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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、アライグマ、ヒヨドリ、カラス、

ムクドリ、カワウ、シカ、タヌキ 

 

計画期間  令和２年度～令和４年度 

対象地域  紀の川市全域 

（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３０年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値※１ 

農作物被害 

イノシシ 

アライグマ 

ヒヨドリ 

カラス 

ムクドリ 

シカ 

タヌキ 

その他 

 

果樹、水稲、野菜 

果樹 

果樹 

果樹 

果樹 

果樹、野菜 

果樹 

果樹 

 

32,957 千円 

2,330 千円 

1,250 千円   

1,180 千円 

450 千円 

850 千円 

1,450 千円 

110 千円 

 

75.02ha 

4.63ha 

10ha 

10.6ha 

5.5ha 

0.32ha 

4.2ha 

1.0ha 

小計   40,577 千円  111.27ha 

水産被害 

カワウ 

 

 アユ 11,319 千円  

小計  11,319 千円  

計  51,896 千円 111.27ha 

（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 

紀の川市における鳥獣被害の大部分はイノシシが占め、防護柵等の設置を要

する園地が急増している。被害発生地域は、山間部の森林域隣接農地に加え、

近年は丘陵部や平野部の民家近くまでの出没が確認され、農作物被害だけでな

く、人的被害も懸念されている。アライグマ、タヌキについても同様に、山間

部のみならず平野部・民家侵入の被害も増加している。シカについては、目撃

及び被害報告が多く寄せられており、新芽等の被害が増加している。 

また、鳥類（ヒヨドリ、カラス、ムクドリ）被害についても、果樹を中心に

多く発生している。一方、水産被害については、紀の川及び貴志川におけるカ

ワウによるアユの被害が継続して発生している。 

 
（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
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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 現状値（平成３０年度） 目標値（令和４年度） 

農作物被害 

イノシシ 

アライグマ 

ヒヨドリ 

カラス 

ムクドリ 

シカ 

タヌキ 

その他 

 

32,957 千円 

2,330 千円 

1,250 千円   

1,180 千円 

450 千円 

850 千円 

1,450 千円 

110 千円 

 

 

75.02ha 

4.63ha 

10ha 

10.6ha 

5.5ha 

0.32ha 

4.2ha 

1.0ha 

 

28,013 千円 

1,980 千円 

1,062 千円   

1,003 千円 

382 千円 

722 千円 

1,232 千円 

93 千円 

 

63.76ha 

3.93ha 

8.5ha 

9.01ha 

4.67ha 

0.27ha 

3.57ha 

0.85ha 

小計  40,577 千円  111.27ha  34,487 千円  94.56ha 

水産被害 

カワウ 

 

 11,319 千円   9,621 千円  

小計 11,319 千円  9,621 千円  

計 51,896 千円 111.27ha 44,108 千円 94.56ha 

（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 

 講じた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す 

る取組 

・猟友会への有害捕獲の委託によ

り、狩猟＋有害での捕獲を推進して

きた。また、有害捕獲については、

県補助と併せ、捕獲経費への助成を

実施している。 

 

・アライグマ檻については、一般市

民に無償貸与して捕獲を実施いて

いる。 

・猟友会の方々への負担増や高齢化

などにより、捕獲の担い手が減少。

また、野生獣の生息数がかなり増加

しているため、捕獲のみによる対策

では、被害を抑制できない。 

 

・捕獲頭数が増加した場合の最終 

処分の方法。 

 

・民家付近で出没した個体の対応。 

防 護 柵 

の 設 置 

等 に 関 

す る 取 

組  

県補助事業（農作物鳥獣害防止総

合対策事業）の活用及び市補助事業

（紀の川市有害獣被害防止対策事

業）を活用し防護柵(電気柵、ワイヤ

メッシュ柵)の設置を支援。 

平成３０年度実績は、次のとおり。 

・老朽化した柵の更新 

 

・鳥獣害防止に関する啓発 

（耕作放棄地での放任果樹伐採、廃

棄農作物の処理、適正な柵等の設置

方法） 
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県事業 受益面積 ５．７３ha 

市事業 受益面積１７．４７ha 

 

 

 

（注）１ 計画対象地域における、直近３箇年程度に講じた被害防止対策と今後の課題に

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 

紀の川市における被害軽減のためには、防護と捕獲の両方を同時に実施し、園

地は柵等で守り、捕獲強化により全体個数を減少させる必要がある。 

防護柵については、既に設置されている柵の補修・点検などを研修会等で啓発

することで被害防止の強化を図る。また、国庫事業や県単独事業などを活用し、

広域に防護することにより、集落がまとまり、鳥獣被害防止の意識を高める。 

また、捕獲については、緊急時および被害が集中している地域へは実施隊の出

動要請、また猟友会による日々の有害捕獲により被害軽減を図る。また、農家自

身にも狩猟免許取得を推進する。 

さらに、集落全体の餌場価値を下げていくため一人ひとりの意識改革が重要で

あることから、集落としての放置果樹や収穫残渣の除去などの取り組みを引き続

き推進する。 

令和４年度において被害金額・面積で概ね１．５割減（平成３０年度比）を目

指す。 
（注）被害の現状、従来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 

紀の川市鳥獣被害対策実施隊による出動要請。 

・実施隊員数 ５1 人（猟友会 47 名 市職員 4 名） 

猟友会と連携し有害捕獲活動を行う。 

・和歌山県猟友会紀の川・岩出支部（225 人） 

 「内訳」紀の川市 172 人・岩出市 53 人 

（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。 
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（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２年度 

