
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）

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（平成３０年度報告）
和歌山県

１　被害防止計画の作成数、特徴等
県内３０市町村の全てで被害防止計画が作成されており、うち７市町村が平成30年度の評価報告の対象となっている。

２　事業効果の発現状況
地域の体制整備、被害防止効果、捕獲状況、人材育成状況、耕作放棄地の解消等様々な角度から記載する。

３　被害防止計画の目標達成状況
被害防止計画の目標の達成状況を記載する。

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

御坊市 御坊市 27 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 116頭 御坊市 （有害捕獲） 2,500 2,600 75
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 33頭 前年度から捕獲頭数はほとんど変わらなかった為被害金額は僅かに減少したのみであった。
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 3頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 39頭
ﾀﾇｷ 38頭
ｱﾅｸﾞﾏ 22頭

28 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 191頭 御坊市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 17頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 2頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 68頭
ﾀﾇｷ 49頭
ｱﾅｸﾞﾏ 82頭

29 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 221頭 御坊市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 30頭 前年度よりイノシシを３０頭、シカについても１３頭多く捕獲した結果、被害金額が前年度から３０万円減少出来た。
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 4頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 55頭
ﾀﾇｷ 23頭
ｱﾅｸﾞﾏ 67頭

30 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 230頭 御坊市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 27頭 前年度よりアライグマの捕獲頭数を大幅に伸ばす事が出来た結果、被害金額が７０万円減少した。
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 4頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 122頭
ﾀﾇｷ 16頭
ｱﾅｸﾞﾏ 44頭

美浜町 美浜町 27 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 7頭 美浜町 （有害捕獲） 300 340 75
ﾀﾇｷ 2頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 5頭
ｱﾅｸﾞﾏ 3頭
ｲﾀﾁ 7頭
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 2頭
ｶﾗｽ 5羽

28 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 69頭 美浜町 （有害捕獲）
ﾀﾇｷ 4頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 44頭
ｱﾅｸﾞﾏ 28頭
ｲﾀﾁ 21頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 1頭
ｶﾗｽ 7羽

29 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 58頭 美浜町 （有害捕獲）
ﾀﾇｷ 6頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 27頭
ｱﾅｸﾞﾏ 32頭
ｲﾀﾁ 6頭
ｶﾗｽ 7羽

30 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 43頭 美浜町 （有害捕獲）
ﾀﾇｷ 13頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 32頭
ｱﾅｸﾞﾏ 18頭
ｲﾀﾁ 12頭
ｶﾗｽ １羽

計画目標をおおむね達成して
おり、引き続き鳥獣害対策の
取り組みを進められたい。

計画目標をおおむね達成して
おり、引き続き鳥獣害対策の
取り組みを進められたい。

有害鳥獣捕獲の実施により、イノシシ４３頭、タヌキ１３頭、アライグマ３２頭、アナグマ１８頭、イタチ１２頭、カラス１羽を捕獲し
た。前年度よりも捕獲頭数が減少した。

有害鳥獣捕獲の実施により、イノシシ５８頭、タヌキ６頭、アライグマ２７頭、アナグマ３２頭、イタチ６頭、カラス７羽を捕獲した。
前年度よりも捕獲頭数が減少した。

有害鳥獣捕獲の実施により、イノシシ６９頭、タヌキ４頭、アライグマ４４頭、アナグマ２８頭、イタチ２１頭、カラス７羽を捕獲し
た。前年度よりも大幅に捕獲頭数が増えた。

有害鳥獣捕獲の実施により、イノシシ７頭、タヌキ２頭、アライグマ５頭、アナグマ３頭、イタチ７頭、カラス５羽を捕獲した。全体
的に捕獲頭数が少なかった。

本県では、各地域に市町村を中心として農協、猟友会など関係機関が参画した協議会を設置し、実施隊等による有害捕獲活動および追い払い活動、侵入防止柵の設置等の取り組みを実施している。また、平成２７～３０年の県全域の有害捕獲頭数は、イノシシ４７，７９８頭、シカ４０，０
３６頭、サル４，２３５頭に達している。今後、さらに捕獲圧を高めていくためには人材の育成が重要であることから、鳥獣害対策アドバイザー研修などを開催している。平成３０年度の被害額は３．０２億円であり、平成２２年度以降は３億円を超えて移行している。引き続き、農作物被害等
の減少を目指し、有害捕獲を中心とした総合的な被害防止対策を実施していく。

