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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、二ホンジカ、ヌートリア、ハシブトカラス、ハシボ

ソカラス、ツキノワグマ  

 計画期間 令和４年度～令和６年度 

 対象地域 岡山県 奈義町 

 

 

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３年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

二ホンジカ 

ヌートリア 

ハシブトカラス 

ハシボソカラス 

ツキノワグマ 

水稲、豆類、野菜 

水稲、豆類、野菜、樹木 

水稲、野菜 

野菜、果樹、家畜、家畜用飼料 

野菜、果樹、家畜、家畜用飼料 

果樹（柿、栗） 

 

 

1,566 千円/年 

 

 

 

 

（２）被害の傾向 

≪イノシシ≫ 

 イノシシによる被害は主に８月〜１２月頃にかけて発生する傾向であ

り、農作物の収穫前は特に被害が大きい。内容は水稲、大豆などの穀類など

の食害が中心であるが、芋類や野菜類の食害も見受けられる。また、その他

にも、圃場及びその周辺の掘り起こし被害や踏み荒らし被害も毎年発生し

ている。 

 被害区域は山間地域を中心に町内全域に広がっているが、被害量は減少

傾向である。 

 

≪二ホンジカ≫ 

 二ホンジカによる被害は通年で発生しており傾向として、春から夏にか

けては樹木や大豆の新芽の食害、田植えが終わった直後の水稲への食害等

が発生しており、作物の生育と収穫に悪影響が出ている。また秋から冬ぶ

かけては山間部周辺の圃場を中心に、大豆の食害が目立っており、畝、畦を

踏み荒らす被害が同時に発生している。この他にも、山林内での樹木が食

害を受けることにより林業者への直接的な被害も発生している。 

 被害区域はイノシシと同様に山間地域を中心に町内全域に広がっている

が、被害量は減少傾向である。 

 

 



≪ヌートリア≫ 

 ヌートリアによる被害は、4 月～10 月頃にかけて発生している。内容とし

ては水稲、野菜への食害が多く、刈り入れ前の水稲のほ場で巣を作るとい

う被害も報告されている。この他にも、溜め池の土手や水田の畦へ巣穴を

掘り、水溜めを困難にするといった被害も報告されている。 

 また、被害区域は、河川や溜め池、水路周辺を中心に、町全体に広がって

いる。 

 

≪ハシブトカラス・ハシボソカラス≫ 

 カラスによる被害は、乳牛の乳房への傷つけによる出血死や、収穫前の果

樹や家畜用飼料への食害、糞の被害が報告されている。近年は家畜伝染病

の媒体としても懸念されている。近年、実施隊の積極的な駆除活動により

捕獲羽数は増加しているが、依然として一定数の生息が予想されるため、

引き続き捕獲を推進していく必要がある。 

 また、被害区域は、主に果樹園や畜舎周辺に集中している。 

 

≪ツキノワグマ≫ 

 ツキノワグマによる被害は近年の県内における活動域の拡大及び生息数

の増加により、町内山間部周辺を中心に人里での目撃や柿の木を荒らすな

どの痕跡の通報が急増している。出没は４月以降に確認されているが、奥

山の餌不足等が原因で冬眠前の秋頃に人里への出没が集中して発生してい

るため、人身被害の未然防止に向けた取組が特に必要である。出没の急激

な増加により、町民の関心も高まってきている。 

 

 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和６年度） 

被害面積 1.43ha 1.25ha 

被害金額 1,566 千円 1,100 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 

 

 

奈義町猟友会（奈義町鳥獣被

害対策実施隊）との連携によ

り、捕獲体制が構築されてい

る。 

 捕獲の方法としては、鳥獣捕

獲許可証を交付し、町内一円で

捕獲が進んだことにより、被害

件数、駆除依頼ともに減少傾向に

あるが、依然として捕獲頭数は減

少しておらず、被害は発生してい

る。駆除班の対応が追いつかない

現状であるため、より迅速な捕獲



銃器、わなによる捕獲を行い、

また、積極的な捕獲推進のため 

に、捕獲者の捕獲意欲を下げな

いように、補助事業等を積極的

に活用し、捕獲意欲の維持、向

上に努めてきた。 

 

 

 

