
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記３の第６関係）

１　被害防止計画の作成数、特徴等

２　事業効果の発現状況

３　被害防止計画の目標達成状況

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

捕獲檻の導入 34基 H30.3 100% イノシシ 21382 14965 23593 -34% 30.52 21.33 37.48 -76%

自働捕獲装置の導入 3台 H30.3 100% ニホンジカ 19044 13328 6130 226% 22.25 15.47 5.2 251%

獣害監視装置の導入 22台 H30.3 100% ニホンザル 5440 3807 12430 -428% 5.52 3.8 10.96 -316%

囲いわな 1基 H30.3 100%
アライグマ・
ハクビシン

1194 833 3832 -731% 0.71 0.497 1.87 -545%

生息・行動域・被害状況調査 6回
カラス・ドバ
ト・カモ類

4625 3235 3534 78% 4.75 3.32 3.41 94%

研修会・講習会 2回 カワウ 6923 4846 6035 43% - - - -

わな免許取得事前講習受講 9名 サギ 2458 1720 165 311% 1.57 1.09 0.13 300%

追い払い活動 1回

誘導囲いわなの導入 1基 H30.3 100%

カラス・ドバ
ト・カモ類・
カワウ・サ
ギ

防除対策機器の導入 1基

捕獲檻の導入 46基 H30.9 100%

電殺器の導入 3台

有害鳥獣捕獲機材の導入 2基 H31.3 100%

囲いわな 1基 H31.3 100%

生息・行動域・被害状況調査 4回

研修会・講習会 1回

わな免許取得事前講習受講 8名

追い払い活動 1回

カラス・ドバ
ト・カモ類・
カワウ・サ
ギ

防除対策機器の導入 7基 H31.3 100%

ニホンジカによる被害について
は目標値よりも大幅に被害を
防止できたが、イノシシ、ニホ
ンザルについては目標達成で
きなかった。今後も引き続き総
合的な対策を推し進めるととも
に、更なる対策を進めるために
住民の意識の向上を図ってい
く。

　野生鳥獣は市域を越えて移動す
るため、関係市町が広域的に、情
報交換を行いつつ、被害防除、有
害捕獲および生息地管理を進めて
いることは評価できる。
　自動捕獲装置や監視装置、鳥用
防除対策機器等の様々な技術を
積極的に導入され、効率的な捕獲
や鳥類への対策等を進められてい
る。総合的な対策により全体の被
害は減少傾向にあるが、イノシシ
やニホンザルの被害が増加してい
る。
　引き続き、捕獲や生息状況調
査、講習会等を実施するとともに、
過去に整備した侵入防止柵の点検
を行い、補修やサル用電気柵の追
加等必要な維持管理の徹底にも
強化いただきたい。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を徹底し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

滋賀県西部・南
部地域鳥獣被
害対策協議会
【推進事業】

大津
市、高
島市、
草津

市、栗
東市、
野洲市

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和元年度報告）

第三者の意見

捕獲については、捕獲檻の導入
や講習会等による人材育成が行
われ、捕獲体制の強化を図る取
組が行われてきた。広域での効
果的な対策により全体の被害金
額、被害面積は減少傾向にある
が、ニホンザルよる被害が増加
しており、今後も継続して、被害
防除、捕獲活動に取り組む必要
がある。防止柵の機能強化(電気
柵の追加等)や追い上げ等のソ
フト対策を含めてサル対策を進
めて頂きたい。
（大津・南部農業農村振興事務
所農産普及課　課長補佐　山田
浩）

・滋賀県では、19市町中17市町で野生鳥獣による継続的な被害がある市町はすべて、被害防止計画を作成している。
・平成23年度から、市町が共同で被害防止計画を作成しており、5地域で広域被害防止対策協議会が設立した（広域被害防止計画　5地域（16市町）、単独市被害防止計画　1市）。
・その後、平成28年度からは、単独作成していた草津市が西部・南部地域鳥獣被害対策協議会による共同作成に変更された（広域被害防止計画５地域（１７市町））。

事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始

・県では被害の実態に応じた的確な対策を実行できる「人づくり、集落づくり」を理念に、市町や団体との連携の下、「集落ぐるみによる被害対策」を強力に推進し、本県の農作物被害の軽減と地域の活性化を目指している。
・国交付金を活用し、平成30年度までは「集落ぐるみ獣害対策推進事業」として、市町や関係団体との連携の下、集落を対象とした研修会や現地指導等の実施などにより集落リーダーを育成し、集落リーダーを中心に集落環境点検を行うなど、集落自らの的確な対策の実践の推進を図り、平成30年度末時点で県内525集落において、集落ぐるみによる獣害対策が実
施されている。令和元年度からは「獣害対策集落活性化事業」として、令和4年度末における野生獣による被害発生集落数が300集落まで減少するよう目標を掲げ、引き続き総合的な獣害対策の推進に取り組んでいる。（平成29年度：374集落→令和元年度：344集落）
・市町の協議会等を会員とした広域の協議会が設立されており、、市町域を越えて移動する野生獣の追い払いや生息状況調査、捕獲等の対策の広域での取り組みに対する支援を行った。
・また、交付金等を活用し、令和元年度末までに、約2,221㎞の侵入防止柵の整備を行い、農地への野生獣の侵入防止に努めている。
・「有害捕獲」では、県独自の森林税を原資にニホンジカの捕獲を推進する事業に取り組んでおり、平成23年度から狩猟期間内の狩猟に対しても助成対象とし、さらに、平成25年度から鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業を活用するなど、捕獲の強化を図っている。特に、生息数や分布域が拡大しているニホンジカ、カワウについては、第２種特定鳥獣管理計画に基
づき、適正に個体数管理を進めることとしており、あわせて、県が主導して広域的な捕獲活動を実施した。 また、イノシシについてはCSF対策の一環として、県による捕獲活動を実施し、捕獲強化に取り組んだ。

　野生鳥獣による農作物被害金額は、平成22年度には4億6千7百万円に達したが、被害防除、有害捕獲、生息環境管理の鳥獣被害対策の総合的な取組を進めたことにより、令和元年度において、約1億2千8百万円と被害金額が大幅に減少している。
  令和元年度を目標とする被害防止計画の達成状況については、事業を実施した5広域協議会、12市町・単独協議会のうち、4広域協議会、10市町・単独協議会では、全獣種の被害金額および被害面積の合計について目標を達成した。しかし、獣種によっては被害が拡大した地域があり、1広域協議会、2市町・単独協議会では、全獣種の被害金額および被害面積の
合計について、両目標とも未達となった。

対象鳥獣
対象地

域
利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

H29

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン

協議会

協議会

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)

導入した捕獲檻に自働捕獲装置
や監視装置等を組み合わせるこ
とで、イノシシ、ニホンジカの効率
的な捕獲が可能となった。
わな免許取得のための事前講習
会にはH29～R1において計24人
が受講され地域ぐるみの獣害対
策、特に捕獲についての意欲向
上につながった。

事業効果

H30



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

捕獲檻の導入 57基 R2.3 100%

自動通報装置の導入 3台 R2.3 100%

囲いわな ２基 R2.3 100%

生息・行動域・被害状況調査 4回

研修会・講習会 1回

わな免許取得事前講習受講 10名

追い払い活動 1回

獣害監視装置の導入 2基 R2.3 100%

電殺器の導入 3台

カラス・ドバ
ト・カモ類・
カワウ・サ
ギ

防除対策機器の導入 １０基 R2.3 100% 合計 61066 42734 55719 29% 65.32 45.507 59.05 32%

H29 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ1,137頭 ニホンジカ 1,417 991 102 309% 4.28 2.9 0.97 240%

H30 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ1,025頭 イノシシ 6,320 4,424 1,841 236% 9.02 6.3 22.28 -488%

R1 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ991頭 ニホンザル 325 227 65 265% 1.52 1 0.36 223%

カラス 1,832 1,282 4 332% 1.82 1.27 0.06 320%

合計 9,894 6,924 2,012 265% 16.64 11.47 23.67 -136%

H29 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ37頭
イノシシ25頭 イノシシ 1598 1118 888 148% 3.15 2.2 0.78 249%

H30 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ42頭
イノシシ25頭 ニホンジカ 777 543 241 229% 0.86 0.6 0.48 146%

R1 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ59頭
イノシシ31頭 ニホンザル 40 28 0 333% 0.1 0.07 0 333%

アライグマ 87 60 30 211% 0.2 0.14 0.04 267%

ハクビシン - - 145 - - - 0.17 -

合計 2502 1749 1304 159% 4.31 3.01 1.47 218%

ニホンジカによる被害について
は目標値よりも大幅に被害を
防止できたが、イノシシ、ニホ
ンザルについては目標達成で
きなかった。今後も引き続き総
合的な対策を推し進めるととも
に、更なる対策を進めるために
住民の意識の向上を図ってい
く。

　野生鳥獣は市域を越えて移動す
るため、関係市町が広域的に、情
報交換を行いつつ、被害防除、有
害捕獲および生息地管理を進めて
いることは評価できる。
　自動捕獲装置や監視装置、鳥用
防除対策機器等の様々な技術を
積極的に導入され、効率的な捕獲
や鳥類への対策等を進められてい
る。総合的な対策により全体の被
害は減少傾向にあるが、イノシシ
やニホンザルの被害が増加してい
る。
　引き続き、捕獲や生息状況調
査、講習会等を実施するとともに、
過去に整備した侵入防止柵の点検
を行い、補修やサル用電気柵の追
加等必要な維持管理の徹底にも
強化いただきたい。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を徹底し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

