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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
ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、カラス、
対象鳥獣
ハクビシン
計画期間

平成３１年度～平成３３年度

対象地域

会津坂下町全域

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２９年度）
被害の現状
鳥獣の種類
品 目
被害数値
０．００ha

０．０万円

計

０．００ha
０．１１ha

０．０万円
２．６万円

計

０．１１ha
０．００ha

２．６万円
０．０万円

計

０．００ha
０．００ha

０．０万円
０．０万円

計

０．００ha

０．０万円

０．４２ha

８．２万円

０．４２ha

８．２万円

０．５３ha

１０．８万円

ツキノワグマ
水稲
イノシシ

ニホンジカ

カラス

ハクビシン

野菜
（トマト・スイカ・等）
計
合

計

（２）被害の傾向
ア ツキノワグマ
ツキノワグマは勝方地区、気多宮地区、朝立地区、杉山地区で出没及び
農作物被害が頻発している。出荷販売を目的とする農作物には被害がなく
被害の現状の欄に被害額が計上されていない。しかし、自家消費野菜及び
自家消費果樹に被害が多く発生している。特に５月～１１月にかけて目撃
情報や季節の農作物被害報告がある。平成２７年～平成２９年にかけて、
山間部に出没や被害が集中していたが、平成３０年には市街地にも出没及
び目撃情報があがっており、人身被害が懸念される。
被害時期は、７月から１０月下旬にかけて多く、野菜（トウモロコシ・
カボチャ等）や果樹（リンゴ・モモ等）の食害が特に多い。
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イ

イノシシ
イノシシは例年被害が少なかったが、平成２８年から朝立地区の山際付
近で被害報告が増えており、出没報告や水田畦畔の掘り起こし、水稲及び
小麦の食害や踏み倒し被害が多発している。現在は山際の水田や畑で被害
があるが、今後集落の畑や人家等の出没及び人身被害が懸念される。被害
時期は６月から１０月にかけて多く、収獲直前に水稲や小麦、野菜類が被
害にあっている。
ウ ニホンジカ
ニホンジカの農作物被害は小麦の若芽等の食害が報告され、目撃情報が
相次いでいる。平成２８年までは、ニホンジカの目撃情報は報告されてお
らず、平成２９年にかけて個体数が増加しており、着実に生息範囲が拡大
していると考えられる。また車両との事故も増えており、今後さらなる農
作物等の被害が懸念される。
エ カラス
カラスによる被害は、町内全域で確認されている。出荷販売を目的とす
る農作物には被害がなく被害の現状の欄に被害額が計上されていない。自
家消費の果樹や家庭菜園等の被害が多く発生している。
被害時期は、７月から８月下旬にかけて多く、野菜（トウモロコシ・ス
イカ等）の食害及び市街地での糞害が発生している。毎年、同程度の被害
が発生している。
オ ハクビシン
ハクビシンによる被害は、町内全域で確認されている。出荷販売する野
菜等や自家消費野菜及び果樹の被害が多く発生している。
被害時期は、５月から１１月までであり、野菜（トマト・キュウリ・ス
イカ・トウモロコシ等）や果樹（サクランボ・ブドウ・モモ等）の食害が
発生している。毎年、同程度の被害が発生している。
（３）被害の軽減目標
指

標

ツキノワグマ
農作物被害額
ツキノワグマ
農作物被害面積
イノシシ
農作物被害額
イノシシ
農作物被害面積
ニホンジカ
農作物被害額

現状値（平成２９年度）

目標値（平成３３年度）

０万円

０万円

０ha

０ha

２．６万円

２．１万円

０．１１ha

０．０９ha

０万円

０万円
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ニホンジカ
農作物被害面積
カラス
農作物被害額
カラス
農作物被害面積
ハクビシン
農作物被害額
ハクビシン
農作物被害面積

