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鳥獣保護管理事業計画書 新旧対照表 

改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

第一 計画の期間 第一 計画の期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間とする。    平成29年４月１日から令和４年３月31日までの５年間とする。 

  

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区等に関する事項 第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区等に関する事項 

 １ 鳥獣保護区の指定 

  (1) 方針 

   ① 指定に関する中長期的な方針 

    本県は、県土面積約57万 ha で、その約71％が森林であり、峻険な山

岳地形、平野・盆地、変化に富んだ海岸線など、豊かな自然環境と暖

帯に属する気候条件により、生息する野生鳥獣の種類も多く、鳥類336

種、獣類48種が確認されている。 

    鳥獣保護区は、第１次から第12次計画（昭和39年度～令和３年度）

において、その指定に努めた結果、57箇所、64,566.8ha(国指定1箇所、

9,502ha を含む)となっており、県土面積の約11％を占め、地域に定着

し、鳥獣の生息環境の保全と保護意識の啓発に役割を果たしている。 

    しかし、近年、様々な形で自然環境の変化が進み、安定した生存が

危惧される種も見られる一方、特定の鳥獣による農林水産物等の被害

が増加するなど、人間生活との軋轢も生じている。 

    鳥獣保護区の適切な指定により、鳥獣の生息環境を保護することは、

人間と鳥獣との共存を図る上で不可欠であり、地域の生物多様性の保

全にも資するものである。また、鳥獣の保護活動を通じて、子供たち

の人間性を育む場として活用することも、鳥獣保護区の指定意義と考

えられる。 

    これらの点を踏まえ、第13次計画では、期間の満了する既指定の鳥

獣保護区は、期間を更新し存続させるとともに、可能な範囲で区域の

拡大や新たな鳥獣保護区の指定を図るものとする。なお、自然公園法、

文化財保護法、自然環境保全法等により保護された地域であって、鳥

 １ 鳥獣保護区の指定 

  (1) 方針 

   ① 指定に関する中長期的な方針 

 本県は、県土面積約57万 ha で、その約71％が森林であり、峻険な山

岳地形、平野・盆地、変化に富んだ海岸線など、豊かな自然環境と暖

帯に属する気候条件により、生息する野生鳥獣の種類も多く、鳥類336

種、獣類48種が確認されている。 

    鳥獣保護区は、第１次から第11次計画（昭和39年度～平成28年度）

において、その指定に努めた結果、57箇所、64,566.8ha       

       となっており、県土面積の約11％を占め、地域に定着

し、鳥獣の生息環境の保全と保護意識の啓発に役割を果たしている。 

    しかし、近年、様々な形で自然環境の変化が進み、安定した生存が

危惧される種も見られる一方、特定の鳥獣による農林水産物等の被害

が増加するなど、人間生活との軋轢も生じている。 

    鳥獣保護区の適切な指定により、鳥獣の生息環境を保護することは、

人間と鳥獣との共存を図る上で不可欠であり、地域の生物多様性の保

全にも資するものである。また、鳥獣の保護活動を通じて、子供たち

の人間性を育む場として活用することも、鳥獣保護区の指定意義と考

えられる。 

    これらの点を踏まえ、第12次計画では、期間の満了する既指定の鳥

獣保護区は、期間を更新し存続させるとともに、可能な範囲で区域の

拡大や新たな鳥獣保護区の指定を図るものとする。なお、自然公園法、

文化財保護法、自然環境保全法等により保護された地域であって、鳥
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

獣の保護繁殖上重要な地域、休猟区・特定猟具使用禁止区域等狩猟を

制限する区域との連携についても配慮するものとする。 

    また、鳥獣保護区の指定期間は10年とし、区域や期間の見直しを行

う場合は、鳥獣の生息状況や生息環境、地域の自然的・社会的特性に

十分留意するとともに、その鳥獣保護区の保護に関する指針を明確に

示すものとする。 

特に、指定する区域内及び周辺における農林水産業被害等に対して

は、鳥獣保護区内における有害鳥獣捕獲又は個体数調整を目的とした

捕獲の適切な実施により、指定に関する関係者の理解が得られるよう

適切に対応するものとする。 

獣の保護繁殖上重要な地域、休猟区・特定猟具使用禁止区域等狩猟を

制限する区域との連携についても配慮するものとする。 

    また、鳥獣保護区の指定期間は10年とし、区域や期間の見直しを行

う場合は、鳥獣の生息状況や生息環境、地域の自然的・社会的特性に

十分留意するとともに、その鳥獣保護区の保護に関する指針を明確に

示すものとする。 

特に、指定する区域内及び周辺における農林水産業被害等に対して

は、鳥獣保護区内における有害鳥獣捕獲又は個体数調整を目的とした

捕獲の適切な実施により、指定に関する関係者の理解が得られるよう

適切に対応するものとする。 

  (２) 鳥獣保護区の指定等計画   (２) 鳥獣保護区の指定等計画 

   ① 鳥獣保護区の指定計画    ① 鳥獣保護区の指定計画 

     第１表      第１表 

      （記載省略）       （記載省略） 

   ② 既指定鳥獣保護区の変更計画    ② 既指定鳥獣保護区の変更計画 

     第２表      第２表 

      （記載省略）       （記載省略） 

 ２ 特別保護地区の指定  ２ 特別保護地区の指定 

  (２) 特別保護地区指定計画   (２) 特別保護地区指定計画 

    第３表     第３表 

      （記載省略）       （記載省略） 

  (３) 特別保護地区の指定内訳   (３) 特別保護地区の指定内訳 

    第４表     第４表 

      （記載省略）       （記載省略） 

 ３ 休猟区の指定  ３ 休猟区の指定 

  (１) 方針 

鳥獣保護区、公道、人家が密集した場所等を除き、県内全域が狩猟可 

  (１) 方針 

    鳥獣保護区、公道、人家が密集した場所等を除き、県内全域が狩猟可 
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

能地域であるが、狩猟鳥獣の生息数の維持と狩猟の持続のためには、地 

域によって一時的に狩猟を禁止し、狩猟鳥獣の生息数の回復を図る必要 

があることから、昭和38年度から休猟区指定を開始し、以後、県内可猟 

地域面積のおおむね３分の１が常時休猟区となるよう目標を定めて指定 

するとともに、人工増殖キジの放鳥を行うなど、狩猟鳥獣の生息数の維 

持に努めてきたところである。  

しかしながら、近年は特定鳥獣による農林水産業等への被害が増加し 

ていることから、地域の実情に応じ令和２年度以降は、新規休猟区の指 

定は、原則として行わないものとしている。             

                                 

                   

                                 

                                 

                                 

                                 

           

