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有害捕獲 食 肉 処 理 加 工（※） 食 肉 販 売
※鳥獣保護法第
18条の規定によ
り、捕獲鳥獣を
捕獲場所に放置
することを禁止

○食肉処理施設
・都道府県等の条例で定められた施設基準に適合すること

○食肉処理
・条例で定められた管理運営基準や調理・保存基準に適合
すること

○食肉等販売業
・都道府県等により条例
によって定められた施設
基準に適合すること

○ 鳥獣被害防止特措法に基
づく被害防止計画の取組に
対して、市町村が処分に要し

た経費の８割を手当

特別交付税措置

食 肉 処 理 加 工

○ 食肉処理加工施設の整備
○ 食肉利活用衛生管理マニュアルの作成
○ 食肉利用のための研修の実施

（鳥獣被害防止総合対策交付金）

食 肉 販 売

○ 新商品開発、販路開拓など
○ 加工・販売施設の整備

（６次産業化ネットワーク
活動交付金等）
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（※）家畜と異なり、と畜場法に基づく処理の義務づけはない

○肉の安定供給
（捕獲体制の整備、処理
施設の整備）

○販路確保
（価格、調理法の開発等）

○安全性の確保
（衛生管理、品質確保等）

食肉利活用における課題

いのししカレー シカ肉ハヤシライス

○ 捕獲鳥獣は専ら埋設、焼却処分等によって処理されており、食肉としての有効利用は一部地域にとどまる状況。食肉の普
及に向けて、安全性の確保、安定供給、販路の確保等が課題。

○ 被害防止活動の一環として捕獲した鳥獣を地域資源として有効活用する観点から、農林水産省において、①地域における
捕獲鳥獣の食肉処理加工施設の整備、商品開発、販売・流通経路の確立などの取組を支援するほか、②捕獲鳥獣の食肉利用
のためのマニュアル作成や研修を実施。

○ 平成26年11月に、厚生労働省が「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針」を作成。

埋設・焼却処理

○ 埋設処分（資材・役務）
○ 焼却施設の整備
○ 民間施設等での焼却処分

（鳥獣被害防止総合対策交付金）

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）平成26年11月厚生労働省作成

食 品 衛 生 法

消

費

制度等

１ 捕獲鳥獣の食肉利活用等に関する制度と支援

１



○ 鳥獣保護法の改正を受け、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加するとともに、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用が増加
することが見込まれることから、厚生労働省において、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」が作成さ
れた（平成26年11月）。

○ 本指針においては、野生鳥獣肉の利活用に当たっての、①捕獲、②運搬、③食肉処理、④加工、調理及び販売、⑤消費の
各段階における適切な衛生管理の考え方等が示されている。

２

【狩猟時】における取扱

・銃による狩猟の際は、ライフル弾又はスラッグ弾を使用し、腹部に着弾しないよう、狙撃。

・わなによる狩猟の際は、捕獲個体を可能な限り生体で食肉処理施設へ運搬。

・野生鳥獣の外見、挙動から異常の有無を確認。

・屋外での内臓摘出は、迅速適正な衛生管理上止むを得ない場合に限る。

【運搬時】における取扱

・必要に応じて冷却するなどしながら、速やかに運搬。

・１頭ずつシートで覆う等し、運搬時に個体が相互に接触しないよう配慮。

・運搬に使用する車両などの荷台は、使用の前後に洗浄。

【食肉処理】における取扱

・食肉処理施設に「摂氏83度以上の温湯供給設備」「十分な高さを有する懸吊設備」を設置するよう、条例で定めることが望ましい。

・１頭ごとに、内臓摘出等の作業終了時には機械器具を洗浄。

・解体前後に異常の有無を確認し、異常が認められた場合は廃棄。内臓については、異常が認められない場合も廃棄することが望ましい。

【加工、調理及び販売】における取扱

・枝肉等の異常の有無を確認の上、異常が見られた場合は廃棄し、食肉処理業者に連絡。

・食肉処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、提供に際しては十分な加熱調理を行い、生食用としては提供しない。

・処理に使用する器具等は処理終了毎に摂氏83度以上等の消毒を行い、保管。肉は摂氏10度（凍結容器包装のものは－摂氏15度）以下で保存。

【消費時】における取扱

・中心部の温度が摂氏75度で１分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法により十分加熱して喫食。