０ha

０ha

０万円

０万円

０ha

０ha

８．２万円

６．６万円

０．４２ha

０．３４ha

（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 ・会津坂下町鳥獣被害対策実施 ・狩猟者の減少
関する取 隊と連携し、１８名で捕獲等を ・実施隊員の高齢化に伴い、今後
組
実施している。
の捕獲の担い手の確保が急務であ
・捕獲等の手段は、銃器、箱わ る。
な、くくりわなを用いる。ＪＡ ・捕獲機材の追加や捕獲技術の向
及び共済組合の協力によりく 上が必要であり、効率的な捕獲の
くりわな及びイノシシ用の箱 実施が求められる。
わなを導入した。
・農業者が農作物の被害対策を十
・ツキノワグマについては防除 分行っていないのにも関わらず農
対策を実施しても農作物被害 作物被害があっただけで有害捕獲
を防げない場合、または人的被 をできると勘違いしている。
害の恐れがある場合に箱わな ・わなの購入は誰でもできるため
及び銃器を使用した有害捕獲 わなを購入しわな免許を持たずわ
を行っている。
な設置及び無許可で勝手に捕獲を
・イノシシについては防除対策 行っている場合がある。
を実施しても農作物被害を防 ・鳥獣は境界無く被害をもたらす
げない場合、導入された箱わな ため、近隣市町村との協力が必要
、くくりわな及び銃器を使用し 不可欠である。
た有害捕獲を行っている。また ・有害捕獲と環境整備を平行して
指定管理鳥獣に指定されてい 行っていく必要がある。
るため、県が直接捕獲を実施し ・錯誤捕獲を防ぐための、工夫が
ている。
必要である。
・ニホンジカについては軽微な ・捕獲したツキノワグマ、イノシ
農作物被害が発生しているが、 シ、ニホンジカ等のモニタリング
防除対策を実施しても農作物 検査の際必要となるサンプル採取
被害を防げない場合くくりわ が実施隊の負担となる場合がある
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な及び銃器を使用した有害捕
獲を行っていく。
・ハクビシンについては防除対
策を実施しても農作物被害を
防げない場合、箱わなを使用し
た有害捕獲を行っている。
・カラスについては防除対策を
実施しても農作物被害を防げ
ない場合、銃器を使用した有害
捕獲を行っている。
防護柵の ・防護柵等については、農家個
設置等に 人で設置している。
関する取 ・当町では現在、鳥獣用の防護
組
柵等（電気柵等の）補助を検討
している。
・花火等による追い払いを実施
している。
・誘引物の除去や管理の徹底、
緩衝地帯の設置となる藪の苅
払い等を集落に指導している。
また地域高校生と集落住民が
協力して苅払いを行っている
集落もある。
・どの獣種に対して防護柵を設
置するか検討し、適切な設置を
するように指導している。

・カラスは銃による捕獲のため、
捕獲率が低い。また、学習知能の
高いカラスは銃を構えた瞬間や、
実施隊の車が通過しただけでも逃
げてしまうため、他の対策が必要
である。
・カラスの捕獲を行うと特定猟具
使用禁止区域（銃器）の方へ逃げ
てしまう。
・農家個人で柵を設置しているが
簡易的なものであるため、破壊さ
れてしまう。
・今後は、集落単位でツキノワグ
マやイノシシの侵入防護柵を設置
する対策が必要である。
・防護柵の設置と平行して環境整
備の徹底を行う必要がある。
・防護柵の維持管理の重要性や大
変さを周知していく必要がある。
・農業者は被害が軽微な場合報告
を行わないため、正確な被害実態
を把握することができない。また
被害に遭う農作物は自家消費のも
のが多く正確な被害を把握できな
い。