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

能地域であるが、狩猟鳥獣の生息数の維持と狩猟の持続のためには、地 

域によって一時的に狩猟を禁止し、狩猟鳥獣の生息数の回復を図る必要 

があることから、昭和38年度から休猟区指定を開始し、以後、県内可猟 

地域面積のおおむね３分の１が常時休猟区となるよう目標を定めて指定 

するとともに、人工増殖キジの放鳥を行うなど、狩猟鳥獣の生息数の維 

持に努めてきたところである。  

しかしながら、近年は特定鳥獣による農林水産業等への被害が増加し 

ていることから、第12次計画においては、これまでの実績を踏まえ、各 

地域における狩猟鳥獣の個体数が著しく減少している場合において、狩 

猟者の入り込み状況及び農林水産業の被害状況等を考慮しながら、地域 

の実情に応じた指定を行うものとする。  

指定にあたっては、地域ごとに狩猟鳥獣の適正な生息数を維持する観 

点から、できる限り分布に偏りがないよう配慮するとともに、指定期間

満了後は、当該休猟区に隣接する地区を新たな休猟区に指定するよう努

めるものとする。  

また、指定期間は３年、１箇所当たりの面積は概ね 1,500ヘクタール

以上となるよう指定に努めるものとする。  

なお、休猟区は、河川、海岸線、山稜線、道路、鉄道、その他現地で

容易に確認できる区域線により指定するよう努めるものとする。  

おって、休猟区のうち、その全部又は一部について、第二種特定鳥獣に

関し、第二種特定鳥獣管理計画を作成した上で、捕獲等を行うことがで

きる区域（以下「特例休猟区」という。）の指定に努めるものとする。  

さらに、指定にあたっては、農林水産関係者、住民等の理解が得られ

るように留意するものとする。  

ただし、特定鳥獣以外についても農林水産業等への被害が高止まりする



4 

 

改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

                                 

                                                                                               

 

中、狩猟者の減少により捕獲圧が弱まっている状況であることから、令和

２年度以降は、新規休猟区の指定は、原則として行わないものとする。               

 

                   (２) 休猟区指定計画（第５表） 

       （記載省略） 

                     (３) 特例休猟区指定計画（第６表） 

       （記載省略） 

 ４ 鳥獣保護区の整備等  ４ 鳥獣保護区の整備等 

  (２) 整備計画   (２) 整備計画 

   ① 管理施設の設置    ① 管理施設の設置 

     第５表      第７表 

      （記載省略）       （記載省略） 

   ② 利用施設の整備    ② 利用施設の整備 

     第６表      第８表 

      （記載省略）       （記載省略） 

   ③ 調査、巡視等の計画    ③ 調査、巡視等の計画 

     第７表      第９表 

      （記載省略）       （記載省略） 

  

                      第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項 

            １ 鳥獣の人工増殖 

         (１) 方針 

                                   

                                   

                    

    第１次計画から狩猟鳥であるキジの人工増殖を行い、放鳥計画に対

応する羽数の確保を図っており、第12次計画においても人工増殖体制

を継続するよう努めるものとする。 

             (２) 人工増殖計画 

               第１０表 

                   （記載省略） 



5 

 

改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

        ２ 放鳥獣 

       

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                  

  (１) 方針 

    人工増殖したキジについて、鳥獣保護区、休猟区等の生息適地に放

鳥し、繁殖を促すとともに、その定着状況等を調査し、放鳥事業によ

る効果が高まるよう努めるものとする。また、高病原性鳥インフルエ

ンザが発生している際には、放鳥事業用のキジを育成する法人に対し

て、衛生管理の徹底や個体についての健康状態の確認等の要請を検討

するとともに、それらを踏まえて放鳥事業実施の一時的な見合わせに

ついて検討するものとする。なお、狩猟鳥獣である哺乳類については、

原則として、放獣を行わない。 

                    (２) 放鳥計画及び種鳥の入手計画 

               第１１表 

                   （記載省略） 

               第１２表 

                   （記載省略） 

  

第三 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

 １ 捕獲許可基準の設定に当たっての共通事項  １ 鳥獣の区分と保護及び管理の考え方 

  (４) 指定管理鳥獣   (４) 指定管理鳥獣 

    対象となる鳥獣は、法第２条第５項で定める鳥獣とする。 

    管理にあたっては、地域個体群の存続には配慮しつつも、必要な捕

獲等を積極的に推進するものとする。また、生息状況や被害状況等を

勘案して、必要と認められるときは、第二種特定鳥獣管理計画に基づ

く指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を作成し、捕獲数等の数値目標の

設定と捕獲等による目標達成状況の評価に努めるとともに、指定管理 

   鳥獣捕獲等事業を実施する。 

    対象となる鳥獣は、法第２条第５項で定める鳥獣とする。 

    管理にあたっては、地域個体群の存続には配慮しつつも、必要な捕

獲等を積極的に推進するものとする。また、生息状況や被害状況等を

勘案して、必要と認められるときは、第二種特定鳥獣管理計画に基づ

く指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を作成し、捕獲数等の数値目標を

設定して、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するよう努めるものとす 

る。            

  (５) 一般鳥獣   (５) 一般鳥獣 

    対象となる鳥獣は、希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣等及び指定管理     対象となる鳥獣は、希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣等及び指定管理
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

鳥獣以外の鳥獣とする。 鳥獣以外の鳥獣とする。 

    保護及び管理にあたっては、自然環境保全基礎調査等により生息状

況等の把握に努めるものとする。また、分布動向、地域個体群の極端

な増加又は減少、生活環境、農林水産業又は生態系等に係る被害の発

生状況等を踏まえ、必要に応じ、希少鳥獣及び狩猟鳥獣の保護管理に

準じた対策を講じるものとする。特に生息数が著しく減少又は増加し

ている鳥獣については、第一種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣

管理計画の作成及び実施により、地域個体群の存続や被害の防止を図

るものとする。 

    保護及び管理にあたっては、自然環境保全基礎調査等により生息状

況等の把握に努めるものとする。また、分布動向、地域個体群の極端

な増加又は減少、生活環境、農林水産業又は生態系等に係る被害の発

生状況等を踏まえ、必要に応じ、希少鳥獣及び狩猟鳥獣の保護管理に

準じた対策を講じるものとする。特に生息数が著しく増加又は減少し

ている鳥獣については、第一種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣

管理計画の作成及び実施により、地域個体群の存続や被害の防止を図

るものとする。 

 ２ 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準の設定  ２ 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準の設定 

  (３) わなの使用に当たっての許可基準   (３) わなの使用に当たっての許可基準 

   ① わなの構造に関する基準    ① わなの構造に関する基準 

     わなを使用した捕獲許可申請にあっては、以下の基準を満たすも

のとする。ただし、①１）のくくりわなの輪の直径については、捕

獲場所、捕獲時期、クマ類やカモシカ等の生息状況等を勘案して、

錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下によらない

ことができるものとする。 

     わなを使用した捕獲許可申請にあっては、以下の基準を満たすも

のとする。ただし、①１）のくくりわなの輪の直径については、捕

獲場所、捕獲時期、クマ類      の生息状況等を勘案して、

錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下によらない

ことができるものとする。 

  (４) 保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可の考え方   (４) 保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可の考え方 

    地域における生息数が少ない等の理由から保護の必要性が高い種又

は地域個体群に係る捕獲許可は特に慎重に取り扱うものとする。種の

保存法の国内希少野生動植物種から解除されたオオタカについては、

原則、鳥獣の管理を目的とする捕獲を認めない。ただし、被害防除対

策を講じても被害が顕著であり、被害を与える個体が特定されている

場合には、捕獲を認めることとする。なお、捕獲後、その個体を飼養

する場合は、一般流通による密猟の助長を防止する観点から、当面の

間、公的機関による飼養を前提とする場合に限り、捕獲を認めること

とする。 

    地域における生息数が少ない等の理由から保護の必要性が高い種又

は地域個体群に係る捕獲許可は特に慎重に取り扱うものとする。   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

       

  (５) 鉛中毒が生じる蓋然性が高いと認められる地域に係る捕獲許可の考   (５) 鉛中毒が生じる蓋然性が高いと認められる地域に係る捕獲許可の考
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

