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平成 30 年度第 2 回箕面山ニホンザル保護管理委員会

会 議 録

日 時： 平成 31 年 3 月 20 日(水)

開会 午後 3時 閉会 午後 4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

森本 茂司 委員

勝占 保 委員

原田 昌浩 委員

酒井 良和 委員

欠席委員 室山 泰之 委員

事 務 局 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

（会長）

定刻になりましたので、只今から平成 30 年度第 2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す。

委員の皆様におかれましては、公務何かとご多忙の中にも関わりませず、ご出席

賜り厚くお礼申し上げます。

まず、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）

本日の出席状況ですが、室山委員より公務のため欠席との届出がございました。

従いまして、委員 8名中 7名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ありましたので、早速
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ですが、議案審議に移らさせていただきます。

（会長）

報告第 6号「平成 30 年度天然記念物食害対策費国庫補助事業調査報告」につい

て、事務局の説明を求めます。

（事務局）

報告第 6号「平成 30 年度天然記念物食害対策費国庫補助事業調査報告」の件に

ついて、ご説明いたします。

議案書の 1ページです。本件は文化庁から補助金を受けて、平成 30 年度に実施

しました「天然記念物食害対策費国庫補助事業」の実施結果についてです。

箕面山ニホンザルの生息数について、ご報告いたします。年度当初に箕面山ニホ

ンザルの生息頭数を調査していますが、議案書 3 ページにありますように、平成

30 年 4 月、給餌場でサルの個体数をカウントした結果、Ｆ集団が 176 頭、Ｌ集団

が 124 頭の合計 300 頭という結果になりました。改めて、平成 31 年 4 月現在の生

息頭数を調査し、新たに生まれる新生体の数と併せて、後日ご報告をさせていただ

きます。

次に、「発信機による位置同定調査」について、ご報告します。3ページに平成

30 年度のラジオテレメータ発信機の装着状況を記載しております。Ｆ集団は、2014

年 10月 21日にＴotsu'78'83'90'02に装着した後、2018年 3月 14日にＭona'79'92

にも装着いたし、現在は 2頭から発信される電波により、群れの位置を把握できる

体制となっています。次に、Ｌ集団の装着個体ですが、前年度まで装着していた 2

頭の発信機の電池が弱くなってきたため、2018 年 10 月 26 日に Inaho'92'00 に装

着して、現在はこの 1頭の発信機により位置の把握を行っております。

次に、ラジオテレメータ発信機を使った位置同定調査について、ご報告いたしま

す。5ページがＦ集団、7ページがＬ集団の調査結果です。例年、箕面山の木の実

が豊富になる秋の時期は、両集団とも給餌場への入場率が悪くなるため、目視によ

る位置確認ができず、ラジオテレメータ発信機の信号により、おおよその位置が把

握できているという日が何日かあります。調査状況表内グラフの黄色部分が「信号

の受信だけ」で群れの位置を確認したことを示し、今年度はＦ集団が 10 月の 1日

間、Ｌ集団が 11 月の 2日間のみですが、「信号の受信だけ」により群れの位置を確

認しました。グラフ内青色部分は群れが電波の届かない場所にいたため、テレメー

タを使っても不明であったことを示しています。平成 30 年度はＦ集団が 10 月に 3

日間、2月に 1日間、Ｌ集団が 10 月と 11 月にそれぞれ 4日間、「発信機を使って

も群れの位置が不明」でありました。1月以降、木の実が乏しくなると、サルの群

れは給餌場に入場し、ほぼ毎日給餌を受けるようになりますので、目視により位置
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を確認できるようになり、グラフ内の赤色部分が再び拡大していきます。平成 30

