賢｢いサルには勝てんよのう ｣
あきらめムードで不戦敗
２００９年︑空き家バンクを活
用して私が住むようになった広島
県安芸太田町坪野地区は︑広島市
内から車で約１時間の太田川沿い
にある︒約 世帯︑高齢化率は
割近くで空き家も目立つ︒休耕地
が増え︑山際が徐々に集落へ迫っ
てきた︒サルの出没が目立ち始め
たのは 年ほど前からと聞く︒
移住当時は子ザルを連れた大群

﹁見ているだけで

は滞在を許可して

いるのと同じ︒地

域ぐるみの取り組

みが必要﹂が︑闘

いの基本だと知った︒それまで少

しぐらい食べられても仕方ないと

思っていたが︑それこそサルの思

うツボだった︒

「猿新聞」創刊で情報共有

２０１１年３月︑地区の年次総

会で地域ぐるみのサル対策を呼び

かけて︑承認された︒地区役員ら

人で組織する﹁坪野地区猿被害

戦︒地域ぐるみで取り組むには ︑

創刊号には﹁猿との闘いは団体

聞﹂を発行することになった︒

広 報 が 重 要 と 位 置 付 け て﹁ 猿 新

策への理解は広がらない︒そこで

きを住民に知らせなくてはサル対

新規の地域活動だけに︑その動

がスタートした︒

ではない住民自らが取り組む闘い

年５万円程度を予定し︑行政任せ

などの活動内容を決めた︒経費は

追い払い隊の編成︑⑤広報・啓発

の現状調査︑③先進地の視察︑④

を学ぶ講演会の開催︑②果樹や畑

さっそく︑①サルの生態や習性

対策委員会﹂が４月に発足︒

18

が家の近くを歩き回ることもしば
しば︒追い払ってもすぐ舞い戻り︑
集落が見渡せる墓地で悠然と日向
ぼっこしていた︒屋根を走り回り︑
裏山へ４連泊して夜明けごとに畑
を荒らしに来たこともあった︒
﹁サルは賢いけぇ 勝てんよのう﹂

広島県
安芸太田町

と︑あきらめにも似た声をよく聞
いた︒たまに爆竹の音がする程度
でサルを見ているだけの人が多く︑
まさに実効支配者気取りのサルに
不戦敗の様相だった︒
作物をネットで覆って防衛した
が︑雪に押しつぶされて泣きたく
なることもあった︒
﹁ 闘いはまず
敵を知ることから﹂と︑サルの習

（坪野地区猿被害対策委員会事務局）

5

性や被害対策を調べるために私は

文・写真＝尾崎秀司

80

書店へ向かった︒

本当にサルが
めっきり減った
広島県安芸太田町

10

「猿新聞」で
心を一つに

集落を我がもの顔でうろついていたサ

ルが最近めっきり減ってきた。その裏

には追い払う住民の連携プレーと地区

のミニコミ紙「猿新聞」がある。

坪野地区

広島市

クワの実を食べに出て来た壮年の雄ザルが、私のしつこい写真撮影に激怒。
5m の距離で互いに声を張り上げて対峙した

94

たり１部 円︶して全

コンビニで１００部印刷︵１面あ

いた︒Ａ４判モノクロの不定期刊︒

情報の共有が欠かせません﹂と書

民が並んでいる写真を掲載したの

要となる︒不鮮明だが聴講する住

半減するから︑新聞への掲載が必

フォローがなければ開いた意義は

戸に配布した︒取材か

ない情報になるからだ︒

は︑地域の話題づくりには欠かせ

獣害対策の先進地・島根県美郷

町の視察では︑少々強引だったが︑

編集局の経験こそないが︑情報誌

地元新聞社に勤めていた私は︑

勇気のいることだが︑快く承諾し

刷物に写真が載るのはある意味︑

お願いし︑顔写真を撮影した︒印

帰りのバスの中で３人に感想文を

の取材や執筆︑レイアウトをした

てもらった︒地区内の顔見知りの

だから︑基本文

高齢者が多いの

避ける︒読者 は

を付け︑長文を

行で小見出し

月には

に心がけている︒本文は 行から

しを読むだけでも理解が進むよう

んでもらえないのが前提だ︒見出

新聞は隅から隅までじっくり読

底をソフトにＰＲした︒

は﹁今︑玉葱が標的﹂と防備の徹

ましょう﹂と収穫を促し︑３月に

﹁柿が大豊作︒猿の食料を無くし

新 聞 ら し く し て い る︒

したような呼びかけ記事を置いて︑

紙面の下部には︑広告欄を意識

本文よりも読まれただろう︒

経験があり写真も撮れる︒簡単な

ニュース性と顔見知りの登場で、
とにかく見てもらう
自治会や団体の広報紙にありが
ちな役員あいさつや恒例行事の報
告が並ぶような紙面にしないのが
猿新聞︒ニュース性のある記事で
活動に興味をもってもらい︑住民
が写っている写真を掲載して注目

