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平成２７年度千葉県指定管理鳥獣捕獲等事業（ニホンジカ）の事業評価 

 

１．平成２７年度事業評価 

平成 27 年度の指定管理鳥獣捕獲等事業について、実施計画の内容や事業の実施状況の 

評価及び、事業の効果の評価を行った。事業の目標は「糞塊数の低減」であったため、   

事業の効果を評価するにあっては、平成 27 年度と平成 28 年度に実施したニホンジカの  

糞塊調査結果の比較を行った。 

 

（１）実施計画内容及び事業の実施状況の評価 

１）評価方法 

 事業の目標設定や実施内容について適切であったかを、計画の項目ごとに評価を行った。 

 

表 1 実施計画内容及び事業の遂行状況に関する評価項目 

実施計画の項目 評価項目 

目標 
 実施計画の目的に対して適正な目標設定であったか 

 目標は達成されたか 

実施期間 
 目標が達成されるために、適切な時期および期間であったか 

 設定された実施期間に対して予定通り実施できたか 

実施区域 
 実施計画の目的に対して適切な区域設定であったか 

 設定された区域で実施できたか 

使用する猟法・捕獲規模 

 捕獲実施地域、目標に対して適切な猟法、捕獲規模であったか 

 猟法を実施する上で課題はなかったか 

 事業実施中または事後に苦情等がなかったか 

作業手順・実施体制 

 作業手順や実施体制の内容は適切であったか 

 実施計画通りの工程で作業が行われたか 

 安全性は確保されていたか 
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２）評価結果 

 実施計画における各項目について、実施計画の目標や内容に対して適切であったかを 

評価した。 

 

表 2 実施計画の項目と実施状況の評価 

実施計画

の項目 
実施計画内容 実施状況及び評価 

目標 

目的（生息域の縮小または

拡大防止を目的とした、生息

域外縁部における捕獲強化）

に対して、糞塊数の低減を 

目標とした。 

目標設定 

これまで捕獲があまり実施されなかった地

域であり、生息密度も低く捕獲数および捕獲努

力量に関する情報がほぼ無かったことから、生

息密度指標である糞塊数を目標達成の指標と

したことは適切であった。平成 28 年度以降は、

生息密度指標や平成 27 年度の事業実績を踏ま

えて捕獲目標頭数を設定する必要がある。 

 

達成状況 

目標の達成状況としては、糞塊数は横ばいで

あり、目標は達成されなかった。より効果的に

事業を実施するために、実施期間や実施区域、

実施方法等を見直す必要がある。 

実施期間 

【実施期間】 

平成 27 年 12 月下旬 

～平成 28 年 3 月 31 日 

 

【うち捕獲作業を行う期間】 

平成 28 年 1 月下旬 

～平成 28 年 3 月上旬 

期間設定 

事業の初年度であり、実施にあたり多くの調

整が必要であったため、初年度の実施期間とし

てはやむを得なかったが、生息域の縮小や分布

拡大防止を目的とした場合、より長期間実施す

べきであった。平成 28 年度以降はより長期間

にわたって実施する必要がある。 

また、密度低減を目指す際には、出産期（5

～7月）の前に成獣のメスを捕獲することが効

果的であるため、実施期間を設定する際にも考

慮が必要となる。 

 

実施状況 

概ね予定通りの期間に実施した。 

 

【契約期間】 

平成 27 年 1 月 12 日～平成 28 年 3 月 25 日 

【うち捕獲作業を行った期間】 

平成 28 年 2 月 6 日～平成 28 年 3 月 18 日 
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実施区域 

低密度地域の中でも密度

が高く、今後北部への分布 

拡大が懸念される地域（市原

市のユニット I2、I3、I4、

大多喜町のユニットO9、O12。

ただし狩猟期間中は鳥獣保

護区及び特定猟具使用禁止

区域（銃器）に限る。） 

区域設定 

生息状況調査をもとに、分布域の連続性も考

慮し、目的に対して適切な区域設定であった。 

 

実施状況 

概ね実施区域内の想定した地域で実施でき

た。 

実施区域のうち鳥獣保護区を中心とした実

施となった。ゴルフ場等の土地利用を考慮する

と、妥当な実施場所であったものの、捕獲時期

を調整することで、鳥獣保護区や特定猟具使用

禁止区域以外での実施も検討する必要がある。 

また、山裾などへのわなの設置が多かったた

め、さらに効率的に捕獲を実施していくには、

実施区域の中でも尾根等のシカが良く利用す

る環境を選択してわなの設置等を行うことが

必要である。 

使用猟法・ 

捕獲規模 

猟法：わな猟（くくりわな） 

捕獲規模：30 箇所程度 

猟法・捕獲規模の設定 

目標や実施地域の規模に対し、捕獲規模が小

さかった。 

また、捕獲効率を上げるためには、銃猟の併

用についても視野に入れる必要がある。 

実施状況 

予定以上の規模で実施した。（65 箇所） 

2 週間捕獲がなかった場合は、くくりわなを

移動させた方が良いが、捕獲期間内で捕獲がな

かった箇所では、1度もくくりわなが移動され

ていない箇所が多数あった。 

また、イノシシの錯誤捕獲により捕獲効率が

低下したため、選択的にシカを捕獲できるよう

誘引餌の利用やシカによる利用が多い環境へ

のわな設置等の工夫が必要である。 

作業手順・ 

実施体制 

 関係者との事前調整・作業

実施の周知 

 捕獲の実施 

 捕獲個体の捕殺、捕獲情報

の記録 

 錯誤捕獲の場合の対応 

 捕獲情報の収集及び評価 

作業手順・実施体制の内容 

 作業手順・実施体制ともに、事業の遂行上、

問題のない内容であった。 

特に作業手順については、明確かつ安全管理

に配慮した内容であり適切であった。 

 

