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野生動物と人が共存でき
～獣害対策のこれから

る地域を

株 式 会 社 う ぃる こ 噺 潟県長岡市)

代表取締役社長 山 本  麻 希 氏

11.獣害対策を始めたきつかけ

― 新潟県で獣害対策を始めたきつかけは何で

しょうか。

2011年 に獣害対策の任意団体を立ち上げ、

2014年 にNPO法人新潟ワイルドライフリサー

チを設立、2018年 5月 に一部業務を分社化し

て株式会社化 し「うぃるこ」 (wildlife co―

existenceの頭文字)と して活動しています。

獣害対策の活動を始めたのは、生態学者と

して野生動物と人が共存ができるよう、正し

い獣害対策を広めたかったからです。

きっかけは、新潟県内で年に1000頭以上の

熊が大量出没する年が2006年 と2010年 にあり、

その時の自治体の対策が、防除などの対策も

なく熊が出たら殺すしかないという、たいへ

んひどいものでした。そのころ、猿の被害も
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日本列島は、約70%が森林で、古くから人と

野生動物は共存 しながら生きてきました。しか

し、中山間地域の過疎化や高齢化の進行、里山

の荒廃、野生動物の個体数の変化から人間と野

生動物との距離が急速に縮まり、さまざまな車し

蝶が生まれています。

この状況を解決 しようと、獣害対策の専門家

集団であるソーシヤルベンチャーが新潟県長岡

市に誕生 しました。知識と実技の両面から現地

で研修、診断やコンサルティングを行い、地域

に多くの専門家を育成 しようとする取組につい

て、お話を伺いました。

(聞 き手 |ほ くとう総研 専務理事 伊藤賢治、

2019年 10月 7日 )

ひどい,大況でした。サルは、銃でやみくもに

捕獲すると群れが分裂し、被害エリアが拡大

するという厄介な生態をもっています。しか

し、当時の新潟は、銃器による捕獲がサル対

策の中心で、かえって被害を広めていました。

そのような状態を見逃せなくなり、県内の

心ある生態学者の仲間とグループをつくって、

行政担当者に正しい対策を啓発したいと思い

活動を始めました。そうこうしているうちに、

猪は出る、鹿は出るで、現在はたいへん忙し

くしています。

―一獣害対策と一口に言つても、具体的にはどの

ようなものですか。

獣害対策の技術には、被害防除、個体数管

理、生息地管理の三つがあり、そのバランス



が大切です。

被害防除は、電気柵やワイヤーメッシュ柵

などを設置し、農作物や集落を守るのですが、

その維持が必要です。いま国の補助で全国6

万キロメー トルの柵が導入されたといわれて

いますが、柵が破られたり、漏電したりで防

除効果が薄れ、ほとんどがモニュメントのよ

うになっているのが現状です。そこで、現地

に行き、柵機能診断や電気柵設置研修を行っ

ています。

個体数管理は、動物の生息密度の指標とな

る狩猟効率を狩猟者カレンダーから算出し、

そのデータと地図データソフトを使い、密度

の濃いエリアや被害が多発する地域における

捕獲を行い、生息密度や被害が減ったのかを

検証します。

私自身も罠免許を保持しており、地元の猟

友会に所属しています。また、い うぃるこは

新潟県栗島浦村から、人為的に導入された鹿

の全頭捕獲事業も請け負っています。

12.具体的な獣害対策の事業

一 先生こ自身が八ンターと聞しヽて驚きました。

「うぃるこ」で行つている行政向け事業とは、

どのようなものでしようか。

2014年 から毎年、新潟県鳥獣被害対策本部

鳥獣被害防止対策指導者養成研修という行

政担当者を育成する研修を年に7回 ほど、行っ

ています。

自治体の担当者は2～ 3年で異動しますが、

鳥獣被害対策の経験のない方がほとんどで、

当研修により専門知識を持つ担当者が増え、

専門家と行政間の信頼関係もできてきました。

山本 麻希 (や まもと まき)氏

株式会社 ういるこ 代表取締役社長

長岡技術科学大学 工学研究科 生物機能工学専攻 野生動物管理工学研究室 准教授
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お金の切れ目が縁の切れ日ではなく、今年は

