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第１２次埼玉県鳥獣保護管理事業計画 

 

 野生鳥獣は、自然環境の重要な構成要素の一つであり、自然環境を豊かにするものであるが、一

方で、特定の鳥獣の生息域の拡大や個体数の増大は、生物多様性の確保や生活環境の保全に重大な

影響を与えるため、保護と管理を適切に進めることが必要である。 

 埼玉県においても、野生鳥獣の保護と管理を適切にすすめ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第１条の目的を達成するため、

この計画を定めるものである。 

 

第１ 計画の期間 

   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

第２ 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 

 １ 鳥獣保護区の指定 

 （１）方針 

  ア  指定に関する中長期的な方針 

    鳥獣保護区は、鳥獣の捕獲又は殺傷（以下「捕獲等」という。）並びに鳥類の卵の採取又

は損傷(以下「採取等」という。）を禁止し、その安定した生存を確保するとともに、多様

な鳥獣の生息環境を保全、管理及び整備することにより、鳥獣の保護繁殖を図ることを目的

として指定するものであり、地区指定を通じて地域における生物多様性の保全にも大きな役

割を果たすものである。 

    本県は、東部低地から西に向かって台地、丘陵、山地と続き、変化に富んだ地形を有して

いる。 

    また、原生林の残る奥秩父の山々、里山の景観を残す台地・丘陵、武蔵野の面影を残す平

地林、さらには低地に広がる田んぼや屋敷林など、豊かな自然に恵まれ、多くの鳥獣が生息

している。 

    しかし、急激な都市化の進展による森林や草地、田畑等の緑地の減少、さらには農山村の

過疎化など農林業を取り巻く環境の変化による里地・里山の荒廃などは、鳥獣の生息に大き

な影響を及ぼしている。 

    平成２０年３月に改訂した『埼玉県レッドデータブック２００８動物編』によると、鳥類

ではオオタカなど１０４種、哺乳類ではツキノワグマなど３９種が希少野生動物種として報

告されており、個体数の減少や生息域の限定によって絶滅のおそれが危惧されている。 

    このような状況の中で、生物多様性の保全のため、地域の鳥獣の保護及び管理の取組を推

進することが、本県の自然保護行政の重要な課題となっている。したがって、この計画にお

いては、次の具体的方針に基づいて鳥獣保護区の指定等を進めるものである。 

イ 指定区分ごとの具体的方針 

（ア）計画期間内に存続期間が満了する鳥獣保護区は、原則として更新するものとする。  

          なお、計画は、地域の自然的社会的状況に応じて必要と認められる場合には、随時、存

続期間の見直しを行うものとする。 

（イ）鳥獣保護区の区域の指定及び見直しに当たっては、鳥獣の生息状況、生息環境等に関す
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る科学的知見に基づき、鳥獣の重要な生息地の把握に努め、必要に応じて区域の拡大、統

合及び解除を行うものとする。 

     また、指定する場合は、区域周辺の農林水産業被害等に対して有害鳥獣捕獲や個体数調

整の実施により、関係者の理解を得られるよう対応するものとする。 

（ウ) 自然公園法(昭和３２年法律第１６１号)、自然環境保全法(昭和４７年法律第８５号)等

により保全されている地域で、鳥獣の保護繁殖上重要な地域については、森林鳥獣生息地、

大規模生息地として鳥獣保護区の指定が行われるよう地元市町村及び利害関係者との調

整を進めるものとする。 

（エ）絶滅のおそれのある鳥獣又はこれに準ずる鳥獣の生息地であって、当該鳥獣の保護繁殖

上必要な地域については、順次、希少鳥獣生息地の保護区として指定が行われるよう地元

市町村及び利害関係者との調整を進めるものとする。 

（オ）県土を貫流し、水循環や野生生物の移動経路として重要な役割を担う荒川及びその支流

の河川並びに荒川低地については、地域生態系の保全及び鳥獣の保護繁殖上重要な地域で

あり、流域での鳥獣保護区の指定を積極的に推進するものとする。 

（カ）自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察や保護活動等を通じた環境教育の場を確保するた

め、「野生の生きものとふれあう学校」を中心に、身近な鳥獣生息地として鳥獣保護区の

指定を推進するものとする。 

（キ）市街地の周辺において、都市における生活環境の改善等のため、鳥獣の誘致を図る必要

がある場合は、既に鳥獣の生息に適している場所のみならず、今後、生息環境の整備等に

より鳥獣の生息状況の改善が見込まれる場所についても鳥獣保護区の指定に努めるもの

とする。 

（ク) 指定に当たっては、県民等からの要望に留意するものとする。 

 

（２）鳥獣保護区の指定等計画 

   ア  計画期間中の新たな指定及び廃止の予定はない。 

    現在の鳥獣保護区 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  イ 指定期間の更新計画 

    第２表のとおり期間の更新を行う。 

 

  
（第１表） 

区     分 箇所数 面 積(ha) 

