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I はじめに

現在野生動物による深刻な農林業被害には，被害管理，

個体群管理，生息地管理の 3つの対策を組み合わせた総

合的な被害対策が必要とされている 1)。これらの対策に

関わる主体は，政府や都道府県や市町村等の行政機関か

ら被害発生地の住民，狩猟者， NPO等多様である。これ

ら主体は，それぞれに被害対策の異なる領域を担ってお

り，その遂行にはこれら主体の連携が不可欠であるとさ

れている 2)。

環境ガパナンスの分野では，様々な関係主体が，対象

物に対して異なる権限や責任，機能を持ち，それらが相

互に連携・補完じあいながら環境管理が実現される状況

は「コ・マネジメント (Co-management:共同管理) J 

と呼ばれる (WorldBank，1999) 3)。コ・マネジメントの

枠組みで実施される研究は，対象となる資源について，

管理に関係する主体，それらの組織レベルや空間的な関

係，解決すべき課題や問題を整理し，各主体の対処能力

(人員，知識，技術，資金等)やそれを向上させるため

のニーズを評価することで，現行体制がもっ課題を把握

し，政策立案や問題解決のための改善案を模索する点に

特徴がある (Carlsson& Berkes， 2005)ヘ
野生動物被害対策をコ・マネジメントの問題として捉

えると，近年の行政機関の役割の変化が際立つ。野生動

物被害対策は r鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律(以下，鳥獣保護法)Jにもとづき，長らく都道府県が

イニシアティブ、を握っていた。じかし，地方分権化や「鳥

獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措

置に関する法律(以下，特措法)J (2008)の制定や改正

(2012)等に伴い，基礎自治体(市町村)の権限は大き

く拡大した。現行法制下では，都道府県が，特定鳥獣保

護管理計画により生息数調査や広域での個体数管理を実

施する一方，基礎自治体は特措法に基づき，被害防止計

画の策定等により取り組みを積極的に推進することがで

きるようになった九このように被害対策における主体

聞の関係は現在においても変化しつつある。

E 既往研究

野生動物被害対策に関する既往研究の多くは，防除技

術の開発(例えば藤田ら (2009)6)，山端 (2010)7)) や

集落での防除の体制整備(例えば糸山 (2010) 8)) に焦

点、を当てられがちであった。

他方，被害対策における各行政機関の実態やそこでの

課題，さらには関係主体が持つ異なる権限や責務をどの

ように調和・連携させるかとし、う被害対策のガパナンス

の側面からの研究として，岸岡ら (2012) 9) は，都道府

県を対象に被害対策体制における部局の特徴とその関係

における課題について明らかにした。また，ツキノワグ

マの保護管理における基礎自治体の役割における課題に

ついて明らかにした長坂ら (2005) 10) の研究などがある

が，このような視点からの研究はまだ数少ない。

E 研究の目的

本研究では，野生動物被害対策に関する問題を政府や

地方自治体，被害発生地の住民などの多主体によるコ・

マネジメントの問題として捉え，その中でも行政機関に
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おいて，基礎自治体を中心として，国や都道府県との連