お金がないからここまでやって、次の予算が

取れたらこれをやりましょうというような、

継続的な支援をしています。私たちは新潟か

らいなくなることはありませんから、里山の

恵みを大切にしながら、持続可能な田舎暮ら

しのできる環境を地元自治体と一緒につくる

べく、ずっとフォローしていきたいと思って

います。

― 集落環境診断について、教えてください。

獣害対策を行うのはあくまでも地域住民の

方々ですので、集落単位で自立的な対策を行っ

ていく必要があります。集落診断は、集落に

おける鳥獣被害対策の戦略作 りを住民と一緒

に行うものです。

まず、集落の環境を私たちプロと一緒に調

査します。集落によって、出る動物も、住ん

でいるお年寄りの割合も、作っている農作物

も、山の形もすべて違います。それを精査し、

この集落だったら、こういう対策をしたらう

まくいく、この柿の本は切らないと熊はいつ

までたっても来ますね、といった診断を住民

と一緒に現地で行います。

次に、調査の結果を見ながら、今後行う対

策について、ワークシヨップを通じて合意形

成していきます。住民がこれならやれるとい

うものを、誰がいつどのお金で行うか、補助

金の説明もして、詳細な計画を立てるお手伝

いをします。

そしていよいよ住民による対策の実施です

が、す ぐに被害がゼロになるところばかりで

はありません。そこで、翌年も効果検証のワー

クショップを行い、被害がゼロになるまで住

民をフォローしています。

最
3.獣害対策の専門家の育成 につ いて

一―獣害対策のスペシャリストはまだ少なく、地

域で人材を育てたいという思しヽがおありな

のですね。

2014年 に初の民間業界団体である一般社団

法人ふるさとけものネットワークを、山梨や

岐阜や千葉の仲間と設立し、その会長をして

います。当団体を立ち上げた時、全国市町村

にアンケー トをしてみえた課題を獣害対策白

書にまとめました。その結果、人材がいない、

専門家がいない、何をしてよいか分からない

など被害対策現場の実態が浮き彫 りとなりま電気柵設置研修の様子

捕獲技術者研修の様子
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した。そこで、2015年から当団体で、専門家

を育てる「けもの塾」を毎年開催しています。

特に今力を入れているのが罠による捕獲技

術の研修です。全国でも有名な罠を作ってい

る的三生 (佐賀県鳥栖市)の和田三生社長が

私のくくり罠の師匠です。くくり罠はただ置

けばいいというものではありません。生息密

度が低いところでは捕獲が難しく、一度捕獲

に失敗すると、賢い動物が三度かかる確率は

非常に低い。動物の通るけもの道を見切 り、

捕獲を失敗しない高い技術が必要です。

銃猟は、現在狩猟者の中心となっている40

年以上のキャリアがある60～ 70代のハンター

たちがあと10年 で銃をやめてしまうと、狩猟

者の人数は現在の 2～ 3割 しか残 りません。

若い人は他に仕事 もあり毎日猟に出るのは

難しいため、今後は公的捕獲者を雇うことも

必要でしよう。また、銃は藪があって視界が悪

い季節はなかなか撃てないので、夏や秋の有

害捕獲には適しません。この季節は、罠を使う

必要がありますが、新潟の猟友会には罠猟師

が少なく、今後増やしていく必要があります。

――ICTが活かされる分野はありますか。

様々な大手企業が ICTを活用した′鳥獣害対

策に取 り組んでおり、箱罠の検知システムを

作っていますが、これらの機器を現場で正し

く使うためにも獣害対策の専門家が必要です。

ICTの罠を使うとしても、良い場所にセッ

ティングし、箱罠に猪が入った際、ちようど

いいタイミングで捕獲のボタンを押さなけれ

ばいけません。猪は家族の群れで来るので、

最初に入った 1頭だけ捕ってしまうと、逃げ

てしまったほかの個体は罠を学習し、二度と

捕れなくなります。家族の全頭が罠に入った

ところを見計らってインターネット上のカメ

ラの映像を見ながら捕獲のボタン押すのです

が、これが実際は難しく、正 しい捕獲のため

の指導が必要です。

山本 麻希 氏 (長岡技術科学大学にて)

― 野生動物との共存、里山保全の観点から、最

近は獣害対策に興味をもつ人が増えてしヽる

E日 象があります。

猟友会のほか、最近はジビエから入る人も

いますし、農業から入ってもいいと思います。

地域おこし協力隊の方々は3年の任務終了後、

獣害で働こうと「けもの塾」に来る人もいます。

ふるさとけものネットワークでは、「ふるけ

もジョブ活Jと いう就職のマッチングイベン

トを毎年開催しており、獣害対策に関連する

10～ 15の企業に対して、全国の大学の農学部

や大学の狩猟部の学生や社会人など多いとき

は150人 くらいが集まります。動物に関わりた

いと希望する学生の中には女子が結構多いで

すね。

弊社でも、けもの塾やふるけもジョブ活で

知り合った人を、その後県内で実施している

指導者研修や集落環境診断の現場に連れてい

くインターンシップを行っています。

14.株式会社化で目指すこと

一 株式会社化をされたきつかけや目的は何で

しょうか。

今までは、私がほぼボランティアでやって

ようやくNPOの雇用を支えてきました。し

かし、私がいなくなったら、これまでやって

きた活動がなくなってしまいます。企業であ
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れば事業として獣害対策を継承していくこと

