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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 （平成十九年十二月二十一日法律第百三十四号）  

最終改正：平成二六年一一月二八日法律第一三一号  

（目的） 
第一条　この法律は、農山漁村地域において鳥獣による農林水
産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが
緊急の課題となっていることにかんがみ、農林水産大臣による
基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成及びこれに
基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農
林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的
に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に
寄与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。 
２　この法律において「農林水産業等に係る被害」とは、農林
水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身
体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。 

 （地方公共団体の役割） 
第二条の二　市町村は、その区域内における鳥獣による農林水
産業等に係る被害の状況等に応じ、第四条第一項に規定する被
害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策（鳥獣による
農林水産業等に係る被害を防止するための施策をいう。以下同
じ。）の実施その他の必要な措置を適切に講ずるよう努めるもの
とする。 
２　都道府県は、その区域内における鳥獣による農林水産業等
に係る被害の状況、市町村の被害防止施策の実施の状況等を踏
まえ、この法律に基づく措置その他の鳥獣による農林水産業等
に係る被害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。  

（基本指針） 
第三条 　農林水産大臣は、被害防止施策を総合的かつ効果的に
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、次に掲げる事項を定めるものとする。 
　
　一　被害防止施策の実施に関する基本的な事項 　
　二　次条第一項に規定する被害防止計画に関する事項 　
　三　その他被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため
に必要な事項 

３　基本指針は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律（平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」
という。）第三条第一項に規定する基本指針と整合性のとれたも
のでなければならない。 
４　農林水産大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。 
５　農林水産大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（被害防止計画） 
第四条　市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効
果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、
鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画（以
下「被害防止計画」という。）を定めることができる。 
２　被害防止計画においては、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 　
　二　当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害の
原因となっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするもの

（以下「対象鳥獣」という。）の種類 　
　三　被害防止計画の期間 　
　四　対象鳥獣の捕獲等（農林水産業等に係る被害の防止のた
めの対象鳥獣の捕獲等（鳥獣保護管理法第二条第七項に規定す
る捕獲等をいう。以下同じ。）又は対象鳥獣である鳥類の卵の採
取等（鳥獣保護管理法第八条に規定する採取等をいう。）をいう。
以下同じ。）に関する事項 　
　五　対象鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための
防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲等以外の被害防止施策に
関する事項 　
　五の二　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 　
　六　被害防止施策の実施体制に関する事項 　
　七　捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 　
　八　その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 
３　前項第四号の事項には、鳥獣保護管理法第九条第一項の規
定により都道府県知事が行うこととされている対象鳥獣の捕獲
等の許可であって第六条第一項の規定により読み替えて適用す
る鳥獣保護管理法第九条第一項の規定により被害防止計画を作
成した市町村の長が行うことができるものに係る事項（以下「許
可権限委譲事項」という。）を記載することができる。 
４　被害防止計画は、鳥獣保護管理事業計画（鳥獣保護管理法
第四条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計画をいう。以下同
じ。）（第一種特定鳥獣保護計画（鳥獣保護管理法第七条第一項
に規定する第一種特定鳥獣保護計画をいう。以下同じ。）又は第
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二種特定鳥獣管理計画（鳥獣保護管理法第七条の二第一項に規
定する第二種特定鳥獣管理計画をいう。以下同じ。）が定められ
ている都道府県の区域内の市町村の被害防止計画にあっては、
鳥獣保護管理事業計画及び第一種特定鳥獣保護計画又は第二種
特定鳥獣管理計画）と整合性のとれたものでなければならない。
５　市町村は、被害防止計画を定めようとする場合には、あら
かじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合に
おいて、被害防止計画に許可権限委譲事項を記載しようとする
ときは、当該許可権限委譲事項について都道府県知事の同意を
得なければならない。 
６　都道府県知事は、被害防止計画が当該市町村の鳥獣による
農林水産業等に係る被害の状況に基づいて作成される必要があ
り、かつ、当該市町村がその状況を適確に把握することができ
る立場にあることを踏まえ、前項前段の協議を行うものとする。 
７　都道府県知事は、許可権限委譲事項が記載された被害防止
計画について第五項前段の協議を受けた場合には、当該都道府
県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の数
が著しく減少しているとき、当該許可権限委譲事項に係る対象
鳥獣について広域的に保護を行う必要があるときその他の当該
都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥
獣の保護又は管理を図る上で著しい支障を生じるおそれがある
ときを除き、同項後段の同意をしなければならない。 
８　市町村は、被害防止計画を定めたときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。この場合において、当該被害防止
計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定
めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければな
らない。 
９　第五項から前項までの規定は、被害防止計画の変更につい
て準用する。この場合において、第五項後段中「記載しようと
するとき」とあるのは「記載しようとするとき又は当該被害防
止計画に記載された許可権限委譲事項を変更しようとすると
き」と、第七項中「同項後段」とあるのは「第九項において読
み替えて準用する第五項後段」と、前項後段中「記載したとき」
とあるのは「記載したとき又は当該被害防止計画に記載された
許可権限委譲事項を変更したとき」と読み替えるものとする。 
１０　被害防止計画を作成した市町村は、毎年度、被害防止計
画の実施状況について、都道府県知事に報告しなければならな
い。 
１１　市町村は、都道府県知事に対し、被害防止計画の作成及
び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を
求めることができる。 

