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Ⅰ 鳥獣被害対策について

１



＜農作物被害額の推移＞

野生鳥獣による農林水産被害の概要
○ 野生鳥獣による農作物被害額は、近年、２００億円前後で推移。全体の約７割がシカ、イノシシ、サル。

○ 森林の被害面積は全国で年間約６千ha（平成29年度）で、このうちシカによる被害が約3/4を占める。

○ 水産被害としては、河川・湖沼ではカワウによるアユ等の捕食、海面ではトドによる漁具の破損等が深刻。

○ 鳥獣被害は営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加、さらには森林の下層植生の消失等による土壌流出、希
少植物の食害、車両との衝突事故等の被害ももたらしており、被害額として数字に表れる以上に農山漁村に深
刻な影響を及ぼしている。

農作物被害

車両との衝突事故

家屋の糞尿被害

住宅地への侵入
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シカ、イノシシの個体数推定結果及び狩猟者の推移（環境省調べ）
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抜本的な鳥獣捕獲強化対策（平成25年12月 環境省・農林水産省策定） 概要

○ 生態系や農林水産業等に深刻な被害を及ぼしているシカ、イノシシ等の野生鳥獣について、抜本的な捕獲強化に向けた対策を講じる
こととし、当面の捕獲目標（全国レベル及び都道府県レベル）を設定。シカ、イノシシの生息頭数の１０年後までの半減を目指す。

○ 捕獲目標達成に向けて、①鳥獣保護法見直しによる新制度導入や規制緩和等、都道府県等の捕獲活動の強化（環境省）、②鳥獣被
害防止特措法に基づく市町村等の捕獲活動の強化（農水省）等の捕獲事業を実施。

○ 捕獲強化に必要な従事者の育成・確保に向けた、①鳥獣保護法見直しにより捕獲を専門に行う事業者の認定・育成（環境省）、②鳥獣
被害防止特措法に基づく鳥獣被害対策実施隊を早急に1000に増加させることや射撃場の整備（農水省）、等の実施により、捕獲目標達
成に向けた事業の展開を後押し。

○ このほか、被害防除や生息環境管理等の施策を併せて推進。

注）ニホンザル、カワウについても、それぞれ別途、加害群半減に向けた被害対策強化の考え方を策定（平成26年4月）。 4



駆除等経費（交付率８割）
柵（防護柵、電気柵等）、罠、檻・移動箱等の購入・設置費、これらの維持修繕費、捕獲のための餌、弾薬等の消耗品購入費、捕獲
した鳥獣の買い上げ費や輸送・処理経費、猟友会等に駆除を依頼した場合の経費負担分、鳥獣被害対策実施隊の活動経費等

広 報 費 （ 〃 ５割） 大型獣との出会い頭事故等の防止のための広報経費、鳥獣の餌となるものを捨てないように啓発するための広報経費等

調査・研究費（ 〃 ５割） 有害鳥獣を効果的に駆除するための研究、生態研究、捕獲等に関する実態調査等に要する経費

○ 特別交付税の対象経費

（注）下線部は、被害防止計画を作成していない場合の交付率は５割

鳥獣被害防止特措法（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律）

○ 鳥獣被害の深刻化・広域化を踏まえ、平成19年12月に鳥獣被害防止特措法が全会一致で成立。被害対策の担い手の確
保、捕獲の一層の推進、捕獲鳥獣の利活用の推進等を図るため、平成24年、26年及び28年に改正。

○ この法律は、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、様々な被害防止のための総合的な取組を主体的に行
うことに対して支援すること等を内容とするもの。

農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成 基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成

＜被害防止計画を作成した市町村に対し、必要な支援措置を実施＞

【権限委譲】

市町村が希望する場合、都道府県から被害
防止のための鳥獣の捕獲許可の権限が委譲
される。

【財政支援】

特別交付税の拡充（交付率0.5→0.8）、補
助事業による支援など、必要な財政上の措
置が講じられる。

【人材確保】

鳥獣被害対策実施隊を設置することができ
（民間隊員は非常勤の公務員）、捕獲隊員に
は狩猟税の軽減措置等の措置が講じられ
る。

対象鳥獣の捕獲等に要する費用の補助、捕獲鳥獣の食肉処理施設の整備充
実、流通の円滑化等の措置等を国等が講ずる旨を明記。（H24改正時）

一定の要件を満たす、
① 鳥獣被害対策実施隊員については『当分の間』
② 鳥獣被害対策実施隊員以外の者で被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲

等に従事する者については『平成33年12月３日までの間』※
銃刀法に基づく猟銃の所持許可の更新時等における技能講習を免除。
※ 平成24年改正で『平成26年12月3日までの間』とされていたものを、平成26年改正で２年間延長され、平成28年改正でさらに５年間延長。

市町村が必要と認める場合、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を被
害防止計画に記載しなければならない旨の規定を新設。（H2８改正時）

目的規定に捕獲した鳥獣の食品としての利用等を明記するとともに、食品
としての利用等を推進するため、人材育成や関係者間の連携強化に必要な施
策等を国等が講ずる旨の規定を新設。（H2８改正時）

制定時（Ｈ19）の主な措置 これまで改正（Ｈ24、26、28）で追加された主な措置
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鳥獣被害対策実施隊の概要
＜鳥獣被害対策実施隊の活動内容等＞
■活動内容：捕獲活動、防護柵の設置、その他の被害防止計画に基づく被害防止施策の実施

捕獲活動 追い払い緩衝帯の設置柵の設置

■隊員構成：市町村長が ① 市町村職員から指名する者

② 対策に積極的に取り組むと見込まれる者から任命する者

から構成され、隊員は公務として被害対策に従事。

＜活動例＞

（その他、農業者への指導・助言や生息状況調査など）

■実施隊設置の必要な市町村の手続き：

①市町村長が隊員を任命又は指名する

②隊員の報酬や補償措置を条例等で定める

民間の隊員
(非常勤の公務員）

公務災害が適用

ライフル銃の所持許可
継続10年以上猟銃の所持がなくても、
ライフル銃の所持許可の対象になり得る

主として捕獲に
従事する隊員

狩猟税は非課税 〈狩猟者(散弾銃等)16,500円→0円〉

銃刀法の技能講習 一定の要件を満たす隊員は、猟銃所持
許可の更新等における技能講習が免除

■実施隊員へのメリット措置：

※実施隊員以外で捕獲に従事する者については、
○ 狩猟税は半額に減免
○ 技能講習についてはH33年12月３日まで免除 6



鳥獣被害防止特措法に基づく
被害防止計画 作成市町村数・実施隊 設置市町村数の推移
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※ 全国の市町村数は1741 うち鳥獣による農作物被害が認められる市町村数は約1500 ７
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狩猟による捕獲

被害防止等を目的とした
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61万頭

※ シカは北海道のエゾシカを含む数値。
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
鳥獣被害防止総合対策交付金
市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組を総合的に支援します。
（ハード対策）侵入防止柵、処理加工施設、焼却施設、捕獲技術高度化施設、衛生

管理高度化設備、搬入促進施設（例:ジビエカージュニア、保冷車）の整備 等※1

（ソフト対策）
・鳥獣被害対策実施隊、民間団体等による地域ぐるみの被害防止活動※2

・ICT等の新技術実装による「スマート捕獲」の取組※2

・国産ジビエ認証取得等に向けた支援等、モデル地区の取組の横展開※2

・都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、人材育成活動等の取組※3

・捕獲活動経費の直接支援
・鳥獣被害対策の地域リーダーや対策の中核となるコーディネーター育成等の研修
・ジビエの全国的な需要拡大のため、プロモーション等への取組を支援 等
※1 1/2以内（条件不利地は5.5/10以内、沖縄県は2/3以内）。侵入防止柵を自力施工する場合、

資材購入費相当分を定額支援。
※2 1/２以内、定額（被害防止推進活動の取組状況に応じた限度額内で定額支援）。
※3 都道府県当たり2,300万円以内を定額支援。

