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第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項

１ 特定猟具使用禁止区域の指定

（１）方針

特定猟具使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、以下の区域を特定猟具使用

禁止区域として指定（再指定）する。なお、これ以外の区域であっても、次に掲げる地区で指定

の必要があると認められる場合は、地域の実情を踏まえ機動的に指定を進める。

ア 銃猟に伴う危険を予防するための地区

銃猟による事故が頻発している地区、学校の所在する地区、病院の近傍、農林水産業上の利

用が恒常的に行われることにより人の所在する可能性が高い場所、レクリエーション等の目的

のため利用する者が多いと認められる場所、公道、都市計画法（昭和43年法律第100号）第４

条第６項の都市計画施設である公共空地等、市街地、人家稠密な場所及び衆人群衆の集まる場

所が相当程度の広がりをもって集中している場所、その他銃猟による事故発生のおそれのある

区域

イ 静穏を保持するための地区

法第９条第３項第４号に規定する指定区域（社寺境内及び墓地）

ウ わな猟に伴う危険を予防するための地区

学校や通学路の周辺、子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺、自然観察路、

野外レクリエーション等の目的のため利用する者が多いと認められる場所、その他わな猟によ

る事故発生のおそれの高い区域

（２）特定猟具使用禁止区域指定計画

区 分 既指定特定猟具 本計画期間に指定する特定猟具使用禁止区域

使用禁止区域(A) 年 度 ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ 計(B)

銃猟に伴う危険を予防する 箇 所 149 箇 所 4 2 2 1 9

ための区域 面 積 51,035ha 変動面積 233 250 58 17 558ha

わな猟に伴う危険を予防する 箇 所 0 箇 所

ための区域 面 積 0ha 変動面積

計 箇 所 149 箇 所 4 2 2 1 9

面 積 51,035ha 変動面積 233 250 58 17 558ha

本計画期間に区域大する特定猟具使用禁止区域 本計画期間に区減少する特定猟具使用禁止区域

２９ ３０ ３１ ３２ ３３ 計(C) ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ 計(D)
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本計画期間に廃止又は期間満了により消滅する 計画期間中 計画終了時の

特定猟具使用禁止区域 の増▲減 特定猟具使用禁止区域

２９ ３０ ３１ ３２ ３３ 計(E) ＊ ＊＊

3 2 2 1 8 1 150

213 250 58 17 538ha 20ha 51,055ha

0

0ha

3 2 2 1 8 1 150

213 250 58 17 538ha 20ha 51,055ha
＊ 箇所数についてはB-E、面積についてはB+C-D-E

＊＊ 箇所数についてはA+B-E、面積についてはA+B+C-D-E

銃猟に伴う危険を防止するための区域
年度

指定所在地 名称（特定猟具名） 指定面積 指定 備 考
期間

桐生市 新里町山上・鶴ヶ谷（銃器） 188ha ５年 再指定

29 邑楽郡千代田町 千代田町利根川西（銃器） 4ha 10年 再指定

邑楽郡大泉町 大泉町利根川西（銃器） 21ha 10年 再指定

前橋市、伊勢崎市 荒砥川（銃器） 20ha 10年 新規

計 233ha

みどり市 神戸・座間（銃器） 70ha 10年 再指定

30 吾妻郡中之条町 四万川ダム（銃器） 180ha 10年 再指定

計 250ha

桐生市 西の入（銃器） 17ha 10年 再指定

31 伊勢崎市 板東大橋（銃器） 41ha 10年 再指定

計 58ha

伊勢崎市 波志江沼（銃器） 17ha 10年 再指定
32

17ha

合 計 558ha

２ 特定猟具使用制限区域の指定

特定猟具の使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具の使用を制限する

ことが必要な区域について、必要に応じて指定する。



- 32 -

３ 猟区設定のための検討

猟区は、狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施のため、猟場の一部を区切って排他的

な入猟者数、入猟日、捕獲対象鳥獣及び捕獲数の制限等を行う区域であり、設定に当たっては知事

の許可が必要になる。

猟区は経験の浅い狩猟者の育成の場としても有効であると考えるため、必要に応じ設定の可能性

等について関係団体等と検討を進める。

４ 指定猟法禁止区域

（１）方針

地域の鳥獣の保護の見地から、その鳥獣を保護するために必要な区域については、指定猟法禁

止区域の指定（環境大臣が指定する同区域を除く。）を検討する。

特に、鉛製銃弾の使用については、鳥獣の鉛中毒が生じ、又は水鳥若しくは希少猛禽類の生息

地において、鳥獣の管理を目的とする銃器による捕獲が集中的、継続的又は高頻度で実施され、

鳥獣への鉛中毒が懸念される地域について、鳥獣の鉛汚染の状況等の現状を把握し、分析・評価

した上で、必要に応じて関係機関及び土地所有者又は占有者との調整を行いつつ、指定猟法禁止

区域の指定に努める。

また、鉛製銃弾以外であってわなを用いた捕獲等、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保

護のために必要が生じたときには、科学的かつ客観的な情報の収集・分析を行い、関係機関及び

土地所有者又は占有者との調整を行いつつ、必要に応じて指定猟法禁止区域の指定に努める。

なお、(4)の指定猟法禁止区域は、鉛製散弾禁止区域から鉛製銃弾禁止区域に変更する。

（２）許可基準

指定猟法禁止区域内における指定猟法による捕獲等の許可に当たっては、指定猟法による捕獲

等によって、地域的に鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすおそれがある等鳥獣の保護に支障がある