 （協議会） 
第四条の二　市町村は、単独で又は共同して、被害防止計画の
作成及び変更に関する協議並びに被害防止計画の実施に係る連
絡調整を行うための協議会（以下「協議会」という。）を組織す
ることができる。 
２　協議会は、市町村のほか、農林漁業団体、被害防止施策の
実施に携わる者及び地域住民並びに学識経験者その他の市町村

が必要と認める者をもって構成する。 
３　前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事
項は、協議会が定める。 

 （市町村に対する援助） 
第五条　都道府県知事は、市町村に対し、被害防止計画の作成
及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助
を行うよう努めなければならない。  

（対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣保護管理法の適用の特例
等） 
第六条　市町村が許可権限委譲事項が記載されている被害防止
計画を作成したときは、第四条第八項後段（同条第九項におい
て読み替えて準用する場合を含む。）の規定による公告の日（次
項において「公告の日」という。）から当該被害防止計画の期間
が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村
の区域における鳥獣保護法第九条（第十項、第十二項及び第十四
項を除く。）、第十条、第十一条第一項、第十三条第一項、第
七十五条第一項、第七十九条、第八十三条第一項第二号から第
三号まで及び第六号、第八十四条第一項第一号、第八十六条第
一号及び第二号並びに第八十七条の規定の適用については、鳥
獣保護法第九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府
県知事（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（平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥
獣被害防止特措法」という。）第四条第一項に規定する被害防止
計画に記載されている同条第三項に規定する許可権限委譲事項
に係る同条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしよう
とする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村（以
下「計画作成市町村」という。）の長）」と、同条第二項から第
九項まで、第十一項及び第十三項並びに鳥獣保護法第十条、第
十一条第一項及び第十三条第一項の規定中「又は都道府県知事」
とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、鳥
獣保護法第七十五条第一項中「又は都道府県知事」とあるのは

