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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、アライグマ、アナグマ、ハクビシン、カワウ、サギ、 

カラス、ムクドリ 

計画期間 令和３年度～令和５年度 

対象地域 和歌山市内全域 

（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を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（令和元年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

 

農作物被害 

イノシシ 

アライグマ 

アナグマ 

ハクビシン 

カラス 

ムクドリ 

 

水産被害 

カワウ 

 

 

水稲、いも類、果樹、野菜 

野菜、果樹、生活環境被害 

 － 

 － 

 － 

  － 

 

 

アユ 

 

 

４,６５３千円 (1.82ha) 

  ３,６８１千円 (0.48ha) 

     ０千円 (0.00ha) 

  ０千円 (0.00ha) 

０千円 (0.00ha) 

         ０千円 (0.00ha) 

 

 

４,５００千円 

 

計  １２，８３４千円 (2.30ha) 

（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。 

 

参考 被害の現状（令和２年度推定値） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

 

農作物被害 

イノシシ 

アライグマ 

アナグマ 

ハクビシン 

カラス 

ムクドリ 

 

水産被害 

カワウ・サギ 

 

 

水稲、いも類、果樹、野菜 

野菜、果樹、生活環境被害 

野菜、うり類 

果樹 

果樹、野菜、生活環境被害 

果樹、野菜、生活環境被害 

 

 

アユ 

 

 

 

４,３８５千円 (1.78ha) 

  ２,９４０千円 (0.38ha) 

   ７３６千円 (0.10ha) 

        ５千円 (0.002ha) 

４１５千円 (0.15ha) 

     １７８千円 (0.06ha) 

 

 

４,２５０千円 

 

計  １２，９０９千円 (2.472ha) 
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（２）被害の傾向 

・イノシシ 

イノシシの被害については、雑賀崎・秋葉山を除く市内全域の山際で発生している。防護柵

設置の普及により、被害対策の効果が見られるものの、まだ対策を講じていない場所で、今

も被害が続いている。また、表土の掘り起こしによる農道や畦・水路、石垣等への破壊行動

の増加により、農地としての形状を維持するのが困難となっており、その有用な対策に苦慮

している。 

 

・アライグマ 

アライグマについては、平成１２年５月に初めて目撃情報が寄せられて以来、目撃及び被害

地域がほぼ市内全域に拡大しているが、長期的には被害は減少傾向にある。被害の傾向につ

いては、夏から秋にかけてはスイカ、ブドウ、イチジク等の食害、冬から春にかけて家屋に

営巣する等の生活環境被害が発生している。 

 

・アナグマ 

アナグマは令和元年度までは被害の報告がほとんどなかったが、令和２年度からは被害の報

告が増加している。主な被害品目はスイカ、イチゴ、トウモロコシ等。 

 

・ハクビシン 

 みかん等の果樹への被害がある。 

 

・カラス、ムクドリ 

カラス・ムクドリは山東地区、和佐地区においてブドウ、ブルーベリー、モモ、ミカン、ス

イカ等の被害がある。 

 

・カワウ、サギ 

カワウについては、平成１４年２月に初めて内水面漁業組合から紀ノ川におけるアユの食害

による被害届が提出され、年に約４５０万円の被害が発生している。対策をしているが、被

害を効果的に減ずるに到っていない。 

サギはアユの食害が増加している。 

 

（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。 
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（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

農作物被害 

イノシシ 

アライグマ 

アナグマ 

 

 

ハクビシン 

 

 

カラス 

 

 

ムクドリ 

 

４,６５３千円 (1.82ha) 

３,６８１千円 (0.48ha) 

０千円 (0.00ha) 

「参考 2 年度被害の推定値７３６千円 
(0.10ha)」                   

０千円 (0.00ha) 

「参考 2 年度被害の推定値５千円                                                     
(0.002ha)」      

０千円 (0.00ha) 

「参考 2 年度被害の推定値４１５千円 
(0.15ha)」 

０千円 (0.00ha) 

「参考 2 年度被害の推定値１７８千円 
(0.06ha)」 

 

４,１７５千円 (1.54ha) 

２,１２６千円 (0.26ha)  

 

６６２千円 (0.09ha) 

 

 

４千円 (0.0018ha) 

 

 

 ３７３千円 (0.13ha) 

 

 

１６０千円 (0.05ha)  

 

 

水産被害 

アユの被害
額 

 

４,５００千円 

 

４,０５０千円  

計 １２，８３４千円 (2.30ha)  

「参考 2 年度アナグマ、ハクビシン、カラ
ス、ムクドリ被害の推定値１，３３４千円 

(0.312ha)」 

１１，５５０千円 (2.07ha) 