携のもとで対策がどのように遂行されているか，またそ

こでの課題を明らかにすることを目的とする。具体的に

は，野生動物被害対策に関わる関係主体の連携関係の実

態を明らかにし，基礎自治体が持つ権限，保有する知識・

技術，人員や予算といった対処能力を詳細に把握する。

そこから，これらの対処能力が他主体との連携関係の中

でどう補完され，また不足しているのかを明らかにする。

W 研究の方法

1 分析の枠組み

(1)基礎自治体の対処能力

本研究で、はCarlson& Berkes (2005) 4)をもとに，基礎

自治体の対処能力を，①対策実施のための予算，②対策

に関わる人員，③保有する知識，④対策実施に必要な技

術，の4つに分類した。そこから，野生動物被害対策のコ・

マネジメントの中で，計画策定や対策の実施といった，

市町村の機能を果たすために必要となるこれら対処能力

の過不足と能力向上のニーズの把握を試みた。

(2)国や府県による補完

上記の基礎自治体の対処能力の過不足や能力向上のニ

ーズの把握と併せて，これらの各能力に対して，国や府

県との連携の中でそれぞれがどのように補完されている

か，あるいは補完されないままに課題として残っている

かを整理する。これにより，現行法制下において基礎自

治体に求められる役割遂行における課題を明らかにし，

各行政機関に求められる取り組みについて考察を行った。

2 調査の方法

(1)調査対象地

本研究では近畿地方の6府県の基礎自治体を対象事例

とした。近畿地方では以前から，農作物に特に深刻な被

害をもたらすニホンジカ，ニホンザル，イノシシのすべ

てで広範囲に被害が発生しており，府県，市町村ともに，

その取り組みも早くから行われていると考えられる。そ

のため，基礎自治体による被害対策の実態や課題を把握

する上で有益な示唆が得られると考えた。

(2)調査方法

本研究では，近畿6府県の全198市町のうち，特措法に

基づく被害防止計画を作成している 153市町村11) の担当

者を対象としたアンケート調査を2013年2月に実施した。

回答の得られた60市町村(39.2%)を分析の対象とした。

(3)調査項目

分析に用いた項目を表uこ示す。分析に用いた項目は，

①予算:予算額，予算が確保されているか，②対策に関
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表 1 分析に用いた項目

Table 1 Items for Analysis 

市町村独自の予算額

府県からの補助金額

国からの補助金額

予算
被害防除・生息地管理に関す

る予算が確保されているか 1まったく確保できていない

狩猟・有害鳥獣捕獲に関する -5.十分に確保できている

予算が確保されているか

専任職員の有無 あり・なし

職員の人数が十分か
1かなり不足している

人員 -5かなり余裕がある

人員が不足している業務(4 1.まったくあてはまらない

項目) -5.非常によくあてはまる

野生動物の生態(3項目)

知識 集落における対策(6項目)
1.まったく知らない

-5非常によく知っている

捕獲による対策(2項目)

技術 (10項目)
1まったくできない

-5十分によくできる

今後必要な市町村の取り組

能力向上
み(8項目)

1まったくあてはまらない

のニーズ 今後府県に求める取り組み -5.非常によくあてはまる

(7項目)

