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２ 被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。 
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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、サル、ニホンジカ、カモシカ、ハクビシン、アライグマ 

 計画期間   令和３年度～令和５年度 

 対象地域  静岡県静岡市全域 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 

   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画を作成する全ての市町村名を記入

する。 

 

 

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（令和元年度） 

鳥獣の種類 被害の現状 

品 目 被害数値 

面積 被害金額 

 

 

イノシシ 

稲 140a 105千円 

いも類 260a 1,300千円 

果樹 1,245a 5,905千円 

野菜 2,313a 7,940千円 

その他 1,188a 2,665千円 

計 5,146a 17,915千円 

サル 

稲 60a 45千円 

いも類 230a 1,150千円 

果樹 1,183a 4,885千円 

野菜 2,160a 9,285千円 

その他 0a 0千円 

計 3,633a 15,365千円 

ニホンジカ 

稲 0a 0千円 

いも類 0a 0千円 

果樹 1,068a 5,038千円 

野菜 1,916a 7,905千円 

その他 1,142a 2,556千円 

計 4,126a 15,499千円 

ニホンジカ 

カモシカ 

造林木 1,520a －   千円 

計 1,520a －   千円 

ハクビシン 

いも類 0a 0千円 

果樹 770a 4,090千円 

野菜 1,202a 4,715千円 

計 1,972a 8,805千円 
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アライグマ 

いも類 0a 0千円 

果樹 495a 2,158千円 

野菜 809a 2,915千円 

計 1,304a 5,073千円 

合計 17,701a 62,657千円 

（鳥獣の捕獲等許可申請時に記載される「被害の状況」及び森林被害報告年報より） 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、水産業に

係る被害を除く。）等を記入する。 

 

（２）被害の傾向 

①イノシシ 

 イノシシによる被害は年間を通して発生している。各種農林産物の生育に合わせて

食害は多岐に亘っている。また、茶園やミカン畑の掘り起こしによる被害も深刻であ

る。 

 被害区域は山間地が中心だが、近年は市街地周辺での出没も多く被害が発生してい

る。また、昼間の目撃情報もあり人慣れが進行しており、住宅地に出没し庭先の花壇

の掘り起こし等の被害が発生している。 

②サ ル 

 サルによる被害は年間を通して発生している。被害区域は葵区及び清水区の山間地

が中心であるが、各種農林産物の食害のほか、近年は市街地周辺の住宅地へ群れでの

出没、住居への侵入等、新たな被害が発生している。 

③ニホンジカ 

 ニホンジカによる被害は年間を通して発生している。特徴的な被害として幼齢造林

木の食害があり、また山葵・野菜・果樹の食害についても確認されている。被害区域

は山間地が中心であるが、最近では、市街地に出没するなど、その区域及び生息数は

拡大傾向にある。 

 また、夏季には南アルプスの高山帯にまで生息域を広げ、一部を除き亜高山帯のお

花畑に壊滅的な食害を及ぼし、その結果、ニホンジカの不嗜好植物（マルバダケブキ

、バイケイソウ等）やグラミノイド（イネ科、カヤツリグサ科の総称）からなる単純

な植生へと遷移し、一部では土壌流出も始まっている。 

④カモシカ 

 カモシカによる被害は年間を通して発生している。主な被害として、幼齢造林木の

食害が挙げられる。生息数の増加とカモシカ特有の生態（縄張り）により分布域が拡

大し、被害は広範囲となっている。 

 また、生息分布域の拡大により市街地への出没及び農林作物（茶、山葵、椎茸等）

の食害が確認されている。 
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⑤ハクビシン 

 ハクビシンによる被害は主に春から秋にかけて発生し、イチゴや梨、蜜柑など果実

類の食害が挙げられる。また、農作物被害は増加傾向である。 

最近では、市街地の民家の屋根裏に潜むなど、山間部に限らず市街地においても生

活被害がある。 

⑥アライグマ 

 アライグマによる被害は主に春から秋にかけて発生し、トウモロコシや落花生等の

野菜類や、イチゴやミカンなど果実類の食害が挙げられる。近年、捕獲の強化、地域

一体での柵設置及び被害防除の意識向上を図っているため、被害は減少傾向にあるも

のの、清水区の河川を中心に生息していたものが、次第に駿河区、葵区に生息域が拡

大しており、市街地の民家の屋根裏に潜むなど、山間部に限らず市街地においても生

活被害がある。 

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、被害地域の

増減傾向等）等について記入する。 

   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

被害金額 62,657千円 56,391千円 

※捕獲圧強化及び各種防除事業実施により、現状値（R１）より１割減を目標とする。 

 