鳥獣被害防止総合対策交付金

総合的な鳥獣被害対策

侵入防止柵
の設置

捕獲技術高度化
施設の整備

捕獲活動経費の
直接支援※4

スマートフォンによるICT罠の遠隔操作

ICTを活用した罠等の実装を通じて、
「スマート捕獲」を実現

◯国産ジビエ認証に必要な知識等の
習得等による衛生管理の向上

＜例:ジビエカージュニア＞
◯保冷搬出により肉の劣
化を防止。より広域から
搬入可能となる。

遠方より保冷搬出

◯処理加工施設の
国産ジビエ認証
取得促進

＜事業の流れ＞

捕獲機材
の導入

「スマート捕獲」の推進

「モデル地区の取組の横展開」

捕獲
ボタン

ジビエ利用率の向上、搬入・処理頭数の増大

捕獲の効率化・合理化

◯衛生管理高度化設備支援

国
地域協議会、民間団体等都道府県

民間団体等
定額

定額 1/2以内等

※ハード事業は協議会の構成員も可

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31予算

当初予算額 ２８ ２８ ２３ １１３ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ １０４ １０２

補正予算額 － ４ － － １０ ３０ ２０ １２ ９ １３ ３

※上表以外に、Ｈ24年度補正予算で別途措置した基金事業により、捕獲活動経費の直接支援等を実施（H26年度まで）。

＜予算額の推移＞ （億円）

＜対策のポイント＞
野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者が一体となった被害対策の取組や、ジビエ利用拡大に向けた取組を支援します。
＜政策目標＞
○鳥獣被害対策実施隊の設置数を1,200に増加［平成32年度まで］ ○シカ、イノシシを約68万頭捕獲［平成31年度］
○野生鳥獣のジビエ利用量（平成28年度1,283トン）を平成31年度に倍増

※4 シカ、イノシシの成獣について、焼却施設等へ運搬
する場合は８千円/頭以内とする単価を追加（その他の
単価は現行どおり）。

９



○ ジビエへの利活用推進にあたっては、捕獲・処理加工・供給・消費の各段階において、利活用推進に必要な取組や課
題を共有し、関係者が一体となって取り組むことが必要。

ジビエの利用拡大に向けた各段階の取組ポイント

10



○ 平成26年５月、鳥獣保護法の改正に伴い、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加し、食用としての利活用が増加
する見込みであり、食用に供される野生鳥獣肉の安全性の確保を推進していく必要がある※１ 。
※１ 平成26年5月22日参議院環境委員会附帯決議
「捕獲された鳥獣を可能な限り食肉等として活用するため、国において最新の知見に基づくガイドラインを作成するとともに、各都道府県におけるマニュアル等の作成を支援す
るなど衛生管理の徹底等による安全性の確保に努めること」

○ 野生鳥獣肉の衛生管理について「野生鳥獣肉の衛生管理に関する検討会」※２において検討し、その結果を
踏まえ、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」を策定し、平成26年11月に全国の都道府県等
に通知。
※２ 病原体や衛生管理の専門家、地方自治体、消費者団体、日本ジビエ振興協議会、大日本猟友会など関係者１０名を構成員とし、平成26年７～９月に計４回実施。

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）の項目

○狩猟しようとする野生鳥獣に
関する異常の確認
（家畜の生体検査に相当）

○食用とすることが可能な狩猟
方法

○屋外で放血する場合の衛生
管理

○屋外で内臓摘出する場合の

衛生管理、内臓の異常の有
無の確認

○狩猟者自身の体調管理及び
野生鳥獣由来の感染症対策

狩猟 運搬

○具体的な運搬方
法

○狩猟者と食肉処

理業者の連絡体
制

○狩猟個体の相
互汚染防止

○食肉処理業者に

伝達すべき記録
の内容

○狩猟者における衛生管理に
ついての確認

○食肉処理場の施設設備等
○食肉処理業者が、解体前に

当該野生鳥獣の異常の有無
を確認する方法
（家畜の解体前検査に相当）

○食肉処理業者が解体後に野

生鳥獣の異常の有無を確認
する方法
（家畜の解体後検査に相当）

○工程毎の衛生管理

処理 加工、調理、販売

○仕入れ先
○記録の保存
○十分な加熱調理
○使用器具の殺菌
○野生鳥獣である

旨の情報提供

消費

○十分な加熱
調理

○使用器具の
殺菌

衛生管理の技術を有する狩猟者と野生鳥獣肉を取扱う事業者とによる適切な衛生管理

食品衛生法に基づき都道府県等が条例により定めた管理運営基準（ソフト）
食品衛生法に基づく食肉処理業、飲食店営業、食肉販売業等の許可と施設基準（ハード）

＜安全・安心なジビエの提供に向けて＞ 野生鳥獣肉の衛生管理

11



国産ジビエ認証制度制定に関する専門委員会の設置

＜平成29年度に３回開催し制度（案）を策定＞

パブリックコメント（任意の意見募集）の実施
＜４/９～４/23＞

【認証基準の主な項目】【制度制定までの経緯】

○ ジビエの処理加工施設の自主的な衛生管理等を推進するとともに、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対
する安心の確保を図るため、平成30年５月に「国産ジビエ認証制度」を制定。

○ 本制度は、厚労省ガイドライン及びカットチャートによる流通規格の遵守、適切なラベル表示によるトレーサビリティ
の確保等に適切に取り組む処理加工施設を認証。

○ また、認証を受けた処理加工施設で生産されたジビエ製品等に認証マークを表示するルールを規定。

１．厚労省ガイドラインに基づく衛生管理の遵守

２．規定されたカットチャートの遵守

３．規定された表示ラベル記載事項の遵守

４．出荷する製品のトレーサビリティの確保

＜チェックシートの項目＞
（厚労省ガイドラインを基に各県の認証を鑑み作成）

捕獲時の状況確認

搬入時のチェック項目

放血状況の確認

内臓摘出（屋内で行う場合・屋外で行う場合（※））

内臓及び枝肉の異常の有無確認

枝肉の洗浄、冷蔵

細菌検査（自主検査）、金属探知機 等

目 的：認証制度の基準（①認証機関の登録基準、

②事業者の認証基準）の作成及び運営体制
の構築

委員構成：捕獲から流通に至る関係団体等
（オブザーバー：厚生労働省、農林水産省）

国産ジビエ認証制度

国産ジビエ認証制度の制定
＜５/18＞

（※）一定の技術を有する捕獲者に限る。これに
係る研修制度は、今後新たに設ける予定。

12



【シカのカットチャート】 【イノシシのカットチャート】

国産ジビエ認証制度 【カットチャート】

13



QRコードなどで示す情報

①捕獲年月日
②捕獲地域

例）○○県××町
③捕獲方法

例）銃/くくり罠/箱罠など
④性別等

例）♂/♀、幼獣/成獣
⑤体重（内臓摘出後）
⑥解体年月日
⑦加工年月日
⑧捕獲者
⑨個体識別番号
⑩認証施設・責任者
⑪電話番号

商品名：鹿肉ロース（スライス）

捕獲地：○○県

内容量：500g

賞味期限（※）：○○○○.○○.○○

保存方法：-18℃以下で保存

加工者：

（名称）○○○○○○

（住所）○○県○○郡○○町○○○

金属探知機：検査済み

QRコード

加熱用

※賞味期限又は消費期限を表示

国産ジビエ認証制度 【包装されたジビエに表示するラベルの記載事項】
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【認証マークの使用】【制度のスキーム】

審査
登録

申請 監査、指導

書類審査
現地審査
認証

申請

【認証機関】民間団体等（※）

【事業者】（処理加工施設）

国産ジビエ認証委員会

目 的：認証機関の審査・登録、制度の普及

委員構成：捕獲から処理加工、流通販売までの事業

者・有識者等（オブザーバー：厚生労働省、
農林水産省）

認証部会：認証申請機関の事前審査を実施

使用許諾申請

【認証機関】民間団体等

【認証事業者】（処理加工施設）

〇 使用許諾の手続き

（商標登録出願中）

国産ジビエ認証制度 【制度のスキーム、認証マークの使用】

監査、指導

○ 農林水産省が指定する国産ジビエ認証委員会が認証機関を審査・登録し、認証機関が処理加工施設を審査・認証。

○ 認証を取得した事業者は、認証機関に認証マークの使用申請を行うことで、認証マークを使用することが可能。

ジビエ製品、ジビエ加工品、
販売促進資材に使用可能

（※）複数機関を想定
現時点での登録状況 ： （一社）日本ジビエ振興協会 （７月17日 登録）

15



＜安定供給に向けて＞ 移動式解体処理車等の活用
○ 移動式解体処理車（通称：ジビエカー）は、遠方から処理加工施設に搬入する場合でも肉質を劣化させないようにする

ため、捕獲現場近くまで移動し、車内にて解体･内臓摘出･はく皮までを行うことができる特殊車両。

○ ジビエ専用の小型保冷車（通称：ジビエジュニア）は、捕獲個体を冷却しながら運搬できる回収専用車。

○ 道路が狭小な山中の捕獲現場では、ジビエジュニアとジビエカーのリレー方式により、捕獲～搬送～一次処理を迅速
かつ衛生的に行うことが可能となり、安全で良質なジビエの安定供給に資することが期待。

