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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

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）

（２）被害の傾向

対象鳥獣 ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマ、ハク

ビシン、アライグマ、カラス、カワウ

計画期間 令和３年度～令和５年度

対象地域 みどり市全域

鳥獣の種類 被害の現状

品 目 被害数値

ニホンザル 野菜類、いも類等 １，７５２千円 ４４２ａ

ニホンジカ 野菜類、樹木等 農業

１，５７１千円

３９６ａ

林業

２５，６５５千円

６，０１８ａ

イノシシ 水稲、野菜、いも類等 ４，６４２千円 ９４３ａ

ツキノワグマ 樹木（スギ、ヒノキ）等 林業

２２，３４１千円

２８，８２９ａ

ハクビシン 野菜類 ２６千円 ９ａ

アライグマ 被害の報告はないが、市内において捕獲されていることか

ら、今後被害が拡大する恐れがある

カラス 野菜類等 １６３千円 １８１ａ

カワウ 高津戸ダムにコロニーが形成されており、今後水産業被害

が拡大する恐れがある

ニホンザル 群馬県のニホンザル適正管理計画で把握している生息数

は、東町地内に３群（１００頭）、大間々町地内に１群（４

５頭）とされている。生息域の拡大に伴い、今後、被害が増

加する恐れがある。

ニホンジカ 野菜類の農作物被害に加え、林業被害も発生している。生

息域の拡大、また、森林内の生息数の増加に伴い、今後、被

害が急速に増加する恐れがある。

イノシシ 水稲、野菜、いも類等の農作物に対する被害の報告があり、

山林周辺の田畑を中心に被害が拡大している。また、目撃情
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（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

