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平成 30 年度第１回箕面山ニホンザル保護管理委員会

会 議 録

日 時： 平成 30 年 8 月 8 日(水)

開会 午後 1時 閉会 午後 2時

場 所： 箕面市立郷土資料館 体験学習室

出 席 者： 箕面山ニホンザル保護管理委員会委員

出席委員 金澤 忠博 会長

和 秀雄 委員

梅原 徹 委員

勝占 保 委員

室山 泰之 委員

酒井 良和 委員

原田 昌浩 委員

森本 茂司 委員

事 務 局 藤迫 稔 教育長

浜田 徳美 子ども未来創造局担当部長

岩永 幸博 子ども未来創造局天然記念物室長

山岸 健史 子ども未来創造局天然記念物室参事

開会

（事務局）

本日は、ご公務何かとご多忙中にも関わりませずご出席賜り、厚くお礼申し上げ

ます。只今から、箕面山ニホンザル保護管理委員会委員の辞令交付を行います。今

年６月に委員の改選をいたしまして、現在、当保護管理委員会の会長が決まってお

りません。会長が選任されるまでの間は、事務局において司会を務めさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、会議に先立ちまして藤迫教育長より辞令交付を行います。お名前をお

呼びしますので、その場にてご起立をお願いいたします。
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（事務局）

金澤忠博様。

（教育長）

辞令。金澤忠博。箕面山ニホンザル保護管理委員会委員に任命する。平成 30 年

6 月 15 日。箕面市教育委員会。

（事務局）

（以下同様に）

和秀雄様。

室山泰之様。

森本茂司様。

梅原徹様。

勝占保様。

酒井良和様。

原田昌浩様。

どうもありがとうございました。委員の皆様におかれましては、何かとお忙し

いとは存じますが、箕面山に生息するニホンザルの保護管理につきまして、ご協

力いただきますようよろしくお願いいたします。

それではここで、藤迫教育長よりご挨拶を申し上げます。

（教育長）

皆様、改めましてこんにちは。箕面市教育委員会教育長の藤迫でございます。「平

成 30 年度の第１回箕面山ニホンザル保護管理委員会」の開催にあたりまして、一

言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日は「平成 30 年度第１回箕面山ニホンザ

ル保護管理委員会」を開催させていただきましたところ、委員の皆様におかれま

しては、公私何かとご多忙にも関わりませずご出席をいただき心から厚くお礼を

申し上げます。ありがとうございます。

さて、国の天然記念物「箕面山サル生息地に生息するニホンザル」におきまし

ては、当保護管理委員会のご尽力によりまして、今日まで適正に保護管理を行っ

て参ることができております。毎日の箕面山ニホンザル集団の位置固定を始めと

して、「箕面市サル餌やり禁止条例」の施行など、人馴れしてサルを自然に返すた

めの様々な対策を講じていただいた結果、一時期、滝道やドライブウェイ上にあ

ふれて人間とトラブルを起こしていたニホンザルの姿も、現在では、ほとんど見
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かけることもなくなっております。また、近年問題となっておりましたサルによ

る農作物被害につきましても、かなり少なくなってきております。避妊薬の経口

投与による出産抑制や田畑における猿害防止の電気柵設置など、当委員会の指導

に基づく様々な取り組みの賜物であると感じております。

今後につきましては、現在の生息頭数約 300 頭を更に削減して、保護管理計画

の最終目標でもある餌付け前の生息頭数 100 頭をできる限り早期に達成したいと

思います。実現した際には、人口給餌を中止し野生のニホンザル本来の生活を取

り戻させて、市民の貴重な財産として永続的に人間と共存していけるものと信じ

て委員の皆様のご意見をいただきながら、保護管理に努めてまいりたいと存じま

す。

最後になりましたが、委員の皆様方におかれましては、本日の審議を深めてい

ただき、今後とも、箕面山に生息するニホンザルの保護管理へのご支援ご協力を

お願いいたしまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。今日

はどうぞ最後までよろしくお願いいたします。

（事務局）

次に、委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと存じます。すみませんが、金

澤委員から順にお願いできますでしょうか。

（金澤委員）

大阪大学の金澤と申します。よろしくお願いいたします。

（和委員）

和秀雄と申します。今は奄美大島に住んでいますが、以前、大阪大学にいた時か

ら当委員会に関わってきました。よろしくお願いいたします。

（室山委員）

東洋大学の室山です。当委員会には、食害対策関係の専門分野で数年前から関わ

らせていただいています。よろしくお願いいたします。

（森本委員）

箕面市の止々呂美に住んでおります森本です。よろしくお願いいたします。。

（梅原委員）

大阪自然史センターの梅原と申します。この委員会と箕面山猿保護管理委員会の

最初からの委員は私だけになってしまいました。植生を専門としています。よろし
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くお願いいたします。

