
㈱野生鳥獣対策連携センター（H29.10.9更新）

平成28年度　研修会講演依頼実績
月日 依頼者 講習会名
H28.5.25 米原市経済環境部林務課（滋賀県） 囲いわなによるシカの捕獲講習会
H28.5.29 愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 第1回狩猟まるわかり基礎講座

H28.6.16 広島県自然環境課
広島県外来野生鳥獣捕獲推進事業
(6/16,7/14,15,21,25,8/5,2/1,7,  計9/11日）

H28.6.25 ホールアース自然学校 里山に特化したニホンジカの捕獲技術
H28.6.25 （一社）徳島県猟友会 平成28年度安全管理講習及び技術知識講習
H28.6.26 静岡県東部農林事務所地域振興課 集落ぐるみで取り組む野生鳥獣捕獲活動のための勉
H28.6.26 赤磐市鳥獣被害防止対策協議会（岡山県） ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾇｰﾄﾘｱ捕獲従事者講習会
H28.6.26 岡山県農林水産部農村振興課鳥獣対策室 おかやま狩猟フォーラム
H28.7.3 富山県自然博物園ねいの里 ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ｲﾉｼｼ捕獲技術向上研修（座学）
H28.7.14 但馬県民局朝来農林振興事務所（兵庫県） 平成28年度狩猟免許更新講習会

H28.7.15
福山市経済環境局農林水産部農林水産課
（広島県）

特定外来生物捕獲講習会

H28.7.24 土庄町鳥獣害対策協議会（香川県） 有害鳥獣防除従事者養成講習会
H28.7.26 愛媛県四国中央農業指導班 ニホンザル勉強会
H28.7.29 香川県健康福祉部生活衛生課 野犬等の捕獲方法に関する研修会
H28.8.1 （一社）徳島県猟友会 平成28年度技能講習及び安全管理講習
H28.8.6 （公社）ふくい農林水産支援センター 鳥獣害対策研修会
H28.8.24 （一社）徳島県猟友会 平成28年度技能講習及び安全管理講習
H28.8.24 （一財）自然環境研究センター 夜間銃猟安全管理講習会
H28.9.1 兵庫県阪神農林事務所 ストップザ獣害　捕獲指導（８月分）

H28.9.2
姫路市産業局農林水産部北部農林事務所
（姫路市獣害防止対策協議会）

平成28年度第1回捕獲推進人材育成研修会

H28.9.7 （一財）自然環境研究センター 夜間銃猟安全管理講習会
H28.9.7 和歌山県農林水産部農業環境鳥獣害対策室 平成28年度捕獲技術（わな）研修会講師依頼
H28.9.12 静岡県中部農林事務所 有害鳥獣の捕獲技術、安全対策について

H28.9.24 ホールアース自然学校
里山集中捕獲研修（9/24.10/8）、
初級者研修（11/23）

H28.9.24 石川県奥能登農林総合事務所
イノシシ捕獲効率の向上に向けた捕獲技術講習会及
び現地研修会

H28.9.28 静岡県加茂農林事務所 わなによる捕獲研修会
H29.10.10 兵庫県阪神農林事務所 ストップザ獣害　捕獲指導（9月分）
H28.10.13 （株）地域計画建築研究所 アルパック 環境省人材育成講座
H28.10.13 岡山県環境文化部自然環境課 ﾂｷﾉﾏｸﾞﾜ捕獲現地指導研修会
H29.10.13 鳥取県鳥獣対策センター（1/8） 捕獲力向上事業にかかる現地指導会（八頭地域第１
H28.10.19 林業人材育成支援普及センター 森林総合監理士等育成対策事業実践研修会
H28.10.21 滋賀県農業経営課 滋賀県獣害対策アドバイザー講座

H28.10.22 石川県自然環境課
イノシシ捕獲効率の向上に向けた捕獲技術講習会及
び現地研修会（わな捕獲技術習得研修会）

H28.10.22 石川県農業安全課
イノシシ捕獲効率の向上に向けた捕獲技術講習会及
び現地研修会（ICT機器を活用した現地講習会）

H28.10.23 愛媛県農業振興局農産園芸課 第2回狩猟まるわかり基礎講座
H28.10.29 京都府丹後広域振興局 野生鳥獣有害捕獲技術研修会
H28.10.30 福井県嶺南振興局 若狭地区ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾇｰﾄﾘｱ捕獲従事者講習会

