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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、ハクビシン、タヌキ、アナ

グマ、ヒヨドリ、カラス、ニホンザル、ノウサギ、

カワウ 

計画期間 令和３年度～令和５年度 

対象地域 愛媛県西予市（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（令和元年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品  目 被 害 数 値 

イ ノ シ シ 

水  稲 

果  樹 

飼料作物 

野  菜 

3,298 千円    4.8ha 

18,826 千円   10.3ha 

1,800 千円    1.7ha 

863 千円   0.7ha 

ニホンジカ 森  林 11,138千円  13.4ha 

ハクビシン
 果  樹 

野  菜 

   1,408千円    1.9ha 

10千円    0.1ha 

タヌキ
 果  樹 

野  菜 

1,327千円    0.6ha 

57千円    0.1ha 

アナグマ 果  樹 39千円   0.1ha 

ヒ ヨ ド リ 果  樹 13,750千円   3.2ha 

カラス類
 果  樹 

飼料作物 

3,723千円   1.6ha 

  10千円   0.02ha 

ニホンザル その他 560千円   0.1ha 

ノウサギ 果  樹    40千円   0.4ha 

カワウ 魚  類 1,350千円   －ha 
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（２）被害の傾向 

イノシシ
 

 

 西予市ではイノシシによる農作物への被害が最も多く、被害地域も

沿岸部から山間部にかけて市内全域に及んでいる。 

被害の内容も稲・野菜・飼料・果樹の食害、枝折れ、石積みの破壊等

、多岐にわたっており、平成10年頃から被害が深刻化している。 

平成22年度以降、例年1,000頭を超える捕獲を行っているほか、侵入防

護柵などの対策を行っているが、未対策の果樹園地、飼料園地を中心

に依然として多くの被害が見られる。 

また、近年市街地での目撃例も増えており、車両との接触事故や、イ

ノシシに襲われ噛まれるといった被害も出ている。 

ニホンジカ
 

 

 

 以前は市内でニホンジカの生息や被害を確認することはほとんどな

かったが、平成18年頃から城川地区を中心に山間部で被害が目立ちは

じめ、幼齢木や樹皮の食害が発生するようになった。 

被害が多かった宇和島市や鬼北町に近い地域で被害が発生しており、

今後、侵入や生息数の増加による森林への被害は、さらに増加するこ

とが予想され、農作物への被害が懸念される。 

ハクビシン 

・ 

タヌキ 

・ 

アナグマ 

 市内全域の果樹園及び露地野菜栽培地で、各作物収穫期に食害が発

生している。 

 近年は年間を通じ被害が発生し、柑橘栽培地域で温州みかん及び中

晩柑類への食害や、平野部におけるブドウや野菜等への食害が増加し

ており、被害・生息数ともに増加傾向にある。 

  

ヒヨドリ 
 冬から春にかけて沿岸部の温州みかんや中晩柑類の果実を食害して

いる。群れで行動し、一度の飛来で多くの食害が発生する傾向にある

。年によって被害にバラつきはあるが、平成29年度には被害額が1,000

万円を超え、被害が深刻化している。 

カラス 

 

 市内至るところに生息しており、播種時の踏み荒らしや食害等が主

な被害となっている。群れで収穫前に果樹、野菜、飼料を食害するた

め、大きな被害が発生しやすいうえ、個人では有効な対策を講じるこ

とが難しく、栽培農家にとって大きな脅威となっている。また排出さ

れた家庭ごみを食い荒らし散乱させる等の生活衛生面の被害ももたら

しており、市民からの対策要望は多い。 

ニホンザ

ル 

 平成22年度より主に城川地区を中心に、群れによる山間部付近の椎

茸や野菜に関して被害が発生するようになっている。また、過去には

ハグレ猿が住宅地付近に出没し、人的被害も発生している。 

今後、荒廃農地の増加とともに、生息数・生息域・被害が増加してい

くことが懸念される。 

ノウサギ 
 柑橘地帯を中心に新芽を食害する被害が報告されているほか、植林

したヒノキ等への食害が報告されている。 
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カワウ 
 近年カワウによる鮎やウナギの食害が増加傾向にあり、市内の肱川

