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要旨：ニホンザルは日本の固有種であり，分布の北限にある霊長類として古くから貴重な個体

群として扱われ，群馬県においても古くから生息していることが知られている．しかし，近年農

作物に対する食害等を生じていることから被害対策の必要性が高まり，各種の対策が行わるよ

うになった．本稿では，群馬県におけるニホンザルの生息状況とその変遷について，1923年以降
の調査記録から現在までに把握されている情報に基づき明らかにした．その結果，歴史的な分布

の変遷を把握する中で，サルの群れの分布域に拡大が認められ，より人里近くへとその生息域を

広げてきた傾向が明らかとなった．ただし，野生動物の分布範囲を比較する上で，過去調査され

たメッシュ（5km x 5km）と近年調査されたメッシュでは，調査の対象となっている群れが，野生
生息群か農地依存群かなど群れの性質に違いがあるため，単純に比較するとはできない可能性

がある．
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Abstract： This study investigates the distributional changes of Macaca fuscata in Gunma Prefecture 
based on the survey data by the governmental office since 1923．It became clear that the distribution of 
Japanese macaques have expanded to the lowlands of Gunma Prefecture，especially in the last 30 years．
　In order to compare and analyze the change in the distribution of wild mammals，especially 
macaques，the usage of GIS is the most effective method at present．However，we must be cautious 
in comparing the data collected from the past and the recent investigation due to the difference in the 
nature of macaques whether they were truly wild or farm crop dependent groups．
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はじめに

　ニホンザルは日本の固有種であり，分布の北限にある霊

長類として古くから貴重な個体群として扱われてきた．群

馬県においても古くから生息していることが知られてお

り，郷土史などにも様子が記載されている．しかし，近年

になり農作物に対する食害等を生じていることから，その

被害対策の必要性が高まり各種の対策が行われてきた．

　ニホンザルは知能が高く群としての社会構造をもつな

ど，他の野生動物とは異なる特性をもち，個体数のコント

ロール方法などにおいても，他の野生動物とはその対処方

法が異なる．そのため，群の行動域の把握や季節毎の土地

利用特性，群サイズ，群構成，食性，繁殖率など明らかに

し，地域ごとに実態把握にもとづいた処方箋を準備し対策

をする必要がある（大井，2002）．
　この被害防止対策を進めるため，ニホンザルが生息する

地域の中でも，新治村や利根村，下仁田町などではパト

ロール員を配置し，行動を把握する対策が進められてい

る．また，市町村担当者等による農業被害情報の把握や，

目撃情報に基づく頭数の概況把握が行われている．

　群馬県内のニホンザルの生息状況については，群馬県が

隔年毎に行う生息状況調査（以下，「全県生息状況調査」と

する）や，パトロール員などからの報告などが情報として

散在している現状にある．とくに生息分布域の時代的変化

に関わる情報は，今後のサルの分布の動向を把握・予測す

るためにも重要である．

　本稿では，群馬県におけるニホンザルの生息状況につい

て，過去の調査結果等を含め，現時点で把握されている報

告・情報を整理し，地図情報システム（GIS）を用いてそ
の分布の変遷について報告することとした．

分析方法

　次の資料等からニホンザルの地理情報を含む情報を整理

し，GIS（マプコン社PC-MAPPING Ver6.5）を利用し図化
した．

・郷土史等資料

　群馬県各地域で編纂された市町村誌，群馬県等が調査し

た報告書，公開されている論文による文献調査を実施し

た．また，不足する情報については現地での聞き取りを行

い情報の補完を行った．

・全県生息状況調査資料の再読

　1983年（昭和58年）より群馬県が実施しているアンケー
ト調査，調査員による現地訪問聞き取り調査及び現地目視

確認を組み合わせた調査で，その中で資料として残されて

いる調査個票などを再読し位置情報を含む情報について整

理した．

・パトロール日報

　利根村等で実施しているパトロール員による日報から，

ニホンザルの行動域などをGIS化し分析に供した．
　なお，今回の調査対象となるニホンザルは，人前に出没

するハナレザルや群等が中心となる．人に目撃される機会

の少ない野生群等を対象としたものでないことに注意され

たい．また，市町村名の表記については混乱を避けるた

め，合併前の70市町村で表記することとした．

結　　果

・群馬県全体の傾向

　群馬県は関東平野の最奥部に位置するが，ニホンザルは

県の東部，北部，西部の山岳地帯から里地に近い中山間地

にかけて分布が確認されている．これらは大枠で2つの地
域個体群にわけられる．ひとつは，県南西部の上野村に分

布するニホンザルで，山梨県，長野県に連続分布する南ア

ルプス・関東山地地域個体群であり，もうひとつは，下仁

田町，松井田町，中之条町，桐生市などに生息する個体群

を含む大きな日光・志賀地域個体群である（今木ら，1998）．
　本県におけるサルによる食害の発生は，1969年（昭和44
年）の段階ではまだ珍しい状況にあったが（上原，1996），
1980年（昭和55年）頃から妙義山麓の妙義町，下仁田町で
椎茸などに食害が発生し，1982年（昭和57年）には松井田
町にもその範囲を拡大した．松井田町坂本地区で水稲に食

害の被害が生じ，また群の拡大に伴い，農業被害の発生エ

リアも拡大し，1986年（昭和61年）には，松井田町水谷，
入山，明賀，中木周辺に集中的に発生し，春季のシイタケ，

秋季のクリなどが被害の（上原，1996）発生するなど範囲
が拡大した．

　また，1984年（昭和59年）に入って勢多郡東村でも被害
が発生し始め，年ごとの被害範囲と被害量が増加したとの

記載が，野猿有害鳥獣対策協議会（1982年（昭和57年）設
立）資料に報告された．

　群馬県内におけるニホンザルの分布状況は1970年代に常
田らにより調査が行われた（図1）．その後の1989年（平成
元年），1999年（平成11年），2007年（平成19年）の全県生
息状況調査のサルの分布状況を比較すると，多くの地域で

ニホンザルの分布域は拡大傾向にあった（図2，図3，図4）．
1989年（平成元年）の全県生息状況調査において（図2），
サルの群が生息するとされたのは，上野村，下仁田町，妙

義町，松井田町，倉渕村，六合村，中之条町，新治村，水

上町，勢多郡東村，黒保根村の11市町村であった．
　1999年（平成11年）の全県生息状況調査では（図3）先の
調査より生息地点が増加し，新たに嬬恋村，長野原町，吾

妻町，月夜野町，沼田市，川場村，利根村，片品村，桐生

市にも生息地点が増加した．

　2007年（平成19年）の同調査においては（図4），新たに，
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中里村，高山村，新里村にかかるメッシュに群の生息が