ジビエジュニア
ジビエカー

処理加工施設

山中の捕獲現場へジビエジュニアが直行。
シカ等を冷やしながらジビエカーへ搬送。

（ジビエカーとジビエジュニアの連携イメージ）

ジビエジュニア

搬送されたシカ等を速やかに解体。
枝肉にして処理加工施設へ搬入。

二次処理、商品化。

①
②

③ 16



【加工、調理及び販売】における取扱

・枝肉等の異常の有無を確認の上、異常が見られた場合は廃棄し、食肉処理業者に連絡。

・食肉処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、提供に際しては十分な加熱調理を行い、生食用としては提供しない。

・処理に使用する器具等は処理終了毎に摂氏83度以上等の消毒を行い、保管。肉は摂氏10度（凍結容器包装のものは－摂氏15度）以下で保存。

【食肉処理】における取扱

・食肉処理施設に「摂氏83度以上の温湯供給設備」「十分な高さを有する懸吊設備」を設置するよう、条例で定めることが望ましい。

・１頭ごとに、内臓摘出等の作業終了時には機械器具を洗浄。

・解体前後に異常の有無を確認し、異常が認められた場合は廃棄。内臓については異常が認められない場合も廃棄することが望ましい。

○ 鳥獣保護法の改正を受け、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加するとともに、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用
が増加することが見込まれることから、厚生労働省において、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライ
ン）」が作成された（平成26年11月）。

○ 本指針においては、野生鳥獣肉の利活用に当たっての、①捕獲、②運搬、③食肉処理、④加工、調理及び販売、⑤
消費の各段階における適切な衛生管理の考え方等が示されている。

【狩猟時】における取扱

・銃による狩猟の際は、ライフル弾又はスラッグ弾を使用し、腹部に着弾しないよう、狙撃。

・わなによる狩猟の際は、捕獲個体を可能な限り生体で食肉処理施設へ運搬。

・野生鳥獣の外見、挙動から異常の有無を確認。

・屋外での内臓摘出は、迅速適正な衛生管理上止むを得ない場合に限る。

【運搬時】における取扱

・必要に応じて冷却するなどしながら、速やかに運搬。

・１頭ずつシートで覆う等し、運搬時に個体が相互に接触しないよう配慮。

・運搬に使用する車両などの荷台は、使用の前後に洗浄。

【消費時】における取扱

・中心部の温度が摂氏75度で１分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法により十分加熱して喫食。

・まな板、包丁等使用する器具については処理終了毎に洗浄、消毒し、衛生的に保管。

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）概要
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 パソコンやスマートフォンで遠隔地から現場の映像を
確認し、無線で操作が可能。（映像の録画も可能）

 遠隔操作で鳥獣の獣種・個数を確認し、確実に捕獲。

事例１：遠隔監視・操作システム

大型箱わな

ネットワークカメラ
投光器

ソーラーパネル
バッテリーボックス
制御ボックス
電子トリガー

捕獲装置の設置

獣の侵入をメール受信 パソコン等での遠隔監視・操作 鳥獣の捕獲

 わなに入った「頭数」や「獣種」をセンサーで判別。

 電子トリガー（扉やネットなどを落下させるための電子制御装
置）との併用により、省力的・効果的な捕獲が可能。

 人が監視する労力が省け、狙った獲物だけを捕獲
することで作業効率が向上。

○ 効果的・効率的に鳥獣被害を防止する観点から、近年、ＩＣＴ等を活用した捕獲機材等の新たな技術が開発。
○ 農林水産省ではこれらの技術の活用を促進するため、「鳥獣被害防止総合対策交付金」にて、地域が行う実証・
導入の取組を支援。

※「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」を活用して開発（H21～23）

鳥獣被害対策におけるICT等の新技術の活用について

事例２：個体数、獣種判別システム

18
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Ⅱ 鳥獣被害対策実施隊の設置等について

19



※ 非常勤の実施隊員の報酬や補償措置は、各市町村が条例で定める。

○鳥獣被害対策実施隊の概要

１ 鳥獣被害対策実施隊の概要

○ 鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村は、被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担う、「鳥獣
被害対策実施隊」を設置することができる。

○ 実施隊の設置に当たっては、①隊員の報酬や公務災害補償措置を条例で定めること、②市町村長が隊員を任命又は指
名することの手続きが必要。

活動内容
（法第９条第１項）

対象鳥獣の捕獲、防護柵の設置その他の被
害防止計画に基づく被害防止施策の適切な
実施

実施隊員
（法第９条第３項）

・市町村長が市町村職員から指名する者
・被害防止施策に積極的に取り組むことが見
込まれる者から、市町村長が任命する者

うち、主として捕獲に
従事することが見込
まれる隊員
(対象鳥獣捕獲員)

捕獲を適正かつ効果的に行うことができる技
能を有する狩猟免許所持者

○実施隊の設置に必要な手続き

隊員の報酬や補償措置を条例で定める

市町村長が隊員を任命又は指名する

○実施隊を設置する市町村数の推移 （都道府県からの報告による）

○被害防止計画・実施隊設置市町村

20
計画作成・実施隊設置市町村
計画作成市町村
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優

遇

措

置

〈狩猟者16,500(散弾銃等)円→0円〉

２ 鳥獣被害対策実施隊への優遇措置

○ 鳥獣被害対策実施隊を設置した場合は、銃刀法の技能講習の免除、狩猟税の軽減措置、市町村が負担する活動経費に
対する特別交付税措置などの優遇措置を受けることができる。

実施隊員のうち、主として捕獲に従事することが見込まれる者（対象鳥獣捕獲員）は、狩猟税が非課税。

② 狩猟税の軽減

実施隊員のうち、民間の隊員については非常勤の公務員となり、被害対策上の災害に対する補償を受ける
ことができる。

③ 公務災害の適用

市町村が負担する実施隊の活動に係る経費については、その８割が特別交付税措置される。

④ 活動経費に対する特別交付税措置

実施隊員であれば、継続して10年以上猟銃の所持許可がなくても、銃刀法に規定する「事業に対する被害
を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」として、ライフル銃の所持許可の対象になり
得ます。

⑤ ライフル銃の所持許可の特例

一定の要件を満たす実施隊員については、銃刀法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請に際して、技能講習
が免除される。

① 技能講習の免除
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実施隊への重点支援の内容

３ 鳥獣被害防止総合対策交付金による実施隊の重点支援

○ ２４年度以降の交付金においては、鳥獣被害対策実施隊への重点支援を実施。

○ 具体的には、実施隊が中心となって行われる活動について補助率の嵩上げを行うとともに、都道府県内における実施隊の
設置状況に応じて、交付金の優先配分を行う。

通常のソフト対策の補助率が１／２であるのに対し、実施隊を中心とした活動については定額助成（市町村当
たり上限200万円等（狩猟免許を有する実施隊員数に応じて上限額を設定）。「サル複合対策」は原則100万円、
「他地域人材活用」は１人あたり10万円（100万円を上限）、銃猟有資格者が存在する実施隊を有する市町村の広
域捕獲活動は50万円を加算）。

① 補助率の嵩上げ

都道府県への交付金の配分に当たり、実施隊の設置状況に応じて優先配分。

② 交付金の優先配分

実施隊の活動等を支援するソフト予算のメニューを拡充（H26～ 実施隊の体制強化に向け、農業者団体等民間
団体が取り組む鳥獣被害総合防止活動への支援）。

③ ソフト予算のメニュー拡充

実施隊の設置促進のための普及啓発活動を全国展開し、市町村や都道府県の要請に応じて出前説明会や関係機関
への訪問説明を実施し、先行事例や取組上の工夫等についてきめ細かに周知。

④ 各地域に対する普及啓発活動
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４ 実施隊の設置に係る先行・解決事例

１ 隊員の人選

→ 実施隊員の人選に際し、特に捕獲活動を行う場合、
・各狩猟者の活動域に重複が生じる
・一部の者だけを任命した場合、狩猟税の軽減措置や隊員報酬をめぐる不公平感が生じる
などにより、反発やトラブルが生じることが懸念され、人選調整に手間取るのではないか。

２ 市町村の財政負担

→ 実施隊を設置することにより、民間隊員の報酬など、新たな財政負担を伴うのではない
か。

３ 設置手続き

→ 報酬や公務災害補償に関する条例制定など、実施隊設置のための事務手続きの方法がわか
らない、または手続きが煩雑ではないか。

○ 実施隊設置に向けて、①隊員の人選調整、②市町村の財政負担、③手続きの煩雑さ等を懸念する声。
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○ 先行・解決事例

○ 実施隊の設置に向けた懸念の声がある一方、すでに実施隊を設置している市町村では、取組上の工夫な
どにより、実施隊の設置を円滑に進めている事例がある。

◇ 当該市町村において、これまで捕獲活動を担ってきた猟友会員又は「鳥獣捕獲隊」の全員を実
施隊員として任命。

◇ 隊員の選定に当たり、猟友会に人選を依頼し、推薦された者を隊員として任命。

◇ 従前からの捕獲班や分会などの分担地域をそのまま踏襲して実施隊を組織化。

◇ 狩猟税が軽減されるメリット措置をあえて受けないことで、不公平感の格差を縮小。

１ 隊員の人選

○ 隊員要件となる『鳥獣の捕獲に積極的に取り組むことが見込まれる者』かどうかの判断
は、各市町村の裁量による（統一的基準はない）。

○ 当該市町村外の在住者を隊員として任命することも可能。
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◇ 隊員の報酬額を年額2,000～6,000円とし、追加的な財政負担を抑制。

