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（５）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（抜粋）

平成１４年７月１２日法律第８８号

この法律は、鳥獣保護及狩猟二関スル法律（大正７年４月４日法律第３２号）が全部改正されたも

ので、施行されるのは平成１５年４月１６日からです。
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附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林

水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健

全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健

全な発展に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
ほ

２ この法律において「法定猟法」とは、銃器（装薬銃及び空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法そ

の他環境省令で定める猟法をいう。

３ この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又

は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等（捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。）の

対象となる鳥獣（鳥類のひなを除く。）であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及
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ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

４ この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。

５ この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日（北海道にあっては、毎年九月十五日）か

ら翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。

６ 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴

会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の

意見を聴かなければならない。

第二章 基本指針等

（基本指針）

第三条 環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業（第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び

銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」

という。）を実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項

二 次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画

期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項

三 その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項

第３項、第４項は略

（鳥獣保護事業計画）

第四条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する

計画（以下「鳥獣保護事業計画」という。）を定めるものとする。

２ 鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 鳥獣保護事業計画の計画期間

二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定

する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項

三 鳥獣の人工増殖（人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。）及び放鳥獣

（鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。）に関する事項

四 第九条第一項の許可（鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に

係るものに限る。）に関する事項

五 第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定す

る猟区に関する事項

六 第七条第一項に規定する特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する

事項

七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項

八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項

九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項

十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項

第３項、第４項、第五条、第六条は略

（特定鳥獣保護管理計画）
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第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣

がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の

保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣（以下「特定鳥獣」という。）の保護の

ための管理（以下「保護管理」という。）に関する計画（以下「特定鳥獣保護管理計画」という。

）を定めることができる。

２ 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 特定鳥獣の種類

二 特定鳥獣保護管理計画の計画期間

三 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域

四 特定鳥獣の保護管理の目標

五 特定鳥獣の数の調整に関する事項

六 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項

七 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項

第３項から第７項は略

第三章 鳥獣保護事業の実施

第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）

第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）をしてはなら

ない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。

二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可）

第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第

七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等

又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場

合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等

又は鳥類の卵の採取等をするとき。

二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令

で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

第２項から第１３項、第十条は略

（狩猟鳥獣の捕獲等）

第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥

獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは

静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域（以下「狩猟可能区域」とい

う。）において、狩猟期間（次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一

項の規定により延長されている場合はその期間とする。）内に限り、環境大臣又は都道府県知事の
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許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。

一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をすると

き。

二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩

猟鳥獣の捕獲等をするとき。

イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等

ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする

狩猟鳥獣の捕獲等

第２項、第３項、第十二条は略

（環境省令で定める鳥獣の捕獲等）

第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは

鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道

府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることがで

きる。

第２項、第十四条から第十八条は略

第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制

（飼養の登録）

第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣

（同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一

項及び第八十四条第一項第七号において同じ。）を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄

する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末

日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。

第２項から第６項、第二十条から第二十二条は略

（販売禁止鳥獣等）

第二十三条 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣（その加工品で

あって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。）又は鳥類の卵であって環境省令で定める

もの（次条において「販売禁止鳥獣等」という。）は、販売してはならない。ただし、次条第一項

の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。

第二十四条から第二十七条は略

第三節 鳥獣保護区

（鳥獣保護区）

第二十八条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、

鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案してそれぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定す

ることができる。

一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と

認める区域

二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める当

該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
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第２項から第６項は略

７ 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めて

これを更新することができる。

８ 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定

による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認める

ときは、その指定を解除しなければならない。

第９項から第１１項は略

（特別保護地区）

第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生

息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。

２ 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において

環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。

３ 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定

による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認める

ときは、その指定を解除しなければならない。

第４項から第１０項、第三十条から第三十三条は略

第四節 休猟区

（休猟区の指定）

第三十四条 都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させ

る必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。

２ 休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続

期間を公示しなければならない。

第４項、第５項は略

第四章 狩猟の適正化

第一節 危険の予防

（銃猟禁止区域等）

第三十五条 都道府県知事は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等（以下「銃猟」という。）に伴う危険の

予防又は指定区域の静穏の保持のため、銃猟を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、

銃猟禁止区域又は銃猟制限区域として指定することができる。

２ 銃猟禁止区域内においては、銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又

は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

第３項から第１２項は略

（危険猟法の禁止）

第三十六条 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法（次条において「危険

猟法」という。）により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第十三条第一項の規定により鳥

獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、

この限りでない。
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第三十七条、第三十八条は略

第二節 狩猟免許

（狩猟免許）

第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許（以下「狩猟免許」という。）を受けな

ければならない。

２ 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

３ 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ

、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を

受けてする場合及び第十一条第一項第二号（同号イに係る部分を除く。）に掲げる場合は、この限

りでない。

猟法の種類 狩猟免許の種類

銃器以外の猟具を使用する法定猟法 網・わな猟免許

装薬銃を使用する猟法 第一種銃猟免許

空気銃を使用する猟法 第二種銃猟免許

４ 第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができ

るほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。

第四十条から第五十四条は略

第三節 狩猟者登録

（狩猟者登録）

第五十五条 狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事（以下この

節において「登録都道府県知事」という。）の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一

項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号（同号イに係る部分を除く。）に掲げる場合

は、この限りでない。

２ 前項の登録（以下「狩猟者登録」という。）の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十

五日（ 狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日）から

その日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を

受けた年の九月十五日（狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を

受けた日）からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。

第五十六条から第六十七条は略

第四節 猟区

（猟区の認可）

第六十八条 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放

鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるとこ

ろにより、当該区域（以下「猟区」という。）における狩猟の管理について都道府県知事の認可を

受けることができる。

第２項から第６項、第六十九条以降は略


