
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・獣害対策 3本柱（環境整備、防除、捕獲）の  
現場確認。 

・サルの追い払い体験や道具の解説。 
・生態の知識や痕跡判断技術、被害発生メカニ 
ズム理解のためのスポット講義。 

・出没や被害状況、集落の獣害対策の現実や課 
題を地域住民から聞き取る調査実習など。 

・その他、質疑応答など。 
午後 4時頃解散予定。 

 
達成目標 農村における被害の見方の習得。現場で行われている対策の理解。 

 
 

 
旅行主催・募集 :                   協力：    一般社団法人 鳥獣管理技術協会   

 
 

JWMS鳥獣管理士養成講座 in 千葉県鋸南町
きょなんまち

 2023 
鳥獣管理の実践 フィールド演習 基礎１～８（CPD単位認定） 

「鳥獣管理士養成講座 in 千葉県鋸南町」の各プログラムは、一般社団法人鳥獣管理技術協会（JWMS）による「認定プログラムⅢ」
です。認定プログラムⅢの受講者は、鳥獣管理 CPD 登録を希望する場合は年会費（3300 円）が免除され、その後の CPD 単位の
積み上げにより受験資格を得ることで資格取得への道が拓かれます。 

オンラインによる鳥獣管理の基礎、応用講座の学習を踏まえて、鳥獣管理に関するフィールド演習を行います。 
鳥獣管理士の資格を取得後、自信を持って活動を始められるように、フィールド実習を通じて実践的なスキル養成を行
います。「被害現場に行ったことがない・・・」、「取得した資格を現場で活かすための経験を積みたい・・・」など、 
3級以上の鳥獣管理士または CPD登録会員の皆様が主な募集対象です。鳥獣管理に関する社会課題への取り組み手法
を習得するには現場経験が不可欠です。現地演習を通じて、各プログラムに記載の達成目標の習得を目指します。 
鳥獣管理に関心をお持ちの全国の皆様からのご参加をお待ち申し上げます。 

基礎１ 現場確認の基礎（初歩からの被害対策）１日間                    コード：J001 
開催日 第１回：令和 5年 5月 20日（土）、第２回：6月 3日（土） 

★共通事項★ 
[会場] 千葉県安房郡

あ わ ぐ ん
鋸南町
きょなんまち

 [定員] 各 20名（最少催行人員 10名）  
[参加費] 鳥獣管理士または CPD登録会員 10,000円（税込）、左記以外の一般の方 12,000円(税込) 
[予定講師] 浅田 正彦（鳥獣管理技術協会理事・AMAC）・黒澤 徹（鳥獣管理士準 1級・AMAC）ほか 
※昼食は各自ご用意下さい。 [JWMS CPD認定プログラム] ６単位 
※参加費は１日間の費用です。CPD単位は１日間の単位です。 
※基礎 1,2の第１回と第２回は原則的に同一の演習内容です。 
※基礎 1&2、基礎 3,5&7、基礎 6,4&5の連続参加をお勧めします。受講の順番は問いません。 
※お客様とは募集型企画旅行契約を締結することになります。詳しくは別紙、旅行条件書（要約）を参照下さい。 
 

http://amac.a.la9.jp/
https://www.jwms-japan.com/


 
 
 
基礎２ 集落調査の基礎（被害対策支援のための調査の基礎）１日間              コード：J002 
開催日 第１回：令和 5年 5月 21日（日）、第２回：6月 4日（日） 

 
[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・被害現場の歩き方やマナーなどを学ぶ 
 スポット講義。 
・耕作放棄地、痕跡、獣道の判別、被害の見分 
け方等について実習。 

・痕跡調査、聞き取り調査、カメラトラップ調 
査などの野外調査手法について実習。 

・その他、質疑応答など。午後 4時頃解散予 
定。 
 
達成目標 痕跡の見分け方、調査道具の使用方法等の習得。基礎的な調査の種類や方法の理解。など 

 