森林鳥獣生息地の保護区 20 21,352.3 

大規模生息地の保護区     

集団渡来地の保護区 4 2,912.6 

集団繁殖地の保護区     

希少鳥獣生息地の保護区 2 161.5 

生息地回廊の保護区     

身近な鳥獣生息地の保護区 38 6,007.0 

合     計 64 30,433.4 
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（第２表） 

異動前の面積 異動面積 異動後の面積

身近な鳥獣生息地 　大宮公園 期間更新 65.2 65.2 さいたま市

森林鳥獣生息地 　西武蔵 期間更新 913.0 913.0 飯能市

森林鳥獣生息地 　美　里 期間更新 194.0 194.0 美里町

集団渡来地 　神流湖 期間更新 280.0 280.0 秩父市、神川町

希少鳥獣生息地 　越　谷 期間更新 145.0 145.0 越谷市

身近な鳥獣生息地 　男衾中学校 期間更新 4.0 4.0 寄居町

森林鳥獣生息地 　上　尾 期間更新 6.3 6.3 上尾市

集団渡来地 　かわせみ河原 期間更新 67.1 67.1 深谷市、寄居町

計 ８か所 1,674.6 0.0 1,674.6

身近な鳥獣生息地 　川　口 期間更新 1,074.0 1,074.0 川口市

森林鳥獣生息地 　両神山 期間更新 2,911.0 2,911.0 秩父市、小鹿野町

身近な鳥獣生息地 　両神小学校 期間更新 5.8 5.8 小鹿野町

身近な鳥獣生息地 　新河岸川・柳瀬川 期間更新 52.5 52.5 富士見市、志木市

集団渡来地 　荒川南部 期間更新 2,070.6 2,070.6
さいたま市、戸田市、朝
霞市、志木市、和光市、
富士見市、川越市

身近な鳥獣生息地 　まつぶし緑の丘公園 期間更新 26.5 26.5 松伏町

計 ６か所 6,140.4 0.0 6,140.4

森林鳥獣生息地 　滑　川 期間更新 802.0 802.0
熊谷市、東松山市、滑川
町

森林鳥獣生息地 　矢　岳 期間更新 790.0 790.0 秩父市

身近な鳥獣生息地 　久喜菖蒲公園 期間更新 40.0 40.0 久喜市

集団渡来地 　さきたま古墳公園 期間更新 494.9 494.9 行田市

計 ４か所 2,126.9 0.0 2,126.9   

森林鳥獣生息地 　神　川 期間更新 318.0 318.0 神川町

希少鳥獣生息地 　川　本 期間更新 16.5 16.5 深谷市

身近な鳥獣生息地 　東武動物公園 期間更新 47.9 47.9 白岡市、宮代町

計 ３か所 382.4 0.0 382.4

身近な鳥獣生息地 　東入間 期間更新 1,511.0 1,511.0
川越市、狭山市、所沢
市、ふじみ野市、三芳町

森林鳥獣生息地 　野　上 期間更新 306.0 306.0 長瀞町

森林鳥獣生息地 　白石山 期間更新 3,274.0 3,274.0 秩父市

森林鳥獣生息地 　秋　平 期間更新 736.0 736.0 本庄市、美里町

森林鳥獣生息地 　小川げんきプラザ 期間更新 43.0 43.0 小川町

身近な鳥獣生息地 　児玉白楊高等学校 期間更新 8.8 8.8 本庄市

計 ６か所 5,878.8 0.0 5,878.8
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所在地

平
成
2
9
年
度

 平成29.11.1
～

 平成39.10.31

平
成
3
0
年
度

 平成30.11.1
～

 平成40.10.31

平
成
3
1
年
度

 平成31.11.1
～

 平成41.10.31

年
度

鳥獣保護区の分類 鳥獣保護区名 変更区分
指定面積(ha)の異動 変更後の

指定期間

 

 

 ２ 特別保護地区の指定  

      特別保護地区は、鳥獣の生息環境を確保し、同時に鳥獣以外の生物を含めた地域の生物多様
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性の維持回復や向上にも資するため、特に鳥獣の保護繁殖を必要とする地域について指定する

ものである。 

   この計画においては、既指定の特別保護地区について、鳥獣の生息状況調査を行い、適切な

管理を行うものとする。また、希少野生生物調査やオオタカ等営巣調査などの結果に基づいて、

利害関係者等の理解を得ながら、特に保護を必要とする鳥獣の生息地を特別保護地区として指

定できるよう努めるものとする。 

   計画期間中に特別保護地区の新たな指定及び廃止の予定はない。 

   現在の鳥獣保護区特別保護地区は第３表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 休猟区の指定 

   休猟区は、狩猟鳥獣が減少している地域において、生息数の回復を図る必要があるとき、３

年以内の期間を定めて法第３４条に基づき指定するものである。指定方針は次のとおりである

が、狩猟者の大幅な減少もあり、狩猟鳥獣が著しく減少したと認められる地域はないことから、

計画期間中における休猟区の指定予定はない。 

  ア 狩猟鳥獣の減少の著しい地域については、順次、休猟区を指定するものとする。 

  イ 指定に当たっては、地元市町村及び農林水産関係者、狩猟者団体等の理解が得られるよう

留意するものとする。 

  ウ 休猟区は、原則として更新しないものとする。 

 

 ４ 鳥獣保護区の整備等 

（１）方針 

     鳥獣保護区には、それぞれの保護区の指定目的を達成するため、自然条件を勘案して、必

要な保護管理施設を設置するものとする。なお、保護管理施設については、適切な維持・管

理に努めるとともに、既指定の鳥獣保護区も指定時期等を勘案し、適宜見直し等を行うもの

とする。 

 

 

 

 

  
（第３表） 

区     分 箇所数 面 積(ha) 

森林鳥獣生息地の保護区 1 1,943.7 

大規模生息地の保護区     

集団渡来地の保護区 
  

集団繁殖地の保護区     

希少鳥獣生息地の保護区 
  

生息地回廊の保護区     

身近な鳥獣生息地の保護区 1 591.0 

合     計 2 2,534.7 
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（２）整備計画 

  ア 管理施設の設置                           （第４表）   

区  分 平成２９年度～平成３３年度 

標識類の 

整備 

 案内板等は、鳥獣保護思想を普及啓発する内容のものとし、身近な鳥獣生息地の

保護区に優先的に設置する。 

 また、保護区の境界には、引き続き区域を明示する標識や注意を促す看板等を設

置するものとする。 

 

  イ 利用施設の整備                           （第５表） 

区    分 平成２９年度～平成３３年度 

 給餌・給水施設の整備等  各鳥獣保護区の状況に応じ、給餌施設及び給水施設、巣箱等の営巣施設を設

置、改善を図るものとする。また、埼玉県自然学習センター、埼玉県狭山丘陵

いきものふれあいの里、さいたま緑の森博物館など鳥獣の観察に適した場所に

あっては、鳥獣の観察舎、観察路等の利用施設の一層の整備に努めるものとす

る。 

 営巣施設の整備等 

 観察舎、観察路等の整備 

 

