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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）
　　　　　　　　　被　害　の　現　状

　　　　　　　　　　　　　　品　　　目       等

水稲 千円 ｈａ

野菜 （カボチャ、スイカ等） 千円 ｈａ

豆類 （大豆） 千円 ｈａ

芋類 （さつまいも） 千円 ｈａ

林産物（タケノコ） 千円 ｈａ

千円 ｈａ

千円 ｈａ

（２）被害の傾向

①　イノシシ

  　  イノシシによる被害は、年間を通して発生する傾向にある。３月から５月にか

　　けて林産物（タケノコ）の被害や畦畔の掘り起こしによる水田や畑地の被害、ま

　　た、８月から１０月にかけて水稲、芋類、野菜、牧草被害、１０月以降は田畑や

　　林道等の側面の掘り起こし被害が発生している。特に８月以降は水稲、野菜、果

　　樹等の成熟期や収穫期が重なるため、被害が多くなっている。　

　　　被害区域は、近年、中山間地域から平地に広がり、市内全域に及んでいる。

②　タヌキ

 　   イノシシと同様、被害は水稲から畑作物の広範囲に及んでいる。被害区域は、

　　近年、市街地を除いて、中山間地域から平地へ広がり、市内全域に及んでいる。

③　アナグマ

　　　アナグマによる農作物被害は、ぶどう等の果樹に対して発生している。

　　被害区域は右田地区を中心に多く発生している。

④　ニホンジカ

富海や右田地区で目撃情報が寄せられている。

⑤　サル

目撃情報が、小野・右田・大道地区を中心に市内全域に及んでいる。

⑥　カラス

カラスによる被害は年間を通して発生している。特に、夏から秋にかけて果樹

　　被害が発生している。また、集積所に集められた生ごみを食い荒らし散乱させる

　　被害も発生している。

　　　被害区域は、中山間地域から臨海地域にまで及び、市内全域に広がっている。

アライグマ 果樹 被害報告あり

サル 野菜（たまねぎ） 74 0.02

ヌートリア 魚類（アユ） 被害報告あり

カラス 果樹 被害報告あり

アナグマ 果樹 被害報告が多発

イノシシ

2,116

ニホンジカ － 目撃報告あり

84 0.5

45 0.02

0.05

タヌキ 果樹（みかん） 68 0.03

26

計画期間 令和３年度～令和５年度

対象地域 山口県防府市

鳥獣の種類
　　　　被　害　数　値

1.82

132 0.06

対象鳥獣
イノシシ、タヌキ、アナグマ、ニホンジカ、サル、カラス、ヌートリア、ア
ライグマ
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⑦　ヌートリア