では年間135万円に達する被害が生じている。カワウ被害への対策を講

じなければ、生息数が年々増加し、河川の生態系への影響も懸念され

ており、市民からの対策要望は強い。 

（３）被害の軽減目標 

指 標 鳥獣の種類 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

被害金額
 

  イノシシ 

  ニホンジカ 

  ハクビシン 

  タヌキ 

 アナグマ 

  ヒヨドリ 

  カラス 

 ニホンザル 

 ノウサギ 

 カワウ 

合計 

   24,787 千円 

11,138 千円 

      1,418 千円 

1,384 千円 

         39 千円 

13,750 千円 

3,733 千円 

560 千円 

40 千円 

1,350 千円 

58,199 千円 

     19,830千円 

8,910千円 

      1,126千円 

    1,107千円 

        31千円 

     11,000千円 

   2,986千円 

448千円 

32千円 

1,080千円 

46,550千円 

被害面積
 

  イノシシ 

  ニホンジカ 

  ハクビシン 

  タヌキ 

 アナグマ 

  ヒヨドリ 

  カラス 

 ニホンザル 

 ノウサギ 

 カワウ 

 合計 

      17.5ha 

       13.4ha 

        1.9ha 

        0.6ha 

    0.1ha 

        3.2ha 

        1.6ha 

0.1ha 

0.4ha 

－ ha 

38.8ha 

       14.0ha 

10.7ha 

        1.5ha 

        0.5ha 

    0.1ha 

        2.6ha 

        1.3ha 

    0.1ha 

     0.3ha 

－ ha 

31.1ha 

 

（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 

 

○有害鳥獣捕獲事業 (県単) 

○西予市林業振興対策事業 (市単) 

（有害鳥獣捕獲事業） 

事業内容：有害鳥獣の捕獲を奨励する。 

(4～10月) イノシシ  10,000円/頭 

ニホンジカ 10,000円/頭 

ハクビシン  3,000円/頭 

タヌキ    3,000円/頭 

カラス   1,500円/羽 

ヒヨドリ    300円/羽 

ニホンザル 15,000円/頭 

アナグマ  3,000円/頭 

 各地区の地元猟友会と宇和町

有害鳥獣駆除隊（H23年度から西

予市有害鳥獣捕獲隊に一本化）に

より４～10月の間予察捕獲を実

施し、有害鳥獣の捕獲実績に応じ

た補助金を交付しているが、捕獲

圧強化のためH29年度から、11月

～３月の間においても獣種を絞

って予察捕獲を行うこととした。 

しかしながら狩猟者の高齢化

にともない捕獲従事者の減少が
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ノウサギ  3,000円/羽 

(11～3月) イノシシ   5,000円/頭 

ニホンジカ  5,000円/頭 

カラス      1,000円/羽 

ヒヨドリ      200円/羽 

ニホンザル 15,000円/頭 

 

○西予市農業振興対策事業 (市単)  
  （農作物鳥獣害防止対策事業） 

・囲いわな資材への補助(300千円) 

 [H29年度] 

事業費21,168千円  

・捕獲実績 イノシシ   2,349頭 

        ニホンジカ   119頭 

        ニホンザル       3頭 

        タヌキ         225頭 

        ハクビシン     106頭 

アナグマ     38頭 

       ノウサギ      5羽 

        カラス     101羽 

        ヒヨドリ       280羽 

・箱わな購入補助 12基(238千円助成) 

[H30年度] 

事業費18,307千円  

・捕獲実績 イノシシ   1,791頭 

        ニホンジカ   142頭 

        ニホンザル      10頭 

        タヌキ         581頭 

        ハクビシン     162頭 

アナグマ     34頭 

       ノウサギ      6羽 

        カラス      99羽 

        ヒヨドリ         3羽 

・箱わな購入補助 16基(309千円助成) 

[R01年度] 

事業費18,996千円  

・捕獲実績 イノシシ   1,794頭 

        ニホンジカ   134頭 

        ニホンザル       6頭 

        タヌキ         607頭 

        ハクビシン     261頭 

アナグマ     78頭 

懸念されることから、今後も農業

者自らによる捕獲を奨励し、狩猟

免許の取得者を増やすとともに、

捕獲技術の伝承、後継者の育成に

努めていく必要がある。 
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       ノウサギ     18羽 

