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夷隅における獣害の現状と対策・取組状況

夷隅地域では勝浦市、いすみ市、大多喜町を中心とした中山間地域で野生獣による農林作物被
害が年々拡大しており、農業振興上、深刻な問題となっています。
平成２１年度夷隅地域の鳥獣類による農作物の被害状況は、被害面積１１２．５４ｈａ（前年度
１０１．５９ｈａ）、被害金額５７，２２１千円（前年度５１，９０１千円）となっており、特にイノシシ、ハクビ
シン、シカ、アライグマ、サルの被害が多く、イノシシ、ハクビシン、アライグマについては、夷隅地域
全域に広がりつつある状況です。
また、最近ではペット等で飼育されていたハクビシン、アライグマといった、移入種が野外に住み
つくようになってからは、広範囲にわたり農作物被害や生活環境被害が増えています。
獣類別に被害額をみると、イノシシ３５，４４２千円（前年度２９，８５３千円）全体の６２％、ハクビシ
ン９，６６７千円（前年度９，４５６千円）全体の１７％、シカ５，３３５千円（前年度６，４６４千円）全体
の９％、アライグマ４，３０６千円（前年度４，２４６千円）全体の８％、サル１，９４４千円（前年度
１，３８１千円）全体の３％、この５獣類で夷隅地域全体の被害額の９９％を占めています。
主な被害作物は、水稲２７，４１４千円（前年度２５，１８９千円）全体の４８％、果樹類１０，５３５千
円（前年度１０，２７７千円）全体の１８％、タケノコ等特用林産物９，９９９千円（前年度９，８１５千円
）全体の１７％、野菜類８，５０２千円（前年度６，３２８千円）全体の１５％、この４作物で夷隅地域全
体の被害額の９８％を占めています。
夷隅農林振興センターでは、県単独事業の有害獣被害防止対策事業として防護柵の設置事業を
行っています。この事業は昭和５７年から始まり、平成２１年度末までに物理柵延長約１８８ｋｍ、電
気柵延長約１５２ｋｍ、総延長約３４０ｋｍにもなります。
獣害による農作物被害の拡大は、農家の生産意欲の減退を招き、不耕作地の増加にも繋がり、
農林業生産の大きな阻害要因ともなっています。
そこで、野生鳥獣による農作物被害の未然防止と被害対策を推進し、今後の夷隅地域農林業の
発展を図るため、現状と取組事例をまとめましたので対策の一助になれば幸いです。



イノシシによる被害

勝浦市上野 フェンスの破壊

勝浦市興津 足跡

御宿町実谷 路肩破壊

大多喜町三又 防護トタンの破壊



イノシシによる被害

御宿町実谷 水稲の被害 大多喜町紙敷 タケノコの食害痕

勝浦市台宿で捕獲されたイノシシ 体長110cm 推定体重50kg



イノシシの食害・足跡等

足跡 食べかす

足跡 水稲の食害痕



シカによる被害

大多喜町伊保田 水田の踏み荒らし

足跡
大多喜町 夜間農地近辺に現れるシカ



ハクビシンによる被害

大多喜町 トマトの食害痕

捕獲されたハクビシン

トウモロコシ畑の倒伏



アライグマによる被害

いすみ市 トウモロコシ食害痕

いすみ市 トウモロコシ被害

いすみ市で捕獲されたアライグマ



夷隅地域のサル被害状況
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夷隅地域のシカ被害状況
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夷隅地域のイノシシ被害状況
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夷隅地域のハクビシン被害状況
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夷隅地域のアライグマ被害状況
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獣害対策実証試験１
課 題 中山間地における有害鳥獣被害防止対策

ねらい 農家自身が設置でき、安価な経費で効果の高い方法として、地元で手軽に

入手可能な竹酢、木酢、薫炭液等を利用した忌避効果確認を行う。

梨栽培（勝浦市） ナス栽培（大多喜町）



獣害対策実証試験２
課 題 山間谷津田におけるイノシシ被害防止対策
ねらい 農家自身が設置でき、安価な経費で効果の高い方法として、先進地で普及しつつある

簡易型電気柵の有効性確認と漏電防止対策ネットの効果確認を行う。

簡易型電気柵（いすみ市下布施） 漏電防止のための雑草抑制シート



獣害対策実証試験２

• その後 台風による被害はあったものの、イノシシによる被害はなし。

台風による法面の崩落 シートにより崩落被害の軽減



獣害対策実証試験３
課 題 ハクビシンによる梨被害防止対策
ねらい 農家自身が設置でき、安価な経費で効果の高い方法として、先進地で普及しつつある

簡易型電気柵の有効性確認を行う。

簡易型電気柵（いすみ市岬町谷上 梨園） 地表から電線の間隔は10cm-10cm-15cm-
15cmで配線



獣害対策実証試験３
窪地からの侵入があったため対策を講じた。
その後、ハクビシンの侵入はなく被害はない。
農家の話では幸水の被害が多く、豊水は酸味が強いためか被害はないとのこと。

