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(6) ニホンザルによる農作物被害防止対策の事例

回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

秋田県 追い上げ法 ・市町村(侵入 鳥獣害防止施設整備事業(県費１／２) 秋田県水田総合利
侵入防止柵 防止柵設置) 実施主体：市町村等 用推進課

・県(防止柵設 実施期間：14～16年 (018-860-1785)
置補助) 実施内容：電気柵の設置

・その他(追い 平成14年度予算額：1,500千円
上げ法(ボラ
ンティア))

山形県 侵入防止柵 東部果樹生産協 ・内容（中山間型、生産施設整備事業） 山形県農業技術課
議会電気牧柵組 東部果樹生産協議会電気牧柵組合(17戸農家)で電気柵の設置

・場所：東根市東郷地区：さくらんぼ、西洋なし、ぶどう (023-630-2444)合
30,300㎡(電気柵2,206m)

・事業費：18,816千円(県補助金6,992千円、その他11,824千円)
・効果：被害防止効果あり。但し、柵内で限定的

栃木県 追い払い法 粟野町 ・内容 栃木県経営技術課
侵入防止柵 生産振興総合対策事業(鳥獣害対策)により、平成12年度に電 (028-623-2286)

平成12年～14年度に協議会を組織し追い払いを実施中気柵を設置。
・予算額
平成12年度8,800千円、13年度800千円、14年度280千円

・効 果
・電気柵を設置したほ場は被害は軽減している。
・追い払いは以前から実施しており、その効果はあまりない

・問題点
電気柵設置に経費がかかり、中山間地域では普及させること

が困難である。

群馬県 市町村 ・内容（野猿等被害防止技術実証事業） 群馬県農業技術課接近警報システム
追い上げ法 侵入防止電気柵をモデル地区に設置し、効果の実証を行うと (027-226-3064)
侵入防止柵 ともに被害防止体制の確立を図る。

・予算：平成13年度5,400千円、平成14年度 300千円
・効果

モデル地区においては被害防止が図られ農家の生産意欲が回
復した。

・問題点
費用対効果の面で問題がある

埼玉県 侵入防止柵 横瀬町 ・内容 埼玉県農業経営課
平成11年度に国庫事業を活用して、プラム園にサルの侵入防止 (048-830-4053)
のため、ソーラバッテリ一式電気ネットを設置し、組織的な被
害防止活動等も取り入れた対策を実施 横瀬町振興課

・事業費：1,750千円（3千円／ｍ） (0494-25-0114)
・規 模：高さ2m、全長600m
・効果
電気ネットを設置した圃場では被害防止が図られた

・問題点
未設置圃場での被害は依然、発生しているので、今後、侵入

防止柵等を設置するにあたっては、圃場単位ではなく集落全体
を囲む必要がある。

千葉県 侵入防止柵 ・安房農協 ・内容 千葉県農林振興課
鴨川農協 ・目的 (043-223-2817)
君津市農協 野生サル・シカ・イノシシによる農作物等の被害を総合的か

・大多喜町 つ効果的に防止し、地域農林業の発展に資する
・市原市猿対策 ・事業主体
協議会 市町村、農業協同組合、市町村が構成員を努める被害対策協
富津市猿対策 議会
協議会 ・対象地域
勝浦市有害獣 野生サル・シカ・イノシシによる被害が現に発生している地
対策協議会 域又は発生するおそれのある地域

・対象事業
猿害防護柵（主に電気柵）、鹿用防護柵（主に電気柵）

・補助率 ：2/3以内
・予算額：34,900千円（14年度）
・効 果

農作物等への防護柵は生産者の生産意欲を奮立たせることに
より、遊休農地解消に結びつくことから被害防止と併せて一定
の効果がある。

・問題点
・防護柵が集落内の景観を損なうなど生活を不自由している。
・柵の修繕費への要望が増えている。
・被害地域では獣害駆除を望む声が多い。
・市町村及び農家との考え方に大きなギャップがあり、県の対
応としては連絡会議を設けて被害防止対策を講じている。
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回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

東京都 接近警報システ 市町村 ・接近警報システム 東京都農業振興課
ム （地元猟友会に 受信機・発信機の取付、追い払い経費（サルのみ） (03-5320-4834)
追い上げ法 委託） 市町村への補助（1/2補助）：5,731千円（平成14年）

