
平成 30 年度 第２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 31 年３月 13 日(水) 14：00-16：00 

開催場所 万国橋会議センター特別会議室 

委員 15 名中 11 名出席(過半数)により会議は成立 

議題 

(１) 平成 31 年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画(案)について 

 ・平成 30 年度の事業実施状況及び平成 30 年度ニホンザル管理事業実施計画の変更点について 

 ・平成 31 年度の事業実施計画(案)について 

(２) ニホンザル管理事業における今後の検討課題について 

(３) 平成 31 年度ニホンザル管理事業スケジュール(案)について 

(４）その他 

 

会議の経過は次のとおりです。 

 

（１）平成 31 年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画（案）について 

・平成 30 年度の事業実施状況及び平成 30 年度ニホンザル管理事業実施計画の変更点について 

 

○ 委員１） ６ページ、２被害防除対策で、秦野市・伊勢原市のところでハイカー等に対して餌付け等の

禁止を周知し、とありますが、具体的に内容説明をお願いします。７ページ（３）追い払いで何回か出

てきているドローンによるサルの追い払い実証実験について、もう少し細かく説明をお願いします。具

体的にはどこが主体になり、効果などどこまで結果が分かっているのかという点について。最後に資

料２－１、K３の捕獲方法は銃器に限ると書いてあります。どのような経緯で銃器に限るとなったのか説

明お願いします。 

○ 事務局） 「ハイカー等に対して餌付け等の禁止を周知し」は、湘南地域の事業計画に載っていたも

のを記載したので詳細については事務局では把握していません。 

○ 委員２） 伊勢原市、秦野市は丹沢大山を中心として観光客が多く訪れます。そういった方がサルに

対して安易にエサを与えないようにということで啓発用の看板を必要な箇所に設置して、餌付け禁止

を周知しています。 

○ 事務局） ドローンによるサルの追い払いの実証実験は支援センターと県の産業振興課と相模原市

でやりました。 

○ 委員３） 県の産業振興課が長野県サーキットデザインという会社にドローンの技術開発の委託をして

います。神奈川県の目的はドローンを使った追い払いの技術開発を目的として、市はサルの追い払

いに関する実証実験と、目的は違いますが、県と市で連携してやっています。今年１月から始め３回

実証実験を行いました。ドローンを飛ばして、空中からタカの鳴き声をスピーカーから流しました。サ

ルの群れは現地では確認出来ませんでしたが、GPS 端末を見る限りではドローンを飛ばした瞬間に

かなりの距離をサルが移動したという効果が見られました。まだ３回しか実施していないので効果や

課題については、これから神奈川県と調整して進めていく形になると思います。実際にはサルの群れ

の位置をまず把握しなければいけないこと、サルが出没した場合の即応性に課題があります。 

○ 事務局） 相模原市の個体数調整の計画の中で、年度当初からはこわなと銃器による捕獲を予定し



ていました。個体数調整を進める中で銃器捕獲の期間が残っている段階で捕獲上限 20 頭に達しま

した。Ｋ３群は頭数も多く４次計画中の目標頭数に近づけるため、個体数調整を続けたいということで

したが、はこわなの捕獲期間は終わってしまいましたが銃器による捕獲期間が残っているので、銃器

による捕獲のみならば性年齢区分をはずした上で実施してもいいのではないかと判断して実施して

います。 

○ 委員１） 看板設置で前回の会議やその前の時も言いましたが、チラシを配る時や看板を設置する時

には情報を資料として載せて欲しいです。というのも餌付けの禁止の周知の看板やチラシであまり適

当でないもの、観光客にエサをやってはいけない等の内容が適切でないものが含まれていることが

多いので、どういうものが書かれていてどう伝えているのか、みなさんの議論の題材になるので出して

欲しいです。２点目のドローンの話ですが。行政側がサーキットデザインに依頼してやっているのであ

れば、委員４、タカの鳴き声によるサルの影響という論文はありますか。 

○ 委員４） ないです。 

○ 委員１） 私はもともと鳴き声の研究もやったことがあるのですが、解釈が非常に難しいです。そういう

ものが確立していないのに、ドローンを飛ばしてタカの鳴き声がどう影響するのか、やることの適当性

の観点から税金でやっているのですからコンサルタント会社に頼むことが適切かどうか疑問です。コ