場合、又は指定猟法による捕獲等によって当該地域の動植物相に著しい影響を及ぼす等、生態系

の保護に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合以外に許可するものとする。

（３）条件の考え方

指定猟法禁止区域内における指定猟法による捕獲等の許可に当たっては、許可の期間の限定、

区域の限定、鳥獣の種類及び員数の限定のほか、捕獲物の処理の方法等について条件を付す。

（４）指定状況（変更計画）

指定猟法の種類
区域名称（所在地） 面積 存続期間 変更年度

変更後 変更前

利根大堰指定猟法禁止区域 鉛製銃弾の使用 鉛製散弾の使用 104ha 永年 29

（邑楽郡千代田町）
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第六 特定計画の作成に関する事項

１ 第一種特定鳥獣保護計画の作成に関する方針

生息数の著しい減少又は生息地の範囲の縮小、生息環境の悪化や分断等により地域個体群として

の絶滅のおそれが生じている鳥獣であって、生物多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の

健全な発展を図る観点から当該鳥獣の地域個体群の安定的な維持及び保護を図りつつ、当該鳥獣の

生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させる、又はその生息数

の水準及びその生息地の範囲を維持する必要があると認められる鳥獣については、科学的・計画的

な保護の強化を図る観点から第一種特定鳥獣保護計画の作成を検討する。

第一種特定鳥獣保護計画の作成対象となる鳥獣種を把握するため、鳥類生息密度調査等により、

県内に生息する鳥獣の種類、数及び分布域等の実態を把握する。

なお、作成に当たっては、群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例との整合を図るものと

する。

２ 第一種特定鳥獣保護計画に係る実施計画の作成に関する方針

個体群管理、生息環境管理、被害防除対策等の保護事業について、幅広い主体を取り込み総合的

・体系的な実施計画を作成する。

個体群管理に当たっては、年次別・地域別の捕獲等又は採取等の数の配分の考え方を明示すると

ともに、モニタリングの結果等を踏まえ、年度ごとの捕獲等又は採取等の数及びその考え方等を明

らかにするものとする。

３ 適正管理計画の作成に関する方針

生息数の著しい増加又は生息地の範囲の拡大により、顕著な農林水産業被害等の人とのあつれき

が深刻化している鳥獣、自然生態系の撹乱を引き起こしている鳥獣等であって、生物の多様性の確

保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、長期的に当該鳥獣の地域個体群

の安定的な維持を図りつつ、当該鳥獣の生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な

範囲に縮小させる必要があると認められる鳥獣について、科学的・計画的な管理の強化を図ること

を目的に適正管理計画の作成を検討する。

計画期間は、原則として３～５年間程度とする。上位計画である鳥獣保護管理事業計画との整合

を図るため、原則として鳥獣保護管理事業計画の有効期間内で設定する。ただし、個別の事情で鳥

獣保護管理事業計画期間をまたいで計画期間を設定する場合は、鳥獣保護管理事業計画の改定に合

わせて、必要な改定を行う。なお、計画の有効期間内であっても、計画の対象となる鳥獣の生息状

況や社会的状況に大きな変動が生じた場合は、必要に応じて計画の改定等を行う。

計画の対象地域は、原則として当該地域個体群が分布する地域を包含するよう定めるものとし、

行政界や明確な地形界を区域線として設定する。

計画の対象とする地域個体群が都道府県の行政界を越えて分布する場合は、関係都道府県間で整

合のとれた対象地域を定めることのできるよう、協議・調整を行う。

科学的な知見及び各地の実施事例に基づき適正な保護又は管理の目標を設定できるよう、あらか

じめ当該地域個体群の生息動向、生息環境、被害状況、捕獲状況等について必要な調査を行う。

保護又は管理の目標については、下記のとおり設定する。なお、下記の目標の設定に当たっては、
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必要に応じて当該地域個体群の生息状況又は生息環境、被害等の実態を踏まえた計画対象地域の地

区割を行い、それぞれの地区ごとに目標を設定する。

計画 指定管理鳥獣

作成 計画作成の目的 対象鳥獣の種類 計画の期間 対象区域 捕獲等事業の

年度 (年度) 実施予定

28 鳥獣の適正管理を継続的 ニホンザル 29～33 県内全域 －

に推進し、地域個体群の

28 存続には配慮しつつ、農 ツキノワグマ 29～33 県内全域 －

林水産業への被害の軽減

30 及び生態系の被害抑制を カワウ 31～35 県内全域 －

図る。

31 イノシシ 32～36 県内全域 有

31 ニホンジカ 32～36 県内全域 有

利根・吾妻地域

32 ニホンカモシカ 33～37 桐生・足尾地域 －

西上州地域

４ 適正管理計画に係る実施計画の作成に関する方針

適正管理計画の目標を効果的・効率的に達成するため、県や鳥獣管理事業を行う市町村は必要に

応じて、年度ごとに実施計画を作成し、公表するよう努める。ニホンカモシカについては、市町村

が作成した年次計画をベースに、県が管理捕獲実施計画を作成する。

作成に当たっては、必要に応じて集落単位等の取組が記述できるよう工夫するとともに、鳥獣被

害防止特措法に基づき市町村が策定した被害防止計画がある場合は、これと整合を図る。

指定管理鳥獣捕獲等事業を行う場合には、県が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を作成する。

鳥獣による農林水産業又は生態系に係る被害への対策は、捕獲による対応のみでは不十分である

との認識の下、県庁内関係部局は、鳥獣の生息状況及び被害状況に関する情報を共有して連携を図

り、組織を横断した総合的な管理事業の取り組みに努める。
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第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項

