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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

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（令和元年度）

※クマ､ヌートリアの被害については平成３０年度の被害数値を参照

（２）被害の傾向

対象鳥獣 イノシシ､サル､タヌキ､クマ､カラス､アナグマ､シカ､カワウ

､ヌートリア､アライグマ､ハクビシン

計画期間 令和３年度～令和５年度

対象地域 廿日市市

鳥獣の種類 被害の現状

品 目 被害数値

イノシシ 水稲､果樹､野菜､イモ類 2,272（千円) 234.5ａ

サル 果樹､野菜､イモ類 104（千円) 5.4ａ

タヌキ 水稲､果樹､野菜､イモ類 21（千円) 1.2ａ

クマ 果樹 71（千円) 5.0ａ

カラス 野菜､イモ類 11（千円) 0.5ａ

アナグマ 果樹､野菜､イモ類 11（千円) 0.3ａ

ヌートリア 水稲､野菜､イモ類 16（千円) 3.0ａ

シカ 不明 不明 －

カワウ 魚類（アユ､マス類､メバル等） 不明 －

アライグマ 不明 不明

ハクビシン 不明 不明 －

①イノシシ

農作物被害は年間を通して市内全域で発生しており､主に水稲・野菜類のほ

か、タケノコ等で被害が発生している。また､道路法面や公園等の掘り起こし

、石垣を崩される被害も発生しており､近年では住宅地周辺での目撃情報も多

く､生活圏への侵入が拡大している。

②サル

農作物被害は年間を通して市内全域で発生しており､主に果樹・野菜類等で

被害が発生しているが、令和元年度から導入した大型捕獲柵による捕獲を実施

した場所では､出没の頻度が減少するなどの効果が見られている。一方で、市

街地での出没については､追い払い等の防除対策を行っている地区では出没の

減少が見られるものの、依然として住宅地への出没による生活環境の悪化が懸

念される。

③タヌキ

農作物被害は春から秋にかけて市内全域で発生しており､主に果樹・野菜類

で被害が発生している。被害量は少ないが､住宅地での目撃も増えている。
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（３）被害の軽減目標

④クマ

クマによる被害は主として山間部で発生しているが､近年は住宅地周辺でも

目撃情報が寄せられるなど､生息範囲は拡大傾向にある。農作物では､秋から初

冬にかけて柿などの果樹類で被害が発生している。

⑤カラス

農作物被害は中山間地域から市街地付近まで広がりを見せており､主に果樹

・野菜類の植え付け時に被害が発生している。また､生ゴミをあさるなどの公

衆衛生被害や糞害が市内全域で発生している。

⑥アナグマ

宮島を含む市内全域で生息が確認されており､野菜・果樹類を中心とする農

作物被害のほか､住宅敷地内へ侵入するなど生活環境被害が年間を通じて発生

している。

⑤ヌートリア

市内の複数の河川やため池等で生息が確認されており､水稲・野菜類への被

害が発生している。近年､急速に目撃情報が増加しており､今後､さらなる生息

域の拡大や生息数の増加が懸念され､農作物被害の増加も予測される。

⑤シカ

被害報告は出ていないが､市内各地で目撃情報が寄せられている。今後､農作

物等への被害が懸念されるため､対策を講じる必要がある。

⑦カワウ

山間部や宮島において､カワウのねぐら・コロニーが確認されており､生息域

は広範囲にわたる。内水面ではアユ､アマゴ等の放流魚などで被害が発生して

いる。また､沿岸漁業においても､放流直後のメバルが捕食されるなど､被害は

増加傾向にある。

⑧アライグマ､ハクビシン

被害は報告されていないが､近隣市町では目撃されており､今後､侵入が懸念

されるため､対策を講じる必要がある。

指標 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度）

イノシシ 2,272（千円) 234.5ａ 1,817(千円) 187.6ａ

サル 104（千円) 5.4ａ 83(千円) 4.3ａ

タヌキ 21（千円) 1.2ａ 16(千円) 1.0ａ

クマ 71（千円) 5.0ａ 56(千円) 4.0ａ

カラス 11（千円) 0.5ａ 8(千円) 0.4ａ

アナグマ 11（千円) 0.3ａ 8(千円) 0.2ａ

ヌートリア 16（千円) 3.0ａ 12(千円) 2.4ａ

シカ 不明 ‒ ‒ ‒
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※クマ､ヌートリアの現状値については平成３０年度の数値を参照