・まな板、包丁等使用する器具については処理終了毎に洗浄、消毒し、衛生的に保管。

２ 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）概要



近年、捕獲した鳥獣の処理加工施設の整備に対す
る関心の高まりとあわせて、処理加工施設の整備
も全国で増加傾向。

４２カ所（平成20年12月）

１７２カ所（平成27年６月）

(都道府県からの聞き取り)

○ 捕獲鳥獣は専ら埋設、焼却処分等によって処理されている一方で、捕獲鳥獣を地域の資源とし

て有効活用する観点から、その食肉を利活用する取組が全国的に増加傾向。

・ 捕獲現場等での埋設処理

・・・・・・・ 約８割

・ ゴミ焼却場等で焼却処理

・・・・・・・ 約５割

・ 食肉利用

・・・・・・・ 約１割

（３０市町村に対し、捕獲獣の処理方法に
ついての聞き取り調査（複数回答可））

○ 捕獲鳥獣の処分の状況 ○ 処理加工施設の整備状況

３

３ 捕獲鳥獣の利活用の実態



○ 国の鳥獣害防止総合対策事業等において、地域における捕獲鳥獣の処理加工施設を整備

【主な獣種】 エゾシカ

（事業主体）鷹栖町鳥獣被害対策協議会

（運営者）北建建設(有)

（利用状況）

・ 平成２０年１０月から施設が稼働。

平成２０年度は４００頭程度のエゾシ
カを受入。

・ 加工処理したシカ肉は、主に缶詰・生
ハム・ペットフード等へ商品化するほ
か、動物園へ動物の餌として販売。

・ 平成２１年度は約３５０頭、２２年度
は約３５０頭、２３年度は約３４０頭、
２４年度は約５００頭のシカを処理し
ており、今後も安定的な供給・販路の
確保が課題。