ンサルタント会社はいい加減なところが多く研究者としての能力も低いです。研究計画の段階でタカ

の鳴き声が何を意味するのか、あと、特にドローンによるサルの追い払いは発想は単純過ぎます。確

かにドローンを飛ばすだけでサルは何回かは逃げるでしょう。しかしサルは慣れが早いので回数が重

ねられるにつれ逃げることも減ります。シカでも追い払いで火薬でドンとやっても途中から効果がなく

なります。サルは特に学習が早いです。ドローンを使い自分で森林に入らずインスタント的なものに頼

ることは最近の研究などで流行りなのかわかりませんが、今の話を聞いた限りでもいい加減で突っ込

みどころが多いです。税金を使っているので計画段階で研究者に見せて適切かどうか確認しながら

やっていただきたい。現段階では無駄金を払っているだけの気がします。３点目、資料２－１で、要す

るにはこわなは期間でできない。銃器は期間が残っている。期間による都合で銃器に限るとしている

わけですね。言わずもがなですが、銃器による捕獲は危険性がつきものなので、はこわなの方にして

欲しいと思います。期間が残っているからといって銃器という危険な方法は適切かどうか疑問が残りま

す。 

○ 事務局） １つずつお答えします。まず委員ご指摘の看板ですね。前回もご質問、ご指摘あったのに

反映できておらずすみません。周知に関して私たちこれまで感覚が薄かったところですけども、餌付

けを防ぐことはサルに限らず野生動物は非常に重要になってきているので、市町村さんや、実際に

やってくれた方を通じて資料としてできる限り示せるようにします。２点目に対しては言葉足らずで申

し訳ございません。実証実験は県の産業振興課が所管している新技術開発として試行錯誤な取り組

みがありますが、オープンイノベーションといって、事業者から開発テーマを募ってコンペにかけ、採

択されたものについて一年間は補助をして、実はこの事業の補助期間は終わっていますが、その後

の技術開発のフォローアップとして相模原市のご協力もいただきながら環境農政局と協力しながら進

めているトライアル的な取り組みです。一般的な完成された事業として税金を投入してやっているもの

ではないということが一つあります。タカの鳴き声でどうか、慣れてしまうというのは委員のご指摘の通

りですが、鳥獣対策に関して手法が限られていて困難度を増している中で、様々な模索をしないと、

これから山間部では人もいなくなり野生動物との付き合いがより一層難しくなることを想定している中

では、僕達が目指しているのは野生鳥獣との棲み分けと共存であり、それに向けてできるだけ多くの



手法を持っていたいというなかで、県として意思決定された予算の使い方の範囲で実行可能なことを

やっている中で、相模原市ご協力いただきよかったと思いますが、トライアルの一環としてやっている

ということで、不可欠なものをよしとして税金をつっこんで完成された仕事としてやっているわけではな

いということをご理解いただければと思います。３点目についても説明の仕方が悪く申し訳ありません。

南秋川地域個体群のＫ３群については、望ましい手法として当初からはこわなと銃器、これは当然、

安全性、危険性、群を分裂させてしまう可能性、を十分鑑みて、あるいは地域によって捕獲の実施体

制があるか、技術があるかを吟味した上で、市や地域と進めながらここの群れについては捕獲手法を

はこわなと銃器捕獲にしてあります。その中から今回状況をかんがみて５頭追加され、手法について

銃器が適切であるということでなりました。捕獲期間が残っていたというのは事務局から説明した通り

で、はこわなの捕獲許可は終了していて、銃器はまだ時期があるのも説明の通りですが、大前提とし

てはこわなによる捕獲手法も銃器による捕獲手法もこの群れに対しては適当であるとすでに判断して

いる中で、今回許認可が継続している銃器の捕獲を採用したことになります。 

○ 委員１） 看板についてはわかりました。餌付けは研究でもやっていて全国的にデータを集約してい

るので何らかのお役に立てるのではないかと思いました。２つ目は未完のものだから許されるというの

は少し違うと思います。未完のものであるからという理由で税金が費やされてもよいという言い逃れに

ならないと思います。ドローンは業者にとってはおいしい内容だと思います。というのも予算がとれると

思うんですね。私もドローンを１台持っていて調査にドローンを使っていますが、いろいろ制約があり

ます。これがドローンの講習を受けると制約のようなものも書類が申請しやすくなるのですが、それが

一種の既得権益になっていて、すごくお金がかかります。ドローンの操縦の資格、勝手に協会を作っ

てやっているのですが。そういうことを踏まえての人件費などが多額にかかってくる内容だと思います。

