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平成 30年度 第１回 神奈川県鳥獣総合対策協議会 サル対策専門部会 

 

開催日時 平成 30年 12月６日(木) 14：00-16：00 

開催場所 波止場会館４階大会議室 

委員 15名中９名出席(過半数)により会議は成立 

議題 

(１) 平成 30年度神奈川県ニホンザル管理事業の実施状況と課題について 

(２) 平成 30年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画の変更について 

(３) 平成 31年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画の方向性と今後のスケジュールについて 

(４) その他 

会議の経過は次の通りです。 

 

議題(１) 平成 30年度神奈川県ニホンザル管理事業の実施状況と課題について 

 

○ 委員１） 大山群について実際３頭くらい増えているとお話があったが、日向群もサルパトロ

ール隊員から若干頭数が現状は多いと報告がありましたのでご承知おきお願いします。 

○ 委員２） 資料 1-1ついて K1群が分裂したとのことですが原因は何ですか。県をまたぐ川井

野群に GPS首輪が装着されて位置情報が特定されているということですが、先日、私達のアプ

リでも川井野群の行動が確認できましたが、昔の K2群の生息域まで南下してきている状況で

す。昔の資料では川井野群は 80頭位で、この群れが降りてくるとかなり地域に被害を及ぼす

可能性があるので、この群れの行動の対策を検討していただきたいと思っています。 

○ 事務局） K1 群の分裂要因について、確たることは言えませんが山梨県上野原市側では性年

齢の識別をしない銃による捕獲が行われています。その中でオトナメスやオトナオスがかな

り捕獲されていると情報をもらっています。サルの群れは不用意にオトナのメス個体を捕獲

すると分裂すると事例があり、それが原因ではないかと考えられています。川井野群がＫ２群

の今までいた地域に南下してこないようにということですが、相模原市が K2群を銃器によっ

て強烈な追い払いして、行動域も変わっているという話も聞いています。川井野群もまだなん

とか山の中にいる状況と思うので、県も技術的支援は支援センターで行っていきたいと思っ

ていますが相模原市も追い払いなどの活動を行っていただけたらと考えています。よろしく

お願いします。 

○ 委員３） 山梨県側でかなり捕られているという話しですが、かなりの数はわかりますか。 

○ 事務局） 10頭程度かと。 

○ 委員３） 山梨県側ですか。 

○ 事務局） 山梨県側です。 

○ 委員３） 数は正確にカウントされているということですか。 

○ 事務局） 捕獲された数はカウントしていますが、山梨県側に行っている群れは K1 群 K3 群

と K1分裂群がいて、山梨県側は群れの判別を行わずに捕獲しているのでどの群れを何頭捕獲

したか正確な情報がわからないところがあります。 

○ 委員３） 捕獲した数はわかりますか。 

○ 事務局） わかります。 
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○ 委員３） 分裂することを山梨側はもちろん知っていますよね。 

