
1 

 

第二種特定鳥獣管理計画「愛媛県ニホンジカ適正管理計画」新旧対照表 

改   正   後 （第４次） 改   正   前 （第３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） 

  当管理計画に基づいた施策により、捕獲頭数の増加など一定の成果はあっ

たが、農林作物等の被害額、被害面積は依然として増加傾向にあり、県内他

地域にも広がりつつあったことから、平成24年３月、対象区域を県内全域に

拡大した第２次計画を策定し、狩猟の規制緩和等により捕獲圧を強化してニ

ホンジカの生息数の適正管理に努めた。その後、第３次計画を策定し、更な

る捕獲圧の強化を推進し、引き続きニホンジカの長期にわたる安定的な生息

水準の達成と農林作物等被害の軽減を図ってきたが、依然として被害の拡大

傾向がみられるため、今回第４次計画を策定し、人とニホンジカとの共存に

資することとする。 

  当管理計画に基づいた施策により、捕獲頭数の増加など一定の成果はあっ

たが、農林作物等の被害額、被害面積は依然として増加傾向にあり、県内他

地域にも広がりつつあったことから、平成24年３月、対象区域を県内全域に

拡大した第２次計画を策定し、狩猟の規制緩和等により捕獲圧を強化してニ

ホンジカ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３次計画を策定し、更なる捕獲圧の強化を推進し引き続きニ

ホンジカの長期にわたる安定的な生息水準の達成と農林作物等被害の軽減

を図り、人とニホンジカとの共存に資することとする。 

  

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日から平成34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）生息動向  （ア）生息動向 

   シカの生息が確認された年をメッシュ単位でみると、南予南部地域では

隣接する高知県も含めて分布が拡大し、昭和53年（1978年）当時、分布域

が狭かった東予東部地域と東予西部・中予北東部地域でもその後分布が拡

大し、両地域は連続するようになった。県全体での個体数を推定した結果、

平成10年度以降緩やかに増加し続け、令和元年度の個体数は中央値で

30,564頭（90％信用区間で18,129～53,811頭 ）と推定され、南予南部地

   シカの生息が確認された年をメッシュ単位でみると、南予南部地域では

隣接する高知県も含めて分布が拡大し、昭和53年（1978年）当時、分布域

が狭かった東予東部地域と東予西部・中予北東部地域でもその後分布が拡

大し、両地域は連続するようになった。県全体での個体数を推定した結果、

平成10年度以降緩やかに増加し続け、平成26年度末の個体数は中央値で

34,493頭（90％信用区間で11,632～232,748頭）と推定され、南予南部地
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域、東予西部・中予北東部地域、東予東部地域で生息密度が高く、市町単

位でみると、宇和島市、松野町における生息密度が高くなっている。〔図

－６、図－７〕 

域、東予西部・中予北東部地域、東予東部地域で生息密度が高く、市町単

位でみると、宇和島市、松野町における生息密度が高くなっている。〔図

－６、図－７〕 

  

 図－７ 令和元年度のメッシュ別シカの推定生息密度  図－７ 平成26年度のメッシュ別シカの推定生息密度 

    （添付省略）     （添付省略） 

  

 （イ）捕獲状況  （イ）捕獲状況 

   県内の狩猟と有害鳥獣捕獲による捕獲総頭数は、平成16年度は約850頭

であったが、それ以降は増加し続け、令和２年度には10,202頭と10倍以上

の大幅な増加となっている。内訳をみると、狩猟による捕獲、有害鳥獣捕

獲ともに、同様の傾向を示しているが、特に有害鳥獣捕獲が大幅な増加と

なっている。〔図－８〕 

   県内の狩猟と有害鳥獣捕獲による捕獲総頭数は、平成18年度は約1,300

頭であったが、増加し続け、27年度には7,200頭超と５倍以上に大幅に増

加している。       内訳をみると、狩猟による捕獲、有害鳥獣捕

獲ともに、同様の傾向を示しているが、特に有害鳥獣捕獲が大幅な増加と

なっている。〔図－８〕 

  

 図－８ 捕獲頭数の推移  図－８ 捕獲頭数の推移 

    （添付省略）     （添付省略） 

  

 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 

    被害額と被害面積の推移についてみると、農作物被害額は、平成13年

度には17,000千円を超えていたものが14年度にはいったん約5,000千円

にまで減少するものの、その後は増加傾向にあり、21年度以降は約

15,000～20,000千円台の高い被害レベルで推移している。 

    被害額と被害面積の推移についてみると、農作物被害額は、平成13年

度には17,000千円を超えていたものが14年度にはいったん約5,000千円

にまで減少するものの、その後は増加傾向にあり、21年度以降は   

             高い被害レベルで推移している。 

    森林被害額は、集計を始めた平成24年度から平成27年度までは40,000

千円以上の高い水準で推移していたが、平成28年度以降はほぼ20,000千

円台で推移している。なお、被害の大半はスギ・ヒノキ人工林の樹皮及

び植栽木の枝葉の食害である。 

    森林被害額は、集計を始めた平成24年度以降、       40,000

千円以上     で推移しており、その内容は          

                      スギ・ヒノキ人工林の樹皮及

び植栽木の枝葉の食害である。 

    農作物と森林の被害面積は、平成20年度まで約100ha で推移していた     農作物と森林の被害面積は、平成20年度まで約100ha で推移していた
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が、21年度には２倍超に急増し、それ以降はほぼ          

