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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 イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ツキノワグマ 

鳥類（ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト、カルガモ、カワウ） 

ハクビシン、アライグマ 

 計画期間 令和４年度～令和６年度 

 対象地域 栃木市全域 

 

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２年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

ニホンジカ 

  〃（令和元年度） 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

カラス類、ドバト 

カモ類 

カワウ 

ハクビシン 

アライグマ 

水稲、イモ類、栗、タケノコ 

水稲、野菜類 

スギ、ヒノキ、その他針葉樹及び広葉樹 

野菜類、タケノコ、シイタケ 

栗、果樹類 

水稲、生活環境被害、ブドウ 

水稲 

アユ 

ブドウ、イチゴ 

果樹、イチゴなど 

1,240千円、330a 

23千円、 27a 

1,425千円、0.51ha 

－ 

－ 

56千円 1a 

－ 

－ 

4,979千円、41a 

－ 

（２）被害の傾向 

イノシシは、市北部～西部の中山間地、市街地西部の大平山県立自然公園周辺、東部

～南部の思川河川敷周辺、渡良瀬遊水地に生息が定着している。夏から秋にかけて食害・

ヌタ打ちによる水稲被害、年間を通じて土手の掘り起こし、水路の崩壊などの被害が発

生している。 

ニホンジカは、市北部～西部の中山間地から、東部～南部の思川河川敷周辺、渡良瀬

遊水地へ生息域が拡大し、水稲、野菜等への被害が発生している。 

イノシシ・ニホンジカの農業被害は、国庫補助金や市補助金を活用したワイヤーメッ

シュ柵、電気柵の普及により減少している。 

イノシシ・ニホンジカとの交通事故が山間部の主要道路で発生している。 

ニホンザルは、以前より、市北西部の星野町～梅沢町にかけて群れの出没が確認され

ており、野菜、果実、家畜飼料等の食害、家屋内への侵入など生活被害が発生しており、

捕獲や柵・ネットの設置による被害防止を実施しているが、捕獲頭数も少なく、対応が

難しい状況である。 

ツキノワグマについては寺尾地区、西方町真名子地区など従来より目撃情報がある地

域での目撃が増えているほか、岩舟町小野寺地区をはじめ国道 293 号沿線など新たな地
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域での目撃も発生している。 

ハクビシン・アライグマについては市内全域で、ブドウ・イチゴの被害、生活環境被

害が発生し、特にアライグマの捕獲件数が増加している。 

鳥類（ハシブトガラス・ハシボソガラス・ドバト・カルガモ・カワウ）については、果

樹・飼料等の食害、漁業被害、生活環境被害が発生しており、銃による駆除を地域ごと

に年１～２回実施し、被害の抑制を図っている。 

 

【別図－１】被害マップ参照 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 対象種 
現状値 

(令和２年度) 

目標値 

(令和６年度) 

被害金額 

イノシシ・シカ・サル １,２６３千円 １,０００千円 

鳥類 ５６千円 ４５千円 

ハクビシン ４,９７９千円 ４,０００千円 

被害面積 

イノシシ・シカ・サル ３５７ａ ２８０ａ 

鳥類 １ａ １ａ 

ハクビシン ４１ａ ３３ａ 

 

（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 

 

 

１．猟友会への委託及び実施隊に

よる捕獲。 

２．捕獲体制の整備 

  駆除従事者の確保のため、わ

な猟免許取得・更新に係る費用

の補助を行った。 

駆除従事者 

・平成30年度：72名 

・令和元年度：14名 

・令和２年度：10名 

３．捕獲オリの設置 

・平成30年度：187基 

・令和元年度：217基 

・令和２年度：245基 

４．捕獲鳥獣の処理方法 

駆除従事者の負担軽減のた

これまで生息の無かった地域（思

川周辺など）での駆除従事者の確保

をはじめとする実施体制の整備が課

題となっている。 

アライグマ・ハクビシンについて

は、被害住民自らが駆除する体制と

しているが、箱ワナを貸与しても捕

獲できない例もあり、適正な指導が

必要。 
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め、無償で平成21年度末からと

ちぎクリーンプラザで焼却処分

を可能としている。 

５．小型箱ワナの貸し出し 

ハクビシン・アライグマ捕獲

用の箱ワナ ４７台 

防護柵の

設置等に

関する取

組 

侵入防止柵設置(H30～R2) 

個人が設置したものに対し、

市が補助したもの 

・電気柵   L=33.9km 

・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 L=20.4km 

・金網柵   L= 1.2km 

獣害対策のための里山林等の刈払

い 

（H30～R2県民税事業） 

・大平町西山田    2ha 

（H30～R1県民税事業） 

・大平町下皆川    2ha 

・岩舟町小野寺    2ha 

河川敷緩衝帯整備支援事業 

・大光寺町     2.5ha(R1) 

・大久保町     2ha(R2) 