なのに今の状況だとコンペが終わり、これを今からどうしようかという段階であれば尚更税金が未完で

あっても費やされているので、それなりの研究者の意見を、この研究でサルの追い払いによりプラス

になるか、どういう風にやったら検証がしやすいかを聞くべきだと思います。最後に銃器に限る話で、

期間が残っていることも理解しました。適切であるということは理解しましたが、適切かどうかではなく、

私はリスクの話をしていています。銃器は人を撃ってしまうなど事故がたくさんあるので、できるだけ使

って欲しくないので、はこわなの期間や条件が終わっていても、例外的に切り替えられるのであればリ

スクの少ない、誤射などの最悪の状況を招かない側に労力を使ったほうがいいのではなかと思いま

す。 

○ 事務局） ２点目はこれで返すと平行線かと思いますが、ドローンを用いた技術開発は、オープンイノ

ベーションという県庁内でもロボット技術開発の部門で行われている事業であり、私どもも協力・参画

する中で必要な手順を踏み、専門家のご意見を入りながら審査していただき、実際にコンペが終わっ

た後、技術開発は非常に少ない予算である一定の段階までいきました。その段階でもし終わってしま

ったらそれこそ税金の無駄遣いで終わります。今はその先のフォローアップをやっているので、委員１

が言われたことは役所の仕事の中で当たっているケースもあるかもしれないけれど今回はそうではな

いことを申し上げて起きます。ご意見があったことは当局に伝えます。 

○ 委員１） イノベーションというものは失敗することが多いと思いますが、研究として専門の研究者の意

見を聞いてからフィールドワークができる体制を作って欲しいということです。行政関係者だけで研究

のことがよくわからない、デザインがつかめていない状況で繰り返してしまうと使い物にならない研究

結果になるので、専門家の意見を聞いてほしいです。 

○ 部会長） ご意見なので事務局も受け止めていただきたいと思います。 



○ 委員４） ６ページ「囲いわな捕獲」「多頭捕獲わな捕獲」とありますが違いがわかりません。ICT のまる

みえホカクンだとは思いますが。一方でドローンや GPS と書いてあるので、ここでしっかりと注釈をつ

けたり ICT を用いていると書いて欲しいです。７ページ図１に追い払いの地図がありますが、追い払

いの位置情報と書いてありますが、追い払いを実施した位置情報ではないですよね。言葉の修正を

お願いします。９ページ群れごとの個体数の推移ですが、いくつかの群れに分裂のところで年度が書

いてありますが、以前も話をしたことがあるかと思いますが、今までどのような形でどの群がどのように

変遷を行ってきたかは委託会社からのモニタリング報告書には記載されていますが、サルの検討委

員会で実際にそうであるとしっかりと確認したことはないので、確認していない中で年度と分裂の記載

はまだやめていただきたいと思います。中間年で群れの変遷の確認はしていただきたい作業だと思

います。私は各地域協議会に出ていて、サル計画を毎年見ていて思いますが、知っている人が見る

と意味がわかりますが、知らない人が見ると、ドローンも県産業振興課と支援センターが連携と一言で

書かれてもどういう形でやっているかがわかりません。長くやっている方が担当で多いので、読む人が

読めば裏事情もわかる内容になっているので、少し補足したほうがいいと思います。ドローンについ

ても補足すると、人が入っていけないような場所、湖畔林、神奈川は湖があるので追い払い員が入っ

ていけないような場所で活用ができないかという話が最初にありました。そういった背景がある中で県

産業振興課にドローンの技術開発の話があり、相模原市に場所を提供していただく話が先にあった

かと、そういうものを端折って連携し、となっているので、今のドローンバブルになっているのではない

かという印象も与えかねないので、事業の詳細を補足したほうがいいのではないかと思います。あと、

何のために今後活用していこうと思っているのかが見えてくると委員１のご意見にも答えられるのでは

ないかと思います。 

○ 委員５） 今までこの会議であまり丹沢湖群の話を聞いたことがなかった気がしますが、分布が拡大し

たことで、下の方にいくとミカンのある地域だと思うので、すでに被害が出ているのか、山北町は会議

でも見かけないですが山北の方はどう思っているのか、畑に出る前に追い払うようにプレッシャーをか

けたいいと思いますがどう認識されているかご存知ですか。 

○ 支援センター） 丹沢湖群は 10 ページの地図を見ると、GPS をつける前から行動域の右下の方という

かここに国道 246 号線があってその南側の谷峨という地域に行っていました。昨年度さらに一番右の

ほうに点があるんですが、町役場、山北の中心地に行ってしまいました。ここでは新東名の工事あり