        カラス     151羽 

        ヒヨドリ       127羽 

・箱わな購入補助 18基(383千円助成) 

[R02年度]（見込） 

事業費18,996千円  

・捕獲実績 イノシシ   3,000頭 

        ニホンジカ   200頭 

        ニホンザル      30頭 

        タヌキ         581頭 

        ハクビシン     162頭 

アナグマ     34頭 

       ノウサギ      6羽 

        カラス      99羽 

        ヒヨドリ         3羽 

・箱わな購入補助 18基(383千円助成) 

 

○鳥獣被害防止総合対策事業(国交付金) 

[H29年度]   

・アニマルセンサー導入  

 事業費   88千円(国44、市44) 

緊急捕獲活動支援事業 

事業費 14,558千円 

・捕獲実績 イノシシ(成獣)1,595頭 

      イノシシ(幼獣) 426頭 

        ﾆﾎﾝｼﾞｶ(成獣)   112頭 

       ﾆﾎﾝｼﾞｶ(幼獣)   6頭 

        ニホンザル        3頭 

        タヌキ          225頭 

        ハクビシン      106頭 

アナグマ      38頭 

       ノウサギ       5羽 

        カラス      101羽 

        ヒヨドリ        259羽 

[H30年度] 

緊急捕獲活動支援事業 

事業費 12,336千円 

・捕獲実績 イノシシ(成獣)1,395頭 

      イノシシ(食肉)  52頭 

      イノシシ(幼獣) 299頭 

        ﾆﾎﾝｼﾞｶ(成獣)   136頭 

       ﾆﾎﾝｼﾞｶ(幼獣)   1頭 
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        ニホンザル       10頭 

        タヌキ          554頭 

        ハクビシン      157頭 

アナグマ      34頭 

       ノウサギ       6羽 

        カラス       95羽 

       ヒヨドリ          7羽 

[R01年度] 

・ｾﾝｻｰｶﾒﾗ導入 6基 

  事業費：262千円(国120、市142) 

緊急捕獲活動支援事業 

事業費 12,459千円 

・捕獲実績 イノシシ(成獣)1,418頭 

      イノシシ(食肉)  41頭 

      イノシシ(幼獣) 273頭 

        ﾆﾎﾝｼﾞｶ(成獣)   126頭 

       ﾆﾎﾝｼﾞｶ(幼獣)   1頭 

        ニホンザル        4頭 

        タヌキ          587頭 

        ハクビシン      238頭 

アナグマ      78頭 

       ノウサギ      18羽 

        カラス      146羽 

       ヒヨドリ        124羽 

[R02年度] （見込） 

・ｾﾝｻｰｶﾒﾗ導入 5基 

  事業費：220千円(国110、市110) 

緊急捕獲活動支援事業 

事業費 13,175千円 

・捕獲実績 イノシシ(成獣)1,500頭 

      イノシシ(食肉)  90頭 

      イノシシ(幼獣) 250頭 

        ﾆﾎﾝｼﾞｶ(成獣)   107頭 

       ﾆﾎﾝｼﾞｶ(食肉)     5頭 

       ﾆﾎﾝｼﾞｶ(幼獣)   5頭 

        ニホンザル        5頭 

        タヌキ          450頭 

        ハクビシン      150頭 

アナグマ     100頭 

       ノウサギ      20羽 

        カラス      150羽 

       ヒヨドリ        140羽 
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防護柵

の設置

等に関

する取

組 

○鳥獣被害防止総合対策事業 (国庫) 

[H29年度] 

事業内容：ＷＭ柵 3,940m 

実施地区：野村、城川 

事 業 費：2,090 千円 

補 助 金：2,090千円(国2,090) 

[H30年度] 

事業内容：ＷＭ柵 4,230m 

実施地区：野村、城川 

事 業 費：2,691 千円 

補 助 金：2,691千円(国2,691) 

[R01年度]  

