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          担当部署名  関市産業経済部農林課 

                    所在地    岐阜県関市若草通３丁目１番地 

          電話番号   0575-22-3131 

                    ＦＡＸ番号  0575-23-7741 

          メールアドレス norin@city.seki.lg.jp 

 



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、イノシシ、ニホンジカ、アライグマ、ハクビ

シン、ヌートリア、カラス、カワウ 

 

  計画期間   平成３１年度～平成３３年度 

  対象地域  関市 

 

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２９年度） 

 鳥獣の種類  被害の現状  

 品 目 被害数値 

ニホンザル 

 

水稲、大豆、果樹（柿、栗等）、 

野菜、いも類、タケノコ 

面積：1.2ha 

金額 3,176 千円 

イノシシ 

 

水稲、麦、大豆、果樹（栗）、 

野菜、いも類、タケノコ 

面積：4.8ha 

金額 7,092 千円 

ニホンジカ 水稲、大豆、果樹（栗）、野菜 面積：0.7ha 

金額 495 千円 

アライグマ 水稲、果樹（柿、栗等）、 

野菜、いも類、 
面積：0.5ha 

金額 1,577 千円 

ハクビシン 果樹（柿、栗等）、野菜 面積：0.1ha 

金額 438 千円 

ヌートリア 水稲、大豆、果樹（栗）、 

野菜、いも類 

面積：0.8ha 

金額 1,781 千円 

カラス 水稲、大豆、野菜 

果樹（柿、ブルーベリー等） 

面積：0.7ha 

金額 2,533 千円 

カワウ 魚類 数量 6.6ｔ 

金額 6,915千円 

 

（２）被害の傾向 

関市は、平成１７年の市町村合併により、市街地と中山間地域、過疎地

域からなっている。総面積に占める森林面積は約８０％となっており動植物

が多く生息しているが、そのため鳥獣による農作物への被害が市全域まで広

がっており、なかなか被害に歯止めがかからないことから農家の生産意欲の

低下が懸念されている。 

防護柵の設置や有害鳥獣捕獲による捕獲を実施しているが、一部地域の

防護や一部の捕獲だけでは、農作物被害対策としては限界があり、地域が一

体となって被害対策に取り組むことが必要である。さらに、近年は各有害鳥

獣の被害区域が拡大し、住民から積極的な対策を求める声が上がっている。 

カワウによる、放流稚魚等への食害も深刻になってきており、世界農業

遺産に認められた清流長良川の鮎を守るためにも対策が必要になっている。 



（３）被害の軽減目標 

 指標  現状値（平成２９年度）  目標値（平成３３年度）  

被害面積 被害金額 被害面積 被害金額 

ニホンザル 1.2ha 3,176 千円 0.84ha 2,223 千円 

イノシシ 4.8ha 7,092 千円 3.3 ha 4,964 千円 

ニホンジカ 0.7ha 495 千円 0.49ha 346 千円 

アライグマ 0.5ha 1,577 千円 0.35ha 1,103 千円 

ハクビシン 0.1ha 438 千円 0.07ha 306 千円 

ヌートリア 0.8ha 1,781 千円 0.56ha 1,246 千円 

カラス 0.7ha 2,533 千円 0.49ha 1,773 千円 

カワウ 6.6ｔ 6,915 千円 4.6ｔ 4,840 千円 

 ※カワウについては被害量 

 

（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 

・被害防止捕獲制度による捕獲

を市猟友会に依頼。 

・国庫補助事業等を活用し、大

型の捕獲檻を導入。 

・猟友会員が高齢化し、また後継

者も不足している。それに伴

い、会員数も減少しているた

め、今の活動をどう維持してい

くか、また会員をどう確保して

いくかが課題である。 

 防護柵 

 の設置 

 等に関 

 する取 

 組 

・県単独事業、国庫補助事業を

活用し、侵入防止柵を整備す

る実施主体・地区に対し支援

を行っている。 

・集落での勉強会において、追

い払い・集落点検など獣害対

策への啓発を行っている。 

・集落に山林が迫っている地域

において緩衝帯の整備を進め

ている。 

・市単独事業による電気柵設置

の補助金を交付している。 

・サルについては、猟友会等によ

る追払いを行っている。 

・被害防止柵設置後は、未設置の

圃場に有害獣が移動し、被害を

引き起こしているため、広域で

防護柵を設置するといったこ

とや、設置後の有害獣の動きの

把握が課題となっている。 

 

