
(9)イノシシによる農作物被害防止対策の事例
○（滋賀県内の事例）

回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害防止対策の概要等

志賀町 侵入防止柵 ・内 容：電気柵設置 志賀町産業振興課集落、営農組
・予 算：3,103千円(事業費 6,206千円) (077-592-8077)合等
・効 果：効果は大きい。
・問題点：設備の老朽化。電気代等の経費の増大。柵を設置し

ていない農地の被害増大。

捕獲 町 ・内 容：檻(10台)による捕獲
・予 算：550千円
・効 果：捕獲数が少ないため、まだ効果は少ない。
・問題点：檻の設置場所の検討。捕獲期間外の檻の管理。

野洲町 侵入防止柵 三上、妙光 ・内 容：地元住民が金網を設置 野洲町農政課
寺、小篠 ・予 算：5,540千円(平成14年度) (077-587-6325)
原、桜生、 ・効 果：被害報告が少なくなった。
北桜 ・問題点：柵を設置していない箇所から侵入される。

捕獲 町 ・内 容：檻による捕獲
・予 算：210千円(平成14年度)
・効 果：捕獲により頭数が減少する。
・問題点：県許可の捕獲頭数が決められている。

甲南町 侵入防止柵 上磯尾、下 ・鉄鋼柵 予 算：540円/m、 甲南町産業振興課
磯尾 効 果：頑丈でメンテナンスが少なくて済む。 (0748-86-8016)
新田、塩野 問題点：コストが高い

・電気柵 予 算：440円/m、
効 果：手軽で効果的
問題点：収納時に手間がかかる

捕獲 町 ・有害鳥獣駆除 予 算：100千円/年
効 果：一定期間被害が減る
問題点：継続的な効果が見込めない

彦根市 要因除去法 墓の供え物持ち帰り、稲刈り後の年内耕起 彦根市農政課集落、営農組
(0749-22-0979)合等

侵入防止柵 農協 ・内 容：イノシシ、シカ兼用電気柵の設置（５段張り）
・予 算：300千円 1/3(県1/3、市1/3、事業主体1/3)
・効 果：電気柵が設置された圃場への侵入はほとんどみられず、高い

効果が得られるため、継続して実施して行きたい。

捕獲 市 ・内 容：有害鳥獣駆除（イノシシ、シカ、サル、カラス、ドバト、ス
ズメ等全般）

・予 算：500千円／年(全額市費)→猟友会へ委託（銃器による駆除全
般およびイノシシ檻によるイノシシの捕獲）

・効 果：２頭（平成14年度の銃器による有害鳥獣駆除数）
・問題点：地元住民より出没情報等を聞き取ることにより、効率の上が

る駆除区域の設定を図って行きたい。

秦荘町 棲み分け柵 県 県営ふるさと水と土ふれあい事業 秦荘町産業耕地課
・内 容 電気柵 6,950m 118,150千円 (0749-37-8059)

平成14～16年度に施行予定（イノシシ、サル、シカ対策用）

山東町 侵入防止柵 ・内 容：電気柵の設置 山東町産業振興課集落、営農組
・予 算：費用は、集落・営農組合等、町、共済・防除協議会でそれぞ (0749-55-8105)合等

れ1/3ずつ負担する。
・効 果：効果はある。
・問題点：柵を設置していない地域に出没するので、町全体を囲うこと

となる。出没しない方法を考えなければならない。

伊吹町 侵入防止柵 ・内 容：侵入防止柵の設置 伊吹町農村振興課集落、営農組
合等

米原町 侵入防止柵 ・内 容：侵入防止柵の設置 米原町
ふるさと振興課

捕獲 町 ・内 容：有害鳥獣駆除による捕獲（町単） (0749-52-6626)
・予 算：600千円

湖北町 侵入防止柵 ・内 容：集落生産組合による電気柵の設置 湖北町産業課集落、営農組
・効 果：ある程度効果はあるが、一部の農地だけでは効果は薄く、集 (0749-78-1001)合等

落全体を取り囲むように設置することが必要。
・問題点：老朽化による更新等の維持管理費の増大。

捕獲・駆除 町 ・内 容：檻による捕獲を地元猟友会に委託
・予 算：250千円(平成14年度委託料)

西浅井町 侵入防止柵 ・内 容：集落等が侵入防止柵(フェンス)を購入する場合に補助する。 西浅井町産業課集落、営農組
規格：Ｈ＝1.2m (0749-89-1121)合等