滋賀県西部・南
部地域鳥獣被
害対策協議会
【推進事業】

大津
市、高
島市、
草津

市、栗
東市、
野洲市

捕獲については、捕獲檻の導入
や講習会等による人材育成が行
われ、捕獲体制の強化を図る取
組が行われてきた。広域での効
果的な対策により全体の被害金
額、被害面積は減少傾向にある
が、ニホンザルよる被害が増加
しており、今後も継続して、被害
防除、捕獲活動に取り組む必要
がある。防止柵の機能強化(電気
柵の追加等)や追い上げ等のソ
フト対策を含めてサル対策を進
めて頂きたい。
（大津・南部農業農村振興事務
所農産普及課　課長補佐　山田
浩）

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン 協議会R1

導入した捕獲檻に自働捕獲装置
や監視装置等を組み合わせるこ
とで、イノシシ、ニホンジカの効率
的な捕獲が可能となった。
わな免許取得のための事前講習
会にはH29～R1において計24人
が受講され地域ぐるみの獣害対
策、特に捕獲についての意欲向
上につながった。

ニホンジカにおける捕獲数、農
作物被害とも減少傾向にある
が、ここ数年は、農作物被害に
止まらず、生活環境被害にま
で及んでいる。
そのため、これまで被害の少な
かった地域まで被害が出てき
ており、引き続き、被害地域と
協力しながら対策を進めていく
必要がある。

　ニホンジカを対象に事業として
有害捕獲に取り組まれた成果
は、被害金額・被害面積の数値
を見ても効果が出ていると評価
できるが、イノシシについては被
害が増大しており、新たに対策を
検討していく時期にあると考え
る。
（西部・南部森林整備事務所　次
長　北脇英昭）

一定の被害削減効果を上げている
と認められるので、引き続き防除と
捕獲の両輪で対策を進めていただ
きたい。被害面積が増えたイノシシ
については、少数の加害個体によ
るものと考えられるので、食害防護
柵等の経年劣化による脆弱箇所
等が侵入経路となっていないかを
洗い出し、その箇所の補修とその
付近での捕獲に努められたい。な
お、防護柵の点検見回りは必ず外
側から行うことを徹底し、脆弱箇所
の早期発見に努められたい。

栗東市
（栗東市有害鳥
獣被害対策協

議会）
【緊急捕獲】

栗東市 ニホンジカ、
イノシシ

各集落に設置した箱ワナによる
捕獲と狩猟期間中の猟友会委託
による捕獲により、シカ１３８頭、
イノシシ８１頭を捕獲し、加害個
体の捕獲に努めた。

栗東市においては、設置され
た侵入防止柵の適切な維持管
理および各集落に設置した箱
ワナによる捕獲と狩猟期間中
の猟友会委託による有害鳥獣
駆除により被害が減少したと考
えられる。今後も侵入防止柵
の維持管理を徹底し、集落ぐる
みの被害対策を推進するととも
に、委託契約による捕獲頭数
の増加に取り組む。

　積極的な有害駆除の結果、鳥
獣被害が抑制されていると評価
できる。引き続き駆除事業の推
進に取り組んでいただきたい。
　近年、ハクビシン被害が出現し
ていることから、動向を注視し、
捕獲対策の検討を進める必要が
ある。
（西部・南部森林整備事務所　次
長　北脇英昭）

侵入防止柵の維持管理の効果と
加害個体の捕獲によって被害の低
減が図られていると認められる。さ
らに低減を図るためには、防護柵
等の脆弱箇所の洗い出しとその補
修の徹底、および侵入経路での加
害個体の捕獲を行うことである。防
除による加害個体の行動制限を行
い、効果的な捕獲に努められた
い。

大津市有害鳥
獣被害対策協

議会
【緊急捕獲】

大津市 ニホンジカ

H29年度からR1年度において、
ニホンジカ３,１５３頭の有害捕獲
により、被害金額、被害面積とも
減少し、被害の軽減が図れた。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

捕獲箱わな（中型獣）の導入 10基 Ｈ30.3 100% ニホンジカ 14,082 9,850 2,766 267% 28.9 20.1 5.8 263%

小動物捕獲器の導入 20基 Ｈ30.3 100% イノシシ 19,726 13,800 18,597 19% 27.1 18.9 17.7 115%

GPS・発信器 4基 Ｈ30.3 100% ニホンザル 2,924 2,040 247 303% 1 0.7 0.5 167%

研修会の開催 2回91名 アライグマ・
ハクビシン

100 70 0 333% 0.1 0.07 0 333%

狩猟免許取得支援 4名

ニホンザル発信器装着業務 4群4頭 Ｈ30.3 100%

捕獲箱わな（中型獣）の導入 5基 Ｈ31.3 100%

小動物捕獲器の導入 27基 Ｈ31.3 100%

GPS・発信器 4基 Ｈ31.3 100%

研修会の開催 1回41名

狩猟免許取得支援 6名

ニホンザル発信器装着業務 4群4頭 Ｈ31.3 100%

捕獲箱わな（中型獣）の導入 4基 Ｒ2.3 100%

小動物捕獲器の導入 23基 Ｒ2.3 100%

GPS・発信器等 2基 Ｒ2.１ 100%

研修会の開催 2回142名

狩猟免許取得支援 8名

ニホンザル発信器装着業務 2群2頭 Ｒ2.3 100% 合計 36,832 25,760 21,610 137% 57.1 39.77 24 191%

Ｈ２９ 侵入防止柵の設置 7.9 ｋｍ Ｈ30.3 100% ニホンジカ 13,948 9,760 2,766 267% 28.7 20 5.8 263%

Ｈ３０ 侵入防止柵の設置 5.6 ｋｍ Ｈ31.3 100% イノシシ 18,176 12,720 17,247 17% 24.5 17.1 16.5 108%

Ｒ元 侵入防止柵の設置 10.4 ｋｍ Ｒ2.3 100% ニホンザル 2,924 2,040 247 303% 0.96 0.7 0.5 177%

アライグマ・
ハクビシン

100 70 0 333% 0.05 0.07 0 333%

合計 35,148 24,590 20,260 141% 54.21 37.87 22.8 192%

H29 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ　1,804頭
イノシシ　　　706頭
ニホンザル　　 26頭

ニホンジカ 13948 9760 2766 267% 28.7 20 5.8 263%

H30 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ　1,795頭
イノシシ　　1,030頭
ニホンザル　　 18頭

イノシシ 18176 12720 17247 17% 24.5 17.1 16.5 108%

R1 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ　1,954頭
イノシシ　　　779頭
ニホンザル　　 39頭

ニホンザル 2924 2040 247 303% 0.96 0.7 0.5 177%

アライグマ・
ハクビシン

100 70 0 333% 0.05 0.07 0 -250%

合計 35148 24590 20260 141% 54.21 37.87 22.8 192%

　野生鳥獣は市域を越えて移動す
るため、関係市町が広域的に、情
報交換を行いつつ、被害防除、有
害捕獲および生息地管理を進めて
いることは評価できる。
　関係機関が連携し、総合的な対
策を進めたことにより、被害軽減に
つながった。
　被害が軽減した地域がある一方
新たに被害が発生した地域や被害
が減らない地域があると考えられ
るため、引き続き、集落ぐるみによ
る被害防止対策により、さらなる被
害軽減に努められたい。

甲賀市
（甲賀地域獣害
対策協議会）
【整備事業】

甲賀市
ニホンジカ、

イノシシ
甲賀市

Ｈ２９年度８集落、Ｈ３０年度３集
落、Ｒ元年度３集落において実
施し、柵の設置によりイノシシ、
シカの活動ルートに変化が見ら
れ捕獲効率が向上し農作物被害
の低減が図れた。

イノシシによる被害については
微増傾向であり、継続した防除
および捕獲対策を実施していく
必要がある。侵入防止柵の設
置とあわせ、より効果的なもの
にするため緩衝帯整備を進め
たり、柵修繕補助を行い集落
における防除活動が向上し
た。また、有害捕獲も一定の成
果があり、これらのことにより
鳥獣による被害防止の目標は
達成できた。

全体の被害量については、侵入
防止柵の整備、計画的な捕獲の
推進により減少している。
また、獣害対策研修会の開催に
よるリーダー育成や、柵の補修
点検など地域ぐるみによる被害
防止対策の実践により被害軽減
が図られた。
（甲賀農業普及指導センター　課
長補佐　河村久紀）

　広域協議会によるソフト対策に加
えて、侵入防止柵を整備し、修繕
や緩衝帯整備とあわせて取り組ん
だことにより、被害軽減につながっ
た。
　侵入防止柵未整備箇所について
は引き続き整備を進めていただくと
ともに、過去に整備した侵入防止
柵の点検を行い、必要な維持管理
の徹底も強化いただきたい。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を推進し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

研修会では防除知識や技術等
の向上を図っている。
また、捕獲箱わな等を導入しニホ
ンジカ1,959頭、イノシシ845頭、
ニホンザル27頭、アライグマ440
頭、ハクビシン80頭捕獲した。
発信器装着業務では、ニホンザ
ル行動域の情報を提供し、地域
での追払い等防除活動に一定の
成果をあげている。

研修会では防除知識や技術等
の向上を図っている。
また、捕獲箱わな等を導入しニホ
ンジカ2,012頭、イノシシ1,271頭、
ニホンザル161頭、アライグマ515
頭、ハクビシン84頭捕獲した。
発信器装着業務では、ニホンザ
ル行動域の情報を提供し、地域
での追払い等防除活動に一定の
成果をあげている。

研修会では防除知識や技術等
の向上を図っている。
また、捕獲箱わな等を導入しニホ
ンジカ2,129頭、イノシシ959頭、
ニホンザル47頭、アライグマ482
頭、ハクビシン79頭捕獲した。
発信器装着業務では、ニホンザ
ル行動域の情報を提供し、地域
での追払い等防除活動に一定の
成果をあげている。

