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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、アライグマ 

 計画期間   令和２年度～令和４年度 

 対象地域  奈良県宇陀市全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（平成３０年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害金額（千円） 被害面積（ａ） 

ニホンザル 野菜、豆類 ２３０ ２２ 

ニホンジカ 水稲、豆類、野菜 ３，１７１ ４８２ 

イノシシ 水稲、野菜 ６，４１６ １，３４４ 

アライグマ 野菜 ４６３ ４５ 

合計  １０，２８０ １，８９３ 

 

（２）被害の傾向 

○ニホンザル 

 名張Ｂ群と呼ばれる群が宇陀市東部（室生地区）から名張市南西部にかけ

て生息していたが、行動域の抑制として群れの大部分を捕獲し、平成２９年

度の生息状況調査によると７頭が生息しているのみである。平成３０年６月

以降は、ニホンザルに装着している発信機の電池切れにより、モニタリング

調査が実施できておらず詳細な生息域や頭数は把握できていない。目撃情報

等によれば、頭数は増加していないと思われるが、特定の集落へ繰り返し出

没するため被害が拡大している。更に、少数のため出没に気付かず追払いが

出来ない事も被害が拡大する原因となっている。また、夏期には住宅地への

ハナレザルの出没があり、家屋への侵入や家庭菜園等への被害が発生してい

る。 

《名張Ｂ群個体数》 

年度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

頭数 ７頭 ７頭 不明 

  

○ニホンジカ 

 住宅地を除き市全域で被害が発生しており、被害地域が広範囲に及んでい

る。主な被害としては、植付直後や収穫前の水稲及び定植直後の野菜等の幼

苗、黒大豆への食害である。特に水稲や黒大豆への被害が拡大している。ま

た、エサの少ない冬場には、集落内の雑草を食べるため集落への侵入が頻繁

になり法面の崩壊に繋がる場所も出てきている。今後、生育密度が高まれば、

下層植生の衰退による土壌流出が発生する可能性もある。 

 



○イノシシ 

 収穫間際の水稲への食害が住宅地を除き市全域に発生している。山間部で

は稲の踏み倒しで、収穫量がゼロとなった水田も発生しており被害は深刻化

している。山林等に接した耕作地では、防護柵を設置した場所でも軟土壌の

箇所や少しの隙間から侵入し、補修を行えば違う場所から再び侵入するとい

った地形的に被害を受けやすい場所に被害が集中し増加傾向にある。また、

竹林ではタケノコへの食害が発生している。 

 直接の農業被害以外にも掘り起こしによる畦、法面の崩壊被害や道路の路

肩の崩壊があるほか、芝生を掘り起こすためゴルフ場への被害もある。 

 

○アライグマ 

 平成２１年度から外来生物法に基づきアライグマ防除実施計画を策定し

捕獲体制の整備を図っている。アライグマは、家屋へ侵入し破壊するととも

に、糞尿による被害を発生させている。また、寺社仏閣などの木造建築物に

も棲みつき、同様の被害や貴重な文化財を毀損する事例も発生している。畑

では、スイートコーンやイチゴ、スイカの被害が目立っており、市全域で生

息が確認されている。最近では、家庭の残飯やペットの餌及び水辺周辺の淡

水魚等への食害も報告されている。 

 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（平成３０年度） 目標値（令和４年度） 

被害金額 

（千円） 

ニホンザル：   ２３０ 

   ニホンジカ：  ３，１７１ 

 イ ノ シ シ： ６，４１６ 

アライグマ：      ４６３ 

    計  ：１０，２８０ 

ニホンザル：   １６１ 

ニホンジカ： １，４５５ 

イ ノ シ シ： ２，７１２ 

アライグマ：   ３２４ 

計  ： ７，１９４ 

被害面積 

（a） 

ニホンザル：    ２２ 

ニホンジカ：   ４８２ 

  イ ノ シ シ：  １，３４４ 

アライグマ：    ４５ 

計  ：  １，８９３ 

ニホンザル：    １５ 

ニホンジカ：   ３４０ 

イ ノ シ シ：   ７５０ 

アライグマ：     ３１ 

計  ： １，３２５ 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に関

する取組 

○（一社）奈良県猟友会宇陀

支部による捕獲 

 （一社）奈良県猟友会宇陀

支部による有害鳥獣捕獲を継

○捕獲の担い手の確保 

 被害農家自身が狩猟免許を

取得し、捕獲ができるよう捕

獲の担い手を育成してきたが



続的に実施し、被害地域周辺

の有害鳥獣密度の低減を図っ

ている。 

 