有害鳥獣の捕獲や侵入防止柵の整備、ＩＣＴ技術を活用した大量捕獲檻の導入、人材育成等総合的な対策に取り組んだ。県全体での被害額は平成２７年度の３．４３億円に対し、平成３０年度は３．０２億円とやや減少傾向にある。しかし、市町村ごとの被害防止計画の目標達成状況
は、７市町村のうち、70%以上を達成しているのは３市町で、残りの４市町村は目標に達しておらず、被害額が基準年より増加した市町もあった。

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果

被害防止計画の目標と実績

第三者の意見 都道府県の評価被害金額 被害面積

御坊市においては平成25
年度以降、鳥獣被害防止
総合対策事業等を活用し
捕獲を強化している。特に
イノシシについては27年度
～30年度にかけて毎年捕
獲数を伸ばす事が出来た
結果、被害金額が減少し
た。しかし、山間部における
ニホンザル、シカによる被
害が拡大している。近年は
有害捕獲従事者も減少傾
向にあり単純な捕獲による
対策のみでは被害防除が
困難になってきている。特
にニホンザルは捕獲が難し
く、一部地域ではICT捕獲
檻を導入しているが、基本
的な対策としては猟友会員
や農業者による巡回や追
い払いが中心となってお
り、サル対策が今後の課題
となっている。今後は、地
域における耕作放棄地の
除去や農業者の狩猟免許
取得の推進などを行うこと
で一層の被害減少を目指
したい。

有害捕獲の実績について
は近年増加傾向にあるよう
で、引き続き捕獲に励んで
いただきたい。また、近隣
ではサルによる被害も大き
いと聞いているので山間部
での農作物への被害対応
も併せて行っていただきた
い。
農業委員会 会長 和佐 憲
道

事業実施主体の評価

（御坊市鳥獣害
防止対策協議
会）

（美浜町鳥獣害
防止対策協議
会）

前年度からイノシシ、アライグマ等の小型鳥獣の捕獲実績が大幅に増加したため被害金額が前年対比の９３％程度に抑えら
れた。

獣類による被害が多く、特
にイノシシやサルによる被
害が目立っています。イノ
シシはかなり捕獲していま
すが、まだまだ充分だとは
言えません。また、獣類だ
けではなく、カラス・スズメ
などの鳥類の捕獲もお願い
します。また、耕作放棄地
の増加も被害を多くしてい
る一因だと思います。耕作
放棄地の草木の刈り払い
をお願いします。狩猟者の
減少や高齢化が進んでい
るので、狩猟者を増やすた
めの広報や取り組みを行っ
てください。
美浜町農業振興研究会
会長　久保 博巳

平成27年度以降、鳥獣被
害防止総合対策事業等を
活用し捕獲を強化してい
る。特にイノシシについて
は28年度～30年度の3年
間は捕獲計画数以上の捕
獲を行うことができた結果、
被害金額が減少し、平成30
年度の全体の被害金額も
減少した。しかし、ニホンザ
ルによる被害が拡大してい
る。ニホンザルは捕獲が困
難であり、対策としては猟
友会員や農業者による巡
回や追い払いが中心となっ
ており、サル対策が今後の
課題となっている。今後
は、イノシシの捕獲を引き
続き強化するほか、ニホン
ザルによる被害の対策、防
護柵の維持・機能強化、遊
休農地の刈り払いなど地域
ぐるみで環境整備などを実
施し、さらなる被害減少を
目指したい。



（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

田辺市 田辺市 27 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 1,061頭 田辺市 （有害捕獲） 33,000 39,943 31
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 2,683頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 269頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 328頭
ｶﾗｽ 520羽
ｶﾜｳ,ｳﾐｳ 57羽

28 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 877頭 田辺市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 2,661頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 214頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 473頭
ｶﾗｽ 400羽
ｶﾜｳ,ｳﾐｳ 58羽

29 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 1,244頭 田辺市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 2,735頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 181頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 567頭
ｶﾗｽ 226羽
ｶﾜｳ,ｳﾐｳ 29羽

30 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 868頭 田辺市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 2,710頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 206頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 440頭
ｶﾗｽ 450羽
ｶﾜｳ,ｳﾐｳ 30羽

田辺市 28 ｲﾉｼｼ 田辺市 H29.1.26 （被害防止活動推進） 33,000 39,943 31
ﾆﾎﾝｼﾞｶ
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ
ｱﾗｲｸﾞﾏ
ｶﾗｽ
ﾋﾖﾄﾞﾘ
ｶﾜｳ
ｳﾐｳ