○ 事務局） 担当者には伝えてありますが、上野原市の捕獲の体制がシカやイノシシの有害駆除

中にサルがいたら撃っていいとやっているそうです。それだと分裂する可能性があると伝え

ていますが、やめてくださいと強制することはできないので、対策についてなるべく性年齢を

識別して欲しいや不用意な捕獲はしないでほしいと毎年の情報交換会で伝えています。 

○ 委員３） K群がそこで分裂したらこちらにも被害が来ることがありえるわけですね。山梨県

側に命令はできないでしょうが、強いお願いとしてやらないといけないのではないですか。こ

ちらはモニタリングもしてきちっとやっているのに向こうは何かのついでに撃っていること

がまかり通るのであれば、こちらのやっていることがもともこもなくなる可能性があるので、

そこは強く言ったほうがいいと思います。不用意に被害が大きくなるとまた捕らなければい

けなくなるので強くお願いします。 

○ 部会長）山梨県側へ申し入れをしていただければと思います。 

○ 委員４） 資料１－２、２西湘地域個体群の現状について、H 群と T1 群はともにオトナメス

が６頭くらいずつ減っている原因を調べたところ、T1 群は分派したような情報があるとのこ

とですがＨ群は分派した情報が入っていないとのことですが、もし分派していないとなると

可能性はどういったことが考えられますか。 

○ 事務局） 可能性としては人知れずまったく人に見つからないところに行ってしまったか、高

齢メスもいるのでメス個体が自然死や交通事故で死んでしまったなどが挙げられます。どれ

ですかとなると今はわからない状況です。 

○ 委員４） どこかに行ってしまった可能性もあるかということですが、Ｈ群についてはエサが

豊富なところに生息してそこから離れないわけで、実際自然死したか分派して見つからない

かその２点の可能性が高いということでいいですか。 

○ 事務局） 分派して見つかっていないというのがまさに１つ今見えないところで委員と事務

局が言ったことは同じであり、可能性としての考えは２つでありどちらかはわからない。 

○ 委員４） うちのほうでも農家さんへ調査して注意してもなかなか見つからないのはおかし

いと思っているので、分派したものが見つからないので分派の可能性はあまりないかと考え

ています。 

○ 委員３） 行方不明で６頭減ってしまうことは結構な数で、自然死でカウントされるのは難し

いかと考えられます。過去に遡り、密猟や捕えたので殺してしまったということは過去にあり

ますか。 

○ 事務局） 公式には把握していません。 

○ 委員３） 本件に関しては考えにくいと考えていいですか。 

○ 事務局） まったくないとは言い切れないですが、疑い出したらきりがないので可能性は排除

せず引続き群れの観察は続けていく予定です。 

○ 委員３） 最近アナグマやアライグマを捕獲して水没させたり、遊び半分で殺すというのがあ

るので、サルは捕まえるのが難しいのでまずないかと思いますが、あまりにも数が多いので密

かに捕まえられている可能性が０でないなら考慮に入れながら調査をしてほしいです。 

○ 委員５） 資料 1-1 で補足します。南秋川地域の K1 と K2 ですが、K1 分裂群の可能性につい

ては捕獲をしている業者の状況を聞いているところですが、捕獲をやっている時から K1の分

裂群でいると思われる場所に K１群の出没を確認しています。K1 群の上野原市での銃器捕獲
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は、分裂した群れなら分裂したほうを捕ればいいという方針で、山梨県自体の計画としては神

奈川県の計画のように分裂のリスクを減らして捕獲をしましょうと県としては薦めています

が、県の計画に対して市が捕獲許可をもっているのでなかなか神奈川県と山梨県のような方

式にはなっていないところがありました。数年前から分裂群と思われるような出没状況はあ

ります。上野原市から捕獲場所や個体の写真を入手しながら神奈川県の情報を持っていて、私

の方でシミュレーションをする関係から情報をいただいているので、捕獲個体をおおよそこ

の地域で捕獲したものがこの群れだろうという形で特定しながら数の把握をしています。そ

の中で相当数のオトナメスが捕られている事は把握しています。結果、上野原市で銃器捕獲を

していた結果、K1 群がいなくなったかというと逆に上野原市に２群ともいます。銃器捕獲を

すすめていきオトナメスを捕獲したからといって K1群が相模原市に追い払われたかというと

そうではなく、エサ資源として K1群にとって魅力的な上野原には分裂しても銃器で捕獲され

ても居続けていることがモニタリングでわかっています。K2 群は銃器での追い払いにより行

動域が東へとありますが、そもそも東へ行動域が移動していたのは以前から確認されていま

す。今年度は銃器での追い払いにより東への利用頻度が高くなったということと、吹き出しの

コメント欄に東京都の境に点線がありますが、東京都境の尾根線に上がることが増えました。

ですので銃器による追い払いにより行動域が新たに東に行ったのではなく、以前から利用し

ている東地域の利用頻度が増えたということがあります。今年度は更に K2群については旧城

山に近い中澤という地域が緑の点の一番右の方にありますが、ここまで来ていて、相模原市の

市街地近くの住宅地や農地に出没しています。より東に行ってしまいましたが、これは銃器の

追い払いと直接的な因果関係はありません。資料１－２Ｈ群の性年齢構成で 28年度のカウン

ト結果でオトナメス 21 頭に対しアカンボウ８頭で出生率が低いです。それに対し平成 29 年

度のカウントが 14 頭で６頭、30 年度は 12 頭で 11 頭と出生率が上がっていることから平成

28 年度のカウント時のオトナメスはかなり高齢個体が多いと推測されます。ただ６頭いきな

り高齢個体で１年間に死ぬことは考えにくいので、少なくとも 21頭のうち数頭は出産に参加

しない高齢個体が多かったのではないかということがアカンボウの数から推測できます。 

○ 部会長） どのくらいなら死亡したと言えますか。平均１年間に何％くらいなら自然死と言え

ますか。 

○ 委員５） 捕獲という手が入っている群れなのと長くオトナメスを捕らない管理をしてきた

ので、突然同じ世代の個体が一年間のうちにばたばた死んでしまうということも可能性とし

てなくはない群れだと思います。ただ自然個体で何％かは、自然増加率がはかれる野生個体の

情報がないので、基本的にあるのは餌付けされた群れや農作物に依存した群れなので、なかな

か自然死率は分かりません。 

○ 部会長） 貴重な情報をありがとうございました。 

 

議題(２) 平成 30年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画の変更について 

 

○ 委員３） 計画変更の数がすべて増加しているが減少することはないですか。野生の状態での

個体群のシミュレーションと今回の話にあった K 群を野生の個体群として考えるのか、もし

くは餌付けされたもの、農作物を食べているものは餌付けされたものと考えていて、それの誤

差を想定していてこの数値に変更されているのですか。自然の状態で死亡率が何％か、６頭は
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考えにくいが理論的にはありえるとあったときに、６頭が一年間にいなくなっても想定内の

