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               ＜連絡先＞ 

                担 当 部 署 名         境港市産業部農政課 

                           所 在 地         境港市上道町 3000番地 

                電 話 番 号         ０８５９－４７－１０４９ 

                           Ｆ Ａ Ｘ 番 号         ０８５９－４４－７９５７ 

                メールアドレス nosei@city.sakaiminato.lg.jp 

 

 

 

 

計画作成年度 

 

 

令和２年度 

 

計画主体 

 

境港市 
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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 ハシブトガラス・ハシボソガラス（以下「カラス類」と言う）、 

ヌートリア、キジ、トビ、イノシシ 

 計画期間 令和３年度～令和５年度 

 対象地域 境港市 

 

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（令和元年度） 

鳥獣の種類 被害の現状 

品 目 被害数値 

面積（a） 金額（千円） 

カラス類 白ねぎ 

大根 

８ 

８ 

４８０ 

２５６ 

ヌートリア 大根等 － － 

キジ 白ねぎ、大根等 － － 

トビ 白ねぎ、大根等 － － 

イノシシ 甘しょ等 － － 

合 計  １６ ７３６ 

 

（２）被害の傾向  

○カラス類 

 野菜の被害が主である。田畑だけでなく最近では住宅の方にも出没件数が増加して

おり、カラス類の出没範囲が以前と比べ市内全域に広がりつつある。 

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

被害額（千円） 728 728 736 736 736 736 

被害面積（a） 16 16 16 16 16 16 

 

○ヌートリア 

 中海干拓地をはじめとする市内全域の水路や河川等で目撃されており、大根等で小

規模な被害が確認されているため、引き続き防除を行う。 

 

○キジ、トビ 

 主に中海干拓地で目撃されており、小規模であるが野菜への被害が確認されている

ため、引き続き防除を行う。 

 

○イノシシ 

 市内全域で目撃が相次ぎ今後野菜への被害が想定されるため、防除を行う。 

 

（３）被害の軽減目標（主要作物）（カラス類によるもの） 

指標 現状値（令和２年度実績見込み） 目標値（令和５年度） 

農作物被害額 ７３６千円 ３６８千円 

農作物被害面積 １６ａ ８ａ 
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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 

 

（捕獲体制） 
○全鳥獣対象 

 鳥獣被害を受ける者が狩猟免許所

持者に依頼し、捕獲活動を実施して

いる。 

（捕獲体制） 
○全鳥獣対象 

 狩猟免許所持者が少ないため、早急

な捕獲対応ができない場合がある。 

 

○カラス類 

 中海干拓地において、中海干拓地

営農組合が大型箱わなを設置し、捕

獲依頼を受けた狩猟免許所持者が捕

獲活動を行っている。また、令和元

年度までは猟銃による駆除も行って

いたが、令和２年の箱わな拡充を機

に中断している。 

 既耕地については、担い手不足等

の理由によりＨ２４以降捕獲事業が

行われていない。 

○カラス類 

 中海干拓地が設置している大型箱わ

なの管理、見回り、餌付け、捕獲鳥獣

の処分などの作業の受け手が１人しか

いない状況であり、人員の確保が急務

となっている。 

 

 

 

  
○ヌートリア 

 被害を受ける者が狩猟免許所持者

に依頼し、捕獲を実施している。 

○ヌートリア 

 捕獲実績は近年無いが、繁殖力が強

く生息数は減少していないと想定され

る。 

○キジ 

 被害を受ける者が狩猟免許所持者

に依頼し、捕獲を実施している。 

 中海干拓地において、令和元年度

までカラス類の駆除とともに猟銃に

よる駆除を実施していたが、令和２

年度以降、猟銃による駆除は中断し

ている。 

○キジ 

 捕獲体制の構築が急務となっている

。 

 

 

 

 

○トビ 

 中海干拓地については、中海干拓

地営農組合が大型箱わなを設置し、

捕獲依頼を受けた狩猟免許所持者が

捕獲活動を行っている。また、令和

元年度までは猟銃による駆除も行っ

ていたが、令和２年の箱わな拡充を

機に中断している。 

○トビ 

 中海干拓地の大型箱わなの管理、見

回り、餌付け、捕獲鳥獣の処分などの

業務の受け手が１人しかいない状況で

あり、人員確保が急務となっている。 

 

○イノシシ 

 生息区域ではないため、従来は積

極的な対策を実施していない。 

○イノシシ 

 本市は生息区域ではないが、近年近

隣の生息区域から侵入したものと思わ

れる個体が目撃される事例が増加して
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おり、捕獲体制の構築が急務となって

いる。 

防護柵

の設置

に関す

る取組 

－ － 
 

（５）今後の取組方針 

○カラス類 

 以前と比べ出没範囲が広がっているため、生ゴミ・クズ野菜等の放置を防ぐよう周

知徹底する。また農地だけでなく市街地での適切なゴミの管理等も徹底する必要があ

る。捕獲事業では引き続き大型箱わなによる捕獲を行い、必要に応じて猟銃捕獲も適

宜実施する。またネットやテグス等による農作物に寄せ付けない対策や、追い払い等

の対策も実施していく。 

○ヌートリア、キジ、トビ、イノシシ 

 目撃や被害情報の把握に努め、適宜捕獲を実施する。 

 

