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長野県上田市におけるニホンジカ（Cervus nippon）による
獣害とその対策

橋本

操・趙

文琪・葉

家歓・楊

萌・山下亜紀郎

本研究は，上田市におけるシカの分布拡大による農林業被害と対策の状況，およびその課題につい
て，行政資料や地域住民等への聞き取り調査から明らかにした．その結果，上田市は美ヶ原でのシカ
の増殖により，1989年頃から獣害が生じ，武石地区と丸子地区が上田市に合併した後の2007年から本
格的に対策が実施されるようになったが，その時点ではシカに対する対応は出遅れていたことが示さ
れた．シカによる獣害の対策としては，広域防護柵の設置と駆除を実施しており一定の効果は挙げて
いるものの，その担い手は高齢化し，減少している．加えて，対策予算の確保，シカを選択的に捕獲
する技術開発，担い手の精神的・肉体的負担の軽減，捕獲したシカの有効活用も課題である．今後は，
担い手が不足している現状を踏まえ，広域防護柵等の侵入防止柵による対策を前提とした上で，最終
手段として駆除を実施することができるよう，各自治会での獣害対策の組織づくりや仕組みづくりが
求められる．
キーワード：ニホンジカ（Cervus nippon），獣害，広域防護柵，くくり罠，長野県上田市
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これらの獣害対策としては，複数の集落や市町

はじめに
Ⅰ−１

村にまたがる広域防護柵や個人で設置している防

研究の背景と目的

護柵などによる集落への侵入防止，罠や銃による

近年，野生動物による獣害が全国で問題になっ

有害捕獲（以下，駆除とする）が実施されている．

ており，とりわけニホンジカ（Cervus nippon，以下，

長野県では多くの市町村で広域防護柵が設置され

シカとする）の個体数の増加と生息範囲の拡大に

ているが，その管理や維持には労力や予算がかか

より，山林の植物の食害や集落での農業被害が深

るため，効果的に機能している地域と機能してい

刻な問題となっている．シカによる山林の植物へ

ない地域が存在する（橋本，2011）．一方，罠の

の食害に関しては，樹木の樹皮を食べるだけでな

狩猟免許の取得者は近年増加傾向にあり，集落内

く，下草や木の根までにもおよび，山林の地表面

で設置されているくくり罠や箱罠の数も増加傾向

が露わになった結果，土壌流出による自然災害を

にある．箱罠は野生動物により警戒されるように

発生させる間接的な要因にもなることが懸念され

なると捕獲効率が低下し，くくり罠についても設

ている（明石，2017）．長野県内のシカの生息分

置場所や野生動物に気づかれないようにするため

布としては，南信地方から爆発的に全県に生息が

の工夫が必要である．しかしながら，狩猟者は高

拡大したと考えられる（岸元ほか，2012）．近年

齢化し，減少傾向にあり，捕獲技術の継承や獣害

では，長野県の北部まで目撃報告が聞かれるよう

対策の担い手の確保が課題となっている（羽澄，

になっており，今後ますますシカによる獣害が広

2020：64‐66）．さらには，くくり罠によりツキ

がる可能性が指摘されている（長野県，2016）．

ノワグマやカモシカ，キツネ，タヌキなどの中型
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哺乳類が誤って捕獲される錯誤捕獲の事例も問題

前後の獣害対策とその効果に着目し，シカを含め

となっている（中川，2020；竹下，2020；南ほか，

た獣害の拡大状況，広域防護柵の設置・管理や駆

2020；福江ほか，2018）．錯誤捕獲された動物に

除について取り上げることで，獣害対策の課題等

ついては，基本的に放獣するが，個体によっては

について分析した．以上の調査結果から，長野県

罠により怪我を負ってしまい，その後長く生きら

上田市におけるシカの生息分布拡大に伴う獣害対

れなくなる事例や，逆に捕まっても必ず放獣され

策の状況とその課題について明らかにした．

るため，労せずに餌を採取できることを覚えて何
度も罠にかかる個体もいる（兵庫県森林動物研究

Ⅰ−３

センター，2011；環境省，2015）．一方，錯誤捕

研究対象地域の上田市は，長野県の東部に位置

獲は，誤って捕まった野生動物を放獣する際に野

し，人口規模としては長野市，松本市に次ぎ３番

生動物が暴れると，狩猟者や放獣する担当者に

目に大きく，群馬県嬬恋村と隣接する長野県と群

とってはケガなどの事故が生じる危険性が高く，

馬県との県境の市である（第１図）．上田市と東

負担が大きいともいえる．

御市，小県郡の長和町，青木村の４市町村は上小

以上を踏まえ，本研究は，シカの生息分布が拡
大している長野県上田市を対象に，獣害の実態，

地域と呼ばれるが，上田市はその中心都市であり，
長野県の上田地域振興局が設置されている．

および広域防護柵や罠などによる対策とその課題
について明らかにすることを目的とする．

研究対象地域

上田市は，2006年３月に，旧丸子町，旧真田町，
旧武石村と合併し，現在の上田市になった．その
ため，市内は，旧市町村を単位として大きく４つ

Ⅰ−２

研究方法

の地区に分けることができる．上田市は，北東に

本研究は，2019年10月28日〜11月１日，2020年

標高2345mの四阿山，隣接する須坂市にかけて標

３月２日，2020年10月５日〜10日の３回に分けて，

高1250〜1650mに菅平高原，南西に八ヶ岳中信高

林野庁中部森林管理局，長野県鳥獣対策・ジビエ

原国定公園の北西部にあたる美ヶ原高原（最高峰

振興室，長野県上田地域振興局および佐久地域振

は標高2034mの王ヶ頭）と，南北を山岳や高原，

興局，長野県環境保全研究所，上田市森林整備課

国定公園に挟まれている．菅平高原では，レタス

および農政課，上田市丸子地区の猟友会会員，丸

などの高原野菜が生産され，近年はこれらの高原

子地区東内下和子自治会の役員と農友会，上田市

野菜が野生動物により食害を受けている．美ヶ原

武石地区の猟友会会員への聞き取り調査を実施し

高原は松本市と長和町にまたがっており，山頂付

た．

近には美ヶ原牧場と呼ばれる牛の放牧地があり，

まず，国や県の鳥獣保護管理の歴史と長野県の

そこがシカの生息地にもなっている．

鳥獣保護管理計画について整理した．次いで長野
県および上田市におけるシカを含めた野生動物に
よる被害状況に関する統計資料を収集し傾向を把

Ⅱ

長野県におけるシカの生息分布拡大

握した．また，シカによる被害対策としての，広

長野県では，「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

域防護柵の設置場所や設置状況，および駆除の状

の適正化に関する法律」（以下，「鳥獣保護法」と

況と，それに伴う錯誤捕獲とその対応について調

する）第７条の２の規定に基づき，2016年４月１

査した．さらに，上田市の中でも早い時期からシ

日より「長野県第二種特定鳥獣管理計画（第４期

カによる被害が深刻だった丸子地区と武石地区を

ニホンジカ管理）」を策定し，それに基づきシカ

事例として取り上げ，猟友会などの地域住民によ

の保護管理を実施している．その中で，長野県内

る獣害対策についても調べた．丸子地区，武石地

のシカの生息分布状況，鉄道や大規模な河川を考

区は2006年３月に上田市に合併されたため，合併

慮し，県内を８つの管理ユニット（関東山地，八ヶ
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第１図

4

研究対象地域の概要
（国土数値情報，e-Statより作成）

岳，南アルプス，越後・日光・三国，長野北部，

時点で八ヶ岳，南アルプス・関東山地管理ユニッ

北アルプス北部，北アルプス南部，中央アルプス）

トを中心に分布していたが，2010年度には中央ア

に区分し，それぞれで地域を限定した順応的な管

ルプス，長野県北部，越後・日光・三国管理ユニッ

理を行っている．

トに分布が拡大している（第２図）．さらに2015

長野県全域におけるシカの分布は，2003年度の

年度には北アルプス北部・南部管理ユニットも含
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第２図

長野県におけるニホンジカの生息分布

注）図中の８つの地区は「長野県第二種特定鳥獣管理計画（第４期ニホンジカ管理）」により区分された長
野県のニホンジカの管理ユニットである．
（「平成27年度ニホンジカ生息状況調査報告書」より引用）