え方 え方 

    捕獲実施区域と水鳥又は希少猛禽類の生息地が重複しており、水鳥

又は猛禽類の保護の観点から効果が見込まれる場合には、鳥獣捕獲等

事業における非鉛製銃弾の使用を検討する。また、非鉛製銃弾への切

替えを促進するため、代替弾に関する情報提供に努め、捕獲した鳥獣

を山野等へ放置しない等の捕獲個体の適切な取扱いについての普及啓

発を進めるとともに、取締り等により、放置の禁止について徹底を図

る。 

    捕獲実施区域と水鳥又は希少猛禽類の生息地が重複しており、科学

的見地から、鉛中毒が生じる蓋然性が高いと認められる地域に係る捕

獲許可に当たっては、鉛が暴露しない構造及び素材の装弾を利用し、

又は捕獲個体の搬出の徹底を指導するものとする。         

                                   

                                   

      

 ２－３ 鳥獣の管理を目的とする場合  ２－３ 鳥獣の管理を目的とする場合 

  (１) 第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整を目的とする場合   (１) 第二種特定鳥獣管理計画に基づく   数の調整を目的とする場合 

   （省略）    （省略） 

  (２) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目

的とする場合 

  (２) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目

的とする場合 

   ② 鳥獣による被害発生予察表の作成    ② 鳥獣による被害発生予察表の作成 

    １）予察表 

第８表 

    １）予察表 

第１３表 

      （記載省略）       （記載省略） 

    ２）被害発生予察地図     ２）被害発生予察地図 

      （記載省略） 

    ３）予察表に係る方針等 

      予察による被害防止の目的での捕獲（以下「予察捕獲」という。）

対象となる鳥獣は、過去５年間程度の期間に、常時強い害性が認

められる種とするものとする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥

獣についてはこの限りではない。 

予察捕獲を実施するに当たっては、地域の実情に応じて、実際

に被害が予察される鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被

害発生予察表を作成するものとする。予察表においては、人身被

害、事故及び農林水産物の被害の発生が予察される地区ごとに、

      （記載省略） 

    ３）予察表に係る方針等 

      予察による被害防止の目的での捕獲（以下「予察捕獲」という。）

対象となる鳥獣は、過去５年間程度の期間に、常時強い害性が認

められる種とするものとする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥

獣についてはこの限りではない。 

予察捕獲を実施するに当たっては、地域の実情に応じて、＿＿

＿被害が予察される鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被

害発生予察表を作成するものとする。予察表においては、人身被

害、事故及び農林水産物の被害の発生が予察される地区ごとに、
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農林水産物の被害・作付け、及び鳥獣の出没の状況等を勘案し、

被害の発生地域及び時期等を予察するものとする。 

また、予察表は、科学的な知見に基づき、計画的に毎年点検し、

その結果に基づき必要に応じて予察捕獲の実施を調整する等、予

察捕獲の科学的、計画的な実施に努めるものとする。 

なお、予察表及び予察計画の作成・検討等、予察捕獲の実施に

係る調整については、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号。以下「鳥

獣被害防止特措法」という。）に基づき設置された「鳥獣被害防止

対策協議会」において行うことができるものとし、同法に基づく

被害防止計画等との整合性を図るものとする。 

   ③ 鳥獣の適正管理の実施 

    ２）防除方法の検討、個体群管理の実施等の計画 

第９表 

      （記載省略） 

農林水産物の被害・作付け、及び鳥獣の出没の状況等を勘案し、

被害の発生地域及び時期等を予察するものとする。 

また、予察表は、科学的な知見に基づき、計画的に毎年点検し、

その結果に基づき必要に応じて予察捕獲の実施を調整する等、予

察捕獲の科学的、計画的な実施に努めるものとする。 

なお、予察表及び予察計画の作成・検討等、予察捕獲の実施に

係る調整については、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号。以下「鳥

獣被害防止特措法」という。）に基づき設置された「鳥獣被害防止

対策協議会」において行うことができるものとし、同法に基づく

被害防止計画等との整合性を図るものとする。 

③ 鳥獣の適正管理の実施 

    ２）防除方法の検討、個体群管理の実施等の計画 

第１４表 

      （記載省略） 

   ④ 被害の防止の目的での捕獲についての許可基準の設定    ④ 被害の防止の目的での捕獲についての許可基準の設定 

    ２）許可基準     ２）許可基準 

      捕獲許可の対象者は、原則として次の要件を満たす者（市町が

定める被害防止計画に基づき捕獲等を行う者を含む）から選択す

るものとする。 

また、捕獲実施者の数は、捕獲に必要な人数とする。 

      捕獲許可の対象者は、原則として次の要件を満たす者     

                             から選択す

るものとする。 

また、捕獲実施者の数は、捕獲に必要な人数とする。 

    ４）期間     ４）期間 

     イ 原則として、捕獲対象以外の鳥獣の保護に支障がある期間は

避けるよう考慮するものとする。 

     イ 原則として、捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は

避けるよう考慮するものとする。 

    ６）方法     ６）方法 

     ウ 水鳥又は猛禽類の保護の観点から効果が見込まれる場合に

は、鉛製銃弾を対象とした法第15条第１項に基づく指定猟法禁

止区域及び第12条第１項又は第２項に基づき鉛製銃弾の使用を

     ウ                             

        鉛製銃弾を対象とした法第15条第１項に基づく指定猟法禁

止区域及び第12条第１項又は第２項に基づき鉛製銃弾の使用を
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禁止している区域制度の活用や鳥獣捕獲等事業における非鉛製

銃弾の使用を検討する。また、非鉛製銃弾への切替えを促進す

るため、代替弾に関する情報提供に努め、捕獲した鳥獣を山野

等へ放置しない等の捕獲個体の適切な取扱いについての普及啓

発を進めるとともに、取締り等により、放置の禁止について徹

底を図る。 

    ７）その他 

     カ 狩猟期間中及びその前後の取扱い 

第１０表 

       （記載省略） 

 ２－４ その他特別の事由の場合 

第１１表 

     （記載省略） 

禁止している区域においては、禁止された鉛製銃弾を使用しな

いものとする。 

       なお、猛禽類の鉛中毒を防止するため、鉛が暴露する構造・

素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。       

                                   

             

    ７）その他 

     カ 狩猟期間中及びその前後の取扱い 

第１５表 

       （記載省略） 

 ２－４ その他特別の事由の場合 

第１６表 

     （記載省略） 

 ３ その他、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項  ３ その他、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

 ３－１ 捕獲許可した者への指導  ３－１ 捕獲許可した者への指導 

  (１) 捕獲物又は採取物の処理等   (１) 捕獲物又は採取物の処理等 

    捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのない

よう、原則として持ち帰って適切に処理することとし、やむを得ない

場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することによ

り適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする。

豚熱（CSF）等、野生鳥獣に関する感染症の拡大が懸念される場合は、

捕獲作業を実施する際に十分な防疫措置をとって捕獲及び捕獲物等の

処理を行うよう指導を徹底する。被害防止目的で捕獲された外来鳥獣

については、その捕獲目的と生態系への影響に鑑み、捕獲後に放鳥獣

しないよう指導する。 

    捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのない

よう、原則として持ち帰って適切に処理することとし、やむを得ない

場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することによ

り適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする。 

                                   

                                   

                                   

                                   

              

    また、捕獲物等は、違法なものと誤認されないようにするものとす

る。特に、クマ類及びニホンカモシカについては、国内で密猟された

り、違法に輸入されたりした         個体の流通を防止す

    また、捕獲物等は、違法なものと誤認されないようにするものとす

る。特に、クマ類及びニホンカモシカについては、         

     違法に輸入されたり国内で密猟されたりした個体の流通を防止す
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る観点から、目印標（製品タッグ）の装着により、国内で適法に捕獲

