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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  ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、アライグマ 

 計画期間   平成３１年度 ～ 平成３３年度 

 対象地域  奈良県宇陀郡御杖村全域 

 

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２９年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

ニホンジカ 水稲 １１万円／０．６ha 

イノシシ 水稲 １７万円／１．２ha 

ニホンザル 野菜 自家菜園に被害有り 

アライグマ 野菜、住宅への侵入 自家菜園に被害有り 

 

（２）被害の傾向 

【ニホンジカ】 

 既設侵入防止柵の台風等による柵の破損の影響から農地への侵入を許す

こともあり減少傾向にあった被害が増加に転じている。 

主な被害は植付直後の水稲苗及び定植直後の野菜の幼苗への食害の他踏み

荒らしによるものがある。 

 

【イノシシ】 

 農作物被害は減少傾向にあるが、水稲や野菜の食害や踏み荒らしは依然

として発生している。また農業被害以外にも、掘り起こしによる道路の法

面及び路肩の崩壊が確認されている。 

 

【ニホンザル】 

例年、4月～9月にかけて、三重県側から移動するニホンザルにより村内

全域において自家菜園作物を中心に被害が増加しており、今後、ハウス栽

培の販売作物等に被害が拡大する可能性がある。 

 

【アライグマ】 

 住宅に棲みつき、糞尿による悪臭被害及び自家菜園作物を中心に被害が

増加しており、今後、ハウス栽培の販売作物等に被害が拡大する可能性が

ある。 



（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（平成２９年度） 目標値（平成３３年度） 

被害金額 ２８万円 ２０万円 

被害面積 １．８ha １．０ha 

 

（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 

 

 

〇捕獲体制の整備 

 (一社)奈良県猟友会御杖支部

会員を「御杖村鳥獣被害対策実

施隊（対象鳥獣捕獲員」に任命

、国、県補助を活用し捕獲経費

の助成を行いながら、年間を通

じて有害鳥獣の捕獲を実施し

ている。 

また、新規捕獲従事者確保の

ため狩猟免許取得に関する情

報提供（広報）及び新規第一種

銃猟免許取得者に対する取得

経費助成を実施している。 

 

〇捕獲機材の導入 

鳥獣害防止総合対策交付金

等により導入した箱わなを地

域住民からの要望も考慮して

村内に配置し、実施隊員（対象

鳥獣捕獲員）に管理・捕獲を依

頼し、ニホンジカ、イノシシの

捕獲体制の強化に努めるとと

もに、アライグマの捕獲に小型

箱わなを地域住民に貸与して

いる。 

また、平成29年には県所有の

ICTを活用した大型捕獲檻を借

り受け、ニホンザル捕獲の実証

実験を実施した。 

 

〇捕獲獣肉の有効活用 

捕獲獣肉の有効利用を図る

〇捕獲体制の整備 

 これまでの免許取得助成等の

取組により免許取得者及び猟友

会への新規加入等の成果は表れ

ているが、捕獲従事者の高齢化に

伴い、数年後には捕獲従事者の減

少が予測されるため、今後も継続

的な人材確保の取組が必要であ

る。  

 

 

 

 

 

〇捕獲機材の導入 

今後、高齢化に伴う捕獲従事者

の減少が懸念される中、更なる効

率的な捕獲を推進するため、また

近年、被害が拡大し、通常の箱わ

な、銃での捕獲が困難なニホンザ

ル対策としてICT技術を活用した

捕獲機材の導入を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇捕獲獣肉の有効活用 

捕獲頭数に比べ、食肉利用の需



ため、ニホンジカ、イノシシに

ついては村内の農産物等直売

所での食肉や加工品を販売。 

また、消費拡大に向け、村内

外観光イベント等での商品PR

を実施している。 

要が少ない状況であるため今後

も継続的な消費拡大に向けたPR

等の取り組みが必要である。 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

 鳥獣害防止総合対策交付金

等の活用により、ニホンジカ、

イノシシ侵入防止柵の整備を

行うとともに、侵入防止柵周辺

の緩衝帯整備を実施している。 

 また、村単独で小規模農地を

対象とした侵入防止柵設置助

成制度を創設、金網柵等資材購

入費を対象に助成を実施して

いる。 

侵入防止柵の破損等による防

除効果の低下が懸念されるため、

補修を行っていくことが必要で

ある。 

 

