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野生イノシシの捕獲強化に向けた取組

農村振興局鳥獣対策・農村環境課

【捕獲強化の取組状況】 〔環境省・農水省〕
○ 都道府県（豚熱陽性確認県及び隣接県を合わせた 27 都府県）と連携して、野生イノ
シシの感染確認区域や生息密度の高い地域、養豚農場の近隣などを捕獲重点エリアに設
定し、野生イノシシの捕獲強化を推進。
直近では、本年 9 月の福島県（会津若松市）での陽性確認を踏まえ、宮城県と山形

県までを捕獲重点エリアの設定対象県に拡大し、両県において重点エリアを設定したところ。
○ これまでの捕獲強化の取組（狩猟を除く）では、県毎の差はあるが、全体数としては、前
年に比べ約３割野生イノシシの捕獲数が増加（R元.9～ R2.6）。

【 R2捕獲強化（集中捕獲キャンペーン）の実施】 〔環境省・農水省〕
○ 鳥獣被害の一層の低減のため、シカ・イノシシの生息数を半減させる目標(R5)の実現に
向け、今年度(狩猟期：秋冬期)より全都道府県で「集中捕獲キャンペーン」を実施。
・ 全都道府県において、捕獲目標の設定や見直し（H30 イノシシ捕獲数 60 万頭→ R2
捕獲目標 66万頭）。〔環境省〕
・ 都道府県毎に、被害防止に有効な地域や捕獲頭数が足りていない地域などを対象に
捕獲強化エリアを設定。特に、豚熱確認県等では、まん延防止の観点も踏まえ設定。〔環
境省・農水省〕

○ 各都道府県では、鳥獣対策交付金(農水省)、指定管理鳥獣事業(環境省)を活用し、
捕獲範囲の拡大、出猟頻度の増加、わなの増設、地域間連携による捕獲等を展開。

【 R3予算概算要求について】 〔農水省関係〕
○ 鳥獣対策交付金(令和 2 年度 100 億円)については、令和 3 年度予算概算要求(160
億円)において、これまでの支援（捕獲活動経費、緩衝帯など環境整備、侵入防止柵整
備など）に加え、新たに以下の取組を支援すべく要求。
・ シカ・イノシシの捕獲増分(約 20万頭)の捕獲活動経費の確保
・ 捕獲活動が一層促進されるよう、捕獲頭数の増加に応じた活動経費の上乗せ支援
・ 農業者や農業関係団体等による、地域の捕獲サポート体制の構築支援 等
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現在の豚熱に係る捕獲重点エリアの設定概要

※ 捕獲重点エリア設定都府県（27都府県）
岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、福井県、
石川県、富山県、長野県、静岡県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、京都府、
兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県、福島県、
宮城県、山形県、沖縄県

捕獲重点エリア

捕獲重点エリアのうち
各県で特に重視する地域
（「防衛ライン」等）

野生イノシシ陽性地点
（一部略）

〇 豚熱陽性の野生イノシシが確認されている県及びその隣接県等の２７都府県において、
養豚場の周辺や、イノシシの移動制限に重要な地域を捕獲重点エリアに設定。



捕獲の抜本的な強化に向けた集中捕獲キャンペーン

➢ 鳥獣被害の一層の低減のため、シカ・イノシシを半減させる目標を設定しており、この達成に向けて直近で年間約
20万頭の捕獲の上積みが必要な状況。

➢ このため、各都道府県と連携して、①各都道府県の捕獲目標の設定又は見直し、②集中的に捕獲をするエリア
を設定した上で、本年度の狩猟期の捕獲を「集中捕獲キャンペーン」と位置づけ、捕獲を抜本的に強化。

〇ニホンジカ及びイノシシについて、半減目標の達成

に必要な頭数が捕獲されるよう、全都道府県で捕獲目

標の設定・見直しを実施。

⇒全国で捕獲の実績から、約２０万頭を上積み

１．全都道府県の捕獲目標の設定・見直し
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イノシシ

シカ

実績：約120万頭 ＋約20万頭

〇必要な捕獲活動や、自治体・猟友会等による体

制整備等の活動に対して、国として予算支援。

２．都道府県ごとの捕獲強化エリアの設定

〇被害防止に重要な地域や、捕獲頭数が足りていな

い地域について、市町村や隣接県と調整の上「捕獲

強化エリア」に設定。

⇒シカ、イノシシそれぞれの捕獲強化エリアを設定

イノシシの捕獲強化エリアシカの捕獲強化エリア

狩猟期を「集中捕獲キャンペーン」と位置付けて
全国各地で捕獲を抜本的に強化

R2 R3 R4 R5R1H30H29H28H27H26H25H24H23



○ 各都道府県で、鳥獣被害防止総合対策交付金や、指定管理鳥獣捕獲等事業を活用し、捕獲の取組を
強化。合わせて、多様なプレイヤーの参画促進に向け実施。
〇 また、シカやイノシシが、捕獲圧の低い地域に逃げ込まないよう。広域的な捕獲活動も実施。