個体群の減少であると捉えるということでしょうか。数が大幅に増加しているところ、K４群

は 2 倍にⅤ増加しているのでこれだけ違うのはどの程度の補正でこうなったのか気になりま

す。 

○ 委員５） 参考資料１にこれまで計画策定時の平成１９年くらいから仮想個体群を設定して、

仮想個体群の中で性年齢構成が野生群に近くなるようにとシミュレーションを行っていたの

が最初ですが、近年細かく群れごとに各性年齢構成の頭数を出してきたことにより、事務局で

カテゴリー別に例えば 100頭の群れを 80頭まで減らしましょうというときにはどの個体であ

ろうがとりあえず 20頭程度、30頭程度を捕獲しましょうと性年齢を詳しく判別せずに頭数だ

けでやってきたことがありました。そういう形の群れであっても最近の計画では性年齢ごと

に頭数を決めてしまっていた、細かくカテゴリー分けされていてやってしまっていたことが

あり、今年度もシミュレーション上ではオトナオス、ワカモノオスはあまり関係ないので大抵

０になっています。ですが、実際捕獲許可を出すときには捕獲される可能性があるので１，２

頭出していました。今年度はそこを踏まえた計画になっていなかったので、そもそも最初から

シミュレーション通りの０になっていた状況がありました。出産率や死亡率は過去 15年以上

の各群れのモニタリング結果を使い各群れの平均を出し各群れごとの数字を使っている状況

です。今年度捕獲をしたことで H 群のようにオトナメスが大量死した時にどうするのかとい

うことになりますが、その場合は翌年度の捕獲許可時にカウント結果や大量死の結果を用い

てシミュレーションを見直していく形になっています。今年のものが分かりづらいですが、目

標頭数があるので例えば K4についても平成 33年度の末に 30頭程度、それをするために今年

度は 10頭程度捕獲していきましょうと相模原市から要望がありましたが、今年度は夏季に捕

獲が延びたので平成 33 年に 30 頭を目指すために冬季の捕獲数を増やして今年捕獲できそう

だから今年の内にしっかり捕獲をしましょうという流れになったので２倍になっています。

今年度の捕獲結果を元にして次年度以降の計画数をシミュレーションしていく。毎年単年で

見直していく数字になっているので、オトナメスの大量死の状況が起きたり、いきなり分派し

て群れの大半がいなくなったというときにはこの数字が毎年見直される形になっています。 

○ 委員３） もともとオトナオスとワカモノオスが入れてあればもこの変更は数字だけと認識

していいですか。 

○ 委員５） はい。 

○ 委員３） それだけ詳しくやっているなら上野原ともう少し詰めないとだめだと思います。数

字をもって説得してください。 

○ 委員５） 毎年シミュレーションをして虚しくなるところが、川弟群、丹沢湖群、鐘ヶ嶽群、

半原群、実際捕獲をして新たに鳶尾群のような過ちを起こさないために分派分裂させないよ

うにシミュレーションして捕獲してくださいと提案していますが、結局この通りに捕獲がさ

れない状況にあり、毎年シミュレーションするたびに頭数だけが増えていく状況があるので、

今後追い払いや個体数調整で過去これまでの神奈川県のモニタリングの中で事例があり、状

況がわかっているので、今現状の群れがどういう状況にあるかをこれまでの結果をもとにす

るとおそらく予測ができる状況だと思います。川弟群は間違いなくこのまま捕獲しないとま

た川弟分裂分裂群と必ずもう一群生み出していく状況なので、なるべく県から同じ過ちと同

じ施策で無駄な予算を使うのを繰り返さないようにシミュレーションをもとにして分裂を防
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ぐ施策の支援をお願いします。 

○ 事務局） 市町村とともにできる限りがんばっていきたい。どうしても地域での事情がある一

方で委員５が言われたことも踏まえて考えていきたいと思います。 

 

議題(３) 平成 31年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画の方向性と今後のスケジュールにつ

いて 

資料３ ニホンザル管理事業実施計画の運用の確認について 

 