め，長野県内に広く分布を拡大し，77の全市町村

量に摂取することが可能になっていることで，シ

で生息が確認されており，シカの生息分布拡大が

カの個体数が増えたと指摘されている（長野県環

深刻になってきていることがうかがえる．

境保全研究所への聞き取り調査による）．東信地

上田市の南に位置する美ヶ原は，霧ヶ峰，八ヶ

方のシカの生息分布には，美ヶ原，霧ヶ峰，八ヶ

岳と合わせて八ヶ岳管理ユニットに含まれる．長

岳，および浅間山といった山岳，高原や国定公園

野県内にある他の管理ユニットでは捕獲により個

の存在が影響していることがうかがえるため，こ

体数が抑制されつつある中で，八ヶ岳管理ユニッ

うした山岳や高原，国定公園で重点的にシカの個

トについては依然としてシカの生息密度が高いと

体数管理をする必要がある．

みられている（株式会社環境アセスメントセン
ター，2016）．霧ヶ峰の周りには，縄文時代から
中世の頃にかけてシカやイノシシを捕獲する落し

Ⅲ

国・県によるシカの鳥獣保護管理

穴が大量に見つかっており，霧ヶ峰周辺は古来

Ⅲ−１

よりシカの生息地であったと推測される（桜井，

日本における鳥獣保護管理の歴史は，明治時代

国および県による鳥獣保護管理の歴史

2011）．2015年度に長野県の委託で，株式会社環

にさかのぼることができる（第１表）．幕藩体制

境アセスメントセンターにより実施された糞粒法

崩壊後，それまで江戸幕府や各藩により規制され

を用いた調査によると，霧ヶ峰や美ヶ原，八ヶ岳

てきた鳥獣の狩猟が規制されなくなり，さらには

山麓周辺はシカの生息に適した環境が広がってお

猟銃が火縄銃から村田銃へと改良されたことで狩

り，他地域に比べてシカの生息密度が突出して高

猟による鳥獣の捕獲数が増加した．これを受け，

い（株式会社環境アセスメントセンター，2016）．

明治政府は1873（明治６）年に鳥獣猟規制を制定

また，美ヶ原高原では，広大な牛の牧場があり，

し，狩猟を免許制にし，捕獲を禁止する保護鳥獣

シカがその放牧地へ入り込み，餌となる牧草を大

15種を指定する等したが捕獲数は減少せず，野生
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第１表

鳥獣法の変遷と全国および長野県におけるニホンジカに関する鳥獣保護管理
の主な内容

1873

6

1892
1918
1923

25
7
12

1950

25

1963

38

1971
1978

46
53

1979
1994

54
6

1999
2001
2002

11
13
14

2006

18

2007
2011

19
23

2012
2014

24
26

2016

28

2000）
2014） ，「長野県第二種特定鳥獣管理計画（第４期ニホンジカ管理）」
（東海林（2000）
，草刈（2014）
より作成）

鳥獣の乱獲が進んだ．1918（大正７）年に狩猟法

では生息数の回復がみられないことから，1923年

が制定されたことで，それまでの保護鳥獣の指定

以来，無期限処置としてオスジカの禁猟処置がと

から狩猟鳥獣の指定に変更され，狩猟鳥獣以外の

られてきた．その後，長野県内でもシカの個体数

野生鳥獣はすべて保護鳥獣に指定されることに

が回復し，農林業被害が増加したことから1994年

なった．さらに，狩猟鳥獣の捕獲の禁止または制

にオスジカの禁猟処置が解除された．さらに2007

限について農林大臣が権限をもつことを規定し，

年に，オスジカ，メスジカと別々に狩猟指定され

狩猟鳥獣でも捕獲規制をすることができるように

ていたものを「ニホンジカ」に統合する措置がと

なった．

られ，環境大臣によるメスジカの捕獲禁止措置が

一方，明治時代から大正時代初期にかけて全国

廃止されたため，特定鳥獣保護管理計画を策定し

でシカが激減し，地域によっては絶滅に至った．

なくてもメスジカの狩猟ができるようになった．

1923（大正12）年に農商務省により，シカの捕獲

長野県では，2001年にシカの第１期特定鳥獣保

禁止区域が指定され，長野県では下伊那郡大鹿村

護管理計画，2006年に第２期特定鳥獣保護管理計

と上村の全域および南信濃村の一部地域が指定

画，2011年に第３期特定鳥獣保護管理計画，2016

された．その後，シカの個体数は徐々に回復し，

年に第４期特定鳥獣保護管理計画が策定され，シ

1950年の狩猟法改正により，オスジカのみ狩猟獣

カの保護管理が行政により科学的，計画的に実施

に指定され捕獲禁止が解除されたが，下伊那地域

されることになった．長野県環境保全研究所では，
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県内で駆除されたシカの下顎を回収し，個体数の