指標 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

被害面積 17,701a 15,930a 

※捕獲圧強化及び各種防除事業実施により、現状値（令和元年度）より１割減を目標とす

る。 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目標値を記入

する。 

   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 

 

 

（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 

 

①被害防止目的捕獲許可に基づき、静

岡猟友会、清水猟友会、庵原猟友会の

３猟友会等による捕獲を実施し、実績

に基づいて、捕獲報償金を支払ってい

る。 

②有害鳥獣の出没に対し、市長からの

緊急の要請に基づき、銃を持って見回

①捕獲の中心を担う猟友会会員の高

齢化、後継者不足等により捕獲圧が低

下し、今後の駆除活動の継続が懸念さ

れる。 

 

②中山間地域における高齢化・過疎化

による里山利用の低下や耕作放棄地
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りを行った実績に基づいて、見回り報

償金を支払っている。 

③本市または市野生動物被害対策研

究協議会において捕獲器材（くくり罠

・箱わな）の購入を行い、各農協等へ

貸出することで捕獲を促進している。 

 

④静岡市野生動物被害対策研究協議

会が行う緊急捕獲活動支援事業に対

し助成を行っている。 

⑤カモシカについては、文化財保護法

に基づく特別天然記念物に指定され

ており、捕獲については厳しく規制さ

れている。本市では、第二種特定鳥獣

管理計画（カモシカ）、静岡県カモシ

カ管理実施計画及び、静岡市カモシカ

管理計画に基づき年度ごとに捕獲数

と地区を定め、捕獲を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の増加等により捕獲等の対策が一層

困難になりつつある。 

③市街地・里山周辺での被害防止目的

の捕獲依頼が増加しているが、地域へ

のハイカー等の立ち入りから銃器の

使用ができず、わなでの捕獲しか手段

が選べないことが多く、対応に苦慮し

ている。 
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防護柵

の設置

等に関

する取

組 

（１）農地： 

①防護柵設置のための原材料（ﾄﾀﾝ、ﾈ

ｯﾄ、電気柵等）支給事業を実施。 

（H12年度～19年度） 

 

 

②犬による追い払いを実施するため

の訓練に対する補助金交付事業を実

施。 

（訓練実績） 

H18 

年度 

H19 

年度 

H20～R1 

年度 

１頭 １頭 0頭 

 

 

 

③野生鳥獣被害防除事業（防護柵等の

資材購入費に対する補助金交付事業）

を実施。特に複数の農地や集落・地域

全体での防除を推進している。 

ア（H20年度～ 補助実績） 

年度 件数 金額 

H20 337件 34,153千円 

H21 377件 39,737千円 

H22 235件 19,425千円 

H23 170件 21,228千円 

H24 153件 26,517千円 

H25 184件 37,765千円 

H26 152件 42,646千円 

H27 184件 47,077千円 

H28 175件 56,503千円 

H29 142件 69,548千円 

H30 165件 62,186千円 

R1 172件 46,095千円 

 

 

 

 

 

①野生鳥獣被害防除事業補助金によ

り、団体型・地域一体型の防護柵等設

置も進みつつあるが、地域全体の自衛

意識が薄く、地域によって取り組みに

差が見られる。 

②犬による追い払いについては、被害

のあった農家に勧めているが、高齢化

や兼業化（昼間は勤めに出ている）の

ため活動が出来ず普及が進まない。 

③全体的に野生鳥獣の人慣れが進み、

対策が困難になっている。継続した追

い払いや鳥獣を農地に寄せ付けない

よう作物残さ処理の徹底など、住民の

意識向上と地域ぐるみの対策が急務

である。 
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イ うち地域一体型鳥獣被害対策モデ

ル事業 

年度 件数 金額 ha 

H21 1件 4,589千円 4.23 

H22 1件 2,191千円 20.0 

H23 1件 6,000千円 6.2 

H24 3件 14,291千円 19.1 

H25 7件 20,231千円 80.8 

H26 6件 27,818千円 78.5 

H27 6件 28,058千円 67.7 

H28 7件 39,669千円 108.4 

H29 8件 54,817千円 79.69 

H30 8件 46,648千円 35.9 

R1 8件 27,552千円 52.1 

 

