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          ＜連絡先＞ 

           担当部署名  白川町役場農林課 

                      所在地    岐阜県加茂郡白川町河岐７１５番地 

           電話番号   0574-72-1311 

                      ＦＡＸ番号  0574-72-1317 

           メールアドレス nourin@town.shirakawa.lg.jp 

 

 

（注）１ 共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画

主体には（代表）と記入する。 

２ 被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。 

 

 



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、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン

カラス 

 計画期間 平成２９年度～平成３１年度 

 対象地域 白川町 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 

   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村名を記入す

る。 

 

 

 

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（平成２７年度） 

鳥獣の種類 被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

 

 

 

水稲、いも類（ﾊﾞﾚｲｼｮ、ｻﾂﾏ

ｲﾓ等）、マメ類（大豆）、果

樹（栗）、野菜（ﾄｳﾓﾛｺｼ、ｶ

ﾎﾞﾁｬ等）、工芸作物（茶） 

355.2万円  2.76ｈａ 

  

ニホンジカ 

 

水稲、マメ類（大豆）、果樹

（ｷｭｳｲﾌﾙｰﾂ）、野菜（ﾊｸｻｲ､

ﾀﾞｲｺﾝ等）、いも類（ｻﾂﾏｲﾓ

）、飼料作物（牧草） 

539.5万円  8.61ｈａ 

 

ニホンザル 

 

 

 

水稲、いも類（ﾊﾞﾚｲｼｮ、ｻﾂﾏ

ｲﾓ等）、マメ類（大豆）、果

樹（柿等）、野菜（ﾄｳﾓﾛｺｼ

、ﾀﾞｲｺﾝ等） 

97.5万円  0.35ｈａ 

 

ハクビシン 

 

野菜（ﾄｳﾓﾛｺｼ、ﾄﾏﾄ等） 16.0万円  0.01ｈａ 

 

カラス 果樹（柿）、野菜（ﾄｳﾓﾛｺｼ

、ﾄﾏﾄ等） 

8.5万円  0.02ｈａ 

 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、水産業に

係る被害を除く。）等を記入する。 

 

 

 



（２）被害の傾向 

白川町は中山間地域で、有害鳥獣による農作物への被害が町全域に及んでいる。平成

2７年度からニホンジカの個体数調整事業にも取組み、捕獲頭数は増加しているにもか

かわらず、農作物への被害は２６年度、２７年度と増加傾向にある。特に２７年度は集

落営農組合で集団転作を行っている大豆が大きな被害を受けた。主にイノシシ、ニホン

ジカによる被害が他の鳥獣の被害に比べ甚大である。白川町鳥獣被害対策実施隊、猟友

会の協力のもと有害鳥獣捕獲制度による駆除を強く実施しているが、捕獲による取組だ

けでは、農作物被害対策としては限界がある。地域が一体となって被害対策に取り組む

ことの重要性が増している。 

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、被害地域の

増減傾向等）等について記入する。 

   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 

〔被害面積（金額）〕 

現状値 

（平成２７年度） 

目標値 

（平成３１年度） 

イノシシ ２．７６ｈａ（３３５．２万円） １．４ｈａ（１５０万円） 

ニホンジカ ８．６１ｈａ（５３９．５万円） ２．０ｈａ（１６０万円） 

ニホンザル ０．３５ａ(９７．５万円) ０．２ｈａ（ ５０万円） 

ハクビシン ０．０１ｈａ（１６万円） ０．００６ｈａ（１０万円） 

カラス ０．０２ｈａ（８．５万円） ０．０１ｈａ（ ５万円） 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目標値を記入

する。 

   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 

 

（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 

 

有害鳥獣捕獲制度による駆除

を、白川町鳥獣被害対策実施隊に

依頼するとともに、白川町猟友会

とも連携し捕獲を強化してきた。 

また、新たな捕獲機材の導入等も

随時行い捕獲の強化を行ってき

た。 

 

 