○宇陀市鳥獣被害対策実施隊

員による捕獲 

 猟友会より推薦された１８

名と職員２名により、特措法

に基づく鳥獣被害対策実施隊

を組織し、猟友会と共に捕獲

に当たるほか、住民からの要

請に早急に対応できる体制を

取っている。 

 

○市補助事業 

 宇陀市有害鳥獣防除ライセ

ンス取得事業（平成19年3月29

日付宇陀市告示第71号）によ

り、狩猟者育成及び被害農家

自身の狩猟免許取得を推進す

るため、狩猟免許新規取得に

伴う費用の一部負担を行って

いる。一方では、宇陀市有害

鳥獣駆除事業（平成18年4月1

日付宇陀市告示第136号）によ

り、ニホンザル、ニホンジカ

、イノシシの捕獲に対し報奨

金を支出し、集落や農地に繰

り返し出没する個体の捕獲を

積極的に実施している。 

 

○捕獲機材の導入 

 ＩＣＴを活用した捕獲機材

や監視装置を積極的に利用し、

捕獲効率の向上に取り組んで

いる。 

 

○捕獲鳥獣の処理 

 捕獲鳥獣に関して、食用と

、年齢構成は高齢化にある。

将来的に有害鳥獣捕獲が継続

されるよう青年層や女性の狩

猟者など捕獲の担い手を引き

続き育成する必要がある。 

（平成30年度宇陀市内狩猟者

登録112名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○捕獲鳥獣の処理 

捕獲頭数の増加により処理



なるものについては、極力食

肉としての利用を行っている

が、捕獲頭数が増加し大部分

が利用されずに埋設等の処理

がされている。そのため、捕

獲鳥獣を地域資源として有効

活用する方法として獣肉処理

加工施設の検討に向けた取り

組みを実施した。 

 

○アライグマの捕獲 

 宇陀市アライグマ防除実施

計画（平成21年4月）を策定し

計画的な捕獲を進めている。

そのため、宇陀・名張地域鳥

獣害防止広域対策協議会が所

有する捕獲檻について、宇陀

市と捕獲檻管理委託契約を締

結し、宇陀市から外来生物法

に基づくアライグマ捕獲のた

め、捕獲檻の貸出しを行って

いる。 

 

○ニホンザルの生息調査 

ニホンザルについては、宇

陀・名張地域鳥獣害防止広域

対策協議会において、保護管

理計画を策定し行動範囲及び

生息頭数の調査を実施し、科

学的根拠に基づいた総合的な

取組を実施している。 

 

に係る労務や費用が拡大し、

捕獲従事者の負担が大きくな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ニホンザル生息調査の継続 

 生息頭数が少ないことから

発信機装着に適したオトナの

メスザルが捕獲できず調査継

続が困難になっている。 

 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

○協議会での取組 

 宇陀・名張地域鳥獣害防止広

域対策協議会において、研修会

の開催やバッファゾーンの整

備、モンキードッグの育成な

ど、総合的な被害防除に関する

対策と意識向上を図っている。

 

 

 

 

 

 

 



併せて、侵入防止柵の設置を推

進している。 

Ｈ２９：      ０m 

Ｈ３０：  １，７６５m 

Ｒ １：  ８，１８９m 

 

○ニホンザル位置情報システ

ムの利活用 

 ニホンザルについては、発信

機を装着し行動範囲の調査を

継続するとともに、メールによ

る位置情報発信システム（サル

どこネット）の利活用を推進

し、追払いの効率化を図ってい

る。 

 

○侵入防止柵設置補助事業 

 侵入防止柵については「宇陀

市有害鳥獣防除施設設置被害

防除事業補助金交付要綱」（平

成 18 年 1 月 1 日付宇陀市告示

第 73 号）を定め、侵入防止柵

の設置補助を行っており、毎年

約１０ｋｍの柵が設置されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

○ニホンザル位置情報システ

ムの利活用 

 生息頭数が少ないため、発

信機装着個体の捕獲が困難に

なっている。 

 

