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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、ｼｶ、ｻﾙ、ｱﾗｲｸﾞﾏ、ｶﾗｽ、ﾋﾖﾄﾞﾘ、ｶﾜｳ､ｳﾐｳ  

 計画期間   平成２７年度～平成２９年度  

 対象地域   田辺市全域  

 

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２５年度）                                       

   鳥獣の種類                   被害の現状  

        品 目         被害数値  

  イノシシ   果樹、野菜、水稲    5,373 千円、9.3ha  

 シカ   果樹、野菜、水稲、   10,098千円、13.6ha  

 サル   果樹、野菜、水稲   15,737千円、6.0ha  

 アライグマ   作物全般      673千円、0.3ha  

 カワウ・ウミウ 

 カラス、ヒヨドリ 

  アユ 

 果樹、野菜、水稲 

   5,000 千円、10万匹 

  5,894 千円、1.7ha 

 

 

（２）被害の傾向                                                         

 

近年、田辺市における鳥獣被害は、イノシシ、シカ、サルを中心として、農作物に被害を与

え、平成25年度の野生鳥獣による被害額は、38,064千円となるなど深刻な問題となっている。 

中でも、シカについては、生息数が顕著に増加していると思われ、人里周辺に生息し農作物

に被害を与えている。 

イノシシについては、旧龍神村・旧中辺路町・旧大塔村・旧本宮町で 10 数年前から被害が

確認されていたが、近年においては旧田辺市の農村部や国道沿いにまで出没し被害を与えてい

る現状である。  

サルについては、旧龍神村・旧中辺路町・旧大塔村・旧本宮町に加え、旧田辺市の上芳養、

秋津川地区の山間部を中心に定期的に出没し被害を与えている。 

カラス・ヒヨドリについては主に旧田辺市の農村部に飛来し、特に柑橘類へ多くの被害を与

えている。 

また、水産被害については、日高川・富田川・日置川においてカワウ・ウミウによるアユの

被害が顕著であり、その被害額は5,000千円程度となっている。 

 

 

（３）被害の軽減目標                                                   

    指標 現状値（平成25年度） 目標値（平成29年度）  

農作物被害額      38,000千円       30,000 千円  

アユの被害額      5,000 千円       3,000 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 

 

田辺市内の猟友会へ有害捕獲を依頼

し、狩猟＋有害での捕獲を推進しており、

有害捕獲については、国、県補助と併せ、

捕獲経費への助成を実施している。 

また、ジビエ用食肉処理施設整備への

助成やジビエ推進ＰＲを行い、捕獲鳥獣

の地域資源活用の後押しを実施してい

る。 

アライグマについては捕獲用の檻を購

入し、ＪＡ職員の協力のもと捕獲を実施

している。 

 

猟友会の方々への負担増や特に銃会員の

高齢化などにより、捕獲の担い手が減少。ま

た、野生鳥獣の生息数がかなり増加している

ため、捕獲圧以上の増加率となり捕獲のみに

よる対策では、抜本的な被害抑制へ繋げられ

ない。 

捕獲鳥獣の処分方法が確立されておらず、

今後、焼却施設等の検討が必要である。 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

 

 

 

市単独での補助事業を実施し、平成24

年度、25 年度の補助金総額は 19,073 千

円となっている。 

また、県の補助金等を活用しての取組

みを行っており、平成 24 年度、平成 25

年度の事業内容については、補助金総額

は県・市合わせて約1,443千円であった。 

また、山羊等の放牧を行い、耕作放棄

地を復旧することにより野生鳥獣の出没

しにくい環境にするなどの取組も行って

いる。 

放任果樹の除去などについては、その

都度現場での啓発を行っている。 

 

防護柵の高さ等から、猿に対する防護が困

難である。また、老朽化した柵の更新も必要

である。有効な囲い罠なども模索中である

が、現在一番対応に苦慮している野生鳥獣で

ある。 

カラス・ヒヨドリについては、網等で覆う

必要があるが、果樹園すべてを覆う必要があ

るため規模の大きい園地については、経費も

労力も大きく難しい。 

 

 

 

 

（５）今後の取組方針 

 

被害軽減のためには、防護柵等による農作物の防護、農地に繰り返し出没する個体の捕獲、刈

り払いや餌場の除去等の集落環境を整備する取組と飛来するカワウに対し、追い払いを兼ねた

銃器による捕獲を実施する必要がある。 

防護柵については、国庫事業や県単事業などを活用し、個集落を効率的にカバーできる設置

方法を推進し、旧龍神村・旧中辺路町・旧大塔村・旧本宮町や旧田辺市の山間部等の小規模園

地など、国・県事業の要件に該当しないところは、引き続き市単独事業により被害対策を推進

していく。 

捕獲については、猟友会による捕獲はもちろんのこと、農家自身による捕獲も必要であること

から、狩猟免許の取得を促し、生産農家でも取り組みやすい「くくりわな」等を活用した捕獲

を推進する。サルについてはＩＣＴ等を利用した新たな捕獲方法の検証も行っていく。カワ

ウ・ウミウについては目撃情報が入れば迅速に捕獲できるような体制を整えておくとともに、

繁殖地においては繁殖抑制を推進する。 

また、集落全体の餌場価値を下げていくため、一人一人の意識改革が重要であることから、講



演会などを開催し、市民への啓発活動を実施する。 

 

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 

 

 

現在、田辺市の猟友会に捕獲を依頼しており、今後においても、既存の体制（猟友会への依頼）

により捕獲を継続していくとともに、鳥獣被害対策実施隊の編成も検討する。 

 

