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（注）１ 共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画

主体には（代表）と記入する。 

２ 被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。 

 



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 ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン、

アライグマ、タヌキ、アナグマ、ツキノワグマ、 
鳥類 
（カラス・ヒヨドリ・ムクドリ・ハト・スズメ） 

 計画期間 平成２９年度～平成３１年度 

 対象地域 神奈川県 伊勢原市 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 

   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村

名を記入する。 

 
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（平成２６年度） 
鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

ニホンザル 

 

果樹 

野菜 

いも類 

豆類 

その他 

合計 

5.347ha   3,846千円 

1.034ha    4,662千円 

0.382ha      525千円 

0.055ha        28千円 

0.020ha       0千円 

6.838ha   9,061千円 

イノシシ 

 

果樹 

野菜 

いも類 

水稲 

その他 

合計 

5.481ha    6,239千円 

1.825ha    665千円 

0.060ha       114千円 

0.070ha     19千円 

0.244ha     68千円 

7.680ha     7,104千円 

ニホンジカ 

 

 

果樹 

野菜 

いも類 

水稲 

その他 

合計 

1.926ha   1,721千円 

0.537ha   1,001千円 

0.028ha        63千円 

0.218ha    112千円 

0.199ha     68千円 

2.908ha   2,965千円 

ハクビシン 果樹 

野菜 

豆類 

その他 

合計 

1.542ha    618千円 

0.130ha       190千円 

0.172ha        58千円 

0.140ha       68千円 

1.984ha     935千円 

タヌキ 野菜 

豆類 

合計 

0.200ha       556千円 

0.020ha        15千円 

0.220ha     571千円 



アライグマ 果樹 

豆類 

合計 

0.110ha     62千円 

0.050ha        11千円 

0.160ha      73千円 

アナグマ 果樹 

合計 

0.083ha     10千円 

0.083ha     10千円 

ツキノワグマ 果樹 

合計 

0.496ha     99千円 

0.496ha     99千円 

鳥類 

 

 

 