体制の構築が必要である。 

 また、被害は市町村の境界を越

えて発生している。近隣の市町村

と連携して、一体的な駆除活動の

実施体制整備が課題となってい

る。 

 今後も被害の拡大を防止する

ためには継続的に駆除活動を推

進することが重要だと考えてい

るが、実施隊員の高齢化等により 

駆除活動にも影響が出てきてい

る。 

 捕獲後の個体の処理方法につ

いて、不法投棄なども発生してい

るため、対応策の検討が必要であ

る。 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

補助事業等を活用し、地区が

主体となって防護柵の整備を

実施してきた。 

 

 

 

 

 地区における防護柵の整備に

より年々被害額が減ってきてい

るが、既設の柵について耐用年数

が既に過ぎ、劣化が進んでいる柵

もあるため、今後は一斉に既設の

防護柵の点検を行なう必要があ

る。 

 また、地区の代表者等にはより

効果的な柵の設置方法を取得す

るための講習会等に参加し、鳥獣

被害対策にかかる地区のリーダ

ー的存在も必要であると考える。 

 また、被害に遭っていない住民

の被害防止意識が低く、地域ぐる

みでの取組にも消極的であるた

め、耕作放棄地や緩衝帯の整備等

とも併せて、地域ぐるみでの被害

防止意識の啓発が課題である。 

生息環

境管理

その他

の取組 

実施隊員は対象鳥獣に関す

る知識や捕獲技術の向上を図

るために講習会に参加や専門

機関等への視察が開催される

場合は積極的な参加を促して

いる。 

実施隊員は捕獲が主な活動内 

容であり緩衝帯の設置、放任果 

樹の除去、鳥獣の習性については 

あまり関心がないため、普及啓発

を推進する必要がある。 



（５）今後の取組方針 

 奈義町における鳥獣被害は、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ハシブ

トガラス、ハシボソガラス等による水稲、雑穀、野菜、果樹、乳牛、家畜用

飼料への被害が挙げられる。 

 これまで奈義町では毎年、主にイノシシ、シカに対する被害防止対策と

して、実施隊が中心となり捕獲を実施している。今まで以上の効果的な駆

除を行うためには ICT 機器などの導入も検討する必要がある。 

 実施隊による有害鳥獣の捕獲頭数については増加傾向であり、また農作

物等の被害金額はほぼ横ばい状態であったが、平成 23 年度を境に減少傾向

にある。地区が整備した防護柵については、老朽化が進んでおり、効果的な

役割を果たしていない場所が散在するため、補修などの更新が必要である

のと同時に今後も頭数の適正管理のためには駆除活動の継続的な実施が必

要であるため、関係機関と連携を図り、鳥獣による農作物の被害軽減に努

める 

 今後は、周辺市町村と連携した駆除活動の推進に努め、地区住民の被害

防止意識の喚起や、有害鳥獣の習性や被害防止対策への取り組みなどの説

明会や地区懇談会を開催し、地区住民の被害防止意識を喚起させるよう努

め、緩衝帯の整備（既存の防護柵の管理等）や放任果樹の除去等の生息環境

管理の重要性について住民に理解を促す必要がある。 

 なお、捕獲個体についての処理については、有効な利活用の観点から、不

法投棄などの発生を未然に防ぐために町認定のジビエ施設への搬入を推進

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 

①奈義町鳥獣被害対策実施隊：わなの設置～見回り～捕獲～駆除 

②地域住民：捕獲活動の補助（わなの見回り等） 

③その他（農協、営農組合等）：鳥獣被害に関する情報提供 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

 

 

令和４年度 

  〜 

令和６年度 

 

 

 

 

 

イノシシ 

二ホンジカ 

ヌートリア 

ハシブトカラス 

ハシボソカラス 

 

被害地区住民と猟友会が連携して被害情報

を共有し、実状に対応した捕獲駆除活動の一

助とする。また、地区住民による捕獲駆除活

動推進のため、捕獲駆除機材（箱わな等）の

導入を進めると共に、岡山県猟友会が行う狩

猟免許取得事前講習会への参加を推進し、狩

猟者の確保、育成を行う。また、町として新

規狩猟免許の取得費の補助等により新規の狩

猟者の確保の推進を図る。 



 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

 捕獲の主となるイノシシ、二ホンジカの捕獲計画数については、過去３

年間の捕獲実績（中央値等）の推移から生息推測頭数、捕獲見込頭数を考慮

したうえで設定する。 

 ヌートリア、ハシブトカラス、ハシボソカラスについては基本的には捕

獲見込数を前々年度、前年度の捕獲実績を参考に捕獲見込数を捕獲計画数

として設定する。 

 ツキノワグマについては、対象鳥獣として計画に明記するが、岡山県第

二種特定鳥獣管理計画に基づき対応するため、町独自の捕獲計画数は設定

しない。 

 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

イノシシ 

 