 

 



（５）今後の取組方針 

・行政や農業者団体、猟友会等と農業者間の連絡を密にし、研修会の開催、 

追い払い体制の構築、防除施設を共同で設置するなどを行う。 

・林縁部の草刈りや樹木の伐採、クズ野菜の適正処理、放任果樹の伐採な

ど耕作放棄地対策や集落環境整備についても啓発して、鳥獣害対策に対

する共通意識を持つことにより、知識を共有し効果的な防除システムを

構築する。 

 

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 

・農業者等からの被害報告を受けて市が被害状況を確認したのち、捕獲業

務を委託している関市猟友会に捕獲を速やかに依頼する。 

・鳥獣被害防止特措法第９条第１項に規定する鳥獣被害対策実施隊の隊員

を指名し、被害防止施策を適切に実施する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

３１年度 

～ 

３３年度 

全般 ・猟友会員及び猟友会の捕獲隊員の育成、確保の 

 ため、農業者等に免許講習会の開催情報を周知 

や捕獲隊員の研修会等の実施。 

・補助者制度を活用する。 

ニホンザル ・定期的な巡視及び徹底的な追払いを行う。 

・既存施設の定期的なメンテナンスを行う。 

 アライグマ 

ヌートリア 

カラス 

・住宅地付近での生活環境被害の多いため、猟友 

 会の協力のもとに、分布の把握、効果的な捕獲 

 体制を確立する。 

 



（３）対象鳥獣の捕獲計画 

  捕獲計画数等の設定の考え方 

 ・近年の有害鳥獣の捕獲実績としては、増減を繰り返している状況である 

が、ニホンザル、イノシシの出没回数が特に顕著であり、また、ニホン

ジカの捕獲頭数は増一方である。過去３年の捕獲実績を踏まえ、積極的

な捕獲を計画する。 

 ○捕獲実績 

対象鳥獣 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

ニホンザル １４７頭 １１５頭 １３７頭 

イノシシ ２７１頭 ２０２頭 ２２０頭 

ニホンジカ ２７０頭 ３５４頭 ３４５頭 

アライグマ ２頭 １１頭 １１頭 

ハクビシン １０頭 ２７頭 ４９頭 

ヌートリア ４頭 ０頭 ０頭 

カラス １８羽 ２０羽 １５羽 

カワウ ７６羽 ６９羽 １１８羽 
 

 

対象鳥獣 捕獲計画数等 

対象鳥獣 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

ニホンザル １８０頭  １８０頭  １８０頭  

イノシシ ４００頭  ４００頭 ４００頭 

ニホンジカ ４００頭  ４００頭  ４００頭  

アライグマ ５０頭  ５０頭  ５０頭  

ハクビシン ５０頭  ５０頭  ５０頭  

ヌートリア ５０頭   ５０頭  ５０頭  

カラス ２００羽  ２００羽  ２００羽  

カワウ ２００羽 ２００羽 ２００羽 

 

  捕獲等の取組内容 

・著しい被害に対応するため通年で捕獲を行う。 

・ニホンザル、イノシシ、ニホンジカについては、被害発生地域において、

市猟友会の協力のもと銃器、わな等による捕獲を行う。 

・アライグマ、ハクビシン、ヌートリアについては捕獲檻での捕獲、カラ

ス等鳥類は、捕獲檻、銃器による捕獲を行う。 

 



（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣  

該当なし 該当なし 

 

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 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