１ 方針

科学的知見に基づいた鳥獣の保護及び管理の適切な推進を図るため、県内における鳥獣の分布・

密度等の調査を実施する。調査は、研究機関、博物館、関係団体及び有識者の協力や助言を得なが

ら近接都県と連携しつつ実施するとともに、環境省の野生鳥獣情報システム（ＷＩＳ）なども活用

し、また、必要に応じ専門機関へ調査を委託する。

なお、生息分布状況調査をメッシュ単位で行い情報の標準化を図るものとし、調査結果等につい

ては資料として集積・保存管理を行い、一般公開を原則とする。

２ 鳥獣の生態に関する基礎的な調査

（１）方針

県内に生息する野生鳥類の種類、分布状況、生息数の推移等を把握するため、第４次鳥獣保護

事業計画から実施している鳥類生息密度調査を継続して行うほか、希少鳥獣の保護対策調査、狩

猟鳥獣捕獲禁止区域におけるモニタリング調査等を実施する。

（２）鳥類生息分布調査

全ての鳥類を対象とした生息密度調査を県内の河川流域別に行うもので、過去の調査記録につ

いてデータベース化を推進し、生息動向を解析する。

調査年度ごとに、５～７月の繁殖期に４回、１２～１月に２回、鳥類生息密度調査を行う。

調査方法は、市町村別に２万５千分の１の地形図を４分割したメッシュごとに生息良好と思わ

れる地点を選び、ライン踏査による分布調査を行う。

調査結果は、報告書として印刷製本し、県内の図書館や高等学校等を含む関係機関に配付する

とともに有償頒布などにより広く公表する。

【鳥類生息密度調査 調査地域一覧】

調査 調 査 地 域

年度 河川名 流域市町村 調査ﾒｯｼｭ数

29 神流川 高崎市､藤岡市､富岡市､上野村､神流町､下仁田町､南牧村､ 38
鏑川 甘楽町

碓氷川
30 烏川 高崎市､渋川市､安中市､榛東村､吉岡町 34

利根川(中流)

31 吾妻川 中之条町､長野原町､嬬恋村､草津町､高山村､東吾妻町 43

32 利根川(上流) 沼田市､片品村､川場村､昭和村､みなかみ町 43

33 利根川 前橋市､桐生市､伊勢崎市､太田市､館林市､渋川市､みどり市､ 60
渡良瀬川 玉村町､板倉町､明和町､千代田町､大泉町､邑楽町
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（３）ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査

対象地域名 調査年度 調査方法・内容 備 考

県内一円の河川、湖沼等ガン 調査地区ごとに調査員を 毎年度１月に調査日を定
・カモ・ハクチョウ類等の渡 29～33 配置して、種ごとに個体 め、県下一斉に調査を行う。
来地又は生息地 数をカウントする。

（４）狩猟鳥獣生息調査

適正管理計画を作成しているニホンジカ及びツキノワグマについては、生息状況調査等を専門

機関に委託するとともに、イノシシを加えて狩猟者からアンケート形式により捕獲情報（捕獲場

所、捕獲年月日、捕獲個体の性別）を収集する。

（５）第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣並びに指定管理鳥獣の生息状況調査

適正管理計画の進捗管理及び目標達成のため、以下のとおり生息状況調査を実施する。

対象鳥獣 調査年度 調査内容・調査方法

イノシシ 29～33 統計処理による推定等

ニホンジカ 29～33 糞塊法による定点調査等（県内30ルート）

カワウ 29～33 ねぐら・コロニー調査等（毎年度３回実施）

ニホンカモシカ 29～31 区画法等（３年間で40カ所程度実施）

ニホンザル 29、31、33 アンケート調査等

ツキノワグマ 32 現在実施している定点観測法以外の方法を検討予定

３ 法に基づく諸制度の運用状況調査

（１）鳥獣保護区等の指定・管理等調査

新規指定候補地がある場合、当該地域における鳥獣の生息状況、生息環境及び農林業被害等の

調査を行うものとする。

（２）捕獲等情報収集調査

狩猟鳥獣の捕獲等の状況を把握するため、狩猟者から捕獲等した鳥獣の種類、数及び位置情報

等を収集する。

また、本県に狩猟者登録を行った狩猟者の実態を把握するためのアンケート調査を行う。

対象種類 調査年度 調査方法・内容 備考(アンケート内容)

狩猟者登録をした狩猟者を抽出 ①初猟日の行動、②出猟日数、③捕
全狩猟鳥獣 29、31、33 し、アンケート調査を実施する。 獲鳥獣の利用方法、④狩猟者の意識、

(県内者400、県外者200人) ⑤その他
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第八 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項

１ 鳥獣行政担当職員

（１）方針

鳥獣保護管理事業の着実な実施のためには、専門的な知識や技術等を有する人材を適所に配置

する必要がある。本県においては、本計画に基づく鳥獣の保護及び管理を推進するため、鳥獣行

政担当職員を以下「（2）設置計画」のとおり配置するとともに、引き続き鳥獣の保護及び管理に

関する各種計画（鳥獣保護管理事業計画、特定計画、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画をいう。）