○ 委員３） 加害個体の定義で、威嚇行為は歯を出したら威嚇、飛びかかり等と書いてあります

が、この威嚇行為の定義はありますか。飛びかかりは威嚇行為、加害的な行動と分かりますが、

歯を出した程度の威嚇は飛びかかりとはかなりの意味合いが変わってくるかと思いますが、

これを同じ威嚇行為として、他の動物と照らし合わせて考えると、歯を出したくらいで…と思

ってしまいますがどうですか。これを入れると入れないではかなり違いがあります。 

○ 事務局） サルが歯を出して威嚇する行為時点で人馴れが進んでいたり、人や農作物への依存

が高く状態と判断されます。人馴れしていないサルは人の姿を見れば逃げ、人の目の前に行き、

歯を出す行動はとりません。そこまでしてしまう個体は神奈川県では人身被害を発生、または

発生のおそれがある個体として排除していこうという判断です。 

○ 委員１） サルの加害個体は歯で威嚇したり人間より高い位置にサルがいると威嚇やおしっ

こやうんちをしたり、歯をキーってしたりします。住民が不安がりなんとかしてほしいという

苦情もあります。日向群もそれに近いです。群れの中にそういったサルがいるので人身被害が

増えなければいいと思います。サルに対して市民が怖がっているのが現状です。 

○ 委員３） 野生個体であるなら人を見たら逃げるのが普通ですが、この個体群はそうではなく、

自然の個体と照らし合わせると違う気がします。歯を出して威嚇したものを威嚇個体として

加害個体とするなら、かなりの数が加害個体と認定され捕ってしまえとなるということにな

りませんか。歯を出す威嚇はどのくらいの程度のものか慎重に議論しないと、飛びかかりと歯

を出す威嚇との間には同格に扱うには距離があるのではないかと思います。実際行動に出る

ているのとそうでいないのとの違いがあるように考えます。実際どうなのでしょうか。 

○ 委員５） 歯を出して威嚇をした個体がいるからといってすぐ加害個体を捕獲する状況では

ないと思います。こちらに記載の通り具体的な特徴を必須要件とせず、出没地や出没時間、出

没頭数、出没頻度、繰り返し出没してそこに居ついて住民に被害がでる状況であればというこ

とで、一回出合い頭に威嚇したら加害個体として捕獲する状況ではないと思いますので、これ

まで具体的な特徴で写真がないと加害個体捕獲できませんという運用をしていた県政センタ

ーがあり、威嚇されているのに写真をいつ撮るのかという状況があったので、そういうことで

はなく大丈夫ですよということを決めたいのだと思います。決めるのであれば加害個体は出

没頻度や威嚇したからといってすぐに捕獲ではないと補足として入れないと誤解が生まれま

す。 

○ 委員６） 歯を出した威嚇とこれだけ書くと誤解を招くのかなと。歯を見せて睨み付けてくる

のはだいぶ個体が人に対して脅威を感じていないと思いますし、それで威嚇された方が攻撃

を受けているわけじゃないけれどもあわてて怪我をすることにつながりやすいので書かれた

のではと思うんですけれども。明らかにこちらに向かってくることを書くといいと思います。 
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○ 事務局） これらの事例を総合的に判断して、ここまできたら人身被害が発生してしまうだろ

うという個体について加害個体として認定していくつもりの文章です。誤解を与える文章に

なったことはお詫びします。 

○ 事務局） 言葉足らずなところがあるのでご意見を踏まえて。 

○ 委員４） はこわなでサルを捕獲した場合、おりのなかで歯を出して抵抗したサルは加害個体

として認定していいですか。 

○ 事務局） 捕獲された個体によってどのくらい威嚇してくるかにもよりますが、人に対して何

も恐れず向かってくる個体はほとんど加害個体になります。その場で認定することもありま

す。その際の判断は支援センターの職員も立ち会うので判断に迷う場合、分からない場合は必

ず支援センターの専門職員を挟んだ上で判断してもらえればと思います。 

 

資料４ サル群れ管理及び計画の点検について 

 

○ 委員２） 住民説明会を開催する予定とありますが、どのくらいのレベルを想定していますか。 

○ 事務局） 各地域で例えば小田原片浦での説明会や厚木市特定の群れに関しての自治会小学

校区くらいの説明会は各地域で行政の住民に対する説明会として大いにやっていただきたい

です。４次計画は群れごとに管理を進める、地域個体群の維持存続を図りつつという話の中で

全体計画も話しつつ、地域のみなさんにもわが地域のこととして理解していただくためには

一ヶ所ではなく三ヶ所、四ヶ所くらいはやる必要があると思います。県が主催する形ですが、

地元行政機関、農協の方にもご出席いただけるものと考えています。 

○ 委員２） ぜひお願いします。県によってかなり対応の方法が違い、上野原の近隣に住んでい

る市民の方々は上野原の対応を知っています。上野原市でできるのになぜ神奈川はできない

のかという話も聞いているので、こういった機会でご理解いただけるように説明してほしい

です。 

○ 委員７） 山北町の丹沢湖群について以前に増してかなり農作物被害の声が多く上がってき

ているので、山北町でも住民説明会を開催してほしい。協議に参加したいと思っています。 

○ 委員６） 点検の個体数調整の効果検証は、言葉が良くなく、他のところは効果検証になって

いるのに捕獲効率のようになっているので違います。中身は個体数調整が本当に意味のある

ことなのかということで、シミュレーションがベースにあるのでそれを入れるのかなと。個体

数調整の妥当性など言葉を変えたほうがいいです。 

○ 委員５） Ｈ群で片浦説明会をやったということでしたが、地域個体群は３地域個体群を維持

していく中で、おそらく出てくる意見は H群も捕ってくれということだと思いますが、片浦で

の説明会のご意見を簡潔に教えてください。 

○ 事務局） 住民からご意見をいただきました。加害個体ということで農作物を食べたものも加

害個体だろうという意見や除去して欲しいという意見が多くありました。県からは群れ対策

していく上でどのような対策をしてどんなところができていなくて、今後どうしたらいいか

をもう少し見える化しながら地域の個体群をどうしていくかを考えていきたいということを

お願いしていることと、ハナレザル等の威嚇が多いという意見もあり、そこに関しては順番に

対応していく考え方として話しました。住民から要望として追い払い員さんの対応がいまい

ちだという話をいただき、被害把握をもう少し簡単にできないかという要望もありました。小
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田原市でも改善をしていくという話しもいただいているので、その辺を含めながらいずれに