集中捕獲キャンペーンでの捕獲強化に向けた主な取組内容

・鳥獣被害防止総合対策交
付金を活用した対策

・指定管理鳥獣捕獲等事業
の活用

・隣接県、市町村で連携し
て捕獲し、シカやイノシシ
に逃げ場を与えない捕獲
を実施

各都道府県における取組の予定

〇 鳥獣被害防止総合対策交付金及び

指定管理鳥獣捕獲等事業等を活用し、

・捕獲範囲の拡大や、出猟頻度の増加

等の活動に対する支援

・新規わなの購入（約9,400 基）や既

存わなの有効活用によるわなの増設

等により、捕獲活動を強化。

〇 県内市町村や隣接県と連携して捕獲

活動を展開

〇 県域間での合同の体制づくりも含め

連携協力

県境線

隣県に逃げ込ませない！

・わなの設置数の増加
・大型囲いわなの活用

生息密度が高い
地域での捕獲

事業を活用した捕獲の強化

広域的な連携による捕獲

・新しい人材の育成・確保

・農業者等の地域住民との連
携の強化

〇 実施隊員や免許取得者、新たに実施
隊に加わる者等に対するスキルアップの
ための研修の実施。

〇 農家や地域住民等で構成される捕獲
の補助体制（狩猟免許不要）の構築
等による多様な人材の参画促進 等

捕獲免許取得者
は足りているのか

わなの設置数は
十分か

街の若者の協力
を得られないか

被害対策のノウハ
ウを共有する必要

多様なプレイヤーの参画

北関東磐越六県連携会議、日本まんなか共和国（５県）、
関西広域連合（１０府県市）、九州シカ広域一斉捕獲推進
協議会（４県）等。 その他、各地域、県境等で連携。



⿃獣被害防⽌対策とジビエ利活⽤の推進
【令和３年度予算概算要求額 16,239（10,170）百万円】

＜対策のポイント＞
野⽣⿃獣被害の深刻化・広域化に対応するため、捕獲活動の抜本的強化の取組や、ジビエフル活⽤に向けた取組等を⽀援します。また、シカ被害の甚⼤

化を防⽌するための林業関係者による捕獲効率向上対策や新技術の開発・実証、国⼟保全のための捕獲事業等を実施します。

＜事業⽬標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシ、サルの対策強化（⽣息頭数等を平成23年度から半減（シカ、イノシシで約200万頭）［令和５年度まで］）
○ 野⽣⿃獣のジビエ利⽤量の拡⼤（ジビエ利⽤量を令和元年度から倍増（4,000t）［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦ 16,035（10,010）百万円
市町村が作成した「被害防⽌計画」に基づく取組等を総合的に⽀援します。
① 侵⼊防⽌柵、焼却施設、捕獲⾼度化施設等の整備※

② 捕獲活動の抜本的強化・地域ぐるみの被害防⽌活動
ア 捕獲活動経費の直接⽀援
イ 捕獲サポート体制の構築、ICTを活⽤したスマート捕獲等の取組を⽀援 〔限度額内で定額⽀援〕
ウ 都道府県が⾏う広域捕獲活動、新技術実証活動等を⽀援 〔2,300万円以内を定額⽀援〕
③ ジビエフル活⽤に向けた取組
ア 利⽤可能な個体のフル活⽤体制構築に向けた、処理加⼯施設やジビエカー、簡易な⼀次
処理施設等の整備※ 〔1/2以内〕

イ 放射性物質による出荷制限解除に向けた検査費⽤の⽀援 〔限度額内で定額⽀援〕
ウ 捕獲者・処理加⼯施設・実需者等によるコンソーシアム⽅式の導⼊
エ ジビエの全国的な需要拡⼤のため、プロモーション等への取組を⽀援 〔定額⽀援〕

２．シカ等による森林被害緊急対策事業 204（160）百万円
① シカ被害の甚⼤化を防⽌するための林業関係者による捕獲効率向上対策やICT等を活⽤

した新技術の開発・実証、国有林野内で国⼟保全のための捕獲事業を実施
② 顕在化しつつあるノウサギ被害の対策⼿法の検討を実施

＜事業の流れ＞

国 都道府県
地域協議会
⺠間団体 等

交付 1/2以内等

〔ジビエフル活⽤に向けた取組〕
①捕獲頭数の増加に応じた活動経費の⽀援

②捕獲サポート体制の構築⽀援

①利⽤可能な個体のフル活⽤体制構築

②放射性物質影響地域における⽀援

捕獲活動経費
の直接⽀援

刈り払い等による
⽣息環境管理

侵⼊防⽌柵の設置
や捕獲機材の導⼊

〔捕獲活動の抜本的強化〕

〔総合的な⿃獣対策・ジビエ利活⽤への⽀援〕

処理加⼯施設等
の整備

処理加⼯施設等
での⼈材育成

地域の農業者や農業関連団体、
若者等で捕獲サポート体制を構築

簡易な⼀次処理施設や
残渣処理施設等の整備
よる処理体制の構築

出荷制限解除に向け
た検査費⽤の⽀援

捕獲者・処理加⼯施設・
実需者等によるコンソーシ
アム⽅式の導⼊

集荷

処分
処理・加⼯

シカ・イノシシの平均捕獲頭数以上の捕獲に対して、
最⼤２倍まで上乗せ⽀援

③捕獲から販売まで⼀体となった活動への⽀援

（実施イメージ）

等

国 ⺠間団体等
交付

（①、②、③アイウの事業） （ ③エの事業）

※は地域協議会の構成員も可

〔国⼟保全のための捕獲〕〔ICT等を活⽤した新技術の開発・実証〕

捕獲により植⽣への⾷害・
表⼟侵⾷を防⽌

〔捕獲効率の向上〕

⾚外線センサーによる
群れの探査

狩猟熟練者の技能、
新技術の活⽤

［お問い合わせ先］（１の事業）農村振興局⿃獣対策・農村環境課⿃獣対策室（03-3591-4958）
（２の事業）林野庁研究指導課森林保護対策室 （03-3502-1063）

1/2以内、侵⼊防⽌柵の資材費のみ
交付対象とする場合は定額⽀援

獣種やジビエ利⽤に応じた上限単価以内で定額⽀援
シカ・イノシシは捕獲頭数の増加に応じて上乗せ⽀援

国 都道府県等

＜事業の流れ＞
定額

（①の事業）
国 ⺠間団体等

（②の事業）

※国有林においては、直轄で実施
委託