果樹 

野菜 

豆類 

その他 

合計 

3.402ha    3,064千円 

1.096ha   3,455千円 

0.090ha        18千円 

0.110ha        33千円 

4.698ha     6,571千円 

その他・不明 果樹 

野菜 

豆類 

合計 

0.358ha      497千円 

0.010ha      39千円 

0.050ha         4千円 

0.418ha       540千円 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、

水産業に係る被害を除く。）等を記入する。 

 
（２）被害の傾向 

○ニホンザル 

 年間を通じて果樹（主にミカン・カキ）・野菜類への農作物被害の他、

人家侵入や人への威嚇等の生活被害を発生させている。市内には、丹沢地

域個体群に属する６つの群〔大山群（４９頭）・日向群（４８頭）・子易

群（１１頭）・不明群（１３頭）・高森集団（３頭）・煤ヶ谷群（４１頭

）〕 が生息しており、特に大山群・日向群・子易群については農業被害

地域が拡大している。継続的に組織的追い払いや自衛組織による追い払い

を行っているが、追い払い、追い上げが難しくなってきている。 

○イノシシ 

 山林に接している農地を中心に年間を通じて農作物への被害を発生させ

ている。また、人家周辺の里山に生息する個体数が増え、その周辺の農地

では被害が多発している。また、農地の掘り起こしや畦畔の崩壊等、農業

に深刻な影響を及ぼしている。観光地大山の旅館や民家の庭・土手などの

掘り起しによる生活被害も増加している。更に、平成２８年度には市民が

イノシシに襲われて怪我をするという人身被害が発生している。 

 また、ヤマビル運搬動物のため、農業者、地域住民、観光客等へのヤマ

ビルによる吸血被害を誘発している。 

○ニホンジカ 

 山林に接している農地を中心に年間を通じて農作物への被害を発生させ

ている。また、人家周辺の里山に生息する個体数が増え、その周辺の農地

では被害が多発している。 



 更に、ヤマビル運搬動物のため、農業者、地域住民、観光客等へのヤマ

ビルによる吸血被害を誘発している。 

○ハクビシン 

 市内全域に生息し、年間を通じて主に果樹・野菜類に被害を及ぼしてい

る。更に空き家等に生息し、周辺農地や住宅地内にある果樹や家庭ゴミな

どに被害が出ている。人家の屋根裏等に侵入し、フン害や足音による騒音

被害も発生している。 

○アライグマ 

 市内全域で生息が確認され、農作物被害及び人家侵入等の生活被害が増

加している。 

○タヌキ 

 里山を中心にその周辺で生息が確認されており、果樹・野菜等の被害が

増加している。 

○アナグマ 

 里山を中心にその周辺で生息が確認されており、果樹・野菜等の被害が

増大している。 

○ツキノワグマ 

 近年、里地の果樹（カキ・ミカン）の被害が増大している。更に民家が

カキ畑に隣接しており、日中に人里で目撃されるなど、いつ人身被害が発

生してもおかしくない危機的状態である。 

○鳥類（カラス・ヒヨドリ・ムクドリ・ハト・スズメ） 

 市内全域において、果樹・野菜の播種時、収穫直前に被害を及ぼしてい

る。また、市街地でのフン害や鳴き声による騒音、ゴミを荒らす等の被害

が増加している。 

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、

被害地域の増減傾向等）等について記入する。 

   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 
（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（平成２６年度） 目標値（平成３１年度） 

被害金額 ２７，９３１千円 １９，５５２千円 

被害面積   ２５．４９ｈａ １７．８５ｈａ 

被害減少率  被害金額、被害面積 

とも３０％以上削減 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目

標値を記入する。 

   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 
 
 
 
 



（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 

 

 