しても県、支援センター、県政センターと協力しながらやっていかなければいけないと思って

います。 

○ 委員４） 農家の方が行政不信に陥っていて説明会に参加しても何も対策をしてくれないと

諦めモードになっています。被害を軽減するために一番良いのはサルの数を減らすことが効

果的な方法だと思っています。いろいろ対策をしてもそれをサルの被害が上回り軽減できず

歯がゆい思いをしている所ですが、群れを適正に維持していくためには 30 頭から 60 頭必要

という話しですが、S群はこれまで 20頭前後維持してきたので、30頭いなくてもある程度で

きると思っています。これからサルの群れが減らないとますます不信がつのるので、31 年度

に見直してもう少し数を絞れるようにしていただければ住民も根絶まで捕りたいと意見もあ

りましたが、その前段階として数を減らしていければと考えています。 

○ 委員７） 住民としては追い払いの限界に来ている。追い払いは無理だと。今後の５年 10年

先を見据えた中での計画、追い上げ、追い払いをしているメンバーが高齢化してきているので、

直ちになんとかしないといけない。30 頭という根拠がよくわからないという意見も出ていた

ので、JAから農家の声としてあげさせていただきます。 

○ 委員５） 来年度 10月に各地域の作業部会が記されているのでよかったと思いますが、ぜひ

計画の点検で、いま小田原の追い払いをＳ群にかからなくてよくなり、Ｈ群に行けるというこ

ともあり、昨年度Ｈ群に県が委託事業でやった追い払いで効果があった行為と効果がなかっ

た行為どのようなものがあるか、追い払い行為については神奈川県ではかなりの事例がある

ので、例えば来年の夏位までに検討委員出席を要望していただき、追い払いを行っている自治

体と追い払いをやっている方々を交えた検証会を夏までにやっていただきたいと思います。

個別で成功事例がいくつもあるので小田原でも過去にＳ群でしっかり銃器捕獲や銃器での追

い払いを猟友会の方が小田原の市街地でやっていた時は、全く小田原に侵入してこなかった

ことがありました。Ｓ群は現状、銃器に対する住民の目が厳しくなり、市街地での追い払いが

難しくなるとともに市街地に居ついてどうにもならなくなったという状況がありますが、Ｈ

群はまだ撃てる場所があり、実際撃っている場所もあり、K2 群も今なら銃器での追い払いを

無計画にやることはないと思うので、積極的に用いる方法を具体的に場所や時期、やり方、今

までＳとＨの２群にかっかっていたものを H群だけするなど具体的な方法を平成 31年度以降

実施できるように検証する機会を別にもっていただきたいと思います。誘引物や柵の効果検

証をする機会もまた別に、県政センターだけでなく、市町村や支援センターが出席した中で、

検証する機会を持つことをお願いします。モニタリングの個体数と行動域で、個体数調整とい

うのは計画数に対する捕獲効果を見るのではなく、増加率がどうなったか、捕獲をしたことで

行動域が縮小したのか移動したのか拡大したのかを見るのが個体数調整の目的なので、言葉

を考えたらいいのではなかと思います。モニタリングの個体数でこれ事態は増加率をしっか

り見る必要があり、行動域も拡大したのか移動したのか見る必要があるかと思います。もう少

し具体的な検証の文言を限定したほうがいいと思います。今後 31年度以降、Hと T1、川弟分

裂、川弟、半原、鐘ヶ嶽の個体数が減らず新たに確認された群れでなおかつ維持をしていく群

れの対策が４次計画の中期以降一番必要になります。それ以外の群れは粛々と捕獲をしてい

く形になっているので、次年度の検討の際にこれらの群れに対して具体的に何をするのか検

討していただきたいと思います。特に西湘地域個体群は地域の要望がある中でも地域個体群
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を維持していこうという県の方針もあるので、支援センターができたときにかなり期待しま

したが、もう少し県から積極的に西湘地域個体群に関わっていけるような仕組みや人の配置、

支援センター専門員を、サルを維持するのであれば県も対応していかないと難しい状況にき

ているのでご検討お願いします。 

○ 事務局） ありがとうございます。地図に落とすイメージは現地の確認と検証は必須だと思い

ます。限られたスケジュールの中での取り組みになりますが、今ご要望をいただいたことをで

きるだけできるように。特に的を絞ったほうがいいとご助言もいただきましたし、それも含め

て支援センターも限られた人数で全県対応していますけど、サルの対策は非常に重要な要素

であると思っていますので専門性を高めて来年度は重要な年と思っていますのでよろしくお

願いします。 

○ 委員３） もう少し捕獲の数を多くしてくれということに関して事務局から明確に言ってほ

しいことがあります。住民感情で捕獲数を増やすことがまかり通るのであれば、この協議会は

いらないわけですね。諦めかけている住民の方が納得するには、支援センターから専門職員が

行き、現場での事例を揃えて我々を信じてくださいと言わないと、やみくもに数を撃つのは他

の自治体がやっていて十分失敗事例になっているので、神奈川県でやっていることはシミュ

レーションして、性年齢構成など調べてやっているので、それを踏まえて説明しないと、数を

単に上げることは失敗しか生み出さないなのでそこを強調して説明会を行っていただきたい

です。 

○ 事務局） 今回も支援センターの職員が行き、みなさんのご意見を聞きながら私たちのわかる

ことをできるだけわかりやすく説明してきています。そういう機会を多くもてるようにこち

らも努力し、地域のみなさんもぜひそういう機会をと思います。マンパワーも限られますので

県と市町村と力を合わせてそういった意味合いの説明会や声を聞くこともしていきたいと思

います。 

 