（５）今後の取組方針
○全体の取組
会津坂下町鳥獣被害対策実施隊と連携し、効率的な捕獲方法に関する調査
を実施し、捕獲体制の強化、隊員の技術向上を図る。
また、実施隊員の高齢化により隊員の確保が困難になっていることから、
地域住民に対する有害鳥獣捕獲等及び狩猟に関する広報活動や、既存隊員と
新規入隊者への狩猟免許取得費補助を実施する。
追い払い等の被害対策は、集落単位で防護柵を整備する等、地域ぐるみで
の取組みを推進するとともに、地域住民自ら鳥獣対策に取組む意識を醸成し
て、有害鳥獣に強い集落の環境づくりを図る。
また会津坂下町鳥獣被害対策協議会を設置し、構成員としてモデル集落の
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鳥獣対策協議会を会津坂下町鳥獣被害対策協議会内に置く。モデル集落を通
して、鳥獣による農作物被害にあっている集落で協議会を作成してもらい構
成員を徐々に増やしていく。
様々な事業を活用して被害が多い地域の森林環境整備等の推進を図る。
農作物被害が発生した場合、関係団体等と協力して被害面積、被害額、被
害割合等を把握し、データとして集計・蓄積を図る。
○獣種別の取組
ツキノワグマ・イノシシ
ツキノワグマ・イノシシの被害防止対策として、被害にあっている集落で
集落環境診断を行い、集落住民が農地周辺の草刈や藪の苅払いの環境整備や
動物駆逐用花火による追い払い等の対策を自発的に活動できる体制を整えて
いく。また、農作物被害が発生した場合、くくりわなや箱わな、銃器を用い
て有害捕獲を実施する。さらに、環境整備が整い次第、中山間地域等直接支
払交付金事業等の事業を用いて電気柵導入を推進し電気柵の普及を図る。捕
獲従事者については捕獲技術向上を図るため、射撃訓練や講習会に参加でき
る体制を整える。
ニホンジカ
軽微な農作物被害が発生しているが、今後さらなる被害発生が予想される
ことから、忌避剤の散布や動物駆逐用花火による追い払い、鳥獣被害防止柵
（電気柵含む）の設置などニホンジカを寄せ付けない対策が必要である。被
害が発生した場合くくりわなや銃器を用いて有害捕獲を実施する。
ハクビシン
ハクビシンの被害防止対策としては、誘因物管理の徹底を図り、忌避剤の
散布及び防除ネットや簡易電気柵等の設置、防除対策の指導を行っていく。
被害状況に応じて箱わなにより有害捕獲を実施していく。関係機関と協力し
被害の全容を把握できるようにする。
カラス
カラスの被害防止対策として誘因物管理の徹底を図り、忌避剤及び防鳥ネ
ットの設置、動物駆逐用花火による追い払いの実施等の防除対策指導を行っ
ていく。農作物被害が発生した場合に年１～２回早朝に1週間かけて銃器によ
る有害捕獲を実施する。関係機関と協力し被害の全容を把握できるようにす
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
会津坂下町鳥獣被害対策実施隊は、会津坂下町長が実施隊員を任命し定員
２０名として組織している。
捕獲については、会津坂下町と会津坂下町鳥獣被害対策実施隊が捕獲時期
や捕獲場所について、協議し実施している。