ニホンザル 

イノシシ 

ニホンジカ 

・地域での取組みを支

援し、国庫事業や県

単事業等を活用して

ワイヤーメッシュ柵

や電気柵等のハード

面を整備する。 

・緊急に整備が必要な

場合には、市単独事

業により支援。 

（整備予定距離 

Ｌ＝１２，０００ｍ） 

・引き続き、地域での

取組みを支援し、国

庫事業や県単事業等

を活用してワイヤー

メッシュや柵電気柵

等のハード面を整備

する。 

（整備予定距離 

Ｌ＝７，０００ｍ） 

 

・引き続き、地域での

取組みを支援し、国

庫事業や県単事業等

を活用してワイヤー

メッシュや柵電気柵

等のハード面を整備

する。 

（整備予定距離 

Ｌ＝７，０００ｍ） 

 

 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

３１年度 

～ 

３３年度 

全般 ・研修会等を通して、地域が一体となった取り組みを

支援、推進する。 

・被害の顕著な地域においては、ハード面の整備と併

せて、地域が一体となった追い払い体制を構築する

など、ソフト面においても整備をすることにより、

より効果のある防除体制づくりができるように支援

する。 

・緩衝帯を整備するなど、獣が人里へ侵入しにくい環

境づくり。 

・防除後の有害鳥獣の個体数等の動きを注視するとと

もに、捕獲檻の導入による個体数調整を行い、今後

の対策に資する。 

・耕作放棄地の解消や放任果樹の除去等による生育環

境管理を推進する。 

 

 

 



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 

関市役所 ・市民への周知及び安全確保 

関市猟友会 ・市と連携した対応を図る 

中濃農林事務所 ・市と連携した対応を図る 

中濃事務所環境課 ・市と連携した対応を図る 

関警察署 ・市と連携した対応を図る 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

地域住民等 

 

 

関市役所 

 

 

関市猟友会   関警察署   中濃農林事務所   中濃事務所環境課 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・捕獲した有害鳥獣は、捕獲後速やかに適切な処理施設での焼却処分、も

しくは、適切な埋設処理を行うものとする。併せて捕獲鳥獣の利活用推進

について検討をすすめる。 

 

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 

・捕獲した有害鳥獣のうち食用に適する個体は、許可を有する民間の食肉

加工施設において食用肉としての利用をすすめる。 

 

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 関市鳥獣害防止対策協議会 

 構成機関の名称  役割 

関市 
・鳥獣害防止総合対策協議会の事務運営、各

機関の連絡調整。 



関市猟友会 

・被害地区等での有害鳥獣の捕獲を実施。 

・有害鳥獣に対する専門知識、捕獲体制に対

する助言。捕獲鳥獣の利活用検討。 

関市農業委員会 
・各地区の被害状況等の把握及び各地区の意

見の集約。 

岐阜県 ・野生イノシシの豚コレラまん延防止対策 

めぐみの農業協同組合 

・各地区の被害状況等の把握及び各地区の意

見の集約。 

・被害対策の助言。 

中濃地域農業共済事務組合 
・各地区の被害状況等の把握、小動物捕獲檻 

の貸出、わな免許取得費用の助成。 

農事改良組合 

・各地区の被害状況等の把握、各地区の意見

の集約。 

・地区座談会を開催し、地区全体の被害防止

対策の検討。 

水産関係団体 ・水産被害等の把握、情報提供。 

農業関係団体 ・農作物被害等の把握、情報提供。 

 

（２）関係機関に関する事項 

 関係機関の名称  役割 

中濃事務所環境課 ・有害鳥獣捕獲に対する助言。 

中濃農林事務所 

（農業普及課） 
・被害対策の助言。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成25年2月28日に設置し市長が指名した隊員により構成する。 

 関市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策及び鳥獣の捕獲等に対する指

導、助言、鳥獣の被害防止に関する事業の推進、鳥獣被害の実態、出没状況

の調査、その他鳥獣被害防止対策に関する業務にあたる。 

  

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

・該当なし 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 ・該当なし 



 