Ｈ２９

Ｒ元

甲賀地域獣害
対策協議会
【推進事業】

甲賀市・
湖南市 Ｈ３０

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン

協議会

協議会

協議会

イノシシによる被害については
微増傾向である。協議会では、
甲賀市および湖南市の関係機
関が集落と連携し、集落環境
点検の実施や狩猟免許取得支
援、研修会の実施等により地
域ぐるみの獣害対策が促進し
た。また、捕獲用資材の計画
的な充実を図り有害捕獲が向
上し、これらの成果として鳥獣
による被害防止の目標が達成
できた。

全体の被害量については、侵入
防止柵の整備、計画的な捕獲の
推進により減少している。
また、獣害対策研修会の開催に
よるリーダー育成や、ニホンザル
の行動域情報を活用した追い払
いなど、リーダーを核とした地域
ぐるみによる被害防止対策の実
践により被害軽減が図られた。
（甲賀農業普及指導センター　課
長補佐　河村久紀）

　有害捕獲の実施と侵入防止
柵の設置に伴い、全体的に被
害低減は達成できたと考えら
れる。
　特にニホンジカによる被害
は、著しく低減されていること
が認められる。
　一方、イノシシによる被害は、
低減効果が極一部に留まって
いる。低減効果を向上させるた
め、緩衝帯を整備し、柵の修繕
に対して補助することで、継続
的な防除活動を推進する。

ニホンジカ、ニホンザルについて
は、被害金額、被害面積とも 大
幅に減少しており、捕獲による効
果を高く評価できる。 また、イノ
シシについては被害面積は減少
しているものの 被害金額が増加
しているため、被害を及ぼしてい
る個体の特定により効果的な捕
獲を行うことが必要と考え る。
（滋賀県甲賀森林整備事務所
次長　世戸　匠）

一定の被害削減効果を上げている
と認められるので、引き続き防除と
捕獲の両輪で対策を進めていただ
きたい。被害面積が減少したにも
かかわらず被害金額が増えたイノ
シシについては、少数の加害個体
によるものと考えられるので、食害
防護柵等の経年劣化による脆弱
箇所等が侵入経路となっていない
かを洗い出し、その箇所の補修を
行った上で加害個体の捕獲に努め
られたい。。なお、防護柵の点検見
回りは必ず外側から行うことを徹
底し、脆弱箇所の早期発見に努め
られたい。

甲賀市
（甲賀地域獣害
対策協議会）
【緊急捕獲】

甲賀市
ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル

平成29年度においては、ニホン
ジカ1,824頭、イノシシ713頭、ニ
ホンザル27頭、アライグマ402
頭、ハクビシン70頭の捕獲によ
り、地域の被害低減が見られた。

平成30年度においては、ニホン
ジカ1,830頭、イノシシ1,063頭、ニ
ホンザル74頭、アライグマ475
頭、ハクビシン77頭の捕獲によ
り、地域の被害低減が見られた。

令和元年度においては、ニホン
ジカ1,965頭、イノシシ789頭、ニ
ホンザル47頭、アライグマ418
頭、ハクビシン71頭の捕獲によ
り、地域の被害低減が見られた。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

大型獣用捕獲わなの導入 12基 H29．8 100% イノシシ 17402 12179 17614 -4% 18.04 12.62 19.97 -36%

外来獣用わなの導入 28基 H29．8 100% ニホンジカ 5458 3820 1689 230% 5.9 4.11 1.92 222%

狩猟免許の取得 6人 ニホンザル 18901 13230 1256 311% 7.66 5.36 1.19 281%

ニホンザルモニタリング調査 1回 H30．3 100%
アライグマ・
ハクビシン

若干 若干 若干 - 若干 若干 若干 -

研修会の開催 3回 カラス 115 80 541 -1217% 0.12 0.07 0.56 -880%

緩衝帯整備 3地区 H29．11 100% カワウ 11537 8075 若干 -
市内2
漁業組
合

市内2
漁業組
合

市内2
漁業組
合

-

大型獣用捕獲わなの導入 10基 H30．8 100% スズメ
46 32 0 329% 0.05 0.03 0 250%

外来獣用わなの導入 44基 H30．8 100%

狩猟免許の取得 5人

くくりわなの導入 3基 H30．12 100%

GPS装着 1回 H30．12 100%

研修会の開催 3回

緩衝帯整備 1地区 H30．10 100%

大型獣用捕獲わなの導入 11基 R1．8 100%

外来獣用わなの導入 28基 R1．8 100%

狩猟免許の取得 8人

くくりわなの導入 5セット R1．7 100%

チェーン電気柵の設置 1回 R2．3 100%

GPS装着 1回 R1．8 100%

研修会の開催 3回

緩衝帯整備 1地区 R2．2 100% 合計 53459 37416 21100 202% 31.77 22.19 23.64 85%

H29 鳥獣の有害捕獲
イノシシ148頭
ニホンジカ8頭

イノシシ 1,187 830 1,774 -164% 1.13 0.79 1.88 -221%

H30 鳥獣の有害捕獲
イノシシ224頭
ニホンジカ9頭 ニホンジカ 若干 若干 ― ― 若干 若干 ― ―

R1 鳥獣の有害捕獲
イノシシ263頭
ニホンジカ9頭

ニホンザル 若干 若干 ― ― 若干 若干 ― ―

カラス
ハクビシン
アライグマ
ヌートリア

若干 若干 若干 ― 若干 若干 若干 ―

カワウ 11,537 8,075 734 312% ― ― ― ―

合計 12,724 8,905 2,508 268% 1.13 0.79 1.88 -221%

R1

H30

Ｈ29

東近江地域鳥
獣被害防止対

策協議会
【推進事業】

近江八
幡市、
東近江
市、日
野町、
竜王町

ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル、
アライグマ、
ハクビシン、

カラス

構成市町
協議会

導入した大型獣用捕獲わなを
使ってシカ、イノシシの捕獲を
行った。外来獣用捕獲わなを
使ってハクビシン、アライグマ等
の外来獣の捕獲を行った。
H29～R1において2135頭のイノ
シシ、2833頭のニホンシカ、314
頭のニホンザルを捕獲。831頭の
あらいぐまを捕獲。343頭のハク
ビシンを捕獲。
併せて、狩猟免許者を増やすこ
とで捕獲体制が強化できた。
獣害対策集落リーダー研修会を
計９回開催し、集落ぐるみの獣害
対策に向けた意識向上が図れ
た。

東近江地域鳥獣被害防止対策
協議会は、各市町域対策協議
会の連携のもと、野生獣による
被害防止対策の充実・強化を
図るため設置された。。研修会
の開催、追い払い活動、生息
状況調査、有害捕獲、侵入防
止柵の設置等総合的な対策に
より被害額は低減した。しか
し、一方でこれまで被害のな
かった集落や対策の進んでい
ない集落で被害が発生してお
り、個体総数増加していること
がうかがわれる。また、日野川
などの河川からの侵入や過去
に被害がなかった柵の未設置
の要因によりイノシシの被害が
増加したこと考えられる。今後
も引き続き総合的な対策を推
し進めるとともに、更なる対策
を進めるために人材の確保が
不可欠であることから、農業者
等への狩猟免許取得を促すと
ともに獣害対策リーダーの育
成により、集落ぐるみの獣害対
策を推進していく。

４市町に共通した獣種とそれらに
よる被害状況があり、境界域で
の発生も見られることから、広域
協議会主催の各種研修会、生息
状況調査等を通じた啓発活動に
より、集落ぐるみによる総合対策
がすでに取り組まれている集落
も含め一層進められたことや、対
策をけん引する人材を新たに育
成したことは評価できる。河川や
柵未設置集落など新たな侵入経
路からの被害対策を新技術で解
決するとともに、農業者に対する
狩猟免許取得の推進は今後の
継続課題である。
東近江農業農村振興事務所農
産普及課　副参事　山中　成元

　野生鳥獣は市域を越えて移動す
るため、関係市町が広域的に、情
報交換を行いつつ、被害防除、有
害捕獲および生息地管理を進めて
いることは評価できる。
　広域での研修会の実施や、捕
獲、生息状況調査、各市町協議会
での侵入防止柵整備等総合的に
対策されており、全体の被害は軽
減している。
　過去の侵入防止柵整備により獣
の移動経路が変化し、これまで被
害がなかった箇所や河川からの被
害が生じている。引き続き、侵入防
止柵の整備や整備ができない箇所
では捕獲を強化する等被害発生個
所での総合的な対策の実施が望
まれる。
　あわせて、過去に整備した侵入
防止柵の経年劣化や管理不足も
課題となってくるため、点検を行
い、必要な維持管理の徹底も強化
いただきたい。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を推進し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

　イノシシ、ニホンジカの捕獲に
ついては、地元猟友会に業務を
委託し実施することで、被害地
域の被害防止に貢献できた。
　また、ニホンジカについては個
体数及び捕獲数が少なく、目
立った被害は確認されていない
が、今後も個体数増加防止の
ための捕獲に努める。
　カラス・カワウ等鳥類について
も、地元猟友会に業務を委託
し、銃器捕獲により、被害の軽
減に努めた。
　一方、イノシシの捕獲数は
年々増加傾向にあるものの、イ
ノシシの被害増加の要因につい
ては市内里山における生息数、
生息域の拡大及び日野川沿い
における侵入防止柵未整備部
分からの侵入によるものと推測
される。
　以上の理由から、被害が増加
したと考えられ、目標値の達成
ができなかったと評価する。

イノシシによる被害が軽減してい
ないことから、防護柵の設置と併
せて、引き続き、積極的、効果的
な捕獲が必要である。
ニホンジカについては、被害が
少ない状況であるが、生息頭数
減のため、捕獲を継続すること
が必要である。（中部森林整備
事務所　次長　清水暢子）

侵入防止柵未整備地区において
は、将来的に侵入防止柵への資材
転用を念頭に、理解の得られる地
権者から個別の防護柵等の設置
を進め、加害個体の行動制限を行
い、効果的な捕獲に努められた
い。整備済み地区においては、侵
入経路を洗い出し、加害個体の捕
獲につながるよう、防護柵等の点
検見回りを徹底し、早急な補修と
合わせて維持管理に努められた
い。個体数を減らしても防除を怠る
限り被害の低減はない。これはイノ
シシもシカも同じである。防除効果
を上げ、捕獲に努められたい。