２００ 

 

２００ 

 

２００ 

 

二ホンジカ 

 

１，０００ 

 

１，０００ 

 

１，０００ 

 

ヌートリア １００ １００ １００ 

ハシボソカラス 

ハシブトカラス 

７００ ７００ ７００ 

ツキノワグマ - - 

 

- 

 

捕獲等の取組内容 

銃器・くくりわな・箱わなを用いてイノシシ、二ホンジカ、ヌートリア、

ハシブトカラス、ハシボソカラス等を対象として被害状況に応じて捕獲を

実施。また、ツキノワグマにおいては、人の生活圏付近において、人身事故

等の発生の危険が高まる場合には、有害鳥獣として必要に応じて捕獲する

場合があり、捕獲には強固な箱わなを用いて行う。 

 

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 

山中に生息する対象鳥獣を効率的かつ確実に捕獲するためには銃器によ

る捕獲活動は必要である。また、くくりわなや箱わなで捕獲された対象鳥獣 

止めさし等を安全かつ的確に行うために銃器は必要である。 

 町内全域を有害鳥獣の駆除対象地域とし、複数名の実施隊で構成する班

を編成し、年間を通じて猟犬などを利用した山狩りなどを実施する。 



（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

－ － 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

  令和４年度   令和５年度   令和６年度 

 

   

イノシシ 

二ホンジカ 

 

   

計画なし 

 

 

計画なし 

※地区の要望に応じて

整備する可能性有り 

 

 

計画なし 

※地区の要望に応じて

整備する可能性有り 

 

 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

  令和４年度   令和５年度   令和６年度 

 

 

イノシシ 

二ホンジカ 

 

 

防止柵を設置した

地区が責任をもっ

て自らが管理等 

を実施する。 

 

 

防止柵を設置した

地区が責任をもっ

て自らが管理等 

を実施する。 

 

 

防止柵を設置した

地区が責任をもっ

て自らが管理等 

を実施する。 

 

 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

 

令和４年度 

  ～ 

令和６年度 

 

 

イノシシ 

二ホンジカ 

ヌートリア 

ツキノワグマ 

 

対象鳥獣について、一般住民にも興味を持っ

てもらうため、地域ぐるみでの勉強会、講習会

などを開催し、町全体で有害鳥獣に対しての正

しい知識の取得を目指す。また、普及啓発は町

職員が中心となり、猟友会等の関係団体と協力

して行う。 

 

 

 

６．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 

岡山県 情報提供及び助言、現場対応の指導等 

美作警察署 被害発生時の現場確認、住民への注意喚起、安

全確保 

奈義町 被害発生時の現場確認、住民への注意喚起、緊

急時の現場対応 

奈義町猟友会 

奈義町鳥獣被害対策実施隊 

情報提供及び捕獲活動の実施、緊急時の現場

対応のフォロー 
 

（２）緊急時の連絡体制 

 

住民 → 奈義町役場 → 奈義町猟友会、岡山県、美作警察署  

    （産業振興課） 

 
 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

イノシシ、二ホンジカ等の捕獲後の個体処理については捕獲者の自らの

責任において処分することとしている。処理方法について町は有効活用の

観点からジビエ施設への持ち込みを推進しているが、強制するものではな

い。自身が所有する土地への埋設、自家消費又は施設での焼却施設への持

込みなどにより適正な処理を行う。また、ツキノワグマについては、町が責

任をもって焼却処分により処理を行う。 

 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 二ホンジカは食肉利用として町の認定施設に年間

約 30 頭程度持ち込まれている。計画期間中は年間 50

頭を目標とする。 

イノシシについては年間 10 頭程度である。計画期

間中は年間 50 頭を目標とする。 

ペットフード 二ホンジカはペッドフード利用として町の認定施

設に年間約 400 頭程度持ち込まれている。計画期間中

は年間 500 頭を目標とする。 

イノシシについては年間 30 頭程度である。計画期

間中は年間 50 頭を目標とする。 

皮革 イノシシ、二ホンジカのペッドフード利用として持

ち込まれた個体について一部皮製品等への再利用が

されている。 



その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

イノシシ、二ホンジカのペッドフード利用として持

ち込まれた施設において一部骨製品、角製品への再利

用がされている。 

 