 

イノシシ 

アライグマ 

シカ 

タヌキ 

・ 紀の川市鳥獣被害対策実施隊及び猟友会による捕

獲により、被害防止に努める。 

・ 国の補助金を活用し、購入した捕獲檻による捕獲。 

・ 猟友会への補助金の交付を継続して、狩猟免許の取

得支援や、会員（捕獲の担い手）の養成と確保に努

める。 

ヒヨドリ 

カラス 

ムクドリ 

カワウ 

・ 紀の川市鳥獣被害対策実施隊及び猟友会による銃

での捕獲を実施。 

３年度 

 

イノシシ 

アライグマ 

シカ 

タヌキ 

・ 紀の川市鳥獣被害対策実施隊及び猟友会による捕

獲により、被害防止に努める。 

・ 国の補助金を活用し、購入した捕獲檻による捕獲。 

・ 猟友会への補助金の交付を継続して、狩猟免許の取

得支援や、会員（捕獲の担い手）の養成と確保に努

める。 

ヒヨドリ 

カラス 

ムクドリ 

カワウ 

・ 紀の川市鳥獣被害対策実施隊及び猟友会による銃

での捕獲を実施。 

４年度 

イノシシ 

アライグマ 

シカ 

タヌキ 

・ 紀の川市鳥獣被害対策実施隊及び猟友会による捕

獲により、被害防止に努める。 

・ 国の補助金を活用し、購入した捕獲檻による捕獲。 

・ 猟友会への補助金の交付を継続して、狩猟免許の取

得支援や、会員（捕獲の担い手）の養成と確保に努

める。 

ヒヨドリ 

カラス 

ムクドリ 

カワウ 

・ 紀の川市鳥獣被害対策実施隊及び猟友会による銃

での捕獲を実施。 

（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。 
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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 

和歌山県第１２次鳥獣保護管理事業計画や第二種特定鳥獣管理計画を踏まえ、

適正な捕獲を実施していく。 

・イノシシ 

有害捕獲頭数は、平成２９年度７０３頭、３０年度７３５頭、令和元年度、 

８５２頭と年々増加しているが、捕獲頭数の増加にもかかわらず被害軽減に 

つながっていない。生息頭数は増加傾向にあると見られる。被害を減少させ 

るためには捕獲圧を高め、生息頭数を減少させる必要があることから、年 

間 1,000 頭の捕獲計画とした。 

・アライグマ 

近年は捕獲頭数の増加にもかかわらず農作物被害は増加傾向にある。農作物 

被害を減少させるため、捕獲圧を高めて着実な被害減少を目指す必要があるこ

とから、従来以上の年４５０頭の捕獲計画とした。 

・ニホンジカ 

近年は捕獲頭数の増加にもかかわらず農作物被害は増加傾向にある。農作物 

被害を減少させるため、農地周辺に出没する個体を中心に捕獲を行い、着実 

な被害減少を目指す。また、ニホンジカについては適正な個体数調整のため、 

管理捕獲も検討する。 

 
（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 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 イノシシ １,０００頭    １,０００頭   １,０００頭    

 アライグマ    ４５０頭 ４５０頭 ４５０頭 

 ヒヨドリ １００羽    １００羽    １００羽    

 カラス   １００羽 １００羽 １００羽 

 ムクドリ １００羽    １００羽    １００羽    

 カワウ ２００羽  ２００羽   ２００羽    

シカ １００頭 １００頭 １００頭    

（注）対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

捕獲等の取組内容 

・有害鳥獣捕獲については、猟友会を中心に一般市民の協力も得ながら、「わ 

な」「檻」「銃」等の手段を用いて実施。 

・実施時期については、猟友会は４月１日から１０月２４日の有害捕獲期間 

又、紀の川市鳥獣被害対策実施隊については、１年間を通じて随時対応がで

きるよう取り組む。 

・捕獲場所については、捕獲実績に基づき捕獲頻度の高いエリアや市民からの 

出没情報の提供があった場所を主とする。 

 

（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。 

 

 

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 

ライフル銃は、イノシシ、ニホンジカといった大型獣の捕獲に有効である。

農地近辺に出没する個体を効率的に捕獲することができる。４月～１０月に

実施する捕獲活動において、ライフル銃を所持する実施隊員によりライフル

銃を用いた有害捕獲を実施する。 
（注） 鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必

要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲

予定場所等について記入する。 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

なし なし（既に権限移譲済） 

（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 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

イノシシ・シカ 

アライグマ等 

電気柵、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等 

受益面積５0ha 
（中山間部及び平野部） 

 