そういった影響も考えられますがそれで行動が変わったり、それは一回しか行っていないんですが、

そんなことがありました。まだ一回行って一回で戻ったので町役場が対応し追い返しているので被害

は起きていない状況です。町役場の方も意識していて、常に見守りしているわけではないですが、地

元の方が煙火で追い払ったり町役場の方が追い払う活動をしています。 

○ 委員６） ６ページ、２被害防除対策、ア西湘地域で、集落環境調査を実施するとありますが、今後の

調査をした後の対策について教えてください。 

○ 支援センター） H 群の片浦地区は明日、明後日に調査に入ります。去年も追い払いの試験をして場

所はわかっていますが、H 群の行動範囲にエサ場やかくれ場があるので、地図を作り地域の方も来

ていただき、その方と情報を共有して、うまくいくかはわかりませんがそこの藪を認識していただいて

そこの刈払いが進めばいいんですが、やってみてと思っています。後はサル用の柵が地元で数件し

か見られないので、柵についてもイノシシの対策をしているところはあるので、そこから一歩進んでサ

ル用の電気柵もどうですかと、地元に入ってくるツールとして地図を作りたいと考えています。 

○ 委員７） H 群は最近片浦地区の石橋に集中していて、その前は行動範囲が行ったり来たりしていた



のが石橋に集中しているのはなぜかわかりません。わかれば教えていただきたいです。片浦の石橋

地域の農家の声は、実は JA の職員もいて今朝も話をしたのですが、今ミカンは晩かん類が中心です

が、下はイノシシ、上はサルで収穫がないと悲鳴を上げていると聞いています。H 群については現地

の農家の方の声を聞いていただき、農家の話の中では追い上げは難しいと聞いているのでよい具体

策を見出していただきたいと思います。 

○ 支援センター） Ｈ群の行動域は北部の早川、石橋、米神という集落に集中しています。ここ２年くら

いの傾向にあり、Ｈ群は真鶴まで行く群れですが、根府川、江之浦の南側は地元の方が結構頻繁に

銃器で追い払いをやっているのがわかりました。石橋、米神、早川は銃を返してしまい追い払いをや

っていないので、ひとつの要因と思っています。私もこの SNS のＬＩＮＥでサルの情報交換もし、地元

の声も聞いています。被害感についてはしっかり調査します。 

○ 委員７） 特に石橋に居ついている。H 群が早川に行きＳ群の地域に広がらないようにというのが一番

懸念しているところです。 

○ 部会長） ４ページ放棄されている果樹の伐採と書かれていますが、実際に実行する上での問題、あ

るいはどのくらい成果があったか、それによってサルに変化があったか教えてください。 

○ 委員４） 愛川町の果樹マップについて、集落環境調査をやる上で自宅の敷地内に植えている放棄

果樹があり、そこにサルが冬季に出没するということで回覧板を回してマップを作成しました。実際に

回覧板を回してマップを作成するとサルが出没するお宅にはキンカンを植えている。その町内で流行

っている果樹があるようで、そのキンカンを狙ってきているので伐採したところ、その町内はほぼ冬季

の出没が減り、隣の町内に出没したということで昨年度実施した町内の隣の町内からも要望が出て対

策を進めました。そういった対策をすることでサルの行動や出没頻度がかなり変えられるということが

わかりました。愛川町は今後果樹マップを進めたり、放棄果樹の伐採や採りきらない実の収穫を積極

的に進めるということで、情報については自治会の会長の集まりでも共有しているので地区で取組み

が広がることと思っています。 

○ 部会長） どうしても切るのが嫌という人は。 

○ 委員４） 切るのが嫌だとおっしゃる方が結構いましたが、回覧板にしたことが非常によかったようで、

回ってくると回覧板に隣のお宅にはキンカンが何本植わってます、そして切りましたと書いてあると、

お隣が切ったならうちも切らなくてはという形で、実際に調査をしたり地域で伐採や収穫の対策を行う

日の前にうちはもう切りましたということもあり、こういった方法でやったことで予想外の成果が得られま

した。でも切りたくない方はいらっしゃるので、そういう方々には収穫のお手伝いをすることで対応しま

した。 

○ 委員１） キンカンの話は今後同じようなケースで、キンカンの木を切り冬季の居座りがなくなりましたと

いう実績があるとよいのではと思います。今後切る場合に躊躇している方がいるとして、せっかく自分

の庭の木を切ったのにもかかわらず、サルが変わらずいるということがあると無駄に伐ってしまうことに

なると考えられるかもしれないので、愛川ではできましたという実績を回覧板に載せるとよいと思うので、

簡単なレポートを作成してもらえるといいと思いました。 

 