ができるので、獣害対策のまち医者となれる

ような専門家を育て、各地域で彼らが稼げる

ような仕組みを作りたいと思っています。

そのために、今までのノウハウをシステム

化し、アプリでデータを分析できる仕組みを

作 りたいと考えています。新しく獣害対策を

始める人にフランチャイズ契約をしてもらい、

これらのシステムやアプリを使って、弊社の

技術と知識を教え、もし経理・労務管理など

の手が必要な場合は、弊社で引き受けること

も検言寸しています。もし分からないことや困っ

たことがあったら、私たちが助けるという仕

組みです。

会社化のきっかけとなったのは、それまで

NPOの仕事力やにしく、業界団体の運営など分

からず困っていた時に、長岡技術科学大学に

ベンチャーサロンという起業したい学生や教

員が相談をする場があり、そこでベンチャー

ファンドである日本戦略投資い CEOの方に

相談しました。やるならば日本一の企業にな

ることを目指すべきとアドバイスを受け、出

資の支援も頂くことになり、2018年 5月 に株

式会社化しました。

一 会社の現在の体制を教えてください。

専門員 2人、営業事務 2人、兼業の取締役

が自分を含め 4名です。最初から一緒にやつ

てきた同い年の仲間もいます。取締役に日本

戦略投資い CEOの方に就任 して頂 き、月一

回のミーテイングを行い経営的なフォローを

して頂いています。

昨年 5月 に会社を立ち上げ資金を確保して、

会社としてのシステムをつ くりあげましたの

で、次の 1年間でどんどん新しい人を育てて

いきたいです。

今月から事務所を大学の NTIC(大学の産

学連携センター)の一室か ら、長岡市内の

NICOテ クノプラザ (公益財団法人にいがた

産業創造機構)内に移したばかりです。

一―これからの経営上の課題がありましたら、お

間かせ願しヽます。

経営課題としては料金設定の問題がありま

す。国の獣害対策の研修は無料が多いのに対

し、弊社は有料のため価格が高いと言われる

ことがあります。一般的な研修と違うところ

は、これまで現場で培ってきた鳥獣被害対策

私たちは、3つのことを大切にしてい

ます。

1■民が主体

となれる持続可能な

対策提案

螂

意しいRll議 と対策で

野聾動物と興存できる

地域づ くりを提案

■昴|='ダ|

地域ごとの課懸を

共に悩み解決するまで

徹底的にサポート
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のノウハウを活かし、きちんと被害を減らす

効果が出せるところだと思っています。

私共は社会を変えることが目的のソーシヤ

ルベンチャーなので、その成果をお金に換算

することは難しいのですが、事業を行って世

の中がどう変わったかという弊社の「インパ

クト評価に)」 を公表しています。

15.里山保全と地域のサステナビリテイ

ー 獣害対策と里山の保全は今後ますます重要

になりますね。

全国の獣害被害は最近、239億円 (平成22年

度)か ら158億円 (平成30年度)に減っている

のですが、その一部は、耕作放棄地が増え被

害がカウントされなくなっている影響もあり

ます。

これから100年持たないといわれている地下

水問題や温暖化などの影響から、世界の食糧

難が必ず来ます。日本の農地の大部分が中山

間地域に存在しますが、農地は一度荒れると

農地に戻すのは大変です。治水、食料、放棄

地、地主のいない崩壊している山など、日本

の国土利用のあり方を今一度検証すべき時期

にきているのではないでしようか。

農村がなくなれば、我々が獣害対策をする

意味もないのです。中山間地域 というバツ

ファーゾーンが無くなれば、都市に獣害が及

んでパニックになるでしょう。今年もすでに

新潟県内では熊が人里に下りてきて多数の人

身被害が出ています。

里山には、都市にない魅力があります。エ

ネルギー源の本があります。山をどうやって

つくるか、農業をどう経営するか、あきらめ

ずにやれば必ずできるはずです。いま私は獣

害対策で精一杯ですが、都市と里山が融合し

た素晴らしい田舎をつくっていくことが何よ

りも大事だと思っています。

「

会社概要 ― ― ― ¬
株式会社 ういるこ

設 立

代表者

資本金

本 社

2018年 5月 24日

代表取締役 山本 麻希

370万 円 従業員数 :4人

新潟県長岡市新産4-1-10
NARIC201号 室

に)事業活動による社会的な変化を可視化する取組の一つ。獣害被害対策業界では初の事例 (当社調べ)。
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