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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

＜コンセプト＞

・SDGｓへの取り組み

・除草費用の削減（費用削減とカーボンニュートラル）

＜メリット＞

・エコであり、刈り払い機の騒音防止。

・刈り払い機での作業が難しい場所（傾斜地等）なども除草でき、

作業員の安全を確保することができる。

＜本年度目標＞

・多種多様な方法で除草を試み、良好な結果が得られれば来年度

につなげられるよう実証試験を行っていく。



動物たちのレンタル先と連絡方法
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アニマルフォレストうつしの森
〒９６３－４５４１ 福島県田村市船引町上移上道１３５

HP https://animalforest-utsushi.com
三春ダム管理所から車で４０分

三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

三春ダム

レンタル料金
・ヤギ 1頭 5,000円/月
・ヒツジ 1頭 5,000円/月
・ポニー 1頭 10,000円/月
・ポニー輸送料 10,000円/回

エサ代
・乾草ブロック 5,000円/1個/月
・配合飼料 2,000円/1袋/月

連絡方法：エサの追加や日頃の連絡などはTwitterのダイレクトメールから。
緊急事態はオーナーの携帯電話。
飼育日誌を毎日記入し飼育担当間で情報を共有。

https://animalforest-utsushi.com/


７月１日（金）ヤギ２頭迎える
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

あやみ メス ３カ月
日本ザーネン種系
田村市大越町出身
きかんぼうさん

りょうま オス ３カ月
シバヤギ系雑種
栃木県那須町出身
人間が大好き

エサについて(全頭共通)

朝昼は生草のみ
夕方に乾草と配合飼料を給餌

⇩配合飼料

⇩乾草



７月６日（水）ヒツジ追加投入
(レンタル先のオーナーより、大人のヤギは子供のヤギを攻撃するため、ヒツジのほうが相性
がいいというアドバイスを受けヒツジを選択)
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

くまみ メス ８カ月
田村市都路町出身
言うことを聞く子

ブチャラティ
メス ８カ月

田村市都路町出身
賢い

8月1日（月）、８日(月)ポニー追加投入

涼風 メス ６才
北海道出身

賢いけど少し神
経質

松風 メス ５才
北海道出身
涼風の妹
お姉ちゃん大好き
おてんば



好きな草
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

カモガヤ クズ ムラサキツメクサ シロツメクサ

スギナ ヨモギ

特にカモガヤ、クズ、ムラサキツメクサ、シロツメクサはみんな大好き

タンポポ類 ススキ

苦手な草

セイタカアワダチソウ アレチウリ イタチハギ

(食べる優先順位が低
い)
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除草の場所

ピンクの箇所(旧テニス
コート)に小屋を設置。

朝に連れ出して主に黄
色の箇所を日替わりで
除草。

夕方に小屋に戻す。

三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

動物の選択経緯
全国各地でヤギの除草を行っていることから子ヤギ２頭投入。除草能力が

緩やかなため大人ヤギを追加投入検討。しかし大人ヤギは子ヤギを攻撃するとのこ
とでヒツジ２頭を追加投入。ヤギよりはたくさん食べてくれるがさらに除草能力をあげ
たく、ポニー２頭を追加投入し合計6頭で除草を行った。



除草の成果 ～ヤギの場合～
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

ビフォー アフター

子ヤギだが
狭い範囲を少
しずつ地道に
食べている。上
記は一日での
成果。

親ヤギならば
もっと短期間で
成果が出せる
と予想。

約６㎡/日/頭を
除草

(繋留している
ため限界あり)



除草の成果 ～ヒツジの場合～
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

ビ
フ
ォ
ー

ア
フ
タ
ー

好きな草から除草されている。約１６㎡/日/頭 除草(繋留しているため限界あり)



除草の成果 ～ポニーの場合～
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

ビフォー アフター

アフター

ビフォー約40㎡を3時間できれいに除草
※ロープで繋留しているため限界がある

根元から綺麗に食べる。
苦手な草(セイタカアワダチソウ)は食べずに残っている。



10

8月29日

苦手なセイタカアワダチソウ
はなかなか食べてくれずに
残っている。それでも地面

が見えてきた。

8月16日

フェンスまで
草が生えていた

9月6日

除草と踏圧で地
面が見えている

三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用



ポニーによる資料館わき土手の除草
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8月16日 8月17日 8月18日 8月19日

