
㈱野生鳥獣対策連携センター　（R2.5.30更新）

令和元（平成31）年度　研修会講演依頼実績

月日 依頼者 講習会名

R1.5.22 株式会社三興組 有害鳥獣捕獲用檻復旧にかかる現地指導

R1.5.26 奈良県天理市猟友会 わな捕獲研修会

R1.5.31 岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室 岡山県農業大学校狩猟免許取得出前講座

R1.6.4 石川県農林水産部 石川県鳥獣被害防止担当者研修　（6/4～7、計4日間）

R1.6.7 岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室 鳥獣被害防止対策推進会議

R1.6.13 香川県立農業大学校
平成31年度香川県立農大研修科主催「鳥獣害対策」講義
（6/13、10/10、R2/2/6、全3回）

R1.6.17 滋賀県米原市 奥伊吹ニホンジカ捕獲推進事業講義

R1.6.23 赤磐市鳥獣被害防止対策協議会 赤磐市有害鳥獣対策セミナー小型鳥獣捕獲講習会

R1.7.5 一般社団法人広島県猟友会 令和元年度緑の雇用に係る網・わな猟講習会

R1.7.5 兵庫県但馬県民局　朝来農林振興事務所 狩猟免許更新講習会

R1.7.6 ホールアース自然学校 管理捕獲等担い手育成研修運営業務「里山集中捕獲研修前期日程」

R1.7.6 石川県生活環境部自然環境課
令和元年度イノシシ捕獲技術習得研修会（フォローアップ研修）
（7/6～7　計2日間）

R1.7.17 兵庫県丹波県民局　丹波農林振興事務所 狩猟免許更新講習会

R1.7.17 山形県環境エネルギー部
令和元年度第1回山形県鳥獣管理研究会（イノシシ捕獲技術研修会
【北村山】）

R1.7.19 岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室 捕獲獣処理に係る勉強会

R2.7.21 一般社団法人愛媛県猟友会 愛媛県有害鳥獣ハンター養成塾（7/21、12/8、計2回）

R1.7.23 勝英農業協同組合 獣害の講習会

R1.7.26 一般社団法人岡山県畜産協会 イノシシの生態と被害対策について～畜舎に寄せ付けないために～

R1.7.28 香川県環境森林部みどり保全課 令和元年度香川県イノシシ捕獲及び保定技術向上研修会

R1.7.29 一般社団法人鳥取県猟友会 狩猟免許取得支援講習会

R1.7.31 兵庫県但馬県民局　豊岡農林水産振興事務所 狩猟免許更新講習会

R1.8.3 香川県環境森林部みどり保全課 令和元年度香川県イノシシ捕獲及び保定技術向上研修会

R1.8.5 石川県南加賀農林総合事務所 令和元年度南加賀・石川地区鳥獣害対策地域基礎研修

R1.8.6 石川県中能登農林総合事務所 令和元年度鳥獣害対策地域基礎研修

R1.8.20 広島県福山市 特定外来生物捕獲講習会

R1.8.23 岡山県美作県民局農林水産事業部 猿害対策とホダ場研修会

R1.8.27 一般財団法人自然環境研究センター 令和元年度認定鳥獣捕獲等事業者講習会開催業務

R1.8.28 秋田県生活環境部 イノシシ捕獲技術講習会

R1.8.29 富士市鳥獣被害対策防止協議会 富士市鳥獣被害対策講習会

R1.8.30 奈良県農林部農業水産振興課 新規わな猟免許取得者講習会

R1.8.30 京都府南丹広域振興局 集落代表研修会

R1.9.5 岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室 捕獲獣処理対策に係る勉強会の意見交換のコーディネーター業務

R1.9.10 愛媛県東予地方局産業振興課 鳥獣害対策研修会

R1.9.17 静岡県賀茂農林事務所 賀茂東部地域鳥獣被害対策講習会

R1.9.23 一般社団広島県猟友会 令和元年度広島県捕獲技術者育成アカデミー第1回

R1.9.28 岡山県備中県民局　農林水産事業部 鳥獣被害防止対策セミナー（浅口市）

R1.10.2 東かがわ市農作物被害防止対策協議会 東かがわ市農作物被害防止対策協議会総会における講演

R1.10.3 今治地域鳥獣害防止対策協議会 鳥獣被害対策研修会（ニホンザル対策）

R1.10.12 一般社団法人広島県猟友会 令和元年度わな架設講習会第2回

R1.10.16 山形県環境エネルギー部
令和元年度第2回山形県鳥獣管理研究会
（イノシシ捕獲技術研修会【西村山】）

R1.10.16 西播磨シカ被害対策連絡会議 令和元年度　西播磨シカ被害対策連絡会議事例視察事前勉強会

R1.10.19 一般社団法人茨城県猟友会 講習会

R1.10.20 小豆島町鳥獣被害防止対策協議会 令和元年度初心者講習会

R1.10.20 土庄町鳥獣害対策協議会 令和元年度初心者講習会

R1.10.21 邑南町鳥獣被害対策協議会 サル被害の現状

R1.10.26 岡山県美作県民局農林水産事業部 津山市神代・一色地区鳥獣被害対策セミナー

R1.10.26 ホールアース自然学校 管理捕獲等担い手育成研修運営業務「里山集中捕獲研修後期日程」

R1.10.29 御殿場市鳥獣被害対策防止協議会 電気柵・わな柵　講習会（10/29・30、計2日間）

R1.10.31 愛媛県東予地方局産業経済部産業振興課 東予東部地域鳥獣害防止対策取組強化研修会

R1.11.1 兵庫県但馬県民局　豊岡農林水産振興事務所 くくりわな講習会
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月日 依頼者 講習会名