（勝占委員）

箕面の国有林を管理しております林野庁京都大阪森林管理事務所長の勝占と申

します。よろしくお願いいたします。

（酒井委員）

大阪府池田土木事務所都市みどり課長の酒井と申します。箕面の滝道が昨年 10

月の台風で通行止めになっておりまして、できるだけ早い開通に向けて頑張ってい

るところです。皆様にご協力をお願いしたいと思っております。よろしくお願いい

たします。

（原田委員）

大阪府教育庁文化財保護課の原田と申します。文化財保護という立場からサルの

ことについて一緒に考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（事務局）

どうもありがとうございました。次に、事務局からも自己紹介をさせていただき

ます。

お世話になっております。部長の浜田と申します。よろしくお願いいたします。

天然記念物室長の岩永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

天然記念物室参事の山岸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

恐れ入りますが、藤迫教育長は他の公務がございますので、ここで退席をさせて

いただきます。

（事務局）

次に、会長の選出に移らせていただきます。箕面山ニホンザル保護管理委員会の

会長につきましては、箕面山ニホンザル保護管理委員会条例第 5条の規定により、

委員の互選により定めることとなっております。皆様、いかがいたしましょうか。

（委員）

金澤先生にお願いできたらと思うのですが。いかがでしょうか。

（委員）

異議なし。
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（事務局）

只今、金澤委員さんを推薦する声がございましたが、再度確認をさせていただき

ます。皆様、ご異議ございませんでしょうか。

（委員）

異議なし。

（事務局）

ご異議なしとのことですので、会長には金澤委員さんにお願いしたいと存じます。

それでは、金澤委員さん、どうぞよろしくお願いいたします。

それではここで、会長に就任していただきました金澤委員から一言、就任のご挨

拶をいただきたいと思います。金澤会長よろしくお願いいたします。

（会長）

只今、会長を仰せつかりました金澤です。よろしくお願いいたします。私が箕面

の山に入ったのが 1980 年で、それから 38 年になるのですが、最初の頃は、山に足

しげく通っておりまして、1年の 3分の 2は箕面の山におり、朝から晩まで泊まり

込んで調査を行いました。以前は滝を中心として、人と完全に生活圏が重なり合っ

ている状態だったのですが、餌場を今の位置にしまして、餌場を中心に生活するよ

うになってきています。

最初に教育長の言葉にもありましたが、「餌やり禁止条例」というのがひとつの

大きな節目であったなと思います。餌がなければサルも自然の餌を求めて活動する

わけでございますが、狭いエリアの中で生きていくためには自然の餌だけでは十分

ではないのも現実的にはありました。そのため、人口給餌を行っているのですが、

カロリーも高いので減らす方向ではありますが、そのまま放っておくと頭数が増え

ていくという状態が長い間問題となっていました。最近は、バースコントロールと

いうやり方で、たぶん日本でここだけだと思いますが、顔を見て経口避妊薬を投与

する他の地域ではできない方法で、ここ数年着実に成果が出てきて、将来的な見通

しができるようになりました。地域に個体を残すことも我々の使命ですので、共存

を図るという方向で行っています。微力ながら、お役に立てるよう頑張りたいと思

いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

（事務局）

どうもありがとうございました。それでは、金澤会長、これより議事の進行をお

願いいたします。
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（会長）

それでは、本日の会議の出席状況について、事務局から報告をお願いします。

（事務局）

本日は、委員 8名全員のご出席をいただいており、箕面山ニホンザル保護管理委

員会運営規則第 2条第 2項の規定により、過半数を満たしておりますので、本日の

会議は成立いたしております。

（会長）

只今、事務局から本日の会議が成立している旨の報告がございましたので、早速

ですが、議案審議に移らさせていただきます。

（会長）

それでは、議案第 2号「会長職務代理の指名」についてご審議していただきます。

箕面山ニホンザル保護管理委員会条例第 5条第 3項の規定により、「会長に事故あ

るとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代

理する。」となっておりますので、私から会長代理を指名させていただきたいと思

います。誠に僭越ではございますが、和委員に会長代理をお願いしたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。