報が対象鳥獣の中では最も多く報告されており、人家周辺に

も出没していることから人身被害も懸念される。

ツキノワグマ 東町及び大間々町の山林に生息し、スギやヒノキの剥皮被

害が増加している。また、人家近くに出没することもあり、

人身被害の発生も懸念される。

ハクビシン 野菜類に対する被害が報告されている。また、人家に侵入

するなどの生活環境被害も増加傾向にある。

アライグマ 本市においても生息範囲が拡大しつつある。近隣市では、

農作物被害が発生していることから、今後、農作物被害が懸

念される。

カラス 夏から秋を中心に水稲、野菜、果樹等に被害が発生してい

る。

カワウ 高津戸ダムにコロニーを形成しているため、水質汚濁、魚

の食害、樹木壊死、悪臭による近隣住民への生活環境被害の

発生が懸念される。

指標 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度）

ニホンザル １，７５２千円 ４４２ａ １，５００千円 ３９０ａ

ニホンジカ 農業

１，５７１千円

３９６ａ

林業

２５，６５５千円

６，０１８ａ

農業

１，４００千円

３５０ａ

林業

２３，０００千円

５，４００ａ

イノシシ ４，６４２千円 ９４３ａ ４，１００千円 ８４０ａ

ツキノワグマ 林業

２２，３４１千円

２８，８２９ａ

林業

２０，１００千円

２５，０００ａ

ハクビシン ２６千円 ９ａ ２０千円 ７ａ

アライグマ 被害が発生、拡大しないよう捕獲等の対策を講じる

カラス １６３千円 １８１ａ １４０千円 １６０ａ

カワウ 被害が発生、拡大しないよう個体数調整等の対策を講

じる

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕獲等

に関す

群馬県第１２次鳥獣保護管理事

業計画に基づき編成した有害鳥獣

狩猟者の減少や高齢化に伴い、捕

獲従事者の育成が急務である。
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（５）今後の取組方針

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

る取組 捕獲隊が、銃器、箱わな及びくく

りわなを使用し、対象鳥獣の捕獲

に従事している。捕獲個体につい

ては、捕獲隊員が埋設等の処理を

行っているほか、ツキノワグマに

ついては、個体を学術研究試料と

して研究機関に提供している。

また、効率的な捕獲や錯誤捕獲の

防止のための捕獲機材の導入、普及

促進が課題である。

防護柵

の設置

等に関

する取

組

市単独補助事業として、有害鳥

獣対策事業費補助を実施してい

る。電気柵等の防護資材の購入経

費に対し、１／２以内、上限７５，

０００円の補助を行っている。

住民の自己防除意識を高めるた

め、防護柵設置について広報で周

知する。

補助事業については、被害の程度

と防護対策の費用を比べた場合、補

助事業を活用するまでに至らない

ケースがある。

設置後の防護柵周辺の環境整備

や管理が徹底されていない。

侵入防止柵の設置や農作物残渣の適正処理等の管理、計画的な対象鳥獣の捕獲

等の個体数管理、竹林整備等の生息地管理の施策を総合的に実施する。

ニホンザル テレメトリー調査により生息状況、群の特性、被害状況など

の基礎データの集積を行い、基礎データに基づいた個体群管理

や本来の生息域へ追い上げ等の対策を講じる。加えて大型囲い

わなによる捕獲を行う。

ニホンジカ 捕獲の担い手確保と捕獲技術の向上などにより確実な個体

数の調整を図る。また、ＩＣＴ等新技術の活用により効率的な

捕獲を行う。

イノシシ 捕獲の担い手確保と捕獲技術の向上などにより確実な個体

数の調整を図る。また、ＩＣＴ等新技術の活用により効率的な

捕獲を行う。併せて竹林整備などの生息環境の整備を推進す

る。

ツキノワグマ 個体数調整捕獲のほか、人的被害が発生する恐れがある際に

は、有害鳥獣捕獲を行う。

ハクビシン 小型獣用箱わなを使用した方法により捕獲を行う。

アライグマ 小型獣用箱わなを使用した方法により捕獲を行う。

カラス 卵や雛の採取を実施していく。

カワウ 鳥獣被害対策支援センターと協力し、個体数調整及び被害防

除対策を行う。
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（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲に関する取組

（３）対象鳥獣の捕獲計画

対象鳥獣の捕獲については、群馬県第１２次鳥獣保護管理事業計画により設置

している市内３地区（笠懸・大間々・東）の有害鳥獣捕獲隊が従事する。また、

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るおそれがある場合

については、みどり市鳥獣被害対策実施隊が従事する。

なお、カワウの個体数調整については鳥獣被害対策支援センターに協力を依頼

する。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和３年

度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

カラス

カワウ

みどり市鳥獣被害防止対策協議会、みどり市内３地

区（笠懸・大間々・東）の有害鳥獣捕獲隊と連携し、

効果的な捕獲機材を導入する。

カワウについては鳥獣被害対策支援センターと協

力し個体数調整を実施する。

令和４年

度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

カラス

カワウ

みどり市鳥獣被害防止対策協議会、みどり市内３地

区（笠懸・大間々・東）の有害鳥獣捕獲隊と連携し、

効果的な捕獲機材を導入する。

カワウについては鳥獣被害対策支援センターと協

力し個体数調整を実施する。

令和５年

度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

カラス

カワウ

みどり市鳥獣被害防止対策協議会、みどり市内３地

区（笠懸・大間々・東）の有害鳥獣捕獲隊と連携し、

効果的な捕獲機材を導入する。

カワウについては鳥獣被害対策支援センターと協

力し個体数調整を実施する。

捕獲計画数等の設定の考え方

近年の捕獲頭数の推移、生息状況や被害発生状況により鳥獣ごとに捕獲計画を
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設定する。