白浜町 白浜町 27 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 387頭 白浜町 （有害捕獲） 1,500 3,173 -1,759
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1,125頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 37頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 132頭

28 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 373頭 白浜町 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 959頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 56頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 183頭

29 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 475頭 白浜町 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1,035頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 34頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 147頭

30 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 242頭 白浜町 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1,143頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 57頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 184頭

計画目標に達していないこと
から、引き続き鳥獣害防止総
合対策事業等を活用しながら
各種対策を実施されたい。

計画目標に達していないこと
から、引き続き鳥獣害防止総
合対策事業等を活用しながら
各種対策を実施されたい。

計画目標に達していないこと
から、引き続き鳥獣害防止総
合対策事業等を活用しながら
各種対策を実施されたい。

都道府県の評価被害面積

基準年度（平成25年度）実績は、イノシシ295頭、シカ215頭、サル45頭、ｱﾗｲｸﾞﾏ55頭であった。着実に捕獲実績をあげることが
できている。

基準年度（平成25年度）実績は、イノシシ295頭、シカ215頭、サル45頭、ｱﾗｲｸﾞﾏ55頭であった。着実に捕獲実績をあげることが
できている。

基準年度（平成25年度）実績は、イノシシ295頭、シカ215頭、サル45頭、ｱﾗｲｸﾞﾏ55頭であった。平成30年度実績については左
記の通りであり、着実に捕獲実績をあげることができている。

被害金額

猟友会の協力の下、捕獲に取り組んだ。被害の大きいイノシシ、シカについては捕獲計画数に近づく捕獲を行った。ニホンザ
ルについてはICT大型わなを活用した捕獲も併せて実施している。しかし、カワウ等については十分な対策が取られておらず、
被害の大幅な減少には至っていない。

猟友会の協力の下、捕獲に取り組んだ。被害の大きいイノシシ、シカについては捕獲計画数に近づく捕獲を行った。ニホンザ
ルについてはICT大型わなを活用した捕獲も併せて実施している。しかし、カワウ等については十分な対策が取られておらず、
被害の大幅な減少には至っていない。

猟友会の協力の下、捕獲に取り組んだ。被害の大きいイノシシ、シカについては捕獲計画数に近づく捕獲を行った。ニホンザ
ルについてはICT大型わなを活用した捕獲も併せて実施している。しかし、カワウ等については十分な対策が取られておらず、
被害の大幅な減少には至っていない。

猟友会の協力の下、捕獲に取り組んだ。被害の大きいイノシシ、シカについては捕獲計画数に近づく捕獲を行った。ニホンザ
ルについてはICT大型わなを活用した捕獲も併せて実施している。しかし、カワウ等については十分な対策が取られておらず、
被害の大幅な減少には至っていない。

これまでどおり猟友会を中
心とした被害防止の実施を
行い、恒常的に捕獲活動
の実施を行った。３０年度
については、イノシシを除く
鳥獣で前年度を上回る実
績を得ることができた。一
方、イノシシについては目
撃情報や捕獲頭数も減少
したが、捕獲による個体数
減少の効果が現れたのか
否かについては現時点で
は判断できない。そのた
め、令和元年度において
も、継続的な捕獲を実施
し、その捕獲頭数や被害状
況を注視していくこととす
る。また、被害額について
は、アライグマにおいて４８
千円ニホンジカにおいて６
９４千円の減少が見られ
た。

捕獲頭数を見れば未だ相
当数の個体が農地へ出没
していることが分かる。３０
年度においては、イノシシ
の捕獲頭数が減少に転じ
たことがひとつの変化の現
れたといえる。また、狩猟
者が目撃する機会も少な
かったと聞いている。この
ため、個体数の減少が確
認できる程度まで今後も捕
獲活動を実施されたいと考
える。
農業委員会　会長　楠本
徹男

（白浜町鳥獣害
防止対策協議
会）

基準年度（平成25年度）実績は、イノシシ295頭、シカ215頭、サル45頭、ｱﾗｲｸﾞﾏ55頭であった。着実に捕獲実績をあげることが
できている。

供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価管理主体
事業実施主体名 対象

地域

（田辺市鳥獣害
対策協議会）

猟友会の協力を得ながら、
有害捕獲、管理捕獲、狩
猟、またアライグマについ
ては市とJA職員協力のもと
捕獲を実施した。農家の狩
猟免許取得により、わな猟
従事者は増加傾向にある。
一方、銃猟者については高
齢化が進み新規に免許を
取得するものも少なく従事
者が減少傾向にある。有害
鳥獣の繁殖が捕獲圧を上
回ったことや、猛暑により
出猟数が減少したことも一
因であると考えられる。被
害金額の目標値が基準年
（平成25年）の約25％減と
高い設定であったが、関係
機関及び猟友会、地域住
民等の協力により、有害捕
獲、県単・市単事業による
防護柵設置のを進めた結
果、目標達成には至らな
かったが平成30年度には
39,943千円と約3,000千円
減少することができた。し
かし、まだ十分な被害防止
ができておらず、　今後も
継続して行政、猟友会、地
域住民が一体となり、鳥獣
被害防止に総合的に取り
組んでいく。