（委員）

異議なし。

（会長）

ありがとうございます。それでは、和委員、どうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

次に、報告第 1号「各集団の位置同定調査」について事務局から説明をお願いし

ます。

（事務局）

報告第 1号「各集団の位置同定調査」についてご説明いたします。

議案書の 1ページからです。Ｆ集団とＬ集団の中心のメスザルそれぞれ 1頭に装

着しておりますラジオテレメトリー発信機を使っての平成 30 年 4 月から 7月末ま

でのサル集団の位置同定調査についてですが、全日、両集団とも、1日 3回、給餌



- 7 -

場に安定して入場して人口給餌を受けておりまして、毎回その姿を目視できており

ます。議案書の 3ページ及び 5ページのとおり、毎月、赤色の棒グラフが 100％と

なっており、発信機を使うまでもなく、集団の位置同定ができているという状況で

す。

その生息場所ですが、Ｆ集団は天上ヶ谷北谷の上部付近で給餌を受け、主に箕面

川ダムからエキスポみのお記念の森付近を遊動しています。また、Ｌ集団について

は、天上ヶ谷北谷の下側で給餌を受け、南谷付近を遊動域としています。両集団が、

給餌場を中心にうまくすみ分けているという状況になっています。

以上、誠に簡単ではございますが、報告第 1号の説明とさせていただきます。

（会長）

それでは、この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

両集団がひとつの餌場を同時に使用するというのは、ニホンザルの集団では非常

に珍しい状態です。これが安定した状態で維持できているのは、いろんな努力があ

ってのことですが、この状態が続くのを願う限りです。

よろしいでしょうか。他にご意見、ご質問がないようですので、報告第１号を承

認いたします。

次に、報告第 2号「地区別サル出没通報件数」について、事務局から説明をお願

いします。

（事務局）

報告第 2号「地区別サル出没通報件数」についてご説明いたします。

議案書の 9ページをご覧ください。平成 27 年度から平成 30 年度までのサル出没

に関する市民からの通報を受けて、野猿担当職員が出動した件数を地域別にまとめ

たものでございます。

離れザルは市街地を転々と移動するため、住民に目撃されるたびに、各地から市

役所へ複数の通報が入り、野猿担当職員が出動するという具合になっておりまして、

表上の数字は同一のサルの出没において、複数のカウントとなっているものが含ま

れております。

特に今年度は、6月初旬から中旬までの間、1頭の離れザルが箕面市と豊中市の

境界付近を東西に転々と移動して、連日何度も通報が寄せられました。平成 30 年

度の 1頭の出没欄にある桜井地区の 24 件という数字はこの時のものです。なお、

この離れザルの市街地への出没については、大阪北部地震の後、通報が寄せられな

くなりました。

今年度の通報件数は、合計 97 件となっております。前年度の約 2倍の件数です

が、6月に箕面市と豊中市との境界付近を転々と移動していた 1頭の離れザルに関
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するものがかなりのところを占めております。