の作成、実施及び結果の評価等を適切かつ円滑に実施できる人材の配置及び育成・確保に努める。

なお、管理に関しては、適正管理計画などの鳥獣被害対策の総合的な推進は農政部鳥獣被害対

策支援センターで、鳥獣による農業被害対策業務は農政部技術支援課で、森林獣害対策業務は環

境森林部林政課で、その他法に係る業務は環境森林部自然環境課でそれぞれ実施し、鳥獣による

農林作物等の被害軽減を図る。さらに、被害対策の体制と機能を強化するため鳥獣被害対策本部

の下、全庁横断的に事業を実施する。

また、林業試験場において野生動物の生態等の調査・研究を行い、得られた成果について鳥獣

の保護管理に役立てる。

（２）設置計画

計画期間中
区 分 役 割

専任 兼任 計

・鳥獣保護管理事業計画作成
・指定管理鳥獣捕獲等事業

自然環境課 ・第一種特定鳥獣保護計画に係る調査
・狩猟者登録（県外者）
・学術研究等の捕獲等の許可

環
境 ・狩猟免許試験等の実施
森 各環境森林事務所・ ・狩猟者登録（県内者）
林 各森林事務所 ・有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とした捕
部 獲等の許可

・林業被害対策

林政課 ・林業被害対策
行政需要等を検討

林業試験場 し、適切に人員配 ・野生動物の生態等の調査・研究
置する。 ・林業被害に係る調査研究

・被害防除技術の指導・普及
・適正管理計画作成、捕獲推進

鳥獣被害対策支援セン ・指定管理鳥獣捕獲等事業
ター ・専門的知識・技術を有する被害対策地域指導

農 者の育成指導
政 ・広域対策
部

技術支援課 ・農業被害対策

蚕糸園芸課 ・水産業被害対策

各農業事務所 ・農業被害対策



- 38 -

（３）研修計画

名称 主催 時期 回数/年 規模 人数 内容・目的

特定鳥獣の保護・ 国 ７月 １ 全国 ２ 特定鳥獣（第一種特定鳥獣及び第二種特
管理に係る研修会 定鳥獣をいう。）の保護管理業務担当者
(初級編) を対象として、鳥獣保護管理業務遂行上

必要な専門的知識の習得及び識見の向上
を図る。

鳥獣保護管理担当 県 ４月 ２ 県 20 鳥獣行政を円滑･効果的に推進するため､
者会議 10月 鳥獣行政担当職員を対象に、情報交換及

び関係法令等専門的知識の習得を図る。

高度専門技術者研 県 随時 ４ 県 20 県職員等を対象に、「捕る」「守る」「知
修 る」対策を効果的に組み合わせた広域的

な対策を作る総合プランナーとして、ま
た、地域指導者に対して適切な指導・助
言を行うための見識及び技術の習得を図
る。

２ 鳥獣保護管理員

（１）方針

本計画に基づく鳥獣保護管理事業を推進するため、法第78条に基づく鳥獣保護管理員を設置す

る。

鳥獣保護管理員の主な活動は、鳥獣の生息状況等に関する調査、鳥獣保護区の管理、狩猟取締

り、鳥獣の管理に関する助言・指導、環境教育の推進、普及啓発等とする。

鳥獣保護管理員は、鳥獣の保護及び管理又は狩猟制度についての知識、技術及び経験を有し、

鳥獣の保護及び管理への熱意を有する人材から選任することとし、任期を更新する際には身体的

な適性能力の確認に努める。

なお、鳥獣保護管理員は、鳥獣保護管理事業の実施に関し、非常勤として県の事務を補助する

ものであって、ボランティアとは異なることから、雇用のための必要な報酬は確保する。

（２）設置計画

鳥獣保護管理事業の実施状況に応じ、地域的なバランスを考慮しつつ、「市町村担当」「管内一

円担当」の区分で設置する。

28年度末 年度計画
基準設置数

人 員 充足率 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 計 充足率
(A) (B) (B/A) (C) (C/A)

65人 65人 100% 65人 65人 65人 65人 65人 65人 100%
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（３）年間活動計画

実 施 時 期
活 動 内 容

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

鳥獣生息状況等の調査
鳥獣保護区の管理
狩猟取締り
違法捕獲取締り
違法飼養取締り
鳥獣管理の助言指導
鳥獣保護思想普及啓発

（４）研修計画

鳥獣による農林水産業被害等は依然として高水準にあり、地域における鳥獣の保護管理に関す

る助言・指導といった要請に応じる必要もあることから、委嘱式の際に全鳥獣保護管理員を対象

とした研修を実施するなど計画的に研修を行い、鳥獣保護管理員の資質の維持・向上に努める。

名 称 主催 時期 回数/年 規模 人数 内 容 ・ 目 的

鳥獣保護管理員研 県 ４月 １回 全県 65人 鳥獣保護管理事業の業務遂行に必要な関
修 程度 係法令、鳥獣の生態、傷病鳥獣救護等に

関する基本的な知識の習得を図る。

３ 保護及び管理の担い手の育成及び確保

（１）方針

鳥獣の保護及び管理の担い手は、研修等においてその知識・技術の向上を図り、適所に配置す

る。また、鳥獣の保護及び管理の担い手として、狩猟者及び認定鳥獣捕獲等事業者の育成・確保

が図られるよう研修等の開催に努める。

（２）研修計画

名 称 主催 時期 回数/年 規模 人数 内 容 ・ 目 的

わな猟初心者研修 県 随時 ２回 全県 50人 新規わな猟免許取得者等を対象に、わな
程度 /回 の設置（実技）や捕獲手続などに関する

研修を行い、管理の担い手の確保を図る。

地域対策指導者育 県 随時 ５回 全県 30人 高度専門技術者と連携し、地域における
成研修 程度 /回 被害状況を把握し、支援の必要な箇所の

洗い出し、隣接地域との調整、地域リー
ダーへの指導・助言を行うための見識及
び技術を有する人材の育成を図る。

鳥獣保護管理員研 県 ４月 １回 全県 65人 ※再掲
修 程度
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（３）狩猟者の育成及び確保のための対策