「若しくは都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、「第九条
第一項の許可を受けた者」とあるのは「環境大臣又は都道府県
知事にあっては第九条第一項の許可を受けた者（鳥獣被害防止
特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第
一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者を除
く。）」と、「猟区設定者に対し」とあるのは「猟区設定者に対し、
計画作成市町村の長にあっては鳥獣被害防止特措法第六条第一
項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により
計画作成市町村の長の許可を受けた者に対し」と、鳥獣保護法
第七十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知
事又は計画作成市町村の長」と、同条第二項中「又は」とある
のは「若しくは」と、「場合」とあるのは「場合又は鳥獣被害防
止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条
第一項の規定による許可に係る事務を計画作成市町村が処理す
る場合」と、「当該市町村」とあるのは「当該市町村又は当該計
画作成市町村」と、鳥獣保護法第八十三条第一項第二号及び第
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二号の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項（鳥獣
被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。）」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第
一項（鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替え
て適用する場合を含む。）」と、同項第三号中「第十条第一項」
とあるのは「第十条第一項（鳥獣被害防止特措法第六条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同項第六
号中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項（鳥獣被害防
止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）」と、鳥獣保護法第八十四条第一項第一号中「第九条第
五項」とあるのは「第九条第五項（鳥獣被害防止特措法第六条
第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、鳥
獣保護法第八十六条第一号中「第十一項」とあるのは「第十一
項（鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。）」と、同条第二号中「第九条第十三項」
とあるのは「第九条第十三項（鳥獣被害防止特措法第六条第一
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、「第
七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一項（鳥獣被害防
止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）」と、鳥獣保護法第八十七条中「第九条第一項」とある
のは「第九条第一項（鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。 
２　前項の被害防止計画を作成した市町村の区域においては、
公告の日前に鳥獣保護管理法第九条若しくは第十条の規定によ
り都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為又は当該公
告の日において現に鳥獣保護管理法第九条の規定により都道府
県知事に対して行っている許可等の申請で当該市町村の許可権
限委譲事項に係るものは、当該公告の日以後においては、同項
の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第九条若しく
は第十条の規定により当該市町村の長が行った許可等の処分そ
の他の行為又は同項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護
管理法第九条の規定により当該市町村の長に対して行っている
許可等の申請とみなす。 
３　市町村が第一項の被害防止計画を変更し、許可権限委譲事
項の全部若しくは一部が記載されないこととなった場合又は当
該被害防止計画の期間が満了した場合においては、第四条第九
項において読み替えて準用する同条第八項後段の規定による公
告の日又は当該被害防止計画の期間が満了した日（以下「変更
公告等の日」という。）前に第一項の規定により読み替えて適用
する鳥獣保護管理法第九条若しくは第十条の規定により当該市
町村の長が行った許可等の処分その他の行為（前項の規定によ
り当該市町村の長が行った許可等の処分その他の行為とみなさ
れた行為を含む。）又は当該被害防止計画の変更公告等の日にお
いて現に第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理
法第九条の規定により当該市町村の長に対して行っている許可
等の申請（前項の規定により当該市町村の長に対して行ってい
る許可等の申請とみなされたものを含む。）で当該市町村の許可
権限委譲事項に係るもの（当該市町村の許可権限委譲事項の一
部が記載されないこととなった場合にあっては、当該記載され

ないこととなった許可権限委譲事項に係るものに限る。）は、当
該変更公告等の日以後においては、鳥獣保護管理法第九条若し
くは第十条の規定により都道府県知事が行った許可等の処分そ
の他の行為又は鳥獣保護管理法第九条の規定により都道府県知
事に対して行っている許可等の申請とみなす。 
４　前三項に定めるもののほか、第一項の規定により読み替え
て適用する鳥獣保護管理法第九条第一項の規定により被害防止
計画を作成した市町村の長が対象鳥獣の捕獲等の許可を行う場
合における鳥獣保護管理法その他の法令の規定に関する技術的
読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。 

（特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又
は変更） 
第七条　環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状
況、第四条第十項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要が
あると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画（鳥獣保護管理法
第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以
下同じ。）又は第二種特定鳥獣管理計画を作成し、又は変更する
よう努めるものとする。  

（環境大臣又は都道府県知事に対する要請等） 
第七条の二　市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基
づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の
区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止すること
が困難であると認めるときは、環境大臣又は都道府県知事に対
し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。 
２　環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による要請があ
ったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果必要がある
と認めるときは、特定希少鳥獣管理計画若しくは第二種特定鳥
獣管理計画の作成若しくは変更又はこれらの実施その他の鳥獣
による農林水産業等に係る被害を防止するため必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。  

（財政上の措置） 
第八条　国及び都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づ
く被害防止施策が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に
要する費用に対する補助その他当該被害防止施策の実施に要す
る費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財
政上の措置を講ずるものとする。 

