
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記３の第６関係）

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和３年度報告）
山口県

１　被害防止計画の作成数、特徴等
　県内全ての市町（19市町）において、被害防止計画が作成されている。
　このうち、萩市と阿武町が広域の被害防止計画を作成している。

２　事業効果の発現状況
　本事業においては、有害捕獲、侵入防止柵の整備及び緊急捕獲活動等に取り組んでおり、一定の成果を得ている。

３　被害防止計画の目標達成状況
　評価対象は１計画であり、被害金額の目標は未達であったものの、被害面積の目標は達成した。

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

R1 ｲﾉｼｼ
ｼｶ
ｻﾙ
ﾀﾇｷ
ｱﾗｲｸﾞﾏ
ｶﾗｽ

有害捕獲

鳥獣被害防止施設

緊急捕獲活動

サル大型囲いわな　１基

侵入防止柵　8,584m

イノシシ　　 639頭
シカ　　　　　659頭
サル　　 　　　89頭
タヌキ　　　 　  6頭
アライグマ      8頭
カラス　　　　　 1羽

美祢市有
害鳥獣被
害防止対
策協議会

R1.8～

R2.3～

100% 侵入防止柵設置による農林産物の被害軽減及び捕獲効
率の向上
捕獲檻の整備及び捕獲圧の維持による捕獲数の向上

R2 ｲﾉｼｼ
ｻﾙ
ｼｶ
ｱﾗｲｸﾞﾏ
ｶﾗｽ

鳥獣被害防止施設

緊急捕獲活動

侵入防止柵　11,434ｍ

イノシシ　1,036頭
シカ　　　 1,004頭
サル　　　 　  93頭
タヌキ　　   　10頭
アライグマ 　26頭
ヌートリア  　45頭
カラス            4羽

美祢市有
害鳥獣被
害防止対
策協議会

R3.3～ 100% 侵入防止柵設置による農林産物の被害軽減及び捕獲効
率の向上
捕獲圧の維持による捕獲数の向上

R3 ｲﾉｼｼ
ｻﾙ
ｼｶ
ｱﾗｲｸﾞﾏ
ｶﾗｽ

有害捕獲

重点捕獲対策強化

鳥獣被害防止施設

緊急捕獲活動

サル用大型囲いわな　1基

箱わな　2基

侵入防止柵　4,753ｍ

イノシシ  1,172頭
シカ        1,153頭
サル            43頭
タヌキ            4頭
アライグマ     6頭
ヌートリア 　 26頭
カラス            2羽

美祢市有
害鳥獣被
害防止対
策協議会

R3.8～

R4.2～

R4.3～

100% 侵入防止柵設置による農林産物の被害軽減及び捕獲効
率の向上
捕獲檻の整備及び捕獲圧の維持による捕獲数の向上

山口県 - R3 - 新技術実証・普及活動
ジビエ利用拡大

実証３課題
ジビエ個別相談会、個別
現地指導

- - - 効率的かつ効果的な防護、捕獲技術の開発及び実証
ジビエ処理施設に対する専門家の指導による衛生管理の
向上

- - - - - - 　実証成果について、市町
や関係団体等に情報提供
するとともに、現地適用が
可能な技術について普及
を図る。
　また、ジビエの利用拡大
のために、処理施設の衛
生管理の向上とともに、ジ
ビエの普及啓発・販路拡
大を図る。

- -

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

５　都道府県による総合的評価

　山口県全体の被害額は、平成22年度の８億円をピークに減少傾向にあり、令和３年度は3.9億円まで減少した。今後も引き続き農林業被害を軽減するため、各種事業を活用しながら、地域住民主体の「捕獲」、「防護」、「生息地管理」による総合的な被害
防止対策を推進し、地域ぐるみで取り組む被害防止活動を全県展開する。

都道府県の評価

美祢市有害鳥
獣被害防止対
策協議会

美祢市 16,267
千円

21,293
千円

-177% 20.38
ha

16.19
ha

283% 　侵入防止柵を順次整備
し、被害の軽減効果は出
ているが、未整備の地区
に被害が集中している。捕
獲数は向上しているもの
の、農家の減少、耕作放
棄地の増加及び空家の増
加により、鳥獣が出没しや
すくなっており、反収の高
い梨や栗等の被害も増加
しているため、被害額の軽
減目標は未達成となって
いる。
　イノシシについては、被
害額の過半数を占めてお
り、捕獲計画数の目標が
未達成であることから、捕
獲圧を高めていく必要が
ある。
　シカについては、生息域
が拡大傾向にあるため、イ
ノシシ用の侵入防止柵が
設置されている地区で柵
の嵩上げ等の対策を講じ
ていく必要がある。
　今後も、侵入防止柵を整
備するとともに、捕獲の担
い手の確保等により捕獲
圧を高め、被害の軽減を
図る。