長期的な鳥獣の保護及び管理の推進上、狩猟者は重要な役割を担っているが、本県の狩猟免許

所持者の現状について見ると、全国的な傾向と同様、その数の減少と高齢化が進行している状況

にある。

鳥獣の保護及び管理の担い手である狩猟者の育成及び確保のため、狩猟免許取得の促進のため

の各種取り組みとして、狩猟初心者への技術的支援（わな猟初心者研修会等）、狩猟関係の手続

の利便性の更なる向上（狩猟免許試験回数の増加及び土・日曜日開催、地域要望型試験の開催等）

に努める。

また、狩猟者が社会から信頼を得られるように、狩猟事故や違法行為の防止を図りつつ、狩猟

の公益的役割について普及啓発を行う。

（４）認定鳥獣捕獲等事業者の育成・確保

指定管理鳥獣捕獲等事業をはじめとする科学的・計画的な鳥獣管理の推進に当たっては、安全

かつ確実に捕獲等を実施できる者が必要であることから、民間の保護及び管理の担い手である認

定鳥獣捕獲等事業者に対して技術・知識向上のための研修会等を開催するなどして、その育成・

確保に努める。

４ 鳥獣保護施設等の設置

（１）方針

野鳥病院については、これまで傷病鳥獣の保護及び愛鳥思想の普及啓発の拠点として設置・整

備されてきた。

近年、科学的かつ計画的で専門的な鳥獣の保護及び管理が強く求められていることから、これ

までの機能に加え、環境モニタリング、環境教育等も含め、科学的・計画的な鳥獣保護管理の総

合的な拠点として既存施設の機能強化に努める。

（２）鳥獣保護施設等

名 称 整備年度 施設の所在地 施設の概要 施設の内容 利用の方針 備考

野鳥病院 昭和50 北群馬郡榛東村 傷病鳥救護舎 小禽舎４室 傷病鳥(獣) 嘱託職
新井2935 １棟94㎡、 中禽舎２室 の保護収容 員２名
（林業試験場内） 野生化訓練舎 猛禽舎１室

１棟34㎡、 水禽舎１室 鳥獣保護思
感染症隔離施設 想の普及

１棟19㎡

桐生が岡 昭和54 桐生市宮本町 傷病鳥獣救護舎 ６室及び 桐生市
動物園 (委託年度) 三丁目8－13 １棟 予備室３室 へ委託
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５ 取締り

（１）方針

違法捕獲行為の防止及び鳥獣の無登録飼養、狩猟事故・違反を未然に防止するため、県警を含

む関係機関及び関係団体と緊密に連携し、取締りを強化する。

また、迅速かつ適切な取締りを行うため、以下の施策等を講じる。

なお、取締りに際しての情報収集等については、関係団体等との連携・協力に努める。

ア 過去の違反等状況の分析の結果に基づき、年度ごとに取締りの重点項目（鳥獣の無登録飼養

など）を定めて行う。

イ 狩猟期間中の鳥獣保護管理員の巡回を、次のとおり強化する。

（ア）過去数年間において、違反多発区域がある場合、当該区域内の巡回に重点をおく。

（イ）狩猟者が多数出猟すると予想される週末等における巡回を強化する。

ウ かすみ網の違法な使用、所持、販売等及びとりもち等による違法捕獲の取締りを重点的に行

う。

エ 氏名等の記載がなく違法に設置されたと疑われるわな等については、県警と連携し対応に当

たる。

オ 鳥獣の飼養関係者、加工業者、食品関係者等を対象とし、鳥獣及びその加工品を含めて、流

通段階における違法行為の取締りを計画的に実施する。

カ 我が国に生息する野鳥を登録票あるいは標識を添付せずに愛玩飼養している場合は、違法捕

獲されたものである可能性があることから、野鳥の違法な飼養の取締りを重点的に行う。

キ 取締りに必要な機動力を整備するほか、緊急取締りに対応して鳥獣行政担当職員及び鳥獣保

護管理員の動員体制を整備する。

ク 狩猟事故及び狩猟違反の未然防止のため、法の知識及び実技の習得に加え、狩猟者として遵

守すべき事項の周知徹底を図り、県猟友会等の協力を得て、定期的な講習会の開催等により、

狩猟者の資質の向上に努める。

ケ 任意放棄又は押収された個体を野生復帰させる際には、遺伝的な撹乱を防ぐ観点から、可能

な限り捕獲等又は採取等された地域に放鳥獣するよう努める。

（２）年間計画

実施時期
活動内容

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

鳥獣の違法捕獲
狩猟取締り

６ 必要な財源の確保

地方税法（昭和25年法律第226号）における狩猟税（目的税）の趣旨を踏まえ、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟に関する行政の実施に対し、効果的な支出を図るものとする。