あった．また，既に生息していた市町村内でもその生息分

布域が拡大する傾向であった．これら3期の調査において，
いずれも共通して群が生息するメッシュは長期間安定的に

ニホンザルが生息している地点の，上野村，下仁田町，妙

義町，松井田町，六合村，中之条町，新治村，水上町，勢

多郡東村，黒保根村であった．

　しかしながら，1970年（昭和45年）代の調査（図1）と
2007年（平成19年）の調査（図4）の分布域を比較すると顕
著な差は認められない結果となった．

　農業被害の発生状況においても，年々被害が拡大してお

り生息メッシュの増加に呼応し被害発生市町村が増加した

（表1）．また，捕獲状況についても被害発生市町村に呼応
するように増加しており，生息メッシュの増加と相関して

いることが明らかとなった（表2）．

・各地域における分布の変遷

　地域ごとのニホンザル生息状況は，上野村から時計方向

にその分布について地図化した．各項に示す市町村のまと

まりは，ニホンザルの出没等において関係性が強い市町村

をひとつの項にまとめて記述している．出没情報などを地

図上に展開し，群の生息域を示すためには群の生息を確認

図2　1989年（平成元年）サル分布域．
図1　1970年（昭和45年）～1976年（昭和51年）サル分布域

（常田ら，1978を改変）．

図4　2007年（平成19年）サル分布域．
図3　1999年（平成11年）サル分布域．
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した上で，被害や出没情報を重ね合わせる作業が必要であ

る．群の行動圏がテレメトリー調査などにより把握されて

いる群については，全県生息状況調査の出没地点や被害地

点などを考慮し群の生息域を描画した．

　群の動きが把握されていない地域においては，サルによ

る被害地点や出没地点の連続性を考慮し「○○ゾーン」と

して描画している．これは群の行動圏を正確に示すもので

はない．また，利根村の場合には，複数個体へのテレメト

リー調査の成果により，複数の小さな群の動きを把握して

いる．これらのグループを全て「群」として表記するには

再度の検討を要するため，グルーピングできる群について

「グループ」として記載した．

　なお，図中においてグレーに塗りつぶされている場所

は，農業被害等の発生地点を表している．

　また図中に西暦の下2桁及び調査方法について記載し，
それ時点で把握された頭数について記載している．

上野村，中里村，万場町（付表1-1）

　上野村から始まる神流川沿いにニホンザルの分布が拡散

している．1999年（平成11年）頃より被害の発生があり被
害地が拡大した．現在の被害地は神流川流域を中心とし，

広く被害発生がある．中里ゾーン（図5）においても近年に
なり，被害の発生が始まる．上野村，中里村，万場町に分

布する群の状態は詳細な把握が行われておらず，詳細は不

明となっている．図5については被害地点を最外殻にゾー
ンを描画した．

南牧村（付表1-2）

　2007年（平成19年）時点において，農業被害情報，目撃
や出没情報はない．しかし，1989年（平成元年）と2002年
（平成14年）に農業被害が発生していること（表1），1989
年（平成元年）と1999年（平成11年）に群でない生息があ
り（図2，3），2007年（平成19年）にはハナレザルが生息し
ていた．しかし，群の生息を特定する情報が得られないこ

とから地図を省略した．

松井田町，下仁田町，妙義町（付表1-4）

　図6は1983年（昭和58年）から1986年（昭和61年）に記録され
ている情報について，地図上にその記録を展開した．図7は現
時点で得られている情報に基づき，被害発生地，群の生息域

を示した．下仁田町，妙義町に分布する群についてテレメト

リー調査に基づく行動圏を示した．松井田町については，群

の行動圏を示す詳細な情報がないため，全県生息状況調査の

記録などから被害地点や目撃地点からゾーンを示した．

　それぞれのゾーン内の群の生息状況や，ゾーン間関係は

今後分析の課題となっているが，過去の目撃情報等から，

表1　被害発生市町村一覧
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表2　捕獲頭数推移
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霧積，坂本，五料の各ゾーンにそれぞれ1群以上が生息して
いると推測される．また，旧道ゾーンとバイパスゾーンに

はU群（碓氷群の略称）と呼ばれる群が遊動していること
が知られているが生息域は明らかでない．木馬瀬ゾーンに

ついては，隣接する坂本ゾーンや五料ゾーンと1.2km程度
の距離であり，いずれかに遊動する群が関係していると推

測される．

　なお，2005年に坂詰群と合流したとされる清水沢群につ
いても参考として記載した．

倉渕村（付表1-5）

　相間川沿いに群の出没があることから，相間川群として

表記した．また，川浦地区を中心に出没が繰り返されている

が，群としての確認が行われていないことから川浦ゾーン

として表記した（図7）．2007年（平成19年）調査において元三
沢地区に出没や被害の報告が重なっていることから，元三

沢ゾーンとして表記した（図7）．倉渕村にかかる3つの群や
ゾーンにおける，相互の関係の詳細は不明である．

嬬恋村（付表1-6）

　万座川沿いに生息する群については，現地調査による目

撃情報から群の生息を確認している．2007年9月時点での
聞き取り情報から，100頭の生息頭数と推定した．2007年
（平成19年）調査において被害地点や，出没地点などから，
群の分布域を描画した（図8）．

草津町（付表1-7）

　散発的に単独個体の目撃情報があるものの，群としての

目撃は確認されていない．2007年（平成19年）調査におい
て目撃情報などの情報を結んだエリアを草津前口ゾーンと

して描画した（図8）．

六合村，長野原町（付表1-8・1-9）

　入山地区を中心としたエリアでは，2007年（平成19年）
調査において目撃情報があることから一連の地域を結んで

入山ゾーンとして描画した（図8）．また，六合村から長野
原町にかかる地域に分布する群については，2003年（平成
15年）の県委託調査により太子群とされていることから，
2007年（平成19年）調査における被害地点等を考慮しエリ
アを描画した（群馬県，2003）．

中之条町（付表1-10）

　中之条町のニホンザル群の生息状況については，2001年
（平成13年）の県委託調査により群の生息を把握している
（群馬県，2001）．2001年以降の詳細な調査が実施されてい
ない．2001年時の調査において，大きく4つの群が確認さ
れている．四万ダム群以外は，被害発生状況から推測する

