
別紙２（事業評価報告書） 

 

令和元年度新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金の事業評価報告書 

 

                                      団体名 

                                     （協議会名）湯沢町鳥獣被害防止対策協議会 

 

１ 事業効果の発現状況 

 

○地域の体制整備 

・ 平成２３年６月に湯沢町鳥獣被害防止対策協議会を設立し、被害防止対策に取り組んでいる。協議会は、湯沢町、実施隊、

地域代表者、町猟友会員、南魚沼警察署、みなみ魚沼農業協同組合、南魚沼森林組合、県鳥獣保護管理員、新潟県南魚沼地域

振興局環境センター等により構成され、新潟県南魚沼地域振興局農林振興部がオブザーバーとして参加している。協議会では、

ニホンザルの生態調査・追い払い、有害捕獲、被害防止学習会、各種学習会、緩衝帯整備、侵入防止柵の設置等の事業を実施

している。また、協議会総会等の場で、被害状況等の情報共有を行い、被害防止対策の実施に活かしている。 

・ 協議会事業の結果として、町内の大島集落では、被害防止学習会を実施し、集落住民の獣害への取組が醸成された。その後、

平成 28 年度に整備事業により侵入防止柵(電気柵)を設置した結果、ニホンザルによる被害がほぼ無くなった。また、緩衝帯整

備を行った旭原集落等でも、被害の減少とともに、住民の獣害への意識が高まった。 

・ 集落単位での追い払い隊の設置の支援を行った結果、住民が日替わりで追い払い等を実施する集落があった。町単独事業の

電気柵補助金を利用した電気柵の設置により、被害防止に取り組む農家もあった。 

 

○被害防止効果 

・ 出没場所や、捕獲檻設置場所にセンサーカメラを設置した。習性や動向を記録し、実施隊と共有しながら被害防止対策に活

用した。 

・ 捕獲檻の管理用受信発信システムを用いて、実施隊が檻から離れた場所や、谷間などの視界の悪い場所に設置している檻の

状況確認が安易になった。 

・ ニホンザルの生態調査の結果、テレメトリー発信器の装着が進み、ニホンザルの群れの位置や群構成をつかむことができる

ようになった。群れの位置を知ることで、的確な追い払いの実施が可能となった。 

・ ニホンザルのテレメトリー調査結果について、メール配信やインターネット上の地図に公表し、住民による追い払いや情報



提供に活用した。 

・ 前述のとおり、被害防止学習会や整備事業により、侵入防止柵を設置した集落では、設置箇所においてニホンザルによる被

害がほぼなくなった。 

・ 実施隊による捕獲活動により、低密度状態を保っている獣種では、被害発生が少なくなっている。  

 

○捕獲状況 

有害捕獲による、各年度の獣種ごとの捕獲数は以下の通りである(単位：頭・羽)。 

 

獣種 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ニホンザル 29 44 32 

ツキノワグマ 8 0 14 

イノシシ 0 1 0 

ニホンジカ 0 0 0 

タヌキ 11 17 18 

ハクビシン 2 6 7 

カラス 8 11 14 

アオサギ 3 1 10 

・ ニホンザルは、実施隊が箱わな捕獲技術の研修に参加し技術向上に努めているが、出没がやや減少傾向もあり、銃器による

捕獲が中心で、実施隊員による有害捕獲(H29:29 頭、H30:44 頭、R1:32 頭)・テレメトリー発信器装着(H29:6 頭、H30:5 頭、R1:2 頭)

