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►論文◄

複数集落単位による獣害対策の可能性

一栃木県佐野市と大分県を事例に一

A Possibility of Multiple Communities Managing Crop-raiding by wildlife: 

A Case Study in Sano, Tochigi Prefecture and Oita Prefecture 

加藤恵里

EriKATO 

（千葉大学大学院園芸学研究科）

(Graduate school of Horticulture, Chiba University) 

I はじめに

近年．野生動物による農作物等の被害が大きな社会問

題となり，農作物の被害防除に関する研究や技術開発が

進められている！）。なかでも．獣害対策については，地

域ぐるみでの取り組みが推奨されており 2), 3). 被害を軽

減した事例も報告されている 4),.;)。一方で．多くの地域

では実施できていないのが現状である。

獣害対策に地域ぐるみで取り組めていない地域に対し

て，いかに地域ぐるみでの獣害対策を広げていくかは大

きな課題である。先行研究では．獣害対策の方法などの

情報提供叫学習支援や動機づけ叫リーダーとなる住

民や組織賛同する人をまとめるコーデイネーター 8).

集落内の合意形成 9) などが課題として挙げられている。

本研究では．これらの課題を解決する方法の一つとして，

複数集落単位による獣害対策を検討する。獣害対策以外

の分野では．集落の統合や連合による広域的な地域単位

の活動が模索されており 10). 集落との補完関係や．組織

運営の革新性 11) などの特徴が指摘されており上記の

課題解決につながるものである。また，獣害対策に関し

ても広域的な対策がもたらす可能性はいくつか指摘され

ている。例えば．本田 12) は．住民の獣害対策の作業負

担を考慮し．旧村単位の協議会のような広域的な組織の

確立が重要であると述べている。また．東口 13) も 多

くの集落が担い手不足や高齢化などにより．単独の集落

で対策を継続することは困難になりつつある現状を踏ま

え，集落を超えた広域での獣害対策の可能性を評価する

手法を開発している。

しかし，先行研究で取り上げられている地域ぐるみの

獣害対策は，集落単位で取り組んでいる事例がほとんど

であり．複数集落単位の獣害対策の実態は把握されてい

ない。
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本研究では，まず地域ぐるみの獣害対策に取り組んで