○ニホンザル 

 第３次神奈川県ニホンザル保

護管理計画に基づき、各地区有

害鳥獣対策協議会、鳥獣被害対

策実施隊、専門業者が連携して

対策を実施。 

・各地区ごとの組織的な追い払

い 

・サル追い払い隊員による出没

状況の確認及び位置情報のメ

ール配信 

・ニホンザル自衛組織による追

い払い活動 

・箱わなによる捕獲 

・大型捕獲檻、麻酔銃による捕

獲 

○ニホンジカ 

 第３次神奈川県ニホンジカ保

護管理計画に基づき、銃器（猟

友会に依頼）及び箱わな・くく

りわな（設置及び管理：猟友会

・農業者、止めさしは猟友会）

により実施。 

○イノシシ 

 市の許可により、被害予察に

よる捕獲を銃器（猟友会に依頼

）及び箱わな・くくりわな（設

置及び管理：猟友会・農業者、

止めさしは猟友会）により実施

。 

○ハクビシン、タヌキ 

 市の許可により、被害予察に

よる捕獲を、箱わな（設置及び

管理：農業者）により実施。 

○アライグマ 

 第３次神奈川県アライグマ防

除実施計画に基づく捕獲を、箱わ

な（設置及び管理：農業者）によ

り実施。 

・生息域の拡大による、農作物

被害や生活被害の増加 

・猟友会の高齢化と会員の減少 

・農業後継者不足や鳥獣被害に

より農地が荒廃し、獣類の棲

家になっている。 

・銃器による捕獲が困難な地域

における鳥獣の被害防止対策 

・捕獲檻の適正な管理（餌交換

・周辺整備等） 

・サルの追い払いの定期的な実

施 

・サルの頭数が増加している群

れは追払いや追上げが困難。 

・放棄果樹や農地周囲への捨て

野菜など野生動物の餌になり

餌付け状態になっている。 

・野生動物の生息域が山間部に

餌がないため人間の生活圏で

生息している。 

・タヌキ、アナグマの生息数の

増加による、農業被害の増加 



○ツキノワグマ 

 神奈川県等関係機関と連携し

て対応。 

○鳥類 

 市の許可により、被害予察に

よる捕獲を銃器（猟友会に依頼

）により実施。カラスについて

は大型捕獲檻での捕獲を検討。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

・H14～H16にかけて県が市内全

長16.5kmに渡り広域獣害防止

柵（金網柵）を設置した。そ

の後、市が移管を受けて伊勢

原市有害鳥獣対策協議会の各

地区委員により維持管理を実

施している。 

・H23～H28にかけて伊勢原市有

害鳥獣対策協議会と伊勢原市

鳥獣被害対策実施隊とで、３

戸以上の農地（集落）を囲う

侵入防止柵を設置。 

H23：市内２地区で1.6km 

H24：市内３地区で2.5km 

H25：市内１地区で1.0km 

H26：市内３地区で3.0km 

H27：市内３地区で3.7km 

H28：市内２地区で3.2km 

・柵の設置に伴い、柵周囲の緩

衝帯の整備や放任果樹の除去

を実施。 

・H26及びH28に大山地区有害鳥

獣対策協議会及び地域住民に

より、ツキノワグマ出没抑制

対策として緩衝帯整備を行っ

た。 

・維持管理 

・未設置地域の被害の増加 

・柵の開口部対策 

・設置に関する申請書類等の作

成が負担 

（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課

題について記入する。 

   ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の

導入、捕獲鳥獣の処理方法等について記入する。 

   ３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・

管理、緩衝帯の設置、追上げ・追払い活動、放任果樹の除去等につい

て記入する。 



（５）今後の取組方針 

 被害防止対策を実施する際は、伊勢原市有害鳥獣対策協議会と伊勢原市

鳥獣被害対策実施隊とが連携し、更に地域住民が一体となった取り組みを

行っていく。 

人と野生動物の棲み分けを図るため、地域が主体となって、集落環境調査

（診断）を行い、被害に遭わない集落を整備していく。 
○ニホンザル 

 個体数調整については従来の箱わなによる捕獲に加えて、専門技術者な

どに依頼し、新たな捕獲手法（麻酔銃等）を検討・導入し効率的な捕獲を

進めていく。また、組織的な追い払いを実施するとともに、地域住民によ

る自衛組織による追い払い等の対策を支援する。被害対策を進めるにあた

っては、第４次神奈川県ニホンザル管理計画に基づいて実施していく。 
○イノシシ 

 銃器及び箱わな・くくりわなによる捕獲を実施していく。また、広域獣

害防止柵の維持管理を強化し、更に侵入防止柵の設置箇所を増やし被害防

止対策を進めていく。 

○ニホンジカ 

 銃器及び箱わな・くくりわなによる捕獲を実施していく。被害対策を進

めるにあたっては、第４次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき実施をする

ものとする。また、広域獣防止柵の維持管理を強化し、更に侵入防止柵の

設置箇所を増やし被害防止対策を進めていく。 

○ハクビシン等中型動物 
 地域住民自らが捕獲を進めるために捕獲技術指導や援助を行っていく。ま

た、侵入防止柵等による被害防止対策を進めていく。 

○ツキノワグマ 

 市民等からの目撃情報や痕跡情報を収集し、出没状況の把握に努める。

また、追い払い（煙火・銃器）や侵入防止柵の設置により出没抑制を図る。 

○鳥類 

銃器や大型捕獲檻による捕獲を実施していく。また、鳥類被害対策に地

域住民自らが取り組めるよう指導や援助を行っていく。 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標

を達成するために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。 
 