・平成 31 年度の事業実施計画（案）について 

○ 委員４） ダムサイト群の除去は４次計画の本体自体が変わってしまうので事業実施計画でいきなり除

去の記載は難しいと思います。また相模原市から要望が出ていると思いますが、今年度は計画の中

間年となりまして、ダムサイト群は４次計画策定時には維持していく対象の群で、丹沢地域個体群で



の対策状況等がこれから中間年で評価を受けるので、その評価を受けた上でダムサイト群について

は今後見直しが必要かどうかは検討していただきたいと思います。そのため来年度に除去はまだ時

期が難しいと思います。23 ページ、集落環境整備については支援センターで重点取組地区のなか

で、小田原市の片浦やＴ１の湯河原で集落環境調査をやって、今後対策をしていく予定であれば具

体的な地名も実施計画に候補として入れたほうが、言い方は悪いですが、毎年抽象的に書いてあり、

結局どこでやるか分かりません。群れについては細かくかいてありますが、こういった環境整備につい

てはやりますとは書いてあっても、どこでやるのか結果どうだったかがわからないのでぜひお願いしま

す。その中で例えば小田原市の片浦地域については、私も県西地域の専門員だったときに続けばと

いうことで、試しで民間の NPO 山盛りの会と県の森林林業関係の方と片浦地区の農家の方と一緒に

放棄果樹の伐採を行いました。かなり甘夏などの木が高木化していて、農家だけでは切れない、林

業の大層な機械がないと甘夏の木が５ｍくらいになっていて、かなり環境整備に手間がかかる地域で

すが、今後小田原市でも支援センターの調査結果を受けて具体的に農業関係や農協と調整して環

境整備にも積極的な予算づけや事業化をお願いしたいと思うので、候補の場所があれば調整して記

載していただきたいです。 

○ 事務局） ダムサイト群の群れ管理の考え方は委員のご指摘の通りだと思いますので、31 年度の中

間点検で検討した上で、４次計画のレベルなのか違ったタイミングなのか慎重に検討します。重点取

組地区になるかはわかりませんが、入れられる限り地名を入れるのはおっしゃるとおりですが、入れら

れるものについては入れます。 

○ 委員１） 集落環境整備で強いてお願いしたいのですが、パイロット地区みたいなところの具体的なと

ころを一ヶ所でいいので、そこでのやりかた、方法、検証、結果を一度まとめて欲しいです。先ほどの

キンカンの話もそうですが、蓄積がないと予算を回せないし、前回かの会議で撃つことにばかり終始

しないでくれと発言しましたが、こういうことに予算をかける仕組みにしないと永遠に駆除の繰り返しに

なるので、ぜひここに力をいれて報告書を作って議論できる体制につなげて欲しいです。これは強い

てお願いします。 

○ 事務局） 今年度までの重点取組地区の成果については支援センターで関係者、市町村等及びして

報告会を開く予定です。来年度の計画について調整中の部分もありそろそろ確定できるかというとこ

ろなので、決まったところについてはわかりやすくリアリティをもった計画と、やったところがどうなった

かというのもこれを伝えてこそ計画であり、実施状況の報告だと思いますので、あまり膨大な量になっ

てもいけませんが適切なわかりやすさでしたためたいと思います。 

○ 委員１） 支援センターの報告集があれば委員分配っていただくと嬉しいです。 

○ 事務局） 承知しました 

○ 部会長） 31 年度の捕獲目標数は 287 頭です。果たしてそれだけ捕れるのかどうか、計画はその数

値ですが体制は果たしてどの程度捕獲が期待できるのか、捕獲は群れごとに重点付けしてやってい

くのか、できるところでできることだけをやることになるのか聞かせてください。 

○ 事務局） 捕獲の実施体制は県が勝手に作ったものではなく、市町村との協議を終えた上で策定し

たものです。その中でこの群に関してはこのくらいの捕獲計画数でいきましょうという体制作りは市町

村にもお願いした中で作ったもので、ただその中でも優先順位はあります。除去の群れに最初は注

力してしまうところもあるので、すべて同じように進むわけではないと思います。できるところはもちろん