いる各事例で主体となった組織の地域単位注11 を把握す

る。把握された各地域単位の取り組み内容の比較により，

複数集落単位による獣害対策の特徴を明らかにし，複数

集落単位による獣害対策の可能性と課題を考察する。

II 調査方法

1 調査地の選定

本研究では．被害状況と取り組まれている施策が共通

する栃木県と大分県の集落を調査地として選定しだt2)0 

両県の鳥獣による年間被害金額は．統計で得られる過去

5年間 (2010~ 2014年）において．年 1.5~ 2.5億円で

推移しており．うちイノシシによる被害金額が年 1億円

程度を占める叫また，両県とも獣害対策に関係する施

策として．獣害対策のモデル地区の設定と人材育成が行

われている。さらに．獣害専門の行政職員が，大分県で

は県庁の広域普及指導員として．栃木県のうち佐野市で

は鳥獣害対策係として配置され．地域ぐるみの獣害対策

を推進している。そこで．獣害専門の行政職員が活動し

ている栃木県佐野市の各集落と．大分県全体のモデル地

区を対象とした。

栃木県佐野市の集落は．野生動物による被害の多い旧

葛生町と旧田沼町の旧村部 28集落のうち．地域ぐるみ

の獣害対策に取り組んでいた 21集落から選定した。

大分県の集落は．広域普及指導員が指導に当たる 50

のモデル地区 (2013年度当時）を中心に注3). 上記の選

定条件に加え．対策に取り組んでいる年数（共同柵の設

置年およびモデル地区の指定年）の異なる集落を選定

した。

集落の選定にあたっては，特に地域ぐるみでの獣害対

策が求められていると考えられる被害状況及び営農形態



にある集落を選定するように，主業農家が数戸あるいは

おらず， 65歳以上が中心に自家消費用に農業を営む集

落のうち，イノシシやニホンジカによる水稲や野菜の食

害が多い集落を選定した。また，様々な獣害対策の形態

を議論の対象とするため，高齢化率および林野率，戸数，

集落・農地の分布条件は異なる集落を選定した。

その結果．佐野市からは 13集落 (SA~SM集落），

大分県からは 9集落 (OA~ OI集落）が選定された。

両県の集落の概要は，表 lのとおりである。

表1 調査集落の概要

県 集落名
市町村

戸数
高齢化

林野率
集落・農地

備考
／旧村 率 形態

SA 
佐野市

90 22.6% 66.1% 列状（河川）
AIB村

SB 
佐野市

40 35.7% 66.1% 列状（河川）
Al日村

SC 
佐野市

130 33.1% 92.2% 列状（河川） ※ 
B旧村

SD 
佐野市

60 43.5% 92.2% 列状（河川）
B旧村

SE 
佐野市

175 23.6% 45.5% 面状c旧村

SF 
佐野市

170 23.6% 45.5% 面状
c旧村

> SG 
佐野市

100 40.5% 89.6% 列状（河川） ※ 
D旧村

SH 
佐野市

170 23.5% 75.0% 列状（河川）
EIB村

SI 
佐野市

300 23.5% 75.0% 面状
E旧村

SJ 
佐野市

130 23.6% 75.0% 面状
EIS村

SK 
佐野市

160 23.6% 75.0% 面状
E旧村

SL 
佐野市

60 26.5% 75.0% 列状（河川） ※ 
E旧村

SM 
佐野市

170 29.9% 89.0% 面状
F旧村

OA 
宇佐市

13 40.0% 86.0% 列状（河川） ※ 
GIB村

OB 
宇佐市

22 54.9% 86.0% 列状（河川） ※ 
G旧村

oc 
宇佐市

23 34.6% 86.0% 列状（河川） ※ 
G旧村

OD 
竹田市

101 38.5% 80.6% 列状（河川）
H旧村

含県 OE 
由布市

57 32.5% 64.5% 面状 ※ 
I旧村

OF 
日出町

130 41.3% 43.1% 散在 ※※ 
J旧村

OG 
別府市

52 65.0% 93.9% 面状 ※ 
k旧村

OH 
豊後大野市

60 62.0% 96.2% 散在 ※ 
L旧村

OI 
豊後大野市

30 58.8% 96.2% 散在 ※ 
L旧村

資料：栃木県佐野市の戸数データ（集落）は聞き取り調査．大分県

のデータは大分県 15). 高齢化率（大字）は市町村への聞き取

りまたは市町村ホームページ．林野率（旧村）は 2010年農林

業センサス栃木県・大分県統計書 16) より作成。

注：備考欄の※は集落と大字の単位が一致，※※は大字と旧村の単

位が一致することを示す。

2 聞き取り調査の内容

選定した集落が取り組んでいる地域ぐるみの獣害対策

の地域単位及びその取り組み内容の特徴に関して，半構

造化聞き取り調査を行った。調査対象者は，各事例の獣

害対策の中心人物とした。複数年の調査により，地域ぐ

るみの獣害対策の展開過程を追った。

聞き取り調査の項目は，地域ぐるみの獣害対策の地域

単位，取り組み内容， きっかけ，主体となった組織，中

心人物および参加者，展開過程と今後の課題である。

調査は， 2010年8月~2015年 10月の間に実施した。

栃木県佐野市での各年の延べ調査日数は， 2010年：10日，

2011年： 19日， 2012年：3日， 2013年： 11日， 2014年：

4日， 2015年： 1日，大分県での各年の延べ調査日数は，

2013年： 17日， 2014年： 6日， 2015年： 8日である。

III 地域単位と取り組み内容

佐野市の調査対象集落からは 14事例，大分県の調査

対象集落からは 10事例の地域ぐるみの獣害対策が把握

されたit410

把握された地域ぐるみの獣害対策を，主体となった組

織の地域単位別にまとめたところ，集落単位が一番多く

13事例であった。集落より広域となる複数集落単位の

獣害対策は， 5事例把握された。さらに集落より狭い

地域単位である町内会の班単位の獣害対策も， 6事例把

握された（表 2)。

なお，同じ集落内で 2つの単位によって獣害対策がお

こなわれている事例が 7組みられた（表2の同一集落が

関わる事例）。これらはいずれも，集落より広域の地域

単位との組み合わせであった。例えば，班単位の有志

組織が獣害対策に取り組んでいる SH集落（事例 5)で

は，旧村単位の獣害対策（事例 24)も独立してみられた。

また， SE,SF集落は，旧村単位の獣害対策（事例 23)