（２）造林地： 

（H7年度～） 

①天然記念物保護管理対策事業 

（カモシカ被害対策事業） 

ステンレス線入ネット防護柵の設置

及び忌避剤の散布を実施。 

 
 

 防護柵 忌避剤 

H20 6,500m 2.6ha 

H21 7,355m 3.14ha 

H22 7,450m 4.46ha 

H23 15,050m 11.23ha 

H24 15,650m 16.13ha 

H25 14,850m 18.4ha 

H26 14,500m 6.81ha 

H27 14,200m 6.32ha 

H28 11,600m 2.56ha 

H29 7,400m 2.16ha 

H30 7,250m 1.74ha 

R1 8,650m 1.74ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カモシカについては、近年その生息

域が拡大しており、林業被害だけでな

く農業被害も発生している。 

農業被害の実態の把握及び捕獲によ

る対策を講じることが難しいため、防

護柵の設置等の対策を強化する必要

がある。また、ニホンジカによる被害

との区別がつきにくいため、併せて対

策を講じる必要があり、引き続き、生

息調査等を実施していく。 
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（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 

農林業者等に対する野生鳥獣対策への支援、猟友会等の協力による捕獲を実施して

きたが、被害軽減には限界がある。 

引き続き、個人から団体・地域一体型による防護柵の設置を積極的に推進していく

とともに、地域懇談会、現地研修会、講演会等の開催や地区被害対策協議会等による

くくり罠、箱わなの購入、研修会等の活動に対して助成を行うことで地域住民、集落

が一体となった防除環境づくりを積極的に進める。また、集落や圃場の周辺において

除伐、草刈り等による緩衝地帯の整備を推進し、野生鳥獣が出没しにくい環境整備に

努める。 

（１）捕獲報償金制度の継続 

従来どおり、捕獲圧を高めるため捕獲報償金を継続する。 

（２）静岡市野生動物被害対策研究協議会への助成の継続 

 捕獲機材の購入、生息環境管理、緊急捕獲活動支援事業等を行っている静岡市野生

動物被害対策研究協議会への助成を継続する。 

（３）捕獲の担い手育成 

第12次鳥獣保護管理事業計画（静岡県策定）と整合を図りながら関係機関等に働き

かけていく。 

（４）緩衝地帯整備モデル事業 

野生動物が出没しにくい環境を整備するため、集落や圃場の周辺において除伐、草

刈り等による緩衝地帯の環境整備を推進する。 

（５）地区被害対策協議会活動費助成事業 

JA等が中心となって活動する地区被害対策協議会の活動費について、予算の範囲内

で地区被害対策協議会の活動を支援する。 

（６）猟友会交付金事業 

 被害防止目的の捕獲に従事する狩猟者が属する狩猟者団体に対し、予算の範囲内で

補助金を交付する。 

（７）ジビエ利用に関する研究 

捕獲された野生鳥獣の肉を加工品等地域資源として活用できるよう、先進都市のジ

ビエ施設を調査するとともに、関係団体等と緊密な連携を図り、解体処理施設等のあ

り方や処理肉の販売ルートの開拓方法等について研究していく。 
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（８）ニホンザルの行動調査 

 本市におけるニホンザルの加害レベルをより正確に把握することを目的に、ＧＰＳ

等を利用した行動調査を行い、より的確な箇所への罠設置や追い払い活動等の対策に

繋げていく。 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標を達成する

ために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。 

 

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 

農林業者から被害報告を受けた各農協等からの被害防止目的捕獲許可申請に基づき、

各猟友会等が捕獲を実施する。 

現体制の拡充、機能強化に努める。また、第12次鳥獣保護管理事業計画（静岡県策定

）により、被害防止目的捕獲許可に係る許可期間の上限と捕獲数の基準に基づき、一

部鳥獣について許可期間が12カ月、捕獲数が無制限となったことから、連続して許可

を出すことにより、捕獲体制の強化・充実を図る。 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者団体への委