わる人員:専任の職員の有無，職員の数が十分かどうか，

人員不足している業務内容，③対策に関する知識:各項

目について担当部署がど、の程度知っているか，知識をど

こから得ているか，④対策に関する技術:各項目を担当

部署が単独で、実施することができるか，⑤能力向上のた

めのニーズ:今後必要だと思う市町村の取り組み，今後

府県に求める取り組み，である。

なお，対策に関わる知識および技術に関する項目につ

いては，農林水産省の資料 2) をもとに作成した。

W 結果

1 基礎自治体の対処能力

(1)対策実施のための予算

市町村における予算は平均 1857.1万円，府県からの補

助金は平均 780.5万円，固からの補助金は平均 3900.0

万円であった。特に固からの補助金額が大きく，過去 5

年間に国からの補助金を受けたことのある市町村は 26

あった。図 1に示すように，国や府県による補助金を合

わせた対策に関する予算への評価について，基礎自治体

における予算の中で大部分を占める「狩猟，有害鳥獣捕

獲に関する予算J， r被害防除，生息地管理に関する予算J

の両方において，多くの市町村が予算を[ある程度確保

できているJ，rかなり確保できているJ，r十分に確保で

きているJとしており，府県や固からの補助金を併せる

ことにより，一定程度の予算の確保が可能となっている



狩猟・有害鳥獣捕獲

に関する予算

被害防除・生息地管理

に関する予算

。% 20% 40% 60% 80% 100% 

白全く確保できていない

口ある程度確保できている

臼十分に健保できている

田あまり確保できていない

図かなり確保できている

図 1 予算に対する評価

Fig 1 Securing Level of Budget for Wildlife Management 

より異体的な計画策定

集落住民への技術指導の普及

捕獲の知識・技術の普及

集落での防除の知識・技術の習得

生息数や生息域の情報収集

狩猟・有害鳥獣捕獲の予算鉱充

被害防除・生息地管理の予算鉱充

人員の健保

。% 20% 40% 60% 80% 100% 

口まったく必要でない 回あまり必要でない 口ある程度必要

図かなり必要 ・非常に必要

図 2市町村の取り組みとして今後必要なもの

Fig 2 Necessity of MlInicipalities' Effort in the Future 

より具体的えよ計画策定 1

集落住民への技術指導の普及

捕獲に関する担当者への指導

集落での防除の担当者への指導

生息数や生息域の情報提供

狩猟・有害鳥舷捕獲の補助金鉱充

被害防除・生息地管理の械助金紘充

。% 50% 100% 

ロまったく必要でない 四あまり必要でない 口ある程度必要

図かなり必要 ・非常に必要

図 3 府県の取り組みとして今後期待するもの

Fig 3 Demand of Prefecture's Effort in the FlIture 

と考えられる。ただし，府県に期待する取り組みとして，

予算の拡充に関する項目が高かった(図 3)。最低限の予

算は確保されていながらも，更なる対策のために補助金

による予算の拡充を必要としていると考えられる。

(2)対策に関わる人員

対象市町村の うち，獣害対策に専務の職員がいるとし

集落指導

宝息、の情報収集

被害の情報収集

事業等の手続き

。% 20% 4a昔 6α色 80% 1∞% 
ロ全く当てはまらない

図よく当てはまる

田あまり当てはまらない口ある程度当てはまる

・非常によく当てはまる

図 4 人員が不足している内容

Fig 4 Operations Lacking Manpower 

たのは11 (18.3%) で，多くの市町村が他の業務との兼

務により獣害対策に取り組んでいることがわかった。さ

らに，必要な業務内容に対して，職員の数が「かなり不

足しているJ， I少し不足している」とした市町村は45

(75.0%) で，十分な職員が確保できていない市町村も

多く存在することがわかった。また， 専務の職員の有無

と人員の確保に関する評価には関係は見られなかった。

職員数が不足している業務内容については I諸手続

き」よりも「生息域や生息数の情報収集J，I被害状況の

情報収集J，I集落における対策の指導」が挙げられ(図

4)，人員不足により情報収集，集落での指導ともに十分

に行えない現状があると考えられる。

(3) 対策に関わる知識

図 5は対策に関わる内容について，市町村担当部署が

どの程度知っているかを示したものである。これを見る

と，対策に関わる知識について I緩衝帯設置の方法J，

「被害集落における地理や野生動物の侵入経路J，I放任

果樹や隠れ場所となる茂みの伐採箇所の選定」といった，

「被害集落における対策」に必要とされる知識が少ない

傾向にあることがわかった。この「集落における対策」

に関する知識についての情報源について質問した結果を

示した図 6を見ると，農業者や狩猟関係者および府県の

研修，府県職員とのやりとりから知識を得ることを「よ

く当てはまるJ，I非常によく当てはまる」とする回答が

多い傾向にあった。

(4) 対策に関わる技術

図 7は，獣害対策に関わる技術について，各項目を市

町村担当部署が単独で実施することができるかどうかを

質問したものである。これをみると， GISや GPS山 1)な

どの専門技術を用いた情報の収集や整理を行うことが可

能な市町村はかなり少ない。 さらに「集落住民への説明

会」や「集落環境点検」といった，集落における対策に

おいて特に重要だと考えられる内容についても約半数が

「全くできなしリ「あまりできなしリと回答した。その中
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車落の地理や進入経路
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機
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防護怖の種類や特徴