H28.11.5 香川県みどり保全課
香川県アライグマ・ヌートリア防除従事者養成及び捕
獲技術向上講習会

H28.11.6 土庄町鳥獣害対策協議会（香川県） 初心者狩猟（わな）講習会
H28.11.6 小豆島町鳥獣被害防止対策協議会（香川県） 初心者狩猟（わな）講習会
H28.11.8 兵庫県豊岡農林水産振興事務所 くくりわな講習会
H28.11.14 鳥取県鳥獣対策センター（2/8） 捕獲力向上事業にかかる現地指導会（日野地域第１
H28.11.15 奈良県農業水産振興課 捕獲効率向上のための効果検証支援事業研修会（後
H28.11.16 福岡県畜産課 地域ぐるみの鳥獣被害防止対策研修会
H28.11.18 福井県坂井農林総合事務所 坂井地域鳥獣害対策研修会
H29.11.22 鳥取県鳥獣対策センター（3/8） 捕獲力向上事業にかかる現地指導会（八頭地域第２
H28.11.28 福岡県畜産協会 ｲﾉｼｼ・ｼｶの集落捕獲研修会
H28.11.30 磐田市役所農林水産課（静岡県） 磐田市鳥獣被害防止対策研修会
H28.12.1 愛媛県農業振興局農産園芸課 愛媛県鳥獣害対策指導者育成研修会
H29.12.5 鳥取県鳥獣対策センター（4/8） 捕獲力向上事業にかかる現地指導会（日野地域第2
H28.12.6 滋賀県甲賀森林整備事務所 狩猟わな初心者向け講習会
H29.12.10 兵庫県阪神農林事務所 ストップザ獣害　捕獲指導（11月分）

H28.12.10 香川県みどり保全課
防除従事者養成及び捕獲技術向上講習会
防除従事者養成講習会（1/21）全２回

H28.12.15 和歌山県農林水産部農業環境鳥獣害対策室 ＩＣＴ大型捕獲檻実地研修
H28.12.15 瀬戸内市（岡山県） 鳥獣被害防止対策協議会セミナー（第１回）
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月日 依頼者 講習会名
H28.12.20 和歌山県農林水産部果樹園芸課 和歌山県夜間銃猟検討会
H28.1.10 石川県自然環境課 補助者養成講習会（宝達志水町・羽咋市）
H29.1.10 兵庫県阪神農林事務所 ストップザ獣害　捕獲指導（12月分）
H28.1.13 三原市（広島県） ｲﾉｼｼ捕獲技術講習会
H28.1.14 京都府山城広域振興局 捕獲講習会（初心者向け）
H28.1.15 赤磐市（岡山県） ニホンザル捕獲勉強会
H28.1.16 徳島県農林水産政策課 徳島県鳥獣被害対策指導員養成研修
H29.1.19 鳥取県鳥獣対策センター（5/8） 捕獲力向上事業にかかる現地指導会（八頭地域第３

H28.1.24
姫路市産業局農林水産部北部農林事務所
（姫路市獣害防止対策協議会）

第２回姫路市捕獲推進人材育成研修会

H28.1.24 和歌山県鳥獣対策室 和歌山県農業大学校における鳥獣害対策実習

H28.1.25
愛媛県久万高原農業指導班
（上浮穴広域営農団地推進協議会）

上浮穴農業を考える研究集会

H28.1.25 石川県自然環境課 補助者養成講習会（中能登町・七尾市）
H28.1.27 愛媛県東予地方局産業振興課 周桑地域鳥獣害の総合対策について
H28.1.28 京都府山城広域振興局 捕獲講習会
H28.1.31 岡山市経済局農林水産課 平成28年度岡山市鳥獣対策講演会
H28.2.1 三次市（広島県） アライグマ・ヌートリア防除従事者養成講習会
H28.2.4 香美市産業振興課（高知県） 狩猟フォーラム
H29.2.4 岡山県農村振興課鳥獣害対策室 狩猟まるごと体感ツアー
H29.2.6 岡山県美作県民局 美作地域鳥獣害対策セミナー
H29.2.10 兵庫県阪神農林事務所 ストップザ獣害　捕獲指導（1月分）
H29.2.12 赤磐市（岡山県） 赤磐市鳥獣被害対策セミナー
H29.2.13 京都府山城広域振興局 有害鳥獣対策の基本－集落ぐるみの被害対策－
H29.2.14 瀬戸内市（岡山県） 鳥獣被害防止対策協議会セミナー（第２回）
H29.2.18 石川県自然環境課 補助者養成講習会（石川県森林管理課）
H29.2.19 石川県自然環境課 銃捕獲技術習得研修会
H28.2.19 那珂川町（福岡県） 鳥獣被害防止対策研修会
H29.2.20 和歌山県鳥獣対策室

H28.2.21 篠山市農都整備課（兵庫県）
アライグマの捕獲に関する講習会
2/21,26,3/9全３回

H29.2.22 新潟県新発田地域振興局 鳥獣害被害防止対策に係る研修会
H28.2.24 田辺市（和歌山県） 効果的な捕獲方法と最新捕獲技術講演
H29.2.25 磐田市役所農林水産課（静岡県） 有害鳥獣捕獲講習会
H29.2.28 兵庫県阪神農林事務所 ストップザ獣害　捕獲指導（２月分）
H28.3.18 岡山市農林水産課 H27年度イノシシ対策講習会
H28.3.18 岡山JA勝英豆部会 防除について
H28.3.19 石川県自然環境課 補助者講習会
H28.3.19 香川県(植田校区コミュニティ協議会） アライグマ捕獲技術講習会（高松）
H28.3.21 岡山県自然環境課 岡山県ベテラン狩猟者と若手との交流促進事業
H28.3.24 和歌山県農林水産部果樹園芸課 夜間銃猟　実施報告会
H28.3.25 奈良県南部農林振興事務所 地域ぐるみの鳥獣被害防止対策
H28.3.27 京都府丹後広域振興局 野生鳥獣有害捕獲技術研修会
H28.3.29 南丹北摂地域鳥獣被害防止対策協議会 鳥獣被害防止対策研修会
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