・予 算：１ｍあたり320円が上限（うち160円は県補助）

棲み分け柵 県 ・内 容：中山間地域総合整備事業により電気柵を整備



回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害防止対策の概要等

朽木村 棲み分け柵 ・電気柵 予 算：60,000千円 朽木村
効 果：あり (0740-38-2333)
問題点：コストが高いので、個人では設置できない

捕獲 ・捕獲檻購入 予 算：210千円
効 果：あり、年間数頭捕獲

農業協同組 侵入防止柵 伊吹町 ・農作物獣害防止対策事業 レーク伊吹（村
合中央会 事 業 費：1,236千円 山東支所木、吉槻、上

町補助金：412千円(町単1/3) (0749-55-2021)坂並）

山東町 ・イノシシ等被害防止事業(柏
事 業 費：6,240千円原、志賀谷、
町補助金：2,080千円(町単1/3)大野木、長

岡、万願寺）

集落、Ｊ ・電気柵による侵入防止 レーク伊吹
Ａ、市町村 サル、イノシシ、シカ対策用の５～７段張りの電気柵を設置 米原町支所
合同で実施 町より一部助成金有 (0749-52-1014)

農業試験場 要因除去法 県(農業総 ・放牧ゾーニング 農業総合センター
侵入防止柵 合センター ・内容：山際の農地に牛等を放牧することにより、野生獣が山から里 農業試験場湖北分

農業試験場 へ侵入しにくくする効果を検討する 場
湖北分場 ・放牧の場所 (0749-82-2079)
等) ・木之本町小山地先

金網フェンス＋電気柵区(約１ha)、電気柵区(約１ha)
入牧数２頭/ha(計４頭)

・木之本町杉野地先
電気柵区(約３ha)、入牧数1.3頭/ha(計４頭)

・効果
集落住民によるアンケート調査結果(小山地先)
獣害が「全くなくなった」「減った」85％
放牧によって、「集落共通の話題ができ集落が活性化された」
「お年寄りや子どもの憩いの場ができた」「荒廃していた田んぼ
の景観が良くなった」という効果も確認できた。

・獣害の回避以外の期待されるメリット
・伸びた雑草を家畜が食べることから電気柵の日常管理が軽減でき
る。

・耕作放棄水田が放牧により転作にカウントされる
・荒れた農村景観が改善される。
・牛を中心に集落の和が生まれる。
・中山間地において「近江牛」の振興に寄与できる。

・簡易獣害防止柵「おうみ猿落・猪ドメ君」
・内 容：サルやイノシシによる農作物被害を軽減できる簡便で安価

な防護柵を開発
・資材費(100m当たり)

・おうみ猿落・猪ドメ君（イノシシ用ダイニーマネット、サル用
ヘキサネット（網の耐久年数が５年程度有））

サーカステント(170千円)・
・おうみ猿落・猪ドメ君

サーカステント(142千円)、ジャンボ(104千円)
・おうみ猿落君：ジャンボ(サル用)(77千円)

サーカステント(サル用)(114千円)
＊上記の経費は、あくまでも、材料費のみを試算したもので、
実際に購入する場合、特にセットで購入する場合には、更
に、高い価格となる。

・効 果：サルおよびイノシシに対して非常に高い防止効果が認めら
れ「ジャンボ」では、耐雪性が高かった。

・問題点：低コスト資材に置き換えた場合での防止効果等を今後も検
討する必要がある。

・その他：単管パイプ等の廃材利用も可能であるため、廃材を利用す
れば農家が投資する金額は、少なくて済む。

・獣害軽減管理法確立試験
・内容

サルやイノシシの食害を受けにくい農作物の選定および被害を軽
減する栽培方法について検討した。アクの強いもの、過去に作付け
や被害がなかったもの等を基準にして、２年間で５０品目５７品種
を供試した。

・ワイヤーメッシュ
イノシシの獣道や侵入口に目合い５ｃｍのワイヤーメッ シュ

を高さ２０ｃｍの高さに敷く。

県 棲み分け柵 県 ・内 容 イノシシ、サル、シカの対策用の柵を設置 耕地課
耕地課 施工延長15ｋｍ（平成15年度） (077-528-3946)

・予 算 245百万円（平成15年度）
・効 果、問題点

効果はかなりあるが、河川や幹線道路まで柵を設置できな
いため完全に被害を防止することは出来ない。このため、地
域住民による要因除去や追い払い等の対策も併せて行う必要
がある。