 

 

 

 

（５）今後の取組方針 

〇捕獲については・・・ 

猟友会の協力のもと引き続き実施するとともに、従前までの捕獲機材に

加え、ICT技術を活用した捕獲機材を積極的に導入し、効率的な捕獲を目指

す。 

また、新規捕獲従事者確保のため、狩猟免許取得に関する情報提供（広

報）及び新規第一種銃猟免許取得者に対する取得経費助成を継続するとと

もに、地域おこし協力隊や新規就農者等、今後、獣害被害を受ける可能性

のある者に対して直接的な呼びかけを行い、(一社)奈良県猟友会が行う狩

猟免許取得事前講習会への参加を推進する。  

 

○被害防止については・・・ 

 既設の侵入防止柵の補修等、適切な管理を行うとともに、緩衝帯整備、

放任果樹等の撤去等防除効果の持続及び捕獲と一体となった取り組みを進

める。 

また、侵入防止柵未設置農地（小規模農地）を対象に金網柵設置に係る

資材購入経費助成を行い、村内全域における被害防除を推進する。 

 

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 

捕獲活動については、狩猟免許及び捕獲に対する特段の知識と経験が必

要であることから、本村鳥獣被害対策実施隊のうち、対象鳥獣捕獲員とし



て任命している(一社)奈良県猟友会御杖支部会員が担う。 

尚、村は、村内の被害状況の把握に努め捕獲目標を設定し地域住民から

の要望も考慮して捕獲檻の配置を計画する。 

また、地域住民等からの有害鳥獣に関する情報窓口として、(一社)奈良

県猟友会御杖支部に対して情報提供を行うとともに捕獲鳥獣を処理する際

のサポートを行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

３１年度 

～ 

３３年度 

 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

アライグマ 

 

被害地域住民と(一社)奈良県猟友会御杖支部が

連携して、箱わなやICT技術を活用した捕獲機材の

導入を地域に対して進めるとともに、狩猟者の確

保、育成のため、(一社)奈良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する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

【ニホンジカ】 

   奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第6次）により、県内の年

間目標捕獲頭数10,000頭（メスジカ6,000頭以上を達成すべく捕獲を行う

。過去の捕獲実績及びICT技術を活用した捕獲の効率化を考慮し、捕獲計

画数を450頭とする。 

【平成28年度:342頭、平成29年度:366頭、平成30年度:360頭（見込）】 

 

【イノシシ】  

奈良県イノシシ第二種特定鳥獣管理計画（第4次）により、県内の年間

目標捕獲頭数6,100頭を達成すべく捕獲を行う。過去の捕獲実績及びICT

技術を活用した捕獲機等導入による捕獲の効率化を考慮し、捕獲計画数

を100頭とする。 

【平成28年度:20頭、平成29年度:59頭、平成30年度:50頭（見込）】 

 

【ニホンザル】  

 個体数の増加により自家菜園作物を中心に被害が拡大しており、今後、販

売作物等への被害が懸念されるため、捕獲数を増やしていく必要があるた

め、捕獲計画数を20頭とする。 

 【平成28年度:3頭、平成29年度:11頭、平成30年度:3頭（見込）】 

 

【アライグマ】  

被害状況はあまり改善しておらず、引き続き捕獲に取組む必要があるた



め、捕獲頭数を10頭とする。  

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

３１年度 ３２年度 ３３年度 

ニホンジカ ４５０頭 ４５０頭 ４５０頭 

イノシシ １００頭 １００頭 １００頭 

ニホンザル ２０頭 ２０頭 ２０頭 

アライグマ １０頭 １０頭 １０頭 

 