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 

【捕獲体制】 

 被害農家が猟友会等の狩猟免許所持者に依頼し、捕獲を行っている。 

○カラス類、キジ、トビ 

 中海干拓地においては、中海干拓地営農組合が大型箱わなを設置し、捕獲依頼を受

けた狩猟免許所持者が捕獲活動を行っている。また、令和元年度までは猟銃による駆

除も行っていたが、令和２年度以降、箱わなの増設を機に中断している。 

 既耕地については、担い手不足等の理由によりＨ２４以降捕獲事業が行われていな

い。 

 地域の狩猟免許所持者が減少しており、捕獲体制の維持が課題となっていることか

ら、干拓地営農組合、鳥取西部農協、地元猟友会等と協議し、捕獲体制の整備を図り

たい。 

○ヌートリア、イノシシ 

 目撃情報、被害報告をもとに適宜捕獲を実施する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和３年度 カラス類、キジ、トビ、 

ヌートリア、イノシシ 

・ わな猟免許所持者、捕獲従事者増加に向け
た啓発活動の実施 

・ 目撃、被害情報の把握 

令和４年度 カラス類、キジ、トビ、 

ヌートリア、イノシシ 

・ わな猟免許所持者、捕獲従事者増加に向け
た啓発活動の実施 

・ 目撃、被害情報の把握 

令和５年度 カラス類、キジ、トビ、 ・ わな猟免許所持者、捕獲従事者増加に向け
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ヌートリア、イノシシ た啓発活動の実施 

・ 目撃、被害情報の把握 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

○カラス類 

 現状では、捕獲事業は中海干拓地のみで実施されており、捕獲実績数は、Ｈ２７は

７２９羽、Ｈ２８は２５７羽、Ｈ２９は２８６羽、Ｈ３０は３１６羽、Ｒ１は６３２

羽、Ｒ２見込みは１０００羽となっている。Ｒ１年までは箱わなと猟銃で捕獲を行っ

ていたが、Ｒ２から箱わなを１基から４基に増設し、箱わなのみで捕獲を行っている

。箱わなの増設のため捕獲羽数の増加が見込まれるため、捕獲計画数については年間

１０００羽を目標数として設定する。なお、Ｒ２時点では、猟銃による捕獲は中断し

ているが、必要があれば適宜実施する。 

○キジ、トビ 

 定植後の白ねぎ苗を引き抜いたり、白ねぎの畝を破壊したりする等の被害の増加が

認められるため、中海干拓地において、カラス類と併せて箱わなによる捕獲を実施し

ており、捕獲実績数は、Ｈ２７は１９羽、Ｈ２８は６９羽、Ｈ２９は５６羽、Ｈ３０

は８５羽、Ｒ１は１１３羽、Ｒ２見込みは５０羽となっている。また、猟銃による捕

獲も必要があれば適宜実施する。捕獲計画数は、年間１００羽を目標数として設定を

する。 

 

対象鳥獣 捕獲計画数等 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

カラス類 1,000羽 1,000羽 1,000羽 

キジ 100羽 100羽 100羽 

トビ 100羽 100羽 100羽 

 捕獲等の取組内容 

（境港市全体） 

○カラス類、キジ、トビ 

・捕獲手段：箱わなを基本とし、猟銃捕獲も適宜実施する。 

・実施期間：通年 

○ヌートリア、イノシシ 

・捕獲手段：箱わなによる捕獲を適宜実施する。 

・実施期間：被害状況を考慮して適宜実施する。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 

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 

― 

（注） 鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必

要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予

定場所等について記入する。 
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（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

  

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委譲を希望す

る場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類を記入する（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。以下「法」という。）第４条第３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する場合は、該

当する全ての市町村名を記入する。 

 

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 

   なし 

（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３年度 カラス類、キジ、トビ、 

ヌートリア、イノシシ 

適宜、農作物残渣の除去（餌付け行為の防

止）、追い払い・ネットやテグス等の設置（飛

来の防止） 

令和４年度 カラス類、キジ、トビ、 

ヌートリア、イノシシ 

適宜、農作物残渣の除去（餌付け行為の防

止）、追い払い・ネットやテグス等の設置（飛

来の防止） 

令和５年度 カラス類、キジ、トビ、 

ヌートリア、イノシシ 

適宜、農作物残渣の除去（餌付け行為の防

止）、追い払い・ネットやテグス等の設置（

飛来の防止） 

 

 

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 

鳥取県生活環境部緑豊かな自然課 有害鳥獣捕獲に関する全体的な助言 

西部総合事務所生活環境局生活安全課 有害鳥獣捕獲の関する全体的な助言 

境港警察署 適宜、現地調査。また各関係機関との連絡

調整。銃を使用して捕獲する場合、猟友会

等狩猟免許所持者との調整。 
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（２）緊急時の連絡体制 

                            

  

  

市  民 

                         

 

                  

境港警察署        境港市役所 

                         

                         市自治防災課 

                        ※広報（市民に対して） 

 

 

                       

市教育委員会 

                         西部総合事務所 

鳥取県庁 

米子市 

                        ※各関係機関へ周知、報告 

 

猟友会等狩猟免許所持者 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した有害鳥獣については、全て市内焼却施設において焼却処分している。 

 

 

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 

 

 

（注）１ 食肉、ペットフード及び皮革としての利用、学術研究への利用等、捕獲等をし

た鳥獣の利用方法について記載する。 

   ２ 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品等として

の安全性の確保に関する取組等についても記載する。 

 

８．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  

構成機関の名称 役割 

  

 

 連絡体制      捕獲委託 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

鳥取県鳥獣対策センター ○全体計画の支援に関すること 

鳥取県生活環境部緑豊かな自然課 ○全体計画の支援に関すること 

鳥取県西部総合事務所農林局・生活環境局 ○全体計画の支援に関すること 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 

 

（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 

 

 

 