R1.11.7 岡山県環境文化部自然環境課 ツキノワグマ安全狩猟講習会

R1.11.7 公益社団法人愛媛県畜産協会 野生いのしし対策研修会

R1.11.7 愛媛県養豚協議会 野生いのしし対策研修会

R1.11.8 奈良県農林部農業水産振興課 新規わな猟免許取得者講習会

R1.11.8 愛媛県大洲市 令和元年度大洲市有害鳥獣対策研修会

R1.11.12 姫路市鳥獣害防止対策協議会 捕獲推進人材育成研修会

R1.11.21 一般社団法人日本ジビエ振興協会 第6回　日本ジビエサミットin東京

R1.11.23 ホールアース自然学校 管理捕獲等担い手育成研修運営業務「初心者研修」

R1.11.30 兵庫県但馬県民局　豊岡農林水産振興事務所 くくりわな講習会（中級）

R1.12.2 石川県生活環境部自然環境課 サルの捕獲技術習得研修

R1.12.2 福岡県農林水産部農山漁村振興課 令和元年度地域ぐるみの鳥獣被害防止対策研修会（12/2・3、計2日間）

R1.12.2 三次市有害鳥獣駆除対策協議会 アライグマ・ヌートリア防除実施研修会

R1.12.3 家島地域づくり推進協議会 イノシシに関する講演会

R1.12.5 一般財団法人　自然環境研究センター 令和元年度夜間銃猟安全管理講習会

R1.12.7 京都府丹後広域振興局 捕獲講習会

R1.12.9 岡山県美作県民局　農林水産事業部 さあできる！みんなで取り組む獣害対策！2019

R1.12.10 瀬戸内市鳥獣被害対策協議会 有害鳥獣セミナー

R1.12.11 環境省環境調査研修所 令和元年度野生生物研修

R1.12.12 静岡県志太榛原農林事務所 獣害対策研修会

R1.12.13 山形県環境エネルギー部 山形県イノシシ捕獲技術研修会【庄内】（12/13～16、計4日間）

R1.12.20 藤枝市鳥獣被害防止対策協議会 地域研修会

R1.12.24 岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室
令和元年度捕獲獣処理に係る勉強会の獣肉専用処理事業者との意見交換
のアドバイザー業務

R1.12.24 徳島県農林水産部 鳥獣被害対策指導用教材ＤＶＤ制作に係る技術指導

R1.12.25 一般社団法人京都府農業会議 野生鳥獣の被害を防ぐ研修会

R2.1.9 石川県生活環境部自然環境課 令和元年度「補助者養成講習会」（羽咋市）

R2.1.10 岡山県備前県民局　農林水産部 令和元年度ＪＡ岡山東モモ・ブドウ振興大会

R2.1.14 岡山県農林水産総合センター農業大学校 社会人就農研修「鳥獣害対策」

R2.1.15 京都府中丹広域振興局 農区檻補助者講習会

R2.1.15 奈良県農林部農業水産振興課 効率的捕獲事業研修会

H31.1.21 三次市有害鳥獣駆除対策協議会 アライグマ・ヌートリア防除従事者養成講習会

H31.1.22 岡山県美作県民局　農林水産事業部 ＪＡつやま久米南ぶどう部会鳥獣被害対策研修会

R2.1.24 奈良県農林部農業水産振興課 新規わな猟免許取得者講習会

H31.1.27 山梨県農政部 令和元年度鳥獣害防止対策集落リーダー育成研修会

H31.1.28 高山市鳥獣被害防止対策協議会 高山市サル研修会（12/28～12/29、計2日間）

H31.1.31 赤磐市鳥獣被害防止対策協議会 有害鳥獣対策セミナー

H31.1.31 東備地域農業者のつどい実行委員会 東備地域農業者のつどい

H31.2.4 和歌山県西牟婁振興局農林水産部 令和元年度農作物鳥獣被害防止対策研修会

H31.2.5 姫路市鳥獣害防止対策協議会 第2回捕獲推進人材育成研修会

R2.2.10 岡山県環境文化部自然環境課 令和元年度野生鳥獣市街地等出没対策研修会

R2.2.11 岡山県備中県民局　農林水産事業部 有害獣被害対策講演会

R2.2.14 石川県生活環境部自然環境課 令和元年度「補助者養成講習会」（金沢市）

R2.2.15 石川県生活環境部自然環境課 令和元年度「補助者養成講習会」（加賀市）

R2.2.21 石川県生活環境部自然環境課 令和元年度「補助者養成講習会」（中能登）

R2.2.21 和束町集落営農推進連絡協議会 和束町集落営農推進連絡協議会　研修

R2.2.22 洲本市鳥獣被害防止対策協議会 令和元年度鳥獣セミナー

R2.2.25 愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 くくり罠の講習会

R2.2.26 梼原町有害鳥獣被害対策協議会 梼原町有害鳥獣被害対策協議会勉強会

R2.2.26 石川県生活環境部自然環境課 令和元年度「補助者養成講習会」（金沢市）

R2.2.28 南砺市鳥獣被害防止対策協議会 被害ゼロモデル集落育成事業　イノシシ被害防止対策講習会

R2.3.6 但馬森林協議会 但馬森林協議会研修会

R2.3.12 株式会社クラレ　岡山事業所 キツネによる被害発生倉庫の現状確認及び対策アドバイス

R2.3.17 岡山市産業観光局農林水産部農林水産課 岡山市野生鳥獣対策セミナー

R2.3.30 石川県生活環境部自然環境課 令和元年度「補助者養成講習会」（能登）
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