やり、なかなか手が回っていないところに関しても、例えば川弟郡、川弟分裂群、今まで手が回って

いませんでしたが清川村で銃器により進めてくださるところもあります。 



○ 部会長） 捕獲する人力あるいは機会の配置から考えても可能ですか。 

○ 事務局） 全ての群れが計画通りにいくのは難しいです 

○ 事務局） 相手は動物で相談しながら少ない手法で、安全面に配慮して捕れる場面は限られてくるの

で、想定通りにいかないこともあります。30 年度の報告は中間実績で報告するのでわかりにくいとは

思いますが、30 年度も計画に対して 100％ということはないですが、29、30 と計画に対する進み具合

は拡大に向上していると思います。ただしムラがあります。後回しになる群れが出てきたり成功する群

れについてできる範囲でできる限りやっていこうということで計画の変更が生じたり、凸凹があります。

出来る限り計画は計画なので進められるように努力しつつも実態にあわせた進め方でやっていきま

す。 

○ 委員６） 16、17、18 ページ群れを維持するために 30 頭以上いた方がいいと前にありましたが、丹沢

の厚木、清川村にいる鐘ヶ嶽群で 20 頭、厚木、伊勢原にいる日向群で 25 頭とありますが 30 頭以下

に目標を設定している理由を教えてください。 

○ 事務局） 鐘ヶ嶽群はもともと確認されたときに 20 頭くらいでした。その時確認された頭数で維持して

いくということで 20 頭です。日向群の 25 頭は今年度までもともと 30 程度で維持でしたが、伊勢原市

と厚木市で追い払いや個体数調整を行っている中で、現在の被害防除対策の個体数調整だけだと

対策が難しいと聞いています。ただ、それでもまだ伊勢原市でやっていただけること、防護柵を張っ

ていない地域で張っていただくなど対策の中の一つとして、個体数を 30 頭から 25 頭に落としてみよ

うと。まだ 25 頭程度なら日向群は分裂や群れの維持に影響しないということで設定しています。目標

頭数は群れごとに 30 頭下回ると危ない群れもあるので多少むらがでています。 

○ 委員６） 維持が危ないというのは雄雌の内訳ということですか。 

○ 事務局） 性年齢の構成もあります。群れが出没している地域によって 30 頭以下にするとより市街地

に出没する可能性があるなども考えての結果です。 

○ 委員３） 31 年度の事業計画を策定する中での要望です。15 ページ、「これまでの追い上げや追い

払いの取り組み状況や試行結果を踏まえ、31 年度中に体制や手法について検討を行う」と掲げてい

ます。地域では煙火は効き目がなくなっていると聞きます。それに変わる新たなる追い上げの方法、

また、中山間地域では高齢化が進み地域の方だけだと防除ができない地区が出ています。そういっ

た地域に対する活動のやり方を合わせて考えていただければと思います。それから相模原市は東京

都と山梨県に接しています。これまでも話しが出ましたが、それぞれ取り組みの仕方が異なっている

ので、地域の方から隣の県ではできるのになぜ神奈川県ではできないのかとよく聞きます。そのあた

りを県レベルで東京都や山梨県と調整して広域的に同じような手法で追い払い、防除できる体制を

検討していただきたいと思います。資料には 25 ページに県民説明会を実施するとありますが、その

中でできれば隣接都県の協力の仕方や防除の仕方などを地域の方に納得できる説明をお願いしま

す。 

○ 事務局） 追い上げ追い払いの手法の検討について西湘地域に入っていますが他の地域でも検証

が必要と思っています。事例など集めながら検討します。隣接都県は相模原市も一緒に出ている隣

接都県の打ち合わせの中で神奈川県の取り組み等理解してもらえるように調整をはかりながら対策を

進めていきたいと思っています。いずれにしても県だけでなく市町村にも絡んでいただき連携しなが

らやっていきたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

○ 委員８） 23 ページ、追い払いに入るのかもしれないが、厚木市では毎日夕方にサルの位置情報を