  ウ 調査、巡視等の計画                         （第６表） 

区    分 平成２９年度～平成３３年度 

管理のための調査等の実施 鳥獣保護管理員等により鳥獣保護区の巡視及び鳥獣の生息状況確認を行う。 

 

 

第３ 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項 

 １ 鳥獣の人工増殖 

      狩猟鳥獣のうち放鳥の対象とするものはキジとし、人工増殖を行う一般社団法人埼玉県猟友

会に対し、次の事項について指導・支援を実施していくものとする。 

  ア 計画的な放鳥に対応する羽数が確保できる生産体制の整備及び人工増殖技術の向上 

 イ 亜種間の交雑を防止するための本県に生息するキジのみの増殖 

  ウ 優良種の増殖を図るための優良な形質をもった親鳥の導入 

 

 ２ 放鳥獣 

（１）方針 

 狩猟鳥獣の増加を図るため、次の事項に留意し、キジの放鳥を実施するものとする。          

なお、獣類については、生態系に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、放獣しない。 

  ア 放鳥場所は、キジの生息環境を勘案しつつ、鳥獣保護区等狩猟制限区域で、自然環境がキ

ジの繁殖に適し、かつ、農作物等に被害が生じないと予想される場所を選定するものとする。 

  イ 放鳥後の定着率を考慮し、幼鳥（孵化後 120 日以下）の放鳥は避け、成鳥（孵化後 180 日

以上）を放鳥するものとする。 

  ウ 必要に応じて、生息状況や放鳥場所の環境等の事前調査を実施するものとする。 

  エ 放鳥する場合は、亜種間の交雑を防止するため、放鳥する地域に生息する亜種と同一の亜

種を放鳥するものとする。 

  オ 放鳥するキジについては、標識（金属製の足環で、都道府県名と番号を記したもの）を装

着するものとする。 
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 （２）放鳥計画 

   放鳥用のキジは購入し、第７表の数の範囲内で（１）の方針に従い放鳥する。 

（第７表） 

放鳥地域 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 合 計 

鳥獣保護区

及び特定猟

具使用禁止

区域（銃） 

10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 50 か所 

200 羽 200 羽 200 羽 200 羽 200 羽 1,000 羽 

 

（３）放鳥効果測定調査 

    放鳥するキジについて足環を装着し、回収した標識から放鳥した地域での定着状況等を   

調査する。 

 

 

第４ 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

 １ 鳥獣の区分と保護及び管理の考え方 

             鳥獣の捕獲等の許可に当たっては、対象種ごとの保護及び管理の考え方が重要であることか

ら、以下の区分及び特性に応じてきめ細かな鳥獣の保護及び管理を進めるものとする。 

（１）希少鳥獣 

  ア 対象種 

    希少鳥獣は、法第２条第４項に基づき環境省令で定める鳥獣並びに環境省及び県が作成し

たレッドリストにおいて絶滅危惧種 IA・IB 類又はⅡ類に該当する鳥獣とし、レッドリスト

の見直しに合わせて対象種を見直すものとする。 

    なお、絶滅の恐れのある地域個体群についても必要に応じて希少鳥獣として取り扱う。 

  イ 保護及び管理の考え方 

    希少鳥獣の適切な保護及び管理のため、個別の種ごとの調査等により生息状況や生息環境

の把握に努め、知事による適切な捕獲等の許可、県指定鳥獣保護区（希少鳥獣生息地の保護

区）の指定の実施等により、種及び地域個体群の存続を図るための取組を行うものとする。 

 

（２）狩猟鳥獣 

 ア 対象種 

    狩猟鳥獣は、法第２条第７項に基づき環境省令で定める鳥獣とする。 

 イ 保護及び管理の考え方 

狩猟鳥獣の適切な保護及び管理のため、生息分布調査等により生息状況や生息環境の把握

に努めるとともに、休猟区や捕獲制限等の制度を活用しながら持続的な捕獲が可能となるよ

う保護及び管理を図るものとする。 

    ただし、特に管理を強化すべき外来鳥獣である狩猟鳥獣については、保護の取組は行わな

い。 

 

（３）外来鳥獣 

 ア 対象種 
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    外来鳥獣は、我が国に過去あるいは現在の自然分布域を有しておらず、人為的に海外から

導入された鳥獣とする。なお、我が国に自然分布域を有しているが、人為的に過去あるいは

現在の自然分布域を超えて国内の他地域に導入され、生態系や農林水産業等に係る被害を生

じさせている鳥獣についても同様の扱いとする。 

  イ 管理の考え方 

    農林水産業又は生態系等に被害を及ぼす外来鳥獣については、積極的な狩猟及び有害鳥獣

捕獲を推進して、その被害防止を図る。特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律（以下「外来生物法」という。）に規定される特定外来生物のうち、アライグマに

ついては、同法に基づき国の確認を受けた「埼玉県アライグマ防除実施計画」により計画的

な防除を実施する。 

 

（４）指定管理鳥獣 

 ア 対象種 

指定管理鳥獣は、法第２条第５項に基づき環境省令で定める鳥獣とする。 

イ 管理の考え方 

県内における指定管理鳥獣の生息状況や被害状況等を勘案して、必要と認められるときは

第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するものとする。 

 

（５）一般鳥獣 

 ア 対象種 

  一般鳥獣は、希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣及び指定管理鳥獣以外の鳥獣とする。 

イ 保護及び管理の考え方 

    一般鳥獣の適切な保護及び管理のため、生息分布調査等により生息状況や生息環境の把握

に努めるとともに、必要に応じ希少鳥獣及び狩猟鳥獣の保護及び管理に準じた対策を講じる

ものとする。 

 

