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第二種特定鳥獣管理計画「愛媛県イノシシ適正管理計画」新旧対照表 

改   正   後 （第５次） 改   正   前 （第４次） 

１ 計画策定の目的及び背景 １ 計画策定の目的及び背景 

  （前略）   （前略） 

  その後、第２次計画（平成19年度～平成23年度）、第３次計画（平成24年

度～平成28年度）、第４次計画（平成29年度～令和３年度）を策定し、農林

作物等被害額を、増加が始まる以前の平成５年度のレベルに抑えることを管

理の目標とし、狩猟の規制緩和等により捕獲圧を強化してイノシシの生息数

の適正管理に努めてきたが、被害レベルは高水準のまま推移している。 

  その後、第２次計画（平成19年度～平成23年度）、第３次計画（平成24年

度～平成28年度）                   を策定し、農林

作物等被害額を、増加が始まる以前の平成５年度のレベルに抑えることを管

理の目標とし、狩猟の規制緩和等により捕獲圧を強化してイノシシの生息数

の適正管理に努めてきたが、被害レベルは高水準のまま推移している。 

  このため、第５次計画を策定し、更なる捕獲圧の強化を推進し、イノシシ

の生息数の適正管理に努め、引き続きイノシシの長期にわたる安定的な存続

とイノシシによる被害の軽減を図ることとする。 

  このため、第４次計画を策定し、更なる捕獲圧の強化を推進し、イノシシ

の生息数の適正管理に努め、引き続きイノシシの長期にわたる安定的な存続

とイノシシによる被害の軽減を図ることとする。 

  

３ 計画の期間 ３ 計画の期間 

  本計画の期間は、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。 

  本計画の期間は、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。 

  

５ 管理の目標 ５ 管理の目標 

 (１) 現状  (１) 現状 

  イ 生息動向及び捕獲状況   イ 生息動向及び捕獲状況 

   (ア) 生息の分布状況    (ア) 生息の分布状況 

     令和元年度のイノシシ狩猟結果によると、県内のほぼすべての地域

でイノシシの捕獲が確認されていることから、イノシシの生息地域は

県内全域に及んでいると考えられる。 

     平成26年度のイノシシ狩猟結果によると、県内のほぼすべての地域

でイノシシの捕獲が確認されていることから、イノシシの生息地域は

県内全域に及んでいると考えられる。 

     （後略）      （後略） 

  

 図－２ 令和元年度イノシシ捕獲位置  図－２ 平成26年度イノシシ捕獲位置 

  （添付省略）   （添付省略） 
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改   正   後 （第５次） 改   正   前 （第４次） 

  

   (イ) 生息数の状況    (イ) 生息数の状況 

     イノシシについては、短期間で大幅な個体数の変動があり、シカで

採用されている糞塊密度調査が使えないといった調査手法が十分確

立していない点があるものの、他県でも調査実績のある技術を有する

民間の調査会社に委託して生息個体数の推定を実施したところ、令和

元年度の推定個体数(中央値)は56,459頭と推定された。 

     イノシシは年１産、産仔数の幅が２頭から７頭で増加率が極めて高

く、一年間という短い期間でも個体数の変動が大きいことから、個体

数や生息密度については、科学的な推定方法が確立されておらず、そ

の生息数を把握することは困難である。             

                             

  