 

 

 

 

○侵入防止柵の管理 

 被害防止のため、日常の侵

入防止柵管理は必要であるが

、少子高齢化による担い手不

足により、広域な侵入防止柵

については、一部の農業者に

負担が偏る問題も発生してい

る。更に、侵入防止柵が設置

されており圃場整備もされた

優良農地であっても、担い手

がいないなど営農継続が困難

な危機的状況も発生している

。また、既存柵の強度不足か

ら侵入される事例も多く発生

している。 

 

 

（５）今後の取組方針 

宇陀市では、今後も奈良県第１２次鳥獣保護管理事業計画、奈良県ニホン

ジカ第二種特定鳥獣管理計画（第６次）、奈良県イノシシ第二種特定鳥獣管

理計画（第４次）、宇陀・名張地域鳥獣保護管理計画－ニホンザル－（平成

27 年 4 月）、宇陀市アライグマ防除実施計画（平成 21 年 4 月）に基づき、

宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策協議会で広域的な対策を講じる。 



ニホンザルについては、少数であっても群れが維持され繰り返し被害を与

えているため動向を注視し、全頭捕獲を視野に入れ継続した捕獲を実施する

必要がある。また、ハナレザルについては住宅地に出没することもあり放置

すれば人身被害に繋がる恐れもあるため、積極的に捕獲を行う。 

イノシシ及びニホンジカについては、様々な対策を実施してきたが被害が

拡大傾向にある。積極的な捕獲が行われているが、年度により捕獲頭数の増

減があるため、さらに捕獲の担い手確保に努力していく。捕獲頭数の増加

には処理労力と費用が負担となるため、捕獲個体の利用を図る獣肉利活用施

設の設置を推進する。一方では、被害軽減を図るため、地域一体となった侵

入防止柵の設置、集落環境整備（里地里山の整備、放任果樹の撤去、耕作放

棄地の解消等）の実施、更には犬を使った追払い（モンキードッグ）、家畜

放牧による雑草管理、ＩＣＴ（情報通信技術）等を用いた大量捕獲わな等の

普及により、住民自らが実施する自衛体制の確立を支援する。しかし、住民

の高齢化や担い手の減少している地域もあるため、それぞれの状況に応じた

支援策を実施できるよう関係機関と協力し対策を推進する。また、個々の状

況に応じた鳥獣害に強い圃場設計や栽培管理手法を普及し、被害防除の意識

啓発と組合せを推進する。 

 これらを総合的に進めることにより、鳥獣被害対策の支援を強化する。 

 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

①（一社）奈良県猟友会宇陀支部の協力により有害鳥獣捕獲を実施し、地域

連携による集中捕獲を行う。 

②（一社）奈良県猟友会宇陀支部から選抜された者を任命すると共に市職 

員を指名し、鳥獣被害対策実施隊を編成することにより、被害地域での 

捕獲を積極的に行う。 

③自治会単位の捕獲体制整備を図るため、狩猟免許取得を推進し人材を育成

する。捕獲体制が整った地域に捕獲檻を配置し地域主体の捕獲を推進す

る。 

④定鳥獣捕獲等事業者と連携し人材育成の推進と併せ捕獲体制の強化を図

る。 

 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 

２年度  

～ 

イノシシ 

ニホンジ

カ 

 青年層や女性の狩猟者育成を図るため、宇陀市有

害鳥獣防除ライセンス取得事業（平成19年3月29日付

宇陀市告示第71号）の活用を推進する。わな猟免許



令和 

４年度 

 

 

 

 

は、銃器に比べ取得が容易なことから、農家のわな

猟免許取得を積極的に推進し、捕獲体制の構築を推

進する。また、狩猟免許新規取得者は狩猟技術が未

熟なことから、狩猟技術向上を図るための取組を行

う。更に捕獲体制の強化を図るため、狩猟に興味の

ある人材への積極的な免許取得促進を進める。 

令和 

２年度  

～ 

令和 

４年度 

ニホンザ

ル 

 

 

 近隣に群れが存在するため、宇陀・名張地域鳥獣

害防止広域対策協議会による広域的な連携を強化す

る。出没情報を基にＩＣＴ等を用いた捕獲檻を設置

し効率的な捕獲を推進する。 

 