田辺市の猟友会の捕獲従事者数（平成25年度） 

 ・猟友会田辺分会（165名） 

 ・猟友会龍神分会（72名） 

 ・猟友会中辺路分会（38名） 

 ・猟友会大塔分会（45名） 

 ・猟友会本宮分会（37名） 計３５７名 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

27 年度～ 

29 年度 

ｲﾉｼｼ 

ｼｶ 

ｻﾙ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ｶﾗｽ 

国庫事業や県単事業を活用し、有効と思われる捕獲檻・くくりわ

なや囲いわなを市や団体で購入し、地域の農家や猟友会員に貸し出

しを行うことも視野に入れる。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

 

和歌山県鳥獣保護事業計画や特定鳥獣保護管理計画を踏まえ、適正な捕獲を実施していく。 

【イノシシ】 

近年、捕獲数は頭打ちで横ばいの状況となっているが、出没数は増加の一途を辿っており、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。 

 

【シカ】 

近年、里への出没が頻繁となり、捕獲圧を上回る個体増加となっていると思われる。被害園

地周辺を中心に捕獲を行い、着実な個体数減少を目指す。 

 

【サル】 

 山間地域を中心として定期的に出没している。ＩＣＴ等を利用した新しい捕獲技術の活用も

検討しながら、着実な個体数減少を目指す。 

 

【アライグマ】 

アライグマの出没は市街地でも見られるようになってきている。田辺市では、外来生物法に

基づく、特定計画を策定しており、これに基づき、住民と協力しながら、捕獲檻を利用した着実

な捕獲を継続したい。 



 

 

対象鳥獣 

捕獲計画数 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

イノシシ 捕獲数 900 頭  捕獲数 900 頭  捕獲数 900 頭  

シカ 捕獲数 1,200 頭  捕獲数 1,200 頭  捕獲数 1,200 頭  

サル 捕獲数 350 頭  捕獲数 350 頭  捕獲数 350 頭  

アライグマ 捕獲数 200 頭  捕獲数 200 頭  捕獲数 200 頭  

カラス・ヒヨドリ 捕獲数各 1,000 羽  捕獲数各 1,000 羽  捕獲数各 1,000 羽  

カワウ・ウミウ 捕獲数各 200 羽  捕獲数各 200 羽  捕獲数各 200 羽  

 

捕獲等の取組内容 

 

野生鳥獣の捕獲については、猟友会の協力の下、狩猟及び有害捕獲による個体数調整に取り

組む。さらに、イノシシ・シカについては、生産農家等地元の取組として、集落が主体となり、

くくりわなや箱罠を活用しながら、農地に出没する個体を農地周辺で捕獲していく。サルにつ

いてはＩＣＴ等を利用した新たな捕獲技術等も検討しながら、被害を及ぼす個体群について捕

獲していく。 

いずれにしても野生鳥獣による農作物被害は、農作物の収穫期に限らず、農地の崩壊や網の

食い破りなど農作業の妨げなどを含めると年中被害がある状況である。被害発生から捕獲依頼

までを円滑に行い、被害があれば迅速に捕獲ができるよう行政・猟友会・地域住民が一体とな

る必要がある。 

 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

なし なし（既に権限委譲済） 

 

 

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 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

イノシシ 

シカ 

サル 

 

地元より要望があれば国庫事業や県単事業を活用した電気柵、ワ

イヤーメッシュなどの侵入防止柵や防鳥ネットなどを設置する。 

 

 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２７年度～ 

２９年度 

全て 田辺市の農林水産業者を対象に、必要に応じ講演会やパンフレ

ット配布等を行い、鳥獣による被害対策について啓発を行う。 



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 

田辺市 情報収集、連絡調整 

西牟婁振興局 情報収集、連絡調整 

猟友会 活動協力、捕獲活動 

鳥獣保護員 活動協力 

田辺警察署 緊急時における活動協力、連絡調整 

 

(２)緊急時の連絡体制 

 

 

 

６．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 田辺市鳥獣害対策協議会 

 

構成機関の名称 役割 

西牟婁振興局 施策の検討、対策の実施指導、防止対策の情報収集 

田辺市 施策の立案、対策の実施指導、対策の啓発推進   

被害実態調査 

ＪＡ紀南 

ＪＡ紀州 

ＪＡみくまの 

対策の実施指導、対策の啓発推進、捕獲の実施（わ

な猟） 

地元生産者代表 被害情報の提供、捕獲の実施（わな猟） 

鳥獣保護員 鳥獣生態情報の提供 

猟友会田辺分会 

猟友会龍神分会 

猟友会中辺路分会 

猟友会大塔分会 

猟友会本宮分会 

捕獲の実施（銃猟・わな猟） 

専門員 専門家による助言・全体指導 

田辺市 

 

田辺警察署 

 

西牟婁振興局 

猟友会猟友会 

鳥獣保護員 

情報の共有 情報の共有 

活動協力 

捕獲依頼 



 

（２）関係機関に関する事項                                             

     関係機関の名称                   役割  

和歌山南部農業共済組合 農業共済制度による被害情報の提供  

龍神森林組合 

西牟婁森林組合 

中辺路森林組合 

本宮森林組合 

林業被害情報の提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 

 猟友会との協力体制を維持しながら、実施隊についても有効的な導入を検討していく。 

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

田辺市鳥獣害対策協議会が中心となり、対策を推進していくが、各種団体や中山間集落協定組

合、自治会等においても積極的な参加を促し、集団での取組を進めていく。 

 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 

食肉処理加工施設を活用し、地域資源としての獣肉の有効活用を推進していくとともに、焼却

施設等の整備についても検討していく。 

 

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 

着実な被害軽減のためには、防護・捕獲・地域の環境整備の３本柱を基本とした対策が重要で

あり、鳥獣害を一人一人の問題として捉え、集落をあげて取り組めるよう推進していくことが

重要であると認識している。 

 

 

 

 

 

 

 