託等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者のそれぞれ

の取組内容や役割について記入する。 

   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資料があれば

添付する。 

   ３ 捕獲等を推進する上で、鳥獣被害対策実施隊にライフル銃を所持させる必要

がある場合には、そのことについて記入する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和３ 

から 

令和５ 

年度 

 

イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

ハクビシン 

アライグマ 

〇効果的な捕獲の研究及び導入の推進 

 ・農協や猟友会等に貸出し、状況に即した適切な捕獲を

実施する。 

・捕獲圧を高めるため、捕獲器材の最新情報の収集や、

捕獲手段の効果的な方法について関係団体等と調査研

究する。 

 ・捕獲ＩＣＴ技術についての情報収集を行い、関係団体

等と調査研究する。 

〇狩猟免許取得の啓発、試験及び事前講習会の案内周知 

令和３ 

から 

令和５ 

年度 

ニホンジカ ニホンジカの捕獲については、県で実施している管理捕獲

と連携を図りつつ対策を進める。 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入する。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

静岡県第12次鳥獣保護管理事業計画を踏まえ、捕獲を以下のとおり実施していく。 

また、カモシカの捕獲については、第二種特定鳥獣管理計画（カモシカ）、静岡県カ

モシカ管理実施計画及び、静岡市カモシカ管理計画に基づき年度ごとに捕獲数と地区

を定め、捕獲を実施しているため、本計画には記載しない。 

捕獲計画数については、静岡市緊急捕獲等計画と整合を図りつつ、近年の捕獲実績と

被害状況を考慮して捕獲数を設定し、被害地域における捕獲を実施する。 

なお、捕獲にあたっては従事者に対し、事故の防止に万全の対策を講じさせる。 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設定の考え方

について記入する。 

 

①イノシシ 

 捕獲実績と被害金額・被害面積の推移（表１） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成30年度 令和元年度 

捕獲頭数 1,808頭 1,754頭 1,594頭 1,891頭 

被害金額 18,871千円 18,150千円 18,288千円 17,915千円 

被害面積 4,959a 4,802a 5,219a 5,146a  

  平成28年度以降捕獲の強化、地域一体での柵設置及び被害防除の意識向上を図ってい

るが、被害金額及び被害面積は横ばい傾向にある。令和３年度以降も引き続き捕獲を推

進することとし、各年度1,800頭とする。 

 

②サル 

捕獲実績と被害金額・被害面積の推移（表２） 

 平成 28 年度 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 

捕獲頭数 232頭 296頭 313頭 303頭 

被害金額 14,204千円 14,409千円 14,804千円 15,365千円 

被害面積 3,086a 3,101a 3,374a 3,633a 

  平成28年度以降捕獲の強化、地域一体での柵設置及び被害防除の意識向上を図ってい

るが、被害金額及び被害面積が増加傾向にある。令和３年度以降も引き続き捕獲を推進

することとし、各年度300頭とする。 
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③ニホンジカ 

捕獲実績と被害金額・被害面積の推移（表３） 

 平成 28 年度 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 

捕獲頭数 618頭 669頭 670頭 663頭 

被害金額 16,994千円 15,424千円 15,310千円 15,499千円 

被害面積 1,805a 3,439a 4,109a 4,126a 

平成 28 年度被害面積が減少していたが、その後増加傾向にある。被害金額について

は、捕獲の強化、地域一体での柵設置及び被害防除の意識向上を図っているが、横ばい

傾向にある。令和３年度以降も引き続き捕獲を推進することとし、各年度 700頭とする。 

④ハクビシン 

 捕獲実績と被害金額・被害面積の推移（表４） 

 平成 28 年度 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 

捕獲頭数 210頭 224頭 250頭 343頭 

被害金額 8,373千円 7,494千円 8,079千円 8,805千円 

被害面積 2,711a 1,838a 1,826a 1,972a 

 平成 28年度以降捕獲の強化、地域一体での柵設置及び被害防除の意識向上を図っている

が、被害金額及び被害面積が増加傾向にある。令和３年度以降も引き続き捕獲を推進する

こととし、各年度 300 頭とする。 

⑤アライグマ 

 捕獲実績と被害金額・被害面積の推移（表４） 

 平成 28 年度 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 

捕獲頭数 126頭 108頭 139頭 126頭 

被害金額 7,516千円 5,617千円 5,458千円 5,073千円 

被害面積 2,646a 1,238a 565a 1,304a 

 平成 28年度以降捕獲の強化、地域一体での柵設置及び被害防除の意識向上を図っている

ため、被害金額及び被害面積は減少傾向にある。令和３年度以降も引き続き捕獲を推進す

ることとし、各年度 250 頭とする。 

 