令和 

２年度  

～ 

令和 

４年度 

アライグ

マ 

 

宇陀市アライグマ防除実施計画に基づき、引き続き

捕獲檻の貸出しを行い効果的な捕獲を実施する。更

に捕獲効率の向上等の取組みを行うと共に錯誤捕獲

を防ぐための啓発を実施する。 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

○ニホンザル 

年度当初に個体群管理のため「宇陀・名張地域鳥獣管理計画（ニホンザ

ル）」の実施計画を策定している。少数であっても群れが維持され繰り返

し被害を与えているため動向を注視し、全頭捕獲を視野に入れ継続した捕獲

を実施する。ハナレザルについては、人身被害などを引き起こす可能性が

あるため、適宜捕獲を行う。 

 

○ニホンジカ 

 奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第６次）に基づき、猟期の

延長（猟期の終了時期2月15日を3月15日に延長）、捕獲頭数の見直しなど

規制緩和がされている。その中で、本地域は、生息密度が21.8頭/ｋ㎡であ

り、目標値はシカ個体群保護優先地域（鳥獣保護区内に該当）を5頭/ｋ㎡

・農林業生産優先地域（鳥獣保護区以外の場所に該当）を2頭/ｋ㎡と設定

されている。被害軽減目標を達成するため近年の捕獲実績をもとに捕獲計

画数を設定し、一層の被害地域における捕獲を実施する。 

 

○イノシシ 

  奈良県イノシシ第二種特定鳥獣管理計画（第４次）に基づき、猟期の延

長（猟期の終了時期2月15日を3月15日に延長）の規制緩和がされている。

その中で、６１００頭（県全体）の捕獲目標が定められている。イノシシ



は生息数推定方法が確立されていないため、科学的根拠にもとづいた捕獲

計画数を算出するのは困難である。しかし、農地や集落付近に生息する個

体を対象として捕獲することは、被害軽減効果が認められているため、被

害軽減目標を達成するため近年の捕獲実績をもとに捕獲計画数を設定し、

被害地域における一層の捕獲を実施する。 

 

 

〇アライグマ 

 外来生物被害予防三原則である「入れない・捨てない・拡げない」を遵

守するため、宇陀市アライグマ防除実施計画（平成21年4月）に基づき、可

能な限り早期に排除する。 

 

 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

２年度 ３年度 ４年度 

ニホンザル 

 

７頭 

（名張市と共同） 

 

７頭 

（名張市と共同） 

７頭 

（名張市と共同） 

ニホンジカ 

 

メスジカ７３０頭 

オスジカ４００頭 

（狩猟期間含む） 

 

メスジカ７３０頭 

オスジカ４００頭 

（狩猟期間含む） 

メスジカ７３０頭 

オスジカ４００頭 

（狩猟期間含む） 

 

イノシシ 

 

４５０頭 

（狩猟期間含む） 

 

４５０頭 

（狩猟期間含む） 

 

４５０頭 

（狩猟期間含む） 

 

アライグマ 

 

１５０～２００頭 １５０～２００頭 １５０～２００頭 

 

 捕獲等の取組内容 

○ニホンザル（実施場所：宇陀市室生地域） 

 名張市と連携し隣接群との調整を図りながら加害個体を捕獲する。その

ため、ＩＣＴ技術を利用した捕獲を実施する。また、モニタリング調査を

継続させるため、名張市と連携し発信機装着に適したメスザルの学術捕獲

を行う。更に発信機装着に適した個体を殺傷しないよう銃器使用を控え小

型捕獲檻を利用した有害捕獲を実施する。ハナレザルの確認がされた場合

は、適宜捕獲を実施する。 

 

○ニホンジカ、イノシシ（実施場所：宇陀市全域） 



 水稲の定植・収穫時期に被害が集中するため、銃器・わなによる捕獲を

積極的に実施する。更には、ＩＣＴ（情報通信技術）等を用いた大量捕獲

わな等を導入した効率的な捕獲を検討する。イノシシは縄張りを持たず出

没を繰り返すため、集落周辺での被害を出す個体を積極的に捕獲する。 

 

○アライグマ（実施場所：宇陀市全域） 

 捕獲檻の貸出しを行い住民自らによる捕獲を推進し積極的に捕獲する。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 