から増加しているが，同じく2012年度頃から減少

推移をモニタリングすることで，以前のようにシ

に向かっている．ハクビシンによる被害は，2003

カが絶滅してしまわないように，計画的な駆除を

年度からみられるようになっている．

実施している．

長野県のシカによる農林業被害は，1975年から

長野県における駆除の時期は，４月１日〜11月

顕在化しており（長野県，2016），2007年度をピー

14日，翌年２月16日〜３月31日，そして狩猟期は

クに2010年度以降減少している（第４図）．しか

11月15日〜翌年２月15日である．ただし，シカと

しながら，2018年度のシカによる農林業被害額は

イノシシについては翌年３月15日まで罠での捕獲

２億6425万円にのぼり，依然として大きいため，

のみ狩猟期間を延長している．また，12月15日〜

引き続き対策を講じていく必要がある．一方，上

翌年３月15日の間，シカおよびイノシシの罠猟に

小地域の2018年度の野生動物による被害額の割合

ついては，くくり罠の口径12cm以下という規制

をみると，シカ，イノシシ，ハクビシンによる被

が解除されている．そのため，実際には狩猟期も

害が約３割ずつ生じており，主にこれら３種の野

含めて１年中シカを捕獲し，個体数調整をしてい

生動物による被害が深刻な状況であることがうか

る状況である．

がえる（第５図）．また，こうした経済的な損失

長野県における野生動物による農林業被害は，

にとどまらず，地域住民の農林業の生産意識を減

1989年度の時点ではカモシカによる被害が最も多

退させる精神的な被害や，山林の樹木の食害，山

かったが，その後減少し，2000年度頃からシカに

林の下草が食されることによる土砂災害の間接的

よる被害が最も多くなった（第３図）．これは，

な発生リスクなども，深刻な問題となっている．

林業が衰退してきたことからカモシカによる被害

以上より，歴史的には主に駆除をすることでシ

の報告が減少したこと，2000年度頃からシカの個

カの獣害対策を実施してきた．しかしながら，狩

体数が増加したことによる農林業被害が著しく

猟者が高齢化し，その数も減少してきているため，

なったことによると考えられる．またツキノワグ

駆除だけではシカによる獣害を食い止めることは

マによる農林業被害は，大量に出没した2006年度

できない．そこで近年では，広域防護柵等を設置

頃から増加したが，2012年度頃からは徐々に減少

することで集落内での農業被害を食い止める対策

してきている．イノシシによる被害は2000年度頃

も実施されている．
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第３図

長野県における野生動物別農林業被害の推移
（長野県鳥獣対策・ジビエ振興室の資料より作成）

−176−

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018

第４図

長野県におけるニホンジカによる農林業被害の推移
（長野県鳥獣対策・ジビエ振興室の資料より作成）

鳥獣被害防止総合対策交付金により支援を受け
5%

ることができる総合的な鳥獣被害対策とは，広域
防護柵を含めた侵入防止柵の設置，捕獲機材の導
入，刈り払い等による生息環境管理，捕獲活動経
費の直接支援が挙げられる．さらには，より捕獲
効率をあげるためのICT等を活用した罠などの捕

30%
29%

獲技術開発への支援，捕獲者など地域の獣害対策
を担う人材育成，捕獲したシカ等の野生動物を活
用するためのジビエ利用拡大に向けた取組に対し
ても支援を受けることができる．そのため，獣害
が深刻な全国の各市町村では，鳥獣対策協議会と

30%
2%

いった地域協議会や，農家組合のような民間団体
を設立し，都道府県を通じて国に申請を提出する

4%

第５図

上小地域における野生動物別被害額の割
合（2018年度）

注）総計44,682,000円
（長野県上田地域振興局の資料より作成）
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国による鳥獣被害防止対策支援事業

ことで支援を受けている．とりわけ，本事業では，
広域防護柵を設置したい市町村の各民間団体や協
議会からの申請が増加傾向にある（上田市森林整
備課への聞き取り調査による）．一方，本事業は，
国としては広域防護柵の設置よりも，捕獲技術や
ジビエとしての利用のための支援に重点をおくよ

2008年度より農林水産省により鳥獣被害防止総
合対策交付金が交付されるようになった（農林水

うに変化してきていることがうかがえる（農林水
産省，2020）．

産省，2020）．この交付金事業は，全国の市町村

国による鳥獣被害防止対策のためのもう１つの

が作成した「被害防止計画」に基づき，各市町村

事業として，シカによる森林被害緊急対策事業が

の獣害対策の取組を総合的に支援するものであ

ある．本事業は，シカによる深刻な被害がみられ

る．2020年度の予算額は約100億円にのぼり，本

る地域等において，とりわけ森林での効率的な捕

交付金は国から各都道府県へ交付され，各市町村

獲を進めるための支援事業である．国有林野内の

の地域協議会や民間団体等へ支給される．

高標高域や奥地天然林等で実施する捕獲事業のほ
−177−

か，ICT等を活用した新しい捕獲技術の開発や実

ための助成金による支援が行われている．広域防

証の実施，捕獲手法のマニュアルの整備等に対し

護柵については，経年劣化や自然災害により破損

て支援をしている．2020年度の予算としては，約

してきているため，今後ますます新規設置や再整

１億6000万円となっている．本事業は，国から申

備の必要性が生じている．シカの駆除については，

請をした各都道府県へ定額が交付されるか，国か

効率的な捕獲を進めるための技術開発や担い手の

ら各民間団体等に直接委託して実施されている．

育成に重点が置かれているが，これは狩猟者の高

また，多面的機能支払交付金の一部を用いて，

齢化や減少によるためである．

広域防護柵のような鳥獣被害防止のための施設の
設置や農地周辺の藪や竹等の伐採による緩衝帯の

Ⅲ−３

整備，耕作放棄地等の遊休農地の有効活用といっ

1990年代以降，長野県ではシカの個体数の急増

た活動を実施することができる．多面的機能支払

にともない，その駆除頭数も急増してきた（第６

交付金は，農業・農村の多面的機能の発揮のため

図）．2013〜2014年度は長野県におけるシカの駆

の地域活動等に対して支援を行い，多面的機能が

除頭数がピークとなっており，年間４万頭近くの

今後とも適切に発揮されるようにするとともに，

シカを銃および罠で捕獲している．また，日本で

担い手の育成等の構造改革を後押ししていくため

は近年，狩猟者の高齢化と減少が顕著になってお

の制度である．多面的機能支払交付金は，この他

り，特に銃免許を取得している狩猟者の数が減少

に中山間地域等直接支払交付金および環境保全型

してきている．銃の狩猟者免許を取得するには筆

農業直接支払交付金と合わせて計画を策定し，市

記試験や実技試験以外に，銃や銃弾を保管するた

１）

くくり罠の設置と錯誤捕獲対策

町村を通して申請を行うことができる ．申請者

めの場所の確保や，警察から銃を所持する許可等

は，地域の農家団体であり，５年間の計画を作成

を得ることが必要であり，免許を取得すること自

し，その計画を基に単年度ごとに市に対して申請

体が難しいため，より免許を取得しやすい罠の狩

し，市から交付金が支払われる．

猟免許取得者が多くなってきている．

さらに臨時的な支援事業としては，2011年度

それによるくくり罠の増加に伴い，ツキノワグ

に交付された東日本大震災農業生産対策交付金，

マやカモシカ，タヌキ，キツネ等の捕獲対象では

2020年度に交付された「令和２年５月16日から７

ない中型哺乳類が誤って罠にかかってしまう錯誤

月31日までの間の豪雨による災害被災鳥獣被害防

捕獲の問題も生じている．特にツキノワグマの錯

止施設等整備対策」がある．東日本大震災農業生

誤捕獲は，増加傾向にある（第７図）．それに対

産対策交付金は，東日本大震災による農業被害か

して，近年錯誤捕獲防止機能付きのくくり罠が開

らの早期復旧等を図るために交付されたものであ

発され使用が進められているが，主にツキノワグ

るが，支援事業の中に鳥獣の侵入防止柵等の補修・

マの錯誤捕獲に対する機能であるため，カモシカ

修繕に対する支援も含んでいる．また，「令和２

等の他の動物を錯誤捕獲しないための技術は依然

年５月16日から７月31日までの間の豪雨による災

として不十分である．その錯誤捕獲に対応するた

害被災鳥獣被害防止施設等整備対策」は，豪雨災

め，餌でシカを誘引してくくり罠で捕獲すること

害により被災地域において鳥獣被害を防止するた

も検討されている．また，餌ではなく，牛用の鉱

めの施設などに大きな損害が生じた場合に，被災

塩を使って誘引することも検討されている．それ

した鳥獣被害防止施設等の再整備を支援するもの

は，鉱塩等からミネラルを摂取する必要がある草

である．

食動物であるシカの特性を利用したものである．

以上のように，国による鳥獣被害防止対策支援

ただし，カモシカも草食動物であるため同様に鉱

事業としては，主に広域防護柵等の侵入防止柵の

塩に誘引される可能性があり，誘引できる範囲も

設置や，シカを主とした野生動物の捕獲を進める

限られることから，効果についての検証は今後の
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第６図

長野県における野生動物別駆除頭数の推移（1989〜2018年度）
（長野県鳥獣対策・ジビエ振興室の資料より作成）

罠が使用されている．主に使用されているのは，

40

笠松式といわれるものである．狩猟期には，基

35

本的にくくり罠の口径が規制されており，直径

30

12cm以下にする必要がある．一方，駆除期間の
くくり罠については，直径が規制されておらず，

25

狩猟期よりも大きい口径で設置されることが多い

20

ため，ツキノワグマやカモシカ等の錯誤捕獲が生
じやすくなっている．

15

林野庁中部森林管理局により，シカ以外の野生

10

動物が誤って捕獲されにくいくくり罠の開発が進

5
0

められており，それによって錯誤捕獲を減少させ

2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

第７図

上小地域におけるツキノワグマの錯誤捕
獲頭数の推移

（長野県鳥獣対策・ジビエ振興室の資料より作成）

ることを目指している．ST式やいのしか御用と
いうくくり罠は，笠松式と比べて，ツキノワグマ
が罠を踏んでも足が穴に落ちない機能が付いてお
り，ツキノワグマの錯誤捕獲がゼロになっている．
しかし，ST式やいのしか御用は，そうした錯誤
捕獲は減る一方で，シカの捕獲率も落ちるため，