大道干拓地や佐波川河川敷を中心に市内全域の河川、水路、湖沼等の水辺で目撃

    情報があり、佐波川において漁業被害の報告がある。

⑧　アライグマ

アライグマによる農作物被害は、ぶどう等の果樹に対して発生している。

　　被害区域は右田・西浦地区を中心に発生している。

（３）被害の軽減目標

面積

金額

面積

金額

面積

金額

（４）従来講じてきた被害防止対策

・市、山口県防府猟友会、農業関係団体 　捕獲隊員の高齢化と減少が進ん

　で構成された防府市有害鳥獣捕獲対策 でおり、捕獲の担い手の育成が喫

　協議会が中心となり、捕獲計画の策定 緊の課題となっている。

　や有害鳥獣捕獲隊の編成を行い、捕獲 　また、捕獲機材（箱わな等）の

　については有害鳥獣捕獲隊が実施して 普及促進を図る必要がある。

　きた。 　さらに、鳥獣被害に対する啓発・

・捕獲隊が実施する有害鳥獣の捕獲、イ 啓蒙を行い、捕獲等に対する住民

　ノシシ捕獲檻等の設置や捕獲体制の確 意識の向上を図り、地域の連携強

　立、捕獲隊の運営を支援することによ 化を進める必要がある。

　り捕獲の促進を図ってきた。

・市で組織する鳥獣被害防止対策実施隊

　が、地域住民からの有害鳥獣に関する

　相談や有害鳥獣捕獲隊のサポートを行

　ってきた。

　防府市では、主にイノシシ被害防除 　中山間地域を中心に、人口の減

を目的として、国・県の補助事業を活 少や高齢化が進んでおり、地域、

用し、金網柵等の防護柵設置に対し補 集落が一体となった取組みを推進

助を行ってきた。 していく必要がある。

　併せて、農家の高齢化や担い手

不足等に起因して、耕作放棄地が

増加しており、有害鳥獣の住処と

なることから、その解消に向けた

活動も必要である。

　集落営農法人を対象とした防府市鳥 　更に周知の範囲及び対象者を拡

獣被害対策活動報告会を実施。 大し、知識の普及を図る必要があ

（防府市における鳥獣被害の概要及び る。

対策について説明）

防護柵の設
置等に関す
る取組

知識の普及
等に関する
取組

従来講じてきた被害防止対策 課　題

捕獲等に関
する取組

アライグマ 被害報告あり 被害報告の減少 被害報告の減少被害報告の減少

ヌートリア 被害報告あり 被害報告の減少 被害報告の減少

1.96ha 
1,922千円 

0.02ha 
54千円 

被害報告の減少

サル 0.02ha 

74千円 

被害報告あり 被害報告の減少 被害報告の減少被害報告の減少カラス

0.01ha

66千円 

0.01ha
51千円

被害報告の減少

目撃報告の減少

0.01ha
59千円 

68千円 

目撃報告あり

被害報告の減少

目撃報告の減少

アナグマ

ニホンジカ

イノシシ
2.45ha

2,403千円

被害報告あり

2.20ha 

2,162千円 

0.02ha 
61千円 

タヌキ 0.03ha 

対象鳥獣
現状値

（令和元年度）
目標値

（令和5年度）（令和4年度）（令和3年度）

1.71ha
1,682千円

0.02ha 
47千円

被害報告の減少

目撃報告の減少
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（５）今後の取組方針

　防府市における令和元年度の被害金額は２，５４５千円、被害面積は２．５ha

となっている。鳥獣別の主な農作物被害は、イノシシ、タヌキ、アナグマによる

水稲、野菜等の被害、カラスによる果樹、野菜等の被害、ヌートリアによる漁業

被害、アライグマによる果樹等の被害が挙げられる。

　令和３年度からの被害防止計画を作成するにあたり、令和元年度を基準年度と

し、令和５年度の被害軽減目標を３０％減の１，７８０千円、１．７４ｈａとする。

　これまで、防府市では、有害鳥獣の捕獲や金網柵等の防護柵の設置等の被害防止策

を実施してきたが、中山間地域における過疎化や高齢化により、防護柵等の設置につ

いては、遅れている状況である。併せて、有害鳥獣捕獲隊隊員の高齢化や減少も進ん

でいる状況である。今後は有害鳥獣捕獲隊と連携を図りつつ、これまでどおり有害鳥

獣の捕獲を実施するとともに、個々の農業者や住民だけではなく、地域、集落が一体

となって田・畑を効果的に囲む防護柵の設置に取り組めるよう施策を進めていく。ま

た、被害の軽減・防止に向けた研修会等への参加を促し、地域・集落の被害防止に対

する意識を醸成し、有害鳥獣が好む環境をつくらないよう緩衝帯の設置や放任果樹の

除去等を促進していく。

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

　農業協同組合等からの依頼を受けて、地区毎

に編成された捕獲隊が有害鳥獣の捕獲を行う。

　住民からの有害鳥獣被害の相談及び有害鳥獣

の捕獲を行う。

（２）　その他捕獲に関する取組

　防府市有害鳥獣捕獲対策協議会と連携して、

捕獲機材（箱わな等）の導入整備を進めるとと

もに猟免許の取得促進を図るため、市広報等を

活用して周知する。

（３）　対象鳥獣の捕獲計画

　防府市内でのこれまでの捕獲実績を考慮し、適切な捕獲を実施していくこととする。

　①　イノシシ

　　　　被害金額及び被害面積については減少傾向にあるものの、捕獲頭数は高い水準

　　　で推移しており、生息数の大きな減少はないと推測されるため、令和３年度以

　　　降も引き続き捕獲を積極的に推進することとし、捕獲計画数を４００頭とする。

　　　（有害捕獲数Ｈ２９年度２９４頭、Ｈ３０年度４６２頭、Ｒ元年度３４８頭）

　②　タヌキ

　　　　平成２９年度以降、捕獲数が減少していることから、生息数についても減

　　　少していると推測される。しかし依然としてタヌキによる農作物被害は水稲か

      ら畑作物へと広範囲に及んでいるため、今後も引き続き捕獲を推進することと

　　　し、捕獲計画数を５０頭とする。

　　　（有害捕獲数Ｈ２９年度９６頭、Ｈ３０年度４１頭、Ｒ元年度３３頭）

　③　アナグマ

　　　　アナグマは雑食性で、果樹への食害が多い。今後、被害が増加する恐れもある

　　　ため捕獲を積極的に進めることとし、捕獲計画数を２０頭とする。

　　　（有害捕獲数Ｈ２９年度７頭、Ｈ３０年度１８頭、Ｒ元年度１８頭）

　④　ニホンジカ

　　　　数は少ないものの目撃情報が増加しており、今後、農業被害や林業被害が

　　　増加していくと推測されるため、捕獲を進めていくものとする。

　⑤　サル

　　　　目撃情報が増加傾向にあり、農作物や生活環境への被害が増加していくと推

