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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、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、サル、 

鳥類（カラス、スズメ、ドバト、ムクドリ、キジバト、ヒ

ヨドリ、カモをいう） 

計画期間   平成２８年度～平成３０年度 

対象地域 山北町全域 

 

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 24～26 年度の平均値） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 被害面積（a） 
被害金額（千円

） 

イノシシ 

 

 

水稲・いも類・野菜・果

樹・特用林産・豆類・工

芸農作物・その他 

80 

 

 

3,657 

 

 

ニホンジカ 

 

水稲・いも類・野菜・果

樹・豆類・工芸農作物 

22 

 

376 

ハクビシン・タヌキ 野菜・いも類・果樹 7 416 

サル 野菜・果樹・豆類 3 65 

鳥類 果樹 7 279 

 

（２）被害の傾向 

（イノシシ）年間を通して被害が発生しており、里山地域での被害は高止まり傾

向にある。住宅地付近での目撃情報も増加しており、住宅に隣接する家庭菜園

にまで被害が及んでいる。また、採餌による掘り起こしや、畦畔及び法面の崩

壊なども発生している。 

（ニホンジカ）水稲、ナス、カボチャ、サトイモなど幅広い農作物が食害されて

いるほか、水田や農地で踏み荒らしの被害が発生している。 

（ハクビシン・タヌキ）トマト、カボチャ、スイカ、ミカン等の食害が発生して

いる。 

（サル）山間部を中心に丹沢湖群が出没し、果樹や野菜類などの農作物に被害を

もたらしている。近年は、群れが南下傾向を示しており、生息域が拡大してい

る恐れがある。 

（鳥類）町内全域でミカン等の農作物の食害が発生している。 

（全体共通）被害を及ぼす有害個体数は、その年の「山の実り」に影響し、その

年ごとで被害状況は大きく変化する。 
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 ※参考 鳥獣の種類・年度別の被害（農林産業等） 

 ≪出典先：神奈川県自然環境保全課 （各年度）野生鳥獣による農林水産物被害

等調査結果≫ ※山北町抜粋 

鳥獣の種類 年度 被害面積（ａ） 被害金額（千円） 

イノシシ 24 154 9,750 

25 4 133 

26 81 1,087 

ニホンジカ 24 16 514 

25 3 90 

26 47 524 

ハクビシン 

タヌキ 

24 14 1,147 

25 1 21 

26 6 80 

サル 24 0 0 

25 0 5 

26 8 189 

鳥類 24 0 0 

25 0 0 

26 22 836 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 
現状値 

（平成24～26年度平均値） 

目標値 

（平成30年度） 

被害面積（ａ） 119 83 

被害額（千円） 4,793 3,355 

 

（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 

 

・鳥獣被害対策実施隊の編成 

・猟友会活動の支援 

・わなの購入、貸し出し 

・煙火による追払い 

・捕獲獣の処理 

  有害鳥獣捕獲後の処理体制

が確立していない。 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

・深沢地区全体を囲い込む防護柵の設

置(総延長 1,565m) 

・嵐地区全体を囲い込む防護柵の設置

（平成26・27・28年度 551m） 

・農業者等に対する鳥獣被害防護柵等

資材購入費の補助 

※平成26年度からは電気柵も対象 

・放任果樹の除去 

・耕作放棄地対策 

  農業者の高齢化や減少また

、農産物価格の下落による営

農意欲の低下がもたらす放任

果樹、耕作放棄地が、鳥獣の

誘因物や住処となっている。 
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（５）今後の取組方針 

・個体数管理 

捕獲獣の効果的な処理方法を研究し、負担軽減による目標達成を実現する。 

・生息環境管理 

耕作放棄地対策と連携し、放任果樹の除去、緩衝帯の整備を促進し、鳥獣が

近寄らない集落づくりを目指す。 

・被害防除の推進 

農業者等が自ら設置する防護柵の普及を図る。また、広域防護柵による囲い込み

が完了した地区については、地元住民に対し適正な維持管理の指導を推進する。 

・被害管理 

町農業委員会と連携し、的確な被害状況を把握する。 

 