 （鳥獣被害対策実施隊の設置等） 
第九条 　市町村は、対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の
被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥
獣被害対策実施隊を設けることができる。 
２　鳥獣被害対策実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置く。 
３　前項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は、次に掲げる者を
もって充てる。 　
　一　市町村長が市町村の職員のうちから指名する者 　
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　二　被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取
り組むことが見込まれる者（主として対象鳥獣の捕獲等に従事
することが見込まれる者にあっては、これを適正かつ効果的に
行うことができる者に限る。）のうちから、市町村長が任命する
者 
４　第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は、被害防止計画
に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、市町村長の指示
を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕
獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊
急に行う必要があるものに従事する。 
５　第三項第二号に掲げる鳥獣被害対策実施隊員は、非常勤と
する。 
６　第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員であって主として
対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として市町村
長により指名され、又は任命されたものに係る鳥獣保護管理法
第五十五条第二項に規定する狩猟者登録についての鳥獣保護管
理法第五十六条、第五十七条第一項及び第六十一条第四項の規
定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、鳥獣
保護管理法第五十六条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に
掲げる事項並びに対象鳥獣捕獲員（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（平成十九年法
律第百三十四号）第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊
員（以下「鳥獣被害対策実施隊員」という。）であって主として
同法第四条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等に従事す
ることが見込まれる者として市町村長により指名され、又は任
命されたものをいう。以下同じ。）である旨及び所属市町村（当
該狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員たる鳥獣被
害対策実施隊員として所属する市町村であって、当該登録都道
府県知事が管轄する区域内にあるものをいう。以下同じ。）の名
称」と、鳥獣保護管理法第五十七条第一項中「次に掲げる事項」
とあるのは「次に掲げる事項並びに対象鳥獣捕獲員である旨及
び所属市町村の名称」と、鳥獣保護管理法第六十一条第四項中

「生じたとき」とあるのは「生じたとき又は対象鳥獣捕獲員とな
ったとき、対象鳥獣捕獲員でなくなったとき若しくは所属市町
村の変更があったとき」とする。 
７　第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員については、被害
防止計画に基づく被害防止施策の適切かつ円滑な実施に資する
ため、地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号）の定める
ところによる狩猟税の軽減の措置その他の必要な措置が講ぜら
れるものとする。 

 （捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び食品としての利用
等） 
第十条　国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等
をした対象鳥獣の適正な処理及び食品としての利用等その有効
な利用を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及
ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指
導、有効な利用方法の開発、食品としての利用に係る技術の普
及、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものと

する。  

（報告、勧告等） 
第十条の二　農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対
し、当該市町村における被害防止施策の実施等に関し必要があ
ると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しく
は援助をすることができる。  

（農林水産大臣の協力要請等） 
第十一条　農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必
要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長
又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、
意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 
２　農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があ
ると認めるときは、環境大臣に対して鳥獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関し、文部科学大臣又は文部科学大臣を通じ
文化庁長官に対して天然記念物の保存に関し、意見を述べるこ
とができる。 
３　環境大臣は、鳥獣の保護又は管理を図る等の見地から被害
防止施策に関し必要があると認めるときは、農林水産大臣に対
して意見を述べることができる。 

 （国、地方公共団体等の連携及び協力） 
第十二条　国及び地方公共団体は、被害防止施策を総合的かつ
効果的に実施するため、農林水産業及び農山漁村の振興に関す
る業務を担当する部局、鳥獣の保護及び管理に関する業務を担
当する部局その他鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に
関連する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなけ
ればならない。 
２　地方公共団体は、被害防止施策を効果的に実施するため、被
害防止計画の作成及び実施等に当たっては、当該地方公共団体
における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況等に応じ、
地方公共団体相互の広域的な連携協力を確保しなければならな
い。 
３　地方公共団体は、被害防止施策を実施するに当たっては、地
域における一体的な取組が行われるよう、当該地域の農林漁業
団体その他の関係団体との緊密な連携協力の確保に努めなけれ
ばならない。 
４　農林漁業団体その他の関係団体は、自主的に鳥獣による農
林水産業等に係る被害の防止に努めるとともに、被害防止計画
に基づく被害防止施策の実施その他の国及び地方公共団体が講
ずる被害防止施策に協力するよう努めなければならない。  