 イノシシは、防護柵により
被害面積と量が減少した
ものの、被害額が目標未
達であるため、引き続き捕
獲圧を強めて、生息密度
低下を図る必要がある。ま
た、アライグマ、カラスを含
めて、果樹園の被害状況
を把握して、防護・捕獲・環
境対策を進めていく必要
がある。
　シカについても防護柵の
効果が認められるので、生
息域の拡大方向に留意し
て、優先順位を決めた上
での対応が望まれる。
 サルについては、捕獲頭
数が減少傾向にある。捕
獲を継続し、地域ぐるみの
追い払いを実施すること
で、被害額の減少に努め
てほしい。

　イノシシの被害金額は目
標未達であるものの、面積
については目標を達成し
ている。
　サル、シカについては、
被害面積、金額ともに目標
を達成している。
　今後、被害金額の過半を
占めるイノシシを中心に、
被害減少に結びつく加害
個体の捕獲、侵入防止柵
の整備、生息環境管理な
ど総合的な対策に努める
必要があり、地域ぐるみの
被害防止活動の取組を市
内に波及させていくことが
重要である。

被害金額 被害面積

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、
　　　被害が生じた場合の要因と対応策、設置に係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。

事業実施主体名
対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果



別記６様式第10号（別記６の第６の１の（１）、別記６の第６の２関係）

鳥獣被害防止対策促進支援事業（中山間地域等鳥獣被害防止施設整備事業）の評価報告（令和３年度報告）
山口県

１　被害防止計画の作成数、特徴等
　県内全ての市町（19市町）において、被害防止計画が作成されている。

　このうち、萩市と阿武町が広域の被害防止計画を作成している。

２　事業効果の発現状況
　本事業においては、侵入防止柵の整備に取り組んでおり、一定の成果を得ている。

３　被害防止計画の目標達成状況
　評価対象は１計画であり、被害金額の目標は未達であったもの、被害面積の目標は達成した。

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

美祢市有害鳥
獣被害防止対
策協議会

美祢市 R3 ｲﾉｼｼ
ｼｶ
ｻﾙ
ﾀﾇｷ
ｱﾗｲｸﾞ
ﾏ
ｶﾗｽ

鳥獣被害防止施設 侵入防止柵　6,838m 美祢市有
害鳥獣被
害防止対
策協議会

R4.3～ 100% 侵入防止柵設置による農林産物の被害
軽減、捕獲効率の向上及び生産コストの
低減

16,267
千円

21,293
千円

-177% 20.38
ha

16.19
ha

283% 　侵入防止柵を順次整備し、
被害の軽減効果は出ている
が、未整備の地区に被害が集
中している。捕獲数は向上し
ているものの、農家の減少、
耕作放棄地の増加及び空家
の増加により、鳥獣が出没し
やすくなっており、反収の高い
梨や栗等の被害も増加してい
るため、被害額の軽減目標は
未達成となっている。
　イノシシについては、被害額
の過半数を占めており、捕獲
計画数の目標が未達成である
ことから、捕獲圧を高めていく
必要がある。
　シカについては、生息域が
拡大傾向にあるため、イノシシ
用の侵入防止柵が設置されて
いる地区で柵の嵩上げ等の対
策を講じていく必要がある。
　今後も、侵入防止柵を整備
するとともに、捕獲の担い手の
確保等により捕獲圧を高め、
被害の軽減を図る。

　イノシシは、防護柵により被
害面積と量が減少したもの
の、被害額が目標未達である
ため、引き続き捕獲圧を強め
て、生息密度低下を図る必要
がある。また、アライグマ、カラ
スを含めて、果樹園の被害状
況を把握して、防護・捕獲・環
境対策を進めていく必要があ
る。
　シカについても防護柵の効
果が認められるので、生息域
の拡大方向に留意して、優先
順位を決めた上での対応が望
まれる。
　サルについては、捕獲頭数
が減少傾向にある。捕獲を継
続し、地域ぐるみの追い払い
を実施することで、被害額の
減少に努めてほしい。

　イノシシの被害金額は目標
未達であるものの、面積につ
いては目標を達成している。
　サル、シカについては、被害
面積、金額ともに目標を達成
している。
　今後、被害金額の過半を占
めるイノシシを中心に、被害減
少に結びつく加害個体の捕
獲、侵入防止柵の整備、生息
環境管理など総合的な対策に
努める必要があり、地域ぐる
みの被害防止活動の取組を
市内に波及させていくことが重
要である。

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる都道府県捕獲促進支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

５　都道府県による総合的評価
　山口県全体の被害額は、平成22年度の８億円をピークに減少傾向にあり、令和３年度は3.9億円まで減少した。今後も引き続き農林業被害を軽減するため、各種事業を活用しながら、地域住民主体の「捕獲」、「防護」、「生息地管理」による
総合的な被害防止対策を推進し、地域ぐるみで取り組む被害防止活動を全県展開する。

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、
　　　被害が生じた場合の要因と対応策、設置に係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。

事業実施主体名
対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価

　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず
        記載すること。

第三者の意見 都道府県の評価被害金額 被害面積