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 

平成26年10月に組織した鳥獣被害対策実施隊を中心として捕獲に取り組む。ま

た、小型獣については、農業者等に箱わなを貸し出し、捕獲に取り組む。なお、

捕獲方法については、鳥獣による地域の被害状況や生息状況等に応じ、銃器また

はわなを用いて効果的に行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２８ 
イノシシ、ニホンジカ、 

ハクビシン、タヌキ、鳥類 

・猟友会への助成金の交付 

・実施隊に対する捕獲奨励金制度の創設 

・捕獲者に対するわなの貸出 

・箱わなの購入 

・狩猟免許取得促進 

・捕獲獣の処理機材の導入 

２９ 
イノシシ、ニホンジカ、 

ハクビシン、タヌキ、鳥類 

・猟友会への助成金の交付 

・捕獲に対する奨励金制度実施上の課題の整理 

・捕獲者に対するわなの貸出 

・狩猟免許取得促進 

・捕獲獣の処理機材の運用 

３０ 
イノシシ、ニホンジカ、 

ハクビシン、タヌキ、鳥類 

・猟友会への助成金の交付 

・捕獲に対する奨励金制度の見直し 

・捕獲者に対するわなの貸出 

・狩猟免許取得促進 

・捕獲獣の処理機材の運用 
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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 

○イノシシ 

平成26年度から28年度までの平均捕獲頭数は約210頭であるが、捕獲圧の強

化を図った平成28年度は420頭で大幅な増加となったことから、平成29年度か

らは90頭増の年間300頭の捕獲を目標とする。 

○ニホンジカ  

  第３次神奈川県ニホンジカ管理計画（29年度から第４次計画）に基づき、過

去の捕獲実績及び生息状況、被害状況を考慮した上で、毎年度実施計画を定め

て捕獲頭数を設定する。なお、捕獲圧の強化を図った平成28年度は618頭で大

幅な増加となったことから、平成29年度からは160頭増の年間500頭を目標とす

る。 

  ※ 平成26年度から28年度までの平均捕獲頭数は約340頭。 

○ハクビシン・タヌキ 

出没状況や被害状況に応じて設定する。 

○鳥類 

出没状況や被害状況に応じて設定する。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

  ２８年度   ２９年度   ３０年度 

イノシシ １１０（３０） ３００（３０） ３００（３０） 

ニホンジカ １９０（６０） ５００（６０） ５００（６０） 

ハクビシン 

タヌキ 
５（５） ５（５） ５（５） 

鳥類（カラス、スズ

メ、ドバト、ムクド

リ、キジバト、ヒヨ

ドリ、カモ） 

５０（２０） ５０（２０） ５０（２０） 

※（ ）は、鳥獣被害対策実施隊以外の捕獲計画数であり、内数。 

 捕獲等の取組内容 

○イノシシ、ニホンジカ、鳥類（※一斉捕獲のみ） 

捕獲方法：銃器またはわなを用いての捕獲 

時期：通年 

場所：町内全域 

一斉捕獲：必要に応じ随時実施 

○小型獣（ハクビシン、タヌキ） 

捕獲方法：わな（箱わな）を用いての捕獲 

時期：被害報告に基づき随時 

場所：被害報告を受けた場所 
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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 

（必要性）  農作物被害防止のためのイノシシ、ニホンジカの捕獲は、箱わな

又はライフル銃以外の銃を基本とするが、捕獲率を上げるために、

射程が長く、捕獲能力の高いライフル銃も併せて使用する。 

（取組内容） 捕獲手段：ライフル銃による捕獲 

実施予定時期：平成28年４月～平成31年３月 

捕獲予定場所：山北町全域 

 

（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 

２８年度 ２９年度 ３０年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

金網式200ｍ 金網式200ｍ 金網式200ｍ 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２８ 

イノシシ、ニホ

ンジカ、ハクビ

シン、タヌキ、サ

ル、鳥類 

・農業者自ら設置する鳥獣防護柵の普及 

・煙火の積極的な配布等による追い払い 

・新たな追い払い方法等の研究、検討及び試験的

導入 

・放棄果樹や農業廃棄物の適正な処分 

２９ 同上 

・農業者自ら設置する鳥獣防護柵の普及 

・煙火の積極的な配布等による追い払い 

・新たな追い払い方法等の検討及び試験的導入 

・放棄果樹や農業廃棄物の適正な処分 

３０ 同上 

・農業者自ら設置する鳥獣防護柵の普及 

・煙火の積極的な配布等による追い払い 

・新たな追い払い方法等の本格導入 

・放棄果樹や農業廃棄物の適正な処分 
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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 