年度はＦ集団、Ｌ集団ともに、例年に比べて秋期の遊動が激しくなく、給餌場で目

視できた日が多いという結果でありました。

9ページから 19 ページは、1日 3回の給餌場への入場状況を記した表を添付して

います。両集団とも、ほぼ毎日給餌場に姿を見せて給餌を受けておりますが、特に

秋の 9月、10 月、11 月は、必ずしも 1日 3回入場していないことがおわかりいた

だけると思います。

21 ページは、Ｆ集団、Ｌ集団のおおよその遊動範囲を示す地図です。オレンジ

色に塗りつぶしたエリアが、天然記念物箕面山ニホンザルの準生息域です。北側の

実線のエリアがＦ集団、南側の破線のエリアがＬ集団のおおよその遊動範囲で、2

集団が箕面山を棲み分けているという状況になっています。ちなみに、両集団がよ

く滞在する場所ですが、Ｆ集団は準生息地の左上、止々呂美林道の上部付近、Ｌ集

団は準生息地の右下、才ヶ原林道付近に行くことが多いようです。

続いて、平成 30 年度のバースコントロールの実施状況について、ご報告いたし

ます。23 ページと 25 ページです。今年度の対象個体は、平成 30 年 8 月 8 日開催

の第 1回箕面山ニホンザル保護管理委員会において、承認いただいた 27 ページの

Ｆ集団 57 頭と、33 ページのＬ集団 33 頭の合計 90 頭です。1頭あたり 1.25 ミリグ

ラムの合成プロゲステロンを粉末状にしてバナナ片等に埋め込み、交尾が確認され

た 9月 11 日以降 3月末までの予定で、原則毎週火曜日の 1回、職員が個体識別を

しながら、対象個体 1頭ずつに投与をしています。2月末時点での投与状況ですが、

Ｆ集団の 25 番のサルが 1回、28 番が 2回、40 番が 3回、給餌場に姿を見せなかっ

たため投与できませんでした。また、Ｆ集団の 16 番が 1回、33 番が 18 回、36 番

が 3回、52 番が 6回、Ｌ集団の 12 番が 6回、13 番が 9 回、26 番が 2回、29 番が

3回、それぞれバナナを受け取らなかったために投与できていません。但し、今年

度は投与対象個体として選定された後に、死亡や行方不明になった個体は 1頭もい

ません。平成29年度は90頭の内6頭が死亡または行方不明となっていましたので、

今年度はかなり良好な投与状況ではないかと思っております。なお、バースコント

ロール実施後の出産状況は、7月頃開催予定の箕面山猿保護管理委員会で検証後、

次回の当委員会において、ご報告したいと思います。

3点目は、生息地の植生調査についてです。箕面山サル集団の遊動に影響を与え

ていると考えられる餌資源のドングリ類とクマノミズキの豊凶についての 5 年間

の継続調査です。今回は 3年目でＮＰＯ法人「みのお山麓保全委員会」にご協力を

いただき実施しました。

最後に、猿害防止電気柵の設置工事についてご報告します。37 ページです。前

回の当委員会でも報告しましたが、平成 30 年 5 月 25 日に箕面市下止々呂美 751

番地他のビワ畑において、延長約 200ｍの電気柵を設置しました。電気柵の下段は
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金網柵でイノシシやシカなどの侵入を防ぎ、上段の 4本の電線に太陽光発電装置を

用いて電気を流すことで、サルが畑内に侵入できない仕組みとなっています。この

ビワ畑はこれまで何度も離れザルの被害が発生し、毎年 6月の 1ヶ月間は人的警備

を行なっておりましたが、今回の電気柵設置に伴い被害は全く発生しませんでした。

以上、報告第 6号について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。

（委員）

ラジオテレメータ発信機の電波の到達距離はどのくらいですか。

（事務局）

電波を遮る障害物等がなければ、数百メートルは可能だと思われます。

（委員）

電波の受信は給餌場で行っているのですか。

（事務局）

はい。基本的には給餌場で行いますが、群れが居そうな場所へ職員が受信機を持

って移動し、電波を確認する場合もあります。

（委員）

具体的には、90 頭のサルにどのような方法で避妊薬を投与しているのですか。

（事務局）

避妊薬は人間が使用しているものと同様のものを用いており、錠剤のままではサ

ルが吐き出す場合もあるため、粉末にしてバナナ片に埋め込み、1頭ずつ個体識別

をしながら投与しています。

（委員）

先程の件と関連しますが、バナナを受け取らなかったサルがいた場合、代わりに

パンを用いたりしていたと思いますが、それでも受け取らないサルがいたというこ

とですか。

（事務局）
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まれに、そういうサルがおり、投げたり、吐き出したりするようです。