課題となっている．しかしながら，シカの糞がよ

シカの捕獲率を低下させずに錯誤捕獲だけをいか

く落ちているような，シカがよく利用していると

に減らすかという課題がある．この問題を解決す

考えられる場所を選んで設置することで，カモシ

るために，中部森林管理局では，誘導柵や誘引材

カの錯誤捕獲を減らすことも期待されている（坂

と錯誤捕獲防止機能があるくくり罠を組み合わせ

庭，2019）．

た捕獲方法の確立に取り組んでいる．

現在長野県内では第２表に示した種類のくくり
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カモシカが錯誤捕獲された場合については，天

第２表

くくり罠の種類別ツキノワグマの錯誤捕獲状況とニホンジカの捕獲率（2018年度）

注１）捕獲率=捕獲頭数/わな延日数×100（％）である．
注２）ST式くくり罠の2016年度のニホンジカ捕獲率は２頭/162日（６基×27日）×100=1.2（％）である．
（長野県佐久地域振興局の資料より作成）

然記念物であるため，狩猟者により放獣されてい
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することができるため，ツキノワグマのように麻
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酔を用いて放獣することはしておらず，放獣は狩
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猟者自身に任されている．

100
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る．カモシカはツキノワグマに比べて容易に放獣

Ⅳ

上田市による獣害対策
Ⅳ−１

0

上田市における獣害の状況

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

上田市では，2004〜2005年頃からシカによる被
害が顕著になり始めた．さらに，2006年３月に周
辺町村と合併したことで，合併前からシカによる

第８図

被害が深刻であった旧町村が含まれることになっ

上田市における地区別の野生動物による
被害状況
（上田市農政課の資料より作成）

た．旧丸子町，旧武石村は，上田市に合併される
以前は，各農家が個人で農地の周囲に防護柵を設
置することで野生動物による被害対策を実施して

で最も被害面積が小さいが，被害額は上田地区の

きたが，合併後に国による補助事業を利用し，広

次に大きい金額で推移している．これは，真田地

域防護柵を設置した．

区にある菅平高原で生産されている単価の高い高

2007〜2018年度の上田市における地区別の野生
動物による被害をみると，丸子地区，武石地区で

原野菜のレタス等で被害が生じているためと考え
られる．

は，2007年度以降，ほぼ全域で広域防護柵の設置

上田市森林整備課によると，真田地区ではとり

が完了しているため，被害が小さく，一定の水準

わけシカによる山野草の食害が生じており，菅平

で推移している（第８図）．上田地区は，2008年

高原の草原やスキー場の斜面でシカによる食害が

度に急増したが，対策を講じるようになったため，

みられる．また，菅平高原では，積雪が少なくなっ

2009年度に一度急減した．しかしその後また増加

ていることからシカやイノシシなどの野生動物が

傾向にあり，被害面積，被害額の両方において４

越冬できるようになっており，それにより個体数

地区で最も大きい．真田地区においては，４地区

が増加している．そのため，各農地への電気柵の

−180−

設置，銃や罠での駆除の他に，2020年度には広域

Ⅳ−２

広域防護柵による対策

防護柵を拡充させることになっている．

上田市における広域防護柵の分布状況を第９図
に示した．武石地区は，すでに全域での設置が完
了しており，丸子地区も一部地域を残してほぼ全
域での設置が完了している．上田地区は，広域防
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第９図

4
km

上田市における広域防護柵の分布（2020年現在）
（上田市森林整備課，農政課の資料より作成）
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護柵の設置を計画中のところが多く，設置が完了

上田市で広域防護柵を設置するためには，各地

している場所以外から野生動物が侵入しているこ

区の自治会から設置計画を市へ提出し申請を行う

とがうかがえる．真田地区については，南側に数

必要がある．市は新規の設置と補修のために資材

カ所設置されているのみで，ほとんどの地域でま

を購入して各自治会へ提供することで，広域防護

だ設置が進んでいない．

柵の設置補助を実施している．市は資材の購入に

上田市における広域防護柵の設置は，2007年度

のみ補助をしており，実際の広域防護柵の設置や

から武石地区と丸子地区で始まり，とりわけ2011

維持管理は，各自治会に任せられており，その管

年度に武石地区，丸子地区，上田地区で設置距離

理方法も各自治会で異なっている．

が最も長くなっている（第10図）．2011年度は，

上田市で導入されている広域防護柵の構造とし

国からの補助事業として，東日本大震災の復興事

ては，武石地区と丸子地区では，ワイヤーメッシュ

業のための臨時予算が支給されたことにより，通

タイプのシカ用の防護柵が採用されている（写真

常の補助事業に加えて広域防護柵を設置するため

１）．費用は2,000円/mと比較的安価であり耐久

の費用を確保できたことが理由である．

性に優れている一方，メッシュの穴が大きいた

武石地区は，2015年度までに全域で設置が完了

め，シカ以外の中型・小型哺乳類の侵入は防ぐこ

している．真田地区は，2011年度より設置が進め
られるようになっており，現在は丸子地区，上田
地区，真田地区での設置が進められている．
上田市では，2014年度までは国の農林水産省鳥
獣被害防止総合対策事業等の補助事業を活用して
広域防護柵を設置していたが，2015年度から市の
単独事業として，市の予算から設置費用を支出し
ている．これは，国や県の助成金を利用しても今
後打ち切られる可能性があることや，長野県内で
広域防護柵の設置を希望する市町村が増加してお
り，助成金額の減少が考えられることにより，市
の予算から支出することに変更したものである．
2015年度以降，広域防護柵は平均５〜６km/年の

写真１

ワイヤーメッシュタイプの広域防護柵
（2019 年10 月

橋本撮影）

ペースで設置が進んでいる．
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第10図

上田市における地区別の広域防護柵設置
距離

写真２

（上田市農政課の資料より作成）
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エキスパンドメタルタイプの広域防護柵
（2019 年10 月