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 

鳥獣被害対策実施隊と伊勢原市有害鳥獣対策協議会が連携し、更に地域

の住民が一体となって捕獲を実施する。 

１  銃器捕獲 

    対象鳥獣：ニホンジカ・イノシシ・鳥類 

地域の被害情報及び目撃情報、並びに猟友会が把握する生息状況に基

づき、市有害鳥獣対策協議会と連携し市鳥獣被害対策実施隊が実施 



２  わな捕獲 

（1）ニホンザル 

   第４次神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、市が箱わなを設置し、

捕獲する。また、専門技術者などに依頼し、新たな捕獲手法（麻酔銃

等）を検討・導入し効率的な捕獲を進めていく。捕獲された個体は市

が適正に処理する。 

（2）イノシシ 

   出没状況・被害状況に応じて箱わな又はくくりわなを設置し、農業

者等地域住民による維持管理を実施する。捕獲された個体は実施隊員

が止刺しを行う。 

（3）ニホンジカ 

   第４次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき、出没状況・被害状況

に応じて箱わな又はくくりわなを設置し、農業者等地域住民による維

持管理を実施する。捕獲された個体は実施隊員が止刺しを行う。 

（4）ハクビシン 

   農業者等地域住民の要望に応じて箱わなを貸し出し、地域住民によ

る維持管理を実施。捕獲された個体は市又は捕獲者自身が適正に処理

する。 

（5）アライグマ 

   神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、箱わなによる捕獲を実

施する。捕獲された個体は市又は捕獲者自身が適正に処理） 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者

団体への委託等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲

に関わる者のそれぞれの取組内容や役割について記入する。 

   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資

料があれば添付する。 

 

 

 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２９年度 

ニホンザル、イノ

シシ、ニホンジカ

、ハクビシン、ア

ライグマ、タヌキ

、アナグマ、ツキ

ノワグマ、鳥類（

カラス・ヒヨドリ

・ムクドリ・ハト

・スズメ） 

・専門技術者による捕獲技術講習会の開催 

・農業者等の狩猟免許取得の支援 

・捕獲に効果的な資機材の導入 



３０年度 

ニホンザル、イノ

シシ、ニホンジカ

、ハクビシン、ア

ライグマ、タヌキ

、アナグマ、ツキ

ノワグマ、鳥類（

カラス・ヒヨドリ

・ムクドリ・ハト

・スズメ） 

・専門技術者による捕獲技術講習会の開催 

・農業者等の狩猟免許取得の支援 

・捕獲に効果的な資機材の導入 

３１年度 

ニホンザル、イノ

シシ、ニホンジカ

、ハクビシン、ア

ライグマ、タヌキ

、アナグマ、ツキ

ノワグマ、鳥類（

カラス・ヒヨドリ

・ムクドリ・ハト

・スズメ） 

・専門技術者による捕獲技術講習会の開催 

・農業者等の狩猟免許取得の支援 

・捕獲に効果的な資機材の導入 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入

する。 
 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

ニホンザル：第４次神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、毎年度実施計

画を定めて実施する。なお、人的被害が発生した（又は発生

の恐れがある）場合には、県と調整の上、加害個体の捕獲を

実施する。 

      また、新たな群れ、個体数が増加傾向にある群れ、加害レベ

ルが上昇している群れについては、個体数調整が出来るよう

県と調整を行う。 

ニホンジカ：第４次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき、生息状況及び被

害状況を鑑みて毎年度実施計画を定めて管理捕獲を実施する。 
イノシシ ：生息状況及び被害状況を鑑みて捕獲数等を設定し、有害捕獲

を実施する。 

ツキノワグマ：市街地に出没するなどして人身被害発生の恐れがある場合

等には、神奈川県等の関係機関と連携し捕獲を検討する。 

ハクビシン等：生息状況及び被害状況を鑑みて捕獲数等を設定し、有害捕

獲を実施する。 

アライグマ：神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、捕獲を実施する。 
（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設

定の考え方について記入する。 



対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

  ２９年度   ３０年度   ３１年度 

ニホンザル 

 

（１０頭） 

第４次神奈川県ニホンザル管

理計画に基づき決定する 

（１０頭） 

第４次神奈川県ニホンザル管

理計画に基づき決定する 

（１０頭） 

第４次神奈川県ニホンザル管

理計画に基づき決定する 

ニホンジカ 

 

（１００頭） 

第４次神奈川県ニホンジカ管理

計画に基づき決定する 

（１００頭） 

第４次神奈川県ニホンジカ管理

計画に基づき決定する 

（１００頭） 

第４次神奈川県ニホンジカ管理

計画に基づき決定する 

イノシシ ５０頭 ５０頭 ５０頭 

ハクビシン 

タヌキ 

アナグマ 

アライグマ 

１２０頭 

 