（４）従来講じてきた被害防止対策

（５）今後の取組方針

カワウ 不明 ‒ ‒ ‒

アライグマ 不明 ‒ ‒ ‒

ハクビシン 不明 ‒ ‒ ‒

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕獲等

に関す

る取組

・廿日市市有害鳥獣捕獲班による

駆除（報償金制度）

・捕獲柵､箱わなの購入補助

・狩猟免許(網・わな猟)新規取得

者に対し､取得費の補助

・国交付金を活用した箱わな・大

型捕獲柵の導入

・近年は里山林の荒廃や耕作放棄

地の増加により､鳥獣の生息域

が市街地まで拡大しており､有

害鳥獣の被害が増加している

・被害が発生している市街地の多

くの場所では銃の使用ができな

いことから、特にサルの被害に

対して効果的な駆除活動ができ

ない状況にある

防護柵

の設置

等に関

する取

組

・農林水産業者が設置する電気柵

・防護柵等の防除施設に対する

補助及び設置指導

・鳥獣害緩衝帯の設置

・鳥獣被害対策勉強会を実施し､地

域で取り組む防除対策や追払い

活動の実施に向け､市民意識の

醸成を図る

・防護柵については、イノシシへ

の効果は見られるが､高齢化や

過疎化が進行した地域では設置

､維持管理が困難である

・地域住民が主体となって防除に

取り組む被害防除意識を浸透さ

せるための普及啓発を継続する

ことが必要

集落や地域が主体となって積極的に被害防止策を推進させるため､国交付金

事業等を活用し次の被害防止対策の確立を行う。

① 被害地域及び周辺地域との協力体制の構築

② 被害防止実践活動

・被害鳥獣の生息頭数及び生息場所調査

・新たな捕獲担い手の確保

・捕獲従事者に対する助成

・侵入防止柵の設置（イノシシ・シカ・サル等）

・追払い活動（サル）

・緩衝帯の設置

・情報通信技術（ICT）などの先進技術を積極的に導入し、捕獲効率の向

上及び捕獲従事者の負担軽減を図る
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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

（２）そのほか捕獲に関する取組

（３）対象鳥獣の捕獲計画

③ 研修会・勉強会の実施

・県が実施する鳥獣被害対策アドバイザースキルアップ研修会等に参加し

野生鳥獣の生態とその防除技術等の習得に努める

・地域住民が自ら鳥獣被害対策に取り組むことができるよう鳥獣被害対策

勉強会を開催する

①捕獲班による駆除

市内を５地域に分け､捕獲班を配備（廿日市地域５人､佐伯地域１５人､吉和

地域６人､大野地域７人､宮島地域（廿日市地域が包括)）し､有害個体の捕獲に

努める。捕獲に当たっては､被害現場を確認し､ひそみ場や獣道を確認の上で捕

獲に取り組むとともに､鳥獣被害対策実施隊による捕獲体制の強化に努める。

②被害者による駆除

農作物被害や生活環境被害を受けた住民が、被害防止を目的として捕獲を実

施、または被害者から依頼された罠等の免許保有者に対し捕獲柵や箱わなの許

可を行い、有害個体の捕獲を実施する。

年度 対象鳥獣 取組内容

３ イノシシ

サル

タヌキ

カラス

アナグマ

ヌートリア

カワウ

市内を廿日市（宮島を含む）、佐伯、吉和、大野の４

地域に分けた捕獲体制により､機動性を確保し､効果的な

捕獲に努める。有害鳥獣防除用施設の設置者に対し補助

金を交付し､経済的な負担の軽減を図る。また、捕獲班の

担い手を育成するため、狩猟免許の取得に係る経費とし

て、狩猟免許受講講習会の受講料や狩猟免許試験の受験

手数料を補助する。

４ 同上 同上

５ 同上 同上

捕獲計画数等の設定の考え方

広島県鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画（イノシシ、カワ

ウ）を踏まえ､適正な捕獲を実施する。

有害鳥獣の生息数を把握し、適正な生息数に低減させるために必要な捕獲数

を把握することは困難である。そのため、有害鳥獣による被害に減少傾向が見

られない限りは、捕獲圧をかけ続けるための実施体制の推進及び維持に努める

こととする。

上記から、対象鳥獣の捕獲計画数は、近年の捕獲実績や実施体制の規模、被

害地域の実情等を総合的に勘案して設定する。
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（４）許可権限委譲事項