趙撮影）

とができない．一方，上田地区と真田地区では，
エキスパンドメタルタイプのイノシシとシカの両

1,400

方に対応する防護柵が採用されている（写真２）．

1,200

費用は2,500〜3,000円/mとワイヤーメッシュタイ

1,000

プよりも高価である．これは，上田地区，真田地

800

区では，丸子地区，武石地区に比べてイノシシに
よる被害が顕著だからである．広域防護柵が設置

600

できていない地域では実際にイノシシによる被害

400

が顕著であるが，地域住民の合意形成ができてい

200

ないため，広域防護柵が設置されていない．広域

0

防護柵の設置には，新規に設置する労力だけでな

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

く，その後の維持管理のための労力も必要となる
ため，地域住民の合意形成は必要不可欠である．
Ⅳ−３

第12図

上田市における地区別ニホンジカ駆除頭
数の推移
（上田市森林整備課の資料より作成）

有害捕獲および錯誤捕獲による放獣

上田市における駆除頭数をみると，最も多いの
がシカであり，
次いで中型哺乳類（キツネ，
タヌキ，

いため，広域防護柵だけでなく，駆除による対策

ハクビシン等を含む）
，イノシシとなっている（第

を実施することで，シカによる被害を減少させる

11図）
．このうち，シカの駆除頭数をみると，上

ことに成功していることがうかがえる．

田市内の４地区で最も多いのは武石地区であり，

上田市における駆除は，上小猟友会の上田支部，

次いで丸子地区，
上田地区となっている（第12図）
．

上田東部支部，塩田支部，川西支部，神川支部，

武石地区は，シカが多く生息する美ヶ原に最も近

丸子支部，真田支部，武石支部の８支部によって
実施されている２）．2020年度における上田市で駆
除に従事している狩猟者の数は，194人（上田32
人，上田東部23人，塩田29人，川西21人，神川２

2500

人，丸子38人，真田36人，武石13人）である．年
齢構成は，20代２人，30代13人，40代10人，50代

2000

24人，60代46人，70代88人，80代11人と，50代〜
70代で81.4％を占めており，中高齢者が駆除の中

1500

心を担っている．
また，上田市では有害鳥獣駆除対策協議会が組

1000

織され，上田市における獣害対策の事業計画が策
定されている．有害鳥獣駆除対策協議会は，上田
市やJAとその果樹部会，長野県上田地域振興局，

500

猟友会等により組織されている．本協議会を通し
0

て市へ各地域の駆除状況が報告され，その報告を

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

第11図

もとに市から国による鳥獣被害防止総合対策交付
金を県に対して申請している．

上田市における駆除頭数の推移
（上田市森林整備課の資料より作成）

上田市では野生動物の駆除に対して報奨金を支
給している．１頭につき，シカ15,000円，イノシ
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シ15,000円，ハクビシン4,000円，タヌキ・キツネ・

第３表

アナグマ3,000円が支給される．ツキノワグマに

上田市におけるツキノワグマの捕殺
頭数および放獣頭数の推移

ついては，個体の捕獲自体に対する定額の報奨金
はなく，箱罠の設置，見回り，捕獲，放獣，解体，

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

錯誤捕獲対応などの作業や状況によって7,600円
〜41,800円が支給される．これは，他の鳥獣の捕
獲よりも危険かつ時間を要するためである．これ
らの報奨金は，市から上田市有害鳥獣駆除対策協
議会へ支給され，さらに上小猟友会の各支部へ支
給された後，駆除を実施した各個人へ捕獲獣種や
捕獲頭数により分配される．
報奨金は，市の予算と国の鳥獣被害防止総合対
策交付金を組み合わせて支出されている．この他，
くくり罠や箱罠の購入や免許の取得補助，市街地
に野生動物が出没した際の対応に対する出動費用
などについては，上田市，JA，森林組合，漁業
協同組合より負担金が上田市有害鳥獣駆除対策協

9
10
16
13
8
3
4
3
13
0

1
1
4
1
4
10
4
2
3
0

0
0
0
0
6
9
20
19
18
32

注）許可捕獲（放獣）とは，有害捕獲期間に有害捕
獲許可を受けて生け捕りにしたツキノワグマを
捕殺せずに学習放獣した頭数を表す．
（上田市森林整備課の資料より作成）

議会に納入され，その資金が充てられている．
さらに，2020年４月には，鳥獣被害対策実施隊

の一団体であり，東信地方でツキノワグマの放獣

が組織された．これには，上田市で獣害対策を実

をする際に出動することになっている．さらに，

施している猟友会員が全員加入している．鳥獣被

カモシカの錯誤捕獲も生じているが，カモシカは

害対策実施隊は，行政の非常勤職員の扱いになる

天然記念物であるため，狩猟者により全頭が放獣

ため，獣害対策で出動する際の事故やケガ等に対

されている．一方で，中型哺乳類（タヌキ，キツネ，

して保険をかけることができるようになり，狩猟

ハクビシン，アナグマ）は駆除の対象であり，錯

者の活動が補償されるようになっている．これは，

誤捕獲があっても放獣することができないため，

くくり罠によるシカやイノシシの駆除が増加して

殺処分になっている．ハクビシンについては，狩

いることで，ツキノワグマの錯誤捕獲も増加傾向

猟規則の緩和により，狩猟免許を所持していない

にあり，放獣作業中の事故や，山林での活動が増

人でも自宅の敷地内であれば罠を設置することが

加することに伴う滑落事故等が増えることが懸念

できるようになっており，上田市では狩猟免許の

されているためである．上田市におけるシカおよ

ない申請者へもハクビシン用の箱罠の設置を許可

びイノシシの駆除には，一部，イノシシの捕獲の

している．

ために箱罠を使用している以外は，ほとんどがく
くり罠となっている．銃による駆除は，民家周辺
で実施することができないため，主に狩猟期にお

Ⅴ

地域住民による獣害対策〜丸子地区・武石地
区を事例に〜

ける山中に限定されている．

Ⅴ−１

第３表をみると，ツキノワグマの捕殺数は減少

丸子地区・武石地区における被害状況

傾向にある一方で，錯誤捕獲による放獣数が増加

１）丸子地区における被害状況

していることがわかる．上田市でのツキノワグマ

丸子地区の地域住民への聞き取り調査による

の放獣は，NPO法人ピッキオにより実施されて

と，丸子地区はシカをはじめ，イノシシ，ハクビ

いる．ピッキオは，長野県が認定するクマ対策員

シン，ツキノワグマ，タヌキなどの中型哺乳類に
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よる被害がみられる．丸子地区全体の被害として