と生息域を拡大しており，特に大道群や沢渡群は南下する

傾向を示している．また，四万ダム群については，2001年
調査時に100頭を超す群であったことから，既に分裂して
いることも予測される．

　2007年（平成19年）調査における被害情報，目撃情報な
どから2001年当時の行動圏に修正しエリアを描画した．

新治村（付表1-11）

　永井群，赤谷群，法師群，大道群についてはテレメトリー調

査に基づく結果に，2007年（平成19年）調査時に得られた被害
情報，目撃情報などを考慮し，エリアを描画した（安田，

2006）．須川群については，地元で行っているテレメトリー調
査に，被害情報，目撃情報などを加えその範囲を描画した．

水上町，月夜野町，沼田市（付表1-12・13）

　水上町に生息する群のうち，谷川群，湯桧曽群，幸知群，

綱子群，藤原群については，2001年（平成13年）の県委託
調査時の生息状況を元に，2007年（平成19年）調査に得ら
れた情報を加えて描画した（群馬県，2001；2007）．藤原上
群，湯の小屋群，矢木沢群については，水上町から得た聞

き取り情報や記録より概ねのエリアとして描画している．

　なお，谷川群，湯桧曽群，幸知群，綱子群，藤原群が生

息するエリアにつては，地元みなかみ町が継続的にテレメ

トリー調査を実施しており，別名称により呼ばれている．

　月夜野町の高日向群は2001年（平成13年）の県委託調査
時に行動圏の把握が行われたが，2007年（平成19年）時点
の調査では，高日向群が分布する地域に沼田市発知から遊

動している発知群が確認されている（群馬県，2007）．

川場村（付表1-14）

　この地域に生息する群の分布域については，2006年（平成
18年），2007年（平成19年）に実施した県委託調査により行動
圏が明かとなった（群馬県，2006；2007）．その調査結果に基
づきエリアを描画した．

　なお，川場群については2006年（平成18年）の県委託調査
にテレメトリー調査が行われた結果に基づき描画した．

片品村（付表1-15）

　片品村に生息するニホンザルの情報が少なく，2007年
（平成19年）全県生息状況調査により得られた被害地点，
目撃地点より花咲ゾーン，鎌田・小川ゾーンを描画した．

利根村（付表1-16）

　利根村に生息する群については，2003年（平成15年）の
県委託調査により平川群，大揚群，穴原群の3群の生息を確
認している．穴原群については2006年（平成18年）の県委
託調査により3群に分裂したとされている（群馬県，2006a）．
　この地域のニホンザルについては多くの発信器が装着さ

れており，多様な行動圏を示す小グループがおり，それぞ



群馬県におけるニホンザル分布の変遷と概要 101

れを群として記載するためには再度の検討を要する．その

ため，小グループがほぼ固まって遊動するエリアごとに，

平川追貝グループ，高戸谷グループ，大揚グループ，薗原

グループ，穴原グループ，南部グループ，根利グループの

7つにグルーピングし描画した．

勢多郡東村，黒保根村（付表1-17）

　この地域につては，過去にテレメトリー調査が行われて

いないことから，2007年（平成19年）全県生息状況調査や
過去の調査結果から，小黒川ゾーン，小中ゾーン，沢入

ゾーン，小夜戸・座間ゾーンの4ゾーンを描画した．この
ゾーン内でのニホンザルの動きを把握するため，テレメト

リー調査などにより詳細な情報を把握する必要がある．

桐生市，大間々町（付表1-18）

　この地域に生息する群として，2005年（平成17年）の県
委託調査により，小平群，小友群の2群の存在が明かとなっ
ている．当時の調査結果に2007年（平成19年）全県生息状
況調査により得られた被害地点，目撃地点を重ね合わせそ

れぞれのエリアを描画している（群馬県，2005）．
　また，梅田ゾーンは1993年（平成5年）の目撃や被害情報
を中心に，2007年（平成19年）全県生息状況調査により得
られた被害地点，目撃地点を加えエリアを描画した．

赤城山，榛名山（付表1-19・1-20）

　赤城山では1994年（昭和54年）のアンケート調査により赤
城山の西の山麓にあたる子持村中郷，上白井周辺の生息が確

認されている（上原，1996）．榛名山周辺では，1978年に常田ら
が伊香保町が含まれる2メッシュにおいて，サルの集団がい
なくなったことを報告している（常田ら，1978）．その後，今木
らにより伊香保地域個体群とされ，その事実確認の必要性が

指摘されていた（今木ら，1998）．今回の聞き取り調査等から
餌付けをされていたニホンザルが複数いたことが確認され

ていたが，平成元年以降の調査ではその地域でのニホンザル

が生息しないことが確認された．このことから，常田らによ

り最初に報告された生息の消滅が今回の調査で再度確認さ

れるに至った．しかし，消滅した原因は不明である．

太田市，館林市（付表1-22）

　2007年（平成19年）には太田市金山公園にハナレザルが
数ヶ月に渡り断続的に出没する．2008年（平成20年）には
館林市内でハナレザルの移動が認められる．

考　　察

　片品村では，旧暦9月の申の日にサルによる農作物被害
を防ぐために始められたサルの追い払いが，県指定重要無

形文化財の「猿追い祭」として300年以上続いている．この

行事がその当時からニホンザルの生息を裏付けるものでは

ないが，古くから群馬県においてニホンザルとの関わりを

持っていたことを示す重要な史料となる．

　群馬県では，武尊山の山中（片品村，1963）や，霧積山，妙
義山一帯，奥多野山地など（上野村，1999）に野生のニホン
ザルが生息したとされる．1948年（昭和23年），狩猟獣から
保護獣に変更され，減少した個体数を回復する政策が図ら

れてきた．

　ニホンザルの生息域の多くは人里から一定の距離を保っ

た山地がその中心であったため，人々が野生のニホンザル

を目にする機会は少なく，その代役を動物園が担った．

1950年代後半から70年代には，全国に野猿公苑が開設さ
れ，群馬県においても，1976年（昭和51年）3月に桐生が岡
動物園（桐生市）にサル山が完成し，ニホンザルの集団飼

養が開始された．

　1970年代のニホンザルの分布については今木ら（1998）に
より報告されている．この調査において，聞き取りとアン

ケートによる2つの方法による調査を行っており，図1にその
両手法により得た結果を同一メッシュ上に展開した（図1）．
　群馬県が1983年（昭和58年）より実施している全県生息状
況調査による分布の変遷を1989年（平成元年）（図2），1999年
（平成11年）（図3），2007年（平成19年）（図4）についても同様
の手法により描画した．（グレー塗りつぶし：群の生息あり，