１２０頭 

 

１２０頭 

 

鳥類 ２００羽 ２００羽 ２００羽 

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 
 
 捕獲等の取組内容 

銃  器：年間を通して山間部及び山林に隣接している農地を中心に実施 

わ  な：年間を通して箱わな及びくくりわなを使用して捕獲を実施 

予定場所：市内全域 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について

記入する。 

   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付す

る。 

 
（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

市内全域 

 

該当なし 

（権限委譲済：イノシシ、ハクビシン、アライ

グマ、タヌキ、アナグマ、鳥類（カラス、ヒヨ

ドリ、ムクドリ、ハト、スズメ）） 

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委

譲を希望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類

を記入する（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別

措置に関する法律（平成 19 年法律第 134 号。以下「法」という。）

第４条第３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する

場合は、該当する全ての市町村名を記入する。 

 
 
 



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 

２９年度 ３０年度 ３１年度 

ニホンザル、イ

ノシシ、ニホン

ジカ、ハクビシ

ン、アライグマ

、タヌキ、アナ

グマ 

農地周囲を囲む侵

入防止柵を設置 

 

比々多地区 7.0km 

高部屋地区 3.0km 

農地周囲を囲む侵

入防止柵を設置 

 

大山地区   1.0km 

比々多地区 1.0km 

高部屋地区 1.0km 

成瀬地区   1.0km 

農地周囲を囲む侵

入防止柵を設置 

 

大山地区   1.0km 

比々多地区 1.0km 

高部屋地区 1.0km 

成瀬地区   1.0km 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添

付する。 

 
（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２９年度 

 

ニホンザル、イノシ

シ、ニホンジカ、ハ

クビシン、アライグ

マ、タヌキ、アナグ

マ、ツキノワグマ、

鳥類（カラス・ヒヨ

ドリ・ムクドリ・ハ

ト・スズメ） 

広域獣害防護柵の維持管理・開口部対策 

侵入防止柵の維持管理 

緩衝帯の設置（荒廃農地の解消） 

放棄果樹の除去 

サルの組織的追い払いの実施 

サル対策自衛組織の設立 

被害対策研修会の実施 

生息動向・被害状況の把握 

わなによる積極的な捕獲 

３０年度 

 

ニホンザル、イノシ

シ、ニホンジカ、ハ

クビシン、アライグ

マ、タヌキ、アナグ

マ、ツキノワグマ、

鳥類（カラス・ヒヨ

ドリ・ムクドリ・ハ

ト・スズメ） 

広域獣害防護柵の維持管理・開口部対策 

侵入防止柵の維持管理 

緩衝帯の設置（荒廃農地の解消） 

放棄果樹の除去 

サルの組織的追い払いの実施 

サル対策自衛組織の設立 

被害対策研修会の実施 

生息動向・被害状況の把握 

わなによる積極的な捕獲 

３１年度 

 

ニホンザル、イノシ

シ、ニホンジカ、ハ

クビシン、アライグ

マ、タヌキ、アナグ

マ、ツキノワグマ、

鳥類（カラス・ヒヨ

広域獣害防護柵の維持管理・開口部対策 

侵入防止柵の維持管理 

緩衝帯の設置（荒廃農地の解消） 

放棄果樹の除去 

サルの組織的追い払いの実施 

サル対策自衛組織の設立 



ドリ・ムクドリ・ハ

ト・スズメ） 

被害対策研修会の実施 

生息動向・被害状況の把握 

わなによる積極的な捕獲 

（注） 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追上げ・追払い

活動、放任果樹の除去等について記入する。 
 

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 

伊勢原市 現地調査、住民への注意喚起、実施隊

・猟友会への捕殺依頼 

伊勢原市鳥獣被害対策実施隊 関係機関と連携した捕殺・パトロール 

神奈川県湘南地域県政総合センター 情報共有 

神奈川県猟友会伊勢原支部 

（各地区有害駆除班） 

パトロール、捕殺、緊急対応 

伊勢原市農業協同組合 

伊勢原警察署 

伊勢原市消防本部 

パトロール等の協力、緊急対応 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、

猟友会等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべ

き役割を記入する。 

   ３ 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して、規程等を作成している場合

は添付する。 

 