となっている。 

・ ツキノワグマは、春の予察及び有害捕獲で、令和元年度はブナの実等の大凶作による出没により、 14 頭の捕獲を行った。 

・ イノシシについては、有害捕獲による実績が少ない。目撃情報は少ないが、田・畑の畔起こしなどの被害がある。 

・ ニホンジカについては、有害捕獲による実績が少ない。目撃情報は少ないが、国・県などの定点カメラの個体は増えている。 

・ タヌキは、平成 28 年度から捕獲数が増加した。タヌキとともにハクビシンの捕獲も見られた。平成 29 年度より、タヌキ・

ハクビシン等の小型獣捕獲用箱わなの町民への貸し出しを実施した。 

・ カラスは、猟友会による捕獲の取り組みにより、10～20 羽程度捕獲している。 

・ アオサギについては、農水産物被害とともに、鳴き声による生活環境被害の報告がある。猟友会による一斉捕獲を実施した。

寺社の樹上に営巣していることが、捕獲が進まない一因となった。ロケット花火などの追払いで目撃個体が少なくなったが、



他の杉林の樹上への営巣が確認された。 

○人材育成状況 

・ 平成 27 年度より県の間接補助事業による、町の狩猟免許取得補助金交付事業を開始した。平成 27 年度は狩猟免許取得者 14

名(銃猟免許 2 名、罠猟免許 12 名)、平成 28 年度は 1 名(銃猟免許 1 名)、平成 29 年度は 2 名(銃猟免許 2 名)、平成 30 年度は

2 名(銃猟免許 1 名、ライフル練習 1 名)、令和元年度は 2 名(銃猟免許 2 名)に補助金を交付した。町は、狩猟免許取得者を実

施隊に任命し、鳥獣の捕獲等の業務を実施している。 

・ 小型獣捕獲研修会・サル捕獲研修会を実施し、実施隊や住民の鳥獣被害に対する意識が高くなり、捕獲技術向上が捕獲活動

に活かされた。 

 

２ 被害防止計画の目標達成状況 

・ ツキノワグマ、イノシシ、アオサギは、被害金額・面積において目標を達成することできなかった。 

・ その他の獣種は、被害金額・被害面積ともに目標を達成した。(３「被害防止計画の目標と実績」参照) 

 

３ 被害防止計画の達成状況 

対象地域 実施年度 対象鳥獣 事業内容 事業量 管理主体 供用開始 利用率・稼働率 

湯沢町 

 

 

 

H29～R1 

 

 

 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

イノシシ 

ニホンジカ 

タヌキ 

ハクビシン 

カラス 

アオサギ 

推進体制の整備 

有害捕獲 

被害防除 

生息環境管理 

サル複合対策 

大規模緩衝帯整備 

鳥獣害防止施設 

緊急捕獲活動 

 

◎H29～R1年度に共通した

事業  

・協議会の運営 

・緊急捕獲活動 

・ニホンザル生息状況調

査、追い払い 

・出没状況確認 

・備品購入(テレメトリー

発信器、サル用箱わな等) 

○H29 

・緩衝帯整備講習会(チェ

ーンソウ) 

・緩衝帯整備 2 地区(大島、

旭原) 

○H30 

・小型獣捕獲研修会 

湯沢町鳥獣

被害防止対

策協議会 

 

 

 

H29～ 

 

 

100％ 

 

 

 

 



・サル捕獲研修会 

・緩衝帯整備 1 地区(旭原) 

○R1 

・電気柵設置研修会 

・放任果樹の除去(平沢地

区 2 本) 

・新幹線高架下はぐれサル

捕獲 

獣種 事業効果 

ニホンザル 

実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による有害捕獲(H29:29 頭、H30:44 頭、R1:32 頭)・テレメトリー発信

器装着(H29:6 頭、H30:5 頭、R1:2 頭)。上表の事業量における◎の事業を実施した。また、各年度において、○

の事業を実施した。実施年度における被害状況は以下のとおりである。  

「野生鳥獣による農作物の被害状況調査」より  

年度 被害金額 被害面積 

H29 21.9 万円 85.00a 

H30 15.2 万円 51.00a 

R1 20.8 万円  2.42a 

 

H29 年度以降、◎の事業に加え、○の事業を実施した効果により、被害金額、被害面積ともに減少傾向にあっ

た。R1 年度に被害金額が増加した理由として、R1 年度は山の実が凶作だったことにより被害が拡大したと推察

される。R1 年度に被害が拡大したが、サルパトによる継続的な追払い効果で出没が減少しつつある。 

ツキノワグマ 
実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による予察や有害捕獲(H29:8 頭、H30:0 頭、R1:14 頭)の実施、山の実

が凶作により出没及び農水産物被害も増え、目標年度(R1)の被害金額は大きく増えた。 

イノシシ 

実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による有害捕獲(H29:0 頭、H30:1 頭、R1:0 頭) の実施、個体密度は低