＊これは、平成15年４月に県農産流通課が滋賀県農作物野生獣被害防止対策連絡会議構成員に照会し、回答があったものをまとめたもの
である。

＊取り組まれている被害対策が多数ある場合には、効果が十分にあって他の集落の参考となる事例やユニークで特筆すべき事例等に絞っ
て、回答頂いた。



○（滋賀県以外の都道府県の事例）

回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

栃木県 侵入防止柵 ・イノシシ害の対策事例（「イノシシ害対策のしおり」より） 栃木県自然環境課
・トタン板 (028-623-3261)

イノシシが飛び越える、押し倒す、鼻で持ち上げるなど欠点も多
い。

・簡易ネット
視覚的に遮断効果がなく囲いの中の作物が見えることから侵入し
ようと試み、鼻や牙で突破され効果はない。

・暴風ネット（ビニールネット）
金網よりも取り扱いが容易だが、金網同様視覚的に遮断効果がな
く囲いの中の作物が見えることから侵入しようと試みるので、支柱
の強度が問題となる。また、金網より強度がないので牙などで切断
されやすい。

・金属製金網
接地面の補強がないと下から侵入する恐れがある。視覚的に遮断
効果がなく囲いの中の作物が見えることから侵入しようと試みるの
で、支柱の強度が問題となる。

・電気柵（ワイヤー式）
効果が高いが失敗例も多い。電気ショックによって驚き瞬間的に
前方に走り出すこともあり、侵入を許すほか電気柵を壊す場合があ
る。電気柵の間隔が広いと鼻先が触れないことや瓜坊はくぐり抜け
たりして効果がない。

・電気柵(ネット式)＋金網ネット(ワイヤーメッシュ)
強度もあり電気ショックも与えられることから効果は高い

・複合型（トタン板の外側に電気柵を設置）
イノシシの習性を考慮した方法で効果が高い。（視覚的には作物
が見えにくい。踏切位置に電気柵が設置されているのでイノシシが
跳躍できない。電気ショックで前方に突進しにくい）二重の経費が
かかる。また、防御方法を複雑にすることによって、イノシシの学
習能力を低下させることができる

捕獲 農協 ・捕獲(県計)：617頭(H11)、595頭(H12)、1,008頭(H13) 、
市町村 ＊猟銃による捕獲頭数および駆除による捕獲頭数の合計

その他 県、市町 ・イノシシ等被害対策連絡協議会の設置
村、農協、 ・内 容：県南地区のイノシシ、シカ、サル等の農林作物被害の防止
猟友会等 方策を検討し、被害の縮減を目的とする。

・事務局：佐野林務事務所

千葉県 侵入防止柵 農協 ・内 容：電気柵、物理柵の設置助成事業（14年度より） 千葉県園芸農産課
棲み分け柵 市町村 ・予算額：34,900千円（15年度） (043-223-2873)

被害対策会 ・補助率：2/3以内
議 ・効 果：設置により被害が軽減される。

・問題点：事業の実施にあたり、設置する地形や対象の作物より柵の規
格が異なるため、効果的な設置マニュアルの作成が望まれる。

東京都 侵入防止柵 ・トタン板、金網、電気柵等の設置 東京都農業振興課集落･営農組
農家が自力で電気柵等で農地を囲っている。 (03-5320-4834)合等

市町村 ・電気柵設置補助：あきる野市、檜原村等

捕獲 都林業試験 緊急地域雇用創出特別交付金事業（平成14～15年度）
場 ・内容：林業試験場と連携して、希望市町村（青梅市、日の出町、檜原
猟友会 村）にわなの設置や駆除を支援している。

・予算：10,000千円
・効果：西多摩地区では、イノシシの被害が平成８年度以降急増してい

るが、狩猟・駆除により被害軽減を図っている。なお、銃器駆
除では分布区域の拡大が懸念されるため、捕獲檻およびわなに
よる駆除をモデル的に実施した。

・捕獲実績：青梅市3頭、檜原村3頭
・有害鳥獣駆除による捕獲実績

八王子市46、青梅市25、あきる野市33、日の出町９、檜原村13、奥
多摩町12 計138頭
・問題点

イノシシは繁殖力が旺盛で、この程度の駆除数では減少につながら
ないという懸念もある。生態の把握が難しく、被害発生の背景には人
が山に入らなくなり、里山が管理されなくなっている。（タケノコ等
餌の放置）ことがある。獣害対策のみならず、山村の活性化、生産環
境（里山）の改善等、抜本的な改善策を講じていく必要がある。