事業内容：ＷＭ柵 4,938m 

実施地区：野村、城川 

事 業 費：3,282 千円 

補 助 金：3,282千円(国3,282) 

[HR02年度] (見込) 

事業内容：ＷＭ柵 5,571m 

実施地区：野村、城川 

事 業 費：4,171 千円 

補 助 金：4,171千円(国4,171) 

 

○鳥獣害防止施設整備事業 (県単) 
(県補助 1/3、市補助 1/6) 
 [H29 年度] 

事業内容：鉄筋柵8,328m、電気柵7,000m 

     防鳥ﾈｯﾄ7a 

実施地区：明浜、三瓶 

事 業 費：4,788千円 

補 助 金：1,677 千円(県 939、市 738) 

[H30 年度] 
事業内容：鉄筋柵5,781m、電気柵5,286m 

     防鳥ﾈｯﾄ21a 

実施地区：明浜、三瓶 

事 業 費：4,697千円 

補 助 金：2,173 千円(県 1,449、市 724) 

[R01 年度] 
事業内容：鉄筋柵4,120m、電気柵6,826m 

実施地区：明浜、城川、三瓶 

事 業 費：4,304千円 

補 助 金：1,975 千円(県 1,114、市 861) 

[R02 年度]  (見込) 
事業内容：鉄筋柵3,150m、電気柵1,750m 

 イノシシに対する防護柵の整備

は、従来個々の農家による小規模

かつ安価な電気柵の導入が主で

あったが、最近では集落ぐるみで

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵の整備が進んでおり、

計画的かつ広域的な被害軽減対

策が実施されてきた。 

 また、ヒヨドリ、カラス対策と

して防鳥ネットを被覆し、鳥によ

る食害の防止対策も行っている。 

 しかし、現在も被害防止対策が

遅れている園地では被害が継続

しており、今後も広域的な被害防

止対策を実施していく必要があ

る。 

また、山間部では、高齢化によ

る労働力の低下から、柵設置後の

管理に支障をきたすことが懸念

される。 
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実施地区：明浜、三瓶 

事 業 費：2,449千円 

補 助 金：1,125 千円(県 751、市 374) 

 

○西予市農業振興対策事業 (市単)  
  （農作物鳥獣害防止対策事業） 
 [H29 年度] 

 (市補助 1/3、上限 30 千円) 
事業内容：電気柵21ヵ所、ＷＭ柵17ヵ所 

     防獣網 3ヵ所 

実施地区：宇和、野村、城川 

事 業 費：3,070千円(市補助:964千円) 

[H30 年度] 

 (市補助 1/3、上限 30 千円) 
事業内容：電気柵19ヵ所、ＷＭ柵17ヵ所 

     金網柵 1ヵ所 

実施地区：明浜、宇和、野村、城川 

事 業 費：3,376千円(市補助:915千円) 

[R01 年度] 

 (市補助 1/3、上限 30 千円) 
事業内容：電気柵33ヵ所、ＷＭ柵 5ヵ所 

     防獣網 1ヵ所 

実施地区：明浜、宇和、野村、城川 

事 業 費：3,129千円(市補助:959千円) 

[R02 年度] （見込） 

 (市補助 1/3、上限 30 千円) 
事業内容：電気柵32ヵ所、ＷＭ柵 8ヵ所 

実施地区：宇和、野村、城川 

事 業 費：3,393千円(市補助:987千円) 

 
（５）今後の取組方針 

  集落ぐるみで、侵入防止柵の整備を進めるだけでなく、侵入ルートや移動経路

の点検を強化するなど、柵と捕獲の組み合わせによる効率的な捕獲体制の確立に

努める。 また、収穫残さ・廃棄農産物の適切な処理、未収穫果実の除去、耕作

放棄地の解消に努め有害鳥獣を寄せ付けない環境作りをするなど、地域住民の意

識啓発と正しい対策方法の普及に努める。 

また捕獲についても、従来の体制に加えて農林業者自らによる狩猟免許の取得

と捕獲を奨励し、自ら対策が出来る農林業者の育成に努めていく。なお、捕獲実

績、安全面を考慮し、わな猟（箱わな、くくりわな）による捕獲を推奨する。 

捕獲した有害獣については平成22年度に整備した獣肉処理加工施設において地

域資源として有効活用を図る。 

カワウ対策については、肱川上流漁業協同組合、西予市有害鳥獣捕獲隊の連携

による被害対策、捕獲体制を確立し個体数の減少に取り組む。 
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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 