（２）緊急時の連絡体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により

記入する。 

市民等

湘南地域県政総合センター
伊勢原市
農業振興課

伊勢原警察署

伊勢原市消防本部

連絡
応援要請

情報提供
緊急出動要請

捕獲要請　　　　　　　応援要請

出没情報　　　　　　　被害報告

鳥獣被害対策実施隊

（一社）神奈川県猟友会伊勢原支部
各地区有害駆除班



６．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 

協議会の名称 伊勢原市有害鳥獣対策協議会 

 

構成機関の名称 役 割 
学識経験者 伊勢原市鳥獣被害防止計画への指導

助言 

伊勢原市有害鳥獣対策協議会が行う

対策事業の企画立案 

伊勢原市 

（農業振興課） 

伊勢原市鳥獣被害防止計画の策定 

伊勢原市ニホンザル管理事業実施計

画及び伊勢原市ニホンジカ管理事業

実施計画作成 

被害対策支援 

関係機関調整 

鳥獣被害対策実施隊庶務 

伊勢原市農業協同組合 伊勢原市有害鳥獣対策協議会事務局 

被害対策支援 

被害対策研修会等の開催 

４地区有害鳥獣対策協議会 

（大山・高部屋・比々多・成瀬地区） 

広域獣害防止柵の維持管理 

有害鳥獣等の捕獲 

サルの組織的な追い払い 

被害対策研修会等の開催 

伊勢原市園芸協会 情報提供 

被害対策調査研究 

神奈川県猟友会伊勢原支部 

各地区有害駆除班 

生息調査 

有害鳥獣等の捕獲 

伊勢原市畜産会 情報提供 

被害対策調査研究 

ＪＡいせはら生産組合 農作物被害報告の収集 

被害対策調査研究 

伊勢原市森林組合 情報提供 

森林被害対策調査研究 

伊勢原市農業委員会 情報提供 

農業者 被害対策の実践 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記

入するとともに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等

の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 

 
 