 捕獲等の取組内容 

村内全域において1年を通し、銃、わな猟による有害鳥獣捕獲を実

施する。 

尚、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザルについては、銃、わなだ

けでなく、ICT技術を活用した囲いわなによる捕獲を実施する。 

 

 

 

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 

 

 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

 

 

 

 

 

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 

３１年度 ３２年度 ３３年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

侵入防止柵未設置農地（小規模農地）を対象に金網柵設

置に係る資材購入経費助成を行い、村内全域における被

害防除を推進する。 

 



（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

３１年度 

～ 

３３年度 

 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

アライグマ 

 

・既設侵入防止柵の維持管理 

・緩衝帯整備 

・放任果樹等の撤去 

・鳥獣被害対策実施隊・猟友会による追い払い 

・住民等による動物駆逐用煙火等での追い払い 

・狩猟免許取得促進による人材育成 

 

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 

御杖村 ・情報の取りまとめ 

・関係機関への連絡調整に関すること 

・自治会、住民への広報に関すること 

(一社)奈良県猟友会御杖支部 ・対象鳥獣の捕獲に関すること 

自治会（常会） ・村への情報提供に関すること 

・住民への周知に関すること 

桜井警察署 ・住民の生命の安全確保に関すること 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した有害鳥獣のうち、食肉として利用できないものは、捕獲後速や

かに埋設処分を行うこととする。 

 

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 

(一社) 奈良県猟友会御杖支部 

御 杖 村 

桜井警察署 

各自治会（常会） 

通報 

広報 

連携 

連携 



捕獲獣肉の有効利用を図るため、ニホンジカ、イノシシについては村内

の農産物等直売所での食肉や加工品の販売を行っているが、今後も各関係

機関と連携し、村内外の観光イベント等の場を活用し消費拡大に向けたPR

を継続して行うとともに、地産地消に取り組む地元飲食店において捕獲獣

肉を使った新メニューの開発に取り組む。 

なお、食肉として加工・販売する場合は、食品衛生法、野生鳥獣肉の衛

生管理に係る指針（ガイドライン）等に準じた食肉を使用するものとする

。 

 

８．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 御杖村鳥獣害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

御杖村 ・計画全体の総括・協議会事務局 

(一社)奈良県猟友会御杖支部 ・有害鳥獣の捕獲 

御杖村農業委員会 ・農業者からの意見集約 

御杖村区長会 ・住民からの意見集約 

御杖村森林組合 ・林業者からの意見集約 

奈良県農業共済組合宇陀支所 ・農業被害情報の提供 

奈良県東部農林振興事務所 ・関連情報の提供と助言指導 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

御杖ふるさと交流公社 ・ジビエ料理の普及、商品開発 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

〇構成員 

 狩猟免許所持者及び住民の中から被害防止施策の実施に積極的に取り組

むことが見込まれる者及び御杖村産業建設課員 

 

〇活動内容 

 ・狩猟免許所持者による有害鳥獣の捕獲 

 ・被害防止計画の実施に取り組むため関係機関と連携を密にする。 

 ・有害鳥獣駆除業務を依頼している(一社)奈良県猟友会御杖支部と協力

し適正に対処する。 

 ・被害農家への啓発・防除方法の指導 

 ・有害鳥獣の追い払い 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 



 御杖村産業建設課は被害対策の相談窓口となり、奈良県東部農林振興事

務所と連携し、対策の指導・啓発を行う。また、御杖村鳥獣害対策協議会

は対策に必要な事業を実施する。 

また、これまで設置した侵入防止柵の保守管理は地元営農組合等の受益

者が、潜み場所となる耕作放棄地の除草や収穫残渣の除去などは地域住民

がそれぞれ実施するものとするが、竹林の伐採などの緩衝帯整備は年に1

回程度、実施隊員と地域住民が協力し行うものとする。 

 

９．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・地域の環境整備を基本とした

取組が必要であり、鳥獣被害を村民ひとりひとりの問題として捉え、地域

をあげ取り組みを進める気運を醸成する。 

 