くいが、無雪期には田畔起こし等の被害が発生している。往来する獣道の特定には至らないケースが多い。積雪

期は少雪により尾根付近まで移動してしまい捕獲が難しい。目標年度(R1)の被害金額はやや増えた。 

ニホンジカ 

実施年度(H29～R1)を通して、有害捕獲(H29:0 頭、H30:0 頭、R1:0 頭) の実施、町内での出没は少ないが、山

間部に設置した国・県の定点カメラに記録される個体は増えている。目標年度(R1)の目立った被害は確認されて

いない。 



タヌキ 
実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による巡回及び有害捕獲(H29:11 頭、H30:17 頭、R1:18 頭)の実施、小

型獣捕獲研修会を行い、年々捕獲数が増えている効果により、目標年度(R1)の目立った被害は確認されていない。 

ハクビシン 

実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による巡回及び有害捕獲(H29:2 頭、H30:6 頭、R1:7 頭)の実施、小型獣

捕獲研修会を行い、年々捕獲数が増えている効果により、目標年度(R1)の被害金額、被害面積ともに目標値をク

リアした。 

カラス 
実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による追払い及び有害捕獲(H29:8 羽、H30:11 羽、R1:14 羽)を実施、年

々捕獲数が増えている効果により、目標年度(R1)の目立った被害は確認されていない。 

アオサギ 

実施年度(H29～R1)を通して、実施隊員による追払い及び有害一斉捕獲(H29:3 羽、H30:1 羽、R1:10 羽)を実施、

一般住宅の池、大規模なフィッシングパークの魚類の被害が大きい。一斉捕獲活動で捕獲数は増えているが、目

標年度(R1)の被害金額は大きく増えた。 

 

被害防止計画の目標と実績 

獣種 

被害金額 被害面積 

基準年(年度) 

の実績値(A) 

目標値 

(B) 

目標年(年度) 

の実績値(C) 

達成率(%) 

(A-C/A-B) 

基準年(年度) 

の実績値(A) 

目標値 

(B) 

目標年(年度) 

の実績値(C) 

達成率(%) 

(A-C/A-B) 

ニホンザル 34.0 万円 24.0 万円 20.8 万円 132.0% 126.00a 88.00a 2.42a 325.2% 

ツキノワグマ 3.0 万円 2.0 万円 20.9 万円 -1790.0% 26.00a 18.00a 2.72a 291.0% 

イノシシ 2.0 万円 1.0 万円 2.2 万円 -20.0% 27.00a 18.00a 1.20a 286.7% 

ニホンジカ 0.0 万円 0.0 万円 0.0 万円 ─ 0.00a 0.00a 0.00a ─ 

タヌキ 3.0 万円 2.0 万円 0.0 万円 300.0% 3.00a 2.00a 0.00a 300.0% 

ハクビシン 3.0 万円 2.0 万円 0.6 万円 240.0% 4.00a 2.00a 0.20a 190.0% 

カラス 1.0 万円 0.0 万円 0.0 万円 100.0% 6.00a 4.00a 0.00a 300.0% 

アオサギ 1.0 万円 0.0 万円 65.6 万円 -6460.0% ─ ─ ─ ─ 

合計 47.0 万円 31.0 万円 109.9 万円 -393.1% 194.00a 132.00a 6.54a 302.4% 

※端数処理の結果、各被害数値の計と最終合計には差異がある。 

 

 



４ 評価 

事業主体の評価 

 被害金額については、ほとんどの獣種が目標値をクリアまたは目標値付近まで減少している中、ツキキノ

ワグマは養殖魚・稲、アオサギはフィッシングパーク等魚の被害により基準年度(平成 28 年度)を大きく上回

る結果となった。また、被害面積は目標値をクリアし減少している。 

 獣種全体での被害金額及び被害面積の年度ごとの推移は、以下の通りである (「野生鳥獣による農作物の被

害状況調査」より)。 

 

 

年度 被害金額 被害面積 

H28(基準年度) 47.0 万円 194.00a 

H29 28.1 万円 106.60a 

H30 22.2 万円 68.00a 

R1(目標年度) 109.9 万円   6.54a 

 

 