近江八幡市
（近江八幡市獣
害対策協議会）

【緊急捕獲】

近江八
幡市

イノシシ、ニ
ホンジカ

平成29年度から令和元年度に
661頭の有害捕獲を実施し、個体
数の減につながった。捕獲数に
ついては年々増加しており、被害
を未然に防止し、被害を最小限
に抑えることができた。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

Ｈ29 侵入防止柵の設置 600ｍ Ｈ30.3 100% イノシシ 5138 3596 4055 70% 5.25 3.67 4.35 57%

Ｈ29 侵入防止柵の設置 400ｍ Ｈ30.3 100% 二ホンジカ 1213 849 123 299% 1.27 0.88 0.14 290%

Ｈ29 侵入防止柵の設置 100ｍ Ｈ30.3 100% ニホンザル 750 525 235 229% 0.93 0.65 0.27 236%

Ｈ29 侵入防止柵の設置 650ｍ Ｈ30.3 100% カラス 70 49 541 -2243% 0.07 0.04 0.56 -1633%

Ｈ29 侵入防止柵の設置 250ｍ Ｈ30.3 100%
ハクビシン
アライグマ

若干 若干 0 ― ― ― 0 ―

Ｈ29 侵入防止柵の設置 800ｍ Ｈ30.3 100% カワウ 若干 若干 0 ― ― ― 0 ―

Ｈ29 侵入防止柵の設置 110ｍ Ｈ30.3 100%

Ｈ29 電気柵の設置 1,000ｍ Ｈ30.3 100%

Ｈ29 電気柵の設置 650ｍ Ｈ30.3 100%

Ｈ30 侵入防止柵の設置 500ｍ Ｈ30.11 100%

Ｒ1 侵入防止柵の設置 950ｍ Ｒ2.3 100% 合計 7171 5019 4954 103% 7.52 5.24 5.32 96%

Ｈ29 鳥獣の有害捕獲 二ホンジカ885頭
イノシシ335頭

イノシシ 5,138 3,596 4,055 70% 5.25 3.67 4.35 57%

Ｈ30 鳥獣の有害捕獲 二ホンジカ958頭
イノシシ532頭

二ホンジカ 1,213 849 123 299% 1.27 0.88 0.14 290%

R1 鳥獣の有害捕獲 二ホンジカ956頭
イノシシ449頭

ニホンザル 750 525 235 229% 0.93 0.65 0.27 236%

カラス 70 49 541 -2243% 0.07 0.04 0.56 -1633%

ハクビシン
アライグマ

若干 若干 - ― ― 0.00 -

カワウ 若干 若干 0 - ― ― -

合計 7,171 5,019 4,954 103% 7.52 5.24 5.32 96%

Ｈ29 真空包装機の整備 1台 獣美恵堂 Ｈ30.3 100%

解体した獣肉の長期保存が可能
となり、在庫ストックのキャパシ
ティが増加し、出荷量が増加し
た。

イノシシ 9893 6925 11534 -55% 10.46 7.32 13.24 -89%

Ｈ29 ワイヤーメッシュ柵の整備 700ｍ 各集落 Ｈ30.3 100% ニホンジカ 3965 2775 1566 202% 4.18 2.92 1.78 190%

Ｒ元 ワイヤーメッシュ柵の整備 3,060ｍ 各集落 Ｒ2.3 100% ニホンザル 18151 12705 1021 315% 6.73 4.71 0.92 288%

合計 32009 22405 14121 186% 21.37 14.95 15.94 85%

東近江市野生
動物保護管理
対策協議会
【整備事業】

東近江
市

二ホンジカ・
イノシシ

各集落

侵入防止施設は、平成29年度に
侵入防止柵を2.91㎞、電気柵を
1.65㎞、平成30年度に侵入防止
柵
を0.5㎞、令和元年度に侵入防
止柵を0.95㎞設置し、設置した
地域においては被害の低減が見
られた。

侵入防止柵の設置により、被
害が低減された。
猟友会による有害捕獲や地域
による追払い活動を行っている
が、侵入防止柵の未整備地区
及び整備済み地区において
は、侵入防止柵の設置が困難
な河川等からイノシシが農地
へ侵入し被害が増加している。

侵入防止柵の設置や有害捕獲
により被害が低減している地域
もあるが、柵の維持管理が十分
ではなかったり、河川等の新た
な侵入経路が形成されるなど被
害が増加する要因も認められ
る。柵の適正な管理や追い払い
が徹底されるよう各種研修会の
参画を促し現地で活躍できる継
続的な人材育成が行われている
が、新たな被害防止技術の組み
合わせも検討することが必要で
ある。
東近江農業農村振興事務所農
産普及課　副参事　山中　成元

　広域協議会によるソフト対策や猟
友会による有害捕獲、地域による
追払い活動とあわせて侵入防止柵
を整備し、総合的な対策に取り組
んだことにより、被害軽減につな
がった。
　過去の侵入防止柵整備により獣
の移動経路が変化し、これまで被
害がなかった箇所や河川からの被
害が生じている。引き続き、侵入防
止柵の整備や整備ができない箇所
では捕獲を強化する等地域の状況
にあわせた対策が望まれる。
　あわせて、過去に整備した侵入
防止柵の経年劣化や管理不足も
課題となってくるため、点検を行
い、必要な維持管理の徹底も強化
いただきたい。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を推進し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

有害捕獲により、被害防止計
画の目標値が達成できた。
イノシシについては、猟友会
による有害捕獲や地域による
追払い活動を行っているが、
侵入防止柵の未整備地区及
び整備済み地区においては、
侵入防止柵の設置が困難な
河川等からイノシシが農地へ
侵入し被害が増加したため
に、被害面積の目標値
が達成できなかった。

ニホンジカ、イノシシとも積極的
な有害捕獲により、被害の低減
につながっている。
しかし、ニホンジカについては、
生息頭数の減にまでは達してい
ないと見込まれることから、防護
柵の適切な維持管理とともに、
引き続き、積極的な捕獲の推進
が必要である。（中部森林整備
事務所　次長　清水暢子）

食害防護柵の効果と加害個体の
捕獲によって被害の低減が図られ
ていると認められる。引き続き、防
除と捕獲の両輪で対策を進めてい
ただきたい。侵入防止柵整備済み
地区において、河川などの開口部
からの侵入が認められるのであれ
ば、侵入経路侵入箇所を絞り込
み、加害個体の捕獲につなげても
らいたい。未整備地区において
は、将来的に侵入防止柵への資材
転用を念頭に、理解の得られる地
権者から個別の防護柵等の設置
を進め、加害個体の行動制限を行
い、効果的な捕獲に努められた
い。

日野町有害鳥
獣被害対策協

議会
【整備事業】

日野町
ニホンジカ
イノシシ

ワイヤーメッシュ柵を整備した
地域ではニホンジカ、イノシシ
による農作物被害が軽減した。
しかしながら、防護柵の維持管
理が不十分な地域も見られる
事から、防護柵周辺の刈り払
いや定期的な点検の実施を促
進し、適切な管理により防護柵
の効果を最大限引き出す必要
がある。

ワイヤーメッシュ柵の設置により
シカ、イノシシ被害が顕著に低減
している集落が認められる一方
で、柵周辺の刈り払いや点検活
動が十分に行われていないた
め、侵入を防ぎきれていない地
域もある。柵の適正な管理や追
い払いが徹底されるよう町独自
の研修会の開催や新技術の実
証ほを設けるなど積極的な対策
をされており、今後は新たな被害
防止技術を導入するなど継続的
な取り組みが必要である。
東近江農業農村振興事務所農
産普及課　副参事　山中　成元

　広域協議会によるソフト対策とあ
わせて、侵入防止柵整備や積極的
な捕獲鳥獣の利活用といった総合
的な対策に取り組んだことにより、
被害軽減につながった。
　全体の被害は減少しているが、イ
ノシシの被害は増加している。整備
した侵入防止柵の脆弱個所から侵
入されていないか等確認された
い。
　早期に侵入防止柵を整備された
ことから、経年劣化等も課題となっ
てくる。
過去に整備した侵入防止柵の点検
を行い、必要な維持管理の徹底や
新規整備を引き続き実施された
い。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を推進し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

東近江市
（東近江市野生
動物保護管理
対策協議会）
【緊急捕獲】

東近江
市

二ホンジカ・
イノシシ

平成29年度は885頭のニホンジ
カ、
335頭のイノシシ、平成30年度は
958頭のニホンジカ、532頭のイノ
シシ、令和元年度は956頭のニホ
ンジカ、449頭のイノシシを有害
捕獲し、地域において被害の低
減が図れた。

ワイヤーメッシュ柵を合計3,760
ｍ整備。整備した地域ではニホ
ンジカ、イノシシによる農作物被
害が軽減した。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

H29 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ269頭
イノシシ141頭
ニホンザル95頭

イノシシ 9,893 6,925 11,534 -55% 10.46 7.32 13.24 -89%

H30 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ299頭
イノシシ273頭
ニホンザル100頭

ニホンジカ 3,965 2,775 1,566 202% 4.18 2.92 1.78 190%

R元 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ314頭
イノシシ182頭
ニホンザル79頭

ニホンザル 18,151 12,705 1,021 315% 6.73 4.71 0.92 288%

合計 32,009 22,405 14,121 186% 21.37 14.95 15.94 85%

H29
イノシシ、二
ホンジカ

侵入防止柵の設置 2,020m 各集落 H30.3 100% イノシシ 1184 828 251 262% 1.2 0.84 0.5 194%

H30
イノシシ、二
ホンジカ

侵入防止柵の設置 2,510m 各集落 H31.3 100% ニホンジカ 280 196 0 333% 0.45 0.31 0 321%

R1
イノシシ、二
ホンジカ

侵入防止柵の設置 2,500m 各集落 R2.3 100% ニホンザル 若干 若干 0 0% 0 0 0 0%

カラス 45 31 若干 321% 0.05 0.03 0 250%

ハクビシン
アライグマ

若干 若干 若干 0% 0 0 0 0%

スズメ 46 32 0 329% 0.05 0.03 0 250%

合計 1555 1087 251 279% 1.75 1.21 0.5 231%

免許取得支援 ３名 イノシシ 3535 2543.4 3885 -35% 15.41 10.81 4.079 246%

研修会の開催 ３回
ニホンジカ

（農業）
474.51 354.73 1466 -828% 5.33 3.96 5.4 -5%

生息域調査 １，５６６ｈ
ニホンジカ

（林業）
- - 0 - 95.75 68.71 0 354%

発信機取り付け １群 H30.3 100% ニホンザル 1808.6 1423.2 2607 -207% 19.43 14.06 3.25 301%

免許取得支援 ３名 アライグマ 10 9.87 0 7692% 0.1 0.1 0 #DIV/0!

