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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 
イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、アライグマ、ヌート

リア、ハクビシン、カラス、ムクドリ、ヒヨドリ 

  計画期間 平成２９年度～平成３１年度 

  対象地域 岐阜県美濃加茂市 

 

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２７年１月～平成２７年１２月） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

 品 目 被害数値(ａ) 被害金額(千円) 

イノシシ 
水稲、豆類、野菜、 

果樹、いも類 
5,184 49,098 

ニホンザル 
水稲、豆類、野菜、 

果樹、いも類 
282 2,532 

ニホンジカ 
水稲、野菜、果樹、 

いも類 
30 566 

ハクビ アライグマ、  野菜、果樹、いも類 5 223 

ヌートリア 
水稲、野菜、果樹、 

いも類 
21 344 

ハクビシン 
水稲、豆類、果樹、 

野菜、いも類 
205 1,029 

カラス 
水稲、豆類、果樹、 

野菜、いも類 
81 1,771 

ムクドリ 果樹 5 275 

ヒヨドリ 果樹、野菜、いも類 7 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）被害の傾向 

【イノシシ】 

主に市内北中部の山間に生息し、住宅地付近の荒れた里山や竹林に定着し

た個体もみられる。被害は年間を通して発生しており、稲、野菜、豆類等の

農作の被害だけでなく、水路や農地法面なども荒らされるなど深刻な被害を

発生させている。 

 

【ニホンザル】 

伊深・三和地区を中心に、年間を通じて農作物被害が発生しており、年々

南下傾向にある。農作物以外にも、軒下に吊るされた干し柿、時には家屋侵

入等の生活被害を発生させる。まれに、群れからはぐれた個体が市街地付近

に出没することもある。 

 

【アライグマ、ヌートリア、ハクビシン】 

市内全域に生息し、野菜や果樹などの農作物被害のほか家屋侵入等の生活

被害も発生しさせている。 

 

【鳥類（カラス、ムクドリ、ヒヨドリ）】 

夏から秋にかけて北中部を中心に発生している。果樹の被害が特に多く、

果樹園が多い山之上・蜂屋地区での被害が多くなっている。 

 

【ニホンジカ】 

伊深、三和地区で頻繁に目撃されるようになってきており、それに伴い植

えたばかりの水稲や野菜の食害が目立つようになってきた。農作物等の被害

は全体からすると少ない割合となっているが、何らかの対策を講じる必要が

ある。 

 

（３）被害の軽減目標             ※（○○千円）は被害金額を示す 

指標（被害面積） 現状値（平成２７年度） 目標値（平成３１年度） 

イノシシ 5,184ａ（49,098 千円） 4,900ａ（46,500千円） 

ニホンザル 282ａ（ 2,532 千円） 250ａ（ 2,200千円） 

ニホンジカ 30ａ（  566千円） 25ａ（  500千円） 

アライグマ 5ａ（  223千円） 4ａ（  200千円） 

ヌートリア  21ａ（  344千円） 18ａ（  300千円） 

ハクビシン 205ａ（ 1,029 千円） 190ａ（ 950千円） 

カラス 81ａ（ 1,771 千円） 75ａ（ 1,650千円） 

ムクドリ 5ａ（  275千円） 4ａ（  250千円） 

ヒヨドリ 7ａ（  378千円） 6ａ（  320千円） 

                                               



（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 

 

・ 市猟友会と連携して、有害鳥

獣捕獲体制を整備している。 

・ 捕獲報奨金の助成を行い猟友

会の負担軽減を図ってきた。 

・ イノシシについては国庫交付

金を活用し箱わなを購入し捕

獲強化を図った。 

・ ニホンザルについては猟友会

による銃器を利用しての追い

払いや箱わなによる捕獲を実

施している。平成２８年度よ

り、朝夕の見回りを追加して

行ってもらっている。また、

地域住民にはロケット花火の

配布や追払用モデルガンの貸

出しを行い追払い活動を支援

している。 

・ 特定外来種の捕獲に関して

は、檻の貸出し（指導含む）

を行い、捕獲活動を支援して

いる。 

 

・ 猟友会員の高齢化及び減少

により後継者の育成が課題。 

・ 里山の荒廃により林道・作業

道が通行できなくなり捕獲

活動が困難。 

・ 広域的な捕獲体制が課題。 

・ イノシシの箱わなを増やす

も猟友会の人員不足により

捕獲数が横ばいで、被害報告

も増加している。 

・ ニホンザルの捕獲について

は群れによる農地に出没す

るほかに、群れから離れた単

体が農地被害をもたらす等、

遊動域の分散による被害拡

大が懸念される。 

防護柵の

設置等に

関する取

組 

 