電気柵、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等 

受益面積５0ha 
（中山間部及び平野部） 

 

電気柵、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等 

受益面積５0ha 
（中山間部及び平野部） 

 

（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。 
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（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 

2 年度 
全て 

・ 被害に係る鳥獣の生息状況及び生息環境の把握に取

り組む。 

・ 集落内での研修、啓発活動や狩り払い等への参画、放

任果樹や収穫残渣の除去などの集落活動としての取

り組みを推進する。 

・ 専門的知識を有する人材育成に努める。（和歌山県農

作物鳥獣害対策アドバイザー認定制度を活用） 

３年度 全て 

・ 被害に係る鳥獣の生息状況及び生息環境の把握に取

り組む。 

・ 集落内での研修、啓発活動や狩り払い等への参画、放

任果樹や収穫残渣の除去などの集落活動としての取

り組みを推進する。 

・ 専門的知識を有する人材育成に努める。（和歌山県農

作物鳥獣害対策アドバイザー認定制度を活用） 

４年度 全て 

・ 被害に係る鳥獣の生息状況及び生息環境の把握に取

り組む。 

・ 集落内での研修、啓発活動や狩り払い等への参画、放

任果樹や収穫残渣の除去などの集落活動としての取

り組みを推進する。 

・ 専門的知識を有する人材育成に努める。（和歌山県農

作物鳥獣害対策アドバイザー認定制度を活用） 

（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．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 

紀の川市 情報収集、連絡調整 

那賀振興局 情報収集、連絡調整 

岩出警察署 情報収集、緊急時における活動協力 

紀の川市鳥獣被害対策実施隊 捕獲活動 

鳥獣保護管理員 活動協力 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟友会等の

名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき役割を記

入する。 

   ３ 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して、規程等を作成している場合は添付する。 
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（２）緊急時の連絡体制 

      紀の川市              那賀振興局 

  （農林振興課、関係者連絡網により       岩出警察署 

   関係各課、関係機関へ連絡）                鳥獣保護管理員 

    ↓ 
   紀の川市鳥獣被害対策実施隊 

   （捕獲活動の実施） 

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により

記入する。 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲鳥獣については、捕獲者が解体し、肉等を有効に利用することを基本と

するが、やむを得ない場合は、捕獲場所付近に埋設処理するなど、環境に影

響を与えないよう適切に処理する。 
（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処

理方法について記入する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

特に記載なし。 

 

８．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  紀の川市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

 紀の川市 
 被害防止計画の作成と見直し、鳥獣捕獲の担い手

の育成、被害実態調査、防止対策の情報収集 

 地元農業者代表 
 対策の実施指導、捕獲の実施（わな猟）、被害情

報の提供 

 紀の里農業協同組合 
 対策の実施指導、捕獲の実施（わな猟）、被害情

報の提供、対策の啓発推進 

 紀ノ川農業協同組合 
 対策の実施指導、捕獲の実施（わな猟）、被害情

報の提供、 捕獲鳥獣の有効利用情報の提供 

 和歌山県農業共済組合北部支所  農業共済制度による被害情報の提供 

 猟友会紀の川市総合分会 
 捕獲の実施（銃猟） 

 捕獲鳥獣の有効利用情報の提供 

 紀ノ川漁業協同組合  捕獲鳥獣の被害実態調査、防止対策の情報収集 

 農作物鳥獣害対策アドバイザー  鳥獣の生態情報の提供 

鳥獣保護管理員  鳥獣保護に関する情報等の提供 

（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。 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

 和歌山県 

市町村被害防止計画の実施に関し、情報の提

供、技術的な助言、その他必要な援助 

 広域における、生態情報及び被害情報の提供 

（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 

 紀の川市鳥獣被害対策実施隊 

  ・実施隊員は、猟友会員・市職員で構成。 

 紀の川市鳥獣被害対策実施隊の活動内容 

  ・追い払い、刈払いや餌場の除去 

  ・個体の捕獲 

（注）１ 被害状況を勘案し、鳥獣被害対策実施隊を設置する必要があると認める場合は、

その設置に関して設置に向けた基本的な方針や検討の状況、設置予定時期等につ

いて記入する。 

   ２ 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 

紀の川市鳥獣被害防止対策協議会（以下「協議会」という。）が中心となり、

被害状況の調査や有効な被害防止対策の情報収集、また、被害防止対策を実

施・推進していくが、各種団体、自治会、中山間直接支払制度における協定締

結集落及び農地・水・環境保全向上対策事業における活動組織においても積極

的な参加を促し、防止施策への取り組みを進めていく。 

また、関係機関・近隣市町との連携を強化し、広域的な防護対策を検討し被

害防止に努める。 

（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。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

更なる被害防止施策の推進にあたり、紀の川市鳥獣被害防止対策協議会を中

心に総合的な鳥獣被害防止活動に取り組み、近隣市町村とも連携を図り、被害

防止に努める。また、鳥獣被害の防止については、近隣耕作者同士の連携・地

域ぐるみでの取り組みに対する理解と協力が必要不可欠である。 

（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。 

 