  (ウ) 捕獲状況   (ウ) 捕獲状況 

    イノシシの捕獲頭数は、平成５年度までは2,000頭を下回っていたが、

その後は増加の一途をたどり、平成20年度には10,000頭、平成26年度に

は20,000頭を超え、それ以降令和２年度には年間30,000頭を超えた。［図

－３］ 

    イノシシの捕獲頭数は、平成５年度までは2,000頭を下回っていたが、

平成10年度には4,000頭を超え、平成20年度には10,000頭を超え、更に

平成27年度には22,000頭を超えた。                

        ［図－３］ 

    また、イノシシは狩猟と有害鳥獣捕獲により捕獲されており、従来、

狩猟による捕獲の比率が高かったが、平成23年度以降は有害鳥獣捕獲が

狩猟を上回るようになり、令和２年度には79％を占めるようになってい

る。〔表－２〕 

    また、イノシシは狩猟と有害鳥獣捕獲により捕獲されており、従来、

狩猟による捕獲の比率が高かったが、平成23年度以降は有害鳥獣捕獲が

狩猟を上回るようになり、平成27年度は約71％を占めるようになってい

る。〔表－２〕 

    地域別にみると、狩猟、有害鳥獣捕獲ともに南予地域が多く、令和２

年度の全体の捕獲頭数は県全体の約53％を占め、そのうち有害鳥獣捕獲

は県全体の約61％を占めており、他地域と比較して有害鳥獣捕獲の比率

が高い。〔図－４〕 

    地域別にみると、狩猟、有害鳥獣捕獲ともに南予地域が多く、平成27

年度の   捕獲頭数は県全体の約53％を占め、    有害鳥獣捕獲

は県全体の約62％を占めており、他地域と比較して有害鳥獣捕獲の比率

が高い。〔図－４〕 

    免許別の狩猟による捕獲頭数は、わな猟による捕獲が増加し、平成23

年度以降は第一種銃猟を上回り、令和２年度はわな猟4,487頭、第一種

銃猟1,836頭となっている。〔図－５〕 

    免許別の狩猟による捕獲頭数は、わな猟による捕獲が増加し、平成23

年度以降は第一種銃猟を上回り、平成27年度はわな猟4,330頭、第一種

銃猟2,395頭となっている。〔図－５〕 

  

 図－３ イノシシ捕獲頭数の推移  図－３ イノシシ捕獲頭数の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 
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 図－４ 地域別イノシシ捕獲頭数の推移  図－４ 地域別イノシシ捕獲頭数の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

 表－２ 地域別イノシシ捕獲頭数の推移  表－２ 地域別イノシシ捕獲頭数の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

 図－５ 免許別の狩猟による捕獲頭数の推移  図－５ 免許別の狩猟による捕獲頭数の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

  

