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総括責任者： 進村 武男（宇都宮大学学長）

Ⅰ．概要
里山では鳥獣害が深刻化し、営農意欲に大きな打撃を与
え、地域の更なる過疎化･高齢化を招くという、悪循環が
発生している。地域で鳥獣害の効果的な対策を行うために
指導的な役割を果たす技術者が不足し、技術者と地域住民
や自治体とのネットワークも十分に構築されていない。こ
の人材養成プログラムでは、大学の教育研究の実績と自治
体の実務経験を相互に補完・統合し、地域に密着した鳥獣
対策の担い手となる人材を輩出するものである。
1.地域の現状と地域再生に向けた取組状況
a. 地域の現状と課題
栃木県は関東平野の北端に位置し、総面積のうち、農林
地は７割以上を占めている。平野部では、首都圏に位置す
る地理的優位性を生かした米麦・園芸･畜産の調和のとれ
た生産構造である首都圏農業が盛んである。一方で中山間
地域においては、地理的に不利な条件等により農業生産活
動の維持が困難であり、耕作放棄地の増加等により農村環
境が悪化している。
中山間地域における過疎化･高齢化や生活・生産様式の
変化により人間活動が低下してきていることに加えて、野
生鳥獣捕獲の担い手である狩猟者の高齢化･減少も進行し
ている。このため、一部の鳥獣の個体数増加と生息域拡大
が進行しつつある。鳥獣害は、営農意欲に大きな打撃を与
え、地域の更なる過疎化･高齢化を招くという、悪循環が
発生する原因となっている。
鳥獣害対策を推進し、営農意欲を改善して地域を再生す
るには、地域の相談役ともなる専門的な知識・技術を有す
る指導者や、地域が一体となって協働する人的なネットワ
ークを形成することが課題となる。
b. 地域再生に向けた取組実績と今後の方向性
宇都宮大学農学部には、宇都宮高等農林学校時代から長
年に渡って積み重ねてきた農学教育・研究に関する蓄積が
ある。平成 16 年には、これまで培ってきた教育・研究の
成果、実績を社会に還元し、地域に貢献するための窓口と
して「アグリ支援機構」が設立されている。平成 19 年か
らは、里山が直面する諸問題を、大学の教育研究課題とし
て積極的に採り上げ、地域貢献に資する活動を行うことを
目的に宇都宮大学重点推進研究として「里山科学教育研究
プロジェクト」を発足させている。さらに、平成 21 年に
は、宇都宮大学農学部の新たな附属組織として里山科学セ
ンターを設立し、地域の里山をフィールドとした教育研
究・地域貢献活動に取り組んでいる。里山科学センターの
活動の柱の一つに、鳥獣害対策を位置付けている。
2.地域再生人材創出構想の内容
a. 人材養成の目的
本事業では、地域に密着した鳥獣対策の担い手となる技
術者を養成することを目的に、一般社会人と大学院生を対
象にした二つのコースを設置した。一つは、地域での情報
収集から解決法の提案まで、科学技術を基盤としたトータ
ルな計画を立案できる技術者を養成する「地域鳥獣管理プ
ランナー養成コース」である。もう一方は、野生鳥獣の生