を受け，各町内会でも獣害対策に取り組んでいた（事例

10, 11)。

ここで，集落，班，複数集落それぞれの地域単位によ

る獣害対策の特徴を，獣害対策の取り組み内容によって

分類して捉える（表 3)。

最も多かった集落単位で取り組んでいる事例には，町

内での共同作業の延長として共同柵の設置に取り組む事

例（事例 9, 13 ~ 15), 獣害対策のための新規組織ある

いは農業関係の組織が，共同柵の設置に取り組む事例

（事例 7,8, 12, 16 ~ 18), 町内会あるいは有志組織が，

環境整備を行事として取り組む事例（事例 7, 10, 11) 

がみられた。

班単位で取り組んでいる事例には，班内の共同作業の
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表2 地域ぐるみの獣害対策の地域単位

事例番号 地域単位 関係する集落 参加地域 主体 取り組み内容 対策開始年
同一集落の

関わる事例

1 SG集落 1班 班 柵の設置 2008 

2 SG集落 1班 班 柵の設置 2011 

3 
班

SG集落 2班 班 柵の設置 2013 

4 SG集落 2班 班 柵の設置 2013 

5 SH集落 2班 農家有志組織（新規） 柵の設置ヤギの放牧 2012 事例 24

6 OF集落 l班 農家有志組織（新規） 柵の設置 2010 

7 SA集落 1集落 町内会・農事組合法人 柵の設置環境整備（イベント） 2010 

8 SC集落 1集落 農家有志組織（新規） 柵の設置 2007 ， SD集落 1集落 町内会 柵の設置普及啓発 2010 

10 SE集落 1集落 町内会 環境整備（イベント） 2012 事例 23

11 SF集落 1集落 町内会有志 環境整備（イベント） 2012 事例 23

12 SL集落 1集落 中山間集落協定 環境整備 2005 事例 24

13 集落 OA集落 1集落 町内会・中山間集落協定 柵の設置 2007 事例 22

14 OB集落 1集落 町内会・中山間集落協定 柵の設置 2004 事例 22

15 oc集落 1集落 町内会・中山間集落協定 柵の設置 2011 事例 22

16 OE集落 1集落 町内会専任組織（新規） 柵の設置イベント 2013 

17 OG集落 1集落 中山間集落協定 柵の設置 2006 

18 OH集落 1集落 中山間集落協定 柵の設置 2012 

19 OI集落 1集落 町内会 柵の設置 2007 

20 SB集落 3集落 (2大字） むらづくり推進協議会 柵の設置環境整備（イベント） 2012 

21 OD集落 5集落（消防分団） 集落営農 柵の設置 2012 

22 
複数集落

OA, OB, OC集落 12集落（旧村） まちづくり推進協議会 学習会 2012 事例 13,14, 15 

23 SE, SF集落 4集落（旧村） 有害烏獣害対策協議会（新規） 柵の設置環境整備 2007 事例 10,11 

24 
SH, SI, SJ, SK. 

9集落 (2旧村） JA支店・鳥獣害対策協議会 学習会 2010 事例 5,12 
SL, SM集落

資料：聞き取り調査による。

表3 各地域単位の獣害対策の特徴

事例 地域 分類（獣害対策
関係集落 主体

番号 単位 の内容）

2 1 
SG集落 l班 班

実務 SG集落 2班 班

3 
班

（共同作業延長） SG集落 3.4班 班

4 SG集落 5,6班 班

5 
実務

SH集落 1.2班 農家有志

6 OF集落 l班 農家有志， SD集落 町内会

13 実務 OA集落 町内会

14 （共同作業延長） OB集落 町内会

15 oc集落 町内会

19 
実務

OI集落 町内会
（班とりまとめ）

8 SC集落 農家有志

12 
集落

SL集落 農業関係組織

16 実務 OE集落
町内会専任

組織

17 OG集落 農業関係組織

18 OH集落 農業関係組織

7 実務行事 SA集落
農業関係組織

町内会

10 
行事

SE集落 町内会

11 SF集落 町内会有志

20 
実務

SBその他 2集落 地域振興組織

21 ODその他4集落 農業関係組織

23 
実務 SE. SF 獣害対策関係組織

複数
（集落取りまとめ） その他 2集落 （新規）

22 集落
学習会 OA. OB, OC 

地域振興組織
（集落取りまとめ） その他 9集落

SH, SI, SJ, SK. 
獣害対策関係組織

24 学習会 SL, SM 
（新規）

その他3集落

資料：聞き取り調査による。
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延長として共同柵の設置に取り組んでいる事例（事例 1