【主な獣種】 イノシシ

（事業主体）江津市鳥獣被害対策協議会

（運営者）「榎の郷」猪加工販売センター

（利用状況）

・ 既存施設に併設して平成２１年３月か
ら稼働。

・ 加工処理したイノシシ肉は、コロッケ
や精肉として販売。

・ 平成２１年度は３８頭、２２年度は
３７頭、２３年度は６０頭、２４年度は
３３頭のイノシシを処理。

・ 積極的な新商品開発と県内外での販売
活動を継続。

北海道上川郡鷹栖町 島根県江津市

エゾシカの缶詰

エゾシカの生ハム

平成22年度開発新商品

「ピロシシ」

（ピロシキ＋イノシシ）

毎年県外イベントに

参加

４

【主な獣種】 イノシシ、シカ

（事業主体）日高川町

（運営者）(財)日高川町ふるさと振興公社

（利用状況）

・ 平成２２年５月から施設を稼働し、地元
ハンターや農業者等が捕獲したイノシシ
等を加工・販売。

・ 主に食肉として販売するほか、商品開発、
レシピ集作成にも注力。

・ 平成２３年度はイノシシ１２３頭、シカ
１６４頭、２４年度はイノシシ１５９頭、
シカ１３６頭を処理。

和歌山県日高川町

シシ肉入りのカレー

レシピ集

４ 各地における取組事例



５
※ 都道府県から報告のあった野生鳥獣の処理加工施設を取りまとめたものであり、すべてを網羅したものではない。

（参考）野生鳥獣を地域資源として活用している事例（平成27年６月１日現在）
番号 所在地 施設名 主な獣種 番号 所在地 施設名 主な獣種

1北海道夕張郡栗山町 栗山町エゾシカ食肉加工施設 シカ 44長野県上伊那郡宮田村 みやだまるかじり工房 ニホンジカ

2北海道幌泉郡えりも町 えりも鹿肉店 シカ 45長野県飯田市 （有）星野屋 ニホンジカ

3北海道幌泉郡えりも町 エゾシカ解体処理施設 シカ 46長野県飯田市 遠山ジンギスと山肉の製造所 イノシシ

4北海道沙流郡平取町 幌尻鹿肉処理場 シカ 47長野県下伊那郡阿南町 新野猪肉組合 イノシシ

5北海道新冠郡新冠町 （株）北海道食美樂 シカ 48長野県下伊那郡阿智村 料理山荘 四季かわのべ ニホンジカ

6北海道日高郡新ひだか町 ウタリ共同養鹿加工組合 シカ 49長野県下伊那郡根羽村 ネバ-ランド（株）ログハウス ニホンジカ

7北海道函館市 北海道産ファーム シカ 50長野県上高井郡高山村 信州山肉プロジェクト ニホンジカ

8北海道上川郡鷹栖町 エゾシカ解体処理加工施設「山恵」 シカ 51長野県下伊那郡阿智村 堀割 ニホンジカ

9北海道富良野市 富良野エゾシカ有限責任事業組合鹿肉加工工場「ジビエふらの」シカ 52長野県上伊那郡南箕輪村 信州ジビエかとう ニホンジカ

10北海道苫前郡苫前町 苫前エゾシカ解体処理場 シカ 53長野県大町市 美麻ジビエ振興会 ニホンジカ

11北海道天塩郡豊富町 (株)サロベツベニソン食肉処理加工施設 シカ 54長野県下伊那郡阿智村 阿智村ジビエ加工施設 ニホンジカ

12北海道斜里郡斜里町 エゾシカ解体処理加工施設「知床エゾシカファーム食肉センター」シカ 55静岡県伊豆市 伊豆市食肉加工センター「イズシカ問屋」 シカ、イノシシ