態学的な知見から、鳥獣害の現場で適切な指導・助言を行
うことができる技術者を養成する「地域鳥獣管理専門員養
成コース」である。
養成修了者には、「鳥獣管理士」の称号が与えられ、鳥
獣対策の専門家としての活躍が期待される。鳥獣管理士の
活躍を支援するため、自治体、大学関係者を加え、ネット
ワーク形成を目的とした里山野生鳥獣協働管理フォーラ
ムが構築されている。
鳥獣管理士の名簿は関係機関に配布されており、市町の
設置する鳥獣害対策協議会等と連携した活躍の場が作ら
れている。栃木県では、既往の施策や新たな取組みを通じ
て、鳥獣管理士の活躍の場を創出している。例えば、栃木
県が各地に設置した「獣害対策モデル地区」における集落
環境診断や具体的な対策実施に際して、鳥獣管理士が対策
専門家として参画している。宇都宮大学農学部附属里山科
学センターでは、地域と連携した鳥獣対策に関する研修会
や学習会を数多く開催しており、これに鳥獣管理士が参加
支援している。
b. 人材養成の手法
カリキュラムは、いずれも新規に開講した講義 5 科目、
演習 2 科目、実習 2 科目、インターンシップ 1 科目から構
成される。鳥獣害に関する知識、技術の習得に加えて、里
山における農林水産業の現状や、里山生態系の持つ価値、
地域再生のための方策について幅広く学ぶことができる
ように科目が編成されている。講義と演習は宇都宮大学が
受け持ち、実習は栃木県が受け持ち、インターンシップは
関係自治体の協力を得て実施している。カリキュラムは、
宇都宮大学の立地特性を生かし、鳥獣害が発生する里山の
現場で学ぶ機会を多く創出するように工夫していること
が特徴である。
到達度の判定は、履修単位数、学習時間、修了課題によ
って実施している。プログラムの修了には、必修科目 7 単
位を取得した上で、修了課題に合格することを要件として
いる。学習時間は、講義や演習等を実施する際に毎回出席
状況を確認し、総時間数を集計することで認定している。
120 時間以上の学習時間が記録された者に対して、宇都宮
大学から履修証明書を授与している。
平成 22 年度以降は、被養成者の備える知識・技術を客
観的に評価・保証するとともに、被養成者の継続的な学習
を促すためのフォローアップを目的に、到達度判定試験を
導入した。この試験結果に基づいて、被養成者は「鳥獣管
理士」準 1 級～3 級の資格を取得できる。
本プログラムを通じて、里山で深刻化する野生鳥獣によ
る被害の背景を、地域の実情に合わせて総合的に理解する
能力を備え、科学技術を基盤とした適切な対策を計画して
鳥獣対策を実施できる優れた能力を備えた人材を養成す
る。このような人材は、地域ぐるみの対策を行う上で必要
となるコミュニケーション能力や、協働作業・合意形成の
プロセスを設計するファシリテーション能力を備え、食肉
加工による新産業や林業・観光業と連携した里山管理等、
野生鳥獣を素材として地域の新たな魅力を創出する積極
的な意思を備えた人材として地域で活躍することが期待
される。
里山科学センターでは、プログラム専任の教職員 4 名に
加え、農学部や教育学部に所属する専任教員 19 名を協力
教員として迎え、人材養成のための地域拠点が形成されて
いる。講師は、里山科学センターの教員に加え、栃木県の

実務経験者、東京大学・早稲田大学等他大学からの外部講
師、国や県の試験研究機関、NPO 法人、企業、地元猟友
会等が務め、受講生に対して、関連する知識、技術に加え
て、地域に関する情報を提供できるようにした。
3.自治体との連携・地域再生の観点
a. 自治体との連携の具体的な内容
平成21年9月、プログラム実施に際して、宇都宮大学と
栃木県の間に連携協定を締結した。栃木県は関連市町と連
携し、地域でプログラムを実施して実践的効果を上げるた
めの「獣害対策モデル地区」を設置した。このモデル地区
は平成22年度に3地区設置済みで今後も追加して設置する
予定である。獣害対策モデル地区は、プログラムの実施フ
ィールドや鳥獣管理士活躍の場として機能している。
栃木県では、とちぎ農業成長プランに基づく計画や生物
多様性地域戦略等において、鳥獣害対策を重要施策に位置
付け、里山科学センターと連携し、鳥獣害対策の中心的役
割を担う人材の育成や活動できる体制づくりを進めるこ
とを明記している。また一方で、鳥獣害対策を推進するた
めの冊子を里山科学センターと協力して作成し、関係自治
体や住民に配布している。
市町と宇都宮大学は、自治体の鳥獣害担当者等をプログ
ラムの受講生として受入れることを通じて連携を図って
いる。さらに、里山科学センターでは、市町等からの要請
を受けて、地域の鳥獣害対策につながる学習会等の開催に
ついて、連携支援活動を行っている。一方で市町は、イン
ターンシップを通じて受講生を受入れている。これまでに
17名の受講生がインターンシップ科目を履修した。
b. 地域再生の取組等との関連性
栃木県は平成 19 年に策定した「第 10 次鳥獣保護事業
計画」を策定し、この中で地域の相談役ともなる専門的な
知識・技術を有する指導者を、必要とされる現場において
適切に配置することを、施策の重要目標に掲げている。平
成 21 年に策定した地域再生計画｢人とケモノが住み分け
るふるさと栃木の人づくり｣においては、野生鳥獣の保護
管理を担う人材の養成を主要目的としており、本プログラ
ムの実施は地域再生計画を実行する上での根幹を成すも
のとして位置付けられている。
c. 地域としての個性・特色及び地域のニーズの内容
栃木県は、全国に先駆けて平成６年度よりシカ保護管理
計画を開始し、科学的･計画的な野生鳥獣の保護管理対策
に取組んでいる。現在は、法に基づく特定鳥獣保護管理計
画を、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ
について策定し、各種対策に取り組んでいる。特定鳥獣保
護管理計画を実施する際には、市町をはじめとした関係主
体によって構成される野生鳥獣保護管理連絡調整会議に
おいて、モニタリング結果の報告や現場ニーズの把握、合
意形成を行っている。
d. 地元の企業等からの協力の内容
鳥獣害対策の一つの方法として、電気柵やわな等の施設
の設置による対策がある。有効な施設を開発するためには、
防除施設を製造する企業との研究開発が必要となる。これ
らのメーカーは、シンポジウムの実施に際して機器を展示
する等して協力している。また、野生鳥獣の食肉加工によ
る特産品の開発については、現時点で栃木県内 1 カ所に食
肉加工場が開設されている。ここでは、研究資料として捕
獲個体が大学に提供されている。この他、野生鳥獣等を素
材とした里山管理体験等の観光事業の開発等について、事
業開発の相談が寄せられている。
e. 成果として見込まれる地域再生への貢献度
本プログラムを通じて、鳥獣対策を担う技術者として、
5年間で60名以上の鳥獣管理士を輩出する。さらに、鳥獣