（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策 

 従来講じてきた被害防止策 課題 

 

捕 獲 等
に 関 す
る取組 

 

イノシシについては、有害鳥獣捕獲事

業による捕獲補助金や弾代の補助金と併

せて、和歌山県猟友会和歌山支部に対

し、出動依頼件数に応じて報償金を交付

し、個体数の削減に努めている。平成２

５年２月に鳥獣被害対策実施隊を設置し

被害の軽減に努めている。 

 

アライグマについては、特定外来生物

法に基づく「和歌山市アライグマ防除実

施計画」により、捕獲頭数及び処分方法

に応じた報償金を交付し根絶を目指して

いる。 

 

 

 

 イノシシの有害捕獲は幼獣の捕獲が半

数を占め、いわゆる「スレ個体」の増加

傾向が続いている。そのため、捕獲数を

増しても生息数を減ずるに到っていな

い。今後、いかに効率的に実施するかが

課題である。 

 

 

アライグマの生息域は、ほぼ市内一円

に広がり、根絶は困難な状況である。 
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アナグマに対しては、在来種であり、

積極的な捕獲をしてこなかった。 

 

ハクビシンに対しては、これまでは推

定される個体数が少なく、被害の報告が

なかったため積極的な捕獲をしてこなか

った。 

 

カラス・ムクドリは平成２７年度から

毎年、猟友会が銃による駆除ボランティ

アを実施している。 

 

カワウについては、県との協議の上

で、餌場である紀の川（田井ノ瀬橋～川

辺橋間）において銃器による追い払い

と、個体数調整目的の溜池での捕獲、東

池のコロニー（繁殖地）におけるドライ

アイスを用いた卵の孵化抑制を実施して

いる。 

 

アナグマは被害が増えているため、柵

で防除できない場合は捕獲する。 

 

ハクビシンは令和２年度から農作物被

害の報告があり、今後、被害が増加する

と考えられるため、積極的に捕獲する必

要がある。 

 

捕獲の効果的な方法が確立しておら

ず、捕獲数は少ないが、追い払い効果が

ある。 

 

カワウの被害を効果的に減ずるに到っ

ていない。今後はカワウの生態調査に基

づいた新たな対策を模索していく。 

サギによる被害も増えているので、対

策が必要である。 

 

防 護 柵
の 設 置
等 に 関
す る 取
組 

 

鳥獣害対策の要である被害防止柵の設

置を普及するべく和歌山市有害鳥獣被害

防止事業補助金を活用し、重点的に防護

柵設置の普及促進を図るとともに、被害

防止に有効かつ効率的な防護柵の設置方

法等について、助言等の相談業務を行っ

た。 

 

 

 

 

 

イノシシ被害対策を講じながら営農し

ている農家は増加し、長期的には被害も

減ってきているが、農家の高齢化に伴う

耕作意欲の減退や労力の乏しさから耕作

放棄地が増加している。 

このことによりイノシシの繁殖に適し

た場所が増えているため、今後も防護柵

の普及を推進していく。 

 

アナグマは令和２年度から農作物被害

の報告が増加し、今後も被害が増加する

と考えられるため、今後も防護柵を活用

して被害の防止を図る。 

 

（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、防護柵の設置・管理、緩衝帯の設置、追上げ・追払

い活動、放任果樹の除去等について記入する。 
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（５）今後の取組方針 

イノシシ等有害鳥獣から田畑を守るには、まず、加害鳥獣の習性や能力を熟知することが重

要であり、防護柵を不適切な資材や方法で設置したり、捕獲のみに頼り傷物の農作物を田畑に

捨てたり、無自覚の餌付けによる被害拡大が多いことから、農家の知識や技術の向上を図るた

め、従来からの指導・啓発活動を粘り強く継続する。 

アライグマについては、特定外来生物法に基づく防除により、箱わな等による捕獲を継続

し、従来の捕獲従事者と委託業者による捕獲を含めながら、新たな取り組みについて検討す

る。 

アナグマについては、柵の設置による被害防除を基本とする。それでも防除できない場合

は、捕獲も行う。 

ハクビシンについては、低い侵入防止柵やネットでは、あまり効果がないため、捕獲を推進

する。 

カラス・ムクドリについては、追い払い効果も得られるため、銃による捕獲を行う。 

カワウについては、これまでの対策に加え、生態調査に基づいた新たな対策を模索してい

く。 

サギによる被害も増えているため、カワウと同じく対策していく。 

（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 

○イノシシ及びカワウ等については、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣捕獲による従来どおり