6

ツキノワグマの捕獲は箱わなを用いて捕獲し、止め差しとして銃器を使用
する。
イノシシの捕獲は、くくりわなや箱わなを主に用いて捕獲し止め差しとし
て銃器を使用する。しかし、わなでの捕獲の実績が少ない場合必要に応じて
銃器による捕獲（ライフル銃）を検討する。
ニホンジカの捕獲はくくりわなを主に用いて捕獲し止め差しとして銃器を
使用する。しかし、わなでの捕獲の実績が少ない場合必要に応じて銃器によ
る捕獲（ライフル銃）を検討する。
ハクビシンの捕獲は箱わなを用いて捕獲し、適切な方法で処分を行う。
カラスの捕獲は銃器による捕殺を行う。
（２）その他捕獲に関する取組
年度
対象鳥獣
取組内容
・目撃情報、農作物被害等の情報収集し、行動域
を把握する。
・行動域に応じた捕獲方法を検討する。
ツキノワグマ
・各集落単位で、被害防止対策をしていけるよう
平成
イノシシ
講習会を開催する。
３０
ニホンジカ
・狩猟免許の取得や実射講習会参加への支援を行
年度
ハクビシン
っていく。
カラス
・近隣市町村との連携を図る。
・狩猟免許の新規取得者を増やすため広報活動を
行う。
・目撃情報、農作物被害等の情報収集し、行動域
を把握する。
・行動域に応じた捕獲方法を検討する。
ツキノワグマ
・各集落単位で、被害防止対策をしていけるよう
平成
イノシシ
講習会を開催する。
３１
ニホンジカ
・狩猟免許の取得や実射講習会参加への支援を行
年度
ハクビシン
っていく。
カラス
・近隣市町村との連携を図る。
・狩猟免許の新規取得者を増やすため広報活動を
行う。
・目撃情報、農作物被害等の情報収集し、行動域
ツキノワグマ を把握する。
平成
イノシシ
・行動域に応じた捕獲方法を検討する。
３２
ニホンジカ
・各集落単位で、被害防止対策をしていけるよう
年度
ハクビシン
講習会を開催する。
カラス
・狩猟免許の取得や実射講習会参加への支援を行
っていく。
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・近隣市町村との連携を図る。
・狩猟免許の新規取得者を増やすため広報活動を
行う。

（３）対象鳥獣の捕獲計画
捕獲計画数等の設定の考え方
ツキノワグマについては、福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画及び福島
県ツキノワグマ管理計画に基づく基準により捕獲を行う。平成２９年度有害
捕獲許可件数５件（参考：平成３０年度５件、平成２８年度９件）に基づき
、年間捕獲計画は１０頭とする。
イノシシについては、福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画及び福島県イ
ノシシ管理計画に基づく基準により捕獲を行う。年間捕獲目標数は１０頭を
予定している。
ニホンジカについては、福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画及び福島県
ニホンジカ管理計画に基づく基準により捕獲を行う。年間捕獲目標数は３頭
を予定している。
ハクビシン・カラスについては、福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画に
基づく基準により捕獲を行う。
捕獲計画数等
対象鳥獣

３１年度

３２年度

３３年度

福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画及び福島県ツキノワ
グマ管理計画に基づく基準による。平成２９年度有害捕獲許
ツキノワグマ 可件数５件（参考：平成３０年度５件、平成２８年度９件）
に基づき、各年度の捕獲計画は１０頭とする。
※個体数調整対象種ではないため（目標）ではなく（計画）と表記した。

イノシシ

ニホンジカ

福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画及び福島県イノシシ
管理計画に基づく基準による。年間捕獲目標数は各年度１０
頭を予定している。
福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画及び福島県ニホンジ
カ管理計画に基づく基準による。年間捕獲目標数は各年度３
頭を予定している。

カラス

福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画の基準による。

ハクビシン

福島県第１２次鳥獣保護管理事業計画の基準による。
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捕獲等の取組内容
鳥 獣 名：ツキノワグマ
捕獲方法：箱わな及び銃器による。
捕獲時期：５月～１１月
捕獲場所：人的、農作物被害が懸念される地区
捕獲実施：会津坂下町鳥獣被害対策実施隊により、必要最低限の捕獲を実施
する。
鳥 獣 名：イノシシ
捕獲方法：くくりわな、箱わな及び銃器による。
捕獲時期：５月～３月
捕獲場所：農作物被害が懸念される地区
捕獲実施：会津坂下町鳥獣被害対策実施隊により、必要最低限の捕獲を実施
する。
鳥 獣 名：ニホンジカ
捕獲方法：くくりわな及び銃器による。
捕獲時期：５月～３月
捕獲場所：農作物被害が懸念される地区
捕獲実施：会津坂下町鳥獣被害対策実施隊により、必要最低限の捕獲を実施
する。
鳥 獣 名：ハ ク ビ シ ン
捕獲方法：箱わなによる。
捕獲時期：５月～１１月
捕獲場所：農作物被害が懸念される地区
捕獲実施：会津坂下町鳥獣被害対策実施隊により、必要最低限の捕獲を実施
する。
鳥 獣 名：カ
ラ
ス
捕獲方法：銃器による。
捕獲時期：７月～８月
捕獲場所：農作物被害が懸念される地区及び特定猟具使用禁止区域（銃器）
を除いた町内全域
捕獲実施：会津坂下町鳥獣被害対策実施隊により、必要最低限の捕獲を実施
する。
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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
現在までライフル銃を使用した取組等はない。しかし、今後イノシシ
やニホンジカの個体数がさらに増加し、箱わなやくくりわなによって捕
獲数が増加しない場合ライフル銃による捕獲も検討していかなければな
らない。特に、イノシシやニホンジカは警戒心が強くわなによる捕獲率
が低いため、射程距離の長いライフル銃で捕獲率を少しでも向上させる
必要がある。なお止め差しについては、これまでどおり散弾銃で行う。
（４）許可権限委譲事項
対象地域
会津坂下町