イノシシ・シカ等の被害がある地域

においては、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵、電気柵等の

侵入防止柵の普及につとめ、被害防止

に効果を上げてきた。 

一方で、設置方法の誤りや、その後

の管理が不十分であることなどから、

効果を得られなかったり、再度の侵入

が発生したりする事例もあるため、正

しい設置・管理のための講習や、設置

後の集落全体での管理体制の構築が

必要である。 

また、地域住民の人口減少や高齢化

により柵の管理・修繕や緩衝帯の維

持・管理が困難になっている。 

 

（５）今後の取組方針 

ア 捕獲の強化を図るため、捕獲オリの増設と駆除従事者の増員および被害地区住民

による捕獲の支援体制を整備する。 

イ 里山の生息環境管理として、生ごみや放任果樹の除去や、里山の刈払い等集落自

身が実施する環境整備をさらに進める。 

ウ 農業者個人が設置する侵入防止柵のほか、被害地区の集落点検による一体的、計

画的な侵入防止柵を設置することにより、二重三重の防除対策を進める。 

エ 新たに被害が出始めた地区を対象に被害対策講習会等を開催し、被害地区住民が

主体となった獣害に強い集落づくりを進める。 

オ 生息域が拡大するハクビシン・アライグマの捕獲については、被害を受けている

住民に対して、わなの貸し出しを行い、併せて処分補助に対する支援を行う。 

 

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 



4 

 

 イノシシ・シカ・サル及び鳥類については、栃木市内の猟友会と委託契約を結び、各

支部ごとに担当区域を分け、箱わなの管理、捕獲した鳥獣の処理を行う。 

捕獲方法については、捕獲許可を受けたものが銃器（散弾銃・ライフル銃・空気銃）

及びわな（箱わな・くくりわな）による捕獲を基本として実施する。 

 また、捕獲体制を強化するために個人の罠によるイノシシ・シカの有害捕獲に対して

支援を行う。 

これとあわせ、実施隊活動として、西方地域の市所有箱わなに係る箱わな監視員によ

るイノシシ・シカの捕獲、イノシシ・シカ・クマ等大型獣の市街地や人家付近への出没

などの際の緊急捕獲を実施する。 

 ハクビシン・アライグマ駆除は市が小型箱わなを貸し出し、被害を受けている住民が

自ら捕獲する。しかし、被害住民による捕獲・駆除が困難な場合には、市職員および猟

友会（実施隊）による指導を行い、処分が困難な場合には、猟友会が処分を行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

 

令和４年度 

 

ニホンジカ 

ニホンザル 

イノシシ 

ツキノワグマ 

鳥類 

ハクビシン・アライグマ 

・技術指導者の育成 

・わな免許取得の推進 

・被害地区住民による捕獲の支援体制の

構築 

 

 

令和５年度 

 

ニホンジカ 

ニホンザル 

イノシシ 

ツキノワグマ 

鳥類 

ハクビシン・アライグマ 

・技術指導者の育成 

・わな免許取得の推進 

・被害地区住民による捕獲の支援体制の

構築 

 

 

令和６年度 

 

ニホンジカ 

ニホンザル 

イノシシ 

ツキノワグマ 

鳥類 

ハクビシン・アライグマ 

・技術指導者の育成。 

・わな免許取得の推進 

・被害地区住民による捕獲の支援体制の

構築 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

近年、イノシシの捕獲数は横ばい状態であるが、ニホンジカの捕獲数は急増してい
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る。これらの獣類による農作物の被害面積・被害金額が発生していることを踏まえ、被

害実態に合わせた捕獲計画数を設定する。 

イノシシについては豚熱が栃木県内で発生したことから、捕獲で使用した靴、衣類、

道具、車両等へ消毒する及び捕獲したイノシシを現場に埋設せず搬出する際、血液等が

漏出しないようビニールで密封する等の防疫措置を講じながら捕獲を強化する。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数（頭・羽） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

イノシシ １,８００  １,８００  １,８００  

ニホンジカ ８００  ８００  ８００  

ニホンザル ２０  ２０  ２０  

ツキノワグマ －  －  －  

ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ・ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ ４００  ４００  ４００  

ドバト ２００  ２００  ２００  

カルガモ ２００  ２００  ２００  

カワウ １００  １００  １００  

ハクビシン ３００  ３００  ３００  

アライグマ ３００  ３００  ３００  

 

 捕獲等の取組内容 

・イノシシ・ニホンジカ・ニホンザルについては、対象種および被害地区毎に捕獲許可

をとり、年間を通じて捕獲オリおよびくくりわな、銃器を使用した捕獲を地元猟友会の

駆除従事者に委託して実施する。また、被害を受けている農業者等、及び被害を受けて

いる農業者等から依頼を受けた個人が捕獲を行う。 

・鳥類については、必要に応じて期間、区域を定めて有害捕獲許可をとり、地元猟友会

の駆除従事者に委託し銃器を使用した捕獲を実施する。 

・ハクビシン・アライグマについては、被害を受けている農業者等が被害状況に応じて

有害捕獲許可をとり、捕獲を実施する。市は捕獲資材の貸出、指導、助言等の支援を行

う。処分が困難な場合には、猟友会（実施隊）が処分を行う。 

・平成 29年 4月に設置した鳥獣被害対策実施隊では緊急捕獲及び西方地域での箱わな監

視を実施する。 

・豚熱（CSF）の感染拡大を防止するため、捕獲後は消毒等の防疫措置を実施する。 

 