された個体であることを明確にさせるものとする。 

る観点から、目印標（製品タッグ）の装着により、国内で適法に捕獲

された個体であることを明確にさせるものとする。 

    捕獲個体を致死させる場合は、「動物の殺処分方法に関する指針」（平

成７年総理府告示第40号）に準じ、できる限り苦痛を与えない方法に

よるよう指導するものとする。 

    捕獲個体を致死させる場合は、「動物の殺処分方法に関する指針」（平

成７年総理府告示第40号）に準じ、できる限り苦痛を与えない方法に

よるよう指導するものとする。 

    錯誤捕獲した個体は原則として所有及び活用はできないこと、放鳥

獣を行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きたまま

譲渡する場合には飼養登録等の手続きが必要となる場合があること、

また、捕獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異な

る場合は法第９条第１項違反となる場合があることについて、あらか

じめ申請者に対して十分周知を図るものとする。 

    錯誤捕獲した個体は原則として所有及び活用はできないこと、放鳥

獣を行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きたまま

譲渡する場合には飼養登録等の手続きが必要となる場合があること、

また、捕獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異な

る場合は法第９条第１項違反となる場合があることについて、あらか

じめ申請者に対して十分周知を図るものとする。 

    錯誤捕獲された外来鳥獣又は生態系や農林水産業等に係る著しい被

害を生じさせていることが確認できる鳥獣の放鳥獣は適切でないこと

から、これらの鳥獣が捕獲される可能性がある場合には、あらかじめ

捕獲申請を行うよう指導し、適切に対応する。 

                                   

                                   

                                   

               

  (４) 錯誤捕獲の防止   (４) 錯誤捕獲の防止 

    わなの適正な使用を徹底することに加え、クマ類やカモシカ等の生

息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情

を踏まえつつ、クマ類やカモシカ等の出没状況を確認しながら、わな

の形状、餌による誘引方法等の工夫に加え、設置場所の変更も含めて

検討し、錯誤捕獲を防止するよう指導する。 

    ツキノワグマの                      生

息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情

を踏まえつつ、ツキノワグマ    の出没状況を確認しながら、わ

なの形状、餌付け方法等を工夫して錯誤捕獲を防止するよう指導する。        

                        

    また、錯誤捕獲した場合に      迅速かつ安全な放獣が実施

できるように、事業実施者に対し、事前の放獣体制の構築及び封獣場

所の確保に努めるとともに、錯誤捕獲の実態について報告するように

指導する。なお、やむを得ず捕獲する場合は捕獲許可等の手続きを行

うものとする。 

    また、ツキノワグマの錯誤捕獲に対して迅速かつ安全な放獣が実施

できるように、放獣体制の整備に努める。             

                                   

                                   

           

 ３－４ 販売禁止鳥獣等の販売許可  

  (1) 許可の考え方 

 ３－４ 販売禁止鳥獣等の販売許可  

 (1) 許可の考え方 
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    販売禁止鳥獣等の販売許可にあたっては、次の①、②のいずれにも

該当する場合に許可するものとする。 

① 販売の目的が法第24条第１項又は規則第23条に規定する目的に適

合すること。 

② 捕獲したヤマドリの食用品としての販売など、販売されることに

よって違法捕獲や捕獲物の不適切な処理が増加し、個体数の急速な

減少を招くなど、その保護に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

でないこと。 

  (２) 許可の条件 

    販売禁止鳥獣等の販売許可にあたっては、次の①、②のいずれにも

該当する場合に許可するものとする。 

① 販売の目的が         規則第23条に規定する目的に適

合すること。 

② 捕獲したヤマドリの食用品としての販売など、販売されることに

よって違法捕獲や捕獲物の不適切な処理が増加し、個体数の急速な

減少を招くなど、その保護に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

でないこと。 

  (２) 許可の条件 

    販売許可証を交付する場合に付す条件は、販売する鳥獣の数量、所

在地及び販売期間、販売した鳥獣を放鳥獣する場合の場所（同一地域

個体群）等とする。 

    販売許可証を交付する場合に付す条件は、販売する鳥獣の数量、所

在地及び販売期間、販売した鳥獣を放鳥獣する場合の場所（同一地域

個体群）等とする。 

    オオタカの販売許可を交付する場合に付する条件は、販売する鳥獣

の数量は現に保有する数量に限定すること、販売する鳥獣に足輪を装

着させること等とする。 

                                   

                                   

               

 ３－５ 住居集合地域等における麻酔銃猟の実施にあたっての留意事項  ３－５ 住居集合地域等における麻酔銃猟の実施にあたっての留意事項 

     生活環境に係る被害の防止の目的で住居集合地域等において麻酔

銃猟をする場合については、捕獲許可のほか、法第38条の２第１項

の規定による県知事の許可を得るとともに、麻酔薬の種類及び量に

より危険猟法に該当する場合においては、法第37条の規定による環

境大臣の許可を得るものとする。 

     生活環境に係る被害の防止の目的で住居集合地域等において麻酔

銃猟をする場合については、捕獲許可のほか、法第38条の２第１項

の規定による県知事の許可を得るとともに、麻酔薬の種類及び量に

より危険猟法に該当する場合においては、法第37条の規定による環

境大臣の許可を得るものとする。 

     なお、近年、イノシシやニホンザルなどの鳥獣が市街地を含む人

里に出没する機会が増えており、これら市街地への出没を減少させ

るためには、市街地等に接する里地里山等の環境管理、市街地等へ

の出没の可能性を検知するためにＩＣＴ等の新たな技術を活用した

監視体制、出没リスクに応じた住民への適切な情報提供が必要であ

る。また、出没時の追い払いや捕獲等の円滑な対応を可能とするた

めには、地方公共団体が中心となり、対応できる者の配置や連絡体
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制、各関係主体の役割分担を明確化し、対応方針を定めておく必要

がある。 

                                   

         

  

第四 特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域に関する事項 第五 特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域に関する事項 