対象鳥獣
ツキノワグマ

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
３１年度

３２年度

３３年度

ツキノワグマ

電気柵
１，０００ｍ

電気柵
１，０００ｍ

電気柵
１，０００ｍ

イノシシ

１，５００ｍ

１，５００ｍ

１，５００ｍ

５００ｍ

５００ｍ

５００ｍ

ニホンジカ

（２）その他被害防止に関する取組
年度
対象鳥獣
取組内容
・住民に対し、広報誌等を通じて、鳥獣被害防
止に関する情報提供を行い、各集落単位での自
衛意識を促す。また、住民側からの目撃情報等
の吸い上げを行う。
ツキノワグマ ・集落単位で電気柵等の被害対策を取り組める
平成
イノシシ
よう、地域住民へ情報提供や講習会を行う。
３１
ニホンジカ
・忌避剤等の検討を図る。
年度
ハクビシン
・集落環境診断等を行い緩衝帯の設置の重要性
カラス
や追い払い活動等の講習会活動を通じて、地域
住民が主体的に被害防止対策に取り組めるよう
に体制を整備する。
・放任果樹や食物残渣などの鳥獣を誘引する要
因の除去活動を行う。
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平成
３２
年度

平成
３３
年度

・設置された協議会を中心に総合的な鳥獣被害
対策の検討・立案を行う。
・ふくしま森林再生事業や中山間地域直接支払
交付金事業、多面的機能支払交付金事業を用い
て、緩衝帯整備や電気柵の導入によって効果実
証を図る。
・住民に対し、広報誌等を通じて、鳥獣被害防
止に関する情報提供を行い、各集落単位での自
衛意識を促す。また、住民側からの目撃情報等
の吸い上げを行う。
・集落単位で電気柵等の被害対策を取り組める
よう、地域住民へ情報提供や講習会を行う。
・忌避剤等の検討を図る。
・集落環境診断等を行い緩衝帯の設置の重要性
ツキノワグマ
や追い払い活動等の講習会活動を通じて、地域
イノシシ
住民が主体的に被害防止対策に取り組めるよう
ニホンジカ
に体制を整備する。
ハクビシン
・放任果樹や食物残渣などの鳥獣を誘引する要
カラス
因の除去活動を行う。
・設置された協議会を中心に総合的な鳥獣被害
対策の検討・立案を行う。
・ふくしま森林再生事業や中山間地域直接支払
交付金事業、多面的機能支払交付金事業を用い
て、緩衝帯整備や電気柵の導入によって効果実
証を図る。（２年目）
・導入した電気柵の維持管理の徹底を図る。
・住民に対し、広報誌等を通じて、鳥獣被害防
止に関する情報提供を行い、各集落単位での自
衛意識を促す。また、住民側からの目撃情報等
の吸い上げを行う。
ツキノワグマ ・集落単位で電気柵等の被害対策を取り組める
イノシシ
よう、地域住民へ情報提供や講習会を行う。
ニホンジカ
・忌避剤等の検討を図る。
ハクビシン
・集落環境診断等を行い緩衝帯の設置の重要性
カラス
や追い払い活動等の講習会活動を通じて、地域
住民が主体的に被害防止対策に取り組めるよう
に体制を整備する。
・放任果樹や食物残渣などの鳥獣を誘引する要
因の除去活動を行う。
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・設置された協議会を中心に総合的な鳥獣被害
対策の検討・立案を行う。
・ふくしま森林再生事業や中山間地域直接支払
交付金事業、多面的機能支払交付金事業を用い
て、緩衝帯整備や電気柵の導入によって得た効
果から上記以外にも総合的な鳥獣被害対策防止
策がないか検討及び実証を行う。
・導入した電気柵の維持管理の徹底を図る。
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
会津坂下町役場