また、鳥獣の保護及び管理と密接な関係のある森林や里山の整備については、ぐんま緑の県民税

の活用も考慮する。
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第九 その他

１ 鳥獣保護管理事業をめぐる現状と課題

鳥獣による農林水産業への被害が高水準で推移するとともに、尾瀬などの国立公園をはじめ、県

立公園や自然環境保全地域等における生態系への影響が深刻な状態となっており、農林水産業や自

然保護の関係者からそれらへの対策強化が求められている。他方で、鳥獣を含む生物の多様性を保

ちながら、人と鳥獣との適切な関係の構築を目指すことは言うまでもない。

引き続き適正管理計画による個体群管理、生息地管理及び被害防除について、適正な目標設定の

下で関係者が連携し、総合的な施策を実施することが必要となるが、これを円滑に実行するため、

専門的な知識、技術、経験を有する人材や狩猟者の確保・育成を図る。

また、鳥獣の生息地となっている森林の維持管理方法についての検討も必要と考えられる。

２ 狩猟の適正化

狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法の制限、鳥獣保護区等の保護区域制度、狩猟鳥獣の捕獲禁

止区域等、狩猟に係る各種規制制度をきめ細かく計画的に実施する。

３ 傷病鳥獣救護への対応

（１）傷病鳥獣救護に関する考え方

鳥獣は、山野等にあって、専ら他の生物を捕食・採食し、個体の生と死を繰り返している。

このように生態系は野生生物の生と死によって成り立っており、自然の傷病による鳥獣の死も生

態系の重要な一要素である。

一方、人には鳥獣を敬い命を大切に思う気持ちがある。傷病鳥獣救護は、もともと人道的な行

為として行われてきており、鳥獣保護思想上も生きものを大切に思う気持ちからなされてきた側

面もある。

傷病鳥獣救護については、これらの考え方を踏まえつつ、絶滅のおそれのある種の保全や環境

モニタリングへの活用、傷病の発生原因の究明とその予防措置等、生物多様性の保全への貢献に

重点を置いて対応を検討する。

（２）方針

行政による傷病鳥獣救護実施に当たっては、生物多様性の保全や傷病の発生原因の究明による

効果的な予防措置の実施といった、救護の目的や意義を踏まえて、鳥獣の管理を行うことが必要

な種以外の救護を優先する等の対応を図る。なお、大量死等生態系の異常把握につながる情報を

収集する観点から、情報の収集・把握の一元化等を図る。

傷病鳥獣の救護にあっては、人と鳥獣との適切な関係の構築に向けて、県民の参画等による普

及啓発が重要であることから、収容、終生飼養等に携わるネットワーク体制の構築のため、市町

村、獣医師会、動物園、自然保護団体等と連携を図る。また、研修会や「出前なんでも講座」の

開催により、行政の指導監督等一定の関与のうえで民間による積極的な取組を推進する。

なお、ひな及び出生直後の幼獣を傷病鳥獣として誤認して救護することのないよう、チラシ・

ポスター等により、県民への周知徹底を図る。
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（３）体制

傷病鳥獣の通報・相談 自然環境課

県 民 県

助言・収容依頼 環境森林事務所・森林事務所

搬送 搬送(※希少鳥獣)

野鳥病院 桐生が岡動物園

【鳥類】 【鳥類・獣類】

放鳥 死亡 放野 死亡

(標本収蔵)