箱わな購入 ８基 H30.8,9,10 100% カラス 43 31.32 100 -488% 0.26 0.2 0.1 267%

研修会の開催 ４回

生息域調査 １，２６１ｈ

発信機取り付け ２群 H31.3 100%

免許取得支援 １名

箱わな購入 ７基
R1.7,11,12
R2.3

100%

研修会の開催 ２回

生息域調査 １，３１２ｈ

発信機取り付け ２群 R2.3 100% 合計 5871.1 4362.6 8058 -145% 136.28 97.84 12.829 321%

H２９

Ｈ３０

Ｒ１

捕獲に加え、ワイヤーメッシュ
柵の整備等により被害の軽減
が見られたものの、柵が設置さ
れていない圃場への被害転移
や柵の維持管理が不十分な状
況も一部見られる。
捕獲の強化に加え、柵の防護
柵の十分な維持管理により効
果を最大限引き出す必要があ
る。

有害鳥獣の捕獲の推進は図ら
れており、防護柵の設置の効果
と併せて、被害の軽減が図られ
ている。
しかしながら、ニホンジカの生息
頭数の減はまだ達成されていな
いことから、今後とも、防護柵の
適切な維持管理に努めるととも
に、より効果的な捕獲の推進に
取り組む必要がある。（中部森林
整備事務所　次長　清水暢子）

これまで食害防護柵等の整備が進
んでいる地域で、このことが起こっ
ているとすれば、防護柵の脆弱箇
所等が侵入経路となって潜り込み
による侵入を許していないか、今一
度、侵入箇所の洗い出し、その箇
所の補修とその付近での捕獲に努
められたい。なお、防護柵等の点
検見回りは必ず外側から行うこと
を徹底し、脆弱箇所の早期発見に
努められたい。維持管理の第一歩
は、点検見回りから。捕獲は、防護
柵等の補修が終わり、加害個体の
侵入箇所を潰し行動制限を行った
後、強化されたい。

竜王町獣害対
策協議会

【整備事業】
竜王町

・大型獣用箱わなの導入により、
平成29年度～令和元年度にお
いてイノシシ　274頭、ニホンジカ
８頭を捕獲した。
・外来獣用箱わなの導入により、
平成29年度～令和元年度にお
いてアライグマ　163頭を捕獲し
た。
・侵入防止柵は、平成29年度～
令和元年度において計7,030mを
整備した。被害金額は平成29年
度が754千円、平成31年度は
1,187千円に増加したが、令和元
年度は251千円であり、被害の低
減が見られた。

・当町では、町内の獣害対策
に取り組む集落かつ農協、共
済および猟友会等の関係機関
が参画した獣害対策協議会を
設置している。当協議会におい
て、侵入防止柵の設置、東近
江地域の各協議会で構成する
広域協議会で研修会の開催お
よび集落の取組による被害防
止対策を推進している。平成29
年度から令和元年度において
約７kmの侵入防止柵の整備を
進め、被害額は減少傾向にあ
る。今後も更なる対策を推進す
る為に、人材の育成が必要で
あり、集落ぐるみによる獣害対
策の研修を行い、住民の意識
向上を図る。

広域協議会主催の各種研修会
を通じた啓発活動への参加等に
より、集落ぐるみによる総合対策
が一層進んだことや、それらの
対策をけん引する人材が新たに
育成されたこと、柵未設置集落
での新たな柵の施工が徐々に進
み被害が減少していることは評
価できる。
東近江農業農村振興事務所農
産普及課　副参事　山中　成元

　広域協議会によるソフト対策とあ
わせて、侵入防止柵を整備し、総
合的な対策に取り組んだことによ
り、被害軽減につながった。
　引き続き、未設置個所への侵入
防止柵の整備や整備ができない箇
所では捕獲を強化する等地域の状
況にあわせて対策を実施していた
だきたい。
　あわせて、過去に整備した侵入
防止柵の経年劣化や管理不足も
課題となってくるため、点検を行
い、必要な維持管理の徹底も強化
いただきたい。
　被害は減少傾向にあるが、今後
も、集落ぐるみによる獣害対策を推
進し、継続した防除対策と捕獲対
策を実施していく必要がある。

日野町
（日野町有害鳥
獣被害対策協

議会）
【緊急捕獲】

日野町
ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル

H29年度～R元年度にかけて合
計でニホンジカ882頭、イノシシ
596頭、ニホンザル274頭を捕
獲。被害防止計画に記載の捕獲
数には届かなかったものの、捕
獲や防護柵の整備等の総合的
な対策により被害の軽減が見ら
れた。

湖東地域広域鳥獣害防止対策
検討会議は４市町の獣害対策
協議会を中心として構成されて
おり、行政区画に縛られない獣
害対策を目指して取り組んで
いる。研修会の開催、追い払
い活動、生息状況調査等総合
的な対策により令和元年の被
害面積は１２．８haで平成２７年
の３０％程度まで低減した。し
かし、一方で被害額は１．４倍
と増加しており、単位面積当た
りの被害額が増加している。こ
のことから、対策が不十分な地
域や集落において被害が集中
的に起きていると推察される。
また、ニホンザルについては、
加害レベルの高い群れが比較
狭いエリアで甚大な被害を出し
ており、このことも単位面積当
たりの被害額が増加した理由
の一つであると考えられる。今
後、対策が不十分な集落や、
加害レベルの高い群れの行動
圏内にある集落に対し、重点
的に研修を行うなど、実情に寄
り添った対策を進めていく必要
がある。

　サルのテレメトリ調査により、管
内の群れの推移が判明し、有害
鳥獣の基礎データとして活用さ
れているが地域住民への情報提
供は進んでいない。研修会の継
続開催により、地域住民の獣害
に対する理解は深まり、野生獣
被害全体としては大きく軽減され
効果を上げている。
　イノシシは年次変化があるもの
の、被害は増加傾向にあり、侵
入防止柵の管理の徹底と更なる
有害捕獲が必要と思われる。
　サルについては、有害捕獲も
行なわれているが被害を軽減す
るには至っていない。また、集落
への依存度が高まる傾向にあ
り、個体数調整についても取組
が始まっているが、個体数調整
だけで解決できる問題ではない
ので、総合的な防除を進める必
要があると思われる。
　侵入防止柵については、未設
置箇所を補完したことで、野生獣
被害に対して大きな効果をあげ
ている。
（湖東農業農村振興事務所農産
普及課・木村主幹）

　野生鳥獣は市域を超えて移動す
るため、関係市町が広域的に、情
報交換を行いつつ、被害防除、有
害捕獲および生息地管理を進めて
いることは評価できる。
　研修会の実施や、捕獲、生息状
況調査、追い払い活動等総合的に
対策されており、全体の被害金額
は軽減しているが、被害面積は増
加している。
　侵入防止柵はおおむね整備され
ているが、経年劣化や管理不足に
より被害が生じうるため、点検を行
い、必要な維持管理の徹底を強化
いただきたい。
　今後も、集落ぐるみによる獣害対
策を推進し、継続した防除対策と
捕獲対策を実施していく必要があ
る。

湖東地域広域
鳥獣害防止対
策検討会議
【推進事業】

彦根
市、多
賀町、
甲良

町、愛
荘町

ニホンジカ、
ニホンザ
ル、イノシ

シ、ハクビシ
ン、アライグ

マ

協議会

導入した箱わなでH29～R1にお
いて小動物を中心に５頭捕獲。

集落リーダー研修会を開催し、
防止柵の維持管理や追い払い
の方法など、総合的な獣害対策
を地域の方に説明した。
また、先進地研修会も実施し、集
落ぐるみの獣害対策について学
習した。

ニホンザルについては特に重点
的に対策を講じており、テレメト
リー調査を実施し、生息域や個
体数、加害レベルの判定等を
行っている。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

H29 ニホンジカ84頭 ニホンザル 200 130 1,092 -1274% 1.21 0.79 1.10 26%

H30 ニホンジカ56頭 ニホンジカ 79 51 820 -2680% 0.16 0.10 0.77 -1017%

R1 ニホンジカ86頭 イノシシ 1,441 937 1,696 -51% 6.74 4.38 1.67 215%

カラス 33 21 0 286% 0.16 0.10 0 267%

合計 1,753 1139 3,608 -302% 8.27 5.37 3.54 163%

Ｈ２９ 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ４７９頭
イノシシ５６頭
ニホンザル１８頭

ニホンザル 1088 780.75 989 32% 17.5 12.56 1.72 319%

Ｈ３０ 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ３３２頭
イノシシ８７頭
ニホンザル１０頭

ニホンジカ
（農業）

309 221.74 333 -28% 4.49 3.22 3.8 54%

Ｒ１ 鳥獣の有害捕獲
ニホンジカ４９８頭
イノシシ２９頭
ニホンザル３８頭

ニホンジカ
（林業）

- - 0 - 95.75 68.71 0 354%

イノシシ 1707 1224.9 2012 -63% 7.91 5.68 2.25 254%

合計 3104 2227.4 3334 -26% 125.65 90.17 7.77 332%

狩猟免許取得支援 33名 イノシシ 14661 10263 5524 208% 16.94 11.86 5.946 216%

殺処分用炭酸ガス購入 60ｋｇ ニホンザル 5533 3873 8601.8 -185% 4.25 2.98 3.33 72%

狩猟免許取得支援 37名 ニホンジカ
(水稲、麦、野菜、その他)