（２）処理加工施設の取組 

 

計画期間中においての整備計画はなし 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 現在、町がジビエ施設として持込可能な認定施設としているのは民間の

２施設である。今後は認定施設数を増やしていくことがジビエ利用を推進

するためには必要であると考える。 

 また、認定施設の従業員の技術向上のための取組については、従業員自

らが自覚を持ち、研修等を受けなければならいない。 

 
 

９．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 奈義町有害鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

奈義町 ・被害対策等の検討、実施 

・被害調査、研究 

・新規狩猟者確保のための施策の実施 

・協議会の事務、関係機関との連絡・調整 

奈義町猟友会 ・被害調査 

・緊急時の対応 

・行政機関との連携、対策の検討 

奈義町鳥獣被害対策実施隊 ・有害鳥獣の駆除活動の実施 

・被害調査 

・緊急時の対応 

奈義町議会 被害状況の情報提供、被害対策の提案等 

奈義町農業委員会 被害状況の情報提供 

奈義町区長会 被害状況の情報提供 

奈義町営農振興対策協議会 被害状況の情報提供 

奈義町中山間地域等直接支払連絡協

議会 

被害状況の情報提供 

奈義町畜産振興協議会 被害状況の情報提供 

晴れの国岡山農業協同組合奈義支店 被害状況の情報提供 



（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

岡山県美作県民局農林水産事業部 

農畜産物生産課・森林企画課 

オブザーバーとして、奈義町有害鳥獣

被害対策協議会に参加し、有害鳥獣関

連情報の提供並びに被害防止技術の情

報提供、その他緊急時には必要な援助

を行う。 

岡山県美作県民局農林水産事業部 

勝英農業普及指導センター 

オブザーバーとして、奈義町有害鳥獣

被害対策協議会に参加し、有害鳥獣関

連情報の提供並びに被害防止技術の情

報提供を行う。 

岡山県美作県民局農林水産事業部 

勝英地域森林課 

オブザーバーとして、奈義町有害鳥獣

被害対策協議会に参加し、有害鳥獣関

連情報の提供並びに被害防止技術の情

報提供、また、ツキノワグマ出没等な

ど緊急時の現場対応が必要な時には援

助を行う。 

岡山県農林水産総合センター 

森林研究所林業研究室 

鳥獣被害状況の調査、研究結果につい

ての情報提供を行う。 

㈱野生鳥獣対策連携センター 

岡山支社 

 

有害鳥獣を含めた野生鳥獣全般の被害

対策の専門機関として、協議会からの

要請に応じて被害対策などのアドバイ

スや情報提供を行う。 

 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

実施隊員は次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する 

① 町長が町職員から指名する者 

② 奈義町猟友会員のうち、奈義町有害鳥獣駆除班員であり、被害防止対の 

実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者 

 

本町における鳥獣被害対策の柱は駆除であり、その対策の中心を担って

いるのが実施隊による活動である。農作物被害は年間を通じて発生してい

ることから、継続的な駆除は個体数の減少を図るために必要であり、効果

的な対策である。 

 実施隊は関係機関との連携を密にし、今後も継続的な駆除活動を推進し

ていく。 

 

 

 

 



（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 実施隊の駆除活動による年間の捕獲数は増加傾向であることから、生息

数についても一定数の生息が予想できるため、引き続き継続的な駆除活動

は必要不可欠である。 

 また、個人での被害防止柵や緩衝帯の設置、耕作放棄地の整備は労力や

費用の面から困難であるため、集落ぐるみでの対策を推進していく。 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 地域の実情に即した計画にするためには、適時、関係機関等と現計画と

の整合性について内容を協議し、必要に応じて計画の見直しを行う。 

 また、近隣市町村との広域での捕獲活動を実施するためには、市町村間

で様々な問題点があり、実施ができていない状況のため、市町村間で今後

も協議を進めていく必要がある。 

 

 