資料５ 平成 31年度ニホンザル管理事業実施計画案の作成について 

 

○ 委員８） 追い上げについて、どのくらい追い上げをして群れがどれくらい動いたかなどの集

計をしていますが、目標エリアを重ねてみると高い目標です。今の分布域と追い上げで実際に

追い払った距離を比較してものすごく遠く、追い上げ目標エリアは地元の方が見ると到底無

理になってしまうのではないか、見える化するとやる気がなくってしまわないかと心配があ

り、目標エリアを見せるのはいいが、まずはここまでいきましょうというファーストステップ

のような段階を追ってでないと、今の目標エリアをそのままというのは良い影響だけではな

い気がします。 

○ 事務局） それを含めて見える化していかないと、目標エリアを集落近くにすると何が起きる

かというと、そこは俺の山だから嫌だとなるので、動物を相手にする上で人間の気持ちと地域

の方の気持ちとともに歩む検証作業を含めて、やりとりして１つ１つ確認していかないとこ

こは突破できないです。 

○ 委員５） 追い上げ目標エリアは利害関係が絡まない場所が漠然と囲われていますが、来年度

の検証する際に出没防止地域が設定されていて、そこで追い払いをしたことでここでの出没

頻度が下がったような、出没を防止したい場所がどこなのかを見える化されて、そこで集中し
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て追い払いを行ったら翌年いなくなっていますなどをまず見える化することが重要だと思い

ます。来年度の課題が書いてありますが、課題に対して何をするかが書いていないです。課題

に対して市町村はできる限りのことをやっていると思います。県は予算を出したり支援セン

ターが支援しますという言葉は書いていますが、市町村が出した課題に対して具体的に県が

どのような形でどんな支援をしたのかが見えてこないので、公表する計画の中には記載しな

くていいと思いますが、検討委員会や部会の中で課題解決のために例えば支援センターの職

員が追い払い員に対してこういった指導を行ってその結果課題が解決したとかそこを具体的

にご検討いただいて、記載できる、私たちが情報を確認できる状況にしていかないと常に同じ

課題が書いてあるので、ぜひそこを具体的に書いていただきたいです。支援センターができた

ことで、今はエリア担当になっていますが、来年度は中間年ということもあるので、短くても

１年でもいいのでサル専門のような形で優先的に計画の効果検証をするために付きっきりで

評価する、課題解決のために市町村の支援に回る形の体制をとっていただきたいです。小田原

市のＨ群の追い払いでも次年度も猟友会に 365 日予定しているので、今まで２群だったもの

が１群になるので、Ｈ群に対して条件付けができるいい機会なので具体的な支援の内容を記

載して委員に報告してください。 

○ 事務局） どのような支援をしたかを詰めて見えるようにしないといけないと思います。記録

は一元的にとってあるのでそれをしまい込まずにできればと思います。体制面でどういう風

に組めるかということは、サル計画も３年目ですが支援センターができても３年目で支援 Cの

業務の中でやらなくてもいい業務は１つもないので、それがうまくバランスの中でやってい

きたいと思います。付きっきりというのは難しいかもしれませんが、サル計画の検証は専門性

を持った目線をもって作られるようにやっていきたいと思います。 

○ 委員４） 実施計画の中ではＨ群を白銀林道に追い上げをするとなっていますが、実際には全

然できてなく対応しきれないので計画に計上するならどういう手段ができるのかを県に出し

ていただいて、その支援をお願いしたいと考えています。 

○ 事務局） それをやるのは来年度の作業で、今どうしているのか、その結果何ができているか

できていないのか、それを一緒に作業してその中でできることを見つけるということで、一方

的に県からこれをやれば上手くいくというものを示せるものではありません。もちろん県と

して専門性を持ち臨んでいる中でわかることはお伝えします。しかし現場にいないとわから

ないこともありますので、それを見える化することを含めてやっていければと思います。31年

度の計画はプロセスの前にやる作業があるのでそこは一緒になって作業しなければいけない

と思います。 

○ 委員４） よろしくおねがいします。 

 

議題（４）その他 

 

○ 委員２） シカにも関係してくるが、捕獲許可証書の発行について、年２回捕獲許可の申請を

しなければいけないが、隣の上野原市や八王子市は年１回で済んでいると、地元猟友会から聞

いている。計画の策定時期もあるのでしょうが、できれば簡素化する方法がないか検討してい

ただければと思っています。次に、地元猟友会からの要望です。地元でもわな免許をとり捕獲

をしている人がいますが、免許の更新を忘れ失効してしまい活動ができない方が多くいるの
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で、捕獲者を維持するという意味で、車の免許のように更新時期が近づいているとアナウンス