4883 3418 4699 13% 7.1 4.97 4.88 104%

捕獲用箱わな 5基 H30.9 100% ニホンジカ
(スギ、ヒノキ、その他)

- - - - 10.88 7.62 45.2 -1053%

殺処分用炭酸ガス購入 15ｋｇ ハクビシン・
アライグマ

531 372 540 -6% 0.1 0.07 0.05 167%

狩猟免許取得支援 29名 カラス 1465 1026 2794.9 -303% 0.42 0.3 0.691 -226%

捕獲用箱わな 6基 R1.9 100% アオサギ 5 3.5 0 333% 0.01 0.007 0 333%

殺処分用炭酸ガス購入 30ｋｇ カワウ 74529 52170 16668 259% 0 0 0 -

ツキノワグマ － － － － 0.01 0.007 － －

合計 101607 71126 38828 206% 39.71 27.814 60.097 -171%

鳥獣の有害捕獲

H29

Ｈ30

彦根市
（彦根市獣害防
止対策協議会）

【緊急捕獲】
彦根市

ニホンジカ

平成29年度から令和元年度の3
年間で計226頭のニホンジカの
有害捕獲を実施した。年度によっ
て捕獲頭数に変動はあるもの
の、3年間の平均捕獲頭数は75
頭であり、捕獲計画数である70
頭を上回っている。しかしなが
ら、令和元年度の被害額は820
千円、被害面積は0.77haであり、
平成28年の実績と比較して大幅
に増加している。

彦根市では森林組合や農協、
猟友会など関係機関が参画し
た協議会を設置。研修会の開
催、追い払い活動、生息状況
調査、有害捕獲、侵入防止柵
の設置等総合的な対策を実施
している。
銃器またはわなによる捕獲を
実施しており、捕獲頭数目標を
達成することができたが、被害
防止計画の目標達成には至ら
なかった。
引き続き、捕獲および被害防
除に向けた取り組みを進める
必要がある。

ニホンジカの捕獲数は目標に達
しているものの生息頭数の減ま
でには至っていないものと思わ
れる。
イノシシについても被害が減って
いないことから、今後とも積極
的、効果的は捕獲推進が必要で
ある。（中部森林整備事務所　次
長　清水暢子）

まずは食害防護柵等の防除に重
点を置き、侵入防止柵のような集
落柵が困難な場合は、将来的な資
材転用を念頭に、個別の地権者に
よる防護柵等の設置を進め、被害
防止の根本的な対策に着手するこ
とに努められたい。農業農村事務
所の指導を仰ぎ、適切な防護柵等
の設置、点検見回り・補修の手法
を学び、被害の低減に努められた
い。捕獲は防除に目処が立ってか
らでも遅くはない。その際も侵入経
路を制限して「加害個体の捕獲」に
まずは取り組むこと。個体数を減ら
しても防除をしなければ被害低減
にはつながらない。

湖東広域の検討会議におい
て、研修会の実施や生息域の
調査を行っている。また、多賀
町独自でも、獣害防止柵の維
持管理や新設に関する補助、
追い払い用花火の配布などを
行っており、被害面積の減少
につながっている。しかしなが
ら、柵の管理が不十分な一部
地域で大きな被害をもたらして
おり、被害金額はほぼ横ばい
となっている。有害捕獲に関し
ては猟友会に委託し実施して
いるが、構成員の減少や高齢
化が進んでおり、今後の捕獲
数の減少が予想される。新規
会員の獲得など対策が急務で
ある。

緊急捕獲対策により、ニホンジカ
については、年間500等近い捕
獲ができているが、目標頭数を
達成していないため、生息頭数
の減までには至っていないと判
断される。捕獲従事者の確保は
急務の課題であり、捕獲従事者
の育成・確保に努めるとともに、
積極的に捕獲を推進する必要が
ある。（中部森林整備事務所　次
長　清水暢子）

食害防護柵等の維持管理が不十
分な地区に対しては、農業農村事
務所の指導を仰ぎ、点検見回りの
方法を学ぶようご配意願いたい。
柵の支柱には番号を振り、脆弱箇
所の情報を集落全体で共有できる
よう、記録を付け、早急な補修につ
なげるよう努められたい。サルにつ
いても、防護柵等において「おじろ
用心棒」のような構造を追加するこ
とで、侵入リスクを与えることがで
きると、追い払い追い上げの効果
をさらに向上、発揮させるため、取
組を進めていただきたい。なお、柵
は必ず外側からの点検見回りを行
うよう周知されたい。防護柵等の効
果が上がらないと、捕獲効率も落
ちるため、まずは防護柵の適切な
維持管理に努められたい。

湖北地域鳥獣
被害防止対策

協議会
【推進事業】

長浜
市、米
原市

イノシシ
ニホンザル
ニホンジカ
ハクビシン
アライグマ
ヌートリア

カラス
アオサギ
カワウ

湖北地域
鳥獣被害
防止対策
協議会

ハクビシン等の小動物による被
害が拡大したため、捕獲檻を購
入し、設置した結果、捕獲数が増
え、連動して殺処分用炭酸ガス
の購入も増加した。山間部以外
の耕作地でも被害が出ており、
引き続き捕獲に重点を置き、被
害軽減に努める。有害鳥獣捕獲
従事者の確保のため、新規狩猟
免許取得支援を行ったところ、99
名の支援を行い、狩猟免許取得
者の増加を図ることができた。捕
獲従事者の高齢化が進むなか、
捕獲は最も有効な手段であり、
捕獲従事者の確保は大きな課題
であるので、しっかりと支援し、新
規の従事者の増大を図る。

湖北地域鳥獣被害防止対策協
議会は長浜市、米原市におい
て、有害鳥獣の被害軽減に努
め、イノシシによる被害は目標
を達成し、ニホンザルについて
もほぼ達成することができた。
ニホンジカについては被害金
額は目標に達しないものの、２
割削減することができた。ハク
ビシン等による被害は山間地
域から市街地に広がりつつあ
り、小動物用の箱わなの保有
数を増やし、設置することで被
害を軽減することができた。カ
ワウについては、毎年初夏か
ら夏季にかけて、捕獲を継続
することで個体数が減少し、被
害軽減に成功した。今後も捕
獲を継続することは非常に重
要である。

両市をまたぐ横山山系では、周
辺集落での防護柵の設置が進
んだことにより、山系が包囲され
被害が軽減されている。この成
果を管内全体に波及させること
で獣害対策を前進させることが
期待できる。また、両市を対象に
獣害対策リーダー研修会を開催
し、研修効果を高めるとともに受
講生間の情報交換による相互研
鑽も進められた。引き続き、両市
が連携し対策を推進していただ
きたい。（湖北農業農村振興事
務所農産普及課 副主幹 松嶋
修）

　野生鳥獣は市域を超えて移動す
るため、関係市町が広域的に、情
報交換を行いつつ、被害防除、有
害捕獲および生息地管理を進めて
いることは評価できる。
　関係機関が連携し、総合的な対
策を進めたことにより、被害軽減に
つながった。
　被害が軽減した地域がある一方
新たに被害が発生した地域や被害
が減らない地域があると考えられ
るため、引き続き、集落ぐるみによ
る被害防止対策により、さらなる被
害軽減に努められたい。
　また、防除対策として、未設置個
所への侵入防止柵の整備ととも
に、過去に整備した侵入防止柵の
点検を行い、補修やサル用電気柵
の追加等必要な維持管理の徹底
にも強化いただきたい。

多賀町
（多賀獣害防止
対策協議会）
【緊急捕獲】

多賀町
ニホンジカ、
イノシシ、ニ
ホンザル

左記の事業量のとおり捕獲を
行っている。特にニホンジカは年
間５００頭程度捕獲している年も
あり、計画頭数には達していない
ものの、積極的な有害捕獲を実
施している。しかしながら、個体
数が減少したという実感はなく、
被害金額もほぼ横ばいである。

獣害柵の維持管理などにより被
害面積は基準年の実績から26％
まで低減できた。

Ｒ1



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

H29 ニホンジカ 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ　2,975頭 イノシシ 9,194 6,436 2,534 241% 11.1 7.77 2.86 247%

H30 ニホンジカ、
イノシシ

鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ　4,014頭
イノシシ　468頭

ニホンザル 4,234 2,964 2,998 97% 3.91 2.74 1.9 172%

R1 ニホンジカ 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ　3,479頭 ニホンジカ 2,583 1,808 2,049 69% 13.97 9.78 1.9 288%

ハクビシン
アライグマ
ヌートリア

321 225 0 334% 0.08 0.056 0.01 292%

カラス 970 679 439 182% 0.18 0.13 0.06 240%

アオサギ
カワウ

33,958 23,770 16,668 170%

合計 51,260 35,882 24,688 173% 29.24 20.476 6.73 257%

H29 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 850m 上板並区 H29.11 100% イノシシ 5467 3827 2990 151% 5.84 4.09 3.09 157%

H29 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 500m 上板並区 H29.12 100% ニホンザル 1299 909 5604 -1104% 0.34 0.24 1.43 -1090%