 達成率が低い大きな要因であるアオサギについては、湯沢町の田んぼの稲踏み、フィッシングパークなど

魚類食害の農水産物被害対策で今後の生息数拡大防止が重要な課題である。 

イノシシ、ニホンジカは、個体密度は低いが被害は発生している。有害捕獲に向け実施隊の捕獲技術向上

と捕獲器具の整備が急がれる。 

ツキノワグマは、住宅地付近での出没時の迅速に対応ができる体制作り。 

ニホンザルのテレメトリー発信器の電池寿命を迎える群れや、テレメトリー発信器の未装着群れの捕獲強

化が必要となる。実施隊に魅力のあるエサの提供を行い、全町の群れ行動範囲の管理を行い情報の共有・発

信を進めていく。 

有害鳥獣の誘因である放任果樹ついても粘り強く伐木していくよう研修会・広報等の周知活動を通じて町

内会等と連携していきたい。 

 

第三者の意見 

【長岡技術科学大学 山本麻希 准教授】 

以下、各獣種別に意見を述べる。 

 

【ニホンザル】 

次回以降、第 3 者評価の際には、サルの行動圏のテレメデータ、各群れの構成頭数などの調査データを一



緒に提出していただけるとありがたい。近年、銃器による捕獲が増えており、群れの分裂がないかが心配で

ある。テレメトリーのデータは、個体群管理のために取得しているデータなので、各群れの行動圏をきちん

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

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

の環境整備や電気柵による防除を中心に対策を進めていただきたい。湯沢町のある住民から、サルの被害が

今年もあったこと、また、近年、サルの発信機の未装着群が多く、いつ出没するかの連絡がないという意見

をいただいた。住民はいつサルがいつ来るかとても不安であり、追い払いのタイミングを今か今かと待って

いるものと思う。実施隊には、銃器の捕獲にかける労力を箱罠による捕獲、特に、発信機未装着群のオトナ

メスの捕獲に回すようにご指導いただきたい。サルの加害群度が高く、ロケット花火への慣れが発生し、威

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

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

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

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

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

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

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

る。ただ、現時点で、電気柵を設置して被害がなくなるのであれば、サルの加害群度はそう高くないのでは

ないかと推測する。その場合、これまで通り、サルの防除柵の設置、サルの防除柵の機能点検、緩衝帯整備、

果樹の伐採など集落の環境整備に対策の重点を置かれたほうが被害は低く抑えられるだろう。 

住民については、非常に意識の高い集落から効果のない柵を設置している集落までその意識は未だばらつ

きがある。意識の高い集落の区長や住民をモデルケースとして、被害が出たという区長がいた場合、モデル

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

いただくような試みも効果が高い。現時点で湯沢の場合は大きな被害が出ていないことから、集落環境整備

をメインで進め、もし被害がでたら、上記のような取り組みを導入するとよいだろう。 

また、防護柵についても一部の意識の高い集落では非常にきれいに張られているものの、そうでない地域

もあるのが現状である。やはり、柵の効果をきちんと維持する上でも電気柵導入前の設置研修や柵を導入後

の機能診断などは定期的に実施し、住民の電気柵への理解度を上げておくことは今後イノシシ対策のために

も重要と考える。 

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

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

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

湯沢町は獣種が多く、実施隊の活動の負担も非常に大きいと思われる。箱罠の餌の確保、また、集落に設置

している罠の見回りを住民が協力する、あるいは、SIM カード付きの自動撮影カメラを箱檻とともに貸し出



し、見回りの労力を減らすなど、実施隊の人たちが持続可能に対策を行える仕組みづくりについても考えて

いってあげてほしい。 

 

