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モンキ ードッ グの導 入と その状 況に ついて
平成２ １年３ 月１日
沼田市 利根町 振興局

笛 田春美

１．利 根町の 野猿に 対す る状況 とモ ンキー ドッグ の導 入経過
①利 根町の 鳥獣被 害総 額は１ ４， １９１ 千円（ １７ 年度） とな ってい て、 ニホ
ンザル の被害 額は３ ，９ ８８千 円（ ２８％ ）であ る。
②先 進地の 長野県 大町 市では 、平 成１７ 年度に モン キード ッグ 事業を 開始 し、
投入し た地域 では被 害が 激減し た。
③利 根沼田 県民局 より 照会が あり 、利根 町にお いて 、３頭 のモ ンキー ドッ グ育
成が決 定し、 平成１ ７年 １２月 より 犬訓練 所で服 従訓 練を開 始し た。
④平 成１８ 年４月 は利 根町に おい て現地 訓練を 行い 、５月 はニ ホンザ ルを 捕獲
した檻 （臭い が付着 して いる） を使 い、ニ ホン ザルへ の意識 を高 める訓 練を
実施し た。
⑤５ 月３０ 日にモ ンキ ードッ グ訓 練成果 発表会 を開 催し、 ６月 より現 地活 動を
開始し た。
第 １期生 ベル 平 川地区
ラッ キー 平川 地区
マメ 機動 犬
⑥平 成１９ 年度に 群馬 県が実 施し たモン キード ック 育成事 業に より、 平成 ２０
年２月 より４ 頭のモ ンキ ードッ グが 現地活 動を開 始し た。
第 ２期生 シー チャ ン 大 楊地 区
アイ チャ ン 大 楊地 区
ゴン
追 貝地 区
マツ
追 貝地 区

モン キード ッグ １期生

モン キード ッグ ２期生

２．モ ンキー ドッグ の運 用方法
①モ ンキー ドッグ の出 動態勢 は大 きく２ 通りと なっ ている 。
(１) 飼育 者が 単独 で散歩 を兼 ねた 近隣 のパ トロ ール を行 い、 近く にサ ルが いる
場合は 追い払 いを行 う。( 飼養者 宅の 近隣)
(２) サル の群 が危 険地域 に侵 入し 、花 火等 の追 い払 いで は動 かず とど まっ てい
る場合 に振興 局等の 要請 により 複数 頭で追 い上げ を行 う。(振 興局 職員が 立ち
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会う場 合有り 。)

パト ロール( 普通 の散歩)

近 隣のパ トロ ール(繋 留を といて)

３．モ ンキー ドッグ の効 果と問 題点
①平 川地区 では、 危険 地域に サル が侵入 する頻 度が 減少し たと ともに 、一 部で
はサル の出没 がなく なっ たが、 モン キード ッグ が活動 する地 域を 避け、 他の
農地等 に出没 するよ うに なった 。
②追 貝地区 では、2 群 のサル が出 没して いたが 、出 没が減 少し 農作物 被害 も昨
年に比 べて少 なくな った 。
③大 楊地区 では、 昨年 度は水 稲の 登熟期 頃から 田の 近くの 山林 に居着 いて 、水
稲に被 害があ ったが 、今 年度は ほと んど出 没せ ず、群 が居着 くこ ともな かっ
た。
④サル を発見 すると 追い かけ、 群を 山の上 または 横側 に移動 させ ること は可 能
である が、地 域の地 形上 の問題 もあ り、追 い上げ でな く追い 払い に終わ って
しまう 場合が ある。
⑤サ ルを追 ってい る時 に吠え ない ため、 犬の位 置が 不明と なる 。最初 の頃 は回
収に１ 時間か ら２時 間以 上かか る場 合があ った 。
（ 現在 は一定 の距 離を追 いか
けると 元の位 置に帰 って くるこ とが 多い 。）
⑥不 定期に 多発す るサ ルの出 没情 報に対 し、全 て出 動する こと は不可 能で ある
ため、 他の方 法等を 活用 し、効 果的 な追い 払い を実施 する体 制を 検討す る必
要があ る。
４．モ ンキー ドッグ の運 用実績
①平 成２０ 年１月 から 平成２ ０年 １２月 までの 出動 回数
(１)近 隣のパ トロー ル・ 追い払 い
７頭 の合計 で１ ，２２ ０回
(２)合 同での 追い上 げ
１６ 回（平 成１ ８年６ 月以 降）
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