２ 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準の設定 

   鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可（以下「許可」という。）の考え方は次のと

おり。 

（１）許可する場合の考え方  

  ア 学術研究を目的とする場合（３に許可対象者等） 

    学術研究（環境省足環を用いる標識調査を含む。）を目的とする捕獲等又は採取等は、当

該研究目的を達成するために不可欠であって、適正な研究計画の下でのみ行われるものとす

る。 

 イ 鳥獣の保護を目的とする場合（４に許可対象者等） 

    鳥獣の保護を目的とした捕獲等又は採取等は、原則として次の事由に該当するものを対象

とする。 

 （ア）第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護の目的 

     第一種特定鳥獣保護計画に基づく第一種特定鳥獣の保護を目的とした捕獲等又は採取

等は、人と鳥獣との適切な関係の構築を目指した科学的・計画的な保護の一環として、生

物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展の均衡を図る観点から、
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地域個体群の長期にわたる安定的維持を図りつつ、そ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こと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ために必要な範囲内で行われるものとする。  

 （イ）鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的 

    鳥獣行政事務担当職員が職務上の必要があって捕獲又は採取するもの。 

 （ウ）傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的 

     鳥獣行政事務担当職員や鳥獣保護管理員等が、傷病鳥獣を保護する目的で捕獲するも

の。 

  ウ 鳥獣の管理を目的とする場合（５に許可対象者等） 

     原則として次の事由に該当するものを対象とする。 

 （ア）鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的 

     鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害（以下「被害」という。）が現

に生じている場合、及び被害のおそれがある場合（以下「予察」という。）に被害を防止

する目的で捕獲（以下「有害鳥獣捕獲」という。）するもの。 

     有害鳥獣捕獲は、原則として被害防除対策によって被害等が防止できないと認められる

場合に行う。埼玉県レッドデータブック動物編掲載種の許可は、特に慎重に取り扱うもの

とし、継続的な捕獲等が必要となる場合は、生息数等の推定に基づき、捕獲数を調整する

など適正な捕獲を計画的に行うよう指導するものとする。このような種については、特に、

有害鳥獣捕獲の形態を装った不必要な捕獲の生じることのないように各方面を指導する

とともに、地域の関係者の理解の下に、捕獲等した個体を、被害等が及ぶおそれの少ない

地域へ放獣させるなど、生息数の確保に努めることも検討するものとする。ただし、指定

管理鳥獣及び外来鳥獣については、当該鳥獣を抑制又は根絶するため積極的な有害鳥獣捕

獲を図るものとする。なお、実施に当たっては、関係部局等との連携の下、被害防除施設

の整備や未収穫物の撤去等の被害防除対策等が総合的に推進されるよう努めるものとす

る。 

     また、農林水産業の健全な発展等と鳥獣の保護及び管理との両立を図るため、総合的、

効果的な防除方法、狩猟を含む個体群管理等、鳥獣の適正な管理方法を検討するものとす

る。 

     代表的な加害鳥獣ごとの防除方法と捕獲方法は第８表のとおり。なお、市町村や関係機

関等との連携を図りながらより効果的な捕獲方法、防除方法の確立に努めるものとする。 

（第８表） 

加害鳥獣名 防除方法 捕獲方法 

 カラス  ゴミ処理の適正化、防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※  銃器、捕獲箱 

 スズメ  防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※  銃器 

 キジバト  防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※、忌避剤※  銃器 

 カワラバト(ﾄﾞ

ﾊﾞﾄ) 

 防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※、忌避剤※  銃器、捕獲箱 

 ムクドリ  防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※  銃器 

 ヒヨドリ  防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※  銃器 

 カモ類  防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※  銃器 
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 サギ類  防鳥網、目玉風船※、テープ※、かかし※  銃器 

 カワウ  防鳥用テープ貼り、人による追払い、魚の隠れ場の設置  銃器、巣落とし 

 イノシシ  電気柵、防護柵（トタン、ワイヤーメッシュ、網）  銃器、くくりわな、はこわな 

 ノウサギ  電気柵、防護柵（トタン、網）、犬、忌避剤※  銃器、くくりわな 

 タヌキ  電気柵、防護柵（トタン、網）、人による追払い  銃器、くくりわな 

 ツキノワグマ  電気柵、畑の近くにある柿等不要果樹の伐採、 

 畑の野菜くずの処理、樹幹の被覆 

 銃器、はこわな 

 ニホンザル  電気柵、畑の近くにある柿等不要果樹の伐採、 

 畑の野菜くずの処理、人による追払い、犬 

 銃器、はこわな 

 ニホンジカ  電気柵、防護柵(網)、忌避剤※、若木・樹幹の被覆  銃器、くくりわな、囲いわな 

 カモシカ  電気柵、防護柵(網)、忌避剤※、若木・樹幹の被覆  未実施 

 ハクビシン  電気柵、畑の近くにある柿等不要果樹の伐採  くくりわな、はこわな 

 アライグマ  電気柵、畑の近くにある柿等不要果樹の伐採  くくりわな、はこわな 

  ※ 一時的な対策であり慣れを生じる。忌避剤は周辺環境によっては効果がない場合もある。 

 

 （イ）第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整の目的 

     人と鳥獣との適切な関係の構築を目指した科学的・計画的な管理の一環として、生物多

様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展の図る観点から、地域個体群の

長期にわたる安定的維持を図りつつ、その生息数を適正な範囲に減少させ、又はその生息

地を適正な範囲に縮小させるために必要な範囲内で行うもの。 

 エ その他特別な事由を目的とする場合（６に許可対象者等） 

    上記以外の特別な事由を目的とした捕獲等又は採取等は原則として次の事由を対象とす

る。 

 （ア）博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的 

     博物館、動物園等の公共施設において飼育展示するために捕獲又は採取するもの。 

 （イ）養殖している鳥類の過度の近親交配の防止の目的 

     鳥類の人工養殖を行っている者が、遺伝的劣化を防止する目的で野生の個体を捕獲又は

採取するもの。 

  （ウ）前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的 

     環境教育への利用、環境影響評価のための調査、被害防除対策事業のための個体の追跡、

電力の安定供給又は鉄道の安定運行等の目的で捕獲又は採取する場合等 

 