ができないかという話しがありました。 

○ 事務局） 平成 30年度からのサルの捕獲許可は年度当初から当該年度の事業実施計画を策定

するまでと、計画を策定してから年度末までの２回に分けています。事業実施計画が４月にで

きればいいですが、年度が進んだところで計画策定となるので、年度が始まってから計画策定

するまでは暫定的な捕獲許可を出し、その後計画が確定してから年度末までということで 2回

です。これから検討することですが 31年度計画を作成した後も、31年は年度当初から計画策

定の５月までは現行計画をもとに暫定的な捕獲許可をせざるをえ得ないです。計画策定後、計

画が５月にできたら翌年６月、そこまでは年度をまたいで捕獲許可する方向で検討したいと

思います。地域協議会や専門部会での議論検討を経ての上ですが、32 年度以降は６月～翌年

５月までの通しになるので年１回の捕獲許可になろうかと思います。できるかどうかの詳細

は検討します。 

○ 事務局） 免許の失効については、農協の中央会からも同じような話しがあります。猟友会に

所属していれば猟友会でとりまとめて更新月をお知らせしているみたいですが、農家はあま

りされないということで失効するとうかがっています。中央会にはうちの方からも積極的に

お知らせを投げかけるので周知をお願いできないかとしているところもあり、広くお知らせ

できるように努めます。 

○ 委員３） 計画作成４ページの凡例についてですが、生活人身被害に威嚇が入っていますが、

人家侵入、威嚇された場所とありますが、威嚇された場所を入れるのは人家侵入と重みが違う

と思います。襲われた場所や飛びかかられた場所といった実害であるべきです。これを野犬に

置き換えると、吠えられた場所に該当し、威嚇された場所を入れるのはふさわしくないと思い

ます。それと確認ですが、捕獲した個体が威嚇した場合、加害個体として認識していいのかと

いう先ほどの質問に、事務局が場合によっては悪いと認識していいと言っていましたが、私は

違うと思います。サルが他の野生動物とかなり違うというならば別ですが、普通捕獲した野生

動物はまず威嚇行為をするものです。暴れだして必死になります。捕獲された時はおとなしく

していても人が近づくと威嚇し暴れまわることが普通です。サルは他の野生動物とは違いお

となしくするものいるのかもしれませんが、むしろ普通の野生動物で威嚇しないものは見た

ことがないです。捕まえたものが威嚇したからといって生活人身被害とその認識をするので

あれば、動物をわざと怒らして生活人身被害と認識しますと言っているのと同じだと思うの

で、それは違うと言わなければいけないと思います。 

○ 事務局） わざと怒らせることはありません。 

○ 委員３） わざと怒らせることと同じ行為だと言っています。それを生活人身被害と認識する

と考えるのであれば話しになりません。認識もありえますということで、判断に迷う場合はセ

ンターに意見を求めてくださいと言っていましたが、迷わなかったら威嚇だとなり殺されて

しまうことになりますので、それは違いますという話です。 

○ 事務局） すでに加害個体として認定されたものがおりにかかったら処分です。そうでない個

体、加害個体として認定されていないものがわなにかかった場合はその場で支援センターが

判断します。支援センターはサルの生態について詳しい職員がいるので、威嚇の程度や支援セ

ンターの職員が見て加害個体になる威嚇とそうではない野生動物が捕獲された事によって人

間に対して行ってくる威嚇の違いを見分けてもらいます。 
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○ 委員３） 捕獲したら必ず支援センターが行きますか。 