野生動拘の貫性

野主動物の行動場

野主動物の繁殖1;1'，

日% 2ω'0 40"tO 6α76 800も 1∞%

ロ全く知らない 臼あまり知らない 口ある程度知っている
図よく知っている -非常によく知っている

図 5対策に関する知識

Fig 5 Knowledge for Wildlife Management 

農業者や狩猟関係者

他市町村とのやりとり

専門家

府県職員とのやりとり

府県の研修

匿の研修

自分で調べて

。% 20% 40% 60% 80% 1∞% 

口金〈当てはまらない 臼あまり当てはまらない ロある程度当てはまる
図よく当てはまる 圃非常によく当ては;1:る

図6集落での対策に関する知識の情報源

Fig 6 Information Sources of Knowledge 

でも特に集落環境点検においては動物の侵入経路や伐採

すべき樹木の選定等，野生動物の行動や被害を拡大させ

る要因についての幅広い知識が必要であり r集落におけ

る侵入経路」や「放任果樹等の伐採箇所の選定j に関す

る知識の不足(図 5) がとくに f集落環境点検」につい

ての技術不足に影響していると考えられる。これは，図

2における，市町村で今後必要な取り組みについての質

問のなかで r集落での防除の知識・技術の習得J，r集落

への技術指導の普及Jを今後必要な取り組みとして挙げ

る傾向が高いことからもからも窺える。

専務の職員の有無との関係について，図 8をみると，

例えば「集落住民への説明会j や「集落環境点検j にお

いて rあまりできなしリとする市町村も存在するが，専

任の職員がいることによってある程度，対策に関する技
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計画策定

GISを活用した情報の整理

GPSを用いた生息調査

緩衝帯の指導

樫の設置場所

疲跡の判月IJ

追い払い指導

集落点検指導

柵設置指導

住民への説明会

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ロ全くできない 囚あまりできない ロある程度できる
図ょくできる ・十分によくできる

