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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
ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、カラス、アライグマ、

カワウ

計画期間 平成２６年度～平成２８年度

対象地域 伊賀市

（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（平成２４年度）

鳥獣の種類
被害の現状

品　　　目 被害数値

ニホンザル

イノシシ

ニホンジカ

カラス

アライグマ

カワウ

水稲、麦類、豆類、野菜

果樹
５８ｈａ

（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

　伊賀市では、中山間地域を中心にニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、カラス、アライ

グマによる農作物等の被害が増加している。近年では平野部や住宅地にも出没し、生活

環境への影響も及ぼしている。また、特定外来生物に指定されているアライグマについ

ては近年特に急増し、果樹への被害や民家に侵入するといった被害を受けている。カワ

ウについては、増加しているため、淡水魚への被害も急増している。

（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（被害金額） 現状値（平成２４年度） 目標値（平成２８年度）

ニホンザル １，３３７千円 ９３５千円

イノシシ ８，３７６千円 ５，８６３千円

ニホンジカ ３，２６９千円 ２，２８８千円

アライグマ ３，０００千円 ２，１００千円

カワウ １，５００千円 １，０５０千円

指標（被害面積） 現状値（平成２４年度） 目標値（平成２８年度）



ニホンザル ８．７ｈａ ６．０９ｈａ

イノシシ ２８．４ｈａ １９．８８ｈａ

ニホンジカ １８．９ｈａ １３．２３ｈａ

カラス ２ｈａ １．４ｈａ

（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

　伊賀市猟友会への捕獲業務委託 年々捕獲頭数の増加に伴い、捕獲後

の処理（埋設）に苦慮している。

また、埋設する場所の確保も困難にな

ってきている。
防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組

伊賀市鳥獣害対策協議会では、ソフ

ト事業において、集落ぐるみで取り組

む体制づくり等を推進し、その後ハー

ド事業により侵入防止柵を設置してい

る。防止柵をより効果のあるものにす

るため、ソフト事業とハード事業を合

わせて取り組んでいる。

伊賀市単独の補助事業として共同で

防止柵等を設置する場合、市は 20％以

内、農業共済は 30％以内で資材費の一

部を助成している。

ニホンザルの防除対策では、基本的

に集落ぐるみで追払うことを推進して

おり、そのため、雌ザルに発信機を装着

し受信機で群れの位置情報を把握し効

果的な追払いに活用している。

ハード事業については、大規模な取

り組みになることから、集落内での合

意形成が図られないため、取り組むの

に困難な地区もある。

受信機を地区に貸与しているが、見

回り等について一部の人に負担をか

けることになる。

位置情報を把握しても周辺集落の

連携が取れていないことがある。

（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



伊賀市から猟友会への捕獲業務の委託では、経費面の予算確保は厳しいため、国、県

の事業も活用しながら捕獲によるある程度の個体数調整を図りたい。

近年、被害が急増している特定外来生物のアライグマ、ヌートリアについては、防除

実施計画を策定し、捕獲、防除にあたっている。

捕獲と防止柵等の設置を合わせて取り組むことにより、より被害防止効果を高め、被

害防除に勤める。

ニホンザルについては、テレメトリーを活用しながらより効果的に追い払い活動を

実施する。また、個体数の適正管理に勤める。

いずれにしても、集落ぐるみで取り組むことが最重要であるため、継続して地域での

取り組みを中心に、獣害対策を行う。

（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

　伊賀市では、市職員と猟友会会長から構成される実施隊を設置しており、猟友会と連

携を取りながら有害鳥獣捕獲事業を推進する。

（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。

（２）その他捕獲に関する取組

年度 対象鳥獣 取　　組　　内　　容

２６～２８

年度

ニホンザル

イノシシ

ニホンジカ

アライグマ

カラス

カワウ

１．各地域においての追い払い体制の整備

２．狩猟免許取得の推進

３．国、県事業の活用

４．関係部署・機関との連携

（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。

（３）対象鳥獣の捕獲計画

 　捕獲計画数等の設定の考え方

　被害を軽減するため、過去（前年度）の捕獲頭数を基に次年度からも同数程度を捕

獲するよう推進する。また、特にニホンジカとアライグマについて、被害が年々増加傾

向にあるため、より積極的に捕獲をすすめる必要がある。

（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。

対象鳥獣 捕　獲　計　画　数　等



２６年度 ２７年度 ２８年度

ニホンザル ２００頭 ２００頭 １２０頭

イノシシ ５００頭 ５００頭 ５００頭

ニホンジカ １，０００頭 ２，０００頭 ２，０００頭

アライグマ ３００頭 ３００頭 ３００頭

カラス １２０羽 １２０羽 １２０羽

カワウ ８０羽 ８０羽 ８０羽

（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

ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、カラス、アライグマ、カワウ等の被害について、各

被害地区(団体)の代表者等から被害届を受け、銃器及びわなによる捕獲を実施。

（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。

（４）許可権限委譲事項

対象地域 対象鳥獣

伊賀市 　カワウ

（注）１　都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣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

２６年度 ２７年度 ２８年度

ニホンザル

イノシシ

ニホンジカ

被害防止施設

Ｌ＝70kｍ
事業費 210,000千円

被害防止施設

Ｌ＝50kｍ
事業費 150,000千円

被害防止施設

Ｌ＝50kｍ
事業費 150,000千円

（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

２６～２８

年度

ニホンザル

イノシシ

ニホンジカ

伊賀市においては、サルの群れの行動を把握するため、県

と協力し各群れに発信機を取り付け、サルの行動を把握して

追払いに活用するよう推進している。

また、被害が大きい地域は捕獲を強化するよう検討する。

林業関係においては、里地里山の整備、森林整備を利用し

て緩衝帯の整備を検討し、里（集落）への侵入及び林業被害

の軽減をすすめる。

（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。

５．被害防止施策の実施体制に関する事項
（１）被害防止対策協議会に関する事項

被害防止対策協議会の名称 伊賀市鳥獣害対策協議会

構成機関の名称 役　　　　割

伊賀市猟友会 有害鳥獣捕獲等の実施等

伊賀北部農業協同組合 被害状況の把握、地域の意見集約等

伊賀南部農業協同組合 被害状況の把握、地域の意見集約等

伊賀川漁業協同組合 河川における被害状況の把握等

伊賀市・名張市広域行政事務組合 農作物における被害状況の把握等

三重森林管理署 国有林における被害状況の把握等

伊賀市 協議会の事務運営、関係機関との連絡調整等

（注）１　関係機関等で構成する被害防止対策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。

（２）関係機関に関する事項

関係機関の名称 役　　　　　　　　　割

三重県伊賀農林事務所
農作物被害に対する防除体制の連携、有害鳥獣の

分布等の把握への助言・指導等

三重県伊賀地域農業改良普及

センター

有害鳥獣の習性等に関する専門知識、捕獲体制等

への助言・指導等

三重県農業研究所伊賀農業研究室 有害鳥獣の被害状況等への助言・指導等

（注）１　関係機関欄には、対策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 被害防止対策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



伊賀市職員及び伊賀市猟友会会長から構成される実施隊を設置済み

（注）　法第９条に基づく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

（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載する。

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

　捕獲した有害鳥獣については、適正に埋設及び焼却処理を行なっている。今後は、食

肉としての利活用も検討する。

（注）　肉としての利活用、鳥獣の保護管理に関する学術研究への利用、適切な処理施

設での焼却、捕獲現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処理方法について記入す

る。

７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

（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。


