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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、アライグマ、ヌートリア 

 計画期間   令和３年度～令和５年度 

 対象地域   猪名川町全域 

 

 

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（令和元年度） 

鳥獣の種類 品 目 被害数値 

イノシシ 水稲、栗 ４．８ha  ５，２７４千円 

シカ 水稲、そば、栗 ５．５ha  ５，０９１千円 

アライグマ とうもろこし、イチゴ、ブドウ ０．２ha    ６４８千円 

ヌートリア きゅうり、イチゴ ０．０ha      ４千円 

 

（２）被害の傾向 

鳥獣の種類 品目 被害時期 被害場所 被害額 

(千円) 

イノシシ 
水稲 

栗 

４～９月 

１０月 

町内全域で被害が発生している。 

山際や河川際の防護体制のない農地

への被害が多い。 

５，２７４ 

シカ 

水稲 

そば 

栗 

４～９月 

８～１０月 

１０月 

町内全域で被害が発生している。 

近年では農林業被害だけでなく、住宅

近接地においても目撃されている。 

５，０９１ 

アライグマ 

とうもろこし 

イチゴ 

ブドウ 

７～８月 

４～５月 

８～９月 

平成１８年度以降に町内全域で被害

が発生している。 

家屋等にかかる生活環境被害につい

ても報告されている。 

６４８ 

ヌートリア 
きゅうり 

イチゴ 

６～８月 

４～５月 

町内全域で僅少ながら被害が発生し

ている。 
４ 

 

（３）被害の軽減目標 

鳥獣の種類 品目 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

イノシシ 水稲 

栗 

５，２７４千円  ４．８ha ３，６９２千円  ３．４ha 

シカ 水稲 

そば、栗 
５，０９１千円  ５．５ha ３，５６４千円  ３．９ha 

アライグマ とうもろこし 

イチゴ、ブドウ 
６４８千円   ０．２ha ４５４千円  ０．１ha 

ヌートリア きゅうり 

イチゴ 

４千円  ０．０ha ３千円  ０．０ha 
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（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 

 

 

対象鳥獣：ｲﾉｼｼ､ ｼｶ､ ｱﾗｲｸﾞﾏ、ﾇｰﾄﾘｱ 

班員数(年度) 

年度 わな班 銃猟班 

H30 32人 13人 

R1 33人 13人 

R2 31人 14人 

 

捕獲実績(年度) ※ R2は9月末実績 

年度 ｱﾗｲｸﾞﾏ ﾇｰﾄﾘｱ ｼｶ ｲﾉｼｼ 

H29 109匹 26匹 73頭 63頭 

H30 122匹 7匹 92頭 144頭 

R1 67匹 0匹 89頭 73頭 

R2 120匹 0匹 69頭 105頭 
 

本町においては、全域でシカ・イノ

シシとも被害があるが、近年において

は特にシカの被害が増加しており、更

に捕獲圧を高める必要がある。 

猟友会員の高齢化が進行している。 
 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

【国庫補助金】 

平成20年度～平成29年度 

ｲﾉｼｼ・ｼｶ 兼用電気柵 24地区 

           L = 63,570ｍ 

 

【町補助金】 ※ R2は9月末実績 

平成29年度 34名 L =  7,763ｍ 

平成30年度 38名 L =  11,196ｍ 

令和元年度  29名 L =  7,190ｍ 

令和２年度  47名 L =   5,021ｍ 

 

平成２９年度より町単独で鳥獣被

害防止柵の購入設置費助成制度を創

設し対策を進めており、令和２年度

より電気柵以外の資材（ワイヤーメ

ッシュ等）を補助対象に追加した。 

 

生息環境管

理に関する

取組 

人と野生動物との棲み分けゾーン（バッ

ファゾーン）、奥地の広葉樹の整備を目的

に野生動物育成林整備を実施(平成２１

～２４年度に８か所)している。 

 

年度 地区 事業 

H21 島 野生動物育成林整備事業 

H22 島 

万善 

野生動物育成林整備事業 

鳥獣被害防止総合支援事業 

H23 清水 鳥獣被害防止総合支援事業 

H24 清水東 鳥獣被害防止総合支援事業 

 

 

地域住民の高齢化により整備後の

維持管理が困難になってきている。 
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（５）今後の取組方針 

鳥獣被害対策実施隊を主として、銃器、箱わな、囲いわなによるシカ・イノシシの有害鳥獣

捕獲を引き続き実施し個体数調整を行う。また、補助事業で購入した箱わなを最大限に活用し、

より一層効果的な捕獲強化を図る。 

新規の狩猟免許取得者の増加を推進し、担い手を確保していくことに努める。 

わな捕獲について、餌付けや見回りを地元農会と協力することで体制の充実を図る。 

防護柵の設置について、国庫補助金（鳥獣被害防止総合対策交付金）も活用し設置を進め

ることとする。 

バッファゾーン整備についても周知を図る。 

アライグマおよびヌートリアについては、地元農家の協力のもと、箱わなによる捕獲におい

て町内絶滅を目指す。 

県が三木市吉川町で整備を進める「兵庫県立総合射撃場（仮称）」において、銃猟及びわな猟

による捕獲従事者の育成確保や捕獲技術の向上を進める。 
 
 
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 

本町においては、引き続き猪名川町鳥獣被害対策実施隊（対象鳥獣捕獲員）により、鳥獣被

害防止等のため、捕獲および個体処理を行う。 

捕獲については、町内全域において銃猟、わな猟を実施することで農業被害の低減に努める。

銃猟におけるライフル銃の使用については、急峻な山間部での捕獲効率向上のため、ライフ 

ル銃を使用することがある。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

R3年度 
イノシシ・シカ 

アライグマ・ヌートリア 

囲いわなによる捕獲推進 

R4年度 
イノシシ・シカ 

アライグマ・ヌートリア 

狩猟免許取得の推進 

囲いわなによる捕獲推進  

R5年度 
イノシシ・シカ 

アライグマ・ヌートリア 

狩猟免許取得の推進 

囲いわなによる捕獲推進  

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 
 捕獲計画数等の設定の考え方 

平成２９～令和２年度の平均捕獲数は、イノシシ９３頭、シカ８４頭、アライグマ９９頭、

ヌートリア１１頭であり、ヌートリアは被害とともに減少傾向にあるが、その他の獣種につ

いては年によっては増減があり、今後に向けても予測は難しい状況である。 

捕獲計画数については、過去３ヵ年の平均捕獲数および今年度の捕獲数を勘案し設定する。 

 
 