市町村 ・イノシシ捕獲檻の補助：あきる野市、檜原村等

富山県 捕獲 ・内容 富山県食料政策課大沢野町有害
平成14年度町単独事業で10基導入。Ｈ15設置 (076-444-3283)(くくりわな) 鳥獣駆除隊

爆音機 大山町 ・内 容：平成14年度に被害農家が爆音機を借りて被害防止を実証した
ところ、効果が認められた。

・予 算：平成15年度町単独事業で爆音機導入経費の1/2を助成
・問題点：音に慣れる可能性がある。

石川県 要因除去法 小松市イノ 平成14年度 ・内 容：捕獲檻小松市13基、移動檻ＪＡ６基 石川県農畜産課
捕獲 シシ被害対 固定檻２基 (076-223-6123)

策協議会 ・予算額：1,600千円（小松市のみ）
・効 果：６頭捕獲
・問題点：捕獲のための餌の調達と管理

平成15年度 ・内 容：電気柵３基、移動式捕獲檻２台
・予算額：800千円（国庫補助金で対応）



回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

福井県 侵入防止柵 市町村 農作物鳥獣害防止対策推進事業（平成１５年度） 福井県農畜産課
（市町村鳥 (1) 鳥獣害防止システムの確立 (0776-20-0431)
獣害 対策 ・内 容：被害防止技術の実証、被害防止活動
協議会） ・対 象：３市町

・補助率：国庫1/2 ・事業費：18,000千円
(2) 有害鳥獣防除隊活動支援事業
・内 容：パトロール威嚇
・対 象：20市町村、118集落
・補助率：県1/2 ・事業費：4,248千円

(3) 鳥獣害防止施設整備事業
・内 容：電気柵の整備 ・対 象：20市町村
・補助率：県1/3、市町村1/6 ・事業費：45,990千円

捕獲 市町村 猟友会による駆除（イノシシの捕獲数）
13年度 狩猟：2,094頭、有害駆除：1,102頭
14年度 狩猟：2,922頭、有害駆除：1,147頭

静岡県 侵入防止柵 市町村 ・電気柵 ・予 算：30千円～2,500千円 静岡県農業水産部
・効 果：あり ・問題点：柵がこわされやすい 研究調整室

・防護柵 ・予 算：200千円～1,600千円 (054-221-2625)
・効 果：あり ・問題点：柵がこわされやすい

捕獲 市町村 ・銃・わなによる駆除（猟期以外）
・予 算：150千円～400千円(100%補助～定額)
・効 果：あり
・問題点：人里では銃器が使えない。犬がわなにかかる場合がある。

狩猟免許取得者不足

愛知県 侵入防止柵 鳳来町、岡 ・電気柵設置補助 愛知県農業経営課
崎市額田町 ・補助率：1/2 ・効 果：一応効果あり (052-954-6411)
等 ・問題点：柵を設置していないほ場で被害が発生する。

捕獲 岡崎市、豊 ・猟友会による駆除
田市作手村 ・効 果：一応効果あり
等 ・問題点：・被害が山間地から市街地に広がりつつあり銃器による駆

除が難しい。
・耕作地が山間部に点在しており、駆除に労力がかかる。
・イノシシの活動範囲が広く、効果的な防除が難しい。

奈良県 侵入防止柵 奈良市 ・内 容：イノシシ用獣害防止網 奈良県農業振興課
（大柳生地 ・予 算：13年度 500千円(1,100円/m) (0742-27-7442)
区、五ヶ谷 14年度 430千円(750円/m)
地区） ・効 果：網設置後イノシシは周辺に近寄るものの、試験圃内への侵入

は全く見られなかった。
・問題点：１年目は設置した網がやや頑丈だったので、設置に時間と労

力が費やされ、経費の面でも問題があったが、２年目はこれ
を改善して大きな課題、問題はない。

和歌山県 侵入防止柵 県 ・防護柵設置 和歌山県
・内 容：侵入防止柵の資材費補助 エコ農業推進室
・予 算：7,162千円(15年度) ・効 果：あり (073-441-2906)
・問題点：棲み分け柵でないため、柵を設置したほ場の被害はなくな