◇ 隊員の報酬を、市町村が従前から支給していた有害捕獲の手当と同程度とし、追加的な財政負
担がほぼ生じていない。

◇ 公務災害補償のための保険料（掛金）の額は、市町村によって異なるものの、１人当たり年額
1,000円～2,500円程度の事例あり。

２ 市町村の財政負担

○ 民間隊員への報酬について、支給額や支給方法は、市町村の裁量で定めることが可能。例
えば、年額のほか、月額、日額、時給などと規定する事例あり。

○ 隊員の出動に応じて支払われる報酬や隊員の保険料は、市町村負担の８割が特別交付税措
置。

○ 加えて、地域協議会による捕獲・追払い活動等に実施隊員が参加する場合、活動実績に応
じた日当等が鳥獣被害防止総合対策交付金の支援対象となり、条例に基づく報酬に上乗せ
して地域協議会から支給することが可能。

○ 先行・解決事例
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◇ 実施隊の体制整備や設置手続きに際し、すでに実施隊を設置した近傍市町村の事例を参考と
した。

◇ 報酬や公務災害補償に関する条例について、既存の条例を適用（例えば報酬について「その
他の委員」の欄を適用するなど）。

３ 設置手続き

○ 先行・解決事例

Ａ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例（抜粋）

第１条 この条例は、Ａ町特別職の職員で非常勤のものの報酬
及び費用弁償の額並びに支給方法について、定めるこ
とを目的とする。

第２条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

別表（第２条関係）

区分
報酬額

機関別 職別

・・・ ・・・ ・・・

その他の非常勤の
特別職

委員 日額 ××円

Ｂ町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例（抜粋）

第１条 Ｂ町の特別職の職員に支給する報酬、手当及び弁償は、
この条例の定めるところによる。

第２条 報酬を支給する職員及びその額は臨時に任命する特別
職の職員を除き、別表第１による。

別表第１（第２条関係）

区分 職名 支給単位 報酬額 備考

・・・ ・・ ・・・ ・・・

鳥獣被害対策実施隊 隊員 年額 ××円

現行の規定を実施隊員に適用

条例を一部改正し、実施隊
員についての規定を追加

① 既存の条例をそのまま適用する場合の例 ② 既存の条例を一部改正する場合の例
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○ 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー ○ 野生鳥獣被害防止マニュアル

○ 農林水産省が実施する研修等（平成29年度の実績）

■ 農林水産省ホームページ「鳥獣被害対策コーナー」

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html）

５ 鳥獣被害対策の技術的支援

研修名 時期 研修の趣旨・目的

農作物鳥獣被害防止対策研修 ５月 鳥獣被害防止に関する知識や技術の修得

利活用技術指導者育成研修 ８月～12月
捕獲鳥獣の利活用を推進する人材の育成
（年５回）

地域リーダー 育成研修 ９月～12月
鳥獣被害の防止対策を担う人材（地域リー
ダー）の育成（年８回）

鳥獣被害防止対策支援研修 ６月
鳥獣被害防止技術と地域における体制整
備手法の習得（普及指導員が対象）

全国鳥獣被害対策サミット ２月
鳥獣被害対策の先進事例の発表、技術展
示等を開催

登録者数：２０５名（平成31年３月現在）

○ 農林水産省では、鳥獣被害に関する専門的知識及び経験を有し、地域における被害防止計画の作成及びその実施に際し
て助言等を行う「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー」を紹介。（地方公共団体、国立研究開発法人、大学、民間団体等）

○ また、被害防止対策を効果的に進めるためのマニュアルの作成、技術指導者等を育成する研修等を開催するほか、農林
水産省ホームページでも、優良活動事例などの各種情報を紹介。

名 称 作成年月

生態と被害防止対策（基礎編） 平成18年3月
イノシシ、シカ、サル、カラス－捕獲編－ 平成21年3月
ニホンザル・ニホンジカの総合的な被害対策のすすめ方 平成24年3月
イノシシ被害対策の進め方 平成25年3月
イノシシ、シカ、サル－実践編－（改訂版） 平成26年3月
捕獲鳥獣の食肉等利活用（処理）の手法 平成28年3月
鳥獣被害対策関連制度早わかりマニュアル 平成28年3月
鳥類編（改訂版） 平成29年3月
アライグマ、ハクビシン等（中型獣類編） 平成30年3月

27



設置数 設置市町村名

全国計 1,190

北海道 １６６

夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、砂川市、奈井江町、深川市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、
共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むか
わ町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、鹿部町、松前町、森町、知内町、函館市、八雲町、福島町、木古内町、七飯町、長万部町、江差町、上ノ国町、
厚沢部町、乙部町、今金町、せたな町、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、
占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、中川町、幌加内町、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、稚内市、猿払村、浜頓別町、豊富町、幌延町、北見
市、網走市、紋別市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、帯広市、音更町、
士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路市、釧路町、厚岸町、
浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町、礼文町、美深町

青森県 ２８ 弘前市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、板柳町、中泊町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、
田子町、南部町、新郷村、八戸市、十和田市、大鰐町、横浜町、黒石市、田舎館村、七戸町

岩手県 ３２ 盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、雫石町、紫波町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、
山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町、二戸市、九戸村、八幡平市、矢巾町、軽米町、葛巻町、一戸町、岩手町

宮城県 ２８ 気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、山元町、大和町、大郷町、大衡
村、色麻町、涌谷町、亘理町、加美町、美里町、南三陸町、松島町、仙台市

秋田県 ２５ 能代市、横手市、大館市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、
大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村、潟上市、秋田市、鹿角市、男鹿市

山形県 ３３ 米沢市、鶴岡市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、最上町、高畠町、川西町、小国町、
白鷹町、飯豊町、遊佐町、山形市、金山町、鮭川村、庄内町、中山町、新庄市、舟形町、酒田市、河北町、大蔵村、戸沢村

福島県 ４９
福島市、会津若松市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、
北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田
村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、葛尾村、飯舘村、白河市、下郷町、富岡町、いわき市、泉崎村、楢葉町

茨城県 ８ 日立市、下妻市、大子町、笠間市、石岡市、筑西市、坂東市、城里町

栃木県 ９ 鹿沼市、日光市、大田原市、塩谷町、那須町、栃木市、矢板市、高根沢町、那須烏山市

群馬県 ２６ 前橋市、高崎市、藤岡市、富岡市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、沼田市、片品村、川場村、
昭和村、みなかみ町、桐生市、みどり市、渋川市、安中市、榛東村、吉岡町

埼玉県 ３ 毛呂山町、鳩山町、飯能市

千葉県 １３ 市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、睦沢町、長柄町、長南町、鋸南町、鴨川市、勝浦市、いすみ市、木更津市

東京都 ０

神奈川県 １６ 平塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、葉山町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、二宮町

山梨県 ２６ 甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、山梨市、甲州市、山中湖村、小菅村、上野原市、西桂町、大月市、丹波山村、都留市、忍野村、富士吉田市、
鳴沢村、身延町、早川町、道志村、富士河口湖町、南部町、富士川町、市川三郷町、中央市

鳥獣被害対策実施隊の設置状況（平成30年10月末時点）
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設置数 設置市町村名

長野県 ７１
小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、御代田町、立科町、上田市、東御市、長和町、青木村、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、
富士見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、
天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、
大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、小川村、飯綱町、山ノ内町、信濃町

静岡県 １５ 富士宮市、静岡市、浜松市、沼津市、御殿場市、裾野市、伊豆市、三島市、伊東市、富士市、藤枝市、伊豆の国市、長泉町、小山町、掛川市

新潟県 １８ 長岡市、村上市、新発田市、小千谷市、出雲崎町、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、三条市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、上越市、妙高市、
糸魚川市

富山県 １４ 富山市、魚津市、氷見市、黒部市、砺波市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町、滑川市、小矢部市、高岡市

石川県 １９ 加賀市、小松市、能美市、川北町、金沢市、津幡町、内灘町、かほく市、志賀町、宝達志水町、羽咋市、七尾市、中能登町、穴水町、能登町、輪島市、珠洲市、白山市、野々市市

福井県 １７ 福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

岐阜県 ２６ 本巣市、大垣市、海津市、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、大野町、池田町、関市、美濃市、郡上市、七宗町、白川町、東白川村、中津川市、恵那市、下呂市、養老町、
高山市、飛騨市、坂祝町、御嵩町、瑞浪市、白川村、多治見市、美濃加茂市