　　　測されるため、捕獲や追い払いを進めていくこととする。

　⑥　カラス

　　　　果樹被害や生ごみの食い荒らしによる生活環境への被害報告が寄せられてお

　　　り、今後も継続的に捕獲を進めることとする。

３年度 イノシシ、タヌキ、アナ
グマ、ニホンジカ、サ
ル、カラス、ヌートリ
ア、アライグマ

～

５年度

捕獲計画数等の設定の考え方

防府市有害鳥獣捕獲隊

防府市鳥獣被害防止対策実施隊

年度 対象鳥獣 取組内容
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　⑦　ヌートリア

　　　　目撃情報が増加しており、漁協関係者から魚網を食いちぎる等の被害報告が

　　　寄せられている。今後、農作物にも被害が及ぶことが推測されるため、捕獲を

　　　積極的に進めることとする。

　⑧　アライグマ

　目撃情報が増加しており、果樹等への被害報告が寄せられている。今後、被

害が増加する恐れもあるため、捕獲を積極的に進めることとする。

　　狩猟期間を除き（鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域については

　　狩猟期間を含む）銃器・わなを用いた有害鳥獣の捕獲を実施する。

（４）許可権限委譲事項

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

（２）その他被害防止に関する取組

　啓発チラシ、パンフレットの配布等に
～ より、地域住民を主体とした広域的な被

害防止策が行えるような体制整備を図る。

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

山口県 情報収集、連絡調整

有害鳥獣捕獲隊 捕獲、保護、パトロール

防府警察署
連絡調整、パトロール、住民への注意喚起、捕獲
等の応援

３年度 イノシシ、タヌキ、アナグマ、ニ
ホンジカ、サル、カラス、ヌート
リア、アライグマ５年度

関係機関等の名称 役　　　　　　　　　割

防府市
情報収集、現地調査、連絡調整、捕獲、住民への
注意喚起、パトロール、実施隊の派遣

イノシシ

　補助事業等を活用し、
防護柵等設置に取り組
む。
　
  金網柵　　　2,000m

　補助事業等を活用し、
防護柵等設置に取り組
む。
　
  金網柵　　　2,000m

　補助事業等を活用し、
防護柵等設置に取り組
む。
　
  金網柵　　　2,000m

年度 対象鳥獣 取組内容

該当なし

対象地域 対象鳥獣

該当なし 該当なし

対象鳥獣
整備内容

３年度 ４年度 ５年度

アライグマ 50 50 50

捕獲等の取組内容

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

ヌートリア 50 50 50

カラス 100 100 100

サル 5 5 5

アナグマ 20 20 20

ニホンジカ 5 5 5

イノシシ 400 400 400

タヌキ 50 50 50

対象鳥獣
捕獲計画数等

３年度 ４年度 ５年度
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　（２）緊急時の連絡体制

捕獲依頼

連絡・協議

連絡・協議 連絡・協議

警察 県

市民

市

農林水産振興課（実施隊）

現地確認又は捕獲

有害鳥獣捕獲隊

通報
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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

有害鳥獣関連情報及び被害防止に係る情報の提供

有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る情報の

提供及び技術の提供

有害鳥獣関連情報及び被害防止に係る情報の提供

及び技術の提供

有害鳥獣関連情報の提供

有害鳥獣関連情報の提供、有害鳥獣捕獲隊の

編成及び捕獲の実施

有害鳥獣関連情報の提供及び鳥獣の保護

有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供

有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供

有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供

有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供

（２）関係機関に関する事項

有害鳥獣関連情報の提供

有害鳥獣関連情報、被害防止技術、捕獲技術

及び捕獲機材の提供

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項
　防府市職員による防府市鳥獣被害防止対策実施隊を設置することにより、有害鳥獣被害の相

談や緊急対応、防護柵の設置などの被害防止対策に取り組んでいる。

（令和３年２月現在、隊員数５名）

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

　ヌートリアの捕獲を推進するため、特定外来生物被害防止法に基づいた山口県ヌートリア・

アライグマ防除実施計画による、ヌートリア・アライグマ捕獲従事者養成講習会の実施に取り

組んでいく。

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

関係機関の名称 役　割

山口県自然保護課

山口県農林総合技術センタ－

　関係機関等との連携を密にして被害状況を的確に把握するとともに、防除・捕獲・環境整備
を基本とした対策を図る。

山口県防府猟友会

山口県鳥獣保護員

山口県農業協同組合防府とくぢ統括本部

山口県中央森林組合　防府支所

山口県農業共済組合　本所

防府市農業公社

防府市農林水産振興課

協議会事務局の担当、有害鳥獣関連情報の提供、
被害防止に係る情報の提供及び技術の普及、鳥獣
被害防止対策実施隊の編成

防府市農業委員会

学識経験者

山口県山口農林水産事務所

山口県防府警察署

　現場等に放置することなく、埋設等適正に処理を行う。

該当なし

協議会の名称 防府市有害鳥獣捕獲対策協議会

構成機関の名称 役　割
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