・ 市単独の補助事業で電気防護

柵設置経費の一部を助成し、

農家負担の軽減を図ってい

る。 

・ 平成 26～28 年度に国や県の

補助事業を活用し、防護柵（ネ

ット柵）を設置した。また、

一部地域では併せてバッファ

ゾーンの整備も行っている。 

・ 自己農地のみの部分的な防

護では限度があり、集落全体

の共同設置など広域的な対

策が課題である。 

・ 過疎化、高齢化により追い払

い等が満足に出来ない。 

・ 山間部では、山際の農地が多

く緩衝帯などの整備が課題

である。 

（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課題

について記入する。 

   ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の導

入、捕獲鳥獣の処理方法等について記入する。 

   ３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・管

理、緩衝帯の設置、追上げ・追払い活動、放任果樹の除去等について

記入する。 



（５）今後の取組方針 

鳥獣被害防止のため「防除」「被害原因の除去」「生息環境管理」を実施す

る。 

「防除」 

・ 猟友会に委託し銃器及びわな、貸与した捕獲機材で捕獲を実施する。 

・ 行政や猟友会、農業者団体など関係機関と連携を密にし、研修会の開催な

どを通じ鳥獣被害に対する共通認識を持ち鳥獣被害対策を講じる。 

・ 狩猟免許の資格取得及び猟友会員の加入を奨励し、捕獲主体の猟友会員の

後継者育成を含めた対策を講じる。 

・イノシシ、ニホンザルの防護柵の設置については、地域ぐるみの対策が効果

的であることから、講習会の開催などにより地域単位の設置を推進し被害対

策に取り組む。 

・ニホンジカについては、県内はもとより周辺市町でも被害が増加している。

市内でも山間部では目撃や農作物被害の情報が寄せられているため、必要に

応じて対策を講じる必要がある。 

 

「被害原因の除去」 

・ 鳥獣を寄せ付けない環境にするため、バッファゾーンの整備、耕作放棄地

や里山の適切な管理、未収穫農産物等の早期処理を啓発する。 

・ 農業者への鳥獣被害対策の知識を普及し、被害を受けにくい農作物栽培の

実践を推進する。 

 

「生息環境管理」 

・ 間伐等の森林整備など山際緩衝帯整備により、獣が農地に近づきにくい環

境づくりを推進する。  

 

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 

農業者等から有害鳥獣捕獲申請を受け、美濃加茂市が猟友会に捕獲を委

託し優良捕獲員により銃及びわな、貸与した捕獲機材で加害鳥獣を捕獲

する。 

狩猟免許の講習会を開催し、担い手の育成を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）その他捕獲に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

２９年度 

～ 

３１年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

 

・猟友会と連携し檻、箱わな等で捕獲する。美濃

加茂市鳥獣被害対策防止協議会より檻や ICTを

支援することにより捕獲をより推進する。 

 

・鳥獣被害防止研修や狩猟免許取得の事前研修へ

の参加を積極的に呼びかけ後継者の育成を支援

する。 

 
カラス 

ムクドリ 

ヒヨドリ 

果樹園を中心に猟友会で追い払いを行う。 

 

アライグマ 

ヌートリア 

ハクビシン 

・特定外来生物に係る防除の確認申請による市民

捕獲を進める。（アライグマ・ヌートリア） 

・ハクビシンについてはアライグマ等と同様、猟友

会の協力のもと市民捕獲を進める。 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

  捕獲計画数等の設定の考え方 

・ 特に被害の多いイノシシをはじめ、ニホンジカ・ニホンザル・アライグ

マ・ヌートリア・ハクビシン・鳥類（カラス・ムクドリ・ヒヨドリ）を

対象に、銃器及び檻、箱わなによる有害鳥獣捕獲を、農作物の被害状況

及び捕獲申請に応じて４月から１０月末にかけて美濃加茂市全域を対象

に実施する。 

 

