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        ＜連絡先＞ 
        担 当 部 署 名 美里町産業振興課 

所  在  地 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央１番地 

        電 話 番 号 ０２２９－５８－２３７４ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２９－５８－１２１６ 

メールアドレス sanshin@town.misato.miyagi.jp 
 

 

 

 

 

 

計画作成年度 平成２９年度 

計画主体 美 里 町 
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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（平成２７年度） 

 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

カラス 水稲 ２５２千円 １５．００ｈａ  

カルガモ 水稲 ２１８千円 １３．００ｈａ  

ハクビシン 野菜、果樹全般 ２６０千円  １．００ｈａ  

タヌキ 野菜、果樹全般 ５０千円  ０．５０ｈａ  

 

（２）被害の傾向 

被害の傾向としては、カラス、カルガモによる田植え後の水稲の苗の抜き取りが見受け

られる。 

ハクビシン、タヌキによる野菜、果樹全般の被害は、収穫期はもちろんのことだが、鳥類

による水稲の被害よりもその期間は長い。また、被害の発生場所については、野菜、果樹

のある畑だけに限らず、庭先で飼養している鶏等の被害報告もある。 

 

（３）被害の軽減目標 

指 標 現状値（平成２７年度） 目標値（平成３０年度） 

鳥類 被害金額／被害面積 被害面積／被害金額 

カラス ２５２千円／１５．００ｈａ １７６千円／１０．５０ｈａ 

カルガモ ２１８千円／１３．００ｈａ １５２千円／ ９．１０ｈａ 

小型獣類   

ハクビシン ２６０千円／ １．００ｈａ １８２千円／ ０．７０ｈａ 

タヌキ  ５０千円／ ０．５０ｈａ  ３０千円／ ０．３０ｈａ 

対象鳥獣 カラス、カルガモ、ハクビシン及びタヌキ 

計画期間 平成２８年度～平成３０年度 

対象地域 美 里 町 
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（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 

 

カラス、カルガモについては、美

里町鳥獣被害対策実施隊及び美里

町有害鳥獣駆除隊による猟銃での

春駆除、秋駆除の実施。駆除したも

のについては焼却又は埋設処理 

ハクビシン、タヌキについては、鳥

獣捕獲の申請・許可手続きに伴う箱

わなの貸出しによる捕獲の実施。 

美里町鳥獣被害対策実施隊及

び美里町有害鳥獣駆除隊によるカ

ラス、カルガモの春駆除、秋駆除を

実施しているが、実施期間が適当

か等、見極めが大切になってくる。 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

当取組に関しては、従来、特に講

じていない。 

当取組を行う際も、その場所及

び範囲が適当か等、見極めが大切

になってくる。 

 

（５）今後の取組方針 

カラス、カルガモについては、引き続き、美里町鳥獣被害対策実施隊及び美里町有害

鳥獣駆除隊による追い払い等の駆除を実施する。 

また、近年増加傾向にあるハクビシン、タヌキによる被害の対応については、住民から

の鳥獣捕獲許可の申請に伴う箱わなの貸出しによる捕獲はもちろんのこと、これらの棲み

処になっている可能性がある空家についても、関係課及び所有者と協力の上、対応を考

えていく必要がある。 

 

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 

カラス、カルガモについては、住民からの情報収集を行い、被害地域及び被害状況を把

握の上、美里町鳥獣被害対策実施隊及び美里町有害鳥獣駆除隊に駆除を依頼する。 

 ハクビシン、タヌキについては、住民からの捕獲許可申請に伴う箱わなの貸出しを行い、

捕獲を実施している。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年 度 対象鳥獣 取組内容 

平成２８年度

～ 

平成３０年度 

カラス 

カルガモ 

ハクビシン 

タヌキ 

鳥獣は、市町村間を移動するので、関係する市町村間で

情報共有をし、協力しながら駆除に努めていく。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

捕獲については、「宮城県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、適正な捕獲、駆除の

実施に努める。 

カラス、カルガモについては、宮城県から示される予察捕獲の標準実施時期を参考に、

水稲の生育スケジュールに合わせた春駆除、秋駆除を実施し、被害防止に努める。また、

密に情報収集を行い、駆除重点実施区域を選定し、効率的な駆除実施を目指す。 

ハクビシン、タヌキについては、これまで被害が発生した場所を洗い出すことにより、重

点駆除地域を設定し、効率的な駆除を実施する。また、生息地域と行動パターンを把握す

ることにより、被害防止に努める。 

 