公表していますが、地域の方からリアルタイムで発表して欲しいと要望があり、県でやっているＧＰＳが



リアルタイムではないが比較的早く確認ができるので市民に公表する検討はしていますか。 

○ 支援センター） リアルタイムのＧＰＳの情報を基地局でダウンロードしアニマルマップに載せる取り組

みはほとんどの市町村が見られる整備が進み、市の担当者に公表の判断をお願いしていることが多

く、例えば小田原市や相模原市等、公開する方を制限して紹介したり、サルの追い払いをよくやって

いる方、情報が欲しい方には見せたり、こちらがわからない範囲に情報が伝わると追い払い以外に例

えば捕獲したサルを放されたりなど悪い影響もでるので、市町村のわかる範疇で情報提供していただ

ければと思います。 

○ 事務局） 物理的にはホームページの URL とパスワードを共有すればどなたでも見ることができるの

で、その共有する範囲を具体にできるだけ早い段階で相談して、その範囲の中で共有していくことが

いいと思います。対策に携わる方には活用していただかないと、知らないところでＧＰＳの情報が動い

ても意味がないので厚木市に限らずその他の市町村も同様です。ただその公開範囲を今のところ相

談の中で決めさせていただければと思います。 

○ 支援センター） 花火の講習会等でも情報提供させていただきます。 

○ 委員９） 県民説明会で中間年の中で行われるということですが、どういう方を対象にどういう形をとる

か聞かせて下さい。関連して委員４が個体数の変遷も把握して欲しいと言っていましたが、モニタリン

グの結果は自然なものでなく我々がコントロールした結果が反映されていて、非常に複雑な形になっ

ています。それがどういう形の説明会になるのかわかりませんが、上手く活かしながら事業としていろ

いろ行われているということになると思いますがどういうお考えをお持ちですか。 

○ 事務局） 県民説明会の対象については特に決めません。あくまで県民説明会なので。おそらくサル

に関して当事者である地域のみなさんが主役であると思いますが、住んでいる場所が横浜やサルが

いないところの方が関心を持って聞きにきてくれても構いません。ちょうど計画策定の時に同じような

形で説明会、あと計画策定した後の一回目の事業計画の時、29 年度もやりましたが、神奈川県中、

地区ごとにやることは不可能ですが、二ヶ所か三ヶ所に場所を設定し、できるだけ県内北の方、西の

方可能な限り満遍なく設定して、広報した上で参加者がたくさんであろうと少なかろうと同じ説明する

形で、一方的に説明するだけでなく、皆さんのご意見賜る説明会にしたいと思います。個体数の変遷

の検証についてはかなり技術的な要素なので事務局と他のみなさんとよく整理分析したいと思います。 

○ 委員４） 先ほどの厚木市さんのところの追い払いのところで GPS 個体の位置情報の提供の話です

が、GPS の位置情報を集める時間の設定を支援センターや県でやっていると思うので、例えば市町

村にアニマルマップについては担当者レベルで閲覧が可能だが市町村の事情にあわせて GPS の位

置情報を集める時間帯や回数を要望に合わせて設定し直し、厚木市ではなるべく回数が多い方が

いいということであれば朝と昼、夜にして市の担当者がアニマルマップにアクセスして位置情報を見て

市のホームページに反映する形でやることが一番スムーズで住民の求めていることにも答えると思う

ので、例えばそういう形で、URL やパスワードはどこまで広がるかわからないことになってしまうので、

市長村の要望に応じた形でなるべくリアルタイムに近い情報がほしければ回数を増やすとか、そうい

う対応がいいと思いますので検討お願いします。 

○ 部会長） 31 年度の管理事業実施計画についてはここで決をいただく必要があります。委員の皆様

から頂いたご意見を計画案の策定に加え修正等をお願いします。当部会の議論を踏まえた修正内

容については正副部会長に一任ということにさせていただきたいと思います。 

 

（２）ニホンザル管理事業における今後の検討課題について 



 