自然史博物館

※鳥インフルエンザ流行時における簡易検査の対応については、別途作成した「野鳥に

おける高病原性鳥インフルエンザに係る取扱要領」による。

（４）傷病鳥獣の個体の処置

傷病鳥獣救護がなされた個体については、法令の必要な手続を行ったうえで、必要なデータを収集

し、「(2)方針」の中で明確化した目的及び意義に適合し、放野が可能な個体については、治療、リハ

ビリテーション及び放野を行う。放野が不可能又は「(2)方針」で明確化した目的及び意義を踏まえ

て放野することが適当ではない個体については、治療、繁殖・研究若しくは教育のための活用、終生

飼養又はできる限り苦痛を与えない方法での致死等を検討する。

収容に当たっては、法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第

75号）、外来生物法、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）、文化財保護法（昭

和25年法律第214号）等関係する法令の趣旨を踏まえ、必要な手続を行う。また、非狩猟鳥獣につい

ては、法に基づき、捕獲許可の有効期間の末日から起算して30 日以内に、飼養登録を行う。

４ 感染症への対応

人畜共通感染症が発生した場合に備えて、関係機関との緊密な連携を図り、迅速かつ適切に対応

するため、情報の収集、分析及び県民への正確な情報提供と風評被害の防止を図る。特に、高病原

性鳥インフルエンザの発生時においては、「県高病原性鳥インフルエンザ防疫措置マニュアル（農

政部）」「鳥インフルエンザ発生時における対応マニュアル（健康福祉部）」に基づき、迅速かつ的

確な防疫体制、検査体制の構築を図り他への感染を防止する。



- 44 -

また、野鳥の集団死亡等が発生した場合は、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対

応技術マニュアル（平成26年９月環境省自然環境局）」に基づき、高病原性鳥インフルエンザの可

能性も含め、関係部局と連携して、野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況の検査の実

施に努める。

５ 普及啓発

（１）鳥獣の保護及び管理についての普及等

ア 方針

県民一人ひとりの理解と協力を得て鳥獣保護を推進するため、鳥獣の保護思想の普及を積極

的に推進する。

また、次代を担う子どもたちの理解を深めるために小・中学校等における愛鳥活動の指導援

助を行い、森林や環境教育の実施に当たっては、鳥獣に関する普及啓発を推進する。

イ 事業の年間計画

実施時期 (月)
事業内容 備考

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

愛鳥週間ポスター原画の募集

愛鳥週間ポスターの配付

愛鳥モデル校巡回指導

広報活動

鳥獣保護団体との協働

ウ 愛鳥週間行事等の計画

行 事 行事の内容 計画年度

愛鳥週間ポスター原画コンク 愛鳥週間ポスター原画のコンクールを開催する。

ール 入賞作品については、展示を行う。

29～33

野鳥病院公開 林業試験場一般公開時に野鳥病院を公開し、鳥獣保

護思想の普及啓発に努める。

（２）安易な餌付けの防止

ア 方針

鳥獣への安易な餌付けが、人の与える食物への依存、人馴れが進むこと等による人身事故、

農林水産業への被害の誘因となり、さらには生態系や鳥獣保護管理への影響が生じるおそれが

ある。

このため、希少鳥獣の保護のために行われる給餌等の特別な事例を除き、地域における鳥獣

の生息状況や鳥獣による農林水産業等への被害の発生状況を踏まえて、鳥獣への安易な餌付け

の防止についての普及啓発等に積極的に取り組むものとする。

また、鳥獣を観光等に利用するための餌付けについても、鳥獣の生息状況への影響や、農林

水産業等への被害の誘因となることがないように十分配慮するものとする。
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さらには、不適切な生ゴミの処理、未収穫作物の放置は、結果として鳥獣への餌付けにつな

がり、農林水産業等への被害の誘因にもなることから、鳥獣の生息状況を踏まえながら適正管

理について地域社会等での普及啓発等にも努めるものとする。

イ 年間計画

重点事項は次のとおりとし、年間を通じ随時普及啓発を行うものとする。

（ア）安易な餌付け行為が鳥獣に与える影響について県民の理解促進を図る。

（イ）観光事業者や観光客による鳥獣への安易な餌付けの防止を図る。餌付けを実施する際には、

高病原性鳥インフルエンザ等の感染症の拡大又は伝播につながらないよう十分な配慮を求め

る。

（ウ）生ゴミや未収穫作物等の不適切な管理、耕作放棄地の放置等、結果として餌付けとなる行

為の防止を図る。

（３）猟犬の適切な管理

猟犬による事故防止を図るため、猟犬の訓練・回収や個体識別装置を徹底させるなど、猟犬の

管理について、狩猟団体等を通じ、狩猟者に注意を促す。

（４）野鳥の森施設の整備

群馬県野鳥の森施設を県民が野鳥を観察できる場所として、また鳥獣の生態等を学習できる施

設として活用するため、観察施設の整備等一層の充実を図るよう努める。

また、施設の効率的・効果的な管理を行い、利用者の利便性を向上させるため指定管理者制度

を活用する。

名称 整備 施設の所在地 面積 施設の概要 施設の内容 利用の方針

年度

群馬県野鳥 昭和 安中市松井田 91ha 鳥獣資料館１棟 鳥獣の剥製 鳥獣の学習と自然との

の森施設 51 町横川 研修館１棟 展示 ふれあいの場として、

小根山国有林 観察舎４棟 探鳥器材 剥製、写真展示、愛鳥

探鳥路 図書等 ポスターの掲示等を行

展望台１棟 う。

遊水池１箇所等

（５）愛鳥モデル校の指定

ア 方針

野鳥の観察や保護活動を通じて、自然に親しみその大切さを感じることは、自然保護活動の

第一歩として有効かつ重要である。野鳥保護活動に取り組んでいる小・中学校等を「愛鳥モデ

ル校」に指定し、野鳥の保護・観察活動を通して愛鳥思想の普及を図る。

また、状況に応じ、学校周辺に「身近な鳥獣生息地」の鳥獣保護区の指定について検討する。

イ 指定期間

平成29年４月１日～平成34年３月31日
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ウ 愛鳥モデル校に対する指導内容

（ア）巡回指導

（イ）学習資材の配付等

（ウ）巣箱等の配付

エ 指定計画

以下の17校を、平成29年度に５年の期間で指定する。

区 分 既指定校 新規指定校 計

高崎市立鼻高小学校

高崎市立倉渕小学校

高崎市立上室田小学校

高崎市立岩平小学校

安中市立後閑小学校

神流町立万場小学校

小学校 富岡市立額部小学校 14校 みなかみ町立新治小学校 １校 15校

南牧村立南牧小学校

甘楽町立福島小学校

中之条町立六合小学校

草津町立草津小学校

昭和村立大河原小学校

みなかみ町立藤原小学校

太田市立鳥之郷小学校

その他の学校 県立太田高等特別支援学校 ２校 ２校

県立渡良瀬特別支援学校

（６）法令の普及の徹底

ア 方針

傷病鳥獣の保護を含めた鳥獣の捕獲等に係る考え方や所要手続など、特に県民に関係する事

項については、県広報、ポスター、パンフレット等により、その周知徹底を図るよう努める。

イ 年間計画

実施時期(月)
重点項目 実施方法 対象者

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

鳥獣の捕獲及び 県及び市町村 一般県民
飼養登録制度 の広報紙等

パンフレット 狩猟者
適正な狩猟制度 配布、狩猟団

体実施研修会
時の講習等

違法なわなの販 県及び市町村 一般県民
売・使用等禁止 の広報紙等 狩猟者
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※参考 鳥獣保護区及び鳥獣保護区特別保護地区一覧