10

10

度アップを狙っている︒
わたる

広島大学大学院の山崎亙研究員
の講演会には 人の参加があり︑

ても講演要旨の記事があれば一層

人が多いのだし︑聴いた人にとっ

盛況だった︒が︑出席していない

40

理解が進む︒講演内容が良くても

15

思わぬところで地域に貢献できた︒

顔と原稿だから訴える力が強く︑

号を発行してきた︒

外を含めこれまでに

局の私が担当する︒号

らプリントまでを事務

田んぼでエサを探していた若いサルが、散歩する人に気づいて目の前を走り去った

紙面ならパソコンでつくれるので︑

14
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10

字は大きめの ポイントにし︑丸

ることを指摘した︒高齢化や︑木

域は安心の三つ星レストランであ

は︑冬の栄養源がたっぷりある地

計２万５０００個になる︒新聞で

４本︒１本に１００個実がなれば

坪野地区のカキの総本数は２５

うれしい数字だった︒

対策への理解が進んだことを示す

それぞれ６割前後に達した︒サル

伐採・剪定が﹁必要﹂と思う人が

結果は収穫の徹底︑不要果樹の

紙面で報告をした︒

ついて住民にアンケート調査し︑

やクマの食料になるカキやユズに

地視察の記事を掲載した後︑サル

講演会や地域の実態調査︑先進

「不要なカキやユズは切るべき」

● 変わってきた集落

者の秘かな楽しみでもある︒

する相思相愛の２匹﹂など︑編集

﹁墓地でデートする若者﹂
﹁毛繕い

を載せている︒
﹁威嚇する雄﹂や

横に毎号違うサルのスナップ写真

もちろん遊び心も不可欠︒題字

めだ︒

は︑視線の振れ幅を少なくするた

１行 文字ぐらいに収めているの

ゴシック体にしている︒横組みで

11

が高くなりすぎて収穫し難い実態

も明らかになった︒

地域協力による不要果樹の伐

採・剪定が３件あり︑自主的に伐

採した人もいた︒あの手この手の

畑の防護対策が︑以前に比べれば

充実してきたように見える︒意識

の変化が表れた証だろう︒

● 変わってきた集落

花火の音で出動、準備万端

ロケット花火の音が聞こえたら

応援出動することを紙面でＰＲし

た︒すると追い払いの参加者が次

第に増え︑今では 人ほどが花火

から︑新聞の記録・保存・一覧性

住民の意識が変わってきたこと

地域ミニコミ紙の力を再認識

払いが実を結んだ︒

ロケット花火を打ち込んでの追い

雪が降るなか︑２時間も３時間も

で個人負担の花火代が減っている︒

の滞在時間も短くなった︒おかげ

ろからサルの出没が減り︑集落で

な追い払いを始めて半年︑昨春ご

知ってもらう効果もある︒組織的

にも地域が取り組んでいることを

に聞こえるので︑家の中の高齢者

花火の音は半径３００ｍぐらい

えて準備を整えている︒

と手づくり発射筒︑ライターを揃

15

猿新聞のバックナンバーは、インタ
ーネットで「楽農楽写」を検索すれ
ばブログからダウンロードできる
8m の高木になって収穫できないカ
キ。サルやクマのエサ場を減らすた
めに住民が力を合わせて伐採した

20

96

化産業祭ではバックナンバーが掲

をあらためて実感した︒地域の文

だ地域ではコミュニケーションが

再認識した︒とくに高齢化が進ん

新聞の果たす役割︑発揮する力を

ー ス を 掲 載 す る﹁ 未 来 が 来 る 新

⁝⁝︒人や地域が元気になるニュ

になる︒
﹁去る﹂から﹁来る﹂へ

域は︑サルにとっては迷惑な集落

コミュニケーションが活発な地

は発行に限界があるだろう︒

減ればサルに特化した編集だけで

てこそ存在価値があるが︑出没が

猿新聞は地域がサルに悩まされ

であることを先進地視察で学ん だ︒

﹁獣害対策活動＝地域の活性化﹂

力な道具になる可能性が十分ある︒

狭くなる︒新聞はそれを埋める有

途切れがちになるし︑交流範囲が

示され︑活動をふり返る機会にな
った︒
﹁すごいよねぇ﹂と評価し
てもらった以上に︑読まれている
ことに手応えを感じた︒
町などの主催で開かれた﹁協働
のまちづくりシンポ﹂でも︑猿新
聞が会場ロビーに掲示された︒訪
れた町民が興味深そうに読む姿を
見て︑サルとの闘いが他地区へ広
がるきっかけになればと思う︒
業界紙やテレビ局の取材を受け
た際でも︑説明の手間が省けたの
は想定外だった︒ブログ﹁楽農楽
写﹂に掲載しているので︑全国ど
こからでも読んでもらえる︒

聞﹂へ衣替えする時期が︑早く来

るのを望んでいる︒
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世の中はネット社会だが︑地域
の情報共有手段として︑ミニコミ

山・里山

地区の文化産業祭でサルを追い

払うロケット花火を実演。地域
の女性たちも興味津々だ

1/3 AD
入る

ヒエー。
この集落は侮れないぞ。
ひとまず山に退散しよう