（委員）

キャラメルに粉末状の避妊薬を包み込んだり、また、柔らかくなったキャラメル

に直接粉末状の避妊薬を練り込んで投与したこともありますが、嫌がって吐き出し

たり、受け付けない個体がいるのは確かですね。

（委員）

キャラメルでも試されていると思うのですが、それでも受け取らないのですね。

（事務局）

はい。キャラメルでも受け取らない個体もいるようです。

（会長）

資料内、ピンク色の印のある個体ですね。個体によっては、食べ物に関して敏感

に反応するサルもいますね。しかし、1日で 90 頭に投与できているのは奇跡的な

ことですね。サルは 1列に整列はしませんので、1頭ずつ顔を識別して投与できて

いるのは、日本で箕面だけでしょうね。毎回、すごく感心しますし、2つの集団が

狭いエリアに身を寄せ合い、給餌場に入場して餌を食べていますが、このこと自体

があり得ないことですし、これが何年も続いており、このままずっと続けて欲しい

ですね。通常、異なる群れというのは、反発しあうものですが、様子を見ていても、

大きな小競り合いもなく、一緒に過ごしていて、非常にいい状況であり、なおかつ、

バースコントロールで頭数が増えない状況が実現できていて、この状態を継続して

いきたいですね。

（委員）

給餌状況を記した資料内で、Ｌ集団が午前中に×印が多いのはなぜですか。

（会長）

南北に細長い形状の餌場において、Ｌ集団は少し離れた南側の端から入場してき

ますので、時間的にも遅くなります。先程、遊動域の説明がありましたように、Ｆ

集団は餌場を中心に遊動していますが、Ｌ集団は遊動の中心が餌場の南端付近とな

り距離も離れているため、そのような違いも関係していると思います。

（委員）

Ｆ集団、Ｌ集団で互いに入り込むことや、外部から両集団に属さないサルが入っ
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てくることはありますか。

（会長）

そういったこともあります。元々は同じ家系なのに、その内の何頭かは入れ替わ

ることもあります。

25 ページなどに名前が示されていますが、同じ Totsu や Mona でもＦ集団とＬ集

団の両方に属するものもいます。

また、数は少ないですが、京都の嵐山から箕面にやってきて、群れに近付き、集

団に入ってきたり、また、逆に箕面から嵐山へ行くサルもいたりします。オスは半

数以上群れから出て行きますが、オスは恐らくどこかで死んでしまうという非常に

悲しい生活になるようです。

（委員）

なぜ、オスが群れから出て行くのかは、未だにわからないのですが、年齢的に成

熟した状態になると出て行くことが多いです。それは、近親交配を避ける仕組みに

なっており、違う群れへ入り込んで行くというのは、動物の世界ではごく自然なこ

とです。

（会長）

よく、街中に離れザルが出没することがありますが、ほとんどの場合、他の群れ

へ出かけていくオスです。メスも全くないわけではありませんが、ほとんどありま

せん。

大阪の周辺は京都、滋賀、和歌山などサルが非常に多く生息していますが、大阪

市内などにサルが出没すると箕面のサルではないのか、とよく電話などで聞かれま

すがそうとは限らないですね。

（委員）

どのくらい遠くまで行くのかということについては、よくわからないのですが、

今までわかっているので遠いのは、箱根にいたサルが伊豆半島の南端で見つかった

例や、白山にいたサルが能登半島の北部で見つかった例などがありました。

（委員）

陸続きであれば、どこまでも行けるということでしょうか。

（委員）

近くに他の集団があり、その集団にうまく入ることができれば、そこで落ち着く
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と思いますが、仮に、入ることができなければ、また、別の場所へ移動して行きま

すね。

（会長）

他に、ご意見、ご質問はございませんか。

ご意見がないようですので、報告第 6号を承認いたします。

（会長）

次に、報告第 7号「平成 30 年度市街地等サル出没通報件数報告」について、事

務局の説明を求めます。

（事務局）

報告第 7号「市街地等サル出没通報（出動）件数報告」について、ご説明いたし

ます。議案書の 39 ページです。

平成 31 年 2 月末現在、154 回の通報があり職員が出動しました。昨年の 41 件、

一昨年の 76 件と比較して非常に多い結果となりました。昨年の 6月に 1頭の離れ

ザルが箕面市と豊中市との境界付近を頻繁に移動したことに加え、10 月にも 1頭

が箕面市の西部地域の桜井、桜ヶ丘、半町、瀬川、牧落、百楽荘付近を頻繁に移動

したことが、通報件数が増加したことの大きな要因です。

以上、報告第 7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。

数字が多くても出没頭数が多いということではなく、1頭が付近を頻繁に移動し

て通報件数が多くなったということでした。

他に、ご意見、ご質問はございませんか。

ご意見がないようですので、報告第 7号を承認いたします。

（会長）

次に、議案第2号「平成31年度天然記念物食害対策費国庫補助事業調査計画（案）」

について、事務局の説明を求めます。

（事務局）

議案第 2号「平成 31 年度天然記念物食害対策費国庫補助事業調査計画案」につ

いて、ご説明いたします。議案書の 43 ページです。

平成 31 年度も引き続き、文化庁からの天然記念物食害対策費国庫補助を受けて、
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保護管理計画に基づき、バースコントロール他、各種の調査研究を実施していきた