（被害の状況、鳥獣の生息状況等の調査） 
第十三条　国及び地方公共団体は、被害防止施策を総合的かつ
効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の
状況、農林水産業等に係る被害に係る鳥獣の生息の状況及び生
息環境その他鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し
必要な事項について調査を行うものとする。 
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２　国及び地方公共団体は、前項の規定による調査の結果を踏
まえ、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、
その生息環境等を考慮しつつ適正と認められる個体数について
の調査研究を行うものとする。 
３　国及び地方公共団体は、前二項の規定による調査及び研究
の結果を公表するとともに、基本指針の策定又は変更、被害防
止計画の作成又は変更その他この法律の運用に当たって、適切
にこれらを活用しなければならない。 

 （被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等） 
第十四条　国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果
的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果
等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明
するとともに、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関
し、調査研究及び技術開発の推進並びに情報の収集、整理、分
析及び提供を行うものとする。 

 （人材の育成） 
第十五条　国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等鳥獣による農
林水産業等に係る被害の防止に関する事項について専門的な知
識経験を有する者、農林水産業等に係る被害の原因となってい
る鳥獣の捕獲等について技術的指導を行う者その他の鳥獣によ
る農林水産業等に係る被害の防止に寄与する人材の育成を図る
ため、研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。  

（農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に
関わる人材の確保に資するための措置） 
第十六条　国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の
原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従
事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため、これら
の手続の迅速化、狩猟免許及び猟銃の所持の許可並びにそれら
の更新を受けようとする者の利便の増進に係る措置その他のこ
れらの手続についての必要な措置を講ずるよう努めるものとす
る。 
２　前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、農林水
産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人
材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の
交付、射撃場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。  

（必要な予算の確保等） 
第十六条の二　国及び地方公共団体は、被害防止施策（第十条
及び第十三条から前条までの措置を含む。）を講ずるために必要
な予算の確保に努めるものとする。 
２　都道府県は、前項の規定により必要な予算を確保するに当
たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適
切かつ効果的な活用に配意するものとする。  

（国民の理解と関心の増進） 

第十七条　国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等を踏まえて鳥
獣による農林水産業等に係る被害を防止することの重要性に関
する国民の理解と関心を深めるよう、鳥獣による農林水産業等
に係る被害の防止に関する知識の普及及び啓発のための広報活
動その他必要な措置を講ずるものとする。  

（生息環境の整備及び保全）
第十八条　国及び地方公共団体は、人と鳥獣の共存に配慮し、鳥
獣の良好な生息環境の整備及び保全に資するため、地域の特性
に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講
ずるものとする。  

（被害防止施策を講ずるに当たっての配慮） 
第十九条　国及び地方公共団体は、被害防止施策を講ずるに当
たっては、生物の多様性の確保に留意するとともに、その数が
著しく減少している鳥獣又は著しく減少するおそれのある鳥獣
については、当該鳥獣の特性を考慮した適切な施策を講ずるこ
とによりその保護が図られるよう十分配慮するものとする。

 （農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化） 
第二十条　国及び地方公共団体は、被害防止施策と相まって農
林漁業及び関連する産業の振興並びに農山漁村の活性化を図る
ことにより、安全にかつ安心して農林水産業を営むことができ
る活力ある農山漁村地域の実現を図るよう努めなければならな
い。
  　　　
　　　附　則　抄  

（施行期日） 
第一条　この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日
から施行する。  

（見直し） 
第二条　被害防止施策については、この法律の施行後五年を目
途として、この法律の施行の状況、鳥獣による農林水産業等に
係る被害の発生状況等を勘案し、その全般に関して検討が加え
られ、その結果に基づき、必要な見直しが行われるものとする。

（特定鳥獣被害対策実施隊員等に係る猟銃の操作及び射撃の技
能に関する講習に係る特例） 
第三条　第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として
猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって内
閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるもの（次項において

「特定鳥獣被害対策実施隊員」という。）が、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の一部
を改正する法律（平成二十四年法律第十号）附則第一項ただし
書に規定する日（次項において「改正法一部施行日」という。）
以後に新たに銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六
号）第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許
可の申請をした場合又は同法第七条の三第一項の規定による当
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該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、
当分の間、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者（当
該許可済猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書