  (エ) その他   (エ) その他 

   ・イノシシの痕跡密度調査    ・イノシシの生息環境嗜好性 

    令和２年11月10日から令和２年11月19日にかけて、県内40ルートを選

定して痕跡調査を実施した(図－６)。各ルートの調査では、５㎞ごとに

設置された約４～６㎞の踏査路を進みながら左右１ｍ以内の痕跡を記

録した。記録した痕跡の種類は糞、泥すり及び泥移り、掘り返し、寝屋、

足跡、ぬた場の６項目に加えて、踏査中のイノシシの目撃頭数について

も記録した。 

    調査結果は表３の通りである。踏査距離は、最小が3.35㎞、最大が6.60

㎞、平均は5.19㎞、40ルートの総踏査距離は207.40km となった。発見

した痕跡数は合計で1,984であり、１ルートにおける平均は49.6であっ

た。そのうち、最も多く確認された痕跡の種類は、泥すり及び泥移りで

1,046、次いで掘り返し数が646であった。指標のうち最も少なかったの

は、ぬた場数で25であった。踏調査中の目撃数は、合計で31頭であった。 

    痕跡数及び目撃数の合計を踏査距離で除して算出した１km 当たりの

痕跡数を図７に示した。１km あたりの全痕跡合計値（以下「痕跡密度」

という）の値が全ルート中最も高かったのは今治市のルート（ルート番

号１）で51.2/km、次いで大洲市のルート（ルート番号46）の35.5/km で

あった。最も痕跡密度が低かったのは、愛南町のルート（ルート番号38）

で0.2/km、次いで四国中央市のルート（ルート番号57）で0.6/km であ

    平成22年12月～平成23年２月に県内111地点で痕跡調査を実施した。

〔表－３ 図－６〕 

    環境別に確認された痕跡例数をみると、耕作放棄地で94例と最も多

く、次いで果樹園で86例、畑で73例と多かった。これらの環境に低木林

を加えた４環境で、今回確認された痕跡の約７割を占めていた。 

    環境別に痕跡種類の違いを見ると、痕跡が残りやすい畑や水田、空き

地、果樹園等において足跡の占める割合が大きく、足跡が残りにくい広

葉樹林や低木林、笹原、竹林等では代わりにけもの道が残されていた。

これら２種類の痕跡は、いずれもイノシシの移動の目安となりうるもの

である。 

    ヌタ場は水田や耕作放棄地、果樹園等において多く確認でき、掘り返

しは全ての環境において確認できたが、特に笹原や広葉樹林において少

なかった。また、擦り付けは樹木の有無に左右されるため、ほぼ針葉樹

林や低木林、果樹園等に限定されていた。 

    環境の特性によって残りやすさに相違があるものの、イノシシが残す

こうした痕跡は、イノシシの生息環境嗜好性を推測する重要な手がかり

になるものであり、被害防除対策を検討する上でも参考になると考えら

れる。                             
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った。イノシシの痕跡が確認されなかったメッシュはなかった。痕跡密

度が10/km 以上の比較的高いメッシュは、東予地域に３メッシュ、中予

地域に３メッシュ、南予地域に８メッシュと、南予地域が最も多かった。 

    また、各地域における痕跡密度の平均を比較し、図８に示した。痕跡

密度は、南予地域が最も高く、11.21、次いで中予地区が10.83、東予地

区が7.13であった。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

             

  

 図－６ 痕跡密度調査実施を実施したルートが位置するメッシュ  表－３ 環境別痕跡確認状況 

   （記載省略）    （記載省略） 

 表－３ メッシュ(ルート)ごとのイノシシ痕跡確認数（痕跡項目別）  図－６ 環境別痕跡確認状況 

   （記載省略）    （記載省略） 

 図－７ メッシュごとの痕跡密度（痕跡数/km）                         

   （記載省略）          

 図－８ 各地域における痕跡密度（平均）の比較                         

   （記載省略）          

  

                  ・イノシシの食餌嗜好性 

                                   

                                   

                                    

                                   

                                   

                         

                                    

                                   

                                   

                          

    平成23年１月～２月に県内において捕獲されたイノシシ12個体の胃

の内容物について分析した。〔表－４ 図－７〕 

    胃内容物湿重量を比較すると、東予の５個体では、ほとんど食餌して

いない個体が１個体見られたが、その他の個体は胃内容物湿重量が比較

的多い個体であり、中予の１個体も、他と比較して多かった。一方、南

予の６個体は全体としてやや少なめであった。 

    胃内容物の内容項目の占める割合については、胃内容物湿重量が比較

的多い個体については、内容項目も多岐にわたり、また、そのバランス

もやや均等化している傾向が認められた。一方、胃内容物が少ない個体

では、単一の内容に偏っている傾向が強かった。 
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    なお、胃内容物から見た食餌選択性には地域性が認められず、餌が少

ない場所では根茎等の限られた種類の餌に依存せざるを得ないものと

推察される。 

    このことから、生息地において、餌が限定された場合、ある程度は根

茎等でしのぐことができるが、逆に、近くに畑地や果樹園といった容易

に餌が確保できる環境があった場合、それを優先的に餌場とする可能性

があると考えられる。 

  

                  表－４ 胃内容物の分析状況 

             （記載省略） 

                  図－７ 胃内容物の分析状況 

             （記載省略） 

  

  ウ 被害及び被害防除状況   ウ 被害及び被害防除状況 

   (ア) 被害状況    (ア) 被害状況 

     イノシシによる農作物の被害状況は、令和５年度には約１億円であ

ったが年々被害額が増加し、令和２年度には約２億１千万円とここ数

年は高止まりの状況が続いている。       

                                   

                                   

                                   

            

                                   

                                   

                                   

     平成22年度に行ったヒアリング調査結果から得られたイノシシに

よる被害分布の状況をみると、東予から中予にかけては主に水田、南

予では畑に対する被害が大きかった。〔図－８〕 

     あわせて実施したアンケート調査結果から、イノシシによる被害発

生時期は平成になってからとの回答が多く、平成10年頃からとの回答

が最も多かった。また、被害増加の意識は、南予、中予、東予地域の

順で強かった。 

     平成27年度のイノシシによる農林作物等の被害状況は、被害額でみ

ると県全体で約２億2,937万円であり、うち果樹が約１億4,626万円、

稲・麦が約4,510万円、野菜類が約1,875万円となっている。〔表－５〕 

                                   