斜線：サルの生息がある，斑点：ハナレザルあり）

　上野村，中里村，万場町，南牧村，下仁田町，妙義町，

松井田町（以下「県南西部町村」とする．）に該当する41の
メッシュを，1970年代と2007年を比較した場合1970年代に
は25メッシュでニホンザルの群の生息または生息を推定し
ている（図1）．また，2007年（平成19年）の生息メッシュ
数は28メッシュ（図4）と1970年代とほぼ等しいメッシュ数
であった．特に，松井田町，妙義町，下仁田町における分

布状況は，同一性も高く，ニホンザルの分布において相同

性が高いことを示している．

　しかし，1970年代と2007年の有害捕獲の状況を比較する
と，その様相が全く異なっており，メッシュに現れるパ

ターンやその数ではその状況を説明することができない

（表2）．
　有害捕獲は，農業被害の発生に伴い行われる対応であ

り，ニホンザルが耕作地のある人里への出没することによ

り生ずる対策である．ニホンザルの生息域が移動または拡

大する傾向にある（渡邉，2006）ことは既に知られており，
1970年代と2007年ではその移動・拡大方向が大きく異なっ
ていたと推測される．特に5km×5kmの範囲の中でその違
いが現れる結果として，メッシュに現れるパターンやその

数の同一性を維持しつつ，有害捕獲頭数が劇的に増加した

ものである．

　森林性のニホンザルが生息分布の位置を大きく変えるこ

とは，森林施業との関係が注目される．森林はニホンザル
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に食料を供給するのみでなく，泊まり場を提供し，移動に

際しても重要な役割を担っており，その変化はニホンザル

の生息環境の変化（真野目・丸山，1978）であるとされて
いる．

　1970年代，生息環境の変化により全国的にニホンザルの
分布が狭められ，地域的には絶滅した個体群も発生した．

戦後の拡大造林政策はニホンザルが利用していた天然林の

伐採，針葉樹林への置き換えを進め，ニホンザルの農地へ

の出没と捕獲が繰り返された．こうしたことが最終的に群

の消滅につながったと報告されている（常田ら，1978）．群
馬県においても造林面積の拡大（図13）により，ニホンザ
ルの生息域が同様に変化し，人里近くから造林地より山奥

方向へ追い上げられる形で移動したと推定される．

　1980年代になり造林面積も減少し，造林作業等による追
い上げ効果もなくなるとその生息域の移動・拡大方向は山

奥から人里方向に変化し，農耕地などへ出没するように

なったと推定される．しかし，その移動・拡大範囲は

5km×5kmの範囲に収まる程度の中で収まる変化であった
ことから，図1と図4の県南西部町村ではメッシュ数やその
パターンが大きく変化することがなかったと考えるのが，

妥当な推論といえる．

　一方，水上町，月夜野町，沼田市，川場村，利根町，勢多郡東

村，大間々町，桐生市（以下「県北東部市町村」とする）のメッ

シュの分布を見た場合，群が生息するメッシュ（グレー）が

図2，図3，図4の順に拡大しニホンザルの拡大傾向が明確で
ある．その拡大していく過程は被害発生市町村一覧（表1）の
年ごとの変化に呼応するものであった．

　生息分布を5kmメッシュにより評価する方法は，簡易で
便宜的であるが，調査者やその時期により調査基準が異な

り，「生息する」ことの定義が野生ニホンザルの目撃情報か

農業被害等の発生に伴う被害報告かなど，調査プロトコル

上の差異が生じている．

　1970年代に行われた常田らの調査は，野生生息の状況を
調査しメッシュにより表現したもので，県が1983年（昭和
58年）より行っている全県生息状況調査は，人里近くで農
業被害や目撃情報に基づくメッシュであることを考慮した

上での再評価が必要となる．

　このことを加味し，県北東部市町村における1970年代の
分布（図1）を確認した場合，現在被害を発生させている
メッシュ周辺（図4）で，野生生息しているニホンザルの分
布があることが分かる．現在，農業被害等を発生させてい

るニホンザルのなかには，被害地の周辺に生息していた野

生群にその由来をもつもの多いことが推定される．

　図1から図4を判読する場合，図1については野生生息群
等の分布状況，図2から図4は被害を発生させている群等の
分布状況と解することが適当である．表1の被害発生市町
村一覧との相関においても一致している．

　ニホンザルの分布の変遷について，「森林伐採→生息環

境の攪乱・破壊→生息域の移動→猿害の発生」について幾

つかの論文で報告されている（真野目・丸山，1978）．この
報告を元に，現時点でニホンザルによる被害が発生するに

至った変遷は「森林伐採→生息環境の攪乱・破壊→生息域

の移動→山奥への移動→造林等施業量の減少→山奥から人

里への移動→人里での定住化→人里間での移動（被害地の

拡大）」と見ることができる．

　この傾向を，地域毎に確認すると，その移動の様子がよ

り明確となる．上野村における過去の目撃エリアと現在の

被害地である神流川ゾーン，中里ゾーンなど，神流川沿い

に拡散している状況などからも明らかである．その一方で

絶滅の可能性が指摘されていた，榛名山に生息していたと

される伊香保地域個体群（今木ら，1998）については，今
回の調査によりその生息が確認されないことから，絶滅ま

たは移動により生息が消滅していることが確認された．こ

の個体群は伊香保町の旅館関係者などからの聞き取りで

も，餌付けされていた一定の生息数の個体がいたことが判

明しており，ハナレザルやオスグループによるものでない

と推定される．

　また，松井田町坂本地区において，2003年（平成15年）
頃にタイワンザルの目撃があり，2008年（平成20年）12月
にも目撃があることから，遺伝的多様性が危惧される地域

も存在している．
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図5　上野村・中里村・万場町におけるサル分布の変遷．
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図6　松井田町・妙義町におけるサル分布の変遷．
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図7　倉渕村・松井田町・妙義町・下仁田町のサル分布．
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図8　嬬恋村・草津町・長野原町・六合村のサル分布．
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図9　中之条町・吾妻町・新治村のサル分布．
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図10　水上町・月夜野町・沼田市・川場村のサル分布．
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図11　川場村・片品村・利根村のサル分布．
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図12　黒保根村・東村・大間々町・桐生市のサル分布．
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付表1　各地域におけるサル分布の推移（表中に△を付した西暦はその年代頃の事象を示している）
1－1：上野村，神流町，1－2：南牧村，1－3：藤岡市，1－4：松井田町，下仁田町，富岡市（旧妙義町のみ），1－5：倉渕村，
1－6：嬬恋村，1－7：草津町，1－8：六合村，1－9：長野原町，1－10：中之条町，1－11：新治村，1－12：水上町，月夜野町，
1－13：沼田市，1－14：川場村，1－15：片品村，1－16：利根村，1－17：勢多東村，黒保根村，1－18：桐生市，大間々町，
1－19：榛名山，1－20：赤城山，1－21：吉井町，1－22：その他地域