【県指定鳥獣保護区一覧（※本計画終了時の状況）】

指定区分 鳥獣保護区名 所在地 面積(ha) 存続期間

森林鳥獣生息地 金山 太田市 645 H14.11.1 ～H34.10.31

伊香保 渋川市 1,961 H25.11.1 ～H35.10.31

北沢 上野村 1,485 H25.11.1 ～H35.10.31

鼻曲山 高崎市 2,838 H25.11.1 ～H35.10.31

碓氷湖 安中市 1,511 H25.11.1 ～H35.10.31

秋畑 甘楽町 675 H25.11.1 ～H35.10.31

草津 草津町、嬬恋村、中之条町 3,954 H25.11.1 ～H35.10.31

叶山 神流町 380 H16.11.1 ～H36.10.31

赤城山 前橋市、渋川市 2,690 H26.11.1 ～H36.10.31

迦葉山 沼田市 416 H26.11.1 ～H36.10.31

谷川岳 みなかみ町 4,039 H26.11.1 ～H36.10.31

法師 みなかみ町 1,851 H26.11.1 ～H36.10.31

赤谷湖 みなかみ町 440 H26.11.1 ～H36.10.31

妙義 安中市、富岡市、下仁田町 2,051 H26.11.1 ～H36.10.31

榛名山 高崎市、東吾妻町、榛東村 1,290 H26.11.1 ～H36.10.31

神津 下仁田町 367 H27.11.1 ～H37.10.31

大桁山 富岡市 432 H18.11.1 ～H38.10.31

丸沼菅沼 片品村 3,570 H29.11.1 ～H39.10.31

小根山 安中市 798 H29.11.1 ～H39.10.31

白郷井子持 渋川市 330 H30.11.1 ～H40.10.31

小野上谷の口 渋川市 370 H30.11.1 ～H40.10.31

仙ノ倉山 みなかみ町 2,664 H31.11.1 ～H41.10.31

大峰山 みなかみ町 404 H32.11.1 ～H42.10.31

日野 藤岡市 871 H33.11.1 ～H43.10.31

野反 中之条町 1,365 H34.11.1 ～H44.10.31

計 ２５箇所 37,397

大規模生息地 尾瀬 片品村 10,590 H33.11.1 ～H43.10.31

計 １箇所 10,590

集団渡来地 三名湖 藤岡市 370 H14.11.1 ～H34.10.31

大塩 富岡市 580 H14.11.1 ～H34.10.31

梅田 桐生市 80 H15.11.1 ～H35.10.31

箕郷 高崎市 1,070 H26.11.1 ～H36.10.31

草木 みどり市 205 H20.11.1 ～H38.10.31

神流湖 藤岡市、神流町 315 H29.11.1 ～H39.10.31

館林 館林市 489 H23.11.1 ～H43.10.31

計 ７箇所 3,109

身近な鳥獣生息地 岩鼻 高崎市 209 H14.11.1 ～H34.10.31

要害山 みどり市 120 H14.11.1 ～H34.10.31

みかぼ森林公園 藤岡市 255 H15.11.1 ～H35.10.31

吾妻山南面 桐生市 640 H16.10.15 ～H35.10.31

敷島 前橋市 103 H25.11.1 ～H35.10.31

少林山 高崎市 234 H25.11.1 ～H35.10.31

西みかぼ 神流町 45 H17.11.15 ～H37.10.31

多々良 館林市、邑楽町 284 H18.11.1 ～H38.10.31

南牧村自然公園 南牧村 34 H19.11.1 ～H39.10.31

花見ヶ原 桐生市 55 H29.11.1 ～H39.10.31

桐生自然観察の森 桐生市 43 H21.11.1 ～H41.10.31

黒滝山 南牧村 47 H22.11.1 ～H42.10.31

観音山 高崎市 425 H22.11.1 ～H42.10.31

東大河原 前橋市 225 H23.11.1 ～H43.10.31

計 １４箇所 2,719

合計 ４７箇所 53,815
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【県指定鳥獣保護区特別保護地区一覧（※本計画終了時の状況）】

指定区分 特別保護地区名 所在地 面積(ha) 存続期間

森林鳥獣生息地 金山 太田市 40 H14.11.1 ～H34.10.31

伊香保 渋川市 274 H25.11.1 ～H35.10.31

草津 草津町 191 H25.11.1 ～H35.10.31

赤城山 前橋市 291 H26.11.1 ～H36.10.31

妙義 安中市 304 H26.11.1 ～H36.10.31

榛名山 高崎市 92 H26.11.1 ～H36.10.31

計 ６箇所 1,192

身近な鳥獣生息地 吾妻山南面 桐生市 14 H16.10.15 ～H35.10.31

計 １箇所 14

合計 ７箇所 1,206

※面積は、鳥獣保護区面積のうち数

【国指定鳥獣保護区一覧（※本計画策定時点）】

指定区分 鳥獣保護区名 所在地 本県 存続期間

面積(ha)

森林鳥獣生息地 浅間 嬬恋村､長野原町(ほか､長野県の一部) 10,646 H23.11.1 ～H33.10.31

集団渡来地 渡良瀬遊水地 板倉町(ほか､栃木･埼玉･茨城各県の一部) 89 H23.10.31 ～H43.10.31

計 ２箇所 10,735

【国指定鳥獣保護区特別保護地区一覧（※本計画策定時点）】

指定区分 特別保護地区名 所在地 本県 存続期間

面積(ha)

森林鳥獣生息地 浅間 嬬恋村 (ほか､長野県の一部) 947 H23.11.1 ～H33.10.31

計 １箇所 947

※面積は、鳥獣保護区面積のうち数