                                   

     平成５年度からの被害額の推移をみると、平成10年度に１億５千万

円を超えて、平成12年度には２億円を超え、その後増減をくり返して



6 

 

改   正   後 （第５次） 改   正   前 （第４次） 

                                   

       

いるが全体的に２億円を超える高水準で推移している。〔表－６ 図－

９〕 

     また、被害面積をみると、平成５年の約400ha から平成12年度には

約1,300ha に達したが、それ以降は減少傾向にあり、令和２年度には

約206ha となっている(表－４、図－９)。 

     また、被害面積をみると、平成５年度の約400ha から平成12年度に

は約1,300ha に達した。それ以降は減少傾向にあり、平成27年度には

約200ha となっている。〔    図－９〕 

  

                         図－８ イノシシ被害を受けている環境 

               （記載省略） 

                             表－５ イノシシによる作物別・地域別被害額 

               （記載省略） 

  表－４ イノシシによる農林作物等の被害額の推移   表－６ イノシシによる農林作物等の被害額の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

  図－９ イノシシによる農林作物等の被害額・被害面積の推移   図－９ イノシシによる農林作物等の被害額・被害面積の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

  

   (イ) 被害防除状況    (イ) 被害防除状況 

     被害防除については、イノシシが農地に侵入することを防除するた

めの鉄筋・金網柵、電気柵、        捕獲活動に必要な資材

（箱わな等）購入を支援するほか、藪の刈り払いや放任果樹の撤去等、

鳥獣害を受けにくい集落ぐるみの被害対策を普及し、農業被害防除対

策の推進を図っている。〔表－５〕 

     被害防除については、イノシシが農地に侵入することを防除するた

めの金網柵、電気柵、防獣ネット等の設置及び捕獲活動に必要な資材

（箱わな等）購入を支援するほか、藪の刈り払いや放任果樹の撤去等、

鳥獣害を受けにくい集落ぐるみの被害対策を普及し、農業被害防除対

策の推進を図っている。〔表－７〕 

  

  表－５ 被害防除の支援状況   表－７ 被害防除の支援状況 

   （記載省略）    （記載省略） 

  

  エ 狩猟者登録数   エ 狩猟者登録数 

    県内の狩猟者登録数は、基本的には減少傾向にあるものの、平成17年     県内の狩猟者登録数は、基本的には減少傾向にあるものの、平成17年
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度に４千人を割って以降はほぼ横ばいで推移していたが、      

          第一種銃猟が減少する一方で、わな猟が増加しており、

平成28年度には４千人台に回復した。それ以降はほぼ横ばいの状態が続

いているが、令和２年度をみると、わな猟の割合が全体の約57％となっ

ている。〔図－10〕 

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、わな猟が増加しており、

平成27年度は                          

                  わな猟の割合が全体の約48％となっ

ている。〔図－10〕 

    県内の狩猟免許所有者数は、昭和53年の11,540人をピークに減少傾向

となり、令和元年度は5,543人となっている〔図－11〕。       

                                   

    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。〔図－11〕 

    年齢別構成の経年変化を見ると、昭和50年代の後半から急速に20歳代

の若年層が減少し、平成になると20歳代の占める割合は約１％と極めて

低く、同時に30歳代の人口も減り始め、平成16年度以降は、登録者の82％

超を50歳代以上が占めるようになるなど、若年の免許取得者の減少に伴

う高齢化が顕著となっている。 

                                   

                                   

                                    

                                   

                  

    野生鳥獣の保護管理や有害鳥獣の主要な担い手である狩猟者の育成･

確保は重要な課題であり、今後ともその育成･確保に努める必要がある。 

                                   

                                   

    なお、平成26年度に一部改正された鳥獣保護管理法において、平成27

年度からは、網猟免許及びわな猟免許の取得年齢が20歳以上から18歳以

上に引き下げられた。本県では、平成28年度に18歳の高校生等３名、平

成30年度に１名が取得したほか、令和元年度には県内の獣医学部の大学

生等９名が取得した。 

                                   

                                     

                                    

                                   

               

  

  図－10 免許種別狩猟者登録数の推移   図－10 免許種別狩猟者登録数の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