以上、誠に簡単ではございますが、報告第 2号の説明とさせていただきます。

（会長）

それでは、この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

先程も説明がありましたが、サルが点々と移動するため通報件数は多くなってい

ますが、実際には去年とあまり変わりはありません。

他にないようですので、報告第 2号を承認させていただきます。

次に、報告第 3号「サル用電気柵設置報告」について、事務局から説明をお願い

します。

（事務局）

サル用電気柵を設置しましたのでご報告いたします。

議案書の 11 ページをご覧ください。今年の 5月 25 日に文化庁の国庫補助食害対

策事業費で下止々呂美地区のビワ畑の 1ヶ所に猿害防止用の電気柵を設置しまし

た。下段の航空写真の赤い点付近です。周囲の長さが 200ｍで、設置費用は約 90

万円です。この電気柵の設置により、毎年 6月に 2名の警備員を 1ヶ月間配備して

いたものが必要なくなります。

以上、誠に簡単ではございますが、報告第 3号の説明とさせていただきます。

（会長）

この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

（委員）

設置後の被害状況はどうですか。

（事務局）

設置後にビワの収穫を迎えましたが、1件も被害はありませんでした。

（会長）

他の地域への出没は続いていましたか。

（事務局）

ビワ畑は他にも何か所かあるため、今回電気柵を設置していない他の畑には従来

どおり人的警備を行いました。警備員によりますと、サルの出没は何度か目撃され

ています。
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（委員）

国有林でも、サルの被害に悩まされているので、電気柵も検討しているのですが、

規格やノウハウなどはございますか。全国的に統一されたものですか。

（委員）

基本的にイノシシ、シカ、サル用として、鳥取県か島根県が開発したもので、兵

庫県香美町で製品化されて売られているものです。これを使っていたり、電気柵だ

ったりいろんな形で対策をされています。今のところ最も安価で効果的かなと考え

ており「おじろ用心棒」という製品です。１メートル当たりの単価が 500 円から

1,000 円程度です。

（委員）

どういう所で使う予定なのですか。

（委員）

嵐山国有林なのですが、桜の苗木を折っているようなのです。シカ対策用のネッ

トを張っているのですが、遊びなのか、食べているようでもなく、ぶら下がって折

ってしまっているようなので、どのように対策をしようかと考えております。シカ

対策は日頃から行っているのですが、サルへの対策は電気柵がいいかなと思ってお

ります。

箕面の山でも、杉や檜の苗木などを植えていますが、サルによる被害はないよう

ですが、桜の枝を折る行為は何に興味を示しているのかよくわかりません。

（委員）

さくらんぼがあればそれを食べるというのがあると思うのですが、苗木の場合は

特にサルによる被害は目撃されていないので、違う動物の可能性がありますね。

（委員）

もしかしたら、サルは人間へのいたずらでやっているのでしょうか。

（委員）

どれくらいの高さの苗木ですか。それに対して、シカ対策用の柵はどれくらいの

高さですか。
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（委員）

苗木の高さは 1メートル程度です。また、柵の高さは 2メートル程度です。

（委員）

植え付けをされてからどのくらい経過していますか。

（委員）

昨年 2 月頃に植えたものが、半年経った頃にはほぼ全滅しています。今年の 2

月に植えたものも半分くらい折られてしまっています。

（委員）

シカの被害ではなく、もっと小さな動物がやっている可能性がありますね。

（委員）

最もよいのは、赤外線カメラの設置ですが、サルがやっているという確実な証拠

は撮れないのではないかと思います。

（委員）

赤外線カメラの設置はしていますが、まだ、サルによる被害であるとの証拠はあ

りません。他に考えられるのはどんな動物ですか。

（委員）

ハクビシンやアライグマなどが考えられます。これらの動物は何を考えてやって

いるのかはわかりませんが、忍び込む可能性はあります。サルだと、食べられるも

のでなければそんなことはしないと思います。いたずらでやることはまずないと思

います。

（委員）

ネットもあるし、遊んでいるのかなと思っていました。

（委員）

キノコなどについては、遊んで食い散らかすことはありますが、桜の苗木を食べ

た例はほとんどないと思います。

（会長）

他にないようでしたら、報告第 3号を承認いたします。
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続きまして、報告第 4号「平成 30 年度の出産状況と生息数」について、事務局