 
[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・PCを使った調査データのまとめ方実習。 
・各種データの読み取り方（野外調査データ、被害データ、捕獲データ等の取り扱 
い方法）についての講義。 

・QGISを使った説明資料作成実習。 
・その他、質疑応答など。午後 4時頃解散予定。 
 
 
 
達成目標 野外で取得したデータのまとめ方、読み取り、対策提案の習得。GISソフトの簡単な使い方の習得。 

 
基礎４ 大型獣防護の基礎（電気柵施工）１日間                   コード：J004 
開催日 令和 5年 6月 17日（土） 

 
[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・電気柵施工技術実習。 
・物理柵（金網柵、ワイヤーメッシュ柵）、 
被害発生のメカニズム、電気柵、物理柵 
の保守管理技術、捕獲・環境整備との関 
係等についての講義。 

・その他、質疑応答など。午後 4時頃解散 
予定。 

 
 
達成目標 防護柵の種類や特徴の理解。防護柵の設置、メンテナンス技術を習得。 

 

 
[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・箱わな、くくりわなの設置実習。 
・有害獣捕獲のための捕獲用具運用技術（捕獲 
～止めさし～埋設処分等）、ICT活用手法等に 
ついての実習。 

・防護・環境整備との関係や集落ぐるみ捕獲体 
制等についての講義。 

・その他、質疑応答など。午後 4時頃解散予定。 
 
 
達成目標 ワナの種類と特徴、適切なワナの運用についての理解。「集落ぐるみの捕獲」の意義と導入手順の理解。 

 
 

基礎 3 対策支援データ分析法（屋内実習）１日間                      コード：J003 
開催日 令和５年 6月 2日（金）※参加資格：基礎２受講者＆PC持参者のみ 

基礎 5 イノシシ・シカ ワナ捕獲の基礎１日間                      コード：J005 
開催日 令和 5年 6月 18日（日） 



基礎６ サル対策の基礎１日間  コード：J006
開催日 令和 5年 6月 24日（土） 

[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・テレメトリー方向探知技術、花火等に 
よる追い払い技術実習。 

・サル用箱ワナの模擬設置実習。
・GPS首輪で取得した群れの位置デー
タの利用法についての講義。

・サル対策のための集落環境診断会の
進め方、サル対策に効果的な環境整
備、捕獲、防護技術についての講義。 

・その他、質疑応答など。午後 4時頃
解散予定。

達成目標 サル対策のための位置情報の取得方法と活用方法の習得。群れ管理（公助）と地域ぐるみの現場対策（共助）の両輪の
必要性についての理解。

[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・アライグマ、ハクビシンの痕跡の見分け方・生息状況調査などの実習。
・防護（小動物用の防護柵の設置）。小型箱わな等による捕獲技術実習。
・環境整備の実態や生息密度低下のための集中捕獲技術等についての講義。
・その他、質疑応答など。午後 4時頃解散予定。

達成目標 小動物の被害調査、防護柵、ワナの設置技術の習得。外来種対策手法の理解。 

基礎８ カラス対策の基礎１日間 講師：杉田昭栄先生（宇都宮大学名誉教授）   コード：J008
開催日 令和 5年（日程未定） 

[予定行程] 午前 9時 JR保田駅集合。 
・カラスの生態や対策についての講義。
（カラスの学習能力、記憶力、識別能力とそれを基にしたカラス対策のあり方など）
・生息状況や被害状況の調査法・捕獲手法、防護手法、環境整備手法についての実習。
・その他、質疑応答など。午後 4時頃解散予定。