付表1-1　上野村，中里村，万場町　年代表
引用資料内　　容年　　代

常田ら（1978）上野村西部に群の存在が示される．
S451970

S511976

上野村（1999）三岐より奥の浜平，栃倉沢，大蛇倉沢，中ノ沢を中心に目撃があった．
S601985

H11989

全県生息状況調査本谷周辺にて40頭の群として記載されている．H11989

全県生息状況調査浜平ではこの時期より人里への出没が見られた．H31991

全県生息状況調査楢原トンネル周辺での出没が増加する．H101998

全県生息状況調査
浜平では30頭程の群が見られる．冬季に群の出没が見られる．シイタケなど林業副産物の
被害が発生している．野栗での出没はない．楢原トンネル周辺の農家で大豆への食害が発
生．農業被害報告として100千円が計上された．

H111999

全県生息状況調査
全県生息状況調査で，上野村の乙母周辺で群の生息を確認しているほか，塩の沢周辺で群
とは判断できない個体をアンケート調査等により確認した．

H122000

全県生息状況調査赤羽地区でニホンザルの目撃情報がある．H132001

全県生息状況調査
国道299号線周辺で農林業被害の報告があるほか，群の目撃情報もあり生息が確認されて
いる．H192007

全県生息状況調査神流町において国道299号線沿いで農業被害の発生報告あり．

付表1-2　南牧村　年代表
引用資料内　　容年　　代

京都大学霊長類研究所共同利
用研究会（1978）

南牧村にかかるメッシュに群が生息している記載がある．
S451970

S511976

南牧村（1981）ツキノワグマやイノシシが生息していたとの記載があるがニホンザルの記載は認められない．S561981

群馬県動物誌（1985）群馬県動物誌においては，「生息する群とは判断できない地域」としている．S601985

現地聞き取り情報現時点でニホンザルの群が生息する情報はない．H192006

付表1-3　藤岡市　年代表
引用資料内　　容年　　代

上野村（1999）藤岡市においては，多野山中で古くから生息しているとの記述がある．年代なし

現地聞き取り情報群の生息を示す情報はない．H202008

付表1-4　松井田町，下仁田町，富岡市（妙義町のみ）　年代表
引用資料内　　容年　　代

下仁田町（1971）
中野岳神社に13頭程度の群が生息し，時として栗山で目撃されるなど，小規模ながら野生
群が生息していた記載がある．

年代なし

上野村（1999）
群馬県内でニホンザルの群が生息している場所は，足尾銅山，霧積山，妙義山一帯，奥多
野山地などであり，藤岡市多野山中，妙義山などには古くからニホンザルが生息したこと
が記述されている．

年代なし

上毛新聞社（1983）松井田町では霧積・碓氷峠を中心とした一帯に野生のニホンザルが生息している．年代なし

（参考記載）妙義山麓には有料道路が建設され，観光客などによる餌付けが行われる．1965年頃

上原（1996）下仁田町では群の生息が確認される．S50△1975

群馬県（1997）妙義，霧積山麓での被害発生．S55△1980

行政会議資料：野猿対策協議会2月頃より妙義有料道路周辺で被害が発生．S551980

上原（1996）松井田町では群の生息が確認される．S57△1982

行政会議資料：野猿対策協議会8月から松井田町で農作物，プラム，柿などに被害発生．S571982

（参考記載）
下仁田町社会科副読本の中でも，農作物に多くの被害が発生していることが記．県内にお
いて比較的早期から群が定着し農業被害を生じていた．

S57△1982

上原（1994）松井田町での農作物被害が報告された．S571982
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付表1-4　続き

群馬県植物相動物相研究会,
1982

有料道路にて1982年まで餌付けを行っており有料道路と妙義自然の家周辺に出没する．
有料道路完成直前に周辺で山火事があり，大半のサルが焼死した．
入山地区に多く出没している．
裏妙義を中心に5群100頭近くが生息しているようである．現在のところ表妙義，裏妙義山
ともにニホンザルによる農作物被害は認められない．

S581983

全県生息状況調査
全県生息状況調査では，妙義神社周辺に50頭，上小坂に40頭，御堂山に40頭，五輪岩に86
頭，刎石山に60頭，熊の平に60頭とまとめられている．

S581983

行政会議資料：野猿対策協議会上小坂に50～70頭の群が出没する．S581983

行政会議資料

この地域に生息する群を次のように識別している．①妙義神社周辺の群が料金所から諸戸
まで出没．②妙義町上小坂に生息する群の一部が菅原神社から大桁山北面まで出没．③奥
中木群が西野牧から北野牧に出没．④妙義湖の群が西尾，小竹に出没．⑤五輪岩の群がバ
イパスから西坂本に出没．⑥刎石山の群が旧道東坂本，横川に出没．⑦霧積，熊の平の群
が生息するとしている．

S601985

行政会議資料下仁田町南野牧では出没，農業被害の発生が報告される．S601985

森林総合研究所（2008）
有料道路が廃止され餌付けが行われなくなると群は有料道路下の集落に出没するように
なった．

S611986

（表1：捕獲頭数の推移の表）．下仁田町で農業被害があり22頭のサルが捕獲されている．S611986

上原（1996）松井田町水谷，入山，明賀，中木周辺で農業被害が顕著となる．S611986

上原（1995）碓氷峠に生息していた群が，長野県軽井沢にまで行動域を拡大し出没した．S611986

上原（1996）松井田町坂本地区で水稲に食害を発生させる．S621987

行政会議資料：野猿対策協議会下仁田町中野地区まで被害が拡大した．S631988

行政会議資料
下仁田町では被害対策の一環としてシイタケ，リンゴ農家に爆音機の貸し出しや，ロケッ
ト花火の無料配布をはじめる．

S631988

上原（1996）軽井沢町での出没が増加する．S631988

上信越自動車道の建設や高圧送電鉄塔（群馬山梨幹線）の工事に伴い調査が行われる．H11989

上原（1996）下仁田町御堂山，四ッ家，本宿にも出没が認められる．H11989

行政会議資料：野猿対策協議会菅原地区ではジャガイモも作れない状態である．H11989

行政資料松井田町北野牧周辺で農業被害が始まる．H11989

表2
松井田町では88頭の有害捕獲が行われており，農作物への食害が急増した結果，非常に強
度の高い捕獲を実施した．

H21990

行政会議資料：野猿対策協議会遠入，恩賀でも出没が頻繁になり，被害が発生している．H21990

1994.4.30上毛新聞
3月27日に上信越自動車道（藤岡IC～佐久IC）が開通した．この自動車専用道路は松井田町
に生息するニホンザル群を分断するように開通した．このため，半年の間に14件の交通事
故が発生した．