・ニホンザルにおいては、市内北中部において市猟友会へ朝夕の見回り・追

払い活動を委託し、被害防止に努め、追払いはもちろんのこと、活動に遭遇

した群や個体について積極的な捕獲活動を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

対象鳥獣 
 捕獲計画数等 

  ２９年度   ３０年度   ３１年度 

イノシシ 200 200 200 

ニホンザル 20 20 20 

ニホンジカ 20 20 20 

アライグマ 40 40 40 

ヌートリア 20 20 20 

ハクビシン 30 30 30 

カラス 250 250 250 

ムクドリ 100 100 100 

ヒヨドリ 100 100 100 

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 

捕獲等の取組内容 

イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カラス、スズメ、ムクドリ、ヒヨド

リについては、猟友会へ委託し捕獲する。 

・ 「捕獲手段」は銃及び檻・わな・網による捕獲を行う。 

・ 「捕獲の実施予定時期」は４月１日～１０月３１日、翌年の３月１６日

～３月３１日 

・ 「捕獲予定場所」は美濃加茂市全域とする。 

アライグマ・ヌートリアについては、 特定外来生物に係る防除の確認申請

により市民も含め捕獲体制を強化する。 

その他被害状況及び捕獲依頼に応じて、随時捕獲を実施する。 

 

※イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、鳥類（カラス、ムクドリ、ヒヨドリ）

については猟期についても個体数調整を行う。 

 

 

 

 



 

（４）許可権限委譲事項 

 対象地域 対象鳥獣 

 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２９年度  平成３０年度  平成３１年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

ネット柵（交付金） 

 L=4,000ｍ 

 

 

電気柵（市単） 

 L=1,000ｍ 

ネット柵（交付金） 

 L=4,000ｍ 

 

 

電気柵（市単） 

 L=1,000ｍ 

ネット柵（交付金） 

 L=4,000ｍ 

 

 

電気柵（市単） 

 L=1,000ｍ 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

２９年度 

～ 

３１年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

・緩衝帯整備により、獣が農地に近づきにくい環境

づくりを推進する。 

・地域ぐるみの自主的な防除及び捕獲対策を推進

する。 

・ニホンザルについては追払い用の花火などを支

援する。 

 

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 

 構成機関の名称        役   割 

美濃加茂市 
防災無線等で市民へ周知するとともに、県及

び警察、猟友会と連携した対応を図る 

加茂警察署 生活安全課 市と連携した対応を図る 

可茂県事務所 環境課 市と連携した対応を図る 

美濃加茂市猟友会 市と連携した対応を図る    



 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．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 

被害防止対策協議会の名称 美濃加茂市鳥獣被害防止対策協議会 

 構成機関の名称        役   割 

美濃加茂市 
・鳥獣害防止対策協議会の事務運営、各機関の

連絡調整を行う。 

美濃加茂市猟友会 

・有害鳥獣捕獲事業を実施する。 

・有害鳥獣に対する専門知識・捕獲体制に対す

る助言を行う。    

可茂森林組合 

（美濃加茂支所） 

・有害鳥獣関連情報の提供と緩衝帯整備等に関

する助言を行う。 

・森林所有者の意見集約 

JAめぐみの農業協同組合 

みのかも営農経済センター 

・農業被害の情報収集及び営農指導、被害防止

対策の普及啓発を行う。 

中濃地域農業共済組合 

・鳥獣による農作物被害に関する情報提供を行

う。 

・被害防止対策の普及啓発を行う。 

美濃加茂市農事改良組合 

 

・各地区の被害状況の提供、農家に対し普及啓

発を行う。 

山之上果実農協組合 
・農業被害の情報収集及び営農指導、被害防止

対策の普及啓発を行う。 

 

市 民 

加茂警察署

生活安全課 

美濃加茂市

猟友会 

美濃加茂市

役所 

可茂県事務所 

環境課 



 

（２）関係機関に関する事項 

 関係機関の名称  役割 

可茂県事務所 

環境課 

・有害鳥獣に対する専門知識・捕獲体制に対す

る助言を行う。    

可茂農林事務所 

農業振興課 

・農作物に対しる防除体制の構築、有害鳥獣の

分布等の把握に対する助言を行う。 

可茂農林事務所 

農業普及課 

・有害鳥獣防除に係る技術的指導・助言、情報

提供等。 

加茂警察署 

生活安全課 

・有害鳥獣に関する情報提供、防除及び捕獲対

策に対する支援。 

 

 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

今後、実施隊が編成できるよう体制を整える。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

狩猟免許保持者の高齢化と新規の狩猟免許取得者の減少により、捕獲従事者

が減少しているため、猟友会と協議し後継者育成に努める。 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

イノシシ・ニホンジカ・鳥類については、捕獲者各自で適正に処分する。 

サル・アライグマ・ヌートリア・ハクビシンについては、市で焼却処分とす

る。 

 

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

特になし 

 


