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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  ニホンジカ、ツキノワグマ、イノシシ 

計画期間   令和２年度～令和４年度 

対象地域  遠野市 

 

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 30 年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 
被害数値 

被害面積(ha) 被害金額(千円) 

ニホンジカ 

稲 28.2 38,223 

麦類 0.8 2 

豆類 115.0 2,730 

雑穀 0.8 34 

果樹 5.7 7,377 

飼料作物 159.1 37,069 

野菜 11.3 3,385 

いも類 0.1 60 

工芸作物 3.5 3,764 

その他 0.3 80 

ツキノワグマ 

配合飼料  217 

稲 0.1未満 2 

果樹 0.1未満 15 

野菜 0.1未満 3 

イノシシ その他 － － 

 

（２）被害の傾向 

〇ニホンジカ 

 稲、飼料作物の被害額が特に大きく、被害地域も市内全域に及び被害の増

加と拡大が顕著になっている。 

また、これまで捕獲や電気牧柵・網の設置等の被害防止に向けた取り組み

を行っているが、捕獲頭数は増加傾向にあり、生息頭数の増加が推測される。 

〇ツキノワグマ 

 農作物被害は、少しずつ減少傾向にあるが、牛舎や作業小屋への侵入によ

り、配合飼料等の被害は増加傾向にある。 

さらには、日中に農地への居座りや住宅地への出没も頻発するなど、人身

被害の発生が危惧される。 

○イノシシ 

 農作物被害の報告はないが、近年、目撃情報が寄せられている。今後、農

作物のみならず、農地や人身被害の発生が危惧される。 

 



3 

 

（３）被害の軽減目標 

鳥獣の種類 指  標 現状値（平成30年度） 目標値（令和４年度） 

ニホンジカ 
被害金額 9,272万円 8,808万円 

被害面積 324.8㏊ 308.5㏊ 

ツキノワグマ 
被害金額 23.7万円 20万円 

被害面積 0.1㏊ 0.1㏊ 

イノシシ 
被害金額 0万円 0万円 

被害面積 0㏊ 0㏊ 

 

（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 

 

 

１ 狩猟期を除く４月～10月の

継続した有害捕獲の実施 

２ 鳥獣被害対策実施隊によ

る、一斉捕獲での追払い、捕

獲活動の強化 

３ 鳥獣被害対策実施隊員への

わなの貸出 

・ニホンジカの捕獲数は年々増加

しているものの、被害金額は依

然高い状況。 

 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

１ 個人及び団体が電気牧柵

 を設置する際の事業費の補

 助 

２ 集落内への侵入防止を目

 的とした大規模な電気牧柵

 及び金網フェンスの設置 

・電気牧柵を破って侵入されるケ

ースが散見される。 

 

 

 

（５）今後の取組方針 

・年間を通じて有害捕獲を実施し、季節に応じた捕獲方法を定め、効率的

な捕獲活動に努める。 

・鳥獣被害対策実施隊がニホンジカ捕獲応援隊の協力を得ることにより、 

 農地周辺部でのわなによる捕獲強化に努める。 

・集落や団体など、まとまった単位での電気牧柵及び金網フェンス等の設

置を推進し、農地や生活環境の被害防止に努める。 

・捕獲応援隊に対して、狩猟免許取得への働きかけや、市民への啓発活動

の取り組みによって、新たな狩猟免許取得者の発掘に努める。 

 

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 

 遠野猟友会から推薦を受け、遠野市鳥獣被害対策実施隊員として市長が任

命した者が捕獲に従事する。 
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（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和2年度 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

 

・鳥獣被害対策実施隊員に対するくくりわなの貸出

（ニホンジカ） 

・鳥獣被害対策実施隊員とニホンジカ捕獲応援隊と

の連携による地域ぐるみの捕獲（ニホンジカ） 

・被害状況に応じた箱わなの設置による有害捕獲の

実施（ツキノワグマ） 

 

令和3年度 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

・鳥獣被害対策実施隊員に対するくくりわなの貸出

（ニホンジカ） 

・鳥獣被害対策実施隊員とニホンジカ捕獲応援隊と

の連携による地域ぐるみの捕獲（ニホンジカ） 

・被害状況に応じた箱わなの設置による有害捕獲の

実施（ツキノワグマ） 

 

令和4年度 

 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

・鳥獣被害対策実施隊員に対するくくりわなの貸出

（ニホンジカ） 

・鳥獣被害対策実施隊員とニホンジカ捕獲応援隊と

の連携による地域ぐるみの捕獲（ニホンジカ） 

・被害状況に応じた箱わなの設置による有害捕獲の

実施（ツキノワグマ） 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

県の第12次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画とこれまで

の有害捕獲実績に基づいて捕獲計画数を設定した。 

 ツキノワグマについては、岩手県の有害鳥獣捕獲許可によるため、市単独

での捕獲計画数は設定しない。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

ニホンジカ 上限なし 上限なし 上限なし 

 