13北海道紋別郡遠軽町 （有）白楊舎缶詰工場 シカ 56静岡県榛原郡川根本町 南アルプスジビエ牧場 イノシシ、シカ

14北海道河東郡上士幌町 タカの巣農林 シカ 57静岡県藤枝市 尾州真味屋総本舗 シカ

15北海道上川郡新得町 ドリームヒル・トムラウシ シカ 58静岡県富士市 猪鹿三翔 シカ、イノシシ

16北海道上川郡新得町 株式会社上田精肉店 シカ 59富山県中新川郡上市町 （株）K・MEAT（ケーミート） イノシシ

17北海道帯広市 狩人の蔵 シカ 60富山県富山市 グランマルシェタケダ㈱ イノシシ、シカ

18北海道帯広市 ELEZO MARCHE JAPON シカ 61石川県白山市 尾口山菜加工施設（野獣肉処理施設） イノシシ

19北海道足寄郡陸別町 北日本ドゥリームハント シカ 62福井県福井市 イノシシ処理解体施設 イノシシ

20北海道釧路市 （有）阿寒グリーンファーム食肉加工センター シカ 63福井県三方上中郡若狭町 有害鳥獣処理加工施設 シカ、イノシシ

21北海道白糠郡白糠町 （株）馬木葉クラブ食肉処理場 シカ 64岐阜県郡上市 ジビエＩＴＡＹＡ シカ、イノシシ

22北海道根室市 エゾシカ解体処理加工施設「㈲ユック」 シカ 65岐阜県揖斐川町 所産業株式会社 シカ、イノシシ

23北海道標津郡中標津町 ㈱IN－U シカ 66岐阜県揖斐川町 鹿・猪処理業 川治 シカ、イノシシ

24北海道標津郡中標津町 なかしべつもみじ工房 シカ 67岐阜県関市 マタギの鳥獣食肉加工センター シカ、イノシシ

25岩手県大船渡市 農畜産物加工処理施設 シカ 68岐阜県瑞浪市 株式会社Highland Farm東濃 シカ、イノシシ

26宮城県石巻市 丸信ワイルドミート食肉処理施設 シカ 69岐阜県高山市 ジビエ飛騨高山 シカ、イノシシ

27茨城県石岡市 朝日里山学校 イノシシ 70岐阜県高山市 飛騨ジビエ清見 シカ、イノシシ

28栃木県那珂川町 那珂川町イノシシ肉加工施設 イノシシ 71愛知県岡崎市 三州マタギ屋 イノシシ、シカ

29埼玉県秩父郡小鹿野町 株式会社肉の宝屋 シカ 72愛知県新城市 （株）三河猪屋 イノシシ、シカ

30埼玉県秩父市 夢風庵精肉店 シカ 73愛知県北設楽郡設楽町 奥三河高原ジビエの森 イノシシ、シカ

31千葉県夷隅郡大多喜町 大多喜町都市農村交流施設 イノシシ 74三重県多気郡大台町 大台いの鹿店 イノシシ、シカ

32千葉県勝浦市 ジビエ勝浦 イノシシ、シカ 75三重県津市 SPIRITS スピリッツ シカ、イノシシ

33千葉県鴨川市 清澄山系ジビエ イノシシ、シカ 76三重県伊賀市 いがまち山里の幸利活用組合 シカ、イノシシ

34千葉県君津市 森旧解体場 イノシシ、シカ 77三重県伊賀市 食肉解体販売業 上垣 シカ、イノシシ

35千葉県君津市 君津市獣肉処理加工施設 イノシシ、シカ 78三重県亀山市 ジビエ亀山 シカ、イノシシ

36東京都奥多摩町 奥多摩町食肉処理加工施設「森林恵工房峰」 シカ 79三重県津市 川魚料理 お食事処 山里 シカ、イノシシ

37神奈川県伊勢原市 食肉処理施設 シカ 80滋賀県日野町 日野町獣肉処理加工施設 シカ

38山梨県北都留郡丹波山村 丹波山村シカ肉処理加工施設 シカ 81滋賀県多賀町 高取庵食肉処理室 シカ

39山梨県南都留郡富士河口湖町 富士河口湖町ジビエ食肉加工施設 シカ 82滋賀県高島市 朽木猟友会シカ肉加工施設 シカ

40山梨県南巨摩郡早川町 早川町ジビエ処理加工施設 シカ 83京都府南丹市 知井地区処理加工施設 イノシシ、シカ

41長野県下伊那郡大鹿村 ヘルシ-Meat大鹿 ニホンジカ 84京都府京丹後市 京たんごぼたん・もみじ比治の里 イノシシ、シカ

42長野県茅野市 信州ナチュラルフーズ ニホンジカ 85京都府福知山市 夜久野ジビエ イノシシ、シカ

43長野県諏訪郡下諏訪町 自然育工房「岳」 ニホンジカ 86京都府伊根町 イノシシ加工処理施設｢やまくじら｣ イノシシ



６
※ 都道府県から報告のあった野生鳥獣の処理加工施設を取りまとめたものであり、すべてを網羅したものではない。

（参考）野生鳥獣を地域資源として活用している事例（平成27年６月１日現在）
番号 所在地 施設名 主な獣種 番号 所在地 施設名 主な獣種

87兵庫県丹波市 シカ有効活用処理施設 シカ 130高知県香美市 べふ峡温泉（香美市観光協会） シカ

88兵庫県丹波市 鹿肉加工施設処理施設 シカ 131高知県長岡郡大豊町 猪鹿工房おおとよ イノシシ、シカ

89兵庫県多可郡多可町 多可町小規模シカ肉処理加工施設 シカ 132高知県香美市 三谷ミート シカ、イノシシ

90兵庫県美方郡香美町 鹿・猪肉加工施設「峰鹿谷」 イノシシ、シカ 133福岡県糸島市 浮嶽くじらセンター イノシシ

91兵庫県姫路市 シカ肉処理加工施設「夢咲鹿工房」 シカ 134福岡県宗像市 宗像市外２市１町鳥獣加工処理施設 イノシシ

92兵庫県穴粟市 資源動物処理加工施設 シカ 135福岡県田川郡添田町 添田町食肉処理加工施設 イノシシ、シカ

93兵庫県佐用郡佐用町 さよう猪鹿工房 シカ 136福岡県京都郡みやこ町 みやこ町有害鳥獣加工施設 イノシシ、シカ

94兵庫県朝来市 お狩庵 イノシシ、シカ 137佐賀県佐賀市 イノシシ処理加工施設 イノシシ

95奈良県吉野郡上北山村 上北山村獣肉利活用協議会上北山特産加工センター イノシシ、シカ 138佐賀県武雄市 武雄鳥獣食肉加工センター 猪突猛進「やまんくじら」 イノシシ

96和歌山県日高川町 日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設中津処理施設 イノシシ、シカ 139長崎県佐世保市 有害鳥獣有効利用施設（いのしし肉加工販売所ヘルシーＢＯＡＲ)イノシシ

97和歌山県日高川町 日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設美山処理施設 イノシシ、シカ 140長崎県南松浦郡新上五島町 有害鳥獣有効利用施設 イノシシ