~ 4) と，獣害対策のための新規組織が共同柵の設置等

に取り組む事例（事例 5,6)が把握された。

複数集落で取り組む事例には．農業関係あるいは地域

づくりを目的とする組織が共同柵の設置に取り組む事例

（事例 20,21) に加え．集落単位の組織による獣害対策

のとりまとめを行う事例（事例 22,23), および広域単

位で学習会のみを行う事例（事例 24)がみられた。

以上より，各地域単位の特徴をまとめる。集落や班単

位で取り組む事例には，町内会やその班といった既存の

組織による取り組みが多かった。獣害対策は．既存の共

同作業の延長として取り組めたことがわかる。他方，複

数集落による獣害対策は．中山間地域等直接支払制度の

集落協定などに取り組んでいる農業関係の組織や旧村単

位の協議会が多く関わっていた。

また，複数集落による獣害対策の大きな特徴は．各集

落の獣害対策のリーダーシップをとることや，広域単位

で学習会を開催することにあった。これらの事例は．集

落単位では取り組めない集落の参画を促すと推測される。

以下．複数集落単位での獣害対策の詳細を明らかにし，

可能性を考察する。



w 複数集落単位による獣害対策

1 既存の組織による共同柵設置の事例

(1)事例 20

既存組織が主体となる事例 20のSB集落は，同じ大

字内の 2集落 Sl. S2集落とともに設立したむらづくり

推進協議会が獣害対策の主体になっていた。むらづくり

推進協議会では，農家レストランで提供するソバの生産

や加工をおこなっていた。むらづくり推進協議会主体の

獣害対策は，このソバの被害防除を目的としていた。取

り組み内容は．共同柵の設置と．景観の整備等であった。

事例 20が取り組まれたきっかけは．むらづくり推進

協議会会長が各世帯による獣害対策は限界であると佐野

市の担当者へ相談を持ちかけたことである。担当者のア

ドバイスを受け，地域ブラントと認識されているソバの

被害防除を前面に．むらづくり推進協議会が主体となっ

た対策を取り組むに至った。

上記のように．ソバの被害防除が目的であるため，ソ

バを生産していない S2集落は．共同柵の設置対象の地

域となっていなかった。また，今後も S2集落で対策の

予定はなかった。地域ぐるみの獣害対策の広がりが一部

にとどまった事例といえる。

(2)事例 21

事例 21のOD集落では， 2つの旧村に属する 5集落

からなる中山間地域等直接支払制度の営農組合が獣害対

策の主体になっていた。これは，消防分団の単位であり，

地域内の行事の単位とは異なった。

営農組合主体の獣害対策のきっかけは， 2012年当時

事務局長の総会での提案であり，各世帯で取り組んでい

た対策の出費を見かねた提案であった。当初は，希望者

が被害防除柵を設置する計画であったが，設置場所の検

討にあたり，営農組合に取り組んでいる地域全体で共同

柵を張ることが決定した。設置には営農組合の役員およ

び農地の所有者が参加し，各町内会の班ごとに取り組

んだ。

営農組合がリーダーシップをとったことで，関係する

全集落で獣害対策を取り組むに至った事例である。

2 複数集落単位の獣害対策の取りまとめを行う事例

(1)事例 22

事例 22では， OA. OB, OC集落を含む 12集落から

なる G旧村で設立されたまちづくり協議会が主体であ

った。

事例 22のきっかけは，まちづくり協議会の活動内容

を検討するために行われた，旧村内の小学生以上の住民

全員が対象のアンケートである。獣害（対策）が，生活

における不便・不安，地域にとって重要なことおよび課

題の項目で上位に挙がったことを受け，活動目的の一つ

になった。

まちづくり協議会は，県職員とともに地域ぐるみの獣

害対策に取り組む先進地への研修や，学習会を開催した

後協議会役貝および各集落有志で，全集落の被害や対

策状況を示す環境点検マップを作成した。その他，旧村

内で狩猟免許（ワナ猟）を持っている 6名に，箱ワナを

購入配布していた。

なお，事例 22のG旧村で，共同柵を設置していたの

は12集落中 6集落である。うち 5集落はまちづくり協

議会設立以前に設置しており，上記の活動を経て設置に

至った集落は OC集落のみであった。他の集落は，今後

も設置する予定はなく，協議会も各集落に共同柵の設置