機械が入れず不便ということで遊休農地になり，

は，水稲を中心に農業被害が深刻であり，圃場を

耕作放棄地が増加した．現在丸子地区では，主に

荒らされ離農した人もおり，農業意欲の低下や耕

水稲が作付けされており，一部の畑で野菜や，リ

作放棄地の問題も生じている．

ンゴやブドウといった果樹が栽培されている．

これらの野生動物による被害の中でも，シカに
２）武石地区における被害状況

よる被害が最も深刻とみられる．シカによる被害
は，2005年頃から集落で発生しており，電気柵な

猟友会の武石支部によると，1972年頃までは

どを個人で設置するようになった．2012〜2013年

美ヶ原の山頂付近にしかシカがいなかった．しか

頃にシカによる被害が急激に増えたことから，積

し1977年になると，シカの足跡が山の中で多くみ

極的にシカの駆除や広域防護柵の設置をするよう

られるようになった．これは「国の保護政策によ

になったため，その後被害は減少した．

りメスジカが捕獲できなくなった結果だ」とい

シカによる被害は，稲や野菜の食害，リンゴ等

う．シカによる獣害が発生し始めた時期は，1989

の果樹の新芽や樹皮および植林したヒノキの幼木

年頃からとみられ，シカが農地に侵入し，水田を

の樹皮の食害のほか，冬季にはシカが餌として食

踏み荒らす被害が発生し，加えてシカとの交通事

べられるものが少なくなることから，山林で樹木

故も生じるようになった．2007年になると，シカ

の皮が食べられ，樹木が枯れてしまう被害も生じ

だけでなくイノシシなどの中型哺乳類が田畑に侵

ている．さらに，山林ではクマザサも食べられ，

入し，農作物の踏み荒らしや食害がみられるよう

クマザサの高さが低くなり下草が減って地面が露

になった．2008年頃には，酪農の牧場に夜間にな

わになっている．また，シカはキノコも好んで食

るとシカが30〜40頭現れるようになった．この

すため，マツタケ等のキノコも人間が採集しにく

頃，シカによる被害としては特に水稲被害が多く

くなっている．住民への聞き取り調査から，シカ

なったという．稲を植えてから１週間〜10日経つ

が「里に食べ物がある」ことを学習しており，さ

と，シカにより稲が食べられてしまったそうであ

らに里へ食害が拡大することを懸念する声も聞か

る．さらに，2008年頃はシカのロードキルが増加

れた．

した時期でもある．とりわけ，鹿教湯温泉ではシ

シカやその他の野生動物が集落へ出没するよう

カの交通事故が頻発したという．これらのことか

になっている背景には，過疎化により空き家や耕

ら，2008年頃が武石地区のシカによる獣害のピー

作放棄地が増加していることが挙げられる．聞き

クだったといえる．その後，広域防護柵の設置が

取り調査を行った丸子地区の東内下和子自治会で

進み，2015年度に武石地区全域が柵に囲われた結

は，全147戸の内約１割が現在空き家の状況との

果，獣害は減少した．

ことであった．

2020年現在，武石地区の住民がシカによる被害

東内下和子の集落では，もともと養蚕業が盛ん

として最も懸念しているのは，冬期に山林の樹木

であり，当時は集落の平坦なところから山の中腹

の皮がシカに食べられることにより，樹木が枯れ

辺りまで桑畑が広がっていた．1930年代の世界恐

倒木が増えることである．樹木が倒れると，近年

慌以降に海外市場が喪失し，化学繊維や中国産の

発生している集中豪雨による土砂災害などの被害

安価な絹が普及したことを受けて，上田地区や丸

が増加することにつながる，という声も住民から

子地区の養蚕業も衰退した．養蚕業が衰退した

聞かれた．

後，一部の桑畑であったところはヒノキを植林し，
1970〜1980年頃に養蚕から朝鮮人参の栽培や酪
農，リンドウの花卉栽培，リンゴやブドウの果樹
栽培に転換してきたが，山の中の小さな畑は農業
−185−

Ⅴ−２

丸子地区・武石地区における広域防護

申請した多面的機能支払交付金の内２割が充てら

柵による対策

れ，その1/3を防護柵の資材の支給，2/3を参加者

１）丸子地区における広域防護柵の設置と管理
状況

への日当の支給に使用している．現在，東内下和
子自治会の農友会では，2017年度から2022年度の

丸子地区は2006年３月に上田市と合併する以前

５年間の事業実施計画で多面的機能支払交付金が

から，シカ等の野生動物による獣害が増加してい

支給されることになっているため，広域防護柵の

たため，個人の農地に電気柵が設置されていた．

管理・維持は，自治会の会費を使わずに済んでい

しかし，電気柵は草が絡むと通電しなくなるため

る．そのため，農家ではない住民でも積極的に農

管理が難しく，個人での電気柵の設置はあまり進

友会に入会する動機になっている．

まなかったようである．

広域防護柵の管理方法としては，東内下和子自

丸子地区の広域防護柵は上田市と合併後，2007

治会の地区内を４つに分け，１カ所につき年２〜

年度から設置が開始され，2018年度で約50kmに

３回，全体で年10回程度，主に草が伸びやすい７

及ぶ（第10図）
．丸子地区では一部の地域を除き

月と９月に広域防護柵の整備や周辺の草刈り等の

ほぼ設置が完了しているが，川沿いを中心に設置

作業を実施している．これらの作業には，１回に

されており，シカが川から集落へ入らないように

つき147戸の内50戸ほどが参加しており，農友会

している（写真３）
．

の役員は全ての作業に参加する．参加者は，主に

上田市では，広域防護柵の組み立てやメンテナ

農家や自家用の農地をもっている世帯であるが，

ンスは各自治会に任されており，自治会によって

非農家も参加している．ただし，非農家は草刈機

その設置・管理方法は異なる．丸子地区の東内下

をもっていないことが多く，参加する人が少ない

和子自治会では，下部組織として農友会を設置し，

状況である．

農友会の活動の一部として広域防護柵を設置・管

広域防護柵の管理の課題としては，広域防護柵

理している．農友会は丸子地区の農業や環境維持

が山の斜面に設置されている場合，草刈機が使え

をするために組織されており，東内下和子自治会

ず，上手く草を刈ることができないことが挙げら

の農家ではない住民も含めて全戸147戸が参加し

れる．その代わりに農友会では除草剤を撒くこと

ており，この内，約50戸（約1/3）が獣害を受け

で対応している．「本来除草剤を撒くのは環境の

ている農家である．

面で良くないが，仕方がなく除草剤を撒いて防護

広域防護柵のメンテナンスには，農友会により

柵の周辺の草や蔓を取り払っている」とのことで
あった．また，倒木により防護柵が壊されること
もあるため，以前は樹木を伐採していたが，近年
は会員の高齢化により伐採作業ができなくなり，
倒木によって防護柵が破損しやすくなっているこ
とも課題として挙げられた．実際，2019年の台風
19号により土砂災害や倒木が発生し，防護柵も破
損した．上田市に申請し，資材を支給してもらい
農友会で設置し直すことになっているが，2020年
10月時点では，新型コロナウイルス禍により修復
が実施できず，そのまま放置されている．そのた
め，土砂災害により破損した場所からシカが侵入

写真３

し，その付近の水稲がほぼ全滅してしまった．猟

丸子地区に設置された広域防護柵
（2020 年10 月

橋本撮影）

友会に依頼して駆除してもらうことで対応してい
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るが，早急に広域防護柵を修理する必要がある．