 西予市鳥獣被害防止対策協議会で作成した鳥獣被害発生予察表ならびに

予察捕獲計画書に基づき、年間を通じて予察捕獲を実施する。 

西予市職員で構成する鳥獣被害対策実施隊による被害状況の把握・対策

の検討といった初動を経て、必要に応じ西予市有害鳥獣捕獲隊に依頼し、

捕獲を実施する体制が整備されている。 

 
（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

３年度
 

～
 

５年度
 

イノシシ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

タヌキ 

アナグマ 

カラス 

ヒヨドリ 

ニホンザル 

ノウサギ 

カワウ 

 協議会と地元住民が連携し、捕獲・追い上げ・

追い払いが円滑に進むよう地域と一体となった体

制の整備に努める。 

また農業者の狩猟免許取得の推進やＩＣＴを活

用した捕獲技術の導入など、高い捕獲圧を維持す

るための取り組みを推進する。 

  

 
 
 
 
 
（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

近年の有害鳥獣捕獲数を参考に今後の捕獲数を推測するとともに、愛媛県が作成し

ている第12次鳥獣保護管理事業計画及び第４次愛媛県イノシシ適正管理計画

、第３次愛媛県ニホンジカ適正管理計画、第１次ニホンザル適正管理計画、

愛媛県カワウ管理指針を踏まえ、適正な捕獲の実施を行う。 

 

対象鳥獣 

捕獲計画数等 

３年度 ４年度 ５年度 

イノシシ 2,600頭 2,600頭 2,600頭 
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ニホンジカ 200頭 200頭 200頭 

ハクビシン 700頭 700頭 700頭 

タヌキ 800頭 800頭 800頭 

アナグマ 300頭 300頭 300頭 

ヒヨドリ 1,000羽 1,000羽 1,000羽 

カラス 300羽 300羽 300羽 

ニホンザル 20頭 20頭 20頭 

ノウサギ 50羽 50羽 50羽 

カワウ 60羽 60羽 60羽 

 

 捕獲等の取組内容 

 銃器・わなを用いて、イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、アナ

グマ、ヒヨドリ、カラス、ニホンザル、ノウサギを対象に予察捕獲を行う。 

対象地域は市内全域である。 

カワウについては銃器を用いて主に肱川上流において予察捕獲を行う。 

 

 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 

  

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

  

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 

３年度 ４年度 ５年度 

 イノシシ 

 ニホンジカ 

ニホンザル 

  ハクビシン 

  タヌキ 

電気柵・ワイヤー

メッシュ柵 

       

20,000m 

 電気柵・ワイヤー

メッシュ柵 

      

     20,000m 

 電気柵・ワイヤー

メッシュ柵 

     

20,000m 
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アナグマ 

  ヒヨドリ 

  カラス 

 
防鳥網  30a 

 
防鳥網  30a

  
防鳥網  30a

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

３年度 

～ 

５年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

タヌキ 

アナグマ 

ヒヨドリ 

カラス 

ニホンザル 

ノウサギ 

カワウ 

 パンフレットや広報、現地研修会などにより、農

林業者、漁業者、地域住民に対して鳥獣による被害

を防止するための知識の普及啓発に努める。 

 また、鳥獣を寄せ付けない環境整備に取り組み、

捕獲・防護、追い上げ・追い払い等を併せて、総合

的な対策により鳥獣被害の軽減を図る。 

 

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 

愛媛県南予地方局産業

経済部八幡浜支局地域

農業育成室西予農業指

導班及び森林林業課 

各関係機関との連絡・調整、情報収集・提供 

 西予警察署 住民の生命・身体・財産の安全確保等に関すること 
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 西予市消防本部 住民の生命・身体・財産の安全確保等に関すること 

西予市有害鳥獣捕獲隊 有害鳥獣捕獲の実施 

 西予市 各関係機関との連絡・調整、情報収集・提供 

 