愛知県 １３ 豊橋市、岡崎市、豊川市、豊田市、蒲郡市、犬山市、新城市、東海市、知多市、設楽町、東栄町、豊根村、瀬戸市

三重県 ２３ 桑名市、いなべ市、四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会町、大紀町、南伊勢町、名張市、伊賀市、尾鷲市、紀北
町、熊野市、御浜町、紀宝町

滋賀県 １７ 大津市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、近江八幡市、草津市、東近江市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、長浜市、米原市、高島市

京都府 ２３ 京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、長岡京市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、井手町、宇治田原町、笠置町、
和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

大阪府 １ 島本町

兵庫県 ３１ 神戸市、姫路市、洲本市、相生市、豊岡市、加古川市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、篠山市、加西市、養父市、丹波市、南あわじ市、
朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、市川町、福崎町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町

奈良県 １５ 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、生駒市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、曽爾村、御杖村、吉野町、下北山村、斑鳩町

和歌山県 ２０ 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、湯浅町、広川町、有田川町、日高町、印南町、日高川町、すさみ町、那智勝浦町、
古座川町、岩出市、高野町、田辺市

鳥取県 １４ 鳥取市、倉吉市、智頭町、八頭町、三朝町、琴浦町、湯梨浜町、北栄町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

島根県 １０ 松江市、浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、奥出雲町、飯南町、邑南町、津和野町

岡山県 ２５ 岡山市、玉野市、笠岡市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町、井原市、新見市、矢掛町、津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、
西粟倉村、久米南町、美咲町、浅口市、高梁市、里庄町、倉敷市

鳥獣被害対策実施隊の設置状況（平成30年10月末時点）
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設置数 設置市町村名

広島県 ２２ 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、
安芸太田町、大崎上島町、世羅町、神石高原町、北広島町

山口県 １８ 下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、阿武町、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、上関町、田布施町、周防大島町、平生町

徳島県 ２０ 徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、牟岐町、美波町、海陽町、板野町、上板町、
つるぎ町、東みよし町

香川県 １５ 高松市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、綾川町、琴平町、まんのう町、丸亀市、多度津町、三木町

愛媛県 １9 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万高原町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、
愛南町、西予市

高知県 ３２ 高知市、室戸市、安芸市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、本山町、
大豊町、土佐町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

福岡県 ５４
福岡市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、久留米市、小郡市、うきは市、
朝倉市、筑前町、東峰村、北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、
糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、大牟田市、八女市、筑後市、みやま市、大木町、広川町、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町

佐賀県 ２０ 佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、
白石町、太良町

長崎県 ２１ 長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、
小値賀町、佐々町、新上五島町

熊本県 ３８
熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、美里町、玉東町、南関町、和水町、大津町、産山村、
高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、
苓北町

大分県 １７ 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町

宮崎県 ２６ 宮崎市、国富町、綾町、日南市、串間市、都城市、三股町、小林市、えびの市、高原町、西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、延岡市、日向市、
門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

鹿児島県 ３９
日置市、いちき串木野市、指宿市、南さつま市、南九州市、枕崎市、阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、鹿屋市、垂水市、
南大隅町、錦江町、肝付町、志布志市、西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、奄美市、大和村、瀬戸内町、宇検村、龍郷町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、
大崎町、曽於市、鹿児島市、喜界町

沖縄県 １５ 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、名護市、宜野座村、金武町、伊是名村、渡嘉敷村、座間味村、宮古島市、石垣市、竹富町

鳥獣被害対策実施隊の設置状況（平成30年10月末時点）
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Ⅲ 捕獲した鳥獣の食肉利活用について
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有害捕獲 食肉処理加工（※） 食肉販売
※鳥獣保護法第
18条の規定によ

り、捕獲鳥獣を
捕獲場所に放置
することを禁止

○食肉処理施設
・都道府県等の条例で定められた施設基準に適合すること
○食肉処理

・条例で定められた管理運営基準や調理・保存基準に適合す
ること

○食肉等販売業

・都道府県等により条例に
よって定められた施設基
準に適合すること

○ 鳥獣被害防止特措法に基
づく被害防止計画の取組に
対して、市町村が処分に要し

た経費の８割を手当

特別交付税措置

食 肉 処 理 加 工

○ 食肉処理加工施設の整備
○ 食肉利活用衛生管理マニュアルの作成
○ 食肉利用のための研修の実施

（鳥獣被害防止総合対策交付金）

食 肉 販 売

○ 新商品開発、販路開拓など
○ 加工・販売施設の整備
（６次産業化ネットワーク
活動交付金等）

焼却埋設

食
肉
利
用

国
に
よ
る
支
援

（※）家畜と異なり、と畜場法に基づく処理の義務づけはない

○肉の安定供給
（捕獲体制の整備、処理
施設の整備）

○販路確保
（価格、調理法の開発等）

○安全性の確保
（衛生管理、品質確保等）

食肉利活用における課題

いのししカレー シカ肉ハヤシライス

○ 捕獲鳥獣は専ら埋設、焼却処分等によって処理されており、食肉としての有効利用は一部地域にとどまる状況。食肉の普及に向け
て、安全性の確保、安定供給、販路の確保等が課題。

○ 被害防止活動の一環として捕獲した鳥獣を地域資源として有効活用する観点から、農林水産省において、①地域における捕獲鳥
獣の食肉処理加工施設の整備、商品開発、販売・流通経路の確立などの取組を支援するほか、②捕獲鳥獣の食肉利用のためのマ
ニュアル作成や研修を実施。

○ 平成26年11月に、厚生労働省が「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針」を作成。

埋設・焼却処理

○ 埋設処分（資材・役務）
○ 焼却施設の整備
○ 民間施設等での焼却処分
（鳥獣被害防止総合対策交付金）

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）平成26年11月厚生労働省作成

食 品 衛 生 法

消
費

制度等

１ 捕獲鳥獣の食肉利活用等に関する制度と支援
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○ 鳥獣保護法の改正を受け、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加するとともに、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用が増加すること
が見込まれることから、厚生労働省において、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」が作成された（平成26年11月）。

○ 本指針においては、野生鳥獣肉の利活用に当たっての、①捕獲、②運搬、③食肉処理、④加工、調理及び販売、⑤消費の各段階
における適切な衛生管理の考え方等が示されている。

【狩猟時】における取扱
・銃による狩猟の際は、ライフル弾又はスラッグ弾を使用し、腹部に着弾しないよう、狙撃。
・わなによる狩猟の際は、捕獲個体を可能な限り生体で食肉処理施設へ運搬。
・野生鳥獣の外見、挙動から異常の有無を確認。
・屋外での内臓摘出は、迅速適正な衛生管理上止むを得ない場合に限る。

【運搬時】における取扱
・必要に応じて冷却するなどしながら、速やかに運搬。
・１頭ずつシートで覆う等し、運搬時に個体が相互に接触しないよう配慮。
・運搬に使用する車両などの荷台は、使用の前後に洗浄。

【食肉処理】における取扱
・食肉処理施設に「摂氏83度以上の温湯供給設備」「十分な高さを有する懸吊設備」を設置するよう、条例で定めることが望ましい。

・１頭ごとに、内臓摘出等の作業終了時には機械器具を洗浄。
・解体前後に異常の有無を確認し、異常が認められた場合は廃棄。内臓については、異常が認められない場合も廃棄することが望ましい。

【加工、調理及び販売】における取扱
・枝肉等の異常の有無を確認の上、異常が見られた場合は廃棄し、食肉処理業者に連絡。
・食肉処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、提供に際しては十分な加熱調理を行い、生食用としては提供しない。
・処理に使用する器具等は処理終了毎に摂氏83度以上等の消毒を行い、保管。肉は摂氏10度（凍結容器包装のものは－摂氏15度）以下で保存。

【消費時】における取扱
・中心部の温度が摂氏75度で１分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法により十分加熱して喫食。

・まな板、包丁等使用する器具については処理終了毎に洗浄、消毒し、衛生的に保管。

２ 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）概要
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近年、捕獲した鳥獣の処理加工施設の整備に対する
関心の高まりとあわせて、処理加工施設の整備も全国
で増加傾向。

４２カ所（平成20年12月）

１７２カ所（平成27年６月）
(都道府県からの聞き取り)

○ 捕獲鳥獣は専ら埋設、焼却処分等によって処理されている一方で、捕獲鳥獣を地域の資源として有効

活用する観点から、その食肉を利活用する取組が全国的に増加傾向。

・捕獲現場等での埋設処理
・・・・・・・約８割

・ゴミ焼却場等で焼却処理
・・・・・・・約５割

・食肉利用
・・・・・・・約１割

（３０市町村に対し、捕獲獣の処理方法につい
ての聞き取り調査（複数回答可））

○ 捕獲鳥獣の処分の状況 ○ 処理加工施設の整備状況

３ 捕獲鳥獣の利活用の実態
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○国の鳥獣害防止総合対策事業等において、地域における捕獲鳥獣の処理加工施設を整備

