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南 砺 市 鳥 獣 被 害 防 止 計 画

               ＜連絡先＞ 

               担当部署名 富山県南砺市役所産業経済部農政課 

               所 在 地 富山県南砺市城端 1,046 番地 

電 話 番 号 0763－23－2016 

ＦＡＸ番号 0763－62－2112 

メールアドレス nouseika@city.nanto.lg.jp 

計画作成年度 平成２４年度 

計画主体 南砺市 
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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、カラス、カモシカ、サギ類、ハクビシン 

ツキノワグマ 

計画期間 平成２４年度 ～ 平成２６年度 

対象地域 富山県南砺市 

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２３年度） 

鳥獣の種類 
被害の状況 

品目 被害数値 

イノシシ 
水稲 

豆類 

  152 万円 1.4ha

15 万円 0.7ha

カラス 水稲  109 万円 1.0ha

カモシカ 工芸作物 5万円 0.2ha

サギ類 民家・神社等への被害 ６件

ハクビシン 民家への被害 ５２件

ツキノワグマ 人身被害 ０件

（２）被害の傾向 

①イノシシ 

 山間部を中心に、被害が深刻化してきている。特に水稲への被害が多く発生してお

り、収穫前の水田においてヌタウチ被害や稲穂の食害が多く見られる。 

②カラス 

 市内全域で被害が深刻化してきている。特に近年においては、水稲直播田において

活着期を中心として踏み荒らしに及び食害の被害が大きく、また一部の果樹園や家庭

菜園にも被害が及んでいる。 

③サギ類 

 近年、春から夏にかけて山間地域や一部平野地域にも出没し、水田や畑作物だけで
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なく、木々や茂みの多い住宅、宮などへの糞尿による被害が及んでいる。 

④ハクビシン 

 市内全域で被害が深刻化してきている。特に民家の屋根裏等に忍び込み糞尿を撒き

散らしたり、物音で夜間うるさく眠れないなどの被害が多い。 

 また近年、果樹や家庭菜園への食害による被害も見られる。 

⑤ツキノワグマ 

 山間部だけではなく、市街地にまで出没している。また、城端地域の市街化区域に

ある小・中学校付近に出没もしており、今後人的被害が起こらないよう警戒を強めて

いく必要がある。 

（３）被害の軽減目標 

指標（被害金額） 現状値（平成２３年度） 目標値（平成２６年度） 

イノシシ １６７万円 ８３万円

カラス １０９万円 ５４万円

カモシカ ５万円 ２万円

サギ類（民家等） ０万円 ０万円

ハクビシン（民家等） ０万円 ０万円

ツキノワグマ（人身） ０件 ０件

指標（被害面積） 現状値（平成２３年度） 目標値（平成２６年度） 

イノシシ ２．１ｈａ １．０ｈａ

カラス １．０ｈａ ０．５ｈａ

カモシカ ０．２ｈａ ０．１ｈａ

サギ類（民家等） ６件 ０件

ハクビシン（民家等） ５２件 ２５件

ツキノワグマ（人身） ０件 ０件
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（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 

地元猟友会の協力により、有害

鳥獣捕獲隊を編成し、パトロール

や緊急出動による銃器での捕獲を

実施。 

 また、イノシシ、ツキノワグマ、

ハクビシン用の檻の設置による捕

獲を実施。 

 急激に増加しつつある有害鳥獣の駆

除に対し、捕獲隊員の人数不足や隊員

の高齢化もあり、組織としての活動能

力の強化が課題。 

 今後は、地域住民と協力しながら、

強力な捕獲体制の構築を図る必要があ

る。 

 防護柵 

 の設置 

 等に関 

 する取 

 組 

 平成２０年度より、国庫、県補

助事業を活用し、簡易電気柵の設

置（イノシシ、カモシカ対策）や

カウベルト事業に取り組んでい

る。 

 電気柵は、設置総延長が163.3㎞

となっている。 

 設置後の維持管理（特に草刈り）が

重労働であり、被害地域における住民

組織の共同管理体制の確立が課題。 

（５）今後の取組方針 

南砺市における平成２３年度の鳥獣による農作物被害金額は３２６万円、被害面

積は３．６ｈａとなっている。 

 主な被害として、イノシシ、カラスによる農作物被害が深刻化しており、また、

カモシカによる食害も近年発生している。 

 市では、被害防止計画を策定するにあたり、被害軽減目標を平成２３年度より、

５０％減の１６３万円とする。 

 これまでも捕獲中心の被害対策が講じられてきたが、今後は個体数調整（箱わな

による捕獲や銃による刺殺）、被害防除（電気柵等による防除）、里山の整備によ

る生息環境管理（雑木林の伐採等）について総合的に対策を進めるものとし、市鳥

獣被害防止対策協議会と連携して、鳥獣害防止総合対策事業（国庫補助事業）や県

単補助事業等を有効に活用しながら対策を進めていく。また、有害鳥獣の被害を防

止すべく担い手の育成や技術の習得に向けて、施設整備を中心とした担い手が技術

の習得などに取組みやすい環境を整備していく。さらに、地域が主体となって被害

防止対策に取り組んでいくために、被害状況の共有化を進め、地域間の懇談会や現

地研修会等を開催していく。 

 また、電気柵やカウベルト事業の普及定着に努めるなどの体制、整備を行ってい

く。 

 これらのことより、南砺市では鳥獣被害を防止するために次の項目において対策

を進める。 
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 １．正確な被害状況を把握するため、市・地元のネットワークの整備・構築 