侵入防止柵 ・集落・営農組 ・侵入防止柵
合等 フェンス、電気柵の設置（シカを含む）

・市町村 市町村への補助（1/2補助）：11,619千円（平成14年）

市町村レベルでは、サルの被害額は減っているが、群れの分裂
や地元の営農意欲の低迷（高齢化による）など問題は山積してい
る。

富山県 要因除去法 富山県自然保護課

追い払い法 猟友会 銃による追い払い (076-444-3397)

侵入防止柵 県 県 ：電気柵
市町村 市町村：電気柵、簡易防除柵(猿落君)

その他 県 テレメトリー法による調査

石川県 接近警報システ 白山麓鳥獣防止対 ・内容 石川県農産課
ム 策協議会（市町 ①住民による追い払い活動 (076-223-9227)
追い払い法 村） ②住民研修会の開催
侵入防止柵（猿 ③発信機による接近警報システム実証 河内村
落君） ④侵入防止柵等の展示圃 (0761-92-1100)

・予算額
6,100千円

・効果
実証中

福井県 追い払い法 上中町鳥獣害対 ・内 容 福井県農産園芸課
侵入防止柵 策会議 被害防止技術導入実証 (0776-20-0430)

・サル、シカ兼用電気牧柵の整備
・被害防止活動の取組体制の整備

・予 算 10,000千円（14年度）
・効 果 実証中
・問題点 事業費が大きくなる

山梨県 接近警報システ 武川村 ・内 容 山梨県農業技術課
ム 電気柵2,400m、想定面積24ha、 (055-223-1618)

テレメトリーの利用による警報発令システム
・予 算 28,245千円

棲み分け柵 櫛形町、甲西町 ・内 容：電気柵6,551m、想定面積94ha
・予算額：49,000千円（中山間地域総合整備事業） 櫛形町農林商工課
・効 果：サル、イノシシの被害が7～8割減少している。 (055-283-1111)
・問題点
農地と山地に設置してあるため、台風などの大雨による土砂崩
落によって施設が壊れ、管理組合だけでは復旧が困難な場合が
ある。

長野県 接近警報システ 軽井沢町 ・内 容 長野県農業技術課
ム 発信機等の取付けによる行動域調査、追い払い、広報原稿作成 (026-235-7221)

（委託）
・委託料

H12: 7,000千円（10月～3月まで委託）
（ニホンザル対策10,000千円、ツキノワグマ対策10,000千円）H13:20,000千円
（ニホンザル対策10,000千円、ツキノワグマ対策10,000千円）H14:20,000千円

・効果
平成12,13年度の軽井沢町における鳥獣による農作物被害額の
うちニホンザルとツキノワグマは０。

棲み分け柵 高山村 ・内容
猿害防止電気柵の設置(平成12年、13年度)
・総延長 Ｌ＝3,820m(H12：L=2,100m、H13：L=1,720m)
・事業費 39,000千円
・受益面積 20ha
・受益戸数 50戸
・管理者 中山田電気柵組合
・管理方法

柵周辺の草刈り：年４回、通電の確認：週１回
・維持管理費

電気代 約７００円／月（電気柵組合負担）
草刈り、簡易補修は、組合が実施。
補修費：村1/3、組合2/3負担
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回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

岐阜県 生息調査 県 ・Ｈ13 捕獲20群 行動域調査 7,281千円 岐阜県農業振興室
・Ｈ14 捕獲 7群 (058-272-1111)行動域調査、追跡調査、記録調査 8,000千円程度予定
現在、地域毎の群の性格を調査しそれに応じた対策を示す予定

だが、県内で60群、100群以上といわれる。すべての群について
県で調査することは予算的に不可能であるため、残りの群の調査
は今後の検討課題である。

侵入防止柵 八幡町 生産振興総合対策事業（鳥獣害対策） 八幡町農林課
・猿落君の設置(試験圃) ・平成14年～ 事業費1,000千円 (0575-67-1815)

侵入防止柵 吉田集落 中山間地域等直接支払制度の活用(平成12年度実績) 南濃町産業振興課
L=400m 事業費1,000千円(50千円程度交付金を活用) (0584-55-0111)

侵入防止柵 美並村 新山村振興等農林漁業特別対策事業 美並村農林課
L=5,700m 34,960千円(平成14､15年) (0575-79-3111)

侵入防止柵 明宝村 新山村振興等農林漁業特別対策事業 明宝村産業課
L=13,200m 49,000千円(平成14､15年) (0575-87-2211)