　被害金額は目標値に至っ
てはいないが減少傾向に
あり、捕獲数も目標値に近
づいてきていることから被
害防止計画の実施につい
ては一定の効果を上げて
いるものと考える。
田辺市農業委員会　　会長
瀧本　和明

第三者の意見
実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量

ICT捕獲わなを用いたサ
ル、シカ、イノシシの捕獲に
ついては捕獲を実施してい
るものの捕獲数は停滞して
いる。わな付近に寄り付い
て来ているが捕獲わなに入
るまでは至っていない状況
が続いており、根気強い餌
付けが必要となっている。
また、講演会の開催により
地域住民、農業者への意
識啓発を行ったことで、地
域ぐるみでの有害鳥獣対
策に取り組む意欲を向上す
ることができた。被害金額
の目標値が基準年（平成
25年）の約25％減と高い設
定であったが、関係機関及
び猟友会、地域住民等の
協力により、有害捕獲、県
単・市単事業による防護柵
設置のを進めた結果、平成
30年度には39,943千円と約
3,000千円減少することが
できた。今後も継続して捕
獲や講演会による意識啓
発等に取り組んでいく。

ICT捕獲わな導入等の鳥獣
被害防止対策を実施した
地域では被害減少の声が
ある。今後も継続して講演
会や有害捕獲を実施し、地
域全体で有害鳥獣対策に
取り組んでいくことが重要
になると考える。
田辺市農業委員会　　　会
長　　　瀧本　和明

田辺市鳥獣害
対策協議会

ICT捕獲わな
購入

講演会の開
催

ICT捕獲わな
購入設置

遠隔操
作装置
2基
(伏菟野
地区、栗
栖川地
区)
囲い檻
1基
(栗栖川
地区)

捕獲檻の購入及び設置により、サル、シカ、イノシシの個体数調整が図られた。農作物鳥獣被害防止対策研修会を開催した
ことで、地域の有害鳥獣の生息状況をあらためて認識し、その対策、捕獲について周知することができ、基準年には43,000千
円にも上っていた被害額が平成30年度には39,943千円に減少している。



（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

上富田町 上富田町 28 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 163頭 上富田町 （有害捕獲） 1,000 1,356 85
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 149頭 上富田町の鳥獣被害金額は、平成28年度1,467千円と横ばいではあるものの、基準年と比べると大幅に減少している。
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 15頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 27頭

29 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 219頭 上富田町 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 268頭 上富田町の鳥獣被害金額は、平成29年度1,282千円と横ばいではあるものの、基準年と比べると大幅に減少している。
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 12頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 75頭

30 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 199頭 上富田町 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 202頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 10頭
ｱﾗｲｸﾞﾏ 36頭

新宮市 新宮市 27 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 150頭 新宮市 （有害捕獲） 3,000 4,061 62
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 592頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 223頭

28 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 131頭 新宮市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 618頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 163頭

29 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 232頭 新宮市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 360頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 255頭

30 ｲﾉｼｼ 有害捕獲 143頭 新宮市 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 186頭
ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 80頭

北山村 北山村 27 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 有害捕獲 15頭 北山村 （有害捕獲） 306 489 -135
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 107頭 サル、シカ、イノシシ合計144頭を捕獲。被害の拡大抑制に寄与した。
ｲﾉｼｼ 22頭

28 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 有害捕獲 7頭 北山村 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 86頭 サル、シカ、イノシシ合計132頭を捕獲。捕獲での効果は認められるが、全体としては被害が拡大した。
ｲﾉｼｼ 39頭

29 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 有害捕獲 7頭 北山村 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 75頭 サル、シカ、イノシシ合計126頭を捕獲。シカ、イノシシの被害は減少した。サルは捕獲圧を高める必要ある。
ｲﾉｼｼ 44頭