 １ 特定猟具使用禁止区域の指定 

  (1) 方針 

    特定猟具使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、

以下の区域について地域の要望等にも配慮し指定するよう努めるもの

とする。 

   ① 銃猟に伴う危険を予防するための地区 

銃猟による事故が頻発している地区、学校の所在する地区、病院

の近傍、農林水産業上の利用が恒常的に行われることにより人の所

在する可能性が高い場所、レクリエーション等の目的のため利用す

る者が多いと認められる場所、公道、都市計画法（昭和43年法律第

100号）第４条第６項の都市計画施設である公共空地等、市街地、人

家稠密な  場所及び衆人群集の集まる場所が相当程度の広がりを

もって集中している場所、その他銃猟による事故発生のおそれのあ

る区域 

 １ 特定猟具使用禁止区域の指定 

  (1) 方針 

    特定猟具使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、

以下の区域について地域の要望等にも配慮し指定するよう努めるもの

とする。 

① 銃猟に伴う危険を予防するための地区 

銃猟による事故が頻発している地区、学校の所在する地区、病院

の近傍、農林水産業上の利用が恒常的に行われることにより人の所

在する可能性が高い場所、レクリエーション等の目的のため利用す

る者が多いと認められる場所、公道、都市計画法（昭和43年法律第

100号）第４条第６項の都市計画施設である公共空地等、市街地、人

家が密集した場所及び衆人群集の集まる場所が相当程度の広がりを

もって集中している場所、その他銃猟による事故発生のおそれのあ

る区域 

  (２) 特定猟具使用禁止区域指定計画 

第１２表 

  (２) 特定猟具使用禁止区域指定計画 

第１７表 

    （記載省略）     （記載省略） 

  (３) 特定猟具使用禁止区域指定内訳 

第１３表 

  (３) 特定猟具使用禁止区域指定内訳 

第１８表 

    （記載省略） 

 ３ 指定猟法禁止区域指定内訳 

第１４表 

（記載省略） 

    （記載省略） 

 ３ 指定猟法禁止区域指定内訳 

第１９表 

   （記載省略） 
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

第五 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する

事項 

第六 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する

事項 

 １ 第一種特定鳥獣保護計画の作成に関する方針  １ 第一種特定鳥獣保護計画の作成に関する方針 

   第一種特定鳥獣保護計画の対象とする鳥獣は、生息数の著しい減少又

は生息地の範囲の縮小、生息環境の悪化や分断等により地域個体群とし

ての絶滅のおそれが生じている鳥獣であって、生物多様性の確保、生活

環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、当該鳥獣の地

域個体群の安定的な維持及び保護を図りつつ、当該鳥獣の生息数を適正

な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させる、又

はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持する必要があると認め

られるものとする。 

   第一種特定鳥獣保護計画の対象とする鳥獣は、生息数の著しい減少又

は生息地の範囲の縮小、生息環境の悪化や分断等により地域個体群とし

ての絶滅のおそれが生じている鳥獣であって、生物多様性の確保、生活

環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、当該鳥獣の地

域個体群の安定的な維持及び保護を図りつつ、当該鳥獣の生息数を適正

な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させる、又

はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持する必要があると認め

られるものとする。 

   計画の策定にあたっては、科学的な知見及び各地の実施事例に基づき

適正な保護の目標を設定できるよう、あらかじめ当該地域個体群の生息

動向、生息環境、被害状況、捕獲状況等について必要な調査を行うもの

とし、当該鳥獣の地域個体群について、科学的知見を踏まえながら専門

家や地域の幅広い関係者の合意を図りつつ明確な保護の目標を設定し、

これに基づき、個体群管理、生息環境管理及び被害防除対策の保護事業

を総合的に講じることにより、科学的・計画的な保護を広域的・継続的

に推進し、鳥獣の保護を図ることにより、人と鳥獣との適切な関係の構

築に資することを目的として作成するものとする。 

   計画の策定にあたっては、科学的な知見及び各地の実施事例に基づき

適正な保護の目標を設定できるよう、あらかじめ当該地域個体群の生息

動向、生息環境、被害状況、捕獲状況等について必要な調査を行うもの

とし、当該鳥獣の地域個体群について、科学的知見を踏まえながら専門

家や地域の幅広い関係者の合意を図りつつ明確な保護の目標を設定し、

これに基づき、個体群管理、生息環境管理及び被害防除対策の保護事業

を総合的に講じることにより、科学的・計画的な保護を広域的・継続的

に推進し、鳥獣の保護を図ることにより、人と鳥獣との適切な関係の構

築に資することを目的として作成するものとする。 

   目標の達成状況の評価のために用いる指標は、生息数や捕獲・目撃地

点の分布、単位努力量当たりの捕獲数や目撃数、被害額等、当該地域個

体群の生息動向、確保すべき生息環境、被害状況等を示すものを選択し、

指標のモニタリングを実施するとともに、各指標の特性を踏まえ、指標

に応じて中長期的な視点での評価を行う。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                      

   なお、本計画における第一種特定鳥獣保護計画の作成の予定はないが、

本計画期間内において、作成の必要が生じた場合は、随時作成するもの

とする。 

   なお、本計画における第一種特定鳥獣保護計画の作成の予定はないが、

本計画期間内において、作成の必要が生じた場合は、随時作成するもの

とする。 
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

 ３ 第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する方針  ３ 第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する方針 

  (１) 第二種特定鳥獣管理計画の作成及び計画に基づく施策の方針   (１) 第二種特定鳥獣管理計画の作成及び計画に基づく施策の方針 

    第二種特定鳥獣管理計画の対象とする鳥獣は、生息数の著しい増加

又は生息地の範囲の拡大により、顕著な農林水産業被害等の人とのあ

つれきが深刻化している鳥獣、自然生態系のかく乱を引き起こしてい

る鳥獣等であって、生物多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産

業の健全な発展を図る観点から、長期的な視点に立って当該鳥獣の地

域個体群の安定的な存続を図りつつ、当該鳥獣の生息数を適正な水準

に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させる。 

    第二種特定鳥獣管理計画の対象とする鳥獣は、生息数の著しい増加

又は生息地の範囲の拡大により、顕著な農林水産業被害等の人とのあ

つれきが深刻化している鳥獣、自然生態系のかく乱を引き起こしてい

る鳥獣等であって、生物多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産

業の健全な発展を図る観点から、長期的な視点に立って当該鳥獣の地

域個体群の安定的な存続を図りつつ、当該鳥獣の生息数を適正な水準

に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させる。 

    目標の達成状況の評価のために用いる指標は、生息数や捕獲・目撃

地点の分布、単位努力量当たりの捕獲数や目撃数、被害額等、当該地

域個体群の生息動向、確保すべき生息環境、被害状況等を示すものを

選択し、指標のモニタリングを実施するとともに、各指標の特性を踏

まえ、指標に応じて中長期的な視点での評価を行う。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                            

    なお、第二種特定鳥獣管理計画は、イノシシ及びニホンジカ並びに

ニホンザルについて作成し、本計画期間内において、イノシシ及びニ

ホンジカ並びにニホンザル以外の鳥獣に係る計画の作成の必要が生じ

た場合は、随時作成するものとするが、本計画との整合を図るため、

原則として本計画の有効期間内で計画期間を設定する。 

    なお、第二種特定鳥獣管理計画は、イノシシ及びニホンジカ並びに

ニホンザルについて作成し、本計画期間内において、イノシシ及びニ

ホンジカ並びにニホンザル以外の鳥獣に係る計画の作成の必要が生じ

た場合は、随時作成するものとする。               

                             

    

  (２) 関係都道府県との連携に関する方針   (２) 関係都道府県との連携に関する方針 

    第１５表     第２０表 

     （記載省略）      （記載省略） 

  