接近警報システム 三重県農畜産物供給チ三重県 多度町 桑名猟友会の銃器による駆除。
ーム (059-224-2543)追い払い法 三重県 予算は610,000円(他の有害鳥獣も含む)

一定期間効果はあるが、時期が過ぎると同じ。 多度町産業課
(0594-49-2006)

追い払い法 桜地区、水沢地 ・追い払い法 四日市市農林水産
侵入防止柵 区 ・内容：今年度より地元自治会と猟友会との連携でサル出没時 課
捕獲檻 （集落、営農組 にロケット花火、銃器等で追い払いを実施 (0593-54-8180)

合等） ・予算：50万円(猟友会へ委託)
・効果：サル群に発信機を装着しているため、群れの動きを予

想し対応でき追い払いが速やかに実施できる
・問題点：効果があがるまで長期間かかる。

・侵入防止柵
・内容：電気柵 ・予算：3箇所で50万
・効果：被害は減少した
・問題点：コストが割高でメンテナンスが必要

・捕獲檻
・内容：平成12年度に水沢地区、桜地区に大型の捕獲檻を設置
・予算：40万円(猟友会へ委託)
・効果：不明
・問題点：大型のため移動できない。一方で追い払いを実施し

ているのにエサで捕獲檻におびきよせて捕獲すると
いうことから対策に矛盾が生じる。

侵入防止柵 蔵野町 ・電気牧柵設置に一部助成している 蔵野町農林課
・猟友会と有害鳥獣駆除の委託契約を締結している (0593-91-1144)追い払い法、追い上げ法

庄内北畑（集 ・内容：電波発信機を利用した接近警報システムを導入し、地元 鈴鹿市農林水産課接近警報システム
追い払い法 落、営農組合 住民による追い払い(花火等)を今秋開始予定。 (0593-82-9017)

等） ・予算：120万円
地元住民がどの程度追い払いに協力してくれるかが問題・問題点：

追い払い法 集落、営農組合 ・花火等による追い払い 亀山市商工農林課
等 ・内容：山地に生息していたサルが山地開発により人家近くま (05958-4-5748)

で出没するようになったため、8月上旬より地元関係
者と調整を行い必要資材の準備を進めている。

・予算：明確に設定していない。
・効果：準備段階であるため不明

侵入防止柵 亀山市 ・獣害被害防止対策事業
・内容：１申請２名以上の申請について、電気柵等の設置に要

する費用に対し補助金の交付を行っている
・予算：500千円(平成14年当初予算)
・効果：相当な効果が出ている

追い払い法 関地区猟友会 関町農林建設課
(05959-6-1212)

侵入防止柵 はぜゆり保存会 サル通せんぼ(町単事業) 飯高町産業振興課
(0598-46-7114)(集落、営農組合等)

追い払い法 鳥羽市猟友会 銃器の使用および犬にサルを追わせ集落や農地から追い出す 鳥羽市農林課
予算は40万／年(有害鳥獣駆除業務委託) (0599-25-1230)

侵入防止柵 集落、営農組合 上阿波集落別府地区では現在獣害防止柵を設置した。将来、先 大山田村産業振興
等 端部に電気柵を設置予定。(柵は非常に高価であるため個人では 課

設置が困難である。) (0595-47-1158)

接近警報システ 名張市 青遠寺地区のぶどう園では、サルの群れに電波発信機を付けて 名張市農林振興課
ム 青遠寺湖ぶどう 群れの把握に努めている。また、京都大学霊長類研究所のモデル (0595-63-2111)
追い払い法 組合 事業として同研究所が開発した電気柵を設置した。さらに、ライ
侵入防止柵 ブカメラを近々設置し、リアルタイムに現場の状況を確認するこ

とができる。
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回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

奈良県 要因除去法 集落、営農組合 ・内容 奈良県農業振興課
等 猿害防止への集落ぐるみでの取り組み (0742-22-1101)集落・農地環境改

「猿害を防ぐのが目的ではなく、農業生産を上げるための手段変法
追い払い法 である」をモットーに、南部農林振興事務所農業普及課、果樹 南部農林振興事務
侵入防止柵 振興センター、役場等の支援で集落ぐるみでの取り組みを啓発 所

。サルに強い果樹栽培、集落内点検、餌付け行為のチェック、 農業普及課
猿落君モデル圃場の設置等に取り組み、集落のまとまり、 生 (07472-4-0131)
産者のやる気を引き出し、猿害も減少した。