は強制していなかった。

協議会は学習会や環境点検アップの作成のみを行い，

共同柵の設置の判断は，各集落に託した事例であった。

(2)事例 23

事例 23のC旧村は，獣害対策を目的とした有害鳥獣

被害対策協議会を設立した。協議会設置以前は， C旧村

単位の組織はなかったが，運動会や敬老会， レクリエー

ションなどは行われていた。

協議会は，獣害の増加を受け 2005年に設立された。

しかし，設立時に学習会を開催した後は活動しておらず，

役員（各町内会長および農区長）による話し合いが続い

た。活動の再開は， 2007年であった。佐野市による共

同柵設置への補助事業の募集があり， SE集落の町内会

長（当時）が協議会として申請した。当時の役貝メンバ

ーの理解が大きかったことも活動再開につながった。

ところが，初年度は費用の負担があるのではという疑

問や反発もあったため， リーダーの住む SE集落のみで

共同柵を設置した。この結果被害防除の効果や，自費

負担がなく設置できることが他の集落に認識された。さ

らに， 2008年から C旧村 4集落で同日に行う耕作放棄

地の草刈が，協議会のリーダーシップのもと毎年行われ

るようになった。対策の効果として分かりやすく，また

毎年の恒例行事となったことで，住民の獣害対策に対す

る関心の広がりに一役を買った。これらの活動を受け，

他の集落でも共同柵の設置に至った。

協議会がリーダーシップをとり，環境整備などに取り

組んだ結果共同柵の設置が関連集落にゆるやかに広が

った事例である。
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3 学習会のみに取り組む事例

(1)事例 24

事例 24では．農業協同組合の支店が関わる被害対策

協議会の主体となり．獣害対策に関する学習会が開催さ

れていた。設立のきっかけは．獣害の解決を目指した農

業協同組合の支店長（当時）の提案であった。支店は 2

旧村 9つの集落を担当しており，協議会のメンバーは．

各集落の町内会長や農政協力員，狩猟者であった。

協議会は，学習会をきっかけに．各集落で獣害対策が

進むことを期待している。しかし. 2旧村内で地域ぐる

みの獣害対策に取り組んでいる集落はほとんどなかっ

た。事例 5のSH集落や事例 12のSL集落は当旧村に含

まれるが．事例 24の取り組みと関連はみられず．学習

会をきっかけに取り組みが広がったとは言い難い。

被害対策協議会の会長 (SH集落元町会長）は．各集

落単位で研修会を行うなど，協議会メンバーである集落

代表者から集落内の各住民へ情報を広げなければ．共同

柵の設置等にはつながらないと考えていた。

v 複数集落単位による獣害対策の展望

1 複数集落単位による獣害対策の特徴

本論では，複数集落単位による獣害対策の特徴を，他

の地域単位との比較から明らかにした。

班や集落単位では，共同作業に取り組む町内会や班が，

その延長として獣害対策に取り組んでいた事例が多く見

られた。他方，複数集落単位による獣害対策は，農業振

興や地域づくりを目的とする組織による獣害対策がみら

れた。農業振興や地域づくりを目的とする広域的な組織

は増えており，これらが獣害対策へ取り組みを展開する

可能性は期待される。

また，複数集落単位による獣害対策の特徴は，取り組

み内容そのものにもみられた。集落単位の獣害対策のリ

ーダーシップをとることや，学習会に特化した取り組み

を行うことなどだ。これらの取り組み内容は，これまで

獣害対策に取り組めなかった集落の参画を促すと考えら

れたため，その実態を 3つの取り組み内容に分けて把握

した。

その結果，農業振興や地域づくりを目的とした組織が

共同柵の設置をおこなった事例では，その目的から外れ

た農地や集落には獣害対策が広がっていなかった。集落

の取りまとめを行う事例では，広域的な組織がリーダー

シップを取ることで，各集落に獣害対策に取り組むきっ

かけが与えられていた。しかし，共同柵の設置のような

実務作業に取り組む判断は，集落に託されていた。学習

会のみに取り組む事例では，各集落の実務作業にまで取
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り組みは広がっていなかった。