第六 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

 ２ 鳥獣の生態に関する基礎的な調査 

  (3) ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 

    第１６表 

 ２ 鳥獣の生態に関する基礎的な調査 

  (3) ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 

    第２１表 
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

     （記載省略）      （記載省略） 

  (４) 狩猟鳥獣生息調査   (４) 狩猟鳥獣生息調査 

    第１７表     第２２表 

     （記載省略）      （記載省略） 

  (５) 第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣並びに指定管理鳥獣の生息状況

調査 

  (５) 第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣並びに指定管理鳥獣の生息状況

調査 

    表１８表     表２３表 

     （記載省略）      （記載省略） 

 ３ 法に基づく諸制度の運用状況調査  ３ 法に基づく諸制度の運用状況調査 

  (１) 鳥獣保護区等の指定・管理等調査   (１) 鳥獣保護区等の指定・管理等調査 

    第１９表     第２４表 

     （記載省略）      （記載省略） 

  (２) 捕獲等情報収集調査   (２) 捕獲等情報収集調査 

    法に基づいて行われる捕獲（登録狩猟、許可捕獲及び指定管理鳥獣

捕獲等事業での捕獲）においては、捕獲を行った者から、法令に基づ

き、捕獲場所、鳥獣種別捕獲数、処置の概要を報告させているほか、

必要に応じ捕獲年月日、捕獲個体の性別、捕獲個体の幼獣（鳥）・成獣

（鳥）の別、捕獲努力量、目撃数等も報告させているところであるが、

収集する情報については、科学的な鳥獣の保護及び管理の推進に必要

な情報の種類・項目を整理し、収集すべき情報の規格化（標準化）を

進めるとともに、捕獲情報の報告の仕組みについて見直しを図る。特

に、指定管理鳥獣については、収集した捕獲等の情報から、単位努力

量当たりの捕獲数及び目撃数の算定や、個体数の推定等を行い、生息

状況や鳥獣捕獲等事業の効果等を評価するよう努めるものとする。 

    法に基づいて行われる捕獲（狩猟、許可捕獲及び指定管理鳥獣捕獲

等事業での捕獲）については、捕獲を行った者から、捕獲努力量、捕

獲年月日、捕獲の位置情報、捕獲個体の性別、捕獲個体の幼獣（鳥）・

成獣（鳥）の別、目撃数等から収集するべき基本的な項目を定め、報

告させるよう努めるものとする。特に、指定管理鳥獣（ニホンジカ）

については、これらの結果から、単位努力量当たりの捕獲数及び目撃

数の算定や、個体数の推定等を行い、生息状況や鳥獣捕獲等事業の効

果等を評価するよう努めるものとする。              

                                   

                                   

                                   

    また、錯誤捕獲については、必要な情報の項目（鳥獣種、数、捕獲

日、場所、錯誤捕獲された際の状況及び捕獲後の対応等）を整理し、

報告の仕組みについて検討した上で、捕獲に従事する者に対して、錯

誤捕獲の実態の報告を求めるものとする。 

    また、捕獲に従事する者に対して、錯誤捕獲の実態（種類、数、時

期、錯誤捕獲された様態及び、捕獲後の処置）を可能な限り報告させ

るよう努めるものとする。                    
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

  (３) 制度運用の概況情報   (３) 制度運用の概況情報 

    法に基づいて行う制度の運用の概況を把握するよう努めるものとす

る。また、調査等により得られた情報については、計画の作成や変更

に適宜反映させるよう、努めることとする。 

    法に基づいて行う制度の運用の概況を把握するよう努めるものとす

る。                              

                        

 ４ 新たな技術の研究開発  ４ 新たな技術の研究開発 

  (１) 捕獲や調査等に係る技術の研究開発・普及   (１) 捕獲や調査等に係る技術の研究開発    

    銃猟について、従来の巻き狩りのみならず、誘引狙撃や夜間銃猟等、

様々な猟法を組み合わせた捕獲技術を開発するように努めるものとす

る。わな猟について、新しい猟法の開発や ICT 等を活用した捕獲技術

の普及及び錯誤捕獲の少ないくくりわなやはこわなの改良を進めるよ

う努めるものとする。また、これまで使用されていない手法も含めて

捕獲技術の開発及びそのリスク評価を進めるよう努めるものとする。 

    銃猟について、従来の巻き狩りのみならず、誘引狙撃や夜間銃猟等、

様々な猟法を組み合わせた捕獲技術を開発するように努めるものとす

る。わな猟について、新しい猟法の技術開発            

   及び錯誤捕獲の少ないくくりわなやはこわなの改良を進めるよ

う努めるものとする。また、これまで使用されていない手法も含めて

捕獲技術の開発及びそのリスク評価を進めるよう努めるものとする。 

    また、鳥獣の生息状況を効果的に把握するための調査技術について、

その開発を進め普及に努める。 

    また、鳥獣の生息状況を効果的に把握するための調査技術について、

その開発を進めるよう努めるものとする。 

  (２) 被害防除対策に係る技術開発・普及   (２) 被害防除対策に係る技術開発    

    生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害等を及ぼす鳥獣の被害

発生メカニズムを明らかにし、ICT 等の新たな技術も活用しながら、

被害の防止、鳥獣の忌避や追い払いなどの技術開発を進め、普及に努

める。また、鳥獣の人の生活圏への出没による人身被害を予防する観

点からも環境の管理等による鳥獣の誘引防止等の被害防除対策に資す

る技術開発を進め、普及に努める。 

    生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害等を及ぼす鳥獣の被害

発生メカニズムを明らかにし、防護柵や防鳥網等による予防、忌避剤

や威嚇音等による追い払い、生ごみや未収穫作物の適切な管理、耕作

放棄地の解消等による鳥獣の誘引防止等の被害防除対策に資する技術

開発を進めるよう努めるものとする。               

                    

(3) 捕獲個体の活用や処分に係る技術開発・普及 

捕獲した個体の有効活用や効率的な処分に関する技術開発を進め、 

普及に努める。     

(3) 捕獲個体の活用や処分に係る技術開発    

    捕獲した個体の有効活用や効率的な処分に関する技術開発に進める 

よう努めるものとする。 

第七 鳥獣保護管理事業の実施体制の整備に関する事項 第八 鳥獣保護管理事業の実施体制の整備に関する事項 

 １ 鳥獣行政担当職員  １ 鳥獣行政担当職員 

  (１) 方針   (１) 方針 

    鳥獣行政担当職員については、鳥獣保護管理事業計画の内容、鳥獣     鳥獣行政担当職員については、鳥獣保護管理事業計画の内容、鳥獣
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の生息状況等を勘案し、鳥獣保護管理事業の実施に支障がないよう適

切な措置を講ずるものとする。特に、法に基づく各計画の作成、計画

に基づく事業の実施及び事業の結果の評価について、国や大学等が実

施する研修等を受講させ、専門的知見を有する職員の育成に努めるも

のとする。 

の生息状況等を勘案し、鳥獣保護管理事業の実施に支障がないよう適

切な措置を講ずるものとする。特に、法に基づく各計画の作成、計画

に基づく事業の実施及び事業の結果の評価について、国や大学等が実

施する研修等を受講させ、専門的知見を有する職員の育成に努めるも

のとする。 

    また、行政効果を高めるため、計画的に鳥獣行政担当職員を対象と

して研修を行い、専門的知識の向上を図るものとする。 

    また、行政効果を高めるため、計画的に鳥獣行政担当職員を対象と

して研修を行い、専門的知識の向上を図るものとする。 

    なお、市町、近隣県等との積極的な連携に努めるとともに、必要に

応じて地方検察庁、警察当局等の協力・連携を図るものとする。 

    なお、市町、近隣県等との積極的な連携に努めるとともに、必要に

応じて地方検察庁、警察当局等の協力・連携を図るものとする。 

    特に、鳥獣被害防止特措法の施行を受けて、鳥獣行政における市町

の役割が大きくなっていることから、市町の担当職員への定期的・計

画的な研修又は情報等の提供を行うことにより、鳥獣の保護及び管理

に係る専門的知識の向上に努めるものとする。また、国、県、大学、

民間団体の提供する研修や講座等において連携を進め、鳥獣の保護及

び管理に係るカリキュラムにおいて最低限受講すべき内容について検

討を進める。 

    特に、鳥獣被害防止特措法の施行を受けて、鳥獣行政における市町

の役割が大きくなっていることから、市町の担当職員への定期的・計

画的な研修又は情報等の提供を行うことにより、鳥獣の保護及び管理

に係る専門的知識の向上に努めるものとする。           

                                   

                                   

          