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 

大型獣（イノシシ・シカ・クマ）の緊急捕獲等を想定し、捕獲及び止刺しに使用する。 
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（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

栃木市 すべての鳥獣（平成１９年度許可権限の委譲済） 

 

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 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 

  L=5.0Km 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 

  L=5.0Km 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 

  L=5.0Km 

（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４年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

鳥類 

ハクビシン・アライグマ 

被害集落において、侵入防止策の設置・

管理、環境整備、追払い等を実施できるよ

う、相談、研修等に取り組む。 

 

 

令和５年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

鳥類 

ハクビシン・アライグマ 

被害集落において、侵入防止策の設置・

管理、環境整備、追払い等を実施できるよ

う、相談、研修等に取り組む。 

 

 

令和６年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

鳥類 

ハクビシン・アライグマ 

被害集落において、侵入防止策の設置

・管理、環境整備、追払い等を実施でき

るよう、相談、研修等に取り組む。 

 

 

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 

栃木県県南環境森林事務所 

栃木県下都賀農業振興事務所 

被害情報収集、情報提供、被害対策指導等 
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栃木県猟友会 

・栃木支部 

・下都賀連合第三支部 

・下都賀連合大岩支部 

・鹿沼支部西方地区 

・藤岡支部 

有害鳥獣の捕獲、駆除 

栃木警察署生活安全課 被害情報収集、情報提供、地域巡回、住民の安全確保等 

栃木市産業振興部農林整備課 被害情報収集、連絡調整、情報提供、被害対策指導等 

栃木市総務部危機管理課 緊急時の情報収集および各機関への情報提供 

（２）緊急時の連絡体制 

 

市民 

 

栃木警察署 

 

栃木市 

農林整備課 
 

市民 

  
 

 

 

  

   

猟友会 

各支部 

 市 

危機管理課 

 ・県南環境 

森林事務所 

・下都賀農業 

振興事務所 

 ・栃木市 

教育委員会 

・関係自治会 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲個体（イノシシ・シカ・サル）については、基本的にとちぎクリーンプラザへ搬

入し焼却を原則とするが、イノシシ・シカについては捕獲駆除従事者の判断により自家

消費も可能とする。 

ただし、自家消費については、本県のイノシシには放射性物質の影響による出荷制限

があることから、駆除従事者にその旨を啓発するとともに、モニタリング調査結果の情

報提供を速やかに行う。また、E 型肝炎等の食中毒等に対する注意喚起を定期的に実施す

るとともに疾病に罹患している等の異常が認められる場合は、食用に供することがない

よう注意喚起を行う。 

 

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 

イノシシ肉及びシカ肉については、原子力災害特別措置法に基づく出荷制限があるこ

とから、駆除従事者にその旨を周知徹底し、自家消費の自粛を促す。 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 
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（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 栃木市野生鳥獣被害対策連絡協議会 

構成機関の名称 役割 

被害地区自治会連合会長 被害状況の把握および情報提供 

農業協同組合 被害の把握、獣害対策技術の普及 

農業共済組合 被害の把握、共済加入者の獣害対策設備設置支援 

森林組合 森林被害の把握および対策 

漁協組合 被害状況の把握および情報提供 

市内猟友会各支部長 有害鳥獣捕獲 

県南環境森林事務所 

下都賀農業振興事務所 

被害防止対策の技術的指導、情報提供 

栃木市産業振興部農林整備課 協議会事業の実施、協議会事務、被害対策等 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

栃木警察署 市民の安全対策 

栃木市教育委員会 児童、生徒の安全対策 

県南地域鳥獣被害対策連絡会議 情報交換および広域的な被害対策 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２９年４月に設置。学習会講師、箱ワナ位置図等の資料作成、箱ワナ監視（西

方地域）、緊急捕獲等に従事している。 

[組織図] （隊員数 94名（内対象鳥獣捕獲員 89名） 

隊長(農林整備課長)1名－副隊長(猟友会代表)10名－隊員(猟友会)79名 

            －副隊長（市職員）1名－隊員（市職員）3名 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

被害地区住民が主体となった、被害地区毎の被害状況に応じた獣害に強い地域づく

りを推進する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

県南地域鳥獣被害対策連絡会議での連絡調整。 

被害・生息地区が隣接している小山市、佐野市、鹿沼市、野木町、茨城県古河市、埼

玉県加須市、群馬県板倉町と連携し広域的・効果的な被害対策について検討・協議す

る。 
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【別図－１】被害マップ 

R3 イノシシ生息及び被害箇所 R3 ニホンジカ生息及び被害箇所 

  
 

R3 ニホンザル生息及び被害箇所 R3 ツキノワグマ生息及び被害箇所 

  

 