 捕獲等の取組内容 

ニホンジカ 

 ４月    銃器及びわなによる捕獲 

 ５月～９月 わなによる捕獲 

10 月    銃器及びわなによる捕獲 

ツキノワグマ 

 ４月～10月 箱わなによる捕獲 
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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 

○ライフル銃による捕獲等を実施する必要性 

侵入防護柵の設置、罠や散弾銃を利用した有害捕獲を実施しているが、農

作物被害は恒常的に発生し、特にもニホンジカによる被害は中山間地域のみ

ならず、市内全域に拡大をしている傾向である。 

当地域の農作物被害は市内全域で発生しており、野生鳥獣も多く生息して

いる。散弾銃のみの有害捕獲では、至近距離からの発砲が必要となり、対象

獣に気づかれ有害捕獲が進まない状況である。 

一方、ライフル銃は従事者が接近できない場所に出没した大型獣を捕獲す

る場合に使用する必要がある。射程の長いライフル銃による有害捕獲を実施

することにより、遠距離からの捕獲が可能で精度も上がり、捕獲率が向上す

る。また、半矢を防止することができる。 

 

○捕獲の実施予定時期 

・ニホンジカの有害捕獲 

 捕獲手段：罠、ライフル銃及び散弾銃 

 捕獲予定時期：鳥獣捕獲許可証及び従事者証に記載の期間 

 捕獲予定箇所：市内一円 

・ツキノワグマの有害捕獲 

 捕獲手段：罠、ライフル銃及び散弾銃 

 捕獲予定時期：鳥獣捕獲許可証及び従事者証に記載の期間 

 捕獲予定箇所：鳥獣捕獲許可証及び従事者証に記載の場所 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

  

 

 

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２年度 令和３年度 令和４年度 

ニホンジカ 2km 2km 2km 

 

（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2年度 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

 

１ CATVによる被害対策の普及啓発 

２ 生息域となりうる耕作放棄地及び放任果樹

の適切な管理 

３ 市内各地で山麓部分の刈り払いを実施 



6 

 

令和3年度 

 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

１ CATVによる被害対策の普及啓発 

２ 生息域となりうる耕作放棄地及び放任果樹

の適切な管理 

３ 市内各地で山麓部分の刈り払いを実施 

令和4年度 
ニホンジカ 

ツキノワグマ 

１ CATVによる被害対策の普及啓発 

２ 生息域となりうる耕作放棄地及び放任果樹

の適切な管理 

３ 市内各地で山麓部分の刈り払いを実施 

４ 被害防止計画の実績検証 

 

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 

遠野市農林課 関係機関との連絡調整、捕獲許可 

花巻農業協同組合 関係機関との連絡調整 

遠野警察署 関係機関との連絡調整、捕獲許可 

鳥獣被害対策実施隊 対象鳥獣の捕獲 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

本市には希少猛禽類等も多く生息していることから、シカ猟等による鉛中

毒事故が発生しないよう捕獲後の個体は原則持ち帰って処理をし、やむを得

ない場合は生態系に影響を及ぼさないよう埋設等の処理を地区猟友会等が

実施している。 

 

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 

 放射性物質濃度の関係で食品としての利用制限が加えられているほか、

本市には捕獲した鳥獣を食品として加工する衛生基準を満たす施設がない

ため、現状では食品としての流通、販売はできない。 

 

 

市 民 

遠野警察署 捕 獲 

くぁ位い 

遠野市 

鳥獣被害対策実施隊 

・状況の把握及び防災無線で  

 の放送 

・現地確認 

・被害対策実施隊への捕獲許可 市民からの通報 

くぁ位い 
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８．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 遠野地方有害鳥獣駆除協議会 

構成機関の名称 役割 

遠野市農林課 協議会事務局、全体統括 

花巻農業協同組合 農業分野における取りまとめ及び意見提言 

遠野猟友会 有害捕獲活動等に関する取り組み及び意見提言 

遠野地方森林組合 林業分野における取りまとめ及び意見提言 

遠野地区国有林材生産協

同組合 

被害状況報告、事業実践者 

岩手南部森林管理署遠野

支署 

被害状況報告、事業実践者 

鳥獣保護巡視員 野生動物保護及び管理の視点における意見提言 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

県南広域振興局農政部 

遠野農林振興センター 
農林業鳥獣被害対策における指導、助言 

県南広域振興局 

保健福祉環境部 

花巻保健福祉環境センター 

有害鳥獣捕獲等における許可、指導、助言 

岩手県環境保健研究センター 研修会講師及び個体数調整指導等 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 遠野市の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、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) 第9条の規定に基づき鳥獣被害対策実施隊を設置し、主に有

害捕獲対策に取組む。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 新たな対象鳥獣の出没や、被害拡大等の状況の変化により計画が現況に

適さない場合は、関係機関と協議しながら計画の見直しを行い、効果的な

被害防止に努める。 

 