         同程度の水準で推移している。〔図－９〕 

が、21年度には２倍超に急増した後、被害額と同様に22年度にやや減少

し、その後は同程度の水準で推移している。〔図－９〕 

    これを東・中・南予の地方別に見ると、南予における被害額と被害面

積がほぼそのまま全県のそれらへ反映されていることがわかる。中予で

は、これまでほとんど被害が現れてきていなかったが、26年度からわず

かではあるが現れるようになってきている。また、東予における被害面

積が、平成16年度から20年度までは全県比で10％前後であったものが、

21年度以降は急増して35％ほどとなり、それ以降も一定の水準を占めて

いる。このことは、東予のシカの増加を示唆しており、注目すべきこと

である。〔図－10〕 

    これを東・中・南予の地方別に見ると、南予における被害額と被害面

積がほぼそのまま全県のそれらへ反映されていることがわかる。中予で

は、これまでほとんど被害が現れてきていなかったが、26年度からわず

かではあるが現れるようになってきている。また、東予における被害面

積が、平成13年度から20年度までは全県比で10％前後見られ、21年度に

は激増して35％ほどを占めている                 

        ことは、東予のシカの増加を示唆しており、注目すべきこと

である。〔図－10〕 

  

 図－９ 被害額と被害面積の推移  図－９ 被害額と被害面積の推移 

   （添付省略）    （添付省略） 

  

 図－10 被害額と被害面積の推移（地域別）  図－10 被害額と被害面積の推移（地域別） 

   （添付省略）    （添付省略） 

  

 （イ）被害防除状況  （イ）被害防除状況 

    被害防除状況については、シカが農地に侵入することを防止するため

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－１〕 

    被害防除状況については、シカが農地に侵入することを防止するため

の金網柵や電気柵、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－１〕 

  

 表－１ 被害防除の支援状況  表－１ 被害防除の支援状況 

   （添付省略）    （添付省略） 

  

 エ 狩猟者登録数の推移  エ 狩猟者登録数の推移 
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   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58％となっている。〔図－11〕 

   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－11〕   

                          

   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２年度は5,648人となっている。 

   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。 

   狩猟免許所有者数の数も、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。年齢を見ると、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－12〕   

                                   

                                   

                                   

            

   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－12〕 

                                   

                                   

                                   

                                   

             

  

 図－11 免許種別狩猟者登録数の推移  図－11 免許種別狩猟者登録数の推移 

    （添付省略）     （添付省略） 

  

 図－12 年齢別狩猟免許交付件数の推移  図－12 年齢別狩猟免許交付件数の推移 

   （添付省略）    （添付省略） 

  

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 
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  （前略）   （前略） 

    また、国が平成25年12月に策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」に

おいては、シカの個体数を平成35年度（令和５年度）までに半減させるこ

とを当面の捕獲目標とした。 

    また、国が平成25年12月に策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」に

おいては、シカの個体数を平成35年度       までに半減させるこ

とを当面の捕獲目標とした。 

   このため、引き続き捕獲圧を強化することとし、狩猟期間延長等の狩猟

規制の緩和や、被害発生状況に応じた捕獲の強化、県が実施する指定管理

鳥獣捕獲等事業をあわせて行うことにより、種の絶滅を回避しつつ、社会

的に容認されるレベルにまで被害が収束に向かうよう個体数を管理する。

個体数の管理に当たっては、令和８年度までに個体数を平成26年度の半数

に近づけるよう年間捕獲目標頭数を大幅に引き上げた第３次計画と同じ 

  年間11,000頭を目標に捕獲に努めることとする。 

   このため、引き続き捕獲圧を強化することとし、狩猟期間延長等の狩猟

規制の緩和や、被害発生状況に応じた捕獲の強化、県が実施する指定管理

鳥獣捕獲等事業をあわせて行うことにより、種の絶滅を回避しつつ、社会

的に容認されるレベルにまで被害が収束に向かうよう個体数を管理する。

個体数の管理に当たっては、平成35年度までに個体数を平成26年度の半数

に近づけるよう年間捕獲目標頭数を第２次計画の3,500頭から大幅に引き

上げ、年間11,000頭を目標に捕獲に努めることとする。 

  （後略）   （後略） 

  

（２）個体数管理の方法 （２）個体数管理の方法 

  キ 近隣県との連携による広域捕獲の推進                       

    複数の都道府県にまたがっ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あたっては、高知県等関係する都道府県との連

携の確保に努める。 

                                   

                                   

                                   

  

  ク 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。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                   

  

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

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

               

  

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

    鳥獣保護管理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。 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                             

    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。 
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  サ その他   キ その他 

    （省略）     （省略） 

  

 図－14 推進体制  図－14 推進体制 

   （添付省略）    （添付省略） 

 