管理士を中心として大学と自治体及び地域住民が協力し
て組織される里山野生鳥獣協働管理フォーラムが組織さ
れ、人的なネットワークが構築される。これによって、地
域ぐるみで鳥獣害対策に取り組むことが可能となり、対策
の効果も向上することが期待できる。鳥獣管理士が各地域
に密着して活躍することにより、被害が低減して営農意欲
が向上することが期待できる。さらに、野生鳥獣を素材と
して積極的に地域の活性化を図ろうとする、より能動的な
試みに対する支援も行われて、地域の再生に大きく貢献す
るものと考えられる。
4.3 年目における具体的な目標
3年目には、鳥獣害対策の計画を策定することができる
総合的な能力を備えた「地域鳥獣管理プランナー養成コー
ス」の修了者を10名、地域の実情に合わせた具体的な獣害
対策を助言・指導できる実務的な能力を備えた「地域鳥獣
管理専門員養成コース」の修了者を20名輩出する予定であ
る。さらに、本事業を契機として構築される「里山野生鳥
獣協働管理フォーラム」の運用を開始する。
5.実施期間終了後の取組
実施期間終了後は、宇都宮大学大学院農学研究科に新た
なコースを設置することで人材養成の取組みを継続する
予定である。栃木県は、設置した獣害対策モデル地区にお
いて、大学と連携して現地研修を継続して実施する予定で
ある。さらに、鳥獣管理士が自主的に運用する里山野生鳥
獣協働管理フォーラムが地域の相談窓口として機能し、技
術者、行政、住民が連携した鳥獣対策が推進される。
6.期待される波及効果
農作物の被害金額は全国で 200 億円に達しており、鳥獣
対策と地域の再生は全国的な課題となっている。これまで
狩猟者や農家の自助努力で対策が実施されてきたが、狩猟
者・農家の減少や高齢化が進展しつある。このため、鳥獣
管理の新たな担い手を求める声が高まりつつある。
地域の事情に精通し、地域に密着して活躍する鳥獣管理
の担い手となる人材を、継続的に地域で輩出する取組みは
全国的にも例がない。大学と自治体が連携して鳥獣管理士
を養成する本取組みは、全国紙で扱われ、英字新聞で海外
にも報道されている。
7.システム改革の実現性とその実施体制
a. システム改革の実現性
本事業は、大学と自治体が連携し、相互の実績を補完し
て人材養成プログラムを構築し、地域の求める鳥獣対策の
担い手となる人材を輩出して地域再生につなげる試みで
ある。人材養成ユニットを構築するため、農学部を中心と
した横断的な組織として里山科学センターを設立した。こ
こには、将来的に鳥獣管理士が中心となって運営する予定
のネットワーク組織の拠点が、当面の間暫定的に設置され
ている。全国的に鳥獣による被害が深刻化する中で、本取
組みはシステム改革の一つのモデルになることが期待さ
れる。
b. 実施体制の特長
本プログラムでは、宇都宮大学と栃木県・市町が連携し、
地域の鳥獣対策を担う人材養成プログラムを共同で開発
して実施する。拠点機関となる宇都宮大学に、学内横断的
組織として里山科学センターが設置され、大学に人材養成
ユニットの拠点が形成されている。本取組みでは、ここを
拠点として人材養成の取組みと同時に、地域の人的なネッ
トワークを形成する取組みが進められることが特長とな
っている。
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東京大学大学院農学生命科学研究科・教授
東京大学大学院農学生命科学研究科・准教授
早稲田大学人間科学部人間環境学科・教授
国際連合大学・准教授
栃木県環境森林部自然環境課・課長
栃木県環境森林部自然環境課・課長補佐
栃木県環境森林部自然環境課・主査
栃木県環境森林部自然環境課・主任