◇近年の有害鳥獣捕獲実績 

対象鳥獣 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

カラス ７５羽 １３７羽 １４０羽 

カルガモ ４０羽 ４０羽 ７２羽 

ハクビシン ３頭 ２頭 ２頭 

タヌキ ０頭 ０頭 ０頭 
 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

カラス １５０羽 １５０羽 １５０羽 

カルガモ １００羽 １００羽 １００羽 

ハクビシン ５頭 ５頭 ５頭 

タヌキ ５頭 ５頭 ５頭 

 

捕獲等の取組内容 

カラス、カルガモについては、美里町鳥獣被害対策実施隊及び有害鳥獣駆除隊が銃器

による捕獲を行う。実施時期については、宮城県から示される予察捕獲の標準実施時期

を参考にし、田植え時期の５月及び稲の出穂時期である９月に、それぞれ春駆除、秋駆除

を実施する。 

ハクビシン、タヌキについては、１年を通じて目撃情報及び被害報告があるため、保有

する箱わなの数を増やして対応する。 
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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 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

美里町 なし（既に権限移譲を受けているため） 

 

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 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

    

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年 度 対象鳥獣 取組内容 

平成２８年度

～ 

平成３０年度 

カラス 

カルガモ 

ハクビシン 

タヌキ 

鳥獣の隠れ場所となる藪等の刈り払いや、空家

の対応をしている関係課に対して、適正に管理でき

る対策をとるよう働きかけを行う。 

 

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、若しく生じるおそれがあ

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 

美里町産業振興課 
事務局を担当し、協議会に関する連絡・調整を

行う。 

宮城県猟友会大崎支部小牛田分会 有害鳥獣の実質的な駆除を実施する。 

宮城県猟友会遠田支部南郷分会 有害鳥獣の実質的な駆除を実施する。 

遠田警察署 緊急時における住民の避難・誘導を行う。 

宮城県林業振興部森林管理班 
対象となる有害鳥獣の情報を提供し、被害の

拡大防止のための助言等を行う。 
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宮城県猟友会大崎支部 緊急時における駆除の応援を行う。 

宮城県猟友会遠田支部 緊急時における駆除の応援を行う。 

 

（２）緊急時の連絡体制  

 

美里町有害鳥獣駆除対策協議会 

                  （事務局：美里町産業振興課内） 

 情報提供 

助言・指導     情報提供    出動依頼       駆除依頼 

     依頼                         駆除報告 

                                      

 宮城県林業振興部    遠田警察署  美里町鳥獣被害対策実施隊 

         森林管理班                       美里町有害鳥獣駆除隊 

                                   駆除応援依頼 

               

宮城県猟友会大崎支部・遠田支部 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した対象鳥獣は、「宮城県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、適正に処分す

る。 

処理方法としては、カラス、カルガモはすべて焼却又は埋設処理とし、ハクビシン、タヌキ

については、状況に合わせて適切に処理をする。 

 

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 

放射性物質の影響から出荷規制指示などが出ている状況にあり、今後、宮城県の放射性

物質検査の結果及び食肉の需要などを踏まえ、必要に応じて検討する。 

 

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 

美里町有害鳥獣駆除対策協議会 

構成機関の名称 役 割 

美里町（産業振興課） 
事務局を担当し、協議会に関する連絡・調整を行

う。 
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みどりの農業協同組合 

地域巡回により知り得た情報を協議会へ提供し、

協議会への指導、助言を行う。また、農家に対して

営農指導、情報提供を行う。 

古川農業協同組合 

地域巡回により知り得た情報を協議会へ提供し、

協議会への指導、助言を行う。また、農家に対して

営農指導、情報提供を行う。 

大崎農業共済組合 
地域巡回により知り得た情報を協議会へ提供し、

協議会への指導、助言を行う。 

美里東部土地改良区 
地域巡回により知り得た情報を協議会へ提供し、

協議会への指導、助言を行う。 

江合川沿岸土地改良区 
地域巡回により知り得た情報を協議会へ提供し、

協議会への指導、助言を行う。 

美里町鳥獣被害対策実施隊 協議会が計画した駆除を実施する。 

美里町有害鳥獣駆除隊 協議会が計画した駆除を実施する。 

宮城県美里農業改良普及センター 

地域巡回により知り得た情報を協議会へ提供し、

協議会への指導、助言を行う。また、農家に対して

営農指導、情報提供を行う。 

自然保護員 協議会への指導・助言を行う。 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役 割 

宮城県猟友会大崎支部・遠田支部 協議会等に対する助言・指導を行う。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２９年４月 美里町鳥獣被害対策実施隊 設置 
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（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

各関係機関が日頃から情報共有を密にし、不測の事態が起きた時の初動体制が素早

くとれるように努める。 

  

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

近隣市町村及び対象有害鳥獣の移動範囲内である関係市町村間で情報共有をし、連

携を図ることに努める。 

 


