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（付録）兵庫県野生動物追い払い犬育成及び運用に関するガイドライン

1 このマニュアル集の基本的な考え方
このマニュアル集では、獣害にあわれている方が自らの手で田畑を守るための方法の一つとして、
イヌを活用した追い払いの方法を提供します。

1.1 イヌを活用するメリット

イヌを活用するメリットは、人間にはないイヌの能力を利用して、獣害対策のなかで人間が不得
意な部分を補助させることにあります。獣の存在を察知する嗅覚や、吠えて威嚇し、追跡や追い払
いをする運動能力などは、獣害対策において有効に機能します。特に、過疎化・高齢化の進んだ地
域においてはイヌのバイタリティーは、人手や活力の不足を補ってくれるでしょう。

1.2 イヌを活用する上で注意が必要な点

一方で、イヌは適切に管理と運用をしないと、被害対策の効果が出ないだけではなく、人の財産
や生命に危害を及ぼすこともあります。狂犬病予防などの衛生管理はもとより、人に危害のないイ
ヌを識別し、適切なしつけや訓練を行って、安全に活用することが必要です。イヌの選別や訓練と、
その成果の確認のためのテストは、このマニュアル集のなかでも最も重要な部分です。
また、イヌは追い払い等を行う際に強力な道具になりますが、人間がきちんとイヌの行動を管理
し、追い払い活動をサポートし、その成果を褒めてイヌのモチベーションを高めなければ、被害対
策の効果を維持することはできません。そのための手法の習得や労力は必要です。そして、イヌだ
けを使えば、それで十分な被害対策ができるというわけではありません。防護柵や人による追い払
いなど、他の方法との併用により効果が上がるものです。このような前提をふまえて、獣害が発生
している場面に応じて、総合的な対策の中で適切にイヌを活用することができれば、必ず払った努
力に相応する効果が得られるでしょう。

1.3 このマニュアル集が目指すもの

一人の飼い主と一頭のイヌが追い払える範囲も回数も限られています。被害あっている人それぞ
れが、必要な対策を講じていく必要があります。そういう考え方から、このマニュアルでは、被害
を受けている人が自分自身の努力で行う対策の一環として行うことと、できるだけ多くの人がなる
べく低コストで行える技術を普及することを目的にしています。
このマニュアルに沿って試験的に実施した見たところ、実施者が 4ヶ月の間に 12回の講習会に
よってイヌの訓練技術を学び、1日 10分程度の訓練を行うことで、飼い主の指示にしたがって活動
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できるイヌに育成することが可能でした。既に適用可能なイヌを飼育されている方にとっては、取
り組みやすい手法であると思います。
イヌを活用した被害対策は始まったばかりで、このマニュアルの内容も今後の事例を検証し改訂
すべき部分も出てくるはずです。このマニュアルを参考にイヌを使った獣害対策に取り組む方に
は、それぞれの現場に応じた工夫が求められることと思います。その様な限界はありますが、この
マニュアルが一つの方法論を提示することで、獣害対策に取り組む皆様が実施しようとする手法を
検討するための材料としてお役に立てば幸いです。

2 このマニュアル集の構成
このマニュアル集では、実際に兵庫県香美町で実証研究として実施したモデル的な対策事業の経
験をもとに作成しています。
兵庫県のケースでは、害獣対策にイヌを利用する場合には、各市町村の害獣対策担当者を中心に
イヌの育成を行なっており、兵庫県森林動物研究センターが技術的なサポートをする方針となって
います。この活動の中で全体の流れを規定するのは、付録として本文の最後に掲載している「兵庫
県野生動物追い払い犬育成ガイドライン」です。ガイドラインでは、イヌ育成の手順、県への指導
要請、イヌ育成後の報告手続きなどの事務的な作業を規定しています。そのなかの、具体的な方法
は次の各種のマニュアルの中で説明しています。

【各マニュアルの位置付け】
・追い払い犬　候補犬選定マニュアル
市町村の担当者向け書類。
農家が害獣対策を目的に新しいイヌを導入する際に、どのような犬種、個体を勧めるべきか。農
家がすでに飼っているイヌを害獣対策犬として育成する際、人に危害を加えるおそれのあるイヌを
どのような観点で排除すべきかなどについて説明している。

・追い払い犬　候補犬選定マニュアル
市町村の担当者向け書類。
農家が害獣対策を目的に新しいイヌを導入する際に、どのような犬種、個体を勧めるべきか。農
家がすでに飼っているイヌを害獣対策犬として育成する際、人に危害を加えるおそれのあるイヌを
どのような観点で排除すべきかなどについて説明している。

・追い払い犬　飼育管理マニュアル
害獣対策犬の候補となるイヌの飼主向け書類。
イヌの福祉的な飼育方法、基本的な飼育方法についての指導書。狂犬病予防注射の義務、定期的
な健康診断の必要性などにもふれている。

・追い払い犬　自主訓練マニュアル
候補犬の飼主向け書類。
イヌの基本的な制御、人への安全性を高める訓練、害獣の追い払いで必要となる訓練などの手引
き書。このマニュアルを元に、飼主は自宅で自主訓練を行うことでイヌのコントロール方法を学ぶ。
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実際の訓練方法については、イヌの訓練士による指導（講習会または訓練所へのイヌの預け入れ）
を平行して行なう。

・追い払い犬　服従訓練効果測定テストマニュアル
市町村の担当者向け書類。
一定の訓練期間を終えた候補犬について、訓練したことが身についているか否かを判断する方法
について説明。これにより、訓練適性の無いイヌ、および訓練の持続的実施が困難な飼主について
は、イヌの活用を辞退してもらう。安全性の認められたイヌのみを運用するための手順を説明して
いる。

・追い払い犬　実地訓練マニュアル
市町村の担当者向け書類。
基礎的な訓練が習得できたイヌについて、林野などの実際の運用に近い環境において、繋留を解
いたより実践的な訓練を行なう。また、この訓練時のイヌと飼主の様子を評定することで、最終的
に害獣対策犬として繋留を解いた利用を認めるか否かの判断をする。

・追い払い犬　運用マニュアル
正式に認定された害獣対策犬の飼主向け書類。
害獣から圃場を防衛するために、イヌをどのように用いたらよいかの手引き書。サル、イノシシ、
シカ等の生態と、それにあわせたイヌの用い方を説明。

・追い払い犬　よくある質問とその回答（FAQ）
正式に認定された害獣対策犬の飼主向け書類。
イヌを放し、害獣対策に用いる際に起こりうる問題についての対策書。イヌが戻ってこない、イ
ヌがヘビに噛まれたなどの問題が発声した際に、どのような対策をとるべきかを示したもの。
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