（２）許可しない場合の考え方 

   以下の場合にあっては、許可しないものとする。 

 ア 愛玩のための飼養を目的とする場合 

  イ 捕獲等又は採取等の後の処置の計画等に照らして明らかにその目的が異なると判断され

る場合。 

  ウ 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅

のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。 

    ただし、外来鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域、又は今後被害が予想される
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地域において、当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採

取等をする場合はこの限りでなく、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。 

  エ 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等

によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合 

  オ 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥

獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合 

  カ 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は社寺境内又は墓地における静穏の保持に

支障を及ぼすおそれがあるような場合 

  キ 特定猟具使用禁止区域（銃）内で、銃器の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる、

若しくは銃器を使用すると同区域内における危険の予防に著しい支障が生じる場合 

  ク 法第３６条に規定する危険猟法により捕獲等を行おうとする場合。ただし、法第３７条の

規定による環境大臣の許可を受けたものを除く。 

  ケ 法第３８条第２項に規定する住居集合地域等において銃器により捕獲等を行おうとする

場合。だだし、法第３８条の２の規定による知事の許可を受けたものを除く。 

       

（３）許可に当たっての条件の考え方                                                      

       捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、期間の限定、捕獲する区域の限定、捕獲方

法の限定、鳥獣の種類及び数の限定、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域に

おける安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮及び適切なわなの数量の

限定、見回りの実施方法等について付すものとする。 

       特に、住民と隣接した地域において捕獲等を許可する場合には、住民の安全を確保する観

点から、適切な条件を付すものとする。 

 

（４）わなの使用に当たっての許可基準 

       わなを使用した許可申請においては、以下の基準を満たすものとする。ただし、ア（ア）

のくくりわなの直径については、捕獲場所、捕獲時期、ツキノワグマの生息状況等を勘案し

て、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下の基準によらないことができる

ものとする。 

   ア ツキノワグマ以外の獣類の捕獲を目的とする場合 

  （ア）くくりわなは、原則として輪の直径が１２センチメートル以内であり、締付け防止金具

を装着したものであること。なお、輪の直径は、内径の最大長の直線に直角に交わる内径

とする。 

     また、イノシシ又はニホンジカの捕獲を目的とする場合は、これに加えて、ワイヤーの

直径が４ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。 

   （イ）とらばさみは、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は１２センチメートル

以内であり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。 

  イ ツキノワグマの捕獲を目的とする場合 

    はこわなに限る。 

 

（５）捕獲等又は採取等の実施に当たっての留意事項 

       捕獲等又は採取等の実施に当たっては、実施者に対し錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の
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対策を講じさせるとともに、事前に関係地域住民等への周知を図らせるものとする。 

  ア わなの使用に当たっての留意事項 

  （ア）法施行規則（以下「規則」という）第７条第１８項に規定された標識（金属製又はプラ

スチック製の標識に、一字の大きさが縦１．０センチメートル以上、横１．０センチメー

トル以上の文字で記載）に、法第９条第１２項及び規則第７条第１７項の規定で定められ

た事項（住所及び氏名又は名称並びに知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲し

ようとする鳥獣又は鳥類の卵の種類）並びに電話番号、許可年月日及び捕獲目的を記載し

当該標識をその使用する猟具ごとに見やすい場所に装着等を行うものとする。ただし、捕

獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で猟

具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識

を設置する方法によることもできるものとする。 

  （イ）ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情

を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの形状や餌付け方法等を工

夫して錯誤捕獲を防止するよう指導するものとする。また、ツキノワグマの錯誤捕獲に対

して迅速かつ安全な放獣が実施できるように、放獣体制等の整備に努めるものとする。 

  イ 鉛中毒が生じる蓋然性が高いと認められる地域での留意事項 

    捕獲実施区域と水鳥又は希少猛禽類の生息地が重複しており、科学的な見地から、鉛中毒

が生じる蓋然性が高いと認められる地域に係る捕獲に当たっては、鉛製銃弾の使用禁止、又

は捕獲個体の搬出の徹底を指導する。 

 

（６）捕獲物又は採取物の処理等 

    捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち

帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設するこ

とにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする（適切な処理が

困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第１９条で定め

られた場合を除く。）。なお、捕獲物等が学術研究、環境教育等に利用できる場合は努めて

これを利用するよう指導するものとする。 

    捕獲物等は、違法なものと誤認されないようにする。特に、ツキノワグマについては、違

法に輸入されたり国内で密猟されたりした個体の流通を防止する観点から、目印標（製品タ

ッグ）の装着により、国内で適法に捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。 

    捕獲個体を致死させる場合は、「動物の殺処分方法に関する指針」（平成７年総理府告示

第４０号）に準じ、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導するものとする。 

    錯誤捕獲した個体については、原則として所有及び活用はできないこと、放鳥獣の検討を

行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きたまま譲渡する場合には飼養登録

等の手続が必要となる場合があること、また、許可申請に記載された捕獲個体の処理方法が

実際と異なる場合は法違反となる場合があることについてあらかじめ申請者に対して十分

周知を図るものとする。 

    ただし、錯誤捕獲された外来鳥獣の放鳥獣は適切ではないことから、生態系等に被害を及

ぼしている外来鳥獣が捕獲される可能性がある場合には、あらかじめ捕獲申請を行うよう指

導し、適切に対応するよう努めることとする。 
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（７）捕獲等又は採取等の情報の収集 

   鳥獣の保護及び管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため必要と認める場合は、捕

獲等又は採取等の実施者に対し、捕獲等又は採取等をした地点、日時、種名、性別、捕獲物又

は採取物、捕獲努力量等についての報告を、必要に応じ写真又はサンプルを添付させる等して

求めるものとする。 

   特に傷病鳥獣の保護捕獲においては、上記のような捕獲のデータの収集等を進め、保護及び

管理のための基礎資料としての活用を図るものとする。 

     また、必要に応じて、捕獲等又は採取等の実施への立会い等により、それらが適正に実施さ

れるよう対処するものとする。 

 