猟友会員数の減少と高齢化に伴い成果が

上がりにくくなってきていること、捕獲後

の処分方法が課題となっている。 

また、農家が被害作物に対する有害鳥獣

を特定することも難しく、被害の低減に直

結していない状況である。 

さらに、鳥獣は市町村の境界を越えて被

害を及ぼす可能性があるため、周辺の市町

村と連携した一斉捕獲の実施についても課

題となっている。 



防護柵

の設置

等に関

する取

組 

白川町単独事業、県補助事業、 

国庫補助事業を活用し、電気柵

、侵入防止柵を設置することによ

り水稲等への被害防止対策を行

ってきた。 

 

 

 電気柵設置、侵入防止柵設置後も全体的

な鳥獣が減少する訳ではない為、未設置の

圃場へ有害獣が移動し未設置の地域で被害

を引き起こしている。このため、集落全体

での共同設置など集落が一体となった防護

柵の設置、設置後における有害獣の動きの

把握が課題となっている。 

 また、農地境界は山際に接した区域が多

く、緩衝帯の整備、住民に対する啓発活動

が課題となっている。 

（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課題について

記入する。 

   ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の導入、捕獲

鳥獣の処理方法等について記入する。 

   ３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・管理、緩衝

帯の設置、追上げ・追い払い活動、放任果樹の除去等について記入する。 

 

（５）今後の取組方針 

行政や農業者団体、白川町鳥獣被害対策実施隊、猟友会等と農業者間の連絡を密に

し、研修会の開催、緩衝帯の設置、防除施設を共同で設置するなどして、鳥獣害対策

に対する共通意識を持つことにより、知識を共有し効果的な防除システムを構築する

。大幅な被害減少の為に防護柵の設置、緩衝帯の整備、有害鳥獣の捕獲を同時に行っ

ていく。 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標を達成する

ために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

農業者等からの有害鳥獣捕獲申請を受け、白川町鳥獣被害対策実施隊に捕獲を依

頼するとともに、白川町猟友会とも連携し捕獲を強化する。また、狩猟者の育成に

より、会員の減少、高齢化に対応することとしている。 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者団体への委

託等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者のそれぞれ

の取組内容や役割について記入する。 

   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資料があれば

添付する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２９年度 

 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ハクビシン 

カラス 

白川町鳥獣被害対策実施隊を中心に、白川町猟友会とも連携

して、新たな捕獲機材（箱わな、囲いわな）の導入を地域に

対して進めると共に、鳥獣の生息調査を行い、実施隊、猟友

会との情報を共有し、効果的な捕獲に努める。また、狩猟免

許取得のための事前講習会の開催等について岐阜県猟友会

と連携して行い、狩猟者の確保、育成を進めていく。 

３０年度 

 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ハクビシン 

カラス 

白川町鳥獣被害対策実施隊を中心に、白川町猟友会とも連携

して、新たな捕獲機材（箱わな、囲いわな）の導入を地域に

対して進めると共に、鳥獣の生息調査を行い、実施隊、猟友

会との情報を共有し、効果的な捕獲に努める。また、狩猟免

許取得のための事前講習会の開催等について岐阜県猟友会

と連携して行い、狩猟者の確保、育成を進めていく。 

３１年度 イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ハクビシン 

カラス 

白川町鳥獣被害対策実施隊を中心に、白川町猟友会とも連携

して、新たな捕獲機材（箱わな、囲いわな）の導入を地域に

対して進めると共に、鳥獣の生息調査を行い、実施隊、猟友

会との情報を共有し、効果的な捕獲に努める。また、狩猟免

許取得のための事前講習会の開催等について岐阜県猟友会

と連携して行い、狩猟者の確保、育成を進めていく。 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入する。 

 

 

 

 



（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

 近年、特にイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルによる被害が増加傾向にあることから

イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの積極的な捕獲を行う必要がある。 

 近年の有害鳥獣の捕獲実績としては、イノシシ、ニホンジカの捕獲頭数は増加傾向に

ある。しかしながら、ニホンジカは近年被害の発生報告が著しく増えており、被害状況

に比べて捕獲頭数が少なく、積極的な捕獲を行なう必要がある。ニホンザルについては

、被害はあるものの捕獲は少なく、被害対策にいっそうの対策が必要である。 

 ○捕獲実績      Ｈ２５     Ｈ２６     Ｈ２７ 

   イノシシ     １３８     １１２         １４１ 

   ニホンジカ     ２４      ６３     １０６ 

   ニホンザル       ３       １       ０ 

   ハクビシン       ４        ４        ２ 

   カラス             ２１            ４１           ５１ 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設定の考え方