 
 
 



4 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ １００頭 １１０頭 １１０頭 

シカ ９０頭 １００頭 １００頭 

アライグマ １２０匹 １２０匹 １２０匹 

ヌートリア １０匹 １０匹 １０匹 

 
 捕獲等の取組内容 

イノシシ・シカは、町全域で銃器及び箱わな、囲いわなにより有害鳥獣捕獲を行う。 

アライグマ・ヌートリアは、町全域で箱わなにより有害鳥獣捕獲及び外来生物法による駆

除を実施する。 

 
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 

銃猟におけるライフル銃の使用については、有害鳥獣捕獲期間中において、犬の追込み猟を

実施する際、急峻な山間部での捕獲効率向上のため、ライフル銃を使用することがある。 

 
（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 

   令和３年度    令和４年度    令和５年度 

シカ・ 

イノシシ 

防止柵 L＝7,000ｍ 

（電気柵など） 

防止柵 L＝7,000ｍ 

（電気柵など） 

防止柵 L＝7,000ｍ 

（電気柵など） 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

R3年度 イノシシ・シカ 

アライグマ・ヌートリア 

鳥獣被害防止講習会 

実施隊銃班による追払い活動 
R4年度 イノシシ・シカ 

アライグマ・ヌートリア 

鳥獣被害防止講習会 

実施隊銃班による追払い活動 
R5年度 イノシシ・シカ 

アライグマ・ヌートリア 

鳥獣被害防止講習会 

実施隊銃班による追払い活動 
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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 

兵庫県猪名川町 住民からの連絡・相談窓口 

情報の収集・整理 

住民への情報提供 

捕獲許可 

焼却処分 

現場対応 

猪名川町鳥獣被害対策実施隊 要請に基づく捕獲、殺処分 

川西警察署 住民の安全管理・市町への通報・現場対応 

兵庫県阪神農林振興事務所 市町からの情報収集・整理 

現場対応 

関係機関との連絡調整 

兵庫県森林動物研究センター 現場対応 

技術指導 

 

（２）緊急時の連絡体制 

別紙１参照 

 
 
６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

（シカ・イノシシ） 

  処理施設での焼却処理を基本とし、個体の搬出が困難な場合は埋設処理や個体の

有効利用も可能とする。 

（アライグマ・ヌートリア） 

炭酸ガスを用いた安楽死を行い、処理施設での焼却処理とする。 

 

 

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 

近隣市町の動向等を注視しつつ、地域資源としての有効利用を検討する。 

 
 
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 猪名川町有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役割 

兵庫県猟友会猪名川支部 実施隊との調整、後継者育成 

兵庫六甲農業協同組合猪名川営農支援センター 農業者への情報提供 

兵庫県阪神農業改良普及センター 関係行政機関との連携、情報提供 

兵庫県猪名川町 捕獲許可、捕獲報酬の支払 

被害防止に係る啓発 

わな免許取得推進 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

兵庫県森林動物研究センター 研修の実施 

兵庫県阪神農林振興事務所 

（森林動物指導員） 

補助事業、研修等の情報提供 

野生動物育成林整備等の森林整備

指導、生息地(森林)管理手法の検討

・支援 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

【町職員】 

 構成員  ：担当課長および担当職員（課長が隊長となる） 

 構成人数 ：３名程度 

【民間隊員】 

構成員  ：猟友会猪名川支部長から推薦のあった者 

構成人数 ：銃班１２名前後 わな班３０名前後を想定 

構成   ：猪名川町の非常勤特別職 

体制図  ：別紙２参照 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

アライグマ、ヌートリアに関して特定外来生物の防除実施計画による捕獲を実施。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 野生鳥獣による農作物被害等が広域化していることから、鳥獣被害対策に関わる

地域でのリーダー育成の検討が重要と考える。 

 また、猪名川町森林整備計画においてシカを対象鳥獣としていることから、被害

状況の把握・調査に努め、必要に応じて被害防止区域を設定するとともに、効果的

な森林被害対策を行う。 

 



【別紙１】 

 

＜関係機関間の連絡フロー図＞ 

     
 

    住 民 

猪名川町 

阪神農林振興事務所 

県 森林動物研究センター 

自治会長 
農会長 教育機関 

福祉施設 

川西警察署 

猪名川町鳥獣 

被害対策実施隊 

県 鳥獣対策課 

通報 

対応
協議 

対応
連携 

出動
指示 

出動
要請 

情報の周知 
対応
連携 

対応
連携 

対応
連携 

鳥獣保護員 



猪名川町長

猪名川町鳥獣被害対策実施隊隊長

(猪名川町農業環境課長)

猪名川町鳥獣被害対策実施隊体系図

指名又は任命

対象鳥獣捕獲員

銃猟 わな猟

民間隊員（12名程度）

班長（民間隊員 1名）班長（民間隊員 1名）

民間隊員 (30名程度）

【別紙２】

①町職員
（3名程度）

②民間隊員
（42名程度））
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