○ 自然環境保全課長） 威嚇に対して委員３の見解があると思います。必ず当該職員が現地に赴

くのは物理的に全てではないと認めます。加害個体を狙ってはこわなで捕れたという場合は

個体識別からも加害個体であると話は早いですが、それ以外の場合は極力専門性の高い者が

確認しようとはしますが、必ずそこに赴くとお約束はできかねます。 

○ 委員３） できないから加害個体として認定してはいけないと思います。普通は暴れまわり威

嚇します。 

○ 事務局） そこから先は程度の問題になるので職員がいかれなくても様子を聞いたりですと

か、当然サルを殺したいと思ってやっているわけではないので、その中で明らかに加害個体で

あればいいですが、迷う場合は支援センターに相談してとなるのでそこで判定できればと思

っています。 

○ 委員４） 捕獲したサルについて威嚇するのは普通だという話しですが、実際私が見ています

が、人間を怯えて怖がっているサルはいて、アカンボウやコドモについてはまだ人に馴れてい

ないこともあり恐がって逃げます。オトナになったサルは人家に入ったり被害を加えている

サルは、人間に馴れているので歯を出して威嚇するサルもいるので、人なれしていないサルか

人に対して抵抗しているサルかある程度判断がつく気がするので、支援センターや動物の生

態に詳しい方に見てもらい判断してもらえればと考えています。 

○ 事務局） 加害個体捕獲はサルの群れとしての加害性を落としていく上で重要だと思ってい

ます。先ほど永井から説明のあったように、１頭の加害性の高いオスが入っただけでその群れ

全体の加害性が変わることがあります。そこに重点を置き必要があれば加害性を判別する、完

璧に数値で区切ったような判別はできないですが、現地で今までサル対策を苦労する中で培

ってきた加害性判別の情報を、県職員や市町村、関係機関と共有して比較をして判断するよう

にしたいと思います。そもそも動物はおりに囲われた状態は恐いし、攻撃を受けている状態と

思っています。おりに対して人間がどのくらいの距離で何をするかでもその場その場、ケース

で違ってきます。それを一律に基準めいたものでこの場合は加害個体だとすることはまず不

可能です。 

○ 委員５） 私と広谷先生は最終的な確認は支援センターの専門職員がすると聞きました。サル

も他の動物も捕獲されれば威嚇はします。コザルはおびえて威嚇してこない場合もそうでな

い場合もあります。それ自体がわなに捕獲された個体で威嚇したらイコール加害個体という

ことはありえません。事務局が威嚇されれば加害個体として認定しますと言ってしまったの

でそこを確認していると思いますが、加害個体と認定された個体がわなに入り、さらに威嚇す

ればそれは加害個体です。それ以外の個体は委員３からも懸念があるので、しっかり加害個体

かどうかわからない個体でわなにかかり威嚇することがあれば、１日２日わなに置いたとし

ても、しっかり専門職員に加害性を確認してもらうことを徹底すればいいのではないかと思

います。 

○ 部会長） 捕獲をする方はできるだけ経験を共有していただく。 

○ 事務局） わなに入っている状態なので一分一秒その場で即断しろ、駆けつけろということで

はないので現実的にできると思うので。 

○ 委員３） わなにかかり興奮しているので威嚇するのは当たり前で、私が懸念しているのは威

嚇の度合いを数値化しろなどといっているわけではなく、支援センターが正しい判断をされ
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るだろうと信用していますが、それが 100％できるとは限らない。判断基準は被害を受けてい

る農家から考えると、できるだけ数を減らしたいとあるのでそこは、駆除への歯止めがかから

ないくなってくるのではないかと思います。これは威嚇していると判断してしまうことにつ

いて私は懸念を示していて、本来であれば判断が迷うような場面でも、威嚇しているとして処

分してしまうことを恐れています。 

○ 事務局） まず資料に文字として落ちていなく申し訳なかったが、これは総合的に判断という

ことで、威嚇というのが単発で判断基準になるは相当威嚇の度合いが強い場合で、その威嚇単

独のことがらをもってしても加害個体にほかならないという場合であって、基本的にそれま

での地域での個体の特定できているのであればその特徴であったり、その個体かどうか限定

はできないがその性年齢のものがそこでかなり高頻度でやらかしているとか、そのときの出

没地点だとか頻度だとか得られた情報で判断していく、野生動物が相手なので全てわかるわ

けではないのでわかる範囲で、視点としては地域での災いをできるだけ減らしていく、一方で

野生動物と共存していく、その目的のために取り得る対策ではあるので、目的と何をもって判

断したかは踏まえて。総合的に判断という言葉が抜け落ちてしまっていて、口頭では言ってい

るんですが。 

○ 委員３） 先ほどの凡例を含め威嚇という言葉が。 

○ 事務局） 威嚇が一人歩きしないように。 

○ 委員３） そういったことに補足を入れて捕獲する人に説明をして下さい。 

○ 委員７） 専門家から見た威嚇と農家が感じる威嚇とは異なる部分があります。受ける側がど

う感じるかで違います。農家本人が恐怖に感じるものが威嚇になると思います。畑仕事をして

いて自分の身に恐怖に感じるということが威嚇につながると思うので、威嚇の状況について

は農家の声を聞いて判断して欲しいです。専門家が考える威嚇と違うと思うので住民の考え

方も考慮していただくとか。 

○ 委員３） 農家の方が納得してくれる威嚇の説明で、大きく２つに分けて説明すればよいと思

います。積極的にサルが威嚇しながら近づいてくる場合と、サルは立ち止まっていてこちらが

近づいたら威嚇が大きくなる場合です。サルが近づいてきながら威嚇してくる場合と、それと

は別にサルはうずくまって動かず、人間側が後ずさりすればそれ以上サルから襲ってこない、

襲う姿勢を見せないというのはかなり違うと思います。これを、歯を出した威嚇と一言でくく

って威嚇としていたので、これを一緒くたにするのはおかしいと言っているのです。それ以上

細かくなると難しいと思います。 

○ 事務局） ここで議論になっているのは加害個体を特定して、殺処分してしまうという議論な

ので、威嚇は人間の感じ方でありいろいろなケースがあると思います。加害個体として特定し

て殺処分の対象とする時は威嚇も判断要素の一つであり、全体を見て殺処分するかどうか決

めていくと思います。被害の報告があったときの威嚇は感じ方なのでかなり幅広く、殺処分す

るときの威嚇はこれが威嚇でこれが威嚇でないという線引きがあるわけではないので、我々

は人が何かしたわけではなくサルから威嚇してくる、人を怖がらない個体を恐れていて、そう

いった個体をできるだけ合理的に選り分けて、どうしようもないときは殺処分する、人を恐れ

ない、人が持っているものを自分が欲しいと思えば取りに来てしまうもの、野生動物なのでで

きるだけ殺処分はしたくないですがこれは無理だというときに、判断する際にこれも情報の

１つとしていきたいと思います。 
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○ 部会長） 議論は出尽くしているようなのでこの問題はこれで終わります。以上で議事を終了

します。 

○ 事務局） 以上をもちまして第１回神奈川県鳥獣総合対策協議会サル対策専門部会を閉会し

ます。長い時間ご議論いただきありがとうございました。 