達成目標 カラス対策手法の利点、欠点の理解。

※「基礎８ カラス対策の基礎 1日間」は後日開催日を発表予定。

基礎 7 アライグマ・ハクビシン対策の基礎１日間 コード：J007
開催日 令和 5年６月 25日（日） 

■開催カレンダー■ ※基礎 1&2、基礎 3,1&2、基礎 4&5、基礎 6&7の連続参加をお勧めします。

曜日 【金曜日】 【土曜日】 【日曜日】
【5月開催】 5/20 

基礎１ 
5/21 
基礎２ 

【6月開催】 

6/2 
基礎 3 

6/3 
基礎 1 

6/4 
基礎 2 

6/17 
基礎 4 

6/18 
基礎 5 

6/24 
基礎 6 

6/25 
基礎 7 

■フィールド演習 中級編予告■（秋以降に募集予定）

・中級１ 防護柵の施工・保守管理
達成目標：防護柵設置講習会の開催方法の理解。設置後の保守管
理の必要性についての理解。 

・中級２ 集落ぐるみのワナ捕獲
達成目標：集落ぐるみによる捕獲方法の理解。 

・中級３ 集落環境診断会の運営
達成目標：集落での話し合いの仕方、合意形成の手法の理解。 

・中級４ 狩猟エコツアーの運営
達成目標：外部人材による集落支援や地域振興のあり方について
の理解。 



 
 
宿泊プラン（現地演習開催日の前日、連続参加のための宿泊など）               コード：J010 

 
現地演習への連続参加を可能にする宿泊や遠方からの参加に便利な前泊のオプション
プランです。ご要望に応じて宿の手配を致します。お気軽にご相談下さい。 
 
１）都市交流施設・道の駅保田小学校ほか \4,200～（素泊まり・男女別相部屋） 
２）鋸南町内外の民宿宿泊プラン（2食付）\8,960～    など 
  
                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

■■■ お申込みからご参加までの流れ ■■■ 
 

【申込期間】 
開催日の前日より起算して 3週間前まで。 

（申込期限を過ぎてからのお申込みはご相談下さい。） 

 

【お申し込み】 
Webからの申し込み（スマートフォン可）はこちら → 

（こちらの QRコードを読み込んで申し込み手続きサイトへ移動して下さい。） 
（キャンセル料等が記載された旅行条件書（要約）を必ずお読み下さい。） 

 

【申し込み結果のご連絡】 
受付のご案内をお送り致します。集合場所、集合時刻、必要な服装や道具等について
ご確認下さい。参加費は、お送りする請求書に記載された振込先に期日までにお振込
み下さい。国内旅行保険等は各自任意でご加入下さい。 

 
【最終案内書の送付】 

開催の 1週間前頃に最終のご案内書をご案内致します。緊急時の連絡先等ご確認下さ
い。ご参加の際に必要な準備等、ご不明な点などがあればお気軽に担当者までお問合せ
下さい。 

 

【現地演習当日】 
各開催日に集合場所にて皆さまのお越しをお待ちしております。 

 
■鋸南町へのアクセス・交通機関について■ 

電車の場合・・・最寄駅 JR保田駅 または 安房勝山駅。 
高速バスをご利用の場合・・・富楽里 SAにて下車。JR千葉駅、東京駅等から。 

お車の場合・・・最寄り IC 鋸南・保田 IC または 鋸南・富山 IC 
※お車の場合は、アクアラインや京葉道路・富津館山道路の利用が便利です。 

 

お問合せ・お申込み先（旅行企画実施） 

合同会社 AMAC（エーマック）鋸南営業所 
電話 0470-28-4673  Eメール kurosawa.amac@gmail.com 

299-2114 千葉県安房郡鋸南町中佐久間 2319 
千葉県知事登録旅行業 地域-1033号 総合旅行業務取扱管理者：黒澤 徹 

【本社】合同会社 AMAC 千葉県佐倉市岩富町 455-1 
電話：043-498-5151 代表社員 浅田正彦 http://amac.a.la9.jp/ 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に不
明な点がございましたら、遠慮なく上記の旅行業取扱管理者にお問い合わせ下さい。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqFo-erXIrMbTvTaekNilZNEv-DuDFGCTMeaYFd4SKeZVv5g/viewform
http://amac.a.la9.jp/