30 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 有害捕獲 9頭 北山村 （有害捕獲）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ 93頭
ｲﾉｼｼ 26頭

計画目標をおおむね達成して
おり、引き続き鳥獣害対策の
取り組みを進められたい。

計画目標に達していないこと
から、引き続き鳥獣害防止総
合対策事業等を活用しながら
各種対策を実施されたい。

第三者の意見 都道府県の評価被害金額 被害面積

北山村は97％が森林の中
山間地域であるため、鳥獣
による被害が村内全域で
多発しています。このような
被害を防止するためにも鳥
獣被害防止対策事業は非
常に大きな効果があると考
えています。　しかし、シカ
の被害は減少してきたもの
の、村の特産物であるじゃ
ばらへのサル、イノシシ被
害が増加しているため、事
業の継続と対策の強化を
希望します。　有害鳥獣に
よる農作物被害は中山間
地域振興の重要な問題で
あるため、今後も同事業を
継続することでよりいっそう
の被害軽減を推進してほし
いと考えています。
北山村じゃばら生産協同組
合長　東　幸則

被害の軽減を図るために
は、狩猟による捕獲が効果
的ではあるが、やはり目に
見えるところでの捕獲、里
山での捕獲が一番重要で
あると考える。銃猟が難し
い場所では箱わな等での
対処となる。それを繰り返
すことで、獣も寄り付かなく
なる。また、農家さん自身
の意識改善も必要で、農地
周辺の草刈りやえさばの除
去等を行うとともに電気柵
等の防除にも積極的に取り
組んでもらう必要がある。こ
うした総合的な防除対策に
より鳥獣害を効率よく減少
させていく必要がある。
木ノ川農業実行組合　道阪
耕一

計画目標に達していないこと
から、引き続き鳥獣害防止総
合対策事業等を活用しながら
各種対策を実施されたい。

事業実施主体の評価
事業実施主体名 対象

地域
実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体

上富田町の鳥獣被害金額は、平成28年度1,467千円、平成29年度1,282千円、平成30年度1,356千円と横ばいではあるもの
の、基準年と比べると大幅に減少している。

サルの被害状況については捕獲頭数も伸び、40%減と大きな効果が得られた。しかしながら、イノシシの被害については12%増
となっている。シカの被害についてはほぼ横ばい状態であった。全体的には被害額削減に繋がっており、また、狩猟者との連
携から早期対応を心掛け、農家等の耕作意欲低下を未然に防止している。

事業効果

サル、シカ、イノシシ合計128頭を捕獲。シカについては捕獲効果が認められ被害も減少したが、サル、イノシシの被害は拡大
しており、さらに捕獲圧を高める必要がある。

（新宮市鳥獣害
防止対策協議
会）

（北山村鳥獣害
防止対策協議
会）

シカについては、達成率
490%と被害は大幅に減少し
た。これは有害捕獲の積極
的な実施によるものと考え
ている。しかしながら、サ
ル、イノシシによる被害拡
大は止まらず、達成率はい
ずれもマイナスとなった。こ
れは村の主要な商品作物
であるじゃばらへの被害が
増えたことによるもので、全
体としての被害金額も増加
させた。今後は、サル、イノ
シシを重点的に対策してい
く必要がある。改善計画と
して、サルに対して設置効
果が認められている防除
網施設の設置推進（村単
独事業）と、集落の環境整
備、追い払い活動など住民
の意識向上を図る取り組み
を進めた。推進により防除
網施設は増加してきたが、
まだ防除網を未設置の農
地も多く、更なる推進と、サ
ル、イノシシの捕獲圧を高
めていく必要があると考え
ている。追い払い活動に関
しては、追い払い花火の研
修会を実施した。新規受講
者は少数であったが、全員
が意欲的に研修に参加し
ており、今後の追い払い活
動の取り組みに期待ができ
る研修会となった。なお、被
害防止計画は現状の被害
を加味したうえで見直し、平
成30～32年度計画に移行
している。今後は被害状況
を把握しながら的確な対策
を実施していく。

イノシシ・サル・シカの捕獲を行い、全体的には被害額の軽減につながっているものの、シカの被害については、33%増加して
いる。捕獲頭数からも個体の増加が原因とみられる。昨年に引き続き、狩猟者との連携を密にすることで早期対応ができたた
め農家の耕作意欲の向上につながっている。

イノシシ・サル・シカの捕獲を行い、全体の被害額については20%減と効果が出ている。しかしながら、その中でイノシシによる
被害のみ10%増加している。これは捕獲頭数や目撃情報からもイノシシの個体数の増加に伴うものと考えられる。しかしながら
農家等からの目撃情報や被害報告への早急な対応を引き続き行うことで農家の耕作意欲の向上に繋がっている。