山北町農林課 関係機関との連絡調整、住民の避難誘導 

山北町環境課 有害鳥獣捕獲許可 

神奈川県警察松田警察署 住民の安全確保 

山北連合猟友会 有害鳥獣捕獲、追い払いの実施 

かながわ西湘農業協同組合 
関係機関との連絡調整、情報の共有、 

有害鳥獣捕獲申請 

神奈川県県西地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

情報の共有、有害鳥獣捕獲許可 

 

（２）緊急時の連絡体制 

山北町農林課     神奈川県警察松田警察署管轄駐在 

           山北連合猟友会担当支部長 

           神奈川県県西地域県政総合センター 環境部環境調整課 

           かながわ西湘農業協同組合 

           山北町環境課 

 

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 山北町鳥獣被害防止対策協議会 

 

構成機関の名称 役割 

山北町鳥獣被害対策実施隊 捕獲活動の実施 

山北町農業委員会 農業者の代表機関としての助言等 

山北町連合自治会 駆除及び被害状況調査等への協力等 

かながわ西湘農業協同組合 

 

（山北営農経済センター） 

 （町内各支店） 

管内農家等の連絡調整、被害状況の把握、 

農家の意見集約及び農家への情報提供 

山北町森林組合 林業者の代表機関としての助言等 

三保鳥獣保護協会 学識経験者 

神奈川県鳥獣保護管理員 学識経験者 鳥獣の保護・管理 

山北町環境課 有害鳥獣捕獲許可、捕獲に際しての助言等 

山北町農林課 事務局 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

足柄上地域鳥獣被害対策協議会 有害鳥獣に係る情報の共有 

神奈川県環境農政局緑政部 

自然環境保全課 

有害鳥獣に係る情報の共有 

神奈川県県西地域県政総合センター 

環境部環境調整課・地域農政推進課 

有害鳥獣に係る情報の共有 

神奈川県農業技術センター 

足柄地区事務所普及指導課 

有害鳥獣に係る情報の共有 

神奈川県警察松田警察署 住民の安全確保 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 実施隊員には、猟友会の各支部から推薦のあった者から任命する。 

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 地元農業者及び自治会との連携体制を確立し、地域一体となって被害防止に取

り組んでいく。 

 かながわ西湘農業協同組合、南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開

成町の各市町の鳥獣対策協議会、また、神奈川県猟友会南足柄支部・神奈川県猟

友会足柄上支部で構成されている足柄上地域鳥獣被害対策協議会と連携し、広域

的に被害防止に取り組んでいく。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲した鳥獣は、苦痛を与えない方法で捕殺した後、捕獲現場での埋設又は焼

却処分を基本とする。 

捕獲した鳥獣のうち、イノシシについては、国が作成した野生鳥獣肉の衛生管

理に関する指針（ガイドライン）に照らし合わせ、食品（食肉）として流通・販

売に適していると判断できるものは、食品としての利用等その他有効な利用に関

する事項に基づき有効活用を図る。それ以外については、食肉としての自家消費

するほか、埋設又は焼却処分をする。 
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８．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その他有効な利用に関する事項 

 捕獲した鳥獣を自家消費以外の食品（食肉）として利用する場合、県西地域２

市８町が参画する神奈川県西部広域有害鳥獣対策協議会が導入を検討している移

動解体処理車の活用を想定する。その際、国が作成した野生鳥獣肉の衛生管理に

関する指針（ガイドライン）に照らし合わせ、移動解体処理車の所在地、捕獲場

所までの距離、搬送可能時間等を考慮し、感染症へのリスクが最小限であること

を確認できたもののみを対象とし、確認が困難なものは対象外とし、前述の「７．

捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項」に基づき適切な処理をすることとす

る。 

 

年間処理計画頭数：年間捕獲頭数が多い山北町だが、行政面積に対し農林道等の

路網密度が低く、ガイドラインに照らし合わせた場合、食肉

利用に適さない獣も相当数あるため、年間処理計画頭数は概

ね 23 頭を想定する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 この計画に記載した事項以外の捕獲、被害防止方法等があれば、関係機関と連

携しながら効果的な方法を検討する。 

 