ニホンザル 群れ単位で耕作地及び住宅地に出没し、農業被害及び

生活環境被害が拡大しているため、大型囲いわなによる

捕獲を行い年間１７０頭を捕獲する。

ニホンジカ 群馬県によると市内に約３，５００頭が生息している

と推定され、生息頭数並びに生息区域が拡大している。

群馬県ニホンジカ適正管理計画により、年間の必要捕獲

数が１，３００頭（狩猟を含む）であることから、必要

捕獲数の約７割にあたる９００頭を有害鳥獣捕獲する。

イノシシ 捕獲頭数は平成２９年度２５６頭、平成３０年度２９

５頭、令和元年度５６６頭と右肩上がりで推移している。

今後も被害区域の拡大が予想されるため、令和元年度か

ら実施している狩猟期間中における有害鳥獣捕獲を継続

して行い、年間８００頭を捕獲する。

ツキノワグマ 林業被害防止のため群馬県ツキノワグマ適正管理計画

により定められた制限頭数の範囲（群の生息数の１５％

以内）で個体数調整捕獲を実施する。また人的被害防止

のためやむを得ない場合、関係機関と協議のうえ有害鳥

獣捕獲を行う。

ハクビシン 農業被害のほかに住宅地における生活環境被害が急速

に拡大しているため、小型捕獲器の活用などにより年間

２００頭を捕獲する。

アライグマ 今後、農業被害の発生が予想されることから近隣市の

捕獲状況を踏まえ年間７０頭を捕獲する。

カラス 市内において、水稲、野菜、果樹等への被害が発生し

ているほか、住宅地における生活環境被害が発生してい

ることから年間５０羽を捕獲（採取）する。

カワウ 高津戸ダムにコロニーを形成しているため、群馬県カ

ワウ適正管理計画に基づき、年間１５０羽を個体数調整

する。

対象鳥獣 捕獲計画数

令和３年度 令和４年度 令和５年度

ニホンザル １７０頭 １７０頭 １７０頭

ニホンジカ ９００頭 ９００頭 ９００頭

イノシシ ８００頭 ８００頭 ８００頭

ツキノワグマ 群馬県ツキノワグマ適正管理計画及びみどり市ツキノ

ワグマ地域計画に基づいて捕獲を行う。

ハクビシン １５０頭 ２００頭 ２００頭
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（４）許可権限委譲事項

アライグマ ２５頭 ７０頭 ７０頭

カラス ５０羽 ５０羽 ５０羽

カワウ １５０羽 １５０羽 １５０羽

捕獲等の取組内容

対象鳥獣の捕獲については、関係法令のほか群馬県が定める第１２次鳥獣保護

管理事業計画の方針に基づき実施する。

ニホンザル 被害地域において、年間を通し農地及び農地周辺の山林

等で、銃器、箱わな及び囲いわなによる捕獲を行う。

ニホンジカ 主に被害報告が多い４月から１１月までの期間に山袖

の田畑を中心に箱わな及びくくりわなによる捕獲を行う。

また、狩猟期間においても箱わなによる有害鳥獣捕獲を行

う。加えて狩猟期間後に市内山間部において銃器による集

中捕獲を行う。

イノシシ 主に被害報告が多い４月から１１月までの期間に山袖

の田畑を中心に箱わな及びくくりわなによる捕獲を行う。

また、狩猟期間においても箱わなによる有害鳥獣捕獲を行

う。加えて狩猟期間後に市内山間部において銃器による集

中捕獲を行う。

ツキノワグマ 剥皮被害が発生する４月～８月までの間、箱わなによる

個体数調整捕獲を行う。また人身被害防止等のやむを得な

い場合、関係団体と協議のうえ、安全かつ効果的な方法で

捕獲を行う。

ハクビシン 被害が発生する畑の野菜並びに人家における生活環境

被害の対策として、小型獣用箱わなを使用した捕獲を行

う。

アライグマ 被害が発生する収穫時期の果樹園等並びに人家におけ

る生活環境被害の対策として、小型獣用箱わなを使用した

捕獲を行う。

カラス 電柱などに作られる巣の卵や雛は、施設管理者の協力の

もと、必要に応じ採取を行う。

カワウ 鳥獣被害対策支援センターと協力し、個体数調整及び被

害防除対策を行う。

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

ツキノワグマの出没時における人的被害防止のため、緊急措置としてライフル

銃を所持させる必要性が生じる場合がある。
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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