 

⑥これまでの捕獲実績頭数 

対象鳥獣 
H20 

年度 

H21 

年度 

H22 

年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

イノシシ 522 624 912 653 1430 600 1461 1019 1808 1754 1594 1891 

サル 121 158 242 155 397 151 299 242 232 296 313 303 

ニホンジカ 133 168 225 281 447 670 527 619 618 669 670 663 

ハクビシン 4 2 10 17 73 72 92 131 210 224 250 343 

アライグマ  １ ６ 20 84 52 103 58 126 108 139 126 
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対象鳥獣 捕獲計画数等 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ 1,800 1,800 1,800 

サル 300 300 300 

ニホンジカ 700 700 700 

ハクビシン 300 300 300 

アライグマ 250 250 250 

※アライグマによる被害の拡大を防ぐため、ハクビシンの被害防止目的捕獲許可申請に

あっては、アライグマも合わせて申請することとする。 

（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 

市内一円で捕獲を実施する。 

 イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン及びアライグマについては狩猟鳥獣であるため、

猟期及び猟期前後 15 日間を除く期間、銃及びわなを用いて、被害防止目的捕獲を行う。

ただし被害の状況により、上記期間中も鳥獣保護区等において被害防止目的捕獲を実

施する。 

 サルについては非狩猟鳥獣であるため、４月１日から翌年３月31日の間（ただし、

原則猟期前後15日間を除く）、銃及びわなを用いて被害防止目的捕獲を行う。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 

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 

 鳥獣被害対策実施隊員によるライフル銃を所持させての捕獲等は、行わな

い。 

（注） 鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必

要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予

定場所等について記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

12 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

静岡市 権限委譲済み 

【参考】 

第 12次鳥獣保護管理事業計画（静岡県策定）による被害防止目的捕獲許可に係る許可期間

と許可数量の上限基準 

 

種名 平成 29 年度～ 

イノシシ 12 か月 600 頭 

ニホンジカ 12 か月 600 頭 

サル 6 か月 40 頭 

ハクビシン 12 か月制限なし 

アライグマ 12 か月制限なし 

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する被害防止目的捕獲等の許可権限の委譲を希

望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類を記入する（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（平成 19

年法律第 134号。以下「法」という。）第４条第３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する場合は、該

当する全ての市町村名を記入する。 

 

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 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ 
農地への電気柵や

ネット柵等の設置の

ための資材購入補助

及び情報提供を実施。

小規模な個人又は複

数人による柵設置及

び地域一体での柵設

置を補助する。 

 

①農地： 

防護面積 約120ha 

※内地域一体型を含

む 

農地への電気柵や

ネット柵等の設置の

ための資材購入補助

及び情報提供を実施

。小規模な個人又は

複数人による柵設置

及び地域一体での柵

設置を補助する。 

 

①農地： 

防護面積 約120ha 

※内地域一体型を含

む 

農地への電気柵や

ネット柵等の設置の

ための資材購入補助

及び情報提供を実施。

小規模な個人又は複

数人による柵設置及

び地域一体での柵設

置を補助する。 

 