兵庫県 侵入防止柵 夢前町 ・内容 夢前町産業課
猿害防止柵（猿落君）Ｌ＝５８３ｍ (07933-6-0001)

・事業費
80万円

・効果
施行後、猿害の被害は認められない。

・問題点
猿落君のみでは、いのしし等の進入に対しては、防護出来な
い。

徳島県 接近警報システ 阿南農業協同組 ・内容 徳島県農業経営課
ム 合 ・事 業 名：農業生産体制強化事業、農業生産総合対策事業 (088-621-2431)
追い払い法 ・実施地区：阿南市山口町、新野町
侵入防止柵 ・実施期間：平成10～12年度 阿南農業協同組合

・対象作物：ハウスミカン 農業総合センター
・対象鳥獣：サル (0884-26-1812)
・概要

サルの首に発信機を付けて放し受信機にて位置を確認し、
農家へ防災無線により位置を放送する。放送を聞いたハウ
スミカンの生産者が爆竹やロケット花火などで追い払う。
２カ所で電気柵を展示

・効果
柵を設置してからは、被害はなく防止効果は認められた

・問題点
・発信機の寿命が３年なのでその度にサルを捕獲しなければな
らない

・サルのレベルが年々上がっており、山際のハウス内に簡単に
入ってくる

・駆除員の高齢化により、今後の活動に不安がある。
・個体群管理以外の農地管理及び生息地管理をどう進めていく
か。

鹿児島県 追い払い法 薩摩町 ・内容 鹿児島県農政課
追い上げ法 ・花火や銃器の使用及び犬にサルを追わせる。 (099-286-3097)
侵入防止柵 ・果樹園や野菜畑を金網柵等で囲う
捕獲柵、銃器 ・捕獲檻設置による捕獲や駆除隊を編成し区域毎に追い払い、 薩摩町経済課

追い上げを実施。 (0996-57-1111)
・予算額
猿害駆除委託費：年額12万円（３猟友会＊４万円）

・効果
一時的な効果はある

・問題点
柵の設置は農家にとって大きな経費負担となるため国の補助事
業等に農家が取り組めない。補助率の引き上げはできないか。

追い払い法 猟友会、共同利 ・内 容：爆音器設置助成・事業量7基 輝北町産業課
爆音器 用体 ・予算額：事業費367,500円 助成金183,750円 (0994-86-1111)

・効 果：設置当初は効果が見られる
・問題点
・設置してからの期間が長くなると慣れが生じ効果が薄れる。
・夜に爆音器がなると付近の住民から苦情が出る。

侵入防止柵 上屋久町 ・内容 上屋久町農林水産
県 町：電気柵 60,415m 66,735千円 課(09974-2-0100)

県：電気柵 8,174m 81,027千円
・問題点
・雑草、つる植物等が柵に絡まるため管理が難点である
・防風林等からの飛び込みが見受けられる。
・サルの数が減るのではなく、周辺に群れが存在する。

侵入防止柵(県、町、地元がそれぞれ1/3)屋久島農協屋久団地
果樹部会

追い払い法 屋久町猟友会 追い払い

捕獲及び駆除

＊これは、平成14年８月に県農産流通課が各都道府県に、効果が十分にある事例、他の集落の参考となる事
例、ユニークな事例あるいは特例すべき事例等ということで照会し、回答のあったものをまとめたものです。
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イ 県内の事例

回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害防止対策の概要

土山町 追い払い法 ＪＡ甲賀郡土山 緊急雇用創出事業有害鳥獣追払い巡視業務 土山町農林課
農林課 支所 ・内容 (0748-66-1101)

・町内を定期的に巡回し、農作物被害の状況や有害鳥獣の把握
記録 JA甲賀郡土山支

・威嚇玩具等を使用した有害鳥獣の出現を防除する活動及び駆 所
除 (0748-66-1151)

・関係機関と連携した活動や協力
・有害鳥獣被害を出さないための周知等

・予算
３ヶ年計画で6,200,250円

追い払い法 土山有害鳥獣被 威嚇用モデルガン貸与事業 土山町農林課
害対策 ・内容 (0748-66-1101)
協議会 申し出のあった各地域に威嚇用のモデルガンを貸与して出没