H51993

全県生息状況調査松井田町箕輪久保において，被害の発生が始まる．H51993

群馬県（1995）上信越道の開通などにより，生息域が移動し倉渕村方面に拡大した．H51993

下仁田町（1995）下仁田町でサルの出没が増加し被害が発生した．H51993

群馬県（1994）
下仁田町に生息する群は，大桁山を中心とした下仁田町から妙義町に分布する「大桁群」
が生息しており，農作物への被害が生じていることを報告している．

H61994

全県生息状況調査この頃より妙義町大牛地区への群の定着が始まる．H61994

行政資料妙義町で野菜や果樹など805千円の被害額が報告されている．H81996

神戸武司私信
神戸武司（鳥獣保護員）による調査が独自に進められ，下仁田町における群の遊動域把握
の作業が行われた．

H91997

現地聞き取り情報タイワンザウと思われる個体を捕獲し処分する．H101998

群馬県（2002）県委託事業により生息状況調査を実施H142002

坂口ら（2008）
日本獣医畜産大学（現：日本獣医生命科学大学）が協力し調査を進め，下仁田町，妙義町
に生息する群構成やその行動域が明らかになる．「大桁群」はその後の調査で「下仁田群」と
され現在も継続的に調査が行われ，2006（H18）時点で69頭の群であると報告されている．

H142002

神戸武司私信
国道254号線沿いの中小坂から坂詰地区周辺に出没する「坂詰群」の生息し，下仁田軽井沢
線の清水沢周辺に小規模な「清水沢群」の生息があったが，2005（H17）に坂詰群と合流
した．

H142002

現地聞き取り情報坂本地区でタイワンザルが目撃される．暫くの間，坂本地区で継続的に目撃される．H15△2003

森林総合研究所（2008）
妙義町においては大牛地区をコアエリアとした「大牛群」が生息し30頭の群であることが
報告される．

H182006

現地聞き取り情報タイワンザルと思われる個体が目撃されるH202008

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．
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付表1-5　倉渕村　年代表
引用資料内　　容年　　代

上原（1996）
この地域は霧積山からのつながりでニホンザルが生息している．烏川沿いに出没が見ら
れ，川浦，岩永においてハナレザルが確認される．

年代なし

常田ら（1978）倉渕村北西部に群やハナレザルの存在が示されている．
S451970

S511976

上原（1996）榛名町，倉渕村にサルの出没が増加した．H11989

上原（1996）
矢陸，西ケ渕，川浦で被害の発生報告がある．また，相間川下流の岩氷でも農作物被害が
発生した．石津での出没はない．

H11989

表3有害鳥獣捕獲が行われる．H21990

上原（1996）増田川，九十九川沿いにハナレザルが出没している．H81996

全県生息状況調査

相間川沿いに群の目撃情報があり，霧積山から東方面に生息域が拡大していることが確認
されている．
烏川上流の月並周辺で季節毎に繰り返される農作物被害が発生していることから，周辺地
域に別の群が生息している．

H192007

付表1-6　嬬恋村　年代表
引用資料内　　容年　　代

上原（1996）ハナレザルが出没するS40△1965

常田ら（1978）嬬恋村北部に群やハナレザルの存在が示されている．
S451970

S511976

全県生息状況調査この頃，門外周辺でサルの出没の記録がある．S55△1980

上原（1996）万座川上流で群の生息を確認．田代，干俣などでハナレザルの出没が確認される．S621987

全県生息状況調査生息情報がないことから，人里でのニホンザルの目撃は非常に少なかったと推測される．H11989

上原（1996）万座スキー場，門貝，田代，干俣周辺にハナレザルが出没する．H71995

全県生息状況調査
8月に銃器により1頭を捕獲する．最初の有害捕獲となる．2頭のサルが鎌原，大笹，田代で
民家の屋根や農地を荒らす被害を発生させたことが記録されている．

H111999

全県生息状況調査門外地区での聞き取りより，屋内に侵入し天ぷらなどを食べていたとの記載が残されている．H132001

全県生息状況調査門外地区で30～40頭の群の出没が頻繁となる．H172005

現地聞き取り調査
現地聞き取り調査により，西窪地区で万座川を渡る100頭以上の群をカウントした者から
直接聞き取りする．その群が万座川沿いを季節移動しながら近隣で食害を発生させている
ことを確認する．

H192007

現地聞き取り調査その群の生息エリアは吾妻川沿いの三原から大前の範囲に拡大している．H202008

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-7　草津町　年代表
引用資料内　　容年　　代

行政資料草津熱帯圏に進入した個体を許可捕獲し長笹林道に放獣する．H101998

行政資料西の河原公園，草津中学校などに1頭のサルが出没．H111999

全県生息状況調査市内でのハナレザルの出没がある．小学1年生がサルにより掻き傷を負う．H132001

全県生息状況調査前口，谷所，井堀で子連れ5頭ほどの目撃あり．H172005

現地聞き取り情報出没は散発的にハナレザルが見られる程度である．H202008

付表1-8　六合村　年代表
引用資料内　　容年　　代

全県生息状況調査見寄周辺ではハナレザルの目撃がある．S45△1970

群馬県（2000）野反湖富士見峠峠休憩舎へのアンケート調査ではこの頃より群が生息している．S50△1975

群馬県（2000）村役場への調査結果から，この頃より群が生息しているとの結果を得ている．Ｈ5△1993

全県生息状況調査入山地区などでニホンザルの出没が認められる．H6△1994

全県生息状況調査
ガラン沢方面に多く生息し，和光原，京塚，世立，見寄，長平，小倉周辺に出没が認めら
れる．

H81996

全県生息状況調査根広で群の出没を認める．H101998

全県生息状況調査
見寄周辺ではカボチャなどに農作物被害が発生している．梨木では30頭程度の群の出没を
認める．小雨ではハナレザルの目撃がある．

H111999
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付表1-11　新治村　年代表
引用資料内　　容年　　代

群馬県（2000）川古温泉浜屋旅館へのアンケート調査では，この頃よりニホンザルが生息していた．1980年代

全県生息状況調査相俣で農業被害の発生が始まる．H21990

全県生息状況調査永井，吹路で農業被害の発生が始まる．H31991

群馬県（1995）
全県生息状況調査

保戸野山，唐沢山，雨見山一帯に群が生息し，永井，合瀬などで農業被害を発生させてい
る．川古温泉，茂倉周辺でも群が出没している．水上町との境界にある小出俣山，三岩山，
吾妻耶山にもニホンザルが生息している．