について記入する。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

２９年度 ３０年度 ３１年度 

イノシシ １６０頭 １８０頭 ２００頭 

ニホンジカ ２００頭 ２００頭 ２００頭 

ニホンザル ５頭 １０頭 １０頭 

ハクビシン １０頭 １０頭 １０頭 

カラス １００羽 １００羽 １００羽 

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 

 捕獲等の取組内容 

 山間部、農用地でのイノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、カラスの

駆除を、白川町鳥獣被害対策実施隊を中心に、白川町猟友会の協力のもと積極的に

進めていく。さらに、分布の把握、効果的な捕獲体制の確立を図っていく。 

 「捕獲手段」は銃器及びわな。「捕獲の実施予定時期」は、４月１日から１０月

３１日、翌年の３月１６日から３月３１日及び岐阜県により有害鳥獣捕獲の認めら

れた期間。「捕獲予定場所」については町内全域で行なうものとする。 

 白川町鳥獣被害対策実施隊を中心に、白川町猟友会の協力のもと猟銃及び柵を使



った有害鳥獣駆除を引き続き実施し、加えて地域で資格者を増やし柵についても増

やしていく。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当無し 該当無し 

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委譲を希望す

る場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類を記入する（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「法」という。）第４条第３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する場合は、該

当する全ての市町村名を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

29年度 30年度 31年度 

イノシシ 有害獣の分布、被害実

態の把握を行う。必要に

応じてハード事業の実

施も検討する他、電気柵

等の共同設置を実施す

る。さらに効果的な防除

方法を紹介し、農業者の

意識を向上させる。（電

気柵・金網柵設置5,500

ｍ） 

引き続き必要な箇所

においては、てハード

事業の実施も検討する

他、電気柵等の共同設

置を実施する。さらに

その後の有害獣の動き

に注視し、今後の対策

につなげていく。（電

気柵・金網柵設置6,000

ｍ） 

 引き続き必要な箇所

においては、てハード

事業の実施も検討する

他、電気柵等の共同設

置を実施する。さらに

その後の有害獣の動き

に注視し、今後の対策

につなげていく。（電

気柵・金網柵設置6,000

ｍ） 

ニホンジカ 有害獣の分布、被害実

態の把握を行う。必要に

応じてハード事業の実

施も検討する他、電気柵

、金網柵等の共同設置を

実施する。さらに効果的

な防除方法を紹介し、農

業者の意識を向上させ

る。（電気柵・金網柵設

置8,000ｍ） 

引き続き必要な箇所

においては、ハード事

業の実施も検討する他

、電気柵等の共同設置

を実施する。さらにそ

の後の有害獣の動きに

注視し、今後の対策に

つなげていく。（電気

柵・金網柵設置100,000

ｍ） 

引き続き必要な箇所

においては、ハード事

業の実施も検討する他

、電気柵等の共同設置

を実施する。さらにそ

の後の有害獣の動きに

注視し、今後の対策に

つなげていく。（電気

柵・金網柵設置5,000ｍ

） 

ニホンザル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有害獣の分布等の実

態を把握し、被害の顕著

な地域においては、ハー

ド事業の実施も検討す

る他、防除柵等の実証試

験を実施する。さらに効

果的な防除方法を紹介

し、農業者の意識を向上

させる。 

（設置予定500ｍ） 

引き続き必要な箇所

においては、ハード事

業の実施も検討する他

、防除柵等の実証試験

を実施する。さらにそ

の後の有害獣の動きに

注視し、今後の対策に

つなげていく。 

（設置予定500ｍ） 

引き続き必要な箇所

においては、ハード事

業の実施も検討する他

、防除柵等の実証試験

を実施する。さらにそ

の後の有害獣の動きに

注視し、今後の対策に

つなげていく。 

（設置予定500ｍ） 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 



（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２９年度 イノシシ、

ニホンジカ

、ニホンザ

ル、ハクビ

シン、カラ

ス 

地域において、地域懇談会、現地研修会等の普及啓発を進め

ると共に、地域住民が主体的に緩衝帯の整備、追い払い活動を

行えるような体制整備の確立を目指す。 

３０年度 イノシシ、

ニホンジカ

、ニホンザ

ル、ハクビ

シン、カラ

ス 

 地域において、地域懇談会、現地研修会等の普及啓発を進め

ると共に、地域住民が主体的に緩衝帯の整備、追い払い活動を

行えるような体制整備の確立を目指す。 

３１年度 イノシシ、

ニホンジカ

、ニホンザ

ル、ハクビ

シン、カラ

ス 

 地域において、地域懇談会、現地研修会等の普及啓発を進め

ると共に、地域住民が主体的に緩衝帯の整備、追い払い活動を

行えるような体制整備の確立を目指す。 

（注） 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追上げ・追払い活動、放任

果樹の除去等について記入する。 

 

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 

 関係機関等の名称  役割 

白川町鳥獣被害対策実施隊 緊急時、平常時を問わず捕獲を中心として被害対策

にあたる。 

白川町猟友会 白川町鳥獣被害対策実施隊と協力して被害対策に

あたる。 

白川町  平常時には住民の通報等にもとづいて、白川町鳥獣

被害対策実施隊の出動を命じるとともに、白川町猟友