各関係機関への連絡調整、見回り及び広報活動

福島県会津坂下警察署

周辺の見回り及び広報活動

福島県会津地方振興局

有害鳥獣の捕獲等に関する助言及び指導

会津坂下町鳥獣被害対策実 見回り及び効果的で安全に配慮した駆除 及び
施隊
捕獲後の処理。
（２）緊急時の連絡体制

町民や区長・自治会長等

注意喚起

捕獲

協力

会津坂下町
鳥獣被害対策
実施隊

現
地
確
認

通
報

通報

出動要請

情報共有

会津坂下町

及び協力

会津坂下警察署

捕獲等報告

許
可

報
告
・
許
可
申
請
等

福島県会津地方振興局
県民環境部
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相互
連携

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

会津坂下町鳥獣被害防止対策協議会（仮称）

構成機関の名称

役

割

会津坂下町

協議会の事務局。協議会に関する連絡調整

会津よつば農業協同組合

有害鳥獣関連情報の提供と被害防止に関
する指導

会 津 坂下町朝立地 区 鳥獣被害
被害状況の情報提供・被害対策の協力
防止連絡協議会（仮称）
福 島 県猟友会両沼 支 部坂下分 捕獲隊員の推薦、猟友会会員の増加、
会
指定管理鳥獣の捕獲
会 津 坂下町鳥獣被 害 対策実施 有害鳥獣捕獲等の実施及び効果的で安全
隊
に配慮した駆除方法についての助言
会津若松地方森林組合

農地周辺の環境整備等の助言

福島県鳥獣保護管理員

有害鳥獣関係情報の提供と保護に関する
業務

（２）関係機関に関する事項
役

関係機関の名称

割

会津森林管理署

国有林での有害鳥獣関連情報の提供

福島県会津地方振興局
県民環境部

有害鳥獣の捕獲等に関する助言及び指導

福島県会津農林事務所
会津坂下農業普及所

農作物の被害対策に関する助言及び指導

会津坂下警察署

被害状況の確認と住民への注意喚起、緊急時
における住民の安全確保

福島県会津農林事務所
森林林業部

農地周辺の環境整備としての森林管理・森林
整備手法についての助言及び指導
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項
平成２６年４月１日から会津坂下町鳥獣被害対策実施隊を組織している。
人数は２０名以内とする。
内訳 有害鳥獣捕獲員１８名 町職員３名
組織 実施隊員を総括する実施隊長１名、実施隊副隊長１名、他実施隊員
１８名以内で組織。
事務局は、会津坂下町産業課農林振興班内におく。
会津坂下町鳥獣被害対策実施隊
有害鳥獣捕獲等の実施
被害発生情報の収集
など

隊員

事務局

・有害鳥獣捕獲等の実施

・町民等からの被害発生情報の収集

・効果的で安全に配慮した捕獲

・会津地方振興局への捕獲等許可申請

等の方法についての助言

事務(イノシシ、ツキノワグマ)など

など

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項
なし
７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
捕獲現場での埋設処理
８．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
町内全域に、国からの出荷制限指示及び摂取制限指示が出されており、
当面の間捕獲した対象鳥獣の食品としての利用は困難。
９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
なし

14