H71995

上原（1996）
群の生息は法師，官行，永井，吹路，合瀬周辺に群が遊動している．また，富士新田，赤
谷一帯でも農作物被害を発生させている．

H81996

全県生息状況調査永井，吹路，相俣では通年を通して群の出没がある．H111999

サルへの餌付け禁止条例を制定．H132001

群馬県（2001）県委託事業により生息状況調査を実施H132001

安田ら（2007）赤谷プロジェクトにおけるニホンザル調査を始める．H162004

安田ら（2007）
赤谷プロジェクトにおけるニホンザル調査報告を行う．
2006年8月に永井群133頭，2006年12月に70頭と報告．

H192007

群馬県（2003）県委託事業により生息状況調査を実施H152003

群馬県（2004）県委託事業により生息状況調査を実施H162004

群馬県（2005）県委託事業により生息状況調査を実施H172005

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-9　長野原町　年代表
引用資料内　　容年　　代

全県生息状況調査ハナレザルの出没が認められる．H51993

上原（1996）吾妻川流域や北軽井沢でハナレザルの出没が認められる．H81996

全県生息状況調査貝瀬でハナレザルの目撃がある．H81996

全県生息状況調査貝瀬で群での出没があり農作物に被害が発生する．H132001

全県生息状況調査貝瀬，火打花で農業被害の報告がある．H192007

付表1-10　中之条町　年代表
引用資料内　　容年　　代

中之条町関正剛氏私信四万の奥に群が生息していた．その群が南下し四万に定着を始めた．1980年代

上原（1996）群の生息を確認．S57△1982

上原（1994）四万湖周辺でサルの出没が始まる．S63△1988

上原（1996）
沢渡，丹下地区に出没する．四万川周辺で群の出没が頻繁となる．沢渡や上沢渡で店先の
商品や農作物に被害が発生する．

H11989

全県生息状況調査貫湯平にもこの頃より出没が始まる．H11989

全県生息状況調査
9月には高渡橋や天然橋の周辺まで出没が確認されている．下沢渡周辺でもこの頃より出
没が始まる．

H41992

上原（1994）1月には寺社平や貫湯平でも出没が確認され．H51993

現地聞き取り情報寺社平や貫湯平ではそれ以降定着化が始まる．H51993

上原（1996）
群の生息は，四万温泉一帯から四万，殿界戸，美野原，沢渡，山田，折田，丹下にかけ広く群が
誘導している．寺社原，貫湯平，四万湯原，殿界戸などで農作物被害を発生させている.

H81996

全県生息状況調査吾妻町原町在上，大道や岩本周辺でもこの頃より出没が始まる．H81996

全県生息状況調査山田のリンゴ園などに群が出没し農業被害の発生が始まる．H101998

群馬県（2001）県委託事業により生息状況調査を実施H132001

群馬県（2002）県委託事業により生息状況調査を実施H142002

行政資料貫湯平の約3ha，寺社平の約7haを電気柵で集落を囲う対策が行われた．H172005

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．
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付表1-12　水上町，月夜野町　年代表
引用資料内　　容年　　代

全県生息状況調査土合周辺で野生群の生息が認められる．1970頃

全県生息状況調査以前より青木沢，平井では群が生息していた．H1△1989

全県生息状況調査藤原地区に出没を認める．H31991

表3水上町で2頭のニホンザルが有害捕獲される．H51993

群馬県（2000）月夜野町では群の生息があった．H7△1995

群馬県（1995）
鹿野沢，寺間ではこの頃か農作物被害が生じている．谷川，阿能川流域では農作物被害が
発生し，湯桧曽，幸知にも群の出没がある．

H7△1995

上原（1996）

群の生息は，藤原地域，粟沢，綱子周辺に群が遊動しながら農作物被害を発生している．
土合から湯桧曽，幸知，大穴，鹿野沢，水上駅周辺にも群が出没している．阿能川周辺に
も別の群が遊動している．このエリアのニホンザル南限は小日向周辺までで月夜野町には
出没の報告がない．

H81996

全県生息状況調査上牧周辺でサルの目撃がある．H9△1997

全県生息状況調査
月夜野町上牧の三峰山寄りで群の出没があり，農業被害の発生が始まる．水上町綱子では
年間を通じて群が認められる．

H111999

群馬県（2000）南限とされた小日向に，湯桧曽，鹿野沢，高日向に遊動する群が確認されている．H122000

群馬県（2001）県委託事業により生息状況調査を実施H132001

群馬県（2007）高日向に誘導する群の一部は沼田市佐山町，発知町まで誘導していることが確認されている．H192007

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-13　沼田市　年代表
引用資料内　　容年　　代

表1池田地区でニホンザルによるリンゴ被害が発生した．H81996

表1佐山町，上発知でのハナレザルの出没がある．リンゴの被害が発生した．H10△1998

全県生息状況調査沼田市ではハナレザルが出没しているとのアンケート結果であった．H122000

全県生息状況調査
1頭のニホンザルが初めて有害捕獲されている．佐山町では群の出没があり農業被害を発
生させる．上発知ではハナレザルの出没があるが，農業被害の発生はない．

H132001

群馬県（2007）池田地区に出没する群の行動域を委託事業により調査する．H192007

現地聞き取り調査トウモロコシ，リンゴへの食害が継続している．H202008

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-14　川場村　年代表
引用資料内　　容年　　代

群馬県（2000）
川場村役場へのアンケートでは,この頃には群の生息があり，2000（H12）年時点では農業
被害が発生している．

1990年代

全県生息状況調査木賊周辺で被害が始まったとの聞き取り情報あり．H7△1995

全県生息状況調査木賊周辺で民家周辺に生息する小グループが目撃されている．H91997

全県生息状況調査桐の木平で50頭程度の群の目撃がある．H111999

群馬県（2006）県委託事業により生息状況調査を実施H182006

群馬県（2007）県委託事業により生息状況調査を実施H192007

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-15　片品村　年代表
引用資料内　　容年　　代

全県生息状況調査針山周辺でサルの出没がある．H10△1998

全県生息状況調査針山で小グループの出没が目撃される．H122000

全県生息状況調査
加生分に群の出没がある．上小川で農業被害が発生する．
東小川で8頭の目撃あり．

H132001

群馬県（2001）戸倉大橋近辺，白根近辺に群の出没有り．H132001

全県生息状況調査東小川で子連れ10頭程度の目撃複数あり．H172005

全県生息状況調査11月，築地で30頭の目撃あり．H192007

現地聞き取り調査利根村に隣接した築地に群の出没が増加する．H202008

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．
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付表1-16　利根村　年代表
引用資料内　　容年　　代