【主な獣種】 エゾシカ

（事業主体）鷹栖町鳥獣被害対策協議会
（運営者）北建建設(有)
（利用状況）
・ 平成２０年１０月から施設が稼働。

平成２０年度は４００頭程度のエゾシ
カを受入。

・ 加工処理したシカ肉は、主に缶詰・生
ハム・ペットフード等へ商品化するほ
か、動物園へ動物の餌として販売。

・ 平成２１年度は約３５０頭、２２年度
は約３５０頭、２３年度は約３４０頭、
２４年度は約５００頭のシカを処理し
ており、今後も安定的な供給・販路の
確保が課題。

【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）江津市鳥獣被害対策協議会
（運営者）「榎の郷」猪加工販売センター
（利用状況）
・ 既存施設に併設して平成２１年３月か
ら稼働。

・ 加工処理したイノシシ肉は、コロッケ
や精肉として販売。

・ 平成２１年度は３８頭、２２年度は
３７頭、２３年度は６０頭、２４年度は
３３頭のイノシシを処理。

・ 積極的な新商品開発と県内外での販売
活動を継続。

北海道上川郡鷹栖町 島根県江津市

エゾシカの缶詰

エゾシカの生ハム

平成22年度開発新商品
「ピロシシ」
（ピロシキ＋イノシシ）

毎年県外イベントに
参加

【主な獣種】 イノシシ、シカ

（事業主体）日高川町
（運営者）(財)日高川町ふるさと振興公社
（利用状況）
・ 平成２２年５月から施設を稼働し、地元

ハンターや農業者等が捕獲したイノシシ
等を加工・販売。

・ 主に食肉として販売するほか、商品開発、
レシピ集作成にも注力。

・ 平成２３年度はイノシシ１２３頭、シカ
１６４頭、２４年度はイノシシ１５９頭、
シカ１３６頭を処理。

和歌山県日高川町

シシ肉入りのカレー

レシピ集

４ 各地における取組事例
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全国 590施設

1

2
2

4
61

2

10

45

8
8

31

40

13
7

14

12
18

2
38

17

18

13
25

28
19

9
7

11
11

14
9

9
13 15

25
7 3

1

25

※食肉処理業の許可を有する野生鳥獣肉の処理加工施設。稼働休止中の施設は含まれない。
平成30年度 農林水産省大臣官房統計部調査。

ジビエ処理加工施設の数・分布等
○ 平成29年度に野生鳥獣の食肉処理を行った処理加工施設は全国で５９０施設（対前年度 ２７施設〔４．８％〕増）。
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Ⅳ 鳥獣被害防止に向けた取組事例
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○ 鳥獣被害の防止を図るためには、地域の実情に応じ、「個体数調整」「被害防除」「生息環境管理」の３つを適切に
組み合わせた総合的な取組が重要。

○ 農林水産省においては、鳥獣被害防止特措法の趣旨を踏まえつつ、こうした総合的取組に対し、「鳥獣被害防止総合
対策交付金」等により支援。

【群馬県 下仁田町】

地域一体となったサル・イノシシ対策の総合的取組
（H22農林水産大臣賞）

檻・わなの
設置

生息環境管理被害防除個体数調整

捕獲された
イノシシ

侵入防止柵
の設置

牛放牧による
緩衝帯の設置

サル群の管理サルの追い払い
（パチンコ）

取組により、鳥獣による農作物被害額が減少

H16：6,458千円 → H23：3,943千円

１ 「総合的」な取組
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総合的な取組事例

○ エゾシカを対象として、森林被害調査を行い、被害防
除、個体数調整、食肉の利活用等を総合的に実施。

○ 天然林被害を防止するため、「樹幹のネット巻き」や
シカへの給餌を実施。

○ 平成16年からは、大型囲いわなによる生体捕獲を実
施。捕獲したエゾシカは事業者に提供し、養鹿・食肉流
通することにより、地域一体となってエゾシカの捕獲から
有効利用までの体制を構築。

○ また、自然環境の保全と森林の適正利用を行う団体に
対して独自の助成活動も実施。

○ 平成16年度から23年度までの8年間で、計3,400頭程
度のエゾシカを捕獲。

○ シロガシラ（ヒヨドリ科の中型の鳥類）による野菜
等への被害に悩む地域が広域連携し、生態調査を
行うとともに、調査を踏まえた捕獲や雑木林の刈払
い等を総合的に実施。

沖縄県 本島南部地区 北海道 （一財）前田一歩園財団

＜おとり鳥を用いたシロガシラ捕獲器＞

シロガシラ侵入口
（猫やマングースが入らない大きさ） 樹幹のネット巻き

大型囲い捕獲わな
餌にひかれて侵入したシカを
徐々に収容部へ追い込む

エゾシカによる森林被害の軽減のための
総合的な取組 （H21生産局長賞）

シロガシラの生態に基づく被害対策の確立
など総合的な取組 （H21生産局長賞）

シロガシラ○ 生態や被害実態調査を行う巡回指導員を配置。生産者に
営農指導を行うとともに、啓発資料を配付し対策を周知。

○ シロガシラの生態に基づく捕獲器の工夫などにより、捕獲
器4基を置いたほ場で、1カ月に200羽を超える捕獲に成功。

・捕獲器の中におとりのシロガ
シラ１羽を入れる。

・おとり鳥がいることにより、他
の個体が捕獲しやすくなる

多数のシロガシラを捕獲できる
よう、檻の中にとまり木を設置

○ シロガシラによる被害金額は、37,129千円（H20）から
27,952千円（H22）に減少。
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北海道 鷹栖町

食肉利活用の取組事例

【主な獣種】
エゾシカ

【取組概要】
・平成20年から施設稼働。地元ハ
ンターが捕獲したエゾシカを買い
上げ食肉として活用

・主に缶詰、生ハム、ペットフード、
精肉として販売するほか、動物園
のエサとしても出荷

・年間約350頭を処理

○ 野生鳥獣の捕獲活動を強化するとともに、地域資源として野生獣肉を利活用する取組が増加傾向。

○ 農林水産省においては、「鳥獣被害防止総合対策交付金」等により、処理加工施設整備や新商品開発等を支援。

【主な獣種】
イノシシ、シカ

【取組概要】
・平成22年から施設を稼働し、地元
ハンターや農業者等が捕獲したイ
ノシシ等を加工・販売

・主に食肉として販売するほか、
商品開発、レシピ集作成にも注力

・平成23年度は、イノシシ約200頭、
シカ約240頭を処理

【主な獣種】
イノシシ

【取組概要】
・平成16年に組合を設立し、地元農
業者等が捕獲したイノシシを食肉
等に加工

・「おおち山くじら」としてブランド化
し、主に食肉として販売するほか、
加工品や皮製品も販売

・年間約200頭を処理

エゾシカの缶詰

エゾシカの生ハム

和歌山県 日高川町 島根県 美郷町

山くじら皮革製品
のコンテスト

山くじら加工品
（しぐれ煮、餃子等）

シシ肉入りのカレー レシピ集
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○ 継続的に被害対策に取り組むためには、市町村のほか、農林漁業団体、猟友会、研究機関等の関係者が結集し、「地
域ぐるみ」（地域住民主導）で取り組むことが肝要。

○ 鳥獣被害防止特措法においては、生産現場に一番近い行政機関である市町村が中心となって、こうした地域ぐるみの
取組を推進するための協議会設置を基本として対策を推進。

【岐阜県郡上市 宮地集落協定】

地域の創意工夫あふれる被害対策（イノシシ・
シカ・サル対策）で効果 （H22生産局長賞）

鳥獣被害発生 現状把握・合意形成 対策の実施 評価

フィードバック

被害状況を聞き取り、獣害マップを作成 非農家も含めた共同作業で柵を設置
これまでの電気柵から、
ワイヤーメッシュ柵を改良した
「猪鹿無猿柵」へと切り替え

10年以上にわたり集落全戸が
参加して被害防止活動を実施

取組により、現在、鳥獣
被害はほとんど無し

２ 「地域ぐるみ」の取組
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地域ぐるみの取組事例 ①

○ サルに発信器を付けた接近警報システムや犬による追
い払い、牛の放牧、電気柵の設置、放任果樹の除去など
様々な対策を組み合わせて実施。

○ 大学の協力を得てサルのテレメトリー調査（電波発信機を
用いた生息状況調査）を行うとともに、被害状況や発生原
因を診断。

○ 住民への研修会や小学生の体験学習を通じ地域全体の
理解が深まり、自治会が“さる被害防止見回り隊”を結成す
るなど、地域一体的な取組を展開。

○ イノシシ対策として農家個々に電気柵を設置していた
が、隣接する４集落で当会を設立し、集落を越えて山際
に電気柵を設置するとともに、若狭牛の放牧による緩衝
帯の設置など、地域ぐるみの取組を実施。