いと考えております。その内容ですが、45 ページをご覧ください。

1点目が、位置同定と集団管理調査の実施です。平成 31 年度も、ラジオテレメ

トリーを使って、サル集団の位置同定調査を実施していきたいと考えております。

現在、Ｆ集団の 2頭とＬ集団の 1頭の中心のメスに装着している発信機の信号によ

り、群れの位置を把握しておりますが、来年度はＬ集団で 2頭目となるサルにも発

信器を装着して、両集団が大幅に準生息域を逸脱しないようにコントロールしてい

きたいと考えております。また、家系表の整備についても、引き続き進めてまいり

たいと思います。

2点目が、出産コントロールによる個体数管理の実施です。平成 31 年度も、交

尾期に入る 9月頃から翌年 3月までの期間、避妊薬を経口投与して、出産数の抑制

に努めたいと考えております。対象となる個体については、7月頃に開催予定の箕

面山猿保護管理委員会で、バースコントロールガイドラインに基づき、家系や直近

の出産状況等を考慮しながら、家系の存続に影響を及ぼさない範囲内で選定をした

いと考えています。投与薬の合成プロゲステロンを週に 1回、1 頭あたり 1.25 ミ

リグラムを粉末にしてバナナ片等に埋め込み、個体識別をしながら、対象個体に投

与するとともに、箕面山猿保護管理委員会で効果測定と評価を行い、結果を当ニホ

ンザル保護管理委員会でご報告したいと考えています。

3点目に、生息地の環境調査の実施です。生息地内の森林の植生調査を行い、サ

ルの行動域を把握したうえで、生息環境の整備を検討します。平成 31 年度も、サ

ルの餌となるドングリ類とクマノミズキの豊凶調査を中心に継続調査を行います。

4点目に、猿害を防止するため、農作物被害が多発する時期に警備員を配置して

集中警備を実施するとともに、状況によっては一時捕獲を実施したいと考えていま

す。また、来年度も下止々呂美 27、28 番地のビワ畑と下止々呂美 828 番地-3 のビ

ワ畑の 2ヵ所に電気柵を設置したいと考えています。議案書の 51、53 ページをご

覧ください。設置予定地の電気柵の延長は約 70ｍと約 79ｍです。同地区では、平

成 24 年度と 26 年度に猿害のため名産のビワが全滅したという経緯があり、それ以

来、収穫前の約 1ヶ月間、警備員を配置して対応をしておりますが、3年前から、

順次、電気柵を設置することにより、人的警備費を削減するよう進めております。

電気柵の仕様については、37 ページ内写真にあります今年度設置したものと同様

のタイプを予定しており、5月下旬頃に設置したいと考えております。

なお、平成 31 年度天然記念物食害対策費国庫補助事業の国庫補助額は、49 ペー

ジにありますように、合計 6,499,000 円で、文化庁あて補助金の申請をしています。

平成 30 年度の国庫補助額 7,150,000 円と比較すると、9.1％の減額となります。

以上、議案第2号「平成31年度天然記念物食害対策費国庫補助事業調査計画（案）」

のご説明といたします。ご承認いただきますようよろしくお願いします。
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（会長）

只今、事務局から来年度の事業調査計画（案）の説明がありました。

この件に関しまして、ご意見、ご質問をお受けします。

（委員）

電気柵が破損した場合の修繕費は、国庫補助金の対象にはならないのですか。

（事務局）

はい。新規設置に係るコストだけが国庫補助金の対象です。また、その後の維持

管理は所有者自身が行います。

（委員）

ラジオテレメトリーの装着は、どのようなタイミングでされているのですか。

（事務局）

装着した個体が行方不明になったり死亡することを考慮して、できる限り、１集

団で２頭のメスザルに装着するようにしています。

（委員）

生息地の環境調査は 5年計画とのことですが、それ以降はドングリ類やクマノミ

ズキが増えていく環境にしていくための調査をしているということですか。

（事務局）

ドングリ類やクマノミズキの豊凶調査は、サルにどのような影響を与えているか

を調査しており、それを基に今後どのように環境の整備に繋げていくかに関して、

今の段階でご説明できるものはないのですが、できれば、そういった整備等への基

礎資料になればと考えています。

（会長）

他に、ご意見、ご質問はございませんか。ご意見がないようですので、議案第 2

号を採決します。

本件を原案どおり可決することに異議ございませんか。

（委員）

異議なし。
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（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。

他に事務局から何かありますか。

（事務局）

特にありません。

（会長）

他に委員の方から何かありますか。

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。

慎重にご審議いただき、ありがとうございました。

閉会