（８）許可権限の市町村への移譲 

    ア 有害鳥獣捕獲の許可の場合 

    有害鳥獣捕獲の許可のうち次に掲げる権限については、平成２０年４月をもって県内全市

町村への移譲が完了している。 

    市町村とは連携を密にし、許可事務の執行状況の把握等に努めるとともに、必要に応じ助

言等を行うものとする。 

    なお、ツキノワグマ及びカワウの許可に当たっては、特に慎重な取扱いを行うよう市町村

と連絡調整を図るものとする。 

   (ア）狩猟鳥獣、カワラバト（ドバト）又はニホンザルの捕獲等をしようとする場合 

   （イ）飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲

等をしようとする場合 

   （ウ）カルガモ、キジバト、カワラバト（ドバト）、スズメ、ハシボソガラス又はハシブト

ガラスの卵の採取等をしようとする場合 

 ※（ア）に掲げる鳥獣以外の捕獲等及び（ウ）に掲げる以外の卵の採取等の許可権者

は知事。  

  イ  有害鳥獣捕獲以外の許可の場合 

        有害鳥獣捕獲以外を目的とする許可権限の市町村への移譲は、市町村の意向を確認しつつ

行うものとする。 

 

 ３ 学術研究を目的とする場合 

 （１）学術研究 

    原則として次の基準による。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、

この限りでない。 

  ア 目的及び内容 

    次の各号のいずれにも該当するものであること。 

  （ア）主たる目的が、理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。 

     ただし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行為とは 

       認めない。 

  （イ）鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を行う以外の方法では、その目的を達成できない 

       と認められること。 

  （ウ）主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性、生理等に関する研究であること。 
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         また、長期にわたる研究の場合は、全体計画が適正なものであること。  

  （エ）研究により得られた成果が、学会、学術誌等により、原則として一般に公表されるも       

のであること。 

  イ 許可対象者 

    理学、農学、医学、薬学等に関する調査研究を行う者又はこれらの者から依頼を受けた者  

  ウ 鳥獣の種類・数 

    必要最小限とする。ただし、外来鳥獣又は生態系や農林水産業等に係る著しい被害を生じ

させている鳥獣に関する学術研究を目的とする場合には、適切な種類又は数（羽、頭、個）

とする。 

   エ  期間 

        １年以内。 

  オ 区域 

        必要最小限の区域とし、原則として、以下の区域以外の区域とする。ただし、特に必要と

認められる場合はこの限りではい。 

  （ア）規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域 

  （イ）特定猟具使用禁止区域（銃）（銃器を使用する場合に限る。） 

   カ 方法 

        次の各号に掲げる条件に適合するものであること。 

     （ア）法第１２条第１項又は第２項に基づき禁止されている猟法ではないこと。 

    （イ）殺傷又は損傷（以下「殺傷等」という。）を伴う捕獲方法の場合は、研究の目的を

達成するために必要最小限と認められるものであること。ただし、外来鳥獣又は生態

系や農林水産業等に係る著しい被害を生じさせている鳥獣であって、捕獲した個体を

放鳥獣すべきではないと認められる場合は、この限りではない。 

    キ 捕獲等又は採取等後の措置 

    原則として、次の各号に掲げる条件に適合するものであること。 

    （ア）殺傷等を伴う場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるもので

あること。 

     （イ）個体識別等の目的でタグ又は標識の装着、体の一部の切除、マイクロチップの皮下

への埋込み等を行う場合は、当該措置が鳥獣の生態に著しい影響を及ぼさないものであ

り、かつ研究の目的を達成するために必要であると認められるものであること。 

    （ウ）電波発信機、足環の装着等の鳥獣への負荷を伴う措置については、当該措置が必要

最小限であると認められるものであること。 

          なお、電波発信機を装着する場合には、原則として、必要期間経過後、短期間のうち

に脱落するものであること。 

      また、装着する標識が観察情報の収集に広く活用できる場合には、標識の情報の公開

を申請者に求めるよう努めること。 

 

 （２）標識調査を目的とする場合 

    原則として次の基準による。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、

この限りでない。 

    ア 許可対象者 
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        国若しくは都道府県の鳥獣行政事務担当職員又は国若しくは都道府県より委託を受けた

者（委託を受けた者から依頼された者を含む。）。 

    イ 鳥獣の種類・数  

     原則として、標識調査を主たる業務として実施している者においては、鳥類各種  

      各２，０００羽以内、３年以上継続して標識調査を目的とした許可を受けている者において

は、同各１，０００羽以内、その他の者においては同各５００羽以内。ただし、特に必要が認

められる種については、この限りでない。 

  ウ 期間 

        １年以内。 

  エ 区域 

        原則として、規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必

要が認められる場合はこの限りでない。 

    オ 方法 

        原則として、わな、網又は手捕りとする。ただし、特別の事由により鳥類を安全に捕獲で

きる場合はこの限りでない。 

  カ 捕獲等又は採取等後の措置 

    足環を装着し放鳥する。なお、外来鳥獣又は生態系や農林水産業等に係る著しい被害を生

じさせている鳥獣については、調査のための放鳥のほか、必要に応じて、殺処分等の措置を

講じることができる。 

     

 ４ 鳥獣の保護を目的とする場合 

（１）第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護の目的 

  ア 許可対象者 

    国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員、第一種特定鳥獣保護計画に基づく事業の受

託者、鳥獣保護管理員その他特に必要と認められる者。 

  イ 鳥獣の種類・数 

    第一種特定鳥獣保護計画の目標達成のために適切かつ合理的な数（羽、頭、個）とする。 

    第一種特定鳥獣保護計画の区域内において、当該特定鳥獣による被害等を防止する場合等

について、目標との整合に配慮する。 

  ウ 期間 

    第一種特定鳥獣保護計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とする。なお、複数年に

わたる期間を設定する場合には、第一種特定鳥獣保護計画の内容を踏まえ適切に対応するも

のとする。 

  エ 区域 

    第一種特定鳥獣保護計画の達成を図るために必要かつ適切な区域とする。 

  オ 方法 

    可能な限り対象鳥獣の殺傷等を防ぐ観点から適切な方法を採ることとする。 

 