（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

神奈川県環境農政局 

緑政部自然環境保全課 

被害対策指導、被害状況集計情報提

供等 

神奈川県湘南地域県政総合センター 

環境部環境調整課、 

農政部地域農政推進課 

被害対策指導、被害状況集計情報提

供等 

神奈川県自然環境保全センター 

自然保護公園部 野生生物課 

生息状況把握、調査研究、情報提供

等 

神奈川県農業技術センター 

普及指導部 

被害対策指導、調査研究、情報提供

等 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入

する。 

   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等が

あれば添付する。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

名称：伊勢原市鳥獣被害対策実施隊 

沿革：平成２４年１１月設置（市職員のうち市長が指名した職員） 

平成２６年４月民間隊員（神奈川県猟友会伊勢原支部支部長推薦者で市

長が任命したもの）を追加配置。 

隊員：① 市の職員のうち市長が指名する者（平成２８年度：１２名） 

   ② 神奈川県猟友会伊勢原支部の会員のうち、有害鳥獣駆除活動を経験

した者で防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組む

ことが見込まれ、神奈川県猟友会伊勢原支部長が推薦する者（平成

２８年度：２４名） 

   ③ 伊勢原市有害鳥獣対策協議会の委員のうち、防止計画に基づく被害

防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、伊勢原市有害

鳥獣対策協議会会長が推薦する者（平成２８年度：０名） 

活動： (1) 生息情報収集と被害調査 

       (2) 捕獲活動 

      (3) わなの見まわり 

       (4) 追払活動（ニホンザル、ツキノワグマ等） 

       (5) 技術向上と普及指導 

       (6) 鳥獣被害防止柵（広域獣害防止柵・侵入防止柵）の設置 

    (7) 緊急出動・その他 

（注） 法第９条に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、その規

模、構成等を記入するとともに、実施体制がわかる体制図等があれば添

付する。 
 



（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 ◆ 伊勢原市有害鳥獣対策協議会 

   目 的：有害鳥獣による農林畜産物の被害防止策を講ずるとともに、野

生鳥獣の保護との調和を図りつつ、農業経営の安定と発展を図

る。 

   内 容：① 被害の実態把握 

       ② 被害防止に関する諸施策の実施 

       ③ 有害鳥獣捕獲の講習会等の実施 

       ④ 関係機関等との連絡調整 

   設 置：平成５年５月 11 日設置 

   組 織：農協（役員・担当理事）、地区有害鳥獣対策協議会長、園芸協

会、畜産会、生産組合、森林組合、農業委員会、鳥獣保護員、

猟友会（有害駆除班）、学識経験者、市関係課(農業振興課) 

       オブザーバー（神奈川県農業技術センター、神奈川県湘南地域

県政総合センター環境部及び農政部、伊勢原警察署 

   役  員：〔会 長〕伊勢原市農業協同組合代表理事組合長 

       〔副会長〕市経済環境部長・代表生産組合長 

   事務局：ＪＡいせはら営農経済部 

 

 ■ 地区有害鳥獣対策協議会 

   設置地区：大山、高部屋、比々多、成瀬地区に設置 

   構 成 員：JA 役員、地区生産組合、地区生産部会、自治会等で構成 

   事 務 局：農協支所・営農経済係 

（注） その他被害防止施策の実施体制に関する事項について記載する。 

 
７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣については、捕獲後速やかに埋設又は焼却処分を行うことと

する。 

（注）適切な処理施設での焼却、捕獲現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処

理方法について記入する。 

 
８．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 

１ 捕獲個体の有効活用について 

  平成２６年度、有害鳥獣として捕獲された鳥獣肉の有効利用と、鳥獣肉を

市の特産物として地域活性化につなげることを目的として、猟友会伊勢原支

部大山高部屋有害駆除班の磯崎代表が中心となり食肉処理施設（解体処理施

設）を建設し、㈱柏木牧場との共同でシカ肉のジャーキー・ソーセージを平

成２７年７月から販売した。 

平成２７年度、イノシシ肉の冷凍（真空パック）ブロック肉の加工販売が

できるよう食肉処理施設（加工処理施設）を増築し、平成２８年６月６日に

食肉処理業の許可を受け、今後冷凍ブロック肉の販売を行っていく。 



２ 施設概要 

 （１）所在地  神奈川県伊勢原市子易１７１７番地 

 （２）名 称  猪・鹿問屋 「阿夫利山荘」 

 （３）設 備 

   【解体処理施設】 

    荷受室、食品取扱室〔枝肉への加工〕 

    面積：１１.６㎡（解体処理室５.３９㎡＋既存室６.２１㎡）        

大型冷蔵庫（原料保存用冷蔵室、食肉保存用冷蔵室） 

   【加工処理施設】 

    カット室〔脱骨、ブロック肉等加工処理〕 

    面積：１５.０１㎡（加工室７.４５㎡＋通路７.５６㎡） 

   金属検知器、大型冷凍庫、真空パック器、計量器、ミートチッパー 

 

３ 流通・販売方針 

（１）ニホンジカ 

阿夫利山荘にて枝肉の状態に加工し、㈱柏木牧場へ出荷し、ジャーキ

ー、ソーセージ等に加工して販売する。 

（２）イノシシ 

阿夫利山荘にて冷凍ブロック肉に加工し、対面販売を行う。なお、

当面の間の販売先は大山の宿坊及び飲食店とする。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 この計画に記載した事項以外の捕獲、防除方法等について、関係機関と連

携しながら効果的な方法を検討し実施していく。 

（注） その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する。 