【ツキノワグマ】 

昨年度は、ブナの大凶作だったことから、クマの大量出没が発生したため、クマの被害の増加は致し方が

ないと考える。クマに対する集落の誘引物対策の多くは、サルに対する対策と共通することなので、環境整

備の詳細についてここで述べたい。まず、過去にクマが出没した地点で、クマが食べていた餌がわかってい

る場所については、その原因となった誘引物はしっかりと取り除くようご指導いただきたい。クマは長期記

憶が成立する動物であり、同じ餌場に執着し、餌がなくなるまで何度も訪れる傾向がある。たとえば、養鱒

池など質の良い餌が確実に手に入る環境などは一度覚えると毎年のように執着し、被害が発生する。よって、

そのような場所には必ずクマ用電気柵の導入の指導をお願いしたい。たとえ現在その場所に居ついているク

マを殺したとしても、別のクマが誘引されるだけなので根本的な解決にはならない。有害捕獲はあくまでも

最終手段と考えていただきたい。 

また、実施事業の中で果樹の伐採を行っているが、県内で自治体が介入し果樹の伐採に踏み込んだ事例は

少ないので、高く評価したい。クマが出てくる原因の多くが集落の果樹、養蜂、とうもろこしに起因してい

る。これら 3 つの誘引物については地道に住民啓発を行い、特に果樹は不要なものは伐採する取り組みを進

めていく必要がある。ただし、所有者不在のカキの木を伐採することは法律上難しいため、もし本格的に果

樹の伐採を進めるのであれば町の条例等で、所有者が果樹の管理責任を果たせない場合、地域住民が伐採し

て良いという許可制度を整備する必要がある。また、持ち主がどうしても切りたくない果樹については、必

ず小規模の電気柵やトタン等で囲い、クマが利用できない工夫をするよう指導してほしい。特に、一度クマ

が出没し、登った柿の木については、町でレンタルの電気柵セットを常備しておき、そのシーズンのクマが

冬眠までは、すぐに貸し出しして設置する体制を持った方が良い。これは実際に島根県で実施されている方

法で、果樹の被害より人身被害対策として有効である。 

湯沢は新潟県随一の観光地であるため、バーベキューができる施設やキャンプ場なども多いと思う。クマ

はキャンプ場のゴミに執着することもあるので、キャンプ場やバーベキューができる施設のゴミ管理につい

てはしっかりと指導していただきたい。例えば、軽井沢町など長野県の観光地の多くは、クマがあけること

ができない鉄製の頑丈なゴミ箱の設置を義務付けているところもある。 

ツキノワグマについては、昨年度、新潟県内で 569 頭のクマを捕獲した実績があり、クマの生息個体数の

減少も懸念されている。今後、イノシシのくくり罠への錯誤捕獲など、本来の捕獲目的と異なるクマが捕獲

された場合の学習放獣体制の整備についても、今から体制を整えられた方が良いと思う。また、町内の人口

密集地にクマが出没した際、町内のどの課と実施隊、警察がどのような連絡を取り、現地でそれぞれの部局

がどのような役割で対応に当たるか、指揮系統、連絡網、対応マニュアルを整備しておくことも必要と考え

る。先日、三条市にクマが出没した際、住民の野次馬が殺到し、そこにクマが近づいたためやむなく射殺し



たという事例があった。クマが出没した場合、住民に対しどのように周知し、やじうまの現場への出入り規

制を行うか、また、道路についてどこまで封鎖をするかなど、事前に現地の安全対応について様々なケース

を想定し、考えおく必要がある。また、出没した動物を取り押さえるための道具や動物を山に返すために道

を封鎖するための盾など事前に準備できるものは用意しておいたほうが良い。 

 