（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 

 イノシシ及びシカについては、平成22年度に整備した処理加工施設にお

いて食品として加工・販売を図る。その他の鳥獣については、埋設又は焼

却により処分する。また、捕獲労力軽減を図るため、減容化施設等におけ

る処理について検討する。 

 

西予市 

西予市鳥獣被害 

対策実施隊 

 

西予市 

消防本部 

 

西予 

警察署 

 

有害鳥獣 

捕獲隊 

 

愛媛県八幡浜支局

森林林業課 

 

情報提供 

連絡調整 

情報提供 

連絡調整 

情報提供 

連絡調整 
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７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等 
その他有効な利用に関する事項 

 平成22年度に整備した処理加工施設において、獣肉を地域資源として有

効活用することを推進する。食品衛生に係る安全性確保のため、野生鳥獣

肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)及び、愛媛県・松山市野生鳥獣

肉衛生管理ガイドラインを遵守する。 

 今後は、搬入頭数増加及び販路拡大に向けた取組みの実施や、他処理加

工施設等との連携を図ることにより、令和元年度42頭であった処理頭数を

令和５年度には100頭まで増加させる。 

 

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 

協議会の名称   西予市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役  割 

西予市農業水産課、林業課 協議会事務局担当、及び協議会に関する連

絡、調整 

明浜、野村、城川、三瓶 

   各支所  産業建設課 

協議会事務局補佐、有害鳥獣関連情報の提

供、及び被害防止情報、技術の普及 

東宇和農業協同組合 

西宇和農業協同組合三瓶支店 

西予市農業支援センター 

愛媛県西予農業指導班 

農業者からの情報収集、営農指導、防止対

策事業の推進 
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西予市有害鳥獣捕獲隊 

有害鳥獣関連情報の提供、及び有害鳥獣捕

獲の実施、及び農林業従事者に対する狩猟

免許取得の奨励 

愛媛県農業共済組合西予支所 有害鳥獣関連情報の提供、及び被害防止情

報、 

技術の普及 

 

      

西予市森林組合 

西予市林業研究グループ 

西予市認定農業者協議会 

西予市獣肉処理加工施設 捕獲した獣肉の利活用の推進 

 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役  割 

愛媛県南予地方局 

八幡浜支局地域農業室 

オブザーバーとして有害鳥獣関連情報の提供並びに

被害防止技術の情報提供を行う。 

愛媛県南予地方局
 

八幡浜支局森林林業課
 

オブザーバーとして有害鳥獣関連情報の提供並びに

被害防止技術の情報提供をし、狩猟免許取得等に関

する指導を行う。 

愛媛大学 農学部 学識経験者による鳥獣害対策に関する助言・指導。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 西予市職員で構成する実施隊による初動体制を整備し、鳥獣害対策の迅速

化を図り、被害削減を目指す。 
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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 

 

 
 
９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 各種団体及び各関係機関が協議会を通じ、対策案の検討や情報交換等で緊

密に連携し、防護・捕獲・地域の環境整備を３本柱として被害軽減に取り組

んでいく。 

 



西予市鳥獣被害発生地域図 （イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、ヒヨドリ、カラス、サル、ノウサギ、カワウ）

─ イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン、
タヌキ、アナグマ、カラス、ノウサギ（西予市全域）

─ ヒヨドリ
（明浜･三瓶地区全域、宇和・野村・城川地区の一部）
―  サル
(城川・明浜・三瓶全域、野村・宇和地区の一部)

―  カワウ
(肱川流域)
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西予市鳥獣害防止柵設置予定地域図 （イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、ヒヨドリ、カラス）

─ イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、タヌキ、アナグマ
侵入防止柵（西予市全域）

─ ヒヨドリ、カラス防鳥網
（明浜･三瓶地区）

-
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西予市鳥獣捕獲予定地域図 （イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、ノウサギ、ヒヨドリ、カラス、カワウ）

─ イノシシ、ニホンジカ、サル、ハクビシン、タヌキ、
アナグマ、ヒヨドリ、カラス、ノウサギ、カワウ（西予市全域）
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