○ 特に、牛の放牧については、被害軽減、草刈りの省力
化、耕作放棄地の解消のほか、住民が幅広く牛の見学
に訪れるようになり、今まで鳥獣被害に関心のなかった
住民への理解増進に貢献。

○ 取組により、近年は目立った農作物被害はみられてい
ない。

福井県鯖江市 河和田東部美しい山里の会 山口県山口市 仁保地区

電気柵の設置 若狭牛の放牧

集落を越えた電気柵の共同設置と牛の放牧に
よるイノシシ対策 （H22生産局長賞）

効果的なサル対策を組み合わせた地域一体的
な活動 （H23農林水産大臣賞）

捕獲したサルへの発信器の
取付

耕作放棄地での牛の放牧
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地域ぐるみの取組事例 ②

○ サルによる農作物被害や住居侵入に対応するため、地
域住民の全員が自発的に被害防止活動の担い手となって、
自らが定めた追い払い手順に基づき、山頂付近にまで徹
底的に追い払うなどにより、餌場にされにくい集落づくりを
実践し、被害を大幅に軽減。

○ 被害のために耕作を諦めざるを得なかった畑で営農を再
開するなど、地域の活性化に大きく貢献。

○ 地域住民が一丸となったこの取組は、サル被害に強い集
落づくりのモデルとなり、周辺地域のみならず、サル被害に
苦しむ県内外の地域にも普及。

○ 武雄市の「いのしし課」を中心として、農協、農業共済
組合、森林組合等で「鳥獣被害対策チーム」を結成し、
一体となって対策を推進。

○ 近隣自治体（長崎県も含む）と連携し、 GISを活用した
イノシシ対策情報システムを整備し、被害状況や捕獲状
況等の情報を共有。

○ 技術レベルの高い猟友会員で構成する「鳥獣被害対
策実施隊（トッテクレンジャ-）」を組織化して捕獲活動を
行うとともに、集落が一体となった農作物残渣の除去や
緩衝帯整備、「いのししパトロール隊」による防護柵等の
点検・巡回指導など、「捕獲・棲み分け・防除」の取り組
みを総合的に実施。

佐賀県武雄市 武雄地区有害鳥獣広域駆除対策協議会 三重県伊賀市 阿波地域住民自治協議会

いのしし課の設置 鳥獣被害対策実施隊
（トッテクレンジャー）

イノシシの捕獲・棲み分け・防除による総合的な
取組 （H24生産局長賞）

地域住民が一丸となった追い払いによりサル
被害を軽減 （H25農林水産大臣賞）

発信器を取り付けたサル 多獣種用侵入防止柵
（おじろ用心棒タイプ）
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青森県下北半島 サル対策の取組
ー 下北半島のニホンザル被害対策市町村等連絡会議 －

「広域的」な取組

○ 行政区域を越えて活動する野生鳥獣に対し、複数市町村が連携し、広域的に対策に取り組むことがより効果的。

○ 農林水産省としても、「鳥獣被害防止総合対策交付金」等により、複数市町村による広域的な取組を重点的に支援。

都道府県をまたいだ広域事業実施地区

モンキードッグ

南奥羽鳥獣害防止
広域対策協議会

宇陀・名張地域鳥獣害
防止広域対策協議会

南丹・北摂地域鳥獣

被害防止対策連絡協
議会

阿佐地域鳥獣害防止
広域対策協議会

大丹波地域サル対策
協議会

高森・竹田・高千穂
地域鳥獣害防止
広域対策協議会

大分北部福岡東
部鳥獣被害防止
対策協議会

（29年度事業実施地区）

下 北 半 島

 下北半島の４市町村により、
広域でサル対策を実施

 ５名のニホンザル保護管理
専門員、29名の実施隊員、６
頭のモンキードッグが対策に
従事（H23.11月現在）

 テレメトリーによる群れ調査、
接近警報システムのほか、ハ
ナレザル等の捕獲や電気柵
の設置・管理を実施

テレメトリーによる群れの位置確認
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(メリット）
・大量捕獲が可能
・夜間・無人での捕獲が可能
・通常の箱罠機材の利用が可能

●わなに出入りする頭数をセンサーと人工知能で解析し、わなに
入る個体数が最大となるタイミングでゲートが自動操作。

●遠隔地からカメラの映像を確認し、無線で操作することも可能
●価格は１２０万円程度

○ 鳥獣被害軽減のための画期的な新技術開発は世界的にも事例が殆どない状況にあるが、我が国においては、効果的・
効率的な大量捕獲方法や侵入防止柵等が開発。

○ 農林水産省においては、「鳥獣被害防止総合対策交付金」等により、地域が行う新技術の実証活動等を支援。
○ なお、個体数調整のために薬物（殺傷薬・避妊薬）を用いる方法や天敵を活用する方法等についても、世界的に開
発・成功した事例はない。

●捕獲網をワイヤーでつり下げ、網の下にシカが大量に入ったことを
監視カメラで確認した上で網を落として捕獲する方法。

●価格は１４０万円程度

(メリット）
・夜間の捕獲が可能
・少人数での捕獲が可能
・移動、組み立てが容易

ドロップネットＩＴを活用した捕獲技術
（自動監視・遠隔操作）

３ 「新技術」の取組
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新技術の取組事例

○ 箱わな等に入った動物の「頭数」や「獣種」を判別
できるセンサー。

○ 併せて開発した電子トリガー（わなの扉やネットな
どを落下させるための電子制御装置）との併用によ
り、省力的・効果的な捕獲が可能。

○ 人が監視する労力が省け、作業効率が向上。また、
ねらった獲物だけを捕獲可能。

○ シカの群れを一度に捕獲するため、エサ場を作っ
てシカを誘引し、群れがエサ場に馴れたら、離れた
テント等からシカを次々に射撃する技術。

○ スマートディアー（学習したシカ）をつくらないよう、
逃走個体や手負いの個体を発生させない精密な狙
撃技術が必要。

○ 発砲音に驚いて逃げないよう、毎日爆音機を作動
させ、大きな音に馴れさせる試みも行われている。

シャープシューティング

①シカの群れが馴れる
まで餌付けを行う

②シカを逃さないよう
精密狙撃を行う

スマートセンサー
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新技術の取組事例

○ 重要課題であるエゾシカ等の捕獲獣の極めて低コストな
方法として、他の地域に普及できる減量化技術を開発（枝
幸式発酵減量法）。

○ この方法において必要となる資材は、家畜ふん尿（牛糞）
及び木質チップのみ。捕獲したエゾシカ等を資材に投入し、
好気性発酵を促すために１週間から１０日に一度切り返す
だけで効果的な減量化が可能であり、省力化・低コスト化
に成功。

○ 当該技術は、枝幸町のホームページにもマニュアルとし
て掲載し、積極的に技術を紹介。この技術が普及されるこ
とにより、有害鳥獣の捕獲活動が一層促進され、野生鳥獣
による農業被害の減少に繋がることを期待。

○ カワウの生態や被害軽減のための研究を行い、カワウ
の生息数を高精度で推定できる調査法を確立。

○ 野生生物生態研究のノウハウを活かし、カワウの生態
に基づいたエアライフルによる大量捕獲技術（カワウ
シャープシューティング）を開発。

○ 地元の漁協等とも連携し、本技術を用いて県内の主要
なカワウ営巣地において捕獲を実施。

○ その結果、滋賀県内のカワウ生息数は大きく減少し、
漁業被害も軽減するなど、世界的にも事例が見られな
いカワウの個体数調整による被害軽減に成功。

株式会社イーグレット・オフィス 枝幸町・ホクレン農業総合研究所

カワウシャープシューティング 捕獲個体の測定と解剖による
性判別と漁業被害量等の推定

カワウの大量捕獲技術の開発による被害軽減
（H24生産局長賞）

捕獲した野生鳥獣の減量化技術を開発・普及
（H25生産局長賞）

投入から２週間後
エゾシカの減量状況（夏）

１週間目
に切り返
した後、
埋め戻し

投入前

© Eaglet 0ffice © Eaglet 0ffice
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鳥獣被害対策実施隊の設置事例 ①