（２）鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的 

    原則として次の基準による。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、

この限りでない。 
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   ア 許可対象者 

       国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員。 

   イ 鳥獣の種類・数 

      必要と認められる種類及び数（羽、頭、個）とする。 

  ウ 期間 

       １年以内。 

  エ 区域 

       申請者の職務上必要な区域とする。 

   オ 方法 

       禁止猟法は認めない。 

 

（３）傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的 

    原則として次の基準による。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、

この限りでない。 

   ア 許可対象者 

       国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員、鳥獣保護管理員その他特に必要と認められ

る者とする。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。 

   イ 鳥獣の種類・数 

       必要と認められる種類及び数（羽、頭、個）とする。 

  ウ 期間 

       １年以内。 

  エ 区域 

       必要と認められる区域とする。 

   オ 方法 

       禁止猟法は認めない。 

 

５ 鳥獣の管理を目的とする場合 

（１）鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害（予察を含む。）の防止の目的 

  ア 許可対象者 

    許可対象者は、原則として被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者で

あって、かつ、次の要件を満たしている者とする。 

  （ア）原則として、当該捕獲方法に該当する狩猟免許を有し、当該年度又は前年度において埼

玉県の狩猟者登録を行っていること。ただし、鳥獣による被害を受けている住宅敷地又は

農地を所有又は管理する者並びにその者から捕獲等の依頼を受けた者が、わなを使用して

その住宅敷地内又は農地内で捕獲等する場合は、狩猟者登録を要しないこととする。 

     また、以下の場合は、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき又は捕獲した     

個体の適切な処分ができないと認められるときを除き、狩猟免許を受けていない者に対し

ても許可をすることができるものとする。 

      ① 鳥類の捕獲箱による捕獲の場合 

         ② 小型のはこわな又はつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ハ

シブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト（ドバト）等の小型の鳥獣を捕獲する場合
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で次に掲げる場合 

     ａ 住宅等の建物（塀や垣に囲われ不特定の人物が立ち入るおそれの少ない住宅等の敷

地を含む。）内における被害を防止する目的で当該建物敷地内において捕獲する場合 

     ｂ 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内（使用するわなで捕獲される

可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。）において捕獲する場合 

         ③ 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス等の雛

を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合 

     ④ 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において囲いわなを用いてイ

ノシシ、ニホンジカ、その他の鳥獣を捕獲する場合 

  （イ）法第４０条に規定する欠格事由に該当しないこと。 

  （ウ）狩猟者共済又はハンター保険に加入しているか、又は十分な資力信用を有していること。 

     なお、有害鳥獣捕獲の許可に当たっては、被害等の発生状況に応じて共同又は単独によ

る等の方法が適切に選択され、それに必要な人数となるよう指導するものとする。 

     また、法第９条第８項に規定する「国、地方公共団体、法第１８条の５第２項第１号に

規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第１項の許可に係る捕獲等又は

採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人（以下「法人」という。）」

に対する鳥獣捕獲の許可に当たっては、従事者には原則として狩猟免許を有する者を選任

するよう指導するものとする。 

     ただし、銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に猟法に応じた免許所

持者が含まれ、かつ、当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、

安全性等が確保されていると認められる場合は、従事者の中に猟法に応じた免許を受けて

いない者を補助者として含むことができるものとする。この場合、免許を受けていない者

は、免許を受けている者の監督下で捕獲を行うよう指導するものとする。当該法人は、地

域の関係者と十分な調整を図ることで、効果的な実施に努めるものとする。 

     当該法人に対しては、指揮監督の適正を期するため、それぞれの従事者が行う捕獲行為

の内容を具体的に示させるとともに、従事者の台帳を整備するよう十分に指導するものと

する。 

   イ 鳥獣の種類・数 

      現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。鳥類の卵の採取等の許可は、

原則として、現に被害を発生させている個体を捕獲等することが困難である、又は、卵の

ある巣を除去する必要がある等、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成で

きない場合に限る。 

     捕獲等又は採取等の数は、被害を防止する目的を達成するために必要な数（羽、頭、個）

であること。 

    ウ 期間 

   （ア）捕獲実施期間は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲が実

施できる時期であって、地域の実情に応じ、安全に配慮した適切な期間とするものとす

る。 

       ただし、人身への直接的な被害が生じた場合、捕獲等の対象が指定管理鳥獣又は外来

鳥獣等である場合、被害等の発生が予察される場合、飛行場の区域内において、航空機

の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣を捕獲する場合等、特別な事由が認めら
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れる場合は、この限りでない。 