の方法に加え、鳥獣被害対策実施隊員の活動による捕獲を継続して実施する。 

【和歌山市全域・緊急時の捕獲】 

＊ 和歌山市鳥獣被害対策実施隊（隊員５名） 

 【可猟区域内の捕獲】 

＊ 和歌山県猟友会和歌山支部（有害捕獲許可の従事者１２５名） 

 

○アライグマについては、特定外来生物法の「和歌山市アライグマ防除実施計画」に基づく捕

獲体制により根絶を目指す。 

 ＊ 和歌山市鳥獣被害対策実施隊（隊員５名） 

＊ 和歌山県猟友会和歌山支部（捕獲人員２３名） ＊ 和歌山市の委託業者（従事者２名） 

 

○アナグマ、ハクビシン 

 被害の実情に応じて、捕獲を行う。 

 ＊ 和歌山市鳥獣被害対策実施隊（隊員５名） 

＊ 和歌山県猟友会和歌山支部（捕獲人員２３名） ＊ 和歌山市の委託業者（従事者２名） 
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○カラス、ムクドリ 

 被害の実情に応じて、捕獲又は、追い払いを行う。 

  ＊ 和歌山市鳥獣被害対策実施隊（隊員５名） 

＊ 和歌山県猟友会和歌山支部（捕獲人員２３名） 

 

〇カワウ、サギ 

 被害の実情に応じて、捕獲又は、追い払いを行う。 

  ＊ 和歌山市鳥獣被害対策実施隊（隊員５名） 

＊ 和歌山県猟友会和歌山支部（捕獲人員１００名） 

 

〇ライフル銃による緊急捕獲活動 

 ＊ 和歌山市鳥獣被害対策実施隊（隊員（獣医師）１名） 

（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。 

３ 捕獲等を推進する上で、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフル銃を

所持させる必要がある場合には、そのことについて記入する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和  

３年度～ 

５年度 

イノシシ 

アライグマ 

アナグマ 

ハクビシン 

カラス 

ムクドリ 

カワウ 

サギ 

 有効と思われる捕獲方法等について、先進地事例等の研

究を進めるとともに、実施については、国・県事業の活用

も検討する。 

（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 

＊イノシシ 

令和２年度は過去最高の１，２００頭以上のイノシシを捕獲した。計画頭数は過去の実績

に合わせた頭数とする。 

＊アライグマ 

 特定外来生物法の規定により国の確認を受けた「和歌山市アライグマ防除実施計画」に基

づき、根絶を目指して捕獲を推進している。 

捕獲計画数については、捕獲従事者（実施隊員と猟友会会員と委託業者）の捕獲実績を合

わせた頭数とする。 
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＊アナグマ 

  柵の設置による防除の効果がない時に、被害を減少させるための必要数 

＊ハクビシン 

  個体数が少ないうちに捕獲し、被害の拡大を防ぐための必要数 

＊カラス・ムクドリ 

  追い払いと捕獲を組み合わせ、被害を減少させるための必要数 

＊カワウ・サギ 

追い払い、捕獲、繁殖抑制を組み合わせ、被害を減少させるための必要数 

（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 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ １，２００頭 １，２００頭 １，２００頭 

アライグマ   ２５０頭   ２５０頭   ２５０頭 

アナグマ    １０頭    １０頭    １０頭 

ハクビシン     ４頭     ４頭     ４頭 

カラス    ２０羽    ２０羽    ２０羽 

ムクドリ   １０羽   １０羽   １０羽 

カワウ  ２００羽  ２００羽  ２００羽 

サギ  ２５０羽  ２５０羽  ２５０羽 

（注） 対象鳥獣の有害捕獲での捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 

 

 捕獲等の取組内容 

捕獲に頼る対策だけでは被害の真の解決にはならないが、農地に出没する個体は捕獲また

は、追い払いを実施していく。 

許可期間、捕獲方法を最大限に拡大し、より捕獲圧を高めていく。 

新たに被害が発生した地域には、実施隊により被害状況調査、鳥獣の生態調査をし、より効

率の良い対策を実施する。 

 

イノシシは鳥獣被害対策実施隊による従来どおりの囲いわな、箱わなに加え、スレ個体に対

しては被害地に隣接した生息域において、くくり罠を使用して捕獲する。 

アライグマは捕獲従事者の充実を図り、錯誤捕獲のない方法を検討する。 

カワウは、ねぐらにおいて個体群管理を行う等、不適切な対策をすると、結果的に被害が拡

大するため、種の特性を踏まえた対策を実施する。 
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（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。 

 

 