また，高齢化により狩猟者が減っていることも

防護柵の設置効果はあるが，まだ設置できてい

あり，上田市の丸子支部，武石支部，長和町の

ない場所や先述した通り倒木等によって破損した

長和支部の３支部で合同のミーティングを行い，

場所があり，全ての被害を防ぐことができないた

美ヶ原で広域合同捕獲も実施している．

め，猟友会による協力は必要である．

丸子地区では，2000年頃からシカの頭数が増加
し，被害が顕著になった．長野県内ではメスジカ

２）武石地区における広域防護柵の設置と管理
状況

の捕獲許可が要請されていたが，国により禁猟で
あったために個体数が増加した．その後，2007年

上田市と合併する2006年以前は，被害にあって

に長野県内でもメスジカの捕獲が許可されたが，

いる農家は個人で防護柵や電気柵を農地に設置し

丸子地区では2012〜2013年頃にシカの頭数が特に

ていた．当初は電気柵を設置していたが，電気柵

急増しており，シカの駆除が推奨されたが，住民

は草に接触すると通電しなくなるため，その管理

からは「その時には手遅れになっていた」という

が大変であった．2006年３月に上田市と合併した

声が聞かれた．

後，武石地区では2007年より広域防護柵を設置し
始め，2015年に地区全域で設置を完了した．

シカを捕獲する際の錯誤捕獲の状況について
は，丸子地区では中型哺乳類がくくり罠にかかっ

広域防護柵の設置と管理は，丸子地区と同様に，

ており，中でもタヌキが一番多く捕獲されていた．

各自治会により行われている．特に，春先と風水

しかし，駆除申請がされているため，これらの野

害の後，防護柵の修理・整備が必要となっており，

生動物は錯誤捕獲されても駆除として処理されて

それらは各自治会で管理方法が決まっているとの

いる．

ことである．武石地区では2015年度に地区全域で

丸子支部の狩猟者からは，シカの駆除の問題点

広域防護柵の設置が完了しているため，現在では

として，①被害を起こしているシカを選択的に捕

修理・整備のみを実施している．広域防護柵の修

獲できていないこと，②駆除に対する狩猟者の捕

理には，上田市から防護柵の資材が購入され支給

獲意欲が低下していること，③捕獲したシカを有

されている．

効活用できていないこと，という３点が挙げられ
た．

Ⅴ−３

丸子地区・武石地区における駆除

①については，集落内では銃が使用できないた

１）丸子地区における駆除

め，くくり罠を用いて駆除を実施している．その

丸子地区で活動している上小猟友会丸子支部の

ため，銃のように実際に被害を起こしているシカ

会員は2020年10月現在52人であり，その内38人が

を選択的に捕獲することができず，くくり罠にか

駆除に従事している．2020年度の新規狩猟者は４

かりやすい個体が捕獲されている状況である．ま

人で，30代〜40代の若者であるが，平均年齢は70

た，シカは群れで行動しており，集団で被害を起

代と高齢化している．駆除に従事する会員は，丸

こしているため，集団で捕獲する必要があるが，

子地区内でも居住する集落や自治会が異なるた

くくり罠では集団の内の１頭のみしか捕獲できな

め，各狩猟者の居住する集落に基づき担当する範

い．そのため，シカの駆除については，個体数調

囲を７つの班に分け，１班２〜３人で活動してい

整を行っているに過ぎず，被害を起こしている個

る．

体を取り除くことができていないため，必ずしも

上小猟友会の各支部は，2020年４月から鳥獣被

効果があるとは言えない．

害対策実施隊への加入を進めており，丸子支部で

②については，狩猟者は狩猟を楽しむために狩

は，駆除をしていない狩猟者を含む全会員が隊員

猟免許を取得しているが，駆除に携わる狩猟者は

として登録している．

それとは対極にある駆除を請け負わざるを得なく
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なっており，それが捕獲意欲の低下につながって

は狩猟者自身が放獣しているため，正確な頭数は

いるという意見がみられた．狩猟者が狩猟を楽し

不明とのことである．一方，くくり罠でのクマの

むためには本来であればシカを保護・増殖すべき

錯誤捕獲は，2020年は10月時点で３回あった．

であるが，現状としてはシカの個体数が増えすぎ

錯誤捕獲の原因について，武石支部の狩猟者か

ており，農林業被害が問題になっているため，シ

らは，駆除ではくくり罠の口径に規制がなく自由

カの個体数調整のための駆除が依頼されるように

に決められるため，狩猟期よりもくくり罠の口径

なっている．「生態系のバランスのことを考える

を大きくしていることが挙げられた．そのため，

と，シカの出産期はあまり駆除しない方が良い」

罠の口径を規制するべきだという意見もあった．

と思っている狩猟者もおり，シカの出産期には母

武石支部の狩猟者は，2011年より駆除の方法を

体と幼児の両方を同時に捕獲できるため効率が良

主に罠での捕獲に切り替えた．かつては鳥を専門

いことは理解しているが，そのような捕獲を歓迎

に捕獲する狩猟者が多く，大型哺乳類を捕獲する

していない声も聞かれた．そのため，丸子支部の

狩猟者は少なかった．そのため，大型哺乳類を専

狩猟者は，集落ではまず広域防護柵を設置し，最

門に捕獲する狩猟者がそもそも少ないため，鳥を

終手段として駆除をすることが望ましい，という

専門に捕獲する狩猟者が，大型哺乳類も捕獲して

考えであった．

欲しいという依頼をされるようになっている．し

③については，丸子地区では，山中に共同で使

かしながら，鳥を専門に捕獲することを楽しんで

用しているシカの埋設場所があり，駆除されたシ

いた狩猟者は，それとは異なる大型哺乳類を駆除

カのほとんどは，その場所に埋設処理されている．

しないといけなくなっており，そのことが狩猟者

しかし，狩猟者は「捕獲したからには有効活用す

の捕獲意欲を減退させる要因になっている．

るべきだ」と考えており，一部のシカ肉は，北海
道などの缶詰め工場に送り加工品として活用され
たり，猟犬の餌として活用されたりしている．

Ⅵ

上田市におけるシカによる獣害とその対策
以上Ⅱ〜Ⅴを踏まえると，上田市におけるシカ

２）武石地区における駆除

の分布拡大と農林業被害および対策については，

上小猟友会武石支部では，昭和期には約130人

次のようにまとめることができる．

の狩猟者がいたが，現在の狩猟者は14人（内，銃

明治期以降，捕獲が進んだことから，長野県で

免許を所持しているのは10人）と減少しており，

はシカの個体数が減少し，上田市の南西に位置す

平均年齢も70代と高齢化している．上小猟友会全

る美ヶ原の山頂付近が数少ないシカの生息地に

体でも，狩猟者が減っている傾向があり，高齢化

なった．その後，シカの個体数は増加したが，依

も深刻である．会員減少の原因について武石支部

然として美ヶ原でもシカは山頂付近でのみ生息し

の狩猟者からは，狩猟免許を所持するための費用

ている状況であった．しかし，1977年頃に美ヶ原

が，1970年頃は銃免許でも約１万円だったのに対

でも山頂以外でシカの足跡が見られるようにな

し，現在は十数万円かかることが挙げられ，若者

り，1989年頃になると美ヶ原の麓に位置する旧武

が狩猟免許を所持することが難しい状況がみられ

石村（現上田市武石地区）でシカによる農林業被

る．2020年に上田市で狩猟免許の試験を受けた人

害が生じ始めた．1994年からオスジカの捕獲が許

は，銃免許25人，罠免許９〜10人であったという．

可されたが，メスジカは依然として捕獲できず，

武石地区の駆除総数は，2017〜2019年で平均約

被害にあった農家は個人的に電気柵等を農地に設

700頭，その内シカは500〜600頭である（第12図）．

置することで対応した．その後，旧武石村に隣接

その他は，イノシシと中型哺乳類である．

する旧丸子町（現上田市丸子地区）でも2005年頃

錯誤捕獲については，カモシカが捕まった場合

からシカによる被害が生じるようになった．これ
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はシカが生息域を拡大したためとみられる．一方，