する有害鳥獣を威嚇する。 土山有害鳥獣被
・予算 害対策協議会事
モデルガンは前年度購入。14年度は２万円。 務局

・問題点
モデルガンの使用方法の徹底、使用者の選定、貸与するモデル
ガンの数量等

甲賀町 追い払い法 甲賀町 昨年度、専門家の調査により、町のサルの行動パターンをある 甲賀町農林課
農林課 侵入防止柵 程度把握。それと合わせて、町で購入したモデルガンでサルの追 (0748-88-4105)

い払いを実施。今後、その効果について、追い払い実施後のサル
の行動パターンから検証する予定。

甲南町 要因除去法 甲南町 ・内 容：地元猟友会に銃器による駆除 甲南町産業振興
産業振興 ・予 算：10万円（14年度） 課
課 ・効 果：狩猟期間内は出没件数が減る (0748-86-8016)

・問題点：狩猟期間より一定期間経過すると再び出没する。

日野町 追い払い法 関係区長、農業 ・内容：野猿駆逐用電動エアガン貸付(H13 17丁) 日野町産業経済
産業経済 組合長 ・13年度決算 598,414円 課
課 ＢＢ弾 27,384円 (0748-52-6562)

ロケット花火 619,000円
駆逐巡視賃金 450,000円

計 1,694,798円
・効果

電動ガンを持った巡視員が現場へ行くと、すぐにサルは山の
中に逃げる。ロケット花火と併用により、音と火薬のにおい、
弾が飛んでくるのを教えられる。

・問題点
電動ガンの弾がとどく所まで近づけない
サル慣れが心配

彦根市 要因除去法 集落、営農組合 要因除去 彦根市農政課
農政課 等 (0749-22-0979)

追い払い法 集落、営農組合 追い払い（花火など）
等

侵入防止柵 農協 侵入防止柵（電気柵）

銃器駆除 彦根市 銃器による駆除、檻による捕獲

甲良町 侵入防止柵 大字正楽寺区 ・内容：電気柵設置工事を地元で窓口担当者を決定。 甲良町
・予算：県、町、地元で分割。 (0749-38-2925)
・効果：電気柵設置後、水田への侵入はなくなった。
・問題点

畦畔の雑草が成長して電線に触れると通電の流れが落ちるの
で区で畦畔の除草を実施しなければならない

近江町 追い払い法 西円寺、岩脇 ・内容：花火 近江町産業土木
産業土木 予算：33千円、問題点：慣れが生じている 課(0749-52-311
課 ・内容：檻 1)

予算：93千円、問題点：事業費の予算が必要

朽木村 侵入防止柵 朽木村 大型電気柵による侵入の防止を行っているが、コストがかかり 朽木村
すぎてすべての農地をカバーできない。 (0740-38-2333)
効果はあるが川や道路付近は設置できないので穴が出来てしま

いそこから侵入してくる時がある。

安曇川町 追い払い法 長尾区民有志 農地に接近したサルを発見したら犬等を使って追い払う。追い 安曇川町産業振
産業振興 払い実施後、被害が減り農家の方々から猿害に立ち向かおうとす 興課
課 る意欲がでてきている。 (0740-32-1131)
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回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害防止対策の概要

高島町 追い払い法 畑、黒谷、鹿ヶ ・内容：電気柵設置に伴う補助金、予算：50万円 高島町農林水産
農林水産 侵入防止柵 瀬、高島、 ・内容：追い払い用花火 、予算：36万円 課
課 拝戸 (0740-36-1121)

新旭町 接近警報システ 湖西地域振興局 ・内容 新旭町
産業振興 ム 井ノ口地区でニホンザルに発信機をつけ集落に近づいたらパト 産業振興課
課 ランプが回り、アラームが鳴り３人（井ノ口地区２人、町１人） (0740-25-8126)

の携帯電話が鳴ることで接近を知らせる。その後、花火で追い払 湖西地域振興局
いを行う。 農業振興課

(0740-22-6024)

農業試験 要因除去法 県農業総合セン ・放牧ゾーニング 農業総合センタ
場湖北分 侵入防止柵 ター ・内容 ー
場 農業試験場湖北 山際の農地に牛等を放牧することにより、野生獣が山から里 農業試験場湖北

分場 へ侵入しにくくする効果を 分場検討する
・放牧の場所 0749-82-2079
木之本町小山地先
金網フェンス＋電気柵区(約１ha)、電気柵区(約１ha)
入牧数２頭／ｈａ