（同号及び第三号において「技能講習修了証明書」という。）の
交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過して
いない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるも
のに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして
政令で定める者から推薦された者に限る。）」とあるのは「所持
している者」と、同項第二号中「経過しないもの（当該許可済
猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受け
た日から起算して三年を経過していない者に限る。）」とあり、及
び同項第三号中「経過しないもの（当該許可を受けて所持して
いた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を
受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。）」とあ
るのは「経過しないもの」とする。 
２　前項に定めるもののほか、被害防止計画に基づく対象鳥獣
の捕獲等に従事している者（特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、
猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。）であっ
て内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるものが、改正法
一部施行日から平成二十八年十二月三日までの間に新たに銃砲
刀剣類所持等取締法第四条の二第一項の規定により当該種類の
猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第七条の三第一項
の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした
場合においては、同法第五条の二第三項第一号中「所持してい
る者（当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書

（次号において「技能講習修了証明書」という。）の交付を受け、
その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は
当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する
選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める
者から推薦された者に限る。）」とあるのは「所持している者」
と、同項第二号中「経過しないもの（当該許可を受けて所持し
ていた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付
を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。）」と
あるのは「経過しないもの」とする。  　　　

　　　附　則　（平成二四年三月三一日法律第一〇号）　抄  
（施行期日） 
１　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の
改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行する。  　　　

　　　附　則　（平成二六年五月三〇日法律第四六号）　抄  
（施行期日） 
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範
囲内において政令で定める日から施行する。  　　　

　　　附　則　（平成二六年一一月一九日法律第一一一号）  　
この法律は、公布の日から施行する。  　　　

　　　附　則　（平成二六年一一月二八日法律第一三一号）　抄  
（施行期日） 
１　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項
第四号の改正規定、第五条の二第三項及び第五項の改正規定並
びに第九条の十第一項の改正規定（「第五条の二第三項第三号又
は第四号」を「第五条の二第三項第四号又は第五号」に改める
部分に限る。）並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日か
ら施行する。 

その他、関係法令に関しては
それぞれ管轄省庁のホームページを確認すること

銃刀法（警視庁）
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/
hamono/hamono.htm

火薬類取締法（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/
industrial_safety/law/law12.html

外来生物法（環境省）
https://www.env.go.jp/nature/intro/

自然公園法、自然環境保全法（環境省）
https://www.env.go.jp/park/doc/law/np.html

廃棄物処理法（環境省）
http://www.env.go.jp/recycle/

動物愛護管理法（環境省）
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/

ペットフード安全法（環境省）
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
petfood/outline.html

森林法（林野庁）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/hourei.html

電波法（総務省）
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/

文化財保護法（文化庁）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/
shokan_horei/bunkazai/
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電気柵に電気を供給する場合は、
感電により人に危険を及ぼすおそ
れのないように、出力電流が制限
される電気柵用電源装置を用いる
必要があります。

電気柵に電気を供給する回路には、電
気柵の事故等の際に、容易に電源から
開放できるように、開閉器（スイッチ）
を設置する必要があります。電気柵を公道沿いなどの人が容易

に立ち入る場所に設置する場合
で、30ボルト以上の電源（家庭の
コンセントなど）から電気を供給
するときは、漏電による危険を防
止するために、漏電遮断器を設置
する必要があります。

電気柵を設置する場合は、人が見や
すいように、適当な位置や間隔、見
やすい文字で危険である旨の表示を
行うことが必要です。

電源及び漏電遮断器

ソーラーパネルで発電し、
充電するタイプを含む

接地

電気柵用電源装置

開閉器（スイッチ）

家庭のコンセント

家庭用電源から直接、電気柵
に電気を供給することは絶
対に行わないでください。

●●●田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止
する「柵」のことです。
●●●「電気柵」は、人に対する危険防止のために、電気事業法で設置方法が定められています。

！

！

！

！

！

電気柵用電源装置の使用

開閉器（スイッチ）の設置

漏電遮断器の設置

「電気柵」を設置する
際の主な注意点

危険である旨の表示

コンセント式
漏電遮断器

※電源装置本体に付属さ
れており、容易に操作で
きる場合、外部に追加す
る必要はありません。

人や家畜を死傷させる
事故につながるおそれ
があります。

電気柵の安全な使用について

電気さくの正しい設置方法（経済産業省）より引用