 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

 

 

 

 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

２年度 ３年度 ４年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

 

電気柵及びﾜｲﾔｰﾒｯ

ｼｭ柵の整備を行う 

Ｌ＝１０km 

 

電気柵及びﾜｲﾔｰﾒｯ

ｼｭ柵の整備を行う 

Ｌ＝１０km 

 

電気柵及びﾜｲﾔｰﾒｯ

ｼｭ柵の整備を行う 

Ｌ＝１０km 

 

ニホンザル 

 

 

金網柵＋電気柵の

整備を行う 

Ｌ＝３km 

 

金網柵＋電気柵の

整備を行う 

Ｌ＝３km 

 

 

 

 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 

２年度 

～ 

令和 

４年度 

ニホンザル 

 

 

・宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策協議会で、バ

ッファゾーン整備、追払い活動、放任果樹伐採な

ど獣害に強い集落作りを支援する。 

・発信機装着可能な個体の捕獲及びモニタリング調

査を継続する。 



 ・サルどこネットシステム利用による位置情報を利

用した追払い体制の拡充を図る。 

令和 

２年度 

～ 

令和 

４年度 

 

ニホンザル 

ニホンジカ 

イノシシ 

 

・対象鳥獣の追払い、防除方法、周辺環境点検、圃

場の見直し等、地域住民が主体的に被害対策を実

施できるよう支援する。 

・既存柵の機能向上を図る支援策を実施する。 

 

令和 

２年度 

～ 

令和 

４年度 

 

アライグマ 

 

・寺社仏閣及び人家への侵入痕跡や農作物被害の痕

跡を早期に発見し捕獲を行うため、生態等の普及

啓発を行う。 

 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

桜井警察署 ・住民の安全確保 

宇陀土木事務所 ・道路通行の安全確保 

宇陀市 ・周辺住民への周知 

・関係機関との連携調整 

・宇陀市鳥獣被害対策実施隊及び（一社）奈良

県猟友会宇陀支部への捕獲依頼 

宇陀市鳥獣被害対策実施隊 

（一社）奈良県猟友会宇陀支部 

・対象鳥獣の捕獲 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 通 報 

  ↓ 

  宇陀市 → 宇陀市鳥獣被害対策実施隊、（一社）奈良県猟友会宇陀支部 

    ↓     

  桜井警察署 

  宇陀土木事務所 

 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 



○ニホンザル 

 捕獲したニホンザルについては、名張市との連携により名張市斎場にて焼

却を行う。ハナレザルについては、捕獲場所の地権者の同意を得て埋設処理

する。市街地等で埋設できない場合は、宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例による小動物の死体として適切に取り扱う。 テレメトリー調査のた

め捕獲する個体については、電波発信機装着を行い元の群れに帰す。 

 

○ニホンジカ・イノシシ 

 捕獲現場での埋設を基本とするが付近に埋設場所がない場合は、捕獲者自

らの土地へ運搬し埋設処理する。また、埋設が不可能な場合は、動物霊園等

での焼却処分を行う。 

 