シカの駆除については，武石支部の狩猟者は平

集落内には，元々桑畑であった山中の畑が遊休農

均年齢が70代であり，駆除に従事しているのは13

地になり，耕作放棄地が増加した．

人である．丸子支部の狩猟者は，52人中38人が駆

2006年に旧武石村と旧丸子町が上田市に合併さ

除に携わっており，猟友会へ30〜40代の若者の加

れ，2007年より広域防護柵の設置が開始された．

入もみられるが，平均年齢は70代と同じく高齢化

さらに2007年より長野県でもメスジカの捕獲が許

している状況である．また，シカ等の大型哺乳類

可され，駆除が進められるようになった．武石地

を捕獲するには，免許を所持するだけでなく，捕

区のシカによる被害のピークは，2008年頃とみら

獲技術も必要である．

れ，農林業被害の他，シカと車との交通事故も増

シカの駆除の課題としては，狩猟者の減少や高

加した．一方，丸子地区では2012〜2013年頃にシ

齢化の他に，①被害を起こしているシカを選択的

カによる被害が増加したため，広域防護柵の設置

に捕獲できていないこと，②駆除への狩猟者の捕

や駆除による対策が進められた．集落へのシカの

獲意欲が低下していること，が挙げられる．①に

出没は，上田地区や真田地区へも広がり，2020年

ついては，くくり罠による錯誤捕獲の問題，②に

現在，広域防護柵の設置は上田地区，真田地区へ

ついては，狩猟者にとって駆除が精神的・肉体的

拡大し，順次進められている．

な負担になっていることや，駆除されたシカが有

広域防護柵の設置・管理は，各地区の自治会に

効活用されていない問題も含まれる．

より行われている．丸子地区の東内下和子自治会

集落内では銃を使用することができないため，

のように農友会を設立し，広域防護柵の設置・管

主にくくり罠を用いた駆除が実施されている．く

理を実施しているところもある．広域防護柵の設

くり罠では被害を起こしているシカを選択的に捕

置・修繕費用は，上田市が資材を購入し支給して

獲することは難しく，個体数調整を行うことによ

いる他，自治会によっては，多面的機能支払交付

り対応しているのが現状である．また，駆除期間

金等を申請し，修繕する資材の購入や管理をする

はくくり罠の口径の規制がないため，狩猟期より

人の活動費用を確保している事例もある．しかし

も大きい口径で罠を設置している狩猟者が多く，

ながら，国による事業費は，今後シカやその他の

それによってツキノワグマ等の錯誤捕獲が生じて

野生動物による被害が増加し，対策を講じたい地

いる．ツキノワグマの錯誤捕獲が生じると，放獣

域が増加することにより，安定した確保が難しく

作業が長野県のクマ対策員により行われるが，そ

なることが考えられる．そのため，上田市のよう

れには手間と費用がかかる．そのため，より効率

に市独自の予算に獣害対策費用を計上し，獣害対

よくシカの駆除をするには，錯誤捕獲をせずに，

策が実施できる予算を確保する動きがみられる．

的確に被害を起こしているシカを捕獲する方法や

広域防護柵の設置・管理の課題としては，費用

技術の開発が重要である．国によって開発された

の確保の他，各自治会で設置・管理をする人材の

新しいくくり罠は，現状では錯誤捕獲が減少する

確保も課題となっている．人口減少や高齢化の他

もののシカの捕獲率も下がるため，今後一層の改

に，非農家の住民が居住している自治会によって

良が必要である．また，カモシカや中型哺乳類の

は，獣害対策に対しての理解や協力を得ることが

錯誤捕獲については，実態が不明であるため，問

難しく，広域防護柵の設置が進まない地域もある．

題視されていない．しかしながら，シカの捕獲率

丸子地区の東内下和子自治会の場合は，全戸が農

を上げるには，これらの野生動物の錯誤捕獲も生

友会に加入してもらえるように自治会費を獣害対

じないようにしなければならない．

策には使用しないで済むような予算の確保など，

狩猟者は，野生動物の狩猟を楽しむために狩猟

非農家の協力を得やすいような組織作りを行って

免許を所持しているが，駆除が依頼されるように

いる事例もある．

なり，それを請け負わざるを得なくなっている．
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そのため，本来は楽しむための狩猟が，駆除によっ

理に努めている．

て楽しみではなくなり，捕獲意欲の低下が生じて

集落では人口減少や高齢化により，耕作放棄地

いる．さらには，駆除したシカのほとんどが埋設

が増加しているため，野生動物が集落に侵入しや

処理されており，有効活用されていないことも課

すい状況が生じている．加えて，シカによる獣害

題である．

対策を実施する担い手は，高齢化し減少している

また，長野県ではシカのモニタリング調査に基

状況である．そのため，非農家である住民や若者

づき，個体数推定を行いながら捕獲頭数の管理を

にも獣害対策に参加してもらうための仕組みを作

実施しているが，地域住民には県による野生動物

る必要がある．とりわけ，狩猟者の減少や高齢化

の保護管理について理解されていない状況があ

は著しく，今後駆除を実施できる人材がいなくな

り，行政は結果を公表するだけでなく，地域住民

る集落が現れる可能性がある．ハクビシン等の駆

への普及啓発をより実施すべきである．

除のように，狩猟免許を所持していない地域住民
でも，申請すれば自宅の敷地内で罠を設置するこ

Ⅶ

とができるなど，狩猟の規制緩和も進んでいるが，

おわりに

シカなどの大型哺乳類を捕獲するには，捕獲技術

本研究は，上田市におけるシカの分布拡大によ

が必要であり，規制を緩和することは事故等にも

る農林業被害の状況と対策，およびその課題につ

つながるため，現実的な対処方法ではない．担い

いて，行政資料や地域住民への聞き取り調査等か

手が不足している現状を踏まえると，シカの獣害

ら明らかにした．その結果，上田市は美ヶ原での

対策は，広域防護柵や個人の農地に防護柵を設置

シカの増殖により，1989年頃から被害が生じるよ

する対策を前提とした上で，最終手段として駆除

うになり，武石地区と丸子地区が上田市に合併し

をすることが望ましいと考えられる．

た後，2007年から本格的に対策が実施されるよう

今後，上田地区や真田地区についてもシカの分

になったことがわかった．しかし，その時点では

布が拡大し，より獣害が増加することが懸念され

シカに対する対応は遅れており，個体数の増加と

る．丸子地区や武石地区で取り組まれてきた対策

分布拡大に対して，より早くシカの個体数の把握

方法や課題から学ぶことで，各自治会で対応でき

と捕獲等の対策を実施すべきであった．その反省

るように獣害対策の組織づくりや仕組みづくりが

に立ち，現在では長野県ではシカのモニタリング

求められる．

調査を行い，個体数の把握と計画的な個体数の管
本研究を実施するにあたり，林野庁中部森林管理局の担当者の皆さま，長野県林務部森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ振興室，長野県上田地域振興局および佐久地域振興局，長野県環境保全研究所の担当者
の皆さま，上田市農林部森林整備課および農政課の担当者の皆さま，上小猟友会武石支部および丸子支部
の皆さま，丸子地区の東内下和子自治会の皆さまにご協力いただいた．本研究は，2019年度筑波大学山岳
科学センター機能強化促進費によるプロジェクトの一部である．プロジェクト代表者の津田吉晃准教授（筑
波大学山岳科学センター菅平高原実験所）には，現地の案内や調査先との調整をしていただいた．以上，
ここに記して御礼申し上げる．
なお，本論文の執筆分担は下記の通りである．Ⅰは橋本，Ⅱは趙・橋本，Ⅲ〜Ⅴは橋本・趙，GISを用
いた広域防護柵の図の作成は葉・楊，Ⅵ〜Ⅶは橋本が担当し，全体の調整を山下が行った．
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［注］
１）2013年に決定された農林水産業・地域の活力創造プランにおいて，「強い農林水産業」と「美しく活
力ある農山漁村」に向けた４つの柱の内，農村の多面的機能の維持・発揮を図る取り組みの中で，日
本型直接支払制度（多面的機能支払）として創設された．この日本型直接支払制度は，多面的機能支
払交付金，中山間地域等直接支払交付金，環境保全型農業直接支払交付金で構成されている．申請で
きる農家団体は，自治会ではなく，水土里会や農友会といった農家により組織された団体が該当する．
２）上小猟友会は，上田市の８支部に加えて，東御市の東御支部，青木村の青木支部，長和町の長和支部
の11支部で構成されている．
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