲、ついで見回り・通報について知りたい ・・・
・ICT・LPWAの活用について知りたい ・・・

43、77、90
53、125
126

各署の取組を参考にしたい

改良型わなのことを知りたい

見回り作業を効率化したい

自署の取組をチェックしたい

・シカ捕獲のチェックリストの見方 ・・・
・シカ捕獲のチェックリスト ・・・

7
134

133

シカ対策の研究成果を参考にしたい

・現場で活用できるシカ捕獲、被害防除の研究成果 ・・・ 127



Ⅳ 付録
シカ捕獲のチェックリスト

実施期間・

時期の決定

実施場所の

決定

捕獲手法

見回り

止めさし

処理・埋設

・実施時期は決まっていますか

・実施期間は決まっていますか

・市町村等が実施する有害鳥獣捕獲との調整はとれていますか

・実施場所は決まっていますか

・効果的な捕獲が期待できる実施場所となっていますか

・市町村等が実施する有害鳥獣捕獲との調整はとれていますか

・止めさしの方法は決まっていますか

・止めさしの実施者は決まっていますか

・安全体制は整っていますか

・見回り体制は決まっていますか

・錯誤捕獲があった場合の連絡体制は整っていますか

・ICT、LPWAの活用について検討されましたか

・捕獲手法（銃、わな）は決まっていますか

・わなの場合はわなの種類、設置体制は決まっていますか

・安全体制は整っていますか

・処理方法は決まっていますか

・埋設場所は決まっていますか

・ジビエ等利用について検討されましたか

12、26、31
43、46、63
21、62、84

21、26、31
12、21、38
21、62、106

26、31、84
16、26、31
12、43、90

12、36、42
37、46、122
31、36、67

12、16、102
31、89、106
12、16、46

21、30、84
62、76、106
31、36、67

主な参考ページ
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