イノシシの捕獲

【取組内容】

○ 猟友会員のうち年間を通じて従事が可
能な者を猟友会から推薦を受け、24名を
選抜して隊員に任命し、通年でチーム活
動。

○ あらかじめ決めた日（土・日曜）に出動可
能な隊員により一斉捕獲を実施（23年度：
24回、延べ270人が参加）。

○ 隊員が本来受けることのできる狩猟税
の軽減措置をあえて受けないこととし、猟
友会内の不公平感を抑えることに配慮。

○ 実施隊の活動により、捕獲数が増加

奈良県五條市
ご じょう し

うち民間隊員22名
銃猟免許24名、わな猟免許７名

イノシシ：109頭（H20） → 237頭（H23）
シ カ ： 83頭（H20） → 350頭（H23）

滋賀県高島市
たか しま し

うち民間隊員68名、
銃猟免許67名、わな猟免許42名

【取組内容】

○ 市と猟友会が協議を行い、３年以上の
狩猟者登録経験を有する等の要件を満
たす者全員を実施隊員として任命し、大
所帯の組織体制を整備。

○ 従来は猟友会に依頼する形で駆除を
行っていたが、市からの指揮命令が明
確となったことにより、迅速で機動的な
活動が展開。捕獲が進んだ地域では被
害軽減効果が発現。

○ 実施隊設置後、捕獲数は大幅に増加

イノシシの一斉捕獲に
出動する隊員

イノシシ：約1,700頭（H20）→約4,000頭（H23）
シ カ ：約 40頭（H20）→約 150頭（H23）

・設置年月：平成21年７月
・対象鳥獣：イノシシ・シカ 等
・隊員数：24名

北海道美幌町
び ほろちょう

【取組内容】

○ 猟友会員のうち積極的に従事できる者
として猟友会から推薦を受けた18名、狩
猟免許取得者１名を含む町職員10名、Ｊ
Ａ職員３名により実施隊を編成し、連携し
て被害防止対策を実施。

○ エゾシカの一斉捕獲や箱わなによるヒ
グマの捕獲に加え、町・ＪＡ職員と地域農
業者による侵入防止柵の自力施工、セン
サーカメラを用いたシカの動態調査等も
実施。

○ 実施隊設置後、捕獲数が増加

うち民間隊員21名、
銃猟免許19名、わな猟免許２名

・設置年月：平成21年９月
・対象鳥獣：シカ・クマ
・隊員数：31名

捕獲わなによる
ヒグマの捕獲

・設置年月：平成21年４月
・対象鳥獣：イノシシ・シカ 等
・隊員数：69名

シ カ ： 175頭（H19）→ 305頭（H23）

４ 「鳥獣被害対策実施隊」の取組
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鳥獣被害対策実施隊の設置事例 ②

青森県佐井村
さ い むら

【取組内容】

○ 青森県佐井村、むつ市、大間町、風間浦
村が連携して鳥獣被害対策実施隊を編成
し、サル対策を実施。佐井村においては
農業者団体職員等を実施隊員に任命。

○ 発信機（テレメトリー）による巡視活動や
エアガン、モンキードッグなどによる追い
払い活動、電気柵の設置・維持管理、地
域住民に対する被害防止策の指導等を実
施。

エアガンを装備
した実施隊員

福岡県添田町
そえ だ まち

農家に緩衝帯整備、
刈り払いを指導

・設置年月：平成20年８月

・対象鳥獣：イノシシ・シカ 等

・隊員数：17名
うち民間隊員５名、

わな猟免許17名

【取組内容】

○ 住宅に近い被害農地に対応するため、
銃ではなく、わな猟で捕獲する者を隊員
に任命。

○ 各地域から選抜された町職員12名と、

わな猟免許を有する農業者３名、わな猟
に精通する猟友会員２名で構成。

○ わなによる捕獲に加え、住民からの被
害相談や対策の指導、鳥獣の出没状況
や被害状況の調査等を実施。

・設置年月：平成20年６月

・対象鳥獣：サル

・隊員数：６名

（すべて民間隊員）

山形県米沢市

すべて民間隊員
銃猟免許７名、わな猟免許７名

・設置年月：平成24年７月

・対象鳥獣：サル

・隊員数：８名

モンキードッグによる
追い払い活動

【取組内容】

○ サルによる農作物被害対策のため、農
林業者７名、モンキードッグのハンドラー
（民間人）１名を実施隊員に任命。

○ 定期的な巡回活動のほか、発信機（テ
レメトリー）による接近警報や住民からの
目撃情報に適時対応し、モンキードッグ
による追い上げ、追い払い活動等を実施。
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鳥獣被害対策実施隊の設置事例 ③

・設置年月：平成23年７月

・対象鳥獣：シカ、イノシシ、ハクビシン 等

・隊員数：６名 すべて市職員
銃猟免許１名、わな猟免許６名

【取組内容】

○ 鳥獣被害対策を職務とする「鳥獣専門員」を市職員として雇用。
一般職員にわな免許を取得させ、鳥獣専門員をリーダーとした
実施隊を結成。実施隊と、猟友会員から構成される有害鳥獣駆
除班が分業・協働して対策を実施。

○ 加害獣の捕獲に当たっては、わなの設置や止めさし等は実施
隊・駆除班が実施し、わなの見回りは農地の所有者など被害住
民が行う集落ぐるみの捕獲事業を展開。

大型獣（シカ・イノシシ・クマ等）の対応は駆除班、中型獣（ハ
クビシン等）の対応は主に実施隊が実施

○ 捕獲だけでなく、住民の意識向上活動、侵入防止柵の設置指
導、生態調査、環境教育などを積極的に実施。

集落での鳥獣対策講習会

こ も ろ

長野県小諸市
う お づ

富山県魚津市

・設置年月：平成24年４月

・対象鳥獣：イノシシ、サル、ツキノワグマ、カラス 等

・隊員数：30名 うち市職員８名（全て銃猟免許所持）

【取組内容】

○ 市では、鳥獣被害が増える一方、猟友会員で構成する捕獲隊
員の減少と高齢化が進む状況を踏まえ、市職員から希望者を募
り、猟銃免許取得のための研修を実施。

消防職員を含む市職員が銃猟免許等を取得し、平成24年に市
猟友会等とともに「魚津市鳥獣被害対策実施隊」を結成。

○ 市職員は、捕獲経験が豊富な民間隊員の指導・協力を得ながら
捕獲活動を実施。また、民間隊員の捕獲ノウハウを市職員が引
き継いでいけるよう定期的に捕獲訓練も実施。

○ 各集落の農業者にもわな免許取得を促進し、農業者と実施隊
が連携を取りながら捕獲活動を実施。

実施隊員（市職員等）による捕獲技術向上訓練
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鳥獣被害対策実施隊の設置事例 ④

・構 成：鳥取県日野郡３町（日南町、日野町、江府町）

・対象鳥獣：シカ、イノシシ、サル 等

・隊員数：４名 すべて民間隊員（全て銃猟免許所持）

ひ の

鳥取県 日野郡鳥獣被害対策協議会 沖縄本島北部地区野生動物被害対策協議会

【取組内容】

○ 沖縄県北部地区では、ハシブトガラスによるパインアップル、タ
ンカン等への食害が広域的に多発。

このため、ハシブトガラス対策を目的に、北部地区９市町村、Ｊ
Ａ、猟友会等で構成される広域協議会を設立。

○ 協議会では、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して、各市
町村の実施隊等によるハシブトガラスの一斉捕獲を広域で実施。

○ 大宜味村では、銃猟免許を有する村職員も実施隊員として捕
獲活動に参加。緊急性の高い捕獲に対応するほか、農家への
被害対策の指導等も実施。

にちなんちょう ひのちょう こうふちょう

日野郡鳥獣被害対策協議会

チーフ
（日南町）

実施隊

日南町、日野町、江府町
４者間で

協定

隊員
（日南町）

隊員
（日野町）

隊員
（江府町）

協定に基づき、各
町は、他の２町で
雇用された隊員に
対して併任辞令を
発令

・構 成：沖縄本島北部９市町村

うち、実施隊設置は、名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今
帰仁村、恩納村、宜野座村の計７市町村

・対象鳥獣：ハシブトガラス 等

・隊員数：68名（７市町村合計。うち民間隊員66名）

実施隊によるハシブトガラスの捕獲活動

チーフと各隊員は
３町の職員身分を
兼務

併任

辞令

【取組内容】

○ 広域化する鳥獣被害に対応するため、日野郡３町及び関係団
体が連携して日野郡鳥獣被害対策協議会を設置。

協議会の下に、鳥獣被害対策の実行組織として、実施隊を設
置（平成26年4月）。

○ 実施隊員は、チーフ１名を協議会会長の町（現在は日南町）、
隊員を各町で１名ずつ嘱託等により雇用。

３町での活動となるため、協議会と３町の協定書に基づき、各
町職員の身分を兼務。

○ 実施隊は、被害防止対策の現地指導や現地巡回による被害
状況把握等を主体に実施。
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