H29 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 350m 藤川区 H29.11 100%
ニホンジカ（水
稲、麦、野菜、

その他）
2300 1610 2650 -51% 3.11 2.18 2.98 14%

H29 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 335m 藤川区 H29.12 100%
ニホンジカ（ス

ギ、ヒノキ、その
他）

－ － - - 0.9 0.63 7.5 -2444%

H30 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 240m 藤川区 H31.2 100%
ハクビシン
アライグマ
ヌートリア

210 147 459 -395% 0.02 0.014 0.04 -333%

H30 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 780m 藤川区 H31.2 100% カラス 495 347 2356 -1257% 0.24 0.17 0.63 -557%

H30 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 900m 烏脇区 H31.2 100% アオサギ 5 3.5 0 333% 0.01 0.007 0 333%

H30 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 200m 西円寺区 H31.2 100% ツキノワグマ － － ― ― 0.01 0.007 － ―

H30 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 356m 多和田区 H31.2 100%

R1 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 705m 多和田区 R2.2 100%

R1 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 1,015m 朝日区 R2.2 100%

R1 ﾜｲﾔｰメッシュ柵 1,850m 夫馬区 R2.2 100% 合計 9776 6843.5 14059 -146% 10.47 7.338 15.67 -166%

防護柵整備事業が計画延長の
８割を超え、イノシシ、ニホンジ
カによる被害は一定の効果が
あった。また、捕獲体制の充実
を図り、捕獲頭数の大幅な増
加も被害軽減の大きな要因と
なっている。カワウは個体数調
整事業によって、生息数を減
少させることで、被害額を低減
させることができた。

　柵の継続的な設置や有害捕獲
により、被害の減少が認められ
る。
　引き続き、県（出先）、市、狩猟
団体が連携し、鳥獣被害防止対
策に取り組んでほしい。　（滋賀
県湖北森林整備事務所　次長
万木　浩敬）

食害防護柵等の効果と加害個体の
捕獲によって被害の低減が図られ
ていると認められる。引き続き、防
除と捕獲の両輪で対策を進めてい
ただきたい。食害防護柵等の維持
管理については、農業農村事務所
から点検見回りの方法を学び、脆弱
箇所の早急な補修につなげるよう
努められたい。防除の効果が上が
らないと、捕獲効率も落ちるため、
まずは防護柵の適切な維持管理に
努められたい。サルについても、防
護柵等において「おじろ用心棒」の
ような構造を追加することで、侵入リ
スクを与えることができると、追い払
い追い上げの効果をさらに向上、発
揮させるため取組を進めていただき
たい。また新たな地域・集落へと、
被害エリアがシフトしている場合
は、防除の基本を伝えることを徹底
し、資材転用を念頭に、個別の防護
柵等の設置を進め、防除を進めると
ともに加害個体の行動制限を行い、
効果的な捕獲に努められたい。

米原市鳥獣被
害防止対策協

議会
【整備事業】

米原市

イノシシ、
ニホンザ

ル、
ニホンジカ

侵入防止柵はH29からR1におい
て計8.1㎞導入し、導入した地域
においては被害が見られなかっ
た。
設置後、年３回の点検を実施す
ることにより地域住民の獣害対
策に対する意欲向上につながっ
た。
平成29年度から令和元年度に
3,073頭の有害捕獲を実施。捕獲
頭数は平成26年度から平成29
年度に比べ216頭減少している
が有害獣の個体数の減少につな
がった。

　森林組合や農協、猟友会な
ど関係機関が参画した湖北地
域鳥獣被害防止対策協議会を
設置し、狩猟免許取得講習会
助成、侵入防止柵の設置等総
合的な対策を行ってきた。しか
し、一方で侵入防止柵の未設
置箇所からのニホンジカ等の
侵入による被害に対応しきれ
ておらず、また、ニホンザルの
人慣れ等の要因により単価の
高い野菜や果樹の被害が増加
したことで、被害防止計画の目
標達成には至らなかった。
　今後も引き続き総合的な対
策を推し進めるとともに、更な
る対策を進めるために人材の
確保が不可欠であることから、
自治会役員を対象に鳥獣の追
払い等の研修を行い住民の意
識の向上を図っていく。

防護柵の設置が進み、イノシシ
およびニホンジカの被害が軽減
されている。今後は集落ぐるみに
よる防護柵の維持管理に努めて
いただくとともに、ニホンザルに
ついては防護柵の機能強化（電
気柵の追加等）や追い払いなど
に努めていただきたい。（湖北農
業農村振興事務所農産普及課
副主幹 松嶋  修）

　広域協議会によるソフト対策とあ
わせて、侵入防止柵を整備し、総
合的な対策に取り組んだことによ
り、イノシシに対して一定の成果が
見られたが、全体的に被害が増加
しており、被害防止計画の目標達
成には至らなかった。
　引き続き、集落ぐるみによる獣害
対策を推進し、防除対策と捕獲対
策を継続していく必要がある。
　未設置個所への侵入防止柵の
整備とともに、過去に整備した侵入
防止柵の経年劣化や管理不足も
課題となってくるため、点検を行
い、必要な維持管理の徹底も強化
いただきたい。
　整備ができない箇所では捕獲を
強化する、サル被害が生じている
箇所では侵入防止柵の機能強化
を行う等地域の状況にあわせて、
被害軽減に向けた対策を検討実
施いただきたい。

長浜市
（長浜市鳥獣害
防止対策協議

会）
【緊急捕獲】

長浜市

ニホンジカは平成29年度2,975
頭、平成30年度4,014頭、令和元
年度3,479頭捕獲した。これは平
成26年度から平成28年度までの
捕獲頭数を大きく上回り、また、
イノシシは平成30年度953頭（う
ち当事業対象468頭）捕獲し、大
きな成果をあげることができた。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

H29 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ921頭 イノシシ 5467 3827 2990 151% 5.84 4.09 3.09 157%

H30 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ767頭 ニホンザル 1299 909 5603.8 -1104% 0.34 0.24 1.43 -1085%

H31 鳥獣の有害捕獲 ニホンジカ1,385頭
ニホンジカ（水
稲、麦、野菜、

その他）
2300 1610 2650 -51% 3.11 2.18 2.98 14%

ニホンジカ（ス
ギ、ヒノキ、その

他）
－ － - - 0.9 0.63 7.5 -2444%

ハクビシン
アライグマ
ヌートリア

210 147 459.4 -396% 0.02 0.014 0.04 -300%

カラス 495 347 2356 -1257% 0.24 0.17 0.63 -559%

アオサギ 5 3.5 333% 0.01 0.007 333%

ツキノワグマ － － ― ― 0.01 0.007 － ―

合計 9776 6843.5 14059 -146% 10.47 7.338 15.67 -166%

H29 獣害防止柵の設置 3,699.0ｍ H30.3 100% イノシシ 11535 8074 18974 -215% 11.57 8.09 15.32 -108%

H30 獣害防止柵の設置 2,448.0ｍ H31.3 100% ニホンジカ 16846 11792 5787 219% 16.83 11.78 4.39 246%

R1 獣害防止柵の設置 773.0ｍ R2.3 100% ニホンザル 5075 3552 12328 -476% 3.9 2.73 10.6 -573%

アライグマ 262 183 1448 -1501% 0.1 0.07 0.73 -2100%

ハクビシン 841 588 2205 -539% 0.4 0.28 0.93 -442%

カラス 2206 1544 2817 -92% 1.9 1.33 1.18 126%

カワウ 6923 4846 6035 43% - - - -

サギ 2458 1720 165 311% 1.57 1.09 0.13 300%

合計 46146 32299 49759 -26% 36.27 25.37 33.28 27%

イノシシ
11,535 8,074 18,974 -215% 11.57 8.09 15.32 -108%

ニホンジカ
16,846 11,792 5,787 219% 16.83 11.78 4.39 246%

ニホンザル
5,075 3,552 12,328 -476% 3.9 2.73 10.6 -573%

アライグマ
262 183 1,448 -1501% 0.1 0.07 0.73 -2100%

ハクビシン
841 588 2,205 -539% 0.4 0.28 0.93 -442%

カラス
2,206 1,544 2,817 -92% 1.9 1.33 1.18 126%

カワウ
6,923 4,846 6,035 43% - - - -

サギ
2,458 1,720 165 311% 1.57 1.09 0.13 300%

オオバン
- - - - - - - -

合計
46,146 32,299 49,759

-26%
36.27 25.37 33.28

27%

高島市
（たかしま獣害
対策協議会）
【緊急捕獲】

Ｈ29 鳥獣の有害捕獲 ﾆﾎﾝｼﾞｶ2025頭
ｲﾉｼｼ385頭

Ｈ30

高島市
ニホンジカ
・イノシシ

Ｈ29～R1において、ニホンジカお
よびイノシシ等の捕獲活動をす
すめ、ニホンジカについては、被
害低減が図れた。

侵入防止柵の整備とともに有
害鳥獣捕獲を継続的に進めた
ことにより、ニホンジカについて
は、被害防止計画における目
標を達成することができた。し
かし、一方ではイノシシやニホ
ンザル、その他アライグマ、ハ
クビシン等の被害が増加して
いる。このため、今後も引き続
き捕獲活動をすすめるととも総
合的な獣害対策が求められて
いる。

ニホンジカについては過去から
の捕獲が進み、生息個体が減少
していることが推測される。
　イノシシ、ニホンザルについて
は被害防止計画の目標を達成で
きていない状況から、捕獲の担
い手の育成や住民の獣害対策
意識の高揚に努める必要があ
る。（滋賀県西部･南部森林整備
事務所高島支所　松本直幸）