現地聞き取り調査ニホンザルの目撃が始まる．S60△1985

群馬県（2000）
利根村森林組合へのアンケート調査では，この頃より群の生息があったとの回答を得てい
る．また，鳥獣保護員へのアンケート調査では利根村北部では1990年代より，利根村南部
では1997年頃より群の生息が情報が得られた．

S631988

現地聞き取り調査群の目撃が始まる．H1△1989

上原（1994）老神や奈良，追貝周辺でニホンザルの出没が始まる．H3△1991

表2有害捕獲により1頭が捕獲されている．H51993

上原（1996）
根利方面で勢多郡東村に遊動する群の一部と思われるハナレザルが認められる．老神，穴
原周辺で群の出没が報告されている．大揚から追貝にかけ農業被害を発生させる群の出没
があるほか，平川，奈良，三俣山から皇海山方面に遊動する群も確認されている．

H81996

全県生息状況調査
平川周辺で農地への出没がある．穴原では50頭程度の群の目撃があり，農業被害が発生し
ている．根利周辺ではこの頃から被害の発生が始まる．

H111999

現地聞き取り調査平川で鳥獣被害が明確となる．H122000

現地聞き取り調査4群200頭のサルが生息するとされる．H132001

群馬県（2002）県委託事業により生息状況調査を実施H142002

現地聞き取り調査高戸屋，老神にも群の出没が始まる．H142002

群馬県（2002）県委託事業により生息状況調査を実施H142002

群馬県（2003）県委託事業により生息状況調査を実施H152003

群馬県（2004）
県委託事業により生息状況調査を実施．
薗原湖東側に生息する穴原群130頭を確認．

H162004

現地聞き取り調査
野生動物保護管理事務所に調査を委託する．
穴原群が分裂し遊動していることを確認．

H182006

現地聞き取り調査野生動物保護管理事務所に調査を委託する．H202008

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-17　勢多東村，黒保根村　年代表
引用資料内　　容年　　代

上原（1996）
群の生息が確認されている．沢入，押手，向沢入，神戸，花輪，座間，黒保根村八木原地
区に群が出没する．

S50△1975

農業被害が発生し初めての有害捕獲申請が行われた．S591984

30頭のニホンザルを有害捕獲した．S611986

上原（1996）沢入，押手，春場見，向沢入，神戸，花輪，座間，黒保根村八木原に出没が認められる．H21990

群馬県（1996）

群の生息は，押手，春場見，沢入の一帯にとなっている．また，向沢入から黒坂石川周辺
に生息する群もある．草木ダムの両岸で遊動する群が確認されている．

H81996
花輪でも最近になり出没が増加しているが，萩原，小夜戸の南側の地区では出没が少ない．
勢多郡東村大滝には群が生息しており諸沢から大平，腰越，袖丸方面にも遊動域がある．

この時期には東村全域にサルの出没が観察されている．押手で捕獲された個体の行動を追
跡し，渡良瀬川沿いに上流は揄沢から下流は花輪西側まで10～12kmの距離で誘導してい
た．またこの群は，渡良瀬川右岸も誘導しており東村最大の群である．

群馬県（1996）東村には袈裟丸山生息群として，大滝から山頂方向に誘導する群がある．H81996

上原（1996）
黒保根村八木原では少集団の出没により果樹などへの被害が発生した．黒保根村上田沢，
下田沢ではハナレザルの出没があり，栗生山に生息する個体が出没している．

H81996

上原（1996）
黒保根村八木原周辺に1989（H元）頃まで群が出没していたが1996（H8）時点ではその群
が認められなくなっている．

H81996

全県生息状況調査勢多郡東村花輪では群の出没があり数年後には農作物の強い被害が報告された．H81996

全県生息状況調査
黒保根村上田沢，下田沢で15頭程度の群により被害を受けた報告がある．東村沢入，草木，
座間では通年を通して群が近辺にいる状況となった．東村萩原での出没は認めない．

H111999

群馬県（2007）
県委託事業により生息状況調査を実施．
草木湖周辺，小黒川沿いに聞き取り調査を実施．

H182006

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．
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付表1-18　桐生市，大間々町　年代表
引用資料内　　容年　　代

全県生息状況調査群の生息が確認されている．H3△1991

群馬県（2000）
桐生市役所へのアンケート調査では1992（H4）から1993（H5）頃には桐生市に群の出没
があった．

H4△1992

全県生息状況調査
林道三境線，1994（H6）には梅田地区の鳴神山近辺でニホンザルの群が目撃されれた．こ
の頃より梅田五丁目周辺では，被害発生の報告がある．

H51993

ニホンザルが桐生市内に出没する．H91997

全県生息状況調査菱町，梅田町2丁目，梅田町4丁目でも出没と被害の発生が報告される．H111999

表2大間々町で農業被害の発生が始まる．H111999

表3大間々町でニホンザルの捕獲が始まる．H152005

群馬県（2004）県委託事業により生息状況調査を実施（小平に生息する群）H162004

群馬県（2005）県委託事業により生息状況調査を実施H172005

群馬県（2006）
県委託事業により生息状況調査を実施．
梅田湖周辺に群が生息すること確認．

H182006

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-19　榛名山　年代表
引用資料内　　容年　　代

今木ら（1998）榛名山周辺では，伊香保地域個体群としてニホンザルの生息が伝えられている．S531978

現地聞き取り調査
伊香保町に昭和50年代前半に4頭のサルが生息し，近隣で旅館の厨房や土産物に被害を与え
ていたとの聞き取り情報を得る．平成20年時点で伊香保町でのサルの生息は確認できない．

H202008

付表1-20　赤城山　年代表
引用資料内　　容年　　代

上原（1996）
赤城山ではのアンケート調査により赤城山の西の山麓にあたる子持村中郷，上白井周辺の
生息が確認されている．

S541994

現地聞き取り調査現時点で赤城山周辺でサルの生息は確認できない．H202008

付表1-21　吉井町　年代表
引用資料内　　容年　　代

上原（1996）ハナレザルの出没が報告されている．S60△1985

行政資料ハナレザルの目撃が散発的にある．H202008

△の標記は前後に1年程度の誤差を含むことを示す．

付表1-22　その他地域　年代表
引用資料内　　容年　　代

行政資料太田市金山公園にハナレザルが数ヶ月に渡り断続的に出没する．H192007

行政資料館林市内，前橋市内などでハナレザルの移動が認められる．H202008