98和歌山県古座川町 古座川町鳥獣食肉処理加工施設 シカ、イノシシ 141長崎県対馬市 対馬またぎ イノシシ

99鳥取県東伯郡三朝町 イノシシ解体処理施設 イノシシ、シカ 142長崎県松浦市 イノシシ加工所不老の森 イノシシ

100鳥取県鳥取市鹿野町 鹿野町イノシシ食肉解体処理施設 イノシシ 143長崎県長崎市 ながさき夢ファーム イノシシ

101鳥取県西伯郡南部町 イノシシ解体処理施設 イノシシ 144熊本県八代市 泉町下岳地区猪・鹿解体処理施設 イノシシ、シカ

102鳥取県鳥取市河原町 イノシシ・シカ解体処理施設 イノシシ、シカ 145熊本県天草市 山王館 イノシシ

103鳥取県八頭郡若桜町 若桜町獣肉解体処理施設（わかさ29(にく)工房） イノシシ、シカ 146熊本県天草市 五和町イノシシ解体所 イノシシ

104島根県邑智郡邑南町 はすみ特産加工センター猪肉加工場 イノシシ 147熊本県球磨郡多良木町 猪処理センター イノシシ、シカ

105島根県邑智郡美郷町 邑智食肉処理加工場 イノシシ 148熊本県球磨郡五木村 五木村猪・鹿解体処理加工施設 シカ

106島根県益田市美都町 美都猪処理場 イノシシ 149熊本県球磨郡球磨村 球磨村特産処理加工施設 シカ

107島根県江津市桜江町 猪加工販売センター榎木の郷 イノシシ 150大分県国東市 有害鳥獣処理加工施設 シカ

108島根県松江市八雲町 イノシシ資源化施設（解体処理） イノシシ 151大分県臼杵市 有限会社 山川屋 イノシシ

109島根県安来市広瀬町 頑固マタギ倶楽部 イノシシ 152大分県佐伯市 大谷猪肉店 イノシシ、シカ

110島根県飯石郡飯南町 グランディア赤名峠 イノシシ 153大分県杵築市 山香ジビエの郷 イノシシ、シカ

111岡山県赤磐市 イノシシ工房竜天 イノシシ、シカ 154大分県佐伯市 井上猪鹿解体場 シカ、イノシシ

112岡山県加賀郡吉備中央町 イノシシ処理加工施設 イノシシ 155大分県中津市 ぶんごや（株）豊国畜産 イノシシ、シカ

113岡山県加賀郡吉備中央町 イノシシ処理加工施設 イノシシ 156大分県中津市 耶馬溪食肉工房『猪鹿』（ちょろく） イノシシ、シカ

114岡山県美作市 地美恵の郷みまさか イノシシ、シカ 157大分県宇佐市 野畑商店 イノシシ

115広島県呉市 イノシシ処理センター イノシシ 158大分県豊後大野市 YK加工所 イノシシ、シカ

116山口県下関市 下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設 イノシシ、シカ 159大分県杵築市 山香アグリ（食肉処理加工） イノシシ、シカ

117山口県萩市 うり坊の郷katamata イノシシ 160大分県玖珠郡九重町 旦原食肉処理 シカ、イノシシ

118徳島県那賀郡那賀町 木沢シカ肉加工処理施設 シカ 161大分県竹田市 竹田オーストリッチファーム イノシシ、シカ

119徳島県美馬市 美馬市シカ肉等処理加工施設 シカ 162大分県大分市 猪肉鹿解体販売 伊藤 イノシシ

120徳島県阿波市 山里のめぐみ イノシシ、シカ 163大分県大分市 大分県猪生産事業組合 イノシシ

121徳島県三好郡東みよし町 民宿 うり坊 イノシシ 164大分県豊後大野市 女猟師の加工所 イノシシ、シカ

122徳島県三好市 鳥獣処理加工施設（祖谷の地美栄） イノシシ、シカ 165大分県国東市 くにさきジビエ料理研究会 イノシシ、シカ

123愛媛県北宇和郡松野町 松野町獣肉処理加工施設 イノシシ、シカ 166大分県日田市 獣肉処理施設管理組合 イノシシ

124愛媛県上島町 獣肉処理加工施設 イノシシ 167宮崎県児湯郡西米良村 上米良地区資源活用加工所 シカ、イノシシ

125愛媛県西予市 西予市獣肉処理加工施設「ししの里せいよ」 イノシシ 168宮崎県延岡市 県北食品情報サービス（株）食肉処理場 シカ

126愛媛県今治市 イノシシ解体処理施設（シシ活隊） イノシシ 169宮崎県東臼杵郡諸塚村 七ッ山解体処理施設 イノシシ、シカ

127高知県四万十市 しまんとのもり組合 イノシシ、シカ 170宮崎県東臼杵郡諸塚村 飯干解体処理施設 イノシシ、シカ

128高知県安芸郡北川村 ヘルシーミートゆずのむら シカ 171鹿児島県伊佐市 伊佐市有害鳥獣処理施設 イノシシ、シカ

129高知県室戸市 森のお肉屋さん シカ、イノシシ 172鹿児島県阿久根市 いかくら（猪鹿倉）阿久根 イノシシ、シカ