・効果
集落住民によるアンケート調査結果
獣害が「全くなくなった」「減った」８５％
放牧によって、「集落共通の話題ができ集落が活性化され
た」「お年寄りや子どもの憩いの場ができた」「荒廃して
いた田んぼの景観が良くなった」という効果も確認できた

・獣害の回避以外の期待されるメリット
・伸びた雑草を家畜が食べることから電気柵の日常管理が軽
減できる。

・耕作放棄水田が放牧により転作にカウントされる
・荒れた農村景観が改善される。
・牛を中心に集落の和が生まれる。
・中山間地において「近江牛」の振興に寄与できる。

・簡易獣害防止柵「おうみ猿落・猪ドメ君」
・内容

サルやイノシシによる農作物被害を軽減できる簡便で安価
な防護柵を開発（小面積に適用）

・資材費
おうみ猿落・猪ドメ君「ジャンボ」 103,460円／100ｍ
おうみ猿落君「ジャンボ」(サル用) 76,860円／100ｍ
おうみ猿落・猪ドメ君｢サーカステント｣141,110円／100ｍ
おうみ猿落君 (サル用)113,910円/100ｍ「サーカステント」

・効果
サルおよびイノシシに対して非常に高い防止効果が認めら
れ、「ジャンボ」では、耐雪性が高かった。

・問題点
サルよけ網の耐用年数が短い点、低コスト資材に置き換えた
場合での防止効果等を今後も検討する必要がある。

・その他
単管パイプ等の廃材利用も可能であるため、廃材を利用すれ
ば農家が投資する金額は、少なくて済む。

・獣害軽減管理法確立試験
・内容

サルやイノシシの食害を受けにくい農作物の選定および被
害を軽減する栽培方法について検討した。
アクの強いもの、過去に作付けや被害がなかったもの等を
基準にして、２年間で５０品目５７品種を供試した。

・回避できる農作物
〈猿害を受けにくい農作物の例〉
ゴボウ、サトイモ、コンニャク、ショウガ、トウガラシ類
、シソ、ミョウガ、シュンギク

・軽減栽培法
・トリカルネットの埋設によるジャガイモの栽培
猿害防止キャップの利用によるカボチャの引きちぎり被害防止・

大津滋賀 侵入防止柵 志賀町北船路集 ・内容 大津滋賀地域農
地域農業 落 集落営農組織が管理運営する町内幼稚園向けのサツマイモ園 業改良普及セン
改良普及 ３ａにおうみ猿落・猪ドメ君「ジャンボ」を設置。 ター
センター 園の周囲に約８０ｍ設置。内側に? 状にサル網を追加 (077-522-3736)

・予算
資材費：100千円強
手 間：約７人日弱（資材の切断等は事前に済ませた）

・効果
設置以降猿害は見られない。
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回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害防止対策の概要

県 集落・農地環境改 県農業総合セン ・内容 農業総合センタ
畜産課 変法 ター 中山間地域の活性化のため、和牛を放牧することによって、 ー

追い払い法 畜産技術振興セ イノシシ、サル、シカ等による被害の軽減、景観保全(除草)、 畜産振興技術ｾﾝ
侵入防止柵 ンター 低コスト和牛生産等の効果を総合的に検討する ﾀｰ
その他（和牛放牧 ・放牧の場所 (0748-52-1221)
ゾーンの設置） 土山町大河原地先の休耕田(棚田約２ha)

・放牧する牛
繁殖和牛４頭

・放牧期間
平成14年７月～11月

県 棲み分け柵 県 ・内容 耕地課
耕地課 イノシシ、サル、シカの対策用として太陽光利用の恒久電気 077-524-1121

柵を中心に事業を実施。農林水産省補助事業の中山間地域総合 内線 3946
整備事業が主となっている。
平成14年度計画
施工延長20.8ｋｍで事業費256百万円

・効果
事業実施区域では、ほとんど被害がみられない。

・問題点
幹線道路や河川を横断する柵まで施行できないため、局部的

には完全排除することは出来ない。
このため、地域住民による要因除去法や接近警報システム等

の対策も併せて行う必要がある。

＊これは、平成14年８月に県農産流通課が滋賀県野生獣被害防止対策連絡協議会会員に、効果が十分にある
事例、他の集落の参考となる事例、ユニークな事例あるいは特例すべき事例等ということで照会し、回答の
あったものをまとめたものです。