【イノシシ】 

今月、群馬県水上町でも豚熱の感染が確認された。湯沢町に感染したイノシシが入ってくるのは時間の問

題と思われる。実施隊には、イノシシの死体を湯沢町内で発見した際の正しい対処法につて事前に啓発を行

っていただきたい。 

イノシシについては、今後、湯沢町でも個体数が増加すると思われる（しかし、豚熱の感染が広がれば、

一時的に個体数が急減する可能性もある）。イノシシの被害が発生した圃場については、今後、電気柵の導

入が必要になる。一方で、電気柵を設置すると、そこで被害を出していたイノシシは、柵の設置がない隣接

エリアに行動圏を広げることが知られている。よって、圃場に出没しているイノシシの痕跡を見て、その付

近にいる加害個体を捕獲できる技術を持った実施隊の育成を今から行っておく必要がある。近年、県主催の

上級者研修ではくくり罠を用いて捕獲する技術者の育成が行われているので、実施隊の方に利用をしていた

だきたい。研修を受けても現地での捕獲がうまくいかない場合は、現地での捕獲指導を受け、確実に加害個

体を捕獲できる技術を持った罠猟師をまずは町内に 1 名作り、その人が他の実施隊を指導する体制を構築し

ていっていただきたい。 

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

機器の活用などについて検討することも大切である。また、湯沢町は前述のように、サル、クマ、カモシカ

など多くの獣種が出没する地域であることから、クマやサルでは作動しない、また、カモシカがつかまって

も安全に放獣できる罠の使用についてもご注意いただきたい。特に締め付け防止金具の位置、持続的に締め

付ける構造になっていないか、軽すぎる体重の動物で作動しないかなど、有害捕獲で使用する罠については、

安全と性能をしっかりと吟味してから導入していただきたい。特に新潟県のイノシシは大型の個体が多いこ

とから、くくり罠のワイヤーは 5mm 以上を使用することが望ましい。 

過去に湯沢町ではサルの啓発に関する研修は多数行ったが、イノシシについての啓発はまだあまり行ってい

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

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

したい。 

 

【サギ・カワウ】 

魚沼漁協、あるいはフィッシングパークにおけるカワウやサギ類などの魚食性鳥類の被害については、守

るべき対象魚種ごとに細かな対策を行っていく必要がある。 



まず、河川における被害対策だが、町内の重要漁場とそうでない場所をしっかりと事前にゾーニングする

ことが大切である。そして、アユは放流後 10 日間がもっともカワウに捕獲されやすいことから、漁協が放流

する場所、日時を事前に実施隊と相談し、放流後 10 日間は放流地点で毎日集中的な追い払いをすることが望

ましい。この集中的な追い払いについては、必ずしも銃器を持った実施隊が出る必要はない。漁協の組合員

がロケット花火で追い払うことでも十分忌避効果がある。しかし、カワウやサギがロケット花火で忌避効果

が薄れていると感じた場合は、1 日くらい実施隊に出てもらって銃を撃ってもらうと翌日からロケット花火

の忌避効果が再び向上する。もし、人員的に上記集中的追い払いを実施するのが難しい場合は、放流直後に

河川に案山子を立てておく、あるいは、放流場所の淵などにテグスを張るなど、設置型の対策を行うことが

望ましい。 

一方で、養鱒池やフィッシングパークについては、設置型のネットや忌避具の使用をお勧めする。特にネ

ットが設置できる場所は、25 ㎝の目あいのメッシュを上面、側面の両方に設置することが最も高い忌避効果

を発揮する。それが難しい場合は、幅１ｍで黒いテグスを人の頭より高い位置に設置してほしい。もし、ミ

サゴやサギ類の錯誤捕獲があった場合は、黒テグスの使用を禁止し、白や黄色のテグスを設置してほしい。 

釣り堀については、現在、大学で動くテグスの開発を行っているので、効果があったら、是非試験設置をお

願いしたいと考えている。 

 

【サギ（稲の踏み倒し）】 

サギ類、あるいは、カラス類による稲の踏み倒し被害が、湯沢町のみならず、新潟県の他の地域でも多くの

報告が寄せられている。今後これらの対策にきちんと対応するためには、まず、発生時期（期間）と発生場

所、それらによる被害の算定方法など、発生現場の詳細についてデータを集めていく必要がある。そのよう

なデータが集まってきたら、長岡技術科学大学としてもサギの踏み倒し被害の防除方法について是非研究を

進めたいと思うので、情報提供をお待ちしています。 

市町村の評価 

山の実の豊凶により、農作物の被害が左右されると思われる。協議会の事業実施に伴い、ツキノワグマ、

アオサギ以外は被害金額・被害面積の拡大が抑えられており、成果が上がっている。 

今後は、イノシシ、ニホンジカの生息域拡大が懸念されるため、地域の被害状況を考慮し、的確な予防対

策・捕獲対策の取り組みができるよう協議会の体制を整えていく必要がある。 

町として引き続き、各種補助事業を実施する。狩猟免許取得補助金により、銃猟免許取得者及び罠免許取

得者の増加を目指し、実施隊として捕獲に従事する人員を確保し、研修会などで有害捕獲についての知識、

捕獲技術向上を支援する。また、電気柵設置補助金により、電気柵の設置の普及を進め、適正な管理を周知

していく。有害鳥獣(サル)被害防止対策事業補助では、サルの追い払い組織を設置する集落へ、組織の設置

及び被害防止活動に充てるものとして補助金を交付し、集落の追い払い組織の体制を強化する。 



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

善計画を作成し、知事に提出すること。 

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

その効果を詳細に記載すること。 

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

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