るが、隣接するほ場で被害が発生する。

捕獲 ・捕獲 ・内容：有害鳥獣駆除（市町村補助）
・予算：4,236千円(15年度)

岡山県 侵入防止柵 ・農作物鳥獣害防止対策事業(H13～H15) 岡山県農業経営課集落･営農組
市町村 ①モデル地区推進事業 (086-224-2111)合等

・市町村推進体制の整備
・内 容：被害状況等の調査、被害防止施設等設置計画の策定、

啓発資料等の作成
・ ：市町村 ・補助率：1/2以内事業主体
・集落ぐるみ型防止施設整備
・内 容：トタン・金網(500円/m)、電気柵(250円/m)等

特認事業
・ ：集落ぐるみ(概ね受益農家が５戸以上、受益農地が2h採択基準

a以上)での取組が確実等
・ ：市町村、農業団体、営農集団等 ・補助率：1/2以内事業主体

②一般地区推進事業
・小団地型防止施設整備
・内 容：トタン・金網(500円/m)、電気柵(250円/m)等

特認事業
・ ：農地が団地化(受益農家が３戸以上、柵等の延長が概採択基準

ね200m以上)されている等
・ ：市町村、農業団体、営農集団等 ・補助率：1/2以内事業主体

広島県 捕獲 市町村 ・イノシシ等農業被害対策事業 広島県
・内容 食品流通安全室
・一斉駆除：春、夏、秋期を駆除強化期間に設定し、市町村が近隣 (082-513-3585)

市町村との連携により実施する駆除に対し、1/2以内で助成
・一般駆除：市町村独自の駆除に対し1/2以内で助成
・捕獲奨励：市町村間で差の大きいイノシシに対する捕獲奨励金の

引き上げに対し助成
・予 算：19,750千円(平成15年度)
・効 果：イノシシ捕獲数が増加し、農作物被害も減少傾向にある。
・問題点：銃による駆除班員の高齢化と後継者不足、捕獲後の処理、

有効活用策の必要性



回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

山口県 侵入防止柵 県、市町村 ・農作物鳥獣被害防止強化対策事業(経営普及課) 山口県農政課
棲み分け柵 イノシシ、サル、クマ用防護柵の設置 166.5km (083-933-3323)集落･営農組

・中山間地域総合整備事業、畑地帯総合整備事業、基盤整備促進事業合等農林漁業
(農村整備課) イノシシ、シカ用防護柵の設置 46.2km関係団体

捕獲 県、市町村 ・狩猟免許試験の受験機会の拡大(H15)
年２回、山口市のみ → 年３回、２市１町

・県下一斉捕獲期間の創設(H15)
水稲の収穫前である８月から９月を「県下一斉捕獲期間」とし、県

下各地で広域的なイノシシの一斉捕獲を実施
・農林業従事者への狩猟免許の取得奨励(H15)

農林業従事者自身が有害鳥獣を捕獲することによって、農林産物の
被害軽減を図るため、農林業従事者に狩猟免許試験と事前講習会を周
知する。

その他 ・県鳥獣被害防止対策協議会の設置(H12.11～)
総合的な鳥獣被害対策の実施、年２回開催

・鳥獣被害防止対策ワーキンググループの設置(H15)
対策協議会幹事会の下部組織として、農林部各課と自然保護課の担

当者からなるワーキンググループを設置し、被害に応じた対策事業等
について検討し、幹事会に提案する。
・地区(地域)鳥獣被害防止対策協議会の設置(H13～)

地域の被害の実態に即した対策を検討するため、各農林事務所単位
に設置

・地区(地域)協議会ごとに被害防止モデル地区を設置
・被害測定マニュアルの策定(病害虫防除所)
・野生鳥獣の生息環境にも配慮した森林整備

①流域林業活性化センター協議会での検討(林政課)
②モデル林整備(森林整備課)

・造林事業等による広葉樹林の整備(森林整備課)

愛媛県 侵入防止柵 市町村 ・農作物鳥獣害防止対策推進事業（県単事業） 愛媛県農業経営課
捕獲 農業協同組 ・事業内容：防護柵、防護ネット、檻等の整備に対する助成 (089-912-2555)