8月23日8月24日8月25日8月26日

三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用



ダム周辺の敷地(旧テニスコート内)の除草
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

6月24日
動物たちが来る前に刈払機で除草

7月1日
ヤギ２頭投入日 うっすら生えている

7月25日
ヒツジ２頭追加投入して１４日後

8月1日
ポニー１頭を追加投入

8月9日
ポニー2頭目を追加投入

みるみるうちに草がなくなり始める

8月17日
ポニー2頭目を追加投入から8日後

好きな草から食べるので、セイタカア
ワダチソウが顕著に残っている。



コスト縮減効果
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

人による除草にかかる一日のコスト（除草・集草）
除草範囲：400㎡/人/日
除草人数：1日5人×0.5日＝2.5人

費 用：1日@19,500円×2.5人＝48,750円

1㎡あたり122円

動物による除草にかかる一日のコスト（除草のみ）
除草範囲：約102㎡/日/全動物6頭
①レンタル料
ヒツジ・ヤギ：@5,000円÷20日＝250円

250円×４頭＝1,000円
ポニー ：@10,000円÷20日＝500円

500円×2頭＝1,000円

②ポニー輸送料：@10,000円÷20日＝500円

③餌代(乾草・配合飼料）
ヒツジ・ヤギ：@3,500円÷20日＝175円

175円×4頭＝700円
ポニー ：@7,000円÷20日＝350円

350円×2頭＝700円
費用合計：3,900円
1㎡あたり38円

面積784㎡

面積2,610㎡

面積1,000㎡



Twitterを用いての情報発信の成果
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

Twitterでの情報発信開始
7月1日 フォロワー数717

羊が増えた日
7月6日

出勤のお知らせ
7月13日 フォロワー数733

ポニーが増えた日
8月10日

6月の概要 7月の概要

８月の概要(８月２２日現在)

7月1日から
６１人増↑↑

UP↑↑

UP↑↑

動物たちの出勤状況等をこまめに投稿していくことで
着実にフォロワーが増加



費用対効果と成果等
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

・人間が除草…1㎡あたり122円
・動物が除草…1㎡あたり 38円
参考 標準歩掛かり・・・1㎡あたり45円

ヤギの除草能力・・・約6㎡/日/頭
ヒツジの除草能力・・・約16㎡/日/頭
ポニーの除草能力・・・約80㎡/日/頭

【成果：メリット】

・動物たちに食べて除草してもらうだけでなく、踏圧によって草が枯れたり、成長が
抑制されることで除草につながることが分かった。

・地元の牧場からレンタルすることによって地域貢献につながり、相乗効果でレン
タルした牧場も名が知れた。また近いことにより動物達の体調不良時にもすぐに
対応していただけた。

・見学者と職員の交流が増え、会話の中で「来年もぜひやってほしい」という声
をたくさんかけられた。

・ダムカードの配布枚数も増えた。

1㎡あたり84円削減
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

【成果：デメリット】

・こまめな世話が必要
→朝夕の給餌、現場への連れ出しや戻し、小屋の清掃、糞の清掃、日中の繋留
ロープチェック(絡まっていないか)や体調観察、水分補給、日陰のあるなし、見
学者の安全管理、写真撮影など、やることがかなりある。
またお世話で衣服が汚れたり臭いもあるため、動物が好きな人や飼育したこと
がある人が担当するべきと強く感じた。

・休日の世話
→土日祝日は職員が休日のため外に連れ出して生草を食べさせることができな
い。

・食べない草もある。
→好きな草を優先に食べるため除草にムラができる。

・繋留ロープが個体や木に絡まる。また繋留していることによって除草範囲が限ら
れる。



次年度の課題と目標
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三春ダム維持工事（除草作業）に動物を利用

・動物たちをロープで繋留しての除草だったため、除草できる範囲が限られた。
→ 今後は放牧できるような環境を整えるのも考慮すべきである。

・動物たちを取り入れた時期が若干遅かった。
→ ５月（草の伸び始め）ころから導入して新芽の頃から食べてもらい、さらに踏圧で

成長を抑制させるのがベストと思われる。

・動物の選択肢。
→ 成長したヤギのほうがコストパフォーマンス面や除草能力が高い。
→ ヤギとヒツジは反芻（はんすう）するため草を食べない時間がある。
→ ポニーは反芻しないため食べ続けることができる。除草能力は非常に高い。

・今後の目標
→ SDGｓの観点から、動物の排泄物が肥料となり、菜の花等の種を蒔いて花畑を
つくり、それを動物が食べるといった流れをつくり、新たな観光資源を構築する。

→ 土日祝日は職員が休日のため動物たちを連れ出すことができず生草を食べさせ
られないことから、三春町(三春の里田園生活館)とタイアップし、休日は町の除草
に貸し出すようなことを実現させたい。


