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「滋賀県ニホンザル第二種特定鳥獣管理計画（第4次）（素案）」に対して 

提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について 

 

 

１ 県民政策コメントの実施結果 

  平成 30 年（2018 年）12 月 21 日（金）から平成 31年（2019 年）１月 21 日（月）までの間、

滋賀県民政策コメント制度に関する要綱に基づき、「滋賀県ニホンザル第二種特定鳥獣管理計画

（第 4次）（素案）」についての意見・情報の募集を行った結果、２名の方から、計 16件の意見・

情報が寄せられました。 

  これらの意見等について、内容ごとに整理し、それらに対する考え方と修正点を別紙に示し

ます。 

  なお、取りまとめにあたり、提出された意見・情報の一部は、趣旨を損なわない範囲で内容

を要約したものとなっています。 

 

 

２ 提出された意見・情報の内訳 

 

項目 件数 市町等 

概要 0 0 

１ ． 計画策定の目的および背景 1 0 

２ ． 管理すべき鳥獣の種類 0 0 

３ ． 計画の期間 0 0 

４ ． 計画の実施区域 0 0 

５ ． 現状 3 0 

６ ． 第 3次特定計画期間中の取組評価 2 0 

７ ． 管理の目標 2 0 

８ ． 施策の内容に関する事項 8 1 

９ ． その他計画の実施に必要な事項 0 0 

巻末資料１ モニタリング調査結果について 0 0 

巻末資料２ 個体数管理実施マニュアル 0 1 

巻末資料３ 加害レベル判定基準の滋賀県基準から環境省基準への変換について 0 0 

合計 16 2 
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１．「滋賀県ニホンザル第二種特定鳥獣管理計画（第 4次）（素案）」に対して提出された意見・情

報とそれらに対する滋賀県の考え方について 

 

番号 頁 意見情報等（概要） 意見・情報等に関する考え方 

１．計画策定の目的および背景 

１ １ 「人間とサルの生活域を分ける」

は、意味不明である。つまり、人間

の生活域とサルの生活域が存在し

ているのに、今さら分けるとは、ど

のような解釈になるのか？ 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正

します。 

「ニホンザルが人間の生活域に近づ

かないよう人間とニホンザルの生活

域の境界を設ける等により…」 

 

また、併せて16頁についても以下のとおり

修正します。 

「人間とサルの生活域を分け…」 

→「サルが人間の生活域に近づかないよう

境界を設け…」 

５ 現状 

（２）生息状況 

２ ４ 自然林と二次林の括弧書きの説明

について、自然林の「自然の力によ

って成り立った森林」と、二次林の

「自然再生した森林」は同議であ

る。この説明に従えば、例えば滋賀

県に分布する全ての自然林である

ブナ林は、過去に人間によって伐採

された後に成立した森林であり、こ

の説明だと二次林になってしまう。

二次林と自然林の区別は、植物社会

学的見地から説明しないと、林学で

は明確な説明にはならない。つま

り、自然林とは人間の影響を受けず

に、その土地の環境に適応して成立

している極相林や、過去に人為の及

んだ森林であっても長年にわたっ

て極相林となり、人間の影響が及ぶ

以前の原生林に近い種類組成や相

観をもった森林のことである。一

方、二次林は自然林に対する言葉

で、人間の影響によってその土地本

来の自然林に置き換わり、人間の影

響のもとでのみ成立・維持される森

林のことである。 

ご意見を踏まえ、用語解説を追記し

ます。 

（３）被害状況 

別紙 
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３ ５ 「また、耕作放棄地の拡大も懸念さ

れる。」としているが、ニホンザル

の被害が原因で放棄地が拡大する

ことはほとんどない。高齢者の増加

や若い世代の農業離れなど、人間社

会の問題が放棄地の拡大の原因と

なっているため、削除するか、表現

を修正すべきである。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正

します。 

「被害は農家の耕作意欲の減退に繋

がり耕作放棄地の拡大も懸念される

が、さらには耕作放棄地がサルの隠

れ家となり、移動経路や生息場所に

なるおそれもある。」 

（４）被害対策 

４ ７ サルの捕獲実施の有害鳥獣捕獲と

個体数調整の違いを、この7頁に簡

潔、適切、明確に両者の解説を記載

するか、22頁の表7をそのまま記入

すべきである。有害鳥獣捕獲と個体

数調整の違いは、巻末資料の個体数

管理実施マニュアルを見ても理解

できない用語であり、唐突に難解な

用語が並べられても、文章全体が理

解できないことになってしまう。 

ご意見を踏まえ、有害鳥獣捕獲およ

び個体数調整の用語解説を追記しま

す。 

 