対象鳥獣 捕獲実績数等

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

イノシシ １５２ １９１ ２０５

サル ２ ４ ９

タヌキ １６ ２０ ３

カラス ７ １２ ５４

アナグマ ２ ６ ２

ヌートリア １ ２ １

カワウ １０ １９ ９

シカ － － －

対象鳥獣
捕獲計画数等

令和３年度 令和４度 令和５年度

イノシシ ３００ ３００ ３００

サル ２０ ２０ ２０

タヌキ ２０ ２０ ２０

カラス ６０ ６０ ６０

アナグマ １５ １５ １５

ヌートリア ２０ ２０ ２０

カワウ ２０ ２０ ２０

シカ － － －

捕獲等の取組内容

市内全域において､農作物被害及び生活環境被害に対処するため、有害鳥獣

捕獲班による銃器及び箱わな等による捕獲を実施し､被害防止に努める。

捕獲等の実施期間は､原則として４月１日から翌年３月３１日までとする。

狩猟期間等における鳥獣保護区等の狩猟が禁止されている区域内については、

生息状況や被害状況を勘案して、その都度必要最小限の駆除を実施する。

捕獲班員の狩猟技術の向上や、防護柵等への補助金の継続､捕獲班との連携

強化のための会合等を推進する。また、捕獲班員の傷害保険への加入により､

不慮の事故等に対応する。

対象地域 対象鳥獣

廿日市市 捕獲許可権限の委譲済み
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４．防護柵の設置そのほか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

（２）そのほか被害防止に関する取組

５．対象鳥獣による住民の生命､身体または財産に係る被害が生じ､または生じる

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

対象鳥獣
整 備 内 容

令和３年度 令和４年度 令和５年度

イノシシ、サル、

クマ、カラス、

カワウ、シカ、

小型獣類等

電気柵 3,000m
防護柵 2,000m
防除網 1,500m

電気柵 3,000m
防護柵 2,000m
防除網 1,500m

電気柵 3,000m
防護柵 2,000m
防除網 1,500m

年度 対象鳥獣 取組内容

令和３年度

～

令和５年度

イノシシ

サル

クマ

カラス

カワウ

シカ

小型獣類等

農作物被害の防止を目的に侵入防止柵等（防

護柵、防除網、電気柵等）の設置及び箱わなの

購入に係る経費の一部を補助する。

有害鳥獣の生態と防除について､勉強会を開

催し､追払い等防除意識を醸成する。

関係機関等の名称 役割

廿日市市 住民への周知・安全確保、関係機関への連絡

廿日市警察署 安全確保､不測の緊急時における対応

広島県西部農林水産事務所 助言等

広島県自然環境課 助言等

廿日市市有害鳥獣捕獲班 有害鳥獣捕獲の実施、追い払い、安全確保
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（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

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

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

鳥獣捕獲後の処理については､原則として持ち帰るか､それが困難な場合に

は､生態系に影響しないよう適正な方法で埋設する。

対象鳥獣の食品としての利用等については､事業者等から相談があった場

合等必要に応じ適宜検討する。また、新たな地域資源（鳥獣肉）としての活

用について検討を進める。

協議会の名称 廿日市市有害鳥獣捕獲対策協議会

構成機関の名称 役割

廿日市市農林水産課 事務局を担当､協議会の運営・調整

廿日市市議会 鳥獣被害防止対策の推進支援

佐伯中央農業協同組合 鳥獣被害に関する情報提供

地御前漁業協同組合 鳥獣被害に関する情報提供

廿日市市農業委員会 鳥獣被害に関する情報提供

広島県農業共済組合 鳥獣被害に関する情報提供
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（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）そのほか被害防止施策の実施体制に関する事項

９．そのほか被害防止施策の実施に関し必要な事項

佐伯猟友会 鳥獣被害防除対策への協力

廿日市地域有害鳥獣捕獲班 鳥獣被害防除対策への協力

廿日市地域鳥獣保護についての有識者 鳥獣被害に関する情報提供､鳥獣の保護

木野川漁業協同組合 鳥獣被害に関する情報提供

佐伯地域有害鳥獣捕獲班 鳥獣被害防除対策への協力

吉和川漁業協同組合 鳥獣被害に関する情報提供

吉和地域有害鳥獣捕獲班 鳥獣被害防除対策への協力

大野地域有害鳥獣捕獲班 鳥獣被害防除対策への協力

大野地域鳥獣保護についての有識者 鳥獣被害に関する情報提供､鳥獣の保護

関係機関の名称 役割

広島県西部農林水産事務所

林務第一課､農村振興課

鳥獣被害防止等に関する助言

及び情報提供

広島市､大竹市､安芸太田町 有害鳥獣の情報交換及び連携

広島県西部農業技術指導所 有害鳥獣の情報交換及び連携

有害鳥獣の捕獲に関すること､有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること､

そのほか有害鳥獣被害防止対策に関することについて事務を所掌する。

市職員により活動する。今後､実施隊員の拡充について検討する。

今後､耕作放棄地対策を強化する中で検討する。

本計画の対象鳥獣以外の野生動物により被害が生じた場合、この計画に

準じ、速やかに捕獲や被害防止対策等を講じることとする。