今回被害増となった地域は、これ
まで対策がされてこなかった中下
流域の新規の集落なのか、それと
も既存の侵入防止柵や食害防護
柵がある集落なのかを見極め、そ
れぞれにあった改善計画を立てる
必要がある。前者ならば、防除の
基本を徹底して伝え、まずは個別
柵を設置するところから始める。後
者の場合は食害防護柵等が機能
不全に陥っていると考えられるた
め、集落での見回り点検を、必ず
柵の外側から実施し、脆弱箇所と
なっているところを早急に補修し、
脆弱箇所から侵入する加害個体の
捕獲に努められたい。

鳥獣の有害捕獲 ﾆﾎﾝｼﾞｶ1510頭
ｲﾉｼｼ623頭

Ｒ1 鳥獣の有害捕獲 ﾆﾎﾝｼﾞｶ1975頭
ｲﾉｼｼ654頭

　捕獲や侵入防止柵の整備を
推進した結果、一定の効果が
見られたが、侵入防止柵未設
置箇所等では被害が発生して
いるため、被害金額等は横這
い傾向にある。
　また、ニホンザル、ハクビシ
ン、カラス等については、野菜
や果樹等の単価の高い作物の
被害量が増えたことと捕獲効
率が低いこともあり、目標達成
はできなかった。
　今後は、ニホンザル等の捕獲
を強化する必要がある。

鳥獣被害が発生している地域
で、侵入防止柵の設置や捕獲の
強化について、関係機関と連携
しより一層の被害防止対策に取
り組んでいただきたい。（滋賀県
湖北森林整備事務所　次長　万
木　浩敬）

侵入防止柵が未整備な集落にお
いては、将来的な資材転用を念頭
に、個別の地権者による防護柵等
の設置を進め、被害防止の根本的
な対策に着手することに努められ
たい。サルについても、防護柵等
において「おじろ用心棒」のような
構造を追加することで、侵入リスク
を与えることができると、追い払い
追い上げの効果をさらに向上、発
揮させるため、取組を進めていた
だきたい。中型動物の被害につい
ても、農業農村事務所の指導を受
け、適切な防護柵等の設置、点検
見回り・補修の手法を習得し、被害
の低減に努められたい。まずは防
除に注力し、捕獲は防除に目処が
立ったのち、侵入経路を制限して
「加害個体の捕獲」に取り組むこ
と。個体数を減らしても防除をしな
ければ被害低減にはつながらな
い。

たかしま獣害対
策協議会

【整備事業】
高島市

ﾆﾎﾝｼﾞｶ
ｲﾉｼｼ

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ
各集落

平成29年度から令和元年度まで
の3ケ年で、獣害防止柵を 6,920
ｍ設置し、導入した集落において
は、ﾆﾎﾝｼﾞｶによる被害の低減が
図れた。しかし、一方ではｱﾗｲｸﾞ
ﾏ、ﾊｸﾋﾞｼﾝの小型獣による被害
が増加傾向にある。

　平成29年度から令和元年度
まで獣害防止柵を設置したこと
で、導入した集落においては、
ニホンジカによる被害は低減で
きた。しかし、近年では小型獣
による被害が増加傾向にあり、
被害防止計画の目標達成には
至らなかった。
　これまでから狩猟免許保持
者による捕獲活動を行っては
いるものの、小型獣の生息数
の抑制には至らず、生息数が
増加していることが目標達成に
至らなかった原因と考えられ
る。こうしたことから、イノシシ、
ニホンザル等の対策を継続的
に行うとともに、加えてアライグ
マ、ハクビシン等の小型獣の対
策を強化し今後も総合的な獣
害対策を行うことが必要であ
る。

　有害捕獲や侵入防止柵の設置
によりニホンジカには効果が認
められたが、イノシシ、サルでは
充分な効果が得られておらず、
問題点の解明を行い、さらなる
侵入防止柵の強化や有害捕獲、
管理体制の推進が望まれる。
　特にアライグマ、ハクビシンに
よる被害が増加していることか
ら、防除対策と捕獲対策を強化
し、今後も継続した対策活動が
必要である。（滋賀県高島農業
農村振興事務所 農産普及課 主
査 池田二郎）

　広域協議会によるソフト対策とあ
わせて、侵入防止柵を整備し、総
合的な対策に取り組んだことによ
り、一定の成果が見られた獣種も
あるが、全体的に被害が増加して
おり、被害防止計画の目標達成に
は至らなかった。
　引き続き、集落ぐるみによる獣害
対策を推進し、防除対策と捕獲対
策を継続していく必要がある。
　未設置個所への侵入防止柵の
整備とともに、過去に整備した侵入
防止柵の経年劣化や管理不足も
課題となってくるため、点検を行
い、必要な維持管理の徹底も強化
いただきたい。
　アライグマ、ハクビシンについて
も、わなによる捕獲や、中型獣用
の簡易柵の設置検討等により対策
を進められたい。

米原市
（米原市鳥獣被
害防止対策協

議会）
【緊急捕獲】

米原市 ニホンジカ

　平成29年度から令和元年度に
3,073頭の有害捕獲を実施。
　捕獲頭数は平成26年度から平
成29年度に比べ216頭減少して
いるが有害獣の個体数の減少に
つながった。
　今後、さらに捕獲を進め被害を
減少させる必要がある。



４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

事業実施主体名

（協議会名）

基準年
の実績

目標値 実績値 達成率
基準年
の実績

目標値 実績値 達成率

第三者の意見事業量 管理主体
実施年

度
事業内容 供用開始対象鳥獣

対象地
域

利用率・
稼働率

事業実施主体の評価 都道府県の評価

被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

被害金額(千円、％) 被害面積(ha、％)
事業効果

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

合計 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

合計 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

合計
0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

合計
0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
注２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。
　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

都道府県による総合的評価

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に
　　係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。

　被害集落を対象とした地域別
研修会（10回開催）や集落リー
ダー育成のための集中講座（5回
開催）を開催し、集落環境点検の
方法や被害防止対策について学
んだ内容を集落での被害防止対
策の取組に活かしていただい
た。また、獣害対策の普及・支援
を担う人材を育成するため、県獣
害対策アドバイザーフォローアッ
プ講座を開催（3回開催）し、被害
集落への助言に役立てていただ
いた。

・集落において獣害対策を率
先して実践する方々に、被害
防止に関する知識の普及がで
きた。
・今後も、研修会を通じて、自ら
的確な被害防除対策を実践で
きる集落を拡大する。

滋賀県
（集落ぐるみ獣

害対策を支援す
る人材の育成活

用事業）

県内全域 鳥獣全般

【霊仙山】
事前調査の結果を受けて捕獲効
率を上げるために、霊仙山に
絞って捕獲を実施。捕獲頭数
は、61頭。昨年度の霊仙山側10
頭（全体で30頭）を大幅に上回っ
た。一定の捕獲圧をかけることが
できた。

【霊仙山】
捕獲頭数は、61頭。捕獲目標
頭数の54頭を上回った。これ
により、霊仙山山頂域での排
除に一定の効果を納め、この
捕獲圧がシカの利用密度を減
らし、行動変容につながると考
えられる。

R1

　集落自らが的確な被害防除対
策を実践できるよう、集落の技
術指導者を育成するため、被害
防止技術の習得に向けた研修
会を開催。

事業費390,340円
（うち国費390,340
円）

普段市町による有害捕獲が実
施されていない地域を重点的
に実施することにより、イノシシ
捕獲数を上積みでき、また、一
定の捕獲圧を掛けることができ
たと考えられる。

イノシシの捕獲は普段市町によ
る有害捕獲が実施されていない
地域を重点的に実施した。捕獲
困難地であり、イノシシの利用密
度が低い地域であるが、湖東エ
リアで９頭、湖西エリアで５頭、合
計で14頭のイノシシを捕獲した。

滋賀県
（カワウ営巣地

対策事業）

長浜
市、

近江八
幡市

カワウ

繁殖期に集中して親鳥を中心に
1,415羽のカワウを捕獲すること
で個体数の増加を抑制できたと

考えられる。

・捕獲目標数（3,500羽）を下回
る捕獲結果となった。
・カワウの分布の分散化によ
り、銃器を使用して事業が可能
な竹生島および伊崎半島の生
息羽数の減少が要因と考えら
れる。
・計画では伊崎半島（近江八幡
市）でも実施予定であったが、
生息羽数が46羽と極めて少な
かったことから実施しなかっ
た。

R1

県内の営巣地（竹生島（長浜
市）、伊崎半島（近江八幡市））
において繁殖抑制効果の高い

捕獲作業を実施できる能力を有
する専門家による銃器を用いた

カワウ捕獲を行う。

事業費12,102,320
円
（うち国費
12,005,320円）

滋賀県
（イノシシ広域捕

獲実施事業）

東近江
市、高
島市

イノシシR1

R1

被害防止計画の目標を達成した地域が多いが、獣種個別にみると、被害が減少しないあるいは増加している獣種もある。特にイノシシの被害が抑制できておらず、引き続き、被害防除、有害捕獲、生息環境管理といった総合的な対策を地域主体で確実に実施していく必要がある。侵入防止柵はおおむね整備されているが、獣の回り込みにより当初想定していなかっ
た箇所からの侵入・被害が生じてきている。未整備箇所への侵入防止柵の整備とともに、整備できない箇所での捕獲強化等の更なる推進が求められる。あわせて、侵入防止柵の経年劣化や管理不足により獣の侵入を許すことがないよう、維持管理の徹底を図ることが重要である。

事業費10,000,000
円
（うち国費
10,000,000円）

滋賀県
（ニホンジカ広域
管理捕獲実施

事業）

国の「CSFまん延防止のための
野生イノシシ対策」に基づき、捕
獲強化のため、捕獲困難地域に

おいてイノシシ捕獲を行う。

霊仙
山、伊
吹山

ニホンジカ

農林業被害を起こすニホンジカ
に対し、高標高域等の捕獲困難
地において捕獲を実施し、供給
地や退避地とならぬよう定着を
阻害し、捕獲圧をかけ排除す
る。

事業費7,645,000円
（うち国費7,645,000

円）