イノシシ・サル・シカの捕獲を行った。捕獲頭数が全体的に大きく減少しているにも関わらず、被害状況はほぼ横ばい状況であ
る。これは里山での捕獲を重点的に行った結果であり、合理的でかつ効果的な捕獲が行えていると考えている。

被害の軽減目標（被害額）
について、イノシシ、サルは
達成率８４．０%と８７．３％と
なりまずまずの効果が表れ
たが、シカについては目標
値を達成できておらず、基
準年を上回る状況にある。
これらについては、個体数
の増加もあるが、自己防衛
対策が十分でないことが理
由として考えられる。この点
を改善していくために、猟
友会と目撃情報や通報等
の情報共有を充実し、それ
と合わせて、市の補助事業
等を活用し、電気柵の設置
や個人での花火による追
い払い等の自己防衛を農
家側にもお願いし、被害軽
減に努めたい。

（上富田町鳥獣
害防止対策協
議会）

被害金額の目標値が基準
年（平成２６年度）の約１/３
と非常に高い設定であった
が、有害捕獲および県の防
護柵事業等を積極的に進
めた結果、町の鳥獣被害
金額は平成２８年度、1,467
千円、平成２９年度1,282千
円、平成３０年度1,356千円
と、基準年と比べ大幅に減
少することができた。協議
会構成員等関係機関およ
び猟友会等の協力により、
平成２８年度～平成３０年
度の被害防止計画目標を
達成することができた。し
かし、町全体からみれば被
害の防止はまだ十分では
ないと考えている。引き続
き有害捕獲の推進と防護
柵の設置を進め、被害の
減少に努めたい

捕獲頭数が増加しているの
で、今後も有害捕獲活動を
継続し、個体数の減少に努
めてもらいたい。また、猟友
会員の高齢化が深刻化し
ているため、新規狩猟者の
勧誘や若手狩猟者の育成
が必要だと考える。
上富田町農業委員会会長
岡本　智郁

供用
開始

利用率・
稼働率

被害防止計画の目標と実績



（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

和歌山県 和歌山県 30 ｲﾉｼｼ 一式 和歌山県 （鳥獣被害防止都道府県活動支援事業）
ｼｶ ・生息域、個体数調査および分析を実施した。今後の効率的捕獲の基礎データとして活用する。
ｻﾙ
ｱﾗｲｸﾞﾏ
等

7回 ・わな捕獲技術研修では、102名が捕獲の基礎知識及び技術の習得を行った。

6回 ・和歌山県農作物鳥獣害対策アドバイザー研修では、15名の専門的な知識を有する人材を育成した。

1回 ・和歌山県鳥獣害対策研修会では、鳥類の被害対策をテーマに研修会を実施し、49名が技術を習得した。

・狩猟の魅力研修会には延べ延べ71名の出席があり、狩猟の魅力を伝えるとともに、新規狩猟者の育成・確保を行った。

研修会 1回
体験研修 8回

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。
 　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。　　　

５　都道府県による総合的評価

・わな捕獲技
術研修
・和歌山県
農作物鳥獣
害対策アド
バイザー研
・和歌山県
鳥獣害対策
研修会
・狩猟の魅
力研修会

平成22年度以降、被害額
は毎年3億円を超えて推移
しており、被害額は高止ま
り状態である（平成30年度
被害金額約3億2百万円）。
近年は狩猟者が減少傾向
にあり、高齢化も進んでい
る。このような状況から、狩
猟者の育成・確保と専門的
な知識を有する人材育成
に取り組んだ。ニホンザル
の生息域、個体数調査によ
り、効率的捕獲に必要な貴
重なデータを得ることがで
きた。今後も、市町村との
連携を強化しながら、総合
的な被害対策を実施してい
きたいと考えている。

第三者の意見 都道府県の評価被害金額 被害面積

ニホンザル
効率的捕獲
のための行
動域調査

人材育成活
動

管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価
事業実施主体名 対象

地域
実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量

　７市町村のうち、３市町では被害防止計画の目標をほぼ達成（７０％以上）している。しかし、残りの４市町村は未達成であり、更に被害が基準年より増加した市町もあった。
　野生鳥獣による農林水産被害の低減を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、有害捕獲や防護柵の設置、実施隊による追い払いなど総合的な取り組みを推進していく。

　 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。