  (２) 設置計画   (２) 設置計画 

    第２０表 

     東予地方局農林水産振興部森林林業課 

     中予地方局農林水産振興部森林林業課 

     南予地方局農林水産振興部森林林業課 

     八幡浜支局肱川流域林業振興課 

  (3) 研修計画 

    第２１表 

     （記載省略） 

    第２５表 

     東予地方局産業経済部森林林業課 

     中予地方局産業経済部森林林業課 

南予地方局産業経済部森林林業課 

八幡浜支局大洲森林林業振興班 

  (3) 研修計画 

    第２６表 

     （記載省略） 

 ２ 鳥獣保護管理員  ２ 鳥獣保護管理員 

  (２) 設置計画   (２) 設置計画 

    第２２表     第２７表 
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     （記載省略） 

  (3) 年間活動計画 

    第２３表 

     （記載省略） 

  (4) 研修計画 

    第２４表 

     （記載省略） 

     （記載省略） 

  (3) 年間活動計画 

    第２８表 

     （記載省略） 

  (4) 研修計画 

    第２９表 

     （記載省略） 

 ３ 保護及び管理の担い手の育成及び確保 

  (2) 研修計画 

    第２５表 

     （記載省略） 

 ３ 保護及び管理の担い手の育成及び確保 

  (2) 研修計画 

    第３０表 

     （記載省略） 

  (３) 狩猟者の育成及び確保のための対策   (３) 狩猟者の育成及び確保のための対策 

    本県の狩猟者登録数は、基本的には減少傾向にあるものの、平成17

年度に４千人を割って以降はほぼ横ばいで推移している。内訳をみる

と、第一種銃猟が減少する一方で、わな猟が増加している。また、狩

猟免許所有者の数も、基本的には減少傾向にあるものの、平成15年度

以降は約５千人前後で推移している。年齢をみると、近年、60歳以上

が６割強を占め、狩猟に携わる人の高齢化が進行している。 

    本県の狩猟者登録数は、基本的には減少傾向にあるものの、平成17

年度に４千人を割って以降はほぼ横ばいで推移している。内訳をみる

と、第一種銃猟が減少する一方で、わな猟が増加している。また、狩

猟免許所有者の数も、基本的には減少傾向にあるものの、平成15年度

以降は約５千人前後で推移している。年齢をみると、近年、60歳以上

が６割強を占め、狩猟に携わる人の高齢化が進行している。 

    鳥獣の保護及び管理の担い手である狩猟者の育成及び確保は重要な

課題であることから、狩猟者団体等の協力も得て、その実態を詳細に

把握するとともに、狩猟者減少防止策のみならず、減少に歯止めをか

け増加に転じる策等を検討し、有効な対策を講じるものとする。その

ため、銃猟を始めとした狩猟免許取得促進のための取組を継続するこ

とに加え、捕獲技術の向上を図り、継承していくための仕組みづくり

と捕獲事業等に取り組む事業者の負担軽減が重要である。この問題に

対処するため、狩猟に関するシンポジウム等を開催して情報発信や情

報提供を行い、狩猟者のみならず一般県民等に対して広く普及啓発を

行う。また、効率的な捕獲情報の収集やその電子化を行うことで、狩

    鳥獣の保護及び管理の担い手である狩猟者の育成及び確保は重要な

課題であることから、狩猟者団体等の協力も得て、その実態を詳細に

把握するとともに、狩猟者減少防止策のみならず、減少に歯止めをか

け増加に転じる策等を検討し、有効な対策を講じるものとする。   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   



19 

 

改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

猟者の負担軽減や情報共有を図る。                     

  (４) 認定鳥獣捕獲等事業者の育成・確保   (４) 認定鳥獣捕獲等事業者の育成・確保 

    狩猟者の高齢化が進む中で、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣が急

速に増加して生息分布が拡大し、生態系、農林水産業、生活環境への

被害が深刻化している。このような中、鳥獣の捕獲等に係る安全管理

体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な

技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、愛媛

県は２者を認定しているところであり（令和３年11月時点）、引き続き

その育成・確保を進めていくことが重要であり、講習会等の開催や「認

定鳥獣捕獲等事業者制度」をホームページ等により広く周知するなど

により、引き続き認定鳥獣捕獲等事業者の育成及び確保に努めるもの

とする。 

    狩猟者の高齢化が進む中で、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣が急

速に増加して生息分布が拡大し、生態系、農林水産業、生活環境への

被害が深刻化している。このような中、鳥獣の捕獲等に係る安全管理

体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な

技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、愛媛

県は２者を認定しているところであり（平成28年12月時点）、「認定鳥

獣捕獲等事業者制度」をホームページ等により広く周知するなど、引

き続き認定鳥獣捕獲等事業者の育成及び確保に努めるものとする。  

                                   

        

  (５) 地方公共団体の役割           

    県は、国の策定する基本指針に即して鳥獣保護管理事業計画を作成

し、鳥獣の保護及び管理の方向性について示すとともに、当該計画に

基づく施策を実施する。また、国の施策との連携・協力に努めるとと

もに、県境を越えて広域的に分布又は移動する鳥獣の地域個体群の保

護又は管理に当たっては、隣県などの関係自治体との連携の確保に努

める。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

    さらに、市町が行う被害防止対策のみによっては被害を十分に防止

することが困難である場合には、関係市町村との連携を図りつつ、広

域的な捕獲を強化するなど、市町との連携に一層努める。 

 ４ 取締り 

  (2) 年間計画 

    第２６表 

     （記載省略） 

 

                                   

                                   

                              

 ４ 取締り 

  (2) 年間計画 

    第３１表 

     （記載省略） 

第八 その他 第九 その他 
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 ３ 傷病鳥獣救護への対応  ３ 傷病鳥獣救護への対応 

  (４) 感染症対策・普及啓発   (４) 感染症対策・普及啓発 

    収容個体は、必要に応じ、搬入後速やかに隔離及び検査を行い、野

生鳥獣と人・家畜の間で伝播する感染症の感染の有無を把握する。仮

に感染の可能性がある場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成10年法律第114号）、狂犬病予防法（昭和

25年法律第247号）等の関係法令等の規定に従い、適切に対処する。ま

た、二次感染を防止するため、衛生管理には十分留意する。 

    収容個体は、必要に応じ、搬入後速やかに隔離及び検査を行い、人

獣共通感染症の感染の有無を把握し、             仮

に感染の可能性がある場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成10年法律第114号）、狂犬病予防法（昭和