６．第3次特定計画期間中の取組評価 

（２）被害対策の状況 

５ 14 図12のグラフに、サルの被害金額の

グラフを記入すべきである。サルの

被害とは直接関係のないグラフに

なってしまっており、この図中にサ

ルの被害金額を記入するだけで、野

生獣の被害のなかでどのくらいの

被害になっているのかが明確にな

り、このグラフの持つ意味が適切な

ものになる。 

ご意見を踏まえ、サルの被害金額の

グラフを追記します。 

（３）生息環境管理の状況 

６ 16 「②森林の保全・整備」の森林とは

二次林なのか、植林なのか明確にす

べきである。なお、記載内容からは

植林を対象とした保全・整備である

にしても、全体が意味不明の記載内

容である。つまり、植林である人工

林を間伐して、林床植生の再生を期

待しても、草本植物の限られた種類

と貧弱な植被率でしか生育しない

ことは、植物社会学の立場からは

「自明の理」である。仮に、人工林

の間伐によって、林床に草本植物が

「②森林の保全・整備」では、県で

実施する森林の保全・整備事業につ

いて記載しています。 

滋賀県のサルの詳細な食性について

は明らかではなく、必ずしもすべて

の事業についてサルの生息環境の改

善に直接寄与するものではありませ

んが、豊かな森林生態系を取り戻す

ための事業として記載しています。 

以上のことから、原案のとおりとし、

いただいたご意見は施策の実施にあ

たって参考とさせていただきます。 
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生育しても、サルの餌となるような

植物の種類も明らかになっていな

いのに、こうした根拠のない記載は

すべきではない。せめて、34頁の「①

森林の保全・整備に関する方針」の

内容程度の記載とすべきである。 

７．管理の目標 

（２）個体群の保全 

７ 18 「人間とサルの生活域を分けるた

め、サルが…生息環境の保全および

整備に努める。」は、意味不明であ

り、「人間とサルの生活域を分ける

ため、」のかわりに、「サルの個体

群の保全のためには、」に置き換え

たらどうか？そもそも、前述したよ

うに「人間とサルの生活域を分け

る」ということ自体、人間の生活域

とサルの生活域の存在を認めたう

えで、さらにこの両者の生活域を分

けるとしており、意味不明である。 

ご意見を踏まえ、「人間とサルの生

活域を分けるため」については削除

します。 

８ 18 管理計画であることから、「努める」

よりも踏み込み、「…整備を推進す

る。」ことはできないでしょうか。

これは、22頁の「地域実施計画の作

成」に係るものですので、目標やビ

ジョン、または整備推進の仕組みを

示すことに期待します。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正

します。 

「…生息環境の保全および整備を推

進する。」 

８．施策の内容に関する事項 

（３）個体群管理 

９ 22 地域実施計画には捕獲だけでなく、

防除と生息地の保全・整備等につい

ても具体的に定めることとされて

おり、また、関係市町の協議や県の

支援について示されており高く評

価します。関連する図16には「実施

結果の評価」と記さていますが、文

中には、具体的な記述がみられませ

ん。そこで、「実施結果の評価とそ

れに基づく今後の防除等の施策を

県に報告する」ようにできないでし

ょうか。 

巻末資料2p.7において、実施後の報

告について整理していますが、ご意

見を踏まえ、以下のとおり追記しま

す。 

「実施結果は評価後速やかに県自然

環境保全課鳥獣対策室に報告すると

ともに、評価に基づく今後の防除等

の施策について地域実施計画に整理

し報告すること。」 

10 23 「群れ密度が非常に高い地域」とあ

ります。理想的にはこの基準を示す

保全上配慮すべき群れについては表

8に記載するとおりですが、群れの対
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ことが望まれます。調査結果から各