以上より．複数集落の獣害対策による取り組みを広げ

るためには．大きな課題があると考えられた。次節では，

課題について考察する。

2 複数集落単位による獣害対策の課題

まず， 3つの取り組み内容に関して，それぞれ課題を

挙げる。

既存の組織による獣害対策は， 目的が明確であり， リ

ーダーシップも発揮されやすい。他方，取り組み範囲や

内容が限定的になりやすく，対象から外れた集落の取り

組みを広げることが課題であった。集落のとりまとめを

行う事例は，各集落単位への強制力はないものの，いく

つかの集落にて新たに獣害対策に取り組んでいることが

確認された。学習会のみを目的とした事例は，現時点で

は影響力が弱かった。各集落での獣害対策を広げるため

に集落内の動機づけや，合意形成への支援が求められ

ていた。

以上をまとめると，複数集落単位の獣害対策は，強い

リーダーシップのもと広域的に取り組みを推進すること

と，弱い強制力のもと各集落へ判断をゆだね，ゆるやか

に取り組みを広げていくという 2通りの役割をもつと考

えられる。獣害対策のような地域資源管理に取り組む地

域単位に関して，田中 17) は，班，集落，共同作業の単位，

小学校区，旧村などの多様な地域単位による連携が重要

であると指摘している。本論から，獣害対策に関しても

多様な地域単位がそれぞれの役割に取り組むことが重要

であると指摘できる。実務作業に取り組むことが可能な

地域単位は，広域化するにあたって限度がある。そのた

め，上記の 2通りの役割を念頭に，複数集落単位と，集

落や班単位をどのように連携し，地域ぐるみの獣害対策

を広げることができるか考えることが重要となる。

3 結び

本研究では．集落機能の低下などに伴い検討されてい

る複数集落単位による地域ぐるみの獣害対策の特徴を明

らかにした。複数集落単位による獣害対策は，各集落の

取りまとめや獣害対策に関する学習会の実施など，直接

的な被害防除対策以外の取り組みを含むという特徴があ

り強いリーダーシップのもと広域的に取り組みを推進

することと，弱い強制力のもと各集落へ判断をゆだね，

ゆるやかに取り組みを広げていくという 2通りの役割を

有することが明らかになった。また地域ぐるみの獣害

対策に取り組めていない集落へ取り組みを広げることを

考える場合は，これまでの取り組みを継続しながら，他

の地域単位との連携を考えることが重要である。



獣害対策の継続性に関しては地域づくりなど，獣害

対策に特化しない活動との連携が求められていた叫農

業振興や地域づくりを目的とした広域的な組織が獣害対

策に取り組む事例が把握されたことは，獣害対策に特化

しない取り組みが行える可能性を示している。しかし，

加藤 19) の研究では．複数集落単位の獣害対策は，必ず

しも地域づくりにつながった活動に取り組んではいなか

った。複数集落単位の事例も含め，地域ぐるみの獣害対

策の継続性の議論は今後も求められる。

また．本論文で取り上げた事例の取り組みは古い事例

で 10年弱新しい事例では数年であった。今後も 継 続

的に取り組みを評価していく必要がある。
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注

注 1)農業関係の組織等，主体となる組織の種類の違いも獣害

対策の取り組みに影響を与えると考えられるが．別稿に譲

る。本論では，各地域単位の特徴およびそれらの単位で取

り組む利点をみることがH的である。また．加藤 (2015)

の研究では同地域の獣害対策と地域づくりへの発展を考

察しているが地域単位の違いによる分析は行っていない。

地域ぐるみの獣害対策の実態把握には．両研究が相まって

可能になる。

注2)栃木県と大分県では．烏獣被害の歴史や．社会・文化的

背景による違いが見られると考えられるが．本研究では東

日本と西日本双方の地域の事例をみるにとどめ．その違い

の比較は行わない。

注 3)全県を対象とするため．選定から抜けた南部地域のうち

豊後大野市から 2集落を加えた。 2集落は．モデル地区と

同様県や市職員との関わりが多かった集落である。

注 4) 2つの地域単位にて地域ぐるみの獣害対策に取り組む集

落があったため，集落数より事例数が多い。
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