会へも協力依頼する。緊急時には、捕獲活動への協力、

住民への周知、県、警察への通報、協力要請を行う 



可茂県事務所  平常時には、事故防止の普及啓発、違反の取り締ま

り等を行う。緊急時には専門家の派遣や近隣市町村と

の連絡・調整にあたる。 

岐阜県加茂警察署 

 

 平常時には、猟銃所持、捕獲手続きの適正化等の指

導を行う。緊急時には、捕獲活動に協力、住民の安全

確保に努める。 

 （注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟友会等の 

名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき役割を記 

入する。 

   ３ 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して、規程等を作成している場合は添付する。 

 

 

 

 

（２）緊急時の連絡体制 

  

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 民 

猟友会 

白川町鳥獣被害対策実施隊 

町 県 警察署 



６．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 白川町鳥獣害防止総合対策協議会 

構成機関の名称 役割 

白川町 鳥獣害防止総合対策協議会の事務運営、各機関の

連絡調整を行う。 

白川町猟友会 有害鳥獣に対する専門知識、捕獲体制に対する助

言を行う。 

白川町農業委員会 各地区の被害状況等の把握、各地区の意見の集約

を行う。 

白川町森林組合 有害鳥獣関連情報の提供と緩衝地帯整備に対す

る助言を行う。 

中川営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

三川営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

大寺営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

久室営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

有吉営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

鱒渕営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

宇津尾水田営農組合 

 

状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

小野水田組合 

 

状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

鹿折営農組合 

 

状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

東黒川営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

水戸野営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 



柿反営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

箱岩の里営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

成山営農組合 状況の把握とデータ収集。防除柵等の実証試験

の実施。 

めぐみの農業協同組合 

 白川農業サポートセンター 

被害状況等の把握と営農指導、情報提供を行う 

可茂農林事務所農業普及課 有害鳥獣の被害防止に対する助言を行う。 

鳥獣捕獲有識者 

 

有害鳥獣に対する専門知識、捕獲体制に対する

助言を行う。 

白川アグリネット 各地区の被害状況等の把握を行う。 

白川アグリレディース 各地区の被害状況等の把握を行う。 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記入するとと 

もに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 

 
 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

可茂農林事務所農業振興課 農作物被害に対する防除体制の構築、有害鳥獣の分

布等の把握に対する助言を行う。 

可茂農林事務所林業課  森林被害状況の情報提供を行う。 

中濃地域農業共済事務組合 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

可茂農林事務所環境課  有害鳥獣の捕獲に関する助言を行なう 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等があれば添付

する。 

 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成24年10月1日に白川町鳥獣被害対策実施隊を設置。平成29年度の隊員は白川町猟友

会員の中から68名を任命。 

（注） 法第９条に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、その規模、構成等



を記入するとともに、実施体制がわかる体制図等があれば添付する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

（注） その他被害防止施策の実施体制に関する事項について記載する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

埋設処分。捕獲後の鳥獣の利活用についても検討していく。 

（注） 肉としての利活用、鳥獣の保護管理に関する学術研究への利用、適切な処理施設

での焼却、捕獲現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処理方法について記入する。 

 

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 

（注） その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する。 