いる

専いない
務
職
員

の

裏いる

いない

図7対策に関わる技術

Fig 7 Skill for Wildlife Management 

集落住民への説明会

。% 20')(， 40% 60% sω. 1∞%  

ロ全くできない 回あまりできない
・十分によくできる

ロある程度できる
悶ょくできる

図8専務職員の有無と対策に関する技術

Fig 8 Presence of Expert staff x Skills for Wildlife Management 

術を持つことができるようになると考えられる。ただし，

府県に今後期待する取り組み(図 3) を見ると，府県に

よる「集落での防除に関する市町村担当者への指導」よ

りも， r集落住民への技術指導の普及jに期待する傾向が

高い。集落での対策の指導に関する技術の習得が必要と

考えながらも，府県による住民への指導を期待している

市町村が多く存在するのではないかと考えられる。

2 国や府県による補完

基礎自治体における対策実施に対して，国や府県によ

る財政支援については，図3を見るとさらなる支援の拡

充を期待する状況もあるが，多くの市町村で一定程度の

補完がなされていた。国による財政支援のうち，被害防

除や生息地管理に関する補助金が大部分を占め，次いで

捕獲に関する補助金が多く，生息調査やその他の内容

(専門家の育成支援や普及啓発)といったソフト対策に

関する補助金を受けた市町村はほとんどなかった。



市町村は府県による研修会や府県職員とのやり取りの は困難であると考えられる。加えて，多くの基礎自治体

中で，集落における対策に関わる知識を得ており(図 6)， においては，他の業務との兼務の職員による対策業務が

府県は市町村担当部署の対策に関する知識を向上させる 行われているのが現状である。ただし，専務の職員の有

役割も担っていた。しかし，対策に関する知識について， 無は対策技術と関係があり(図 8)，専門の技術職員の配

「まったく知らないJ， rあまり知らなしリ市町村も存 置でなくとも，専務の職員を配置するだけでもこれらの

在し(図 5) ，知識の補完機能は十分とはいえない。 技術不足はある程度解消することが可能であると考えら

V 考察

1 コ，マネジメントとしての野生動物被害対策における

基礎自治体の対処能力とその補完

分析の結果から，対象市町村においては，国や府県か

らの財政支援による補完も併せることで，対策に関する

予算は多くの市町村で確保されていることがわかった

(図1)。一方で，人員面に関しては，多くの市町村で不

足している現状が明らかとなった。岸岡ら (2012) は近

畿地方における3市町村における事例調査から，国の財政

支援の領域の拡太や人員不足について指摘した9.)が，本

研究による横断的な調査により，このような状況は多く

の基礎自治体において共通であることが明らかとなった。

本研究で、はさらに加えて，対策に関する知識・技術に

ついても，特に集落での対策実施の指導に関する領域が

不足しており(図5，図7) ，これには専務職員の有無に

よる影響も存在すること(図8)を明らかにした。さらに

人員不足は集落での対策の指導の実施にも影響を与えて

いた(図2)。

野生動物被害対策において基礎自治体は， r都道府県

や関係機関と連携して，情報や技術を地域住民へ提供す

る。また，集落が一体となった取組の指導を行う J2) と

されている。また，集落で、の技術指導について，弘重ら

(2011) は普及指導員のような都道府県の職員による役

割が大きいと指摘しており 12)，実際に対策に関する知識

の情報源として府県による研修や府県職員とのやり取り

を挙げる傾向が高かった(図6)。しかし，依然として技

術不足な市町村も多く，基礎自治体担当者の技術習得と

いう面では府県による補完は十分とは言えない。

これら基礎自治体における対処能力の不足を解消す

るために，①人員の確保，専任の職員の配置に対する市

町村自身の取り組みや支援，②府県等による市町村担当

者へのさらなる技術指導の体制の確立，に関する取り組

みの推進が特に必要である。たとえば現在は侵入防止柵

や濫の設置など、のハード面を中心に行われている財政支

援を，担当職員の確保といったソフト面で強化すること

による専務職員の配置，さらには技術指導の強化により，

相乗的な知識，技術習得の効果が期待できる。現在の基

礎自治体においては，専門の技術職員の配置を行うこと

れる。また，本研究では行政機関の関係に着目し分析を

行ったが，集落への技術指導においては，長坂ら (2005)

の事例で見られた NP010
)，さらには農業協同組合などを

さらなる担い手とすることも必要だと考えられる。これ

らの要素は互いに影響し合っているため，これらの取り

組みはどちらか一方だけでなく，両面を合わせて行うこ

とでより効果を発揮すると考えられる。

2 コ・マネジメントからみた野生動物被害対策の把握の

有効性

本研究では，野生動物被害対策を多主体によるコ・マ

ネジメントの枠組みにより捉え，町分析を行った。

その中で，市町村の対処能力を予算，人員，知識，技術

の4つに細分化し，それぞれについて整理を行うことで，

基礎自治体における対策の現状と課題を横断的に把握す

ることができた。このような視点からの分析により，こ

れまでは担当者自身は漠然と感じていたであろう，複雑

な他主体の関わり合いの中に点在してきた課題点を体系

的に整理し明らかにすることができた。

これにより，基礎自治体の対処能力を補完する国や都

道府県が，基礎自治体との連携関係において必要な領域

について明らかにすることが可能となると考えられる。 1

VI おわりに

本研究では近畿地方の市町村を対象としたアンケート

調査により，野生動物被害対策の取り組みの現状につい

て整理を行った。これをコ・マネジメントの枠組みによ

って捉えることで，基礎自治体における対処能力の過不

足と他の行政機関による補完，課題となっている領域に

ついて明らかにした。

その結果，予算面については国や府県による補完によ

って一定程度確保されているが，人員面では不足が生じ

ている市町村が多く存在することが明らかとなり，それ

が，例えば集落住民への技術指導などの取り組みの実施

を阻害じていることが推測された。このような課題を解

決するためには，国や都道府県には市町村担当者などへ

の技術指導，ハード面を中心とした財政支援に加えて，

人材確保のための支援が必要であることが示唆された。

ただし，これらの各対処能力の不足がどのような条件
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を持つ市町村において存在するのか，その要因について

は明らかにすることができなかった。また，野生動物に

よる農作物被害を減少させるという被害対策の最終的な

目的に着目したとき，現状においては，対処能力の過不

足と，被害の増減についての直接的な関係を見いだすこ

とはできなかった。国による法整備や財政支援，都道府

県や基礎自治体における体制整備は，被害の状況に応じ

て現在も変化しつつあり，現状と対策効果の関係を評価

することは困難で、あり，今後の課題であるといえる。

注

注 1)調査票において roPSを用いた生息調査」につい

て十分な定義を行っておらず，ラジオテレメトリ

ー等を用いた類似の調査手法が同様のものと判

断され， rできるJrある程度できる」の回答が多

くなっている可能性がある。
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Summary : We tried to identify problems of wildlife management from the viewpoint of co・management.Questionnaire survey was 

employed to clari今excessand defici巴ncyof coping-abilities of municipal govemments: knowledge， skills， manpower and budget for 

wildlife management. As a result， we found that many municipalities had enough budget over the area of damage control with 

supports from prefectural government. However， we also found that manpower， knowledge and skill are still lacking to effectively 

deal with wildlife management. From this result， we suggest that a government and prefecture have to support in the area of securing 

staffresources and acquiring skill in municipalities. 
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