 ２．個体数の調整と捕獲のための担い手確保・育成 

 ３．被害防除対策の普及・推進 

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 

南砺市有害鳥獣捕獲隊  南砺市猟友会員の中から捕獲隊を結成し、被害を防止（年

間を通じたパトロール）または被害が発生した場合や住民か

ら捕獲要請があった場合に捕獲を行う。 

＜参考＞ 

市有害鳥獣捕獲隊   計６２名 

 今後、鳥獣被害対策実施隊を組織し、さらなる地域との連

携を図りながら、被害防止策の実施や鳥獣捕獲を実施する。

（平成２６年度設置予定） 

（２）その他捕獲に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

２４年度 

イノシシ 

カラス 

サギ類 

ハクビシン 

ツキノワグマ 

箱わな機材の導入 

地元住民の狩猟免許取得の推進 

鳥獣の生息状況調査の実施 

２５年度 

イノシシ 

カラス 

サギ類 

ハクビシン 

ツキノワグマ 

箱わな機材の導入 

地元住民の狩猟免許取得の推進 

鳥獣の生息状況調査の実施 

２６年度 

イノシシ 

カラス 

サギ類 

ハクビシン 

ツキノワグマ 

箱わな機材の導入 

地元住民の狩猟免許取得の推進 

鳥獣の生息状況調査の実施 
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（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、生息域が急速に拡大してきており、餌の豊凶作によっては多少の違いがあ

るものの、繁殖能力も高くなってきている。そのため、今後は計画的な捕獲と防御

の相互の取組みを行い、生息調査等も踏まえながら、個体数の増加の抑制に努めな

ければならない。 

① イノシシ 

近年、被害が顕著になってきており、特に水稲への被害は甚大である。植付け

後のヌタウチによる苗の被害や、収穫前のほ場への侵入による踏み倒し、稲穂の

食害が見られ、計画的な捕獲が必要である。 

（捕獲実績 Ｈ21年度：118頭 Ｈ22年度：223頭 Ｈ23年度：129頭） 

②カラス 

 水稲への食害、踏み荒らしが深刻となっている。直播田を中心に田植え直後等

の被害を防ぐよう、的確な時期での捕獲計画が必要である。 

（捕獲実績 Ｈ21年度：211羽 Ｈ22年度：317羽 Ｈ23年度：533羽） 

③サギ類 

 収穫前の水稲への食害が深刻なことから、稲の刈り取り前に集中した捕獲を実

施する。（捕獲実績 Ｈ21年度：30羽 Ｈ22年度：69羽 Ｈ23年度：80羽） 

④ハクビシン 

民家への住みつきが大きな問題となっており、被害住民からの連絡をもとに速

やかな捕獲を行う。 

（捕獲実績 Ｈ21年度：20頭 Ｈ22年度：59頭 Ｈ23年度：20頭） 

⑤ツキノワグマ 

 県において策定された「富山県ツキノワグマ保護管理指針」に基づき、必要最

小限の捕獲を行いながら個体数の調整に努める。人里へのクマの出没は、餌の豊

凶作にも関連すると考えられるため、捕獲数を計画することは難しいことから、

人身被害を０とする計画とする。 

（人身被害実績 Ｈ21年度：0件 Ｈ22年度：4件 Ｈ23年度：0件） 
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対象鳥獣 捕獲計画数等 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

イノシシ １２９ １４０ １５０ １６０ 

カラス ５３３ ６００ ８００ ８００ 

サギ類 ８０ ８５ ９０ １００ 

ハクビシン ２０ ２５ ３０ ３０ 

ツキノワグマ １３ ― ― ― 

捕獲等の取組内容 

 被害が顕著になる５月から１１月を中心として、南砺市有害鳥獣捕獲隊により銃器

及び箱わなによる捕獲を実施する。 

 さらに、イノシシ、ツキノワグマにおいては、定期的なパトロールを実施する。 

特にイノシシにおいては、山間地域を中心として市内全域を対象とした捕獲、パトロ

ールの実施を行う。 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし  

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 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

イノシシ・カモシカ 

ハクビシン 
50,500ｍ 22,400ｍ 20,000ｍ 20,000ｍ 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２４年度 