○ 委員２） （３）日向群の課題について、記載の通り市として個体数調整を含め管理対策を進めている

ところですが、今月に入り日向群が昨年度全頭捕獲した子易群が生息していた子易地区で複数回

目撃情報が入っており、子易地区にある大山地区の対策協議会でも組織的な追い払いを日向群に

かけていきたいという意向が示されています。日向群が日向地域の南側にある子易地域に生息域を

拡大しないような対策をとることが必要だと課題の中に加えていただけるようご検討下さい。 

○ 事務局） 課題として記載します。 

○ 委員４） 資料３、各地域協議会での中での意見を踏まえて書いてあると思いますが、各地域協議会

の中で相模原市のダムサイト群の除去や日向群も伊勢原市が子易群の除去に次いで日向群でも被

害があるので除去してもらえないかという要望が地域でありました。これから神奈川県内でのニホンザ

ルの管理は、除去を前提としていた群れの除去は粛々と進んでいる状況で、その後、維持管理をし

ていく群れに対してどういった対策をしていくかが非常に重要になってきていることを感じました。いま

検討している内容だと日々追い払いの仕方や個体数を何頭にするかという検討だけになっていて、

地域協議会で検討するメンバーも基本的には農業関係の方々、利害関係のある方々で、被害を受

けている担当課の方だけという状況になっています。このような状況だと今後神奈川県内のニホンザ

ル自体を維持していきましょうという考え方で、新しい手法が生まれない状況になっています。そもそ

もいなければいいという方々がメンバーになっていますし、被害を受けているのでできればゼロにした

いという意見があるので、中間年ということもあり今後貴重な、特に関東の人口密集地の中で、ニホン

ザルを身近で見られる自然があることがまず凄いことだと新たな価値を認めた上で、ニホンザルを適

切に管理していくにはどういった考え方が必要なのか、手法や先ほど相模原市からあった追い払い

の担い手、追い払いだけでなく捕獲の担い手もどんどん減っていく中で、ずっと農業関係課の方が

追い払いのシルバーさんや猟友会さんの人件費を出し続けるのか、そういったことが重要になってき

ます。農業被害の金額自体はどんどん減っていますので、農業関係の方が予算の中でそれを出して

いくことは難しい状況なので、考え方を変えてこのまま捕獲と個体数調整や群れの数の調整になって

いくと、シカとイノシシとは違い、サルは簡単に地域的な絶滅がおきます。全く新しい視点でサルがい

ることの価値や予算のとり方、担い手について新たな考え方の検討を今年始めていただきたいと思い

ます。サル検討委員会でできるならそれでもいいですし、新しいメンバーや私どものような生き物でな

い方、いろいろな考え方、観光資源で活用する考え方、予算を取るにもクラウファンディングを有効に

活用しているような地域の方、小田原市の資料をいただいていいなと思ったのが、慶応大学でわなの

オーナー制度という取組をされて、これも考え方としてはすごいです。わなオーナーということで一般

に公募をして、わなオーナーを募集してオーナーに狩猟している状況を見せたり、それに対してお金

を出していただき、これから事業化して担い手の確保をしたりわなで捕獲を行っていくための予算を

オーナーからお金をとり環境教育的な面も含めて事業化していく取り組みも全く違う視点からやって

いるので、そういったことも踏まえて新たな検討を始めていただきたいと思います。 

○ 事務局） ぜひ 31 年度どこまで検討がたどり着けるかわかりませんが、相模原市や委員４の指摘も大

事なところで、奇しくも同じような考え方に近しい考え方が始まっていて、少し前に先駆的にはもぎとり

をボランティアでやろうと、地域ぐるみでといってきたがこれからは県民ぐるみといったことがありえるの

ではないかと考えていますので、できることからやっていくように進めます。 

○ 部会長） 当面の課題に追われてきたところがありますが、本来の考えの整理がなされるべきですが、

現実はこれからということでご理解をいただきそのように進めていただきたいと思います。 



 

（３）平成 31 年度ニホンザル管理事業スケジュール（案）について 

〇 特になし 

 

（４）その他 

○ 部会長） 以上で議事を終了します。 

○ 事務局） 今回ご議論いただきました 31 年度の実施計画につきましては、ご意見を反映して３月 20

日に開催されます鳥獣総合対策協議会におきまして議論する予定です。それを踏まえ年度の早い

時期に計画を策定していく流れになります。以上を持ちまして平成 30 年度第２会神奈川県鳥獣総合

対策協議会サル対策専門部会を閉会します。ありがとうございました。 


