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本種の被害は、民有地である果樹園のモモ、寺院や学校・工場のサクラ、庭木のウメ

などでも多くの被害が確認されており、公共施設だけでなく、民間施設（敷地）の所有

者の方にも、適切な点検・防除をお願いしていく必要があります。 

一方、公園の利用者や環境関連の団体、昆虫や植物の愛好家などの協力を得ることが

できれば、地域の被害発生情報の早期把握や成虫の捕殺などに非常に大きな力となりま

す。 

これらの行政以外の方々にも本種の防除の必要性を理解してもらい、協力を得ていく

ためには、適切な情報提供と呼びかけが重要です。 

（１）広報紙やホームページ、掲示、回覧等の活用 

本種に関する注意喚起や協力依頼は広く一般に周知することが必要なため、区市報

等の広報紙やホームページ、公共施設への掲示、チラシ等の回覧・配布などにより実

施します。また、被害地域だけではなく、被害が確認されていない地域においても、

被害の早期発見のためには、情報の発信が重要です。 

広報の時期は、幼虫の活動が活発化してフラスが排出されはじめるとともに、成虫

が発生する時期の前にあたる 5 月頃に実施することが効果的です。 

Ⅳ 情報発信・普及啓発 

市報による情報発信の事例 

  出典：広報あきる野  

（2018 年 6 月 1 日） 

被害未確認地域における 

情報発信の事例 

出典：めぐろ区報 

（2021 年 2 月 25 日） 
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（２）現場技術講習会の実施 

東京都では、都内の区市町村職員や施設管理者を対象に本種の生態や特徴、都内の

被害状況や日常管理において注意すべき樹木、被害発生木の確認方法、被害確認時の

防除方法等の最新の知見について、専門家を講師に招聘して講習会を実施しています。

講習会に参加してもらうことで本種についての認識を深めてもらい、各地域において

本種の発生情報の早期把握に向けた取り組みに役立てられています。 

 

現場技術講習会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2021 年 9 月 16 日～17 日実施） 

（３）被害地域とその周辺地域における技術支援の実施 

東京都では、本種の被害地域やその周辺地域において、都内の区市町村職員や施設

管理者を対象に、被害の点検・確認方法、被害木や成虫が確認された場合の対応等、

より実践的な現場目線を重視した実習の場を設けています。その地域の実情に合わせ

て実施することで、最適な対策に役立てられることを目的としています。また、広報

やチラシ等による普及啓発方法についても事例を紹介することで、一般市民への情報

提供による早期発見に役立てられています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

八王子市に対する技術支援 
（2021 年 7 月 29 日実施） 

 

足立区に対する技術支援 
（2021 年 10 月 4 日実施） 

 

被害地域等に対する技術支援の実施 

都内における被害状況の説明 実演による防除方法の説明 
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（４）被害発生状況の周知と市民参加による防除活動 

特定外来生物の防除を行う際、風評被害やプライバシーへの配慮から、被害発生の

事実の公表には慎重さが求められます。しかし近年は、積極的に情報を公開し、地域

の協力を得ようとする動きが増えつつあります。 

本種に関しても、一般市民や民間事業者などの関心を高め、本種の防除への協力を

呼びかけるため、被害発生数や被害発生エリア等の公表をはじめとして、地元の造園

会社に対する講習会の実施を行うなど、市民が情報提供や捕獲、防除活動に参加でき

る取り組みが開始されています。参考として、以下に事例を掲載します。 

 

（５）事例紹介 
 

〇あきる野市：特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の駆除にご協力ください 

https://www.city.akiruno.tokyo.jp /0000006981.html  

 〇群馬県：特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意してください 

https://www.pref.gunma.jp/04/e23g_00005.html   

 〇埼玉県環境科学国際センター：クビアカツヤカミキリ情報 

https://www.pref.saitama.lg.jp /cess /center/kubiaka.html  

 〇栃木県：クビアカツヤカミキリの被害状況等について 

https://www.pref.tochigi.lg.jp /d04/seibututayousei /kubiakatuyakamikiri

.html 

 〇大阪府：特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」に関するお知らせ 

https://www.pref.osaka.lg.jp /midori /seibututayousei /kubiaka.html  

 

（参考） 

都内の区市町による取り組み状況(2022 年 2 月現在) 

広報・チラシ等による普及啓発活動を 

実施している自治体数 
9 区 14 市 2 町 

本種の防除活動を実施している自治体数 3 区 6 市 

 

今後もこうした取り組みを広げ、本種の対策を実施・継続していくことが重要です。 

 

■写真提供 

農林水産省横浜植物防疫所  国立研究法人 森林研究・整備機構 

栃木県  茨城県  あきる野市  埼玉県生態系保護協会 草加・八潮支部 

豊口信行氏 
 

※出典および提供先の無記載写真：東京都  
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