合 ・事業実施期間：13年度～15年度（各施設毎に単年度事業）
営農集団 ・補助率：1/3以内

※事業費（資材費＋設置費(外部委託する場合））の1/3以内
・採択要件（次のすべての条件を満たすこと。）

(1) 受益戸数が３戸以上であること。
(2) 実施地区で効果が確認されている防止方法であること
(3) 国補事業の採択要件にあわないこと。

・予算額 平成13年度： 9,672千円、平成14年度：17,940千円、
平成15年度：15,184千円

高知県 侵入防止柵 西土佐村 ・内 容：村内の集落（27戸、農地面積15ha）について、金網フェンス 高知県鳥獣対策室
棲み分け柵 による囲い込み。高さ２ｍ、総延長6,880ｍ (088-823-9039)

・予 算：11,200千円(資材費のみ9,200千円)
中山間地域等直接支払交付金が1/2、県の補助金が1/2

・効 果：15年３月に設置したところなので不明。
・問題点：囲い込みにより入れなかったシカ、イノシシが他の集落に入

り、被害を出す恐れがある。

佐賀県 侵入防止柵 県 ・特定鳥獣保護管理計画 佐賀県農政課
捕獲 広域駆除対 ・計画時期：H15.4.1～H19.3.31 ・区 域：県内全域 (0952-25-7113)

策協議会 ・保護管理の目標：被害金額を平成13年度の1/2以下におさえる。
（ＣＰＵＥ（努力当たりの捕獲数＝捕獲数／ワナ数×設置期間）
の算定によると年間１万頭以上の捕獲が必要）

・捕獲計画：
・狩猟期間：１ヶ月間の拡大 ・数の調整に関する許可基準
猟友会の捕獲に加え、農林業者自らも捕獲する体制のための
要件緩和

・有害鳥獣被害防止対策事業(農政課)(H15)
・有害鳥獣駆除費（県1/2、その他1/2）弾代及び保険料

事業量27,000発、事業費6,150千円、予算額3,070千円
・電気牧柵設置費（県1/3、その他2/3）＠65,000円

事業量945セット,事業費61,425千円,予算額20,472千円
・はこわな設置費（県1/2、その他1/2）＠31,000円

事業量191台、事業費7,449千円、予算額3,724千円
・くくりわな設置費（県1/2、その他1/2）＠20,000円

事業量275台、事業費5,500千円、予算額2,750千円
・捕獲報償金（県1/2、その他1/2）＠5,000円

事業量5,500頭、事業費27,500千円、予算額13,750千円
・自衛捕獲体制強化（県1/2、その他1/2）＠1地区110,150円

事業量40地区、事業費4,406千円、予算額2,200千円
・中山間地域総合整備事業(農村整備課)

国55/100,県25/100、市町村10/100、その他10/100
事業量3,500m、事業費3,500千円、予算額3,500千円

侵入防止柵 中原町山田 ・内容 (中原町産業課)
捕獲 地区 ・中山間地域等直接支払交付金を活用し、圃場整備を中心とした田の

周２カ所に電気柵を設置。約５ha、2,200m
・柵は地区住民で取り付け、草刈り等も共同で取り組む
・柵設置によりイノシシの通り道が限定され、平成14年度からはこわ
なを通り道に設置

・効果
・柵を設置した水田の被害はなくなる。
・はこわなの捕獲頭数がこれまでの２倍(47頭)となり、効果的な捕獲
ができるようになった。

・共同での取り組みが被害防止に効果的であることを認識した。



回答機関等の連絡先回答機関 区 分 実施主体 被害対策の概要

(厳本町産業経済課)侵入防止柵 厳本町鳥越 ・内容
地区 ・中山間地域総合整備事業の生態系保全施設整備事業を活用し、集落

で一体的に防護柵を設置
・設置箇所３箇所、施行延長約3,000m、事業費6,040千円(13年度)

・補助率：90％(補助残は関係地権者が水田面積に応じて負担)
・フェンス周辺の草刈り等の維持管理は、各関係地権者各々で行って
いる。

(伊万里市農林水産課)侵入防止柵 伊万里市富 ・内容:中山間地域等直接支払交付金を活用し、電気牧柵器を12台設置
士町 ・年間の共同作業（農家総出）

田植前の電気牧柵設置、設置期間中のあぜ草刈り、稲刈り後
の電気牧柵撤去

・効果：13年度、14年度のイノシシ被害は皆無

(伊万里市農林水産課)侵入防止柵 伊万里市東 ・内容
捕獲 山代町脇野 ・平成10年７月に集落の代表３名が狩猟免許を取得し、県の狩猟者登

地区 録を行う。当初は足くくりわなであったが、現在は箱わなによる捕獲
・中山間地域等直接支払交付金を活用しはこわな４台を購入。また、
狩猟免許の更新費用等にも活用
・平成13年度に新山村振興農林漁業特別対策事業を活用し電気牧柵を
５台設置し、その負担金も中山間地域等直接支払交付金を活用