①農地： 

防護面積 約120ha 

※内地域一体型を含

む 

サル 

ニホンジカ 

ハクビシン 

アライグマ 
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ニホンジカ、カモ

シカ 

②造林地： 

・ステンレス線入ネッ

ト防護柵 

・新植造林地100％ 

・忌避剤散布 

②造林地： 

・ステンレス線入ネ

ット防護柵 

・新植造林地100％ 

・忌避剤散布 

②造林地： 

・ステンレス線入ネッ

ト防護柵 

・新植造林地100％ 

・忌避剤散布 

備考 

静岡市野生鳥獣被害防除事業、天然記念物食害対策事業（文化庁

）、鳥獣被害防止総合対策交付金等を利用する予定。 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 

（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３ 

～ 

令和５ 

年度 

イノシシ 

サル 

ニホンジカ 

カモシカ 

ハクビシン 

アライグマ 

共

通

事

項 

・野生鳥獣の生態や被害防止の知識普及のための勉強会

の開催、侵入防止柵の維持管理、集落環境の整備等地

域一体での被害防止活動を実施していける組織的な被

害対策軽減の体制づくりの推進 

・藪や耕作放棄地を含む里山環境整備（除伐、草刈り）

の推進とその体制づくり 

・餌木、放任果樹の除去の推進 

・被害情報について、市民からの目撃、猟友会からの情

報、現場確認等によりその実態を把握する。 

・他自治体やNPO法人等が実施する対策技術や地域一体で

取り組む合意形成手法等、先駆的な被害対策の事例を

調査・研究し情報のネットワークを構築していく。 

・アライグマについては、外来生物法の防除確認を受け

、市民参加での捕獲を実施していく。なお、実施する

場合には、県に概要について情報提供するとともに、

対象種以外の無許可捕獲を誘引しないよう適正な周知

を行う。 

サル 
・サル特有の生態の研修会等の実施 

・ロケット花火等を使用した追い払い活動の推進 

ニホンジカ 

カモシカ 

（造林地） 

・造林被害地の把握、防除対策の実施に必要な作業道等の開

設の推進 

・忌避剤の散布 

・ニホンジカ、カモシカ等植生食害調査の実施 

（注） 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追上げ・追払い活動、放任

果樹の除去等について記入する。 
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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 

静岡中央警察署 

静岡南警察署 

清水警察署 

①警察官職務執行法第 4条第 1項に規定する対象鳥獣の捕獲

等に関すること。 

②地域周辺の警ら及び緊急時における市民安全のための避

難誘導等に関すること。 

静岡猟友会 

清水猟友会 

庵原猟友会 

①警察官職務執行法第 4条第 1項に規定する対象鳥獣の捕獲

等に関すること。 

②その他、対象鳥獣の捕獲及び追払いに関すること。 

静岡県 捕獲等に関する技術支援及び情報提供支援に関すること。 

静岡市 ①当該事象発生に伴う情報収集に関すること。 

②関係機関の総合調整に関すること。 

③被害防止目的捕獲許可事務に関すること。 

④平常時における対象鳥獣の防除等の啓発に関すること。 

⑤その他必要と認められる事項 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟友会等

の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき役割を

記入する。 

   ３ 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して、規程等を作成している場合は添付する。 

（２）緊急時の連絡体制 

近年、健康個体の大型鳥獣が市街地に出没し、市民生活に不安を与える事例が起き

ている。このような場合、県、警察署、猟友会及び市等関係機関と緊密な連携を図り、

人身、家財等に被害が及ばないよう迅速に対応することが重要である。今後もクマ出

没対応マニュアルに基づき迅速な連絡体制を整え、適切な対応を行っていく。 

（注）緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により記入する。 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

可能な限り、自家消費等の食肉利用を行ったうえで、周辺環境に配慮し、捕獲現場

での埋設、又は焼却施設での焼却処分を行う。 

（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処

理方法について記入する。 

 

 

 

 

 



                           

15 

 

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 

イノシシ、ニホンジカについては可能な限り、自家消費等の食肉利用を行う。また

、流通可能なものについては、食肉処理業の許可を持つ施設から販売を行う。さらに

、ジビエ等地域資源としての利活用について関係団体等と緊密な連携を図り、解体処

理施設等のあり方や処理肉の販売ルートの開拓方法等について調査研究していく。 

（注）１ 食肉、ペットフード及び皮革としての利用、学術研究への利用等、捕獲等をし

た鳥獣の利用方法について記載する。 

   ２ 処理加工施設を整備した場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品等として

の安全性の確保に関する取組等についても記載する。 

 