イノシシ 

カラス 

カモシカ 

サギ類 

ハクビシン 

ツキノワグマ 

地元住民による草刈りの徹底（里山の整備） 

カウベルト事業等による追払い活動の推進 

放任果樹の除去推進（里山の整備） 

普及活動のための地元への説明会開催等 
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２５年度 

イノシシ 

カラス 

カモシカ 

サギ類 

ハクビシン 

ツキノワグマ 

地元住民による草刈りの徹底（里山の整備） 

カウベルト事業等による追払い活動の推進 

放任果樹の除去推進（里山の整備） 

普及活動のための地元への説明会開催等 

２６年度 

イノシシ 

カラス 

カモシカ 

サギ類 

ハクビシン 

ツキノワグマ 

地元住民による草刈りの徹底（里山の整備） 

カウベルト事業等による追払い活動の推進 

放任果樹の除去推進（里山の整備） 

普及活動のための地元への説明会開催等 

５．被害防止施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 南砺市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

① 富山県農村振興課 鳥獣対策の指導及び各種被害対策の先進事例や

県の取組についての情報提供等 

②富山県自然保護課 鳥獣対策の指導及び各種被害対策の先進事例や

県の取組についての情報提供等 

③富山県森林政策課 鳥獣対策の指導及び各種被害対策の先進事例や

県の取組についての情報提供等 

④富山県砺波農林振興センター 

企画振興課 

鳥獣対策の指導及び各種被害対策の先進事例や

県の取組についての情報提供、管内農協及び地元

住民等との連絡調整等 

⑤富山県砺波農林振興センター 

農業普及課 

鳥獣対策の指導及び各種被害対策の先進事例や

県の取組についての情報提供、管内農協及び地元

住民等との連絡調整等 

⑥南砺市自治振興会連絡協議会 地域ぐるみで自衛体制づくりの促進、電気柵等の

設置・管理及び関係機関との連絡調整 

⑦南砺市猟友会 鳥獣の出没傾向の把握及びパトロール、捕獲の実

施、捕獲体制の整備等 
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⑧南砺市有害鳥獣捕獲隊 鳥獣の出没傾向の把握及びパトロール、捕獲の実

施、捕獲体制の整備等 

⑨富山県鳥獣保護員 有害鳥獣関連情報の提供と鳥獣の保護について

の業務 

⑩となみ野農業協同組合 管轄地域の巡回や、被害に伴う営農（技術）指導

情報提供等 

⑪福光農業協同組合 管轄地域の巡回や、被害に伴う営農（技術）指導

情報提供等 

⑫なんと農業協同組合 管轄地域の巡回や、被害に伴う営農（技術）指導

情報提供等 

⑬富山県西部森林組合 森林・林産物被害の防除体制の構築、被害防止技

術の情報提供等 

⑭砺波広域圏事務組合 

農業共済センター 

被害状況の把握及び農業共済に関する調整、各種

施策の情報提供等 

⑮富山県南砺警察署 人身被害に対する連絡体制の構築や被害時の緊

急対応及び連絡調整等 

⑯南砺市農政課 事務局を担当し、被害の防止対策方法やその技術

提供、各種施策についての情報提供及び関係機関

との連絡調整等 

⑰南砺市林政課 事務局を担当し、被害の防止対策方法やその技術

提供、各種施策についての情報提供及び関係機関

との連絡調整等 

（２）関係機関に関する事項 

 関係機関の名称  役割 

北陸農政局 オブザーバーとして南砺市鳥獣被害防止対策協

議会に対する有害鳥獣関連情報の提供並びに被

害防止技術の情報提供を行う。 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２６年度設置予定。隊員数２０名予定（有害鳥獣捕獲隊員より推薦）。 

地域との連携を図りながら、被害防止策の実施や鳥獣捕獲を実施し、地域住民への

捕獲おりや電気柵の設置、管理について指導・助言を行う。 
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（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 市内における農作物の被害は平成２１年度をピークとし、電気柵の設置や捕獲わな

の設置により被害額は減少してきているが、山間部を中心とした地域では高齢化が進

んでいるため、限界集落と呼ばれるような地域においては、被害防護柵の設置、緩衝

帯の整備が困難な状態である。そういった中で、広範囲の被害防止策を講じる場合に、

集落、地域ぐるみでの対策が困難な場合には、各関係機関等との連携のもと、応援体

制がとれるよう検討していくことが必要である。 

 その他このほかの鳥獣による被害が深刻化してきた場合は、その都度、県や関係機

関と協議の上、計画の見直しを図りながら効果的な被害防止に努める。 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲した有害鳥獣は、捕獲後速やかに埋設及び焼却処分等を行うこととする。 

 また、イノシシについては、今後の捕獲数等を考慮しながら、食肉としての利活用

を検討していく。そのための先進地視察研修等も行っていく。 

７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 被害防止対策に関して、各関係機関、近隣市町村（砺波市、小矢部市、石川県金沢

市、岐阜県白川村など）の対策協議会と連携し、共同で情報交換会、現地研修会等を

開催する。 

 また、被害マップ等作成のもと被害情報をまとめ、次年度の被害防止計画作成に役

立てるとともに、被害地域における地域リーダーを育成できる体制を整備する。 