(伊万里市農林水産課)捕獲 伊万里市山 ・内容：集落の住民２名に狩猟免許を取得してもらい、県の狩猟者登録
代町城地区 を行う。集落内に箱わな設置し、イノシシ駆除に取り組む。

捕獲 白石町須古 ・内容 (白石町産業課)
地区 ・平成14年７月に集落の住民２名に狩猟免許を取得してもらい県の狩

猟者登録を行う。（受験手数料、登録手数料は交付金で対応）
・箱わな９個設置
・中山間地域等直接支払交付金で６個購入
・広域駆除対策協議会(ＪＡ白石、白石町、有明町)から３個配付

・くくりわな１個設置
中山間地域等直接支払交付金で購入

・わなの見回りは、狩猟登録者と地域の人で行う。
・捕獲したイノシシは、地域の懇親会用に利用 ・捕獲実績は30頭

侵入防止柵 山内町空道 ・内容：中山間地域等直接支払交付金を活用し、電気牧柵を共同で設置 (山内町産業課)
・効果等：集落で電気牧柵を購入し、土地所有者に関係なく隣接する農

地一帯にまとめて設置することでコスト的にも安く、被害防
止にも有効である。

長崎県 侵入防止柵 市町村等 ・柵(電気、漁網、ネット、トタン、板、竹、金網、有刺鉄線) 長崎県農政課
(095-822-3551)

捕獲 市町村等 ・銃器捕獲、くくりわな、箱わな、捕獲檻

その他 市町村等 ・爆音機、忌避剤、空き缶・ＣＤ吊し、生コン

大分県 捕獲 県 ・特定鳥獣保護管理調査事業(シカ、イノシシの計画の策定) 大分県営農指導課
・内容：特定鳥獣保護管理計画の策定、狩猟期間の１ヶ月間の延長、 (097-536-1111)

モニタリング調査等
・予算(シカ、イノシシ)：11,000千円(13年度)、5,000千円(14年度)

・野生鳥獣被害防止対策：駆除対策(14年度)
・箱わな設置(イノシシ用 100基) 4,250千円
・有害鳥獣駆除事業 8,006千円
・捕獲報奨金(ｲﾉｼｼ3,000円、ｼｶ4,000円) 8,400千円
・免許取得促進対策、ワナ講習会 95千円

計 20,751千円

侵入防止柵 県 ・野生鳥獣被害防止対策：予防対策(14年度)
棲み分け柵 ・内容：トタン13km、電気柵1,400セット、鉄線6km

・予算：35,670千円（サル、シカを含む）

・田園空間整備事業
・内容：金網柵の設置 5km(豊後高田市) ・予算：25,000千円

・中山間地域整備事業
・内容：金網柵の設置 157km(宇目町 29集落)
・予算：550,000千円(15年度以降予定)

その他 県 ・農業生産総合対策事業（鳥獣害防止）(14～16年度)
・内容：研修会の開催、啓発資料作成配付 ・予算：174千円(14年度)

清川村 ・農業生産総合対策事業（鳥獣害防止）(14年度)
・内容：協議会の設置、啓発活動 ・予算：200千円(14年度)

宮崎県 侵入防止柵 市町村 ・電気柵設置補助 宮崎県生活環境課
・内容：県1/3、市町村1/3、事業者1/3 (0985-26-7291)
・予算：25,000千円(シカ用等含む)
・効果：有（維持管理必要） ・問題点：なし

捕獲 有害鳥獣捕 ・有害鳥獣捕獲班への活動費補助
獲班 ・内容：有害鳥獣の捕獲に係る経費の一部を補助する。

・予算：8,865千円(全ての有害鳥獣が対象)
・効果：有 ・問題点：なし

＊これは、平成15年４月に県農産流通課が各都道府県照会し、回答があったものをまとめたものである。
＊取り組まれている被害対策が多数ある場合には、効果が十分にあって他の集落の参考となる事例やユニークで特筆すべき事例等に絞っ
て、回答頂いた。