実施状況 

実施計画通りに作業を行うとともに、適切な

人員配置及び役割分担により、安全に捕獲を実

施することができた。 

また、必要に応じ回覧等により事前周知した

こともあり、苦情等は特になかった。 
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（２）事業の効果の評価 

１）評価方法 

①糞塊数の変化 

ニホンジカの糞塊調査は、同一時期、同一ルートで実施することにより比較可能な   

データの取得に努めている。平成 27 年度と平成 28 年度の同一ルートで実施したデータ

の比較を行った。比較にあたっては、過年度の状況も反映することが予想される古い糞

塊を除いて集計した。 

また、糞塊の残りやすさは、天候の影響を受ける可能性があることから、平成 27 年度

と平成 28 年度の糞塊数の比較をする際の参考にするため、糞塊調査ルートに最も近い 

アメダス観測所で記録されている平成 27 年と平成 28 年の月別平均気温を算出した。 

 

②総捕獲数（狩猟、管理捕獲）と糞塊数の動向比較 

実施区域における平成 27 年度と平成 28 年度の糞塊数の変化と平成 27 年度の総捕獲

数を比較した。 

 

２）結果 

①糞塊数の変化 

平均糞塊密度は、両年度とも 0.37 で変化はなく、統計的な有意差も確認されなかった

（Kruskal-Wallis 検定，p=0.92）。糞塊密度をルート別にみると、D-8 は増加したが、D-9

～D-11 は変化がなく、D-12 で減少していた。 

糞の消失に気温が影響することが知られているため、両年の月別平均気温を比較した

ところ、統計的な有意差は確認されず（wilcoxon 検定，p=0.84）、糞塊数の変化はほぼ  

生息密度の動向を反映しているものと考えられた。そのため、生息密度は横ばいである

ことが考えられる。 

 

表 3 夷隅地域のニホンジカ糞塊密度 

（糞塊数/km） 

調査地点 平成27 平成28 

D-8 0.00 0.26 

D-9 1.01 1.01 

D-10 0.30 0.30 

D-11 0.00 0.00 

D-12 0.56 0.28 

平均 0.37 0.37 

 

                図 1 平成 27 年度と平成 28 年度の夷隅地域の 

                      ニホンジカ糞塊密度（糞塊数/km） 

 

※糞塊密度を求める際には、「新」及び 
「中」の糞塊数のみを使用した。 
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図 2 平成 26 年 8 月～平成 28 年 7 月の月別平均気温 

（両期間中に統計的な有意差は見られない。wilcoxon 検定，p=0.84） 
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②総捕獲数（狩猟、管理捕獲）と糞塊数の動向比較 

平成 27 年度の総捕獲数及び狩猟数、管理捕獲数、管理捕獲のうち指定管理捕獲等事業で

の捕獲数を表 4に示した。 

 

表 4 実施地域における捕獲数の内訳（平成 27 年度 狩猟・管理捕獲） 

総捕獲数 狩猟 許可捕獲 
指定管理事業 

（全捕獲数に占める割合） 

28 8 16 4（14.3％） 

 

ルート（D-12）においては糞塊数の減少が見られたが、糞塊数が平成 27 年度調査で 2、

平成 28 年度調査で 1であり、元々の糞塊数が少ない中での減少であった。調査は誤差を含

むものであること、また、シカの生息が確認されていることから、当該ルート周辺地域に

おいて引き続き捕獲を実施していくことが必要である。 

ルート（D-9、D-10、D-11）については糞塊数の増減がなく、生息密度は減少していない

ものと考えられることから、分布の拡大を防止するには、これらのルート及び糞塊数が増

加したルート（D-8）を含む、大多喜町北部地域及び市原市南東部の捕獲圧の強化が必要で

ある。 

 
図 3 夷隅地域におけるニホンジカ糞塊数増減と平成 27 年度の総捕獲数 

（ユニット枠内数値は、狩猟及び管理捕獲を合計した総捕獲数） 
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（３）全体評価 

平成 27 年度は事業初年度であったため捕獲期間が短く、また、捕獲場所に制限があった

ことから、捕獲数は限定的なものとなった。より効果的に事業を実施するために、実施期

間や実施区域、実施方法等を見直す必要がある。 

一方で、捕獲に係る基礎データが不足している分布拡大地域において、捕獲効率等の基

礎データを収集出来たことから、平成 28 年度以降は得られたデータを活用し、より効果的

な事業の推進を図る必要がある。 

 

（４）第二種特定鳥獣管理計画の目標に対する本事業の寄与の程度 

第二種特定鳥獣管理計画では生物多様性の保全、ニホンジカ地域個体群の安定的な維持、

農業被害の低減を目指しているが、個体数の増加及び分布の拡大が続いている本県におい

て目標を達成するには、分布の中心地で捕獲等の対策を強化することで農業被害の低減及

び生物多様性の保全を図るとともに、ニホンジカの分布拡大を防止することが重要である。 

ニホンジカの分布拡大の防止を目的とした本事業においては、平成 27 年度の実質的な捕

獲期間がおよそ 30 日程度ということもあり、分布拡大を防止するには十分な捕獲数ではな

かったことから、管理計画の目標に対する本事業の寄与は限定的であったと言える。 

平成 28 年度は、本事業をより効果的に実施するとともに、区域内で行われている有害鳥

獣捕獲と併せて地域全体の捕獲圧を強化することで、ニホンジカの分布拡大の防止を図る

必要がある。 

 