〇アライグマ 

 宇陀市アライグマ防除実施計画に基づき、炭酸ガス等を用いた殺処分を適

正に行い、宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による小動物の死体と

して適切に取り扱う。 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

○ニホンジカ・イノシシ 

 ニホンジカ、イノシシについては、地域資源として有効活用することによ

り、農村地域の所得向上や地域活性化に繋がるなど今後の展望が期待でき

る。そのため、野生獣肉に係る衛生管理ガイドライン（平成 21 年 8 月）及

び野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（平成 26 年 11 月）に基づく獣肉処理

加工施設の整備を行う。 

近年のニホンジカ、イノシシを併せた捕獲頭数は１７００～２１００頭で

あるため、地理的条件や捕獲時の外傷等で搬入できない個体を除いた約７０

０頭を処理できる規模とし、ジビエとしての利活用だけでなくペットフード

としての利活用にも取組む。地域活性化施設として整備するため、地域団体

、猟友会、事業者等が様々な意見を出し合い協力して運営する体制を構築す

る。 

 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策協議会 

構成機関の名称 役割 

宇陀市・名張市 ・協議会の運営 

・鳥獣被害軽減のための各種活動の実施 



・専門家との調整 

・個体群管理の実施 

・狩猟者の確保・育成 

・技術指導者の育成 

・関連情報の提供 

奈良県東部農林振興事務所 ・関連情報の提供と助言指導 

三重県伊賀農林商工環境事務

所 

・関連情報の提供と助言指導 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

（一社）奈良県猟友会 

       宇陀支部 

（一社）三重県猟友会 

       名張支部 

・有害鳥獣捕獲の実施 

・狩猟技術の指導 

・捕獲個体の有効利用 

奈良教育大学 学術的助言等（アドバイザー） 

（特）サルどこネット 学術的助言等（アドバイザー） 

地元自治会長 ・鳥獣被害対策に対する地元住民へのフォロ 

ーアップ 

・各種情報提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

○鳥獣被害対策実施隊の設置 

 実施隊員は、狩猟免許所持者及び住民の中から被害防止施策の実施に積極

的に取り組むことが見込まれる者を任命する。対象鳥獣捕獲員は、宇陀市全

域を対象とした捕獲を実施するため、特段の知識と経験が求められることか

ら、（一社）奈良県猟友会宇陀支部各支部長の推薦による。対象鳥獣捕獲員

は積極的に捕獲を行うとともに、調査研究用のサンプル提出を行う。 

 市役所職員の狩猟免許取得者も隊員として指名し、他の実施隊員のサポー

トを行うとともに、対象鳥獣捕獲員として捕獲を実施する。 

 

○鳥獣被害対策実施隊の活動内容 

 鳥獣被害対策実施隊員は被害防止計画の実施に取り組むため関係機関と

の連携を密にする。対象鳥獣の捕獲は、捕獲計画に基づき、猟友会と対象鳥

獣捕獲員が協力して実施する。対象鳥獣捕獲員は、ネット柵等に対象鳥獣が

絡まり、時間の経過とともにその付近の農林産物が踏み荒らされる場合や、

柵が破損することで、破損箇所から対象鳥獣が柵内に侵入し、農林作物に壊

滅的な被害が発生する可能性がある場合、そして、人家付近で対象鳥獣が死

亡し、悪臭や腐敗といった衛生的な問題が発生する可能性がある場合、防除



柵を設置しても、柵内に対象鳥獣が侵入する場合等、住民より捕獲依頼があ

った場合を中心に活動を行う。 

 また、一人暮らしの高齢者は、対象鳥獣の処分が容易でないため、捕獲と

処分を対象鳥獣捕獲員が実施する。 

 一方、対象鳥獣の生態情報、周辺環境点検、圃場の見直しなど被害対策の

共通認識を集落全体で持たなければ被害防止対策は進展しない。そのため、

鳥獣被害対策実施隊は、啓発を現場で実施する事により、被害農家の意識向

上に効果的な指導を行う。そのため、啓発活動を行えるよう実施隊の資質向

上を目的とした研修を実施する。 

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

サルどこネットシステム利用による追払い活動を拡大するため、登録の推進

を図る。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

○狩猟文化の伝承 

 銃器を使用した巻き狩り等の伝統的な狩猟方法が過去から行われてきて

いるが、銃砲所持者が高齢化しており今後の継続は不透明な部分がある。わ

な猟免許所持者は増加しており、３０代は数名であるが新規に狩猟免許を取

得している。狩猟者育成の基本として「狩猟」という行為そのものに興味を

もってもらう必要がある。狩猟における捕獲－解体－食べるという行為を通

して、人間の生存は、牛や鶏などの家畜や野菜など他の尊い命の犠牲の上に

成り立っているということを再認識することが感じられる学習の機会とし

ても活用し、狩猟行為を特別なものではなく、身近なものとして感じること

が出来るよう推進する。 

 

○獣肉利用の推進 

 獣肉の資源としての利活用を図るためには、止め刺しや解体技術の向上と

手順のマニュアル化、消費者には、肉の特性と調理方法の啓発が必要である

ため、研修会やイベント等で意識啓発を図る。 

 

○営農指導の推進 

 鳥獣害対策は農家が自主的に取り組むことができ、低コスト、軽労働で、

当初の農林産物の収穫という目的が達成されなければならない。そのための

動機付けとして、営農指導は重要である。関係機関との連携を密にし、被害

対策と同時進行する必要がある。 

 



 