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 

 ライフル銃はイノシシ、シカといった大型獣の捕獲に有効であり、散弾銃とは比べ物になら

ない精度がある。イノシシ等の市街地出没時のイノシシ等が可猟区域に入った時に、実施隊員

１名によりライフル銃を用いた有害捕獲を実施する。 

（注） 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフル銃を所持させて捕獲等を行

う場合には、その必要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予定時期、

捕獲予定場所等について記入する。 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

なし なし（既に権限委譲済み） 

（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 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ 

アライグマ 

アナグマ 

     

電気柵 

延長 3,000ｍ 

受益面積 3.0ha 

（和歌山市全域） 

 

ワイヤーメッシュ 

延長 3,000ｍ 

受益面積 3.0ha 

（和歌山市全域） 

電気柵 

延長 3,000ｍ 

受益面積 3.0ha 

（和歌山市全域） 

 

ワイヤーメッシュ 

延長 3,000ｍ 

受益面積 3.0ha 

（和歌山市全域） 

電気柵 

延長 3,000ｍ 

受益面積 3.0ha 

（和歌山市全域） 

 

ワイヤーメッシュ 

延長 3,000ｍ 

受益面積 3.0ha 

（和歌山市全域） 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

２ 防護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。 
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（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和３年度
～５年度 

全て 

防護柵の適正な管理、農家による無意識の餌やり、放任果樹の

除去の啓発を行う。生息環境に応じた効果的な防護技術の向上を

進める。 

更には、地域全体の課題として、住民が協力し合い荒地を整備

し、緩衝地を設け人獣の住み分けが出来るよう指導する。 

（注） 防護柵の管理、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 

和歌山県(東、西、北)各警察署 市民の安全確保 

和歌山市農林水産課 関係機関との連絡調整 

和歌山市鳥獣被害対策実施隊 対象鳥獣の捕獲（市内全域、緊急時） 

猟友会和歌山支部 対象鳥獣の捕獲（可猟区域） 

（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 

 

和歌山県警察   ⇄   和歌山市 

                  ↓  ↓ 

      和歌山市鳥獣被害対策実施隊 猟友会和歌山支部 

 

（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。 
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６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

イノシシの捕獲個体については、埋伏、焼却による処分の他、自家消費や処理施設での食肉

利用を推進する。 

アライグマについては、和歌山市防除実施計画に基づき、麻酔薬により殺処分した後、一般

廃棄物として「和歌山市青岸清掃センター」にて焼却処分する。 

アナグマ、ハクビシンについては、埋伏処分または焼却処分する。 

また、カワウ、カラス、ムクドリ、サギについては、捕獲地内への埋伏処分または焼却処分

する。 

 

（注）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。 

 

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 

捕獲されたイノシシ個体は、食品営業許可を取得した処理施設で食肉やペットフード

など利活用を推進する。 

（注） １ 食肉、ペットフード及び皮革としての利用、学術研究への利用等、捕獲等をした鳥獣の利用方法について記載す

る。 

2 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品等としての安全性の確保に関する取組等

についても記載する。 

 

 

８．被害防止対策の実施体制に関する事項 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 和歌山市鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役     割 

和歌山県海草振興局 施策の立案、対策の実施指導、被害実態調査等 

和歌山市 
施策の立案、対策の実施指導、被害実態調査、生態

調査、捕獲の実施（銃猟・わな猟・吹き矢等） 

わかやま農業協同組合 防護対策資材の供給及び設置指導等 

和歌山県農業共済組合和歌山事務所 農業共済制度による被害情報の提供 

和歌山市農業委員会 被害情報の提供 

和歌山県猟友会和歌山支部 捕獲の実施（銃猟・わな猟） 

（注）１ 関係機関等で構成する被害防止対策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 

  

  

  

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

  

鳥獣被害対策実施隊員（市職員５名、有資格者）による、より専門性の高い有害対策の専門

家集団を目指す。 

 

野生動物管理や生物多様性保全に見識を持ち、生息調査による科学的根拠に基づく戦略的な

個体管理を行う。 

有害鳥獣捕獲が実施困難な地域において専門的な捕獲を行う技術者を育成する。 

警戒心の高いスレ個体を作らない捕獲技術を研究する。 

伝統的捕獲技術だけでなく、状況に応じて新手法を検討する。 

 

（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）その他被害防止対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。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

特にイノシシ対策については、被害農家の自己防衛に対する意識改革が最重要課題であるこ

とから、加害鳥獣の習性や能力に応じた最適な防護技術の向上を目指し、知識や技能の修得に

必要な研修会の開催等により、有害捕獲のみに頼ることのない被害対策技術の向上を推進して

いく。 

 

（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。 

 