  図－11 年齢別狩猟免許所有者数（延べ）の推移   図－11 年齢別狩猟免許交付件数の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

  

 (３) 目標を達成するための施策の基本的考え方  (３) 目標を達成するための施策の基本的考え方 
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改   正   後 （第５次） 改   正   前 （第４次） 

   （前略）    （前略） 

   また、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。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                          

  

６ 数の調整に関する事項 ６ 数の調整に関する事項 

 (１) 個体数管理  (１) 個体数管理 

   平成５年度以降の捕獲頭数と被害状況の推移では、捕獲頭数は、有害鳥

獣捕獲頭数の増加に伴い全体に増加傾向にあり、平成29年度から令和２年

度までに捕獲頭数は概ね1.4倍に増加している。その間、被害額は、約14％

減少しているものの、依然高止まりの状況となっている。〔図－13、表－

６〕 

   平成５年度以降の捕獲頭数と被害状況の推移では、捕獲頭数は、有害鳥

獣捕獲頭数の増加に伴い全体に増加傾向にあり、平成24年度から平成27年

度までに捕獲頭数は概ね1.2倍に増加している。その間、被害額は、約14％

減少しているものの、依然高止まりの状況となっている。〔表－８、図－

13〕 

   管理目標の「被害額を平成５年度のレベルに抑える。」ためには、引き

続き、強力な捕獲圧を加えることが必要である。 

   管理目標の「被害額を平成５年度のレベルに抑える。」ためには、引き

続き、強力な捕獲圧を加えることが必要である。 

   そのため、本計画期間中においては、引き続き狩猟期間を延長するなど

して捕獲圧を強化するとともに、被害発生状況に応じた有害鳥獣捕獲の強

化を実施することにより、第４次計画の捕獲目標頭数30,000頭の1.1倍で

ある年間33,000頭を目標に捕獲に努めることとする。 

   そのため、本計画期間中においては、引き続き狩猟期間を延長するなど

して捕獲圧を強化するとともに、被害発生状況に応じた有害鳥獣捕獲の強

化を実施することにより、第３次計画の捕獲目標頭数25,000頭の1.2倍で

ある年間30,000頭を目標に捕獲に努めることとする。 

   なお、目標捕獲頭数については、モニタリング調査結果に基づき必要に

応じて見直すこととする。 

   なお、目標捕獲頭数については、モニタリング調査結果に基づき必要に

応じて見直すこととする。 

  

  図－13 イノシシの捕獲頭数と被害額の推移   図-13 イノシシの捕獲頭数と被害額の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 

  表－６ イノシシの捕獲頭数と被害額の推移   表－８ イノシシの捕獲頭数と被害額の推移 

   （記載省略）    （記載省略） 
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 (２) 個体数管理の方法  (２) 個体数管理の方法 

  キ 認定鳥獣捕獲等事業者の育成・支援                      

    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、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、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。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                   

  ク 将来を担う若手狩猟者の確保・育成                      

    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、狩猟者の負担軽減

や情報共有を図る。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

             

  ケ 生息・捕獲等情報の収集及び活用                     

    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
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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。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                             

    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。 

                                   

                                   

                                   

                   

  

８ その他管理のために必要な事項 ８ その他管理のために必要な事項 

 (２) モニタリング等の調査研究  (２) モニタリング等の調査研究 

  ア 狩猟による捕獲頭数等の把握   ア 狩猟による捕獲頭数等の把握 

    狩猟期間の捕獲実態を把握するため、毎年、猟友会の協力を得て狩猟

実態調査を実施する。 

    狩猟期間の捕獲実態を把握するため、毎年、猟友会の協力を得て狩猟

実態調査を実施する。 

    狩猟日誌や出猟カレンダーを県猟友会の各支部に配布し、出猟月日、

捕獲方法、出猟場所、従事者数、出合数、捕獲頭数等の調査を行う。 

    狩猟日誌        を県猟友会の各支部に配布し、出猟月日、

捕獲方法、出猟場所、従事者数、出合数、捕獲頭数等の調査を行う。 

  

  図－14 推進体制   図－14 推進体制 

   （記載省略）    （記載省略） 

 

 

 

 

 