25年法律第247号）等の関係法令等の規定に従い、適切に対処する。ま

た、二次感染を防止するため、衛生管理には十分留意する。 

    さらに、周囲で家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第２条に

規定する家畜伝染病が発生している場合には、同病に感受性のある鳥

獣の収容個体の症状等には十分留意し、同病の感染が疑われる際は、

家畜衛生部局と調整し、適切な対応を取る。 

    さらに、周囲で家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第２条に

規定する家畜伝染病が発生している場合には、同病に感受性のある鳥

獣の収容個体の症状等には十分留意し、同病の感染が疑われる際は、

家畜衛生部局と調整し、適切な対応を取る。 

    なお、救護に携わる者に対し、野生鳥獣と人・家畜の間で伝播する

感染症に関する基本的な情報を提供するとともに、行政担当者や救護

ボランティアに対し衛生管理等に関する研修を行う。 

    なお、救護に携わる者に対し、人獣共通感染症、家畜伝染病等   

      に関する基本的な情報を提供するとともに、行政担当者や救護

ボランティアに対し衛生管理等に関する研修を行う。 

  (５) 放野   (５) 放野 

    放野は、以下のような考え方を基本として対応するものとする。     放野は、以下のような考え方を基本として対応するものとする。 

   ① 対象個体の傷病が治癒していること、採餌能力、運動能力や警戒

心が回復していること等を確認する。 

   ① 対象個体の傷病が治癒していること、採餌能力、運動能力や警戒

心が回復していること等を確認する。 

   ② 発見保護された場所で放野することを基本とし、それが不適当又

は困難な場合には遺伝子的な攪乱を及ぼすことのないような場所を

選定する。 

   ② 発見保護された場所で放野することを基本とし、それが不適当又

は困難な場合には遺伝子的な攪乱を及ぼすことのないような場所を

選定する。 

   ③ 感染症に関する検査や治療を行い、野生鳥獣の間で伝播する感染

症を予防する。 

   ③ 感染症に関する検査や治療を行い、野生個体への感染症の伝播を

予防する。 

 ５ 感染症への対応  ５ 感染症への対応 

   生物多様性の確保、人の生活、家畜の飼養等に影響の大きい野生鳥獣

に関する感染症に備え、専門的な知見に基づく情報収集や野生鳥獣の感

染状況等に関する調査をはじめとし、関係部局と連携したサーベイラン

   野生鳥獣に人獣共通又は家畜に影響の大きい感染症が発生した場合に

備えて、国及び関係機関との連携体制を整備しておくものとする。   
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ス等を日頃から実施し、情報の共有を行う。また、それらの感染症が発

生した場合に迅速かつ適切に対応できるよう、事前に国及び県内の関係

機関との連絡体制を整備する。野生鳥獣に関する感染症は、鳥獣行政の

みならず公衆衛生、家畜衛生、動物愛護管理行政等の多くの担当部局に

関連するものもあるため、これらに関係する部局が連携して対策を実施

することが必要である。また、関係する機関等に加え、県民に対して適

切な理解を促すなどの普及啓発を行う。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                     

  (１) 高病原性鳥インフルエンザ   (１) 高病原性鳥インフルエンザ 

    野生鳥獣や家きんなど主に鳥類の間で伝播する感染症であり、畜産

業への影響も大きく、海外では人への感染事例も報告されている   

                   ことから、「野鳥における高病原性

鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」及び「愛媛県野鳥にお

ける高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル」に基づきウイ

ルス保有状況調査等を実施する体制を整備するとともに、家畜衛生部

局等と連携を図りながら適切な調査に努めるものとする。 

    高病原性鳥インフルエンザについては、人獣共通感染症であり、か

つ、家畜への影響が大きい                    

                   ことから、「野鳥における高病原性

鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」及び「愛媛県野鳥にお

ける高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル」に基づきウイ

ルス保有状況調査等を実施する体制を整備するとともに、家畜衛生部

局等と連携を図りながら適切な調査に努めるものとする。 

    野鳥の異常死の早期発見や発生時の対応体制を強化するために、野

鳥の生息状況の把握、死亡野鳥調査等の野鳥サーベイランス及び野鳥

緊急調査等を実施する人材の育成・確保に努める。また、高病原性鳥

インフルエンザと野鳥との関わりや野鳥との接し方等について、住民

への情報提供や普及啓発等を適切に実施する。           

                            

                                   

                                   

                          また、高病原性鳥

インフルエンザと野鳥との関わり、野鳥との接し方等の住民への情報

提供等を適切に実施するとともに、野鳥の異常死を早期に発見するた

め、通常時の生息状況の把握に努めるものとする。 

  (２) 豚熱（CSF）、アフリカ豚熱（ASF）                     

    平成30年に国内で26年ぶりに発生して以降、野生イノシシにおける

豚熱感染が継続して確認されていることから、家畜衛生部局等と調整

しながら野生イノシシにおける感染確認検査を実施するとともに、隣

接県、関係市町村、関係団体等と連携しながら防疫措置を含む捕獲強

化等の対策を一層推進することにより、感染収束に努める。なお、捕

獲を実施するにあたっては、狩猟者や捕獲従事者に「CSF・ASF 対策と
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しての野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引き（令和元年12

月環境省・農林水産省公表）」等に基づいた防疫措置を徹底し、捕獲等

を実施するよう指導する。また、野生イノシシが豚熱ウイルスで汚染

された肉製品を食べること等で感染・まん延につなげるおそれがある

ことから、ごみの放置禁止及びごみ置き場等における野生動物の接触

防止対策等の徹底について、関係部局と連携しながら、関係市町村、

関係機関、関係団体等に対し積極的に普及啓発を行う。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                             

    アフリカ豚熱については、現在、国内での感染は確認されていない

が、アジア地域で広く感染が拡大しており、国内への侵入リスクが高

まっている。アフリカ豚熱ウイルスが我が国に侵入し、野生イノシシ

にまん延した場合はその影響が大きいと考えられることから、家畜衛

生部局等と連携・協力しながら、野生イノシシにおける感染確認検査

の実施や監視体制強化により、万が一の侵入時に早期発見が可能な体

制整備に努める。また、国内でアフリカ豚熱の感染が確認された場合、

速やかに必要な措置を講じることができるよう、侵入確認時に必要な

体制を整えておく。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

             

  (３) その他の感染症   (２) その他の感染症 

    上記以外の野生鳥獣に関する感染症についても、可能な限り、情報

収集等を行い、鳥獣の保護及び管理に当たっての対応の必要性、対応

方法等について検討する。                    

       

    その他の感染症については、鳥獣の異常死又は傷病鳥獣の状況等に

より把握に努めるものとする。特に、口蹄疫等の家畜伝染病が発生し

ている場合には、周囲の野生鳥獣に異常がないか監視に努めるものと

する。 

    例えば、口蹄疫等の家畜伝染病や、SFTS（重症熱性血小板減少症候

群）等の既に国内での感染者がみられている野生鳥獣と人・家畜の間

で伝播する感染症、ウエストナイル熱等の現在国内での感染はないが、

国内で発生した場合に家畜や希少鳥獣等への影響が懸念される感染症

について、鳥獣における感染状況を早期に発見し、対応できるよう、

情報収集・監視に努める。また、鳥獣の異常死又は傷病鳥獣の状況等

の把握、それら傷病個体等における感染症に関する検査等を通じた監
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改   正   後 （第13次） 改   正   前 （第12次） 

視・注意喚起等や、関係部局や関係機関との情報共有に努める。                                  

  【検査体制】   【検査体制】 

   （記載省略）    （記載省略） 

 ６ 普及啓発  ６ 普及啓発 

  (１) 鳥獣の保護及び管理についての普及等 

   ② 事業の年間計画 

     第２７表 

     （記載省略） 

  (１) 鳥獣の保護及び管理についての普及等 

   ② 事業の年間計画 

     第３２表 

     （記載省略） 

   ③ 愛鳥週間行事等の計画    ③ 愛鳥週間行事等の計画 

     第２８表      第３３表 

     （記載省略）      （記載省略） 

  (２) 愛鳥モデル校の指定   (２) 愛鳥モデル校の指定 

   ④ 指定計画    ④ 指定計画 

     第２９表      第３４表 

     （記載省略） 

  (3) 安易な餌付けの防止 

   ② 年間計画 

     第３０表 

     （記載省略） 

  (5) 野鳥の森等の整備 

    第３１表 

    （記載省略） 

  (6) 法令の普及徹底 

   ② 年間計画 

     第３２表 

     （記載省略） 

 

     （記載省略） 

  (3) 安易な餌付けの防止 

   ② 年間計画 

     第３５表 

     （記載省略） 

  (5) 野鳥の森等の整備 

    第３６表 

    （記載省略） 

  (6) 法令の普及徹底 

   ② 年間計画 

     第３７表 

     （記載省略） 

 

 