群れに対して保全ランクを示すこ

とで、個体数管理を考える上で、特

に注意を払うべき群れ、個体群であ

るかが分かるようにしてはどうで

しょうか。 

策の優先順位については、被害や生

息状況など地域ごとに状況が異なり

一概には決められないため、ユニッ

ト管理の考え方を導入し、ユニット

の中で必要に応じて検討したいと考

えております。 

以上のことから、原案のとおりとし、

いただいたご意見は施策の実施にあ

たって参考とさせていただきます。 

11 28 図18と図19の分布図の範囲（分布

形）が一致していない。DNAのタイ

プ分けは、群れごとに行っているは

ずであるから、当然図18の群れの分

布範囲（分布形）がDNAタイプの分

布範囲（分布形）と一致するはずで

ある。ただし、図18と図21の群れの

分布範囲（分布形）は一致している。 

図19の滋賀県で確認されたmtDNAタ

イプの分布図は、調査がなされた平

成20年時点のものであり、生息動向

の変化により、最新の調査結果であ

る図18とは相違があります。 

なお、図18については、第4次計画策

定時点であることを追記します。 

12 29 29頁の図19の説明のなかで、淡色

（A1）は4タイプに、濃色（A2）は4

タイプに区分されているとしてい

るが、図中には明示されていない。 

ご意見を踏まえ、追記します。 

（４）被害防除対策 

13 33 「ⅲ人間とサルの生活域を分ける

ための境界を設ける」は、前述した

ように、「分けるための」は間違い

で、この項の記載内容から「ⅲ人間

とサルの生活域の境界を設ける」と

すべきである。 

ご意見のとおり修正します。 

 

また、併せて34頁についても以下のとおり

修正します。 

「人間とサルの生活域を分けるため…」 

→「サルが人間の生活域に近づかないよう

に…」 

（５）生息環境管理 

14 34 「①森林の保全・整備に関する方

針」のなかで、サルのエサに基づい

て森林の種類や整備等について記

載しているため、具体的に滋賀県の

サルがエサとしている主な植物の

種類や部位等について、明らかにし

ておく必要がある。このエサの種類

等が明らかになれば、ナラ枯れや広

葉樹の記載内容との整合性が図ら

れる。 

滋賀県のサルの詳細な食性について

は明らかではありませんが、概ね主

に植物の果実や葉などを食べてお

り、広葉樹林が重要であると考えら

れます。 
以上のことから、原案のとおりとし、

いただいたご意見は施策の実施にあ

たって参考とさせていただきます。 

15 34 「生息を許容する生息地を設定す

る場合…」とあります。個体数調整

（特に部分捕獲）を行っていること

生息地の設定については、地域や市

町、ユニット内において、適宜検討

していきたいと考えております。 
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から、生息地設定の仕組みづくりが

待たれます。「設定できる」とする

と設定は行われない可能性があり

ますが、住み分けの実現のために

も、その手順が示されていることが

重要だと思います。設定地域は市町

境が対象地として考えられますの

で、県の仲介や支援だけでも示せな

いでしょうか。 

以上のことから、原案のとおりとし、

いただいたご意見は施策の実施にあ

たって参考とさせていただきます。 

16 34 針葉樹人工林の割合が高い地域や

ニホンジカによる森林植生衰退が

著しい地域では、間伐による日照改

善を図っても種子の供給源が激減

し、下層植生の改善が難しい状況に

あります。パッチディフェンス設置

の推進や地域種苗による植栽など

で回復を図るように促せないでし

ょうか。 

周辺に母樹がなく更新が困難な場合

などは植栽も検討しており、その際

にはパッチディフェンス※1等による

防除も行うこととしております。 

以上のことから、原案のとおりとし、

いただいたご意見は施策の実施にあ

たって参考とさせていただきます。 

※1 小規模面積の柵を点在させる方法 

 

 