から説明をお願いします。

（事務局）

報告第 4号「平成 30 年度の出産状況と生息数」についてご説明いたします。

議案書の 17 ページをご覧ください。今年度は、Ｆ集団で 13 頭、Ｌ集団で 12 頭、

合計 25 頭の出産を確認しました。昨年度は 22 頭でしたので、ほぼ同数の出産数と

いえると思います。

19 ページが、今年 4 月に給餌場にてサルの数をカウントした数字です。1 日 2

回、4日間数えて平均したものに、山の中に潜んで出てこなかったサルを考慮して

1.1 倍して、300 頭という頭数になりました。

誠に簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。

（会長）

この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

（委員）

現在 300 頭で、目標が 100 頭とのことですが、いつ頃この目標に到達すると考え

ていますか。

（事務局）

金澤会長から、以前シミュレーションをしていただいておりますので、会長から

お話ししていただきたいと思います。

（会長）

放っておけばどんどん増加するのを、抑制している状況でして、簡単に予測はで

きません。バースコントロールで抑制していくと、子供が産まれないということに

なります。だいたい 5、6歳で妊娠をしますが、その母数も減っていくところまで

は予測できますが、それ以外の要因もありますので、簡単なものではありません。

単純に計算しても、30 年くらいはかかるかなと考えています。様々な要因があり

ますが、今のところは増えない状況になっております。今の増えない状況になるま

でにも時間はかかっています。他の地域で増えない状況になっているところはない

と思います。その都度、見直しながら考えていきたいと思います。ちなみに、現在

の頭数はほぼ予測どおりです。

次の案件にも関わりますので、説明をしていただきまして、一緒にご質問を受け

たいと思います。
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報告第 5号「平成 29 年度バースコントロール実施結果」について、事務局から

説明をお願いします。

（事務局）

報告第 5号「平成 29 年度バースコントロール実施結果」についてご説明いたし

ます。

議案書の 21 ページをご覧ください。平成 29 年 9 月 19 日から平成 30 年 3 月 27

日までの間、箕面山猿保護管理委員会で選定したＦ集団 60 頭とＬ集団 30 頭、合計

90 頭を対象に、毎週 1回合計 28 回、避妊薬をバナナ片に混ぜて経口投与いたしま

した。その結果が 23 ページと 25 ページの表でございます。

うち 6頭が途中死亡もしくは行方不明となり、出産した個体はＦ集団の 47 番モ

ナ'80'88'02'10 の 1 頭だけで、その他の個体については、出産しないという結果

になりました。

以上、誠に簡単ではございますが、報告第 5号の説明とさせていただきます。

（会長）

この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

極めて多数のサルに対して、1頭ごとの個体を顔を確認しながら 1日の内に 90

頭近い個体に餌を与えるというのは、他の地域では考えられませんね。

他にご意見、ご質問等ないようですので、報告第 5号を承認いたします。

次に、議案第 3号「平成 30 年度バースコントロール対象個体の選定」について

事務局の報告をお願いします。

（事務局）

議案第 3号「平成 30 年度バースコントロール対象個体の選定」について説明い

たします。

議案書の 27 ページをご覧ください。只今の報告第 5号で、平成 29 年度のバース

コントロール実施結果をご報告したところですが、今年度、平成 30 年度におきま

しても、箕面山ニホンザルの個体数を適正なものとする目的で、避妊薬の経口投与

によるバースコントロールを実施したいと考えております。今年度も昨年度と同様

の合計 90 頭の個体にバースコントロールを実施したいと考えております。Ｆ集団

の 57 頭、個体の写真は 29、31、33 ページのとおりです。及び、Ｌ集団の 33 頭、

写真は 35、37 ページです。いずれのサルも箕面山猿保護管理委員会でガイドライ

ンに基づき選定された対象個体です。

バースコントロール実施のガイドラインについてですが、「年齢 25 歳以下の個体

であること」、「初産でないこと」、「0歳児を有していないこと」、「連続の投与可能
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回数は 6回までであること」の項目をクリアしたメスザルから 90 頭を選定いたし

ました。

以上、議案第 3号の説明とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

（会長）

この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

写真がありますが、隣り合う 2頭のどこが違うのかなと、見ていただいたら、識

別が難しいのがわかるかなと思います。毛並み等それぞれ違いまして、比べますと

ある程度はわかると思いますが、やはり難しいですね。この体制がどのくらい続け

られるかなと思います。サルの数が減っていきますと、メスの数、トータルの数も

減るので、バースコントロールをずっと続けていくのは難しいかなとも思いますね。

（委員）

サルの顔を識別できる職員さんは何人くらいいらっしゃいますか。

（事務局）

現在 3名います。

（会長）

近年の技術革新はすごいものがありますので、そのうち、カメラで撮影してサル

の顔を識別する時代がやってくるのかなと思いますが、今のところは人が見て識別

するしかないですね。

よろしいでしょうか。本件を提案どおりに可決することに異議はないでしょうか。

（委員）

異議なし。

（会長）

ありがとうございます。本件は提案どおりに可決されました。

以上で予定されていた案件は全て審議が終了しました。

他に事務局の方から何かありますでしょうか。

（事務局）

特にありません。



- 14 -

（会長）

他に委員の方から何かありますでしょうか。

特にないようですので、これをもちまして、本日の委員会を終了いたします。

長時間にわたりまして、ご審議いただきありがとうございました。

閉会