（２）その他被害防止に関する取組

対象地域 対象鳥獣

みどり市全域 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に

記載された鳥獣種

対象鳥獣 整備内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

市は個人又は農業

者団体等による防護

柵（電気柵）の設置

に対し、補助を行う。

市は個人又は農業

者団体等による防護

柵（電気柵）の設置

に対し、補助を行う。

市は個人又は農業

者団体等による防護

柵（電気柵）の設置

に対し、補助を行う。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和３年

度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

カラス

カワウ

関係機関と連携し、鳥獣被害防止対策の普及啓発を

図る。竹林整備等の生息環境整備を行うとともに、群

馬県が実施する鳥獣保護管理指導員による行動域調査

をもとに、有害鳥獣捕獲隊による追払いを行う。

令和４年

度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

カラス

カワウ

関係機関と連携し、鳥獣被害防止対策の普及啓発を

図る。竹林整備等の生息環境整備を行うとともに、群

馬県が実施する鳥獣保護管理指導員による行動域調査

をもとに、有害鳥獣捕獲隊による追払いを行う。

令和５年

度

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ツキノワグマ

ハクビシン

アライグマ

カラス

関係機関と連携し、鳥獣被害防止対策の普及啓発を

図る。竹林整備等の生息環境整備を行うとともに、群

馬県が実施する鳥獣保護管理指導員による行動域調査

をもとに、有害鳥獣捕獲隊による追払いを行う。
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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

（２）緊急時の連絡体制

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

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

８．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

カワウ

関係機関等の名称 役割

みどり市 被害調査及び連絡調整、情報提供

桐生警察署 地域巡回、情報提供、警戒、広報

桐生森林事務所 関係機関との連絡調整、情報提供

みどり市鳥獣被害対策実施隊 有害鳥獣の捕獲、追払い

鳥獣保護管理指導員 地域巡回、情報提供

指導・情報提供 指導・情報提供

桐生警察署 みどり市 桐生森林事務所

連絡調整・情報提供 連絡調整・情報提供

連絡調整・情報提供 連絡調整・情報提供

連絡調整・情報提供

みどり市鳥獣被害対策実施隊 鳥獣保護管理指導員

連絡調整・情報提供

感染症を防止するため、埋設及び焼却処理を原則とし、必要に応じ学術研究の

試料として研究機関へ検体提供する。

東日本大震災による放射能の影響で県内全域において出荷制限となっており、

利活用は困難な状況にある。制限解除に向けて市で独自に放射能測定検査を行

う。また、解除後の利活用に向けて調査研究を行う。

協議会の名称 みどり市鳥獣被害防止対策協議会

構成機関の名称 役割

みどり市 協議会の運営
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（２）関係機関に関する事項

（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

みどり市農業委員会 協議会と被害農業者の連携、各種情報の収集と

提供

みどり市鳥獣被害対策実施隊 鳥獣の捕獲、追払い

野生鳥獣の生息状況等の情報の収集及び提供みどり市笠懸町有害鳥獣捕獲

隊

大間々町有害鳥獣捕獲隊

東町有害鳥獣捕獲隊

鳥獣保護管理指導員 各種情報の収集及び提供

新田みどり農業協同組合 協議会と被害農林業者の連携、各種情報の収集

及び提供桐生広域森林組合

わたらせ森林組合

群馬県農業共済組合みどり支

所

東部農業事務所 技術供与と支援、資料収集、情報の共有

桐生森林事務所

関係機関の名称 役割

鳥獣被害対策支援センター 技術供与と支援、資料収集、情報の共有、カワ

ウの捕獲と被害防除

銃猟免許を所持している者の内から被害防止対策の実施に積極的に取り組む

ことが見込まれる者を任命する。構成は隊長１名、副隊長２名、及び隊員７７名

以内とする。なお、実施隊は、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緊急に対処する。また、鳥獣被害防止

及び生息状況の調査を計画的に行い、鳥獣被害防止に努めるものとする。

捕獲の担い手を確保するため、県が主催するわな猟免許取得講習会等へ積極的

に参加をし実施体制の整備を図る。

また、市内の有害鳥獣捕獲隊に入隊することを要件に、わな猟免許取得費用並

びに銃猟免許取得費用に対し補助金を交付する。

広域連携の有害鳥獣対策として、赤城山麓有害鳥獣対策協議会（前橋市・桐生

市・渋川市・みどり市・昭和村・沼田市）に加盟し、イノシシ対策を中心に、関

係自治体相互の現状把握を行い、有害鳥獣被害対策を広域的視点で協議し、被害

防止対策等を検討する。
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また、県境を越えた対策として、両毛（太田市・みどり市・桐生市・足利市・

佐野市・伊勢崎市・板倉町）有害鳥獣対策担当者会議を幹事持ち回りで定期的に

開催し、群馬栃木県境（両毛広域）のイノシシ被害対策を中心に研修会等を実施

する。