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 静岡市野生動物被害対策研究協議会 

構成機関の名称 役割 

静岡市 

・市内被害情報の収集と被害防止技術等事業指導 

・協議会の事務局として会議を開催し、構成団体

間の連携、情報の共有化を図る。 

・他自治体やNPO法人等と情報交換を行い、先駆的

な対策技術の習得に努める。 

静岡県中部農林事務所 県内及び管内の情報収集と被害防止技術等事業協

力 静岡県森林・林業研究センター 

静岡市農業協同組合 

被害情報の収集、農林業者への被害防止対策等技

術指導、研修の実施 

清水農業協同組合 

静岡市森林組合 

清水森林組合 

井川森林組合 

静岡猟友会 
捕獲等の実施 

会員以外への捕獲技術向上のための支援 
清水猟友会 

庵原猟友会 

静岡県鳥獣保護管理員 
出没、被害に関する情報提供及び鳥獣保護管理関

連業務の実施 

特定非営利活動法人静岡県自然史 

博物館ネットワーク 
学識経験を有する者 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記入するとと

もに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

該当なし  

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等があれば添付

する。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

１ 設置日：平成26年７月１日 

２ 隊員の要件 

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（平成19

年法律第134号）第９条２項の鳥獣被害対策実施隊員（以下「隊員」という。）は、

経済局農林水産部中山間地振興課（次条において「中山間地振興課」という。）の職

員であって次に掲げる者のうちから、市長が指名する。 

（１）知事が実施する静岡県鳥獣被害対策総合アドバイザー養成研修を修了し、又

は修了する見込みがある者 

（２）鳥獣の生態、管理方法等に関する学術的知見を有している者 

（３）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88

号）第39条第１項の狩猟免許を取得し、又は取得する見込みがある者 

（４）前３号に掲げる者と同等の知識又は実務経験を有する者であると市長が認め

る者 

３ 実施隊は、次に掲げる活動を実施する。 

①被害防止施策に関する勉強会その他の講習会の開催 

②農林産業に従事する者等に対する鳥獣被害の防止を目的とした指導又は助言 

③市の区域内における鳥獣被害の実態調査 

④農林産業に従事する者等が行う鳥獣被害の防止を目的とした防護柵の設置及び

管理の支援 

⑤緩衝地帯（山林地域と農林産業を営む地域との間に存する場所であって、鳥獣が

生息するものをいう）の整備及び農林産業に従事する者等が行う緩衝地帯の整備の支

援 

⑥前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める活動 

４ 実施隊活動による効果 

・勉強会の実施により、防護柵の設置及び管理方法や野生鳥獣の生態について、 

農林業者等に周知し、被害防除の意識を高めている。 

 ・センサーカメラを使用した実態調査により、加害鳥獣の特定を行い、効果的な 

対策へ繋げている。 

 ・緩衝地帯の整備により、野生鳥獣との棲み分けを行っている。また、整備活動を

地元農家とともに行うことにより、今後の管理等の防除方法を周知している。 
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 ５ 課題及び今後の取り組みについて 

  地域により被害防除の意識に差があるため、今後も勉強会を通して、市内全域に

被害防除方法等の周知を行っていく。 

（注）１ 被害状況を勘案し、鳥獣被害対策実施隊を設置する必要があると認める場合は、

その設置に関して設置に向けた基本的な方針や検討の状況、設置予定時期等につ

いて記入する。 

２ 鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、その規模、構成等を記入するとと

もに、実施体制がわかる体制図等があれば添付する。 

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

部農会等を中心とした各地区の対策協議会等の活動を促進するため、防除対策事業活

動を積極的に推進し、地域一体での取り組みを推進する。 

（注） その他被害防止施策の実施体制に関する事項について記入載する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

農林業者等を対象とした鳥獣被害防止に関する勉強会の開催等を通じ、防護柵の設

置や捕獲体制の整備の他、耕作放棄地対策、放任竹林対策、作物残さの除去等、野生

鳥獣が出没しにくい環境整備に取組み、鳥獣被害をこれ以上拡大させないための環境

整備を進めていく。 

電気柵の設置や管理方法、野生鳥獣の捕獲活動について、勉強会等により正しく 

周知し、事故等が起こらないよう関係団体等と一体となって安全対策に取り組んでい

く。 

また、現在計画対象となっていない野生鳥獣についても、被害の把握、被害防止対

策の検討及び実施に努め、同時に本計画の対象とすることも検討し、市全体での被害

軽減を図っていく。 

被害軽減を実施していく上で、官民一体となった対策が講じられるよう地元住民や関

係団体等が一体となって被害対策が実施できる仕組みづくりや合意形成が得られるよ

う進める。 

 

 被害防止対策の実施にあたっては、県と連携で実施した「鳥獣被害集落アンケート

調査」の結果を検討し、対策を実施する地区、対象鳥獣を選定したうえで実施する。 

（注） その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する。 

 