提案課題における役割
統括責任者
部局責任者
カリキュラムの作成・講師・演習・現地
実習
カリキュラムの作成・講師・演習
講師・演習・現地実習
講師・演習・現地実習
演習補助
講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師
演習
講師・運営委員会委員
講師
運営委員会委員
講師
カリキュラムの作成・講師・現地実習
講師・現地実習

河野 浩之
南斎 好伸
藤田 雅一
山田 眞一
藤岡 正博
加藤 ななえ
加藤 宏典
金田 正人
古谷 益朗
市川 貴大
渡辺 祐介
植木 功
青木 豊
米田 政明
森 良
本間 義信

栃木県環境森林部自然環境課
栃木県農政部農村振興課・課長
栃木県農政部農村振興課・主査
茂木町農林課農業振興係・課長補佐
筑波大学農林技術センター・准教授
NPO 法人バードリサーチ
鬼怒川漁協平石清原・支部長
関西野生動物研究所
埼玉県農林総合研究センター
クマの木里山応援団
なかがわ水遊園
マタギ
(財)自然環境研究センター・上席研究員
(財)自然環境研究センター・研究主幹
NPO 法人エコ・コミュニケーション・センター・代表
(株)朝日カルチャーセンター朝日 JTB 交流文化塾・交流文
化部長

講師
運営委員会委員
講師・現地実習
講師・インターンシップ
現地実習
現地実習
現地実習
現地実習
現地実習
講師
講師
講師
講師
講師
講師・運営委員会委員
講師・運営委員会委員

の実施。平成 23 年度募集要項の変更。
c. 平成 23 年度
・計画 養成対象者を募集・選考。カリキュラムの実施。
カリキュラムの見直しと、人材養成にかかわる研究推進と
教材開発。里山野生鳥獣協働フォーラムの運用。単位取得
者に対する「鳥獣管理士」認定試験の実施。
d. 平成 24 年度
・計画 養成対象者を募集・選考。カリキュラムの実施。
カリキュラムの見直しと、人材養成にかかわる研究推進と
教材開発。里山野生鳥獣協働フォーラムの運用。単位取得
者に対する「鳥獣管理士」認定試験の実施。
e. 平成 25 年度
・計画：養成対象者を募集・選考。カリキュラムの実施。
里山野生鳥獣協働フォーラムの運用。単位取得者に対する
「鳥獣管理士」認定試験の実施。
・人材養成事業継続に向けた検討・計画、体制の構築

8.各年度の計画と実績
a. 平成 21 年度
・計画 業務従事者の選考・採用。養成対象者を募集・選
考。カリキュラムの開発と実施。人材養成にかかわる研究
推進と教材開発。
・実績 受講生計 39 名(地域鳥獣管理プランナーコース 17
名、地域鳥獣管理専門員養成コース 22 名)の受け入れ。外
部評価委員会の設置。
b. 平成 22 年度
・計画 養成対象者を募集・選考。カリキュラムの実施。
カリキュラムの見直しと、人材養成にかかわる研究推進と
教材開発。里山野生鳥獣協働フォーラムの準備。単位取得
者に対する「鳥獣管理士」認定試験の実施。
・実績 受講生計 31 名（地域鳥獣管理プランナーコース
12 名、地域鳥獣管理専門員養成コース 19 名）の受け入れ。
里山野生鳥獣協働管理フォーラムの設立。到達度判定試験

9.年次計画
項目
人材養成業務従事予定者の
招へい

１年度目

２年度目

３年度目

４年度目

５年度目

⑩
⑧⑨

⑫ ③

⑫ ③

⑫ ③

⑩ ① ④ ⑥

⑩ ① ④ ⑥

⑩ ①④ ⑥

⑫ ③

養成対象者の選考
講義（5 科目）

⑩ ① ④ ⑥

演習（2 科目）
現地実習（2 科目）

⑦⑨
⑩ ① ④ ⑥

⑦⑨

⑩ ① ④ ⑥

⑥ 適宜 ①

インターンシップ

②

修了課題発表会

⑨

⑦⑨

⑩ ① ④ ⑥

⑥ 適宜 ①

⑦⑨

⑩ ①④ ⑥

⑥ 適宜 ①

②

②

⑩ ①

⑩ ①

⑥ 適宜 ①

②

②

里山野生鳥獣協働管理フォ
ーラムの運用
養成目標人数
＜在籍者数＞

０
＜１５＞

１５
＜３０＞

１５
＜３０＞

１５
＜３０＞

１５
＜３０＞