設置後ここから１回侵入があったた
め対策を講じた

窪地の処理



獣害対策実証試験４
課 題 複合種（サル・シカ・イノシシ・ハクビシン等）による被害防止対策
ねらい 農家自身が設置でき、安価な経費で効果の高い方法として、先進地で普及しつつある

簡易型電気柵の有効性確認を行う。

簡易型電気柵（大多喜町会所） 延長１５０ｍ ５段張り



獣害対策実証試験４

その後獣による被害はなく作物（ダイコン、アシタバ、ハタワサビ、ネギ）は順調に
生長している。



獣害対策実証試験４

獣による被害はなく作物は順調に生長しているものの、外から見えるため周囲に
執拗に徘徊している。



獣害対策実証試験５
課 題 竹林におけるイノシシによる被害防止対策
ねらい 農家自身が設置でき、安価な経費で効果の高い方法として、先進地で普及しつつある

簡易型電気柵の有効性確認及び地元で手軽に入手可能な 竹酢、木酢、薫炭液等を
利用した忌避効果確認を行う。

簡易型電気柵（大多喜町八声 タケノコ園） ペットボトル忌避対策（大多喜町八声）



獣害対策実証試験６
課 題 水田におけるイノシシによる被害防止対策
ねらい 農家自身が設置でき、安価な経費で効果の高い方法として、先進地で普及しつつある

ワイヤーメッシュ柵の有効性確認を行う。

ワイヤーメッシュ柵（勝浦市関谷）

１枚 100cm×200cm
(φ2.6mm×10cm角)

延長１８８．１ｍ １，８９４㎡



獣害の問題点と対応策

◎普及事業での位置づけ明確化

◎代替技術の確立（ワイヤーメッシュ法）

◎集落、地域ぐるみの対策推進

●イノシシ対策技術の研究成果は顕著であ
るが、農村、農家への普及が停滞

●電気柵の普及は急激に進んでいるが電
気事業法に抵触

●被害拡大原因の不耕作農地が増大中

（４）被害対策技術

◎補助事業の見直し

◎効率的な捕獲技術の見直し

●補助事業により、柵を設置したが、被害域
は拡大の一途

●狩猟捕獲、有害鳥獣捕獲の従事者の減
少高齢化

（３）法的規制・補助
事業

◎生産意欲の喚起

◎外来種の特定検索方法

◎加害獣の生理生態の学習

●生産意欲が低く、被害報告が少ないため
実態が把握できない

●外来種の被害は夜間のため、獣種の特定
ができない

●獣害被害が年々拡大し、被害域も拡大の
一途

（２）農作物被害の
実態

◎現地実証試験の取り組み

◎試験研究機関での究明

●全国的に稀な複合種の生息地域（サル・
シカ・イノシシ・ハクビシン・アライグマ・アナ
グマ・タヌキ・キョン等）

●外来種（ハクビシン・アライグマ・キョン等）
の生理生態が不明

（１）獣の生理・生態

対 応 策問 題 点視 点



推進方策

４市町、他郡市
との連携

試験研究からの
資料収集

備 考

◎普及事業での対応（所内体制の整備、学
習会の開催）

◎推進資料の作成

◎事業採択要件の見直し（侵入防止柵選定
チェックシートの採用）

◎効率的捕獲技術の見直し（被害、目撃情
報の収集と地図作成）

◎全市町からの情報収集

◎外来種特定検索図の作成

◎獣害対策マニュアル作成

◎現地実証試験の取り組み

①大多喜町会所 多獣種対策確認

②大多喜町八声 ｲﾉｼｼﾀｹﾉｺ対策確認

③いすみ市下布施 ｲﾉｼｼ野菜対策確認

④いすみ市岬町谷上 ﾊｸﾋﾞｼﾝ梨対策確認

⑤勝浦市関谷 ｲﾉｼｼﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ法

◎景観のよい防護柵研究

◎放牧による遊休農地解消試験

対 応 策

改良普及課

改良普及課

（４）被害対策技術

企画振興課

企画振興課

（３）法的規制・補助
事業

企画振興課

改良普及課、企画振興課

企画振興課、改良普及課

（２）農作物被害の
実態

改良普及課

改良普及課

企画振興課

（１）獣の生理・生態

担 当 部 署視 点



獣害対策施設別の長所・短所

○×◎◎△×工夫必要性

○△◎○××移動性

○△◎○◎○耐久性

◎◎△◎×◎設置技術

○△○○○×イノシシ以外
の獣

×◎××◎◎メンテナンス

△△△◎×△労力負担

△○△◎×○単価

常設型簡易柵恒久柵ﾜｲﾔｰﾒｯ
ｼｭ

電気柵＋

トタン柵

トタン柵電気牧柵金網柵視点

凡例 ◎優 ○良 △可 ×不可

※ ×印がついている項目については、設置にあたり特に注意する。



関係機関との取り組み姿勢

国県行政 農林振興センター

農家

試験研究

市、町、村行政 農協

被害要因の分析、対策
技術指導、展示実証

防除資材の販売
設置指導

補助事業の創設
対策技術支援

被害防止姿勢
地域ぐるみの対策
自主的な取り組み

連携

連携 連携

連携

連携

連携