   （イ）捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮するものとする。 

    （ウ）狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、狩猟期間中は一般

の狩猟と、狩猟期間前後の場合は狩猟期間の延長と誤解されるおそれがないよう、許可

を受けた者に対しては、捕獲区域の周辺住民等関係者への事前周知を徹底させる等、適

切に対応するものとする。 

   エ 区域 

     （ア）捕獲実施区域は、被害等の発生状況に応じ、捕獲対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害

等の発生地域及び隣接地等を対象とするものとし、その範囲は必要かつ適切な区域とす

るものとする。 

    （イ）被害等が複数の市町村にまたがって発生する場合は、適切かつ効果的な捕獲及び防除

体制となるよう、共同して広域的に関係機関との連携に努めるものとする。 

      また、被害等が周辺の都道府県にまたがって発生する場合は、都道府県間の連携を図

るものとする。 

    （ウ）鳥獣保護区又は休猟区における有害鳥獣捕獲を目的とした許可は、鳥獣の管理の適正

な実施に向けて、捕獲効率の向上が見込まれる手法等により実施するよう努めるものと

する。この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。特に、集

団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等、鳥獣の保護を図ることが特に必要

な地域においては、許可について慎重な取扱いをするものとする。 

   オ 方法 

         捕獲方法は従来の実績を考慮した最も効果のある方法とし、原則として禁止猟法は認め

ない。ただし、鳥類の捕獲箱による捕獲の場合を除く。 

     また、空気銃を使用した鳥獣の捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性が

あるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない

状況において使用する場合（止めさし）はこの限りではない。 

     なお、法第１５条で規定する指定猟法禁止区域においては、禁止された猟法を用いない

ものとする。 

     さらに、捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法を採り、結果として被害

等の発生の遠因を生じさせることのないよう指導するものとする。 

 カ 有害鳥獣捕獲の適正化のための体制の整備 

       有害鳥獣捕獲の実施の適正化及び迅速化を図るため、関係市町村及び農林水産業者等の

関係者に対する有害鳥獣捕獲制度の周知徹底を図るとともに、必要に応じて次に掲げる措

置を実施するものとする。特に、関係市町村に対しては、鳥獣被害防止特措法に基づく市

町村の鳥獣被害防止計画と連携を図り、適切かつ効果的な実施を図るため、実施体制を整

備するよう指導するものとする。 

   （ア）捕獲隊の編成 

      イノシシ、ニホンジカその他の鳥獣による農林水産業被害等が激甚な地域について

は、その地域ごとに、あらかじめ捕獲隊を編成するよう指導するものとする。捕獲隊の

編成の指導に当たっては、捕獲技術の優れた者、捕獲のための出動の可能な者等を隊員

として編成するものとする。また、鳥獣被害防止特措法に基づく鳥獣被害対策実施隊と

連携を図るよう指導するものとする。 
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     なお、当該市町村内では捕獲隊の編成が困難な場合等においては、市町村の境界を越え

た広域捕獲隊を編成し、その実施者の養成・確保に努めるよう関係市町村に助言するも

のとする。 

   （イ）関係者間の連携強化 

      被害等の防除対策に関する関係者が連携して適正かつ効果的に捕獲を実施するため、

国関係機関及び県関係部局との間の連携の強化に努めるとともに、関係地域において市

町村、森林管理事務所、農林水産業団体、地域住民等の関係者による連絡協議会等を設

置するよう関係市町村に助言するものとする。 

   （ウ）被害防止体制の充実 

      被害等が慢性的に発生している地域においては、必要に応じて、鳥獣の出現状況の把

握・連絡、防護柵等の防除技術の普及、追い払い等の被害対策を行う体制の整備、被害

実態等の市民への情報普及により的確な情報伝達及び効果的な被害防止が図られるよ

う関係市町村に助言するものとする。 

     （エ）適正な保護管理の実施 

      鳥獣の保護管理の適正な推進を図るため、必要に応じて、捕獲対象となる鳥獣の個体

数動態を把握可能な関係機関との協議・連携が図られるよう助言するものとする。 

   キ 予察捕獲 

     予察捕獲は、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる

場合のみ許可するものとする。ただし、外来鳥獣等についてはこの限りではない。 

     予察捕獲の実施に当たっては、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察

表を作成するものとし、毎年、必要に応じて見直し適切に運用するものとする。 

     予察表例は第９表のとおり 
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（第９表） 

4 5 6 9 10 11 12 1 2 3
予察捕獲

許可対象種
その他

カモシカ スギ、ヒノキ 秩父地域 特別天然記念物

ニホンジカ

水稲、麦類、豆類、
そば、木の芽類、
スギ・ヒノキ（樹皮）
果樹類の葉

秩父地域
西部地域

○

ニホンザル

大豆・小豆等の豆類、
じゃがいも等のいも
類、カボチャ・キュウ
リ等の野菜類、柿・ブ
ドウ等の果樹類、
そば、しいたけ

秩父地域
西部地域
川越比企地域

フン尿害、家屋侵
入など

ツキノワグマ
栗・柿等の果樹類、
スギ、ヒノキ

秩父地域
西部地域

タヌキ
さつまいも、スイート
コーン、大根等の野菜
類、モモ等の果樹類

県内全域

ノウサギ
スギ、ヒノキ、ブルー
ベリー等の果樹類

秩父地域
西部地域
川越比企地域
北部地域

イノシシ

水稲、じゃがいも・さ
つまいも等のいも類、
大豆等の豆類、スイー
トコーン・カボチャ等
の野菜類、栗・ブドウ
等の果樹類、たけの
こ、
スギ、ヒノキ

秩父地域
西部地域
川越比企地域
北部地域

○

カワウ 放流魚、養殖魚 県内全域
フン害による樹
木の枯死、水質
汚濁など

サギ類 放流魚、養殖魚 県内全域
フン害による樹
木の枯死、悪臭
など

カモ類 水稲、麦類 北部地域

ヒヨドリ
ブロッコリー、キャベ
ツ等の野菜類、果樹類

県内全域

ムクドリ 果樹類 県内全域 ○
大群による騒
音、フン害など

キジバト
カワラバト
（ドバト）

水稲、麦類、大豆等の
豆類、ブロッコリー・
スイートコーン等の野
菜類

県内全域 ○ フン害など

スズメ
水稲、ブロッコリー・
キャベツ等の野菜類

県内全域 ○

カラス

水稲、大豆等の豆類、
ブロッコリー・キャベ
ツ等の野菜類、ブルー
ベリー・梨等の果樹類

県内全域 ○

繁殖期の攻撃行
動、ゴミの散ら
かし、電力被害
など

加害鳥獣名 被害農林水産物等
被害発生時期（月）

被害発生地域
備　 考

7 8

 
 ※二重線は被害が特に激しい時期を示す。 
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（２）第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整の目的 

  ア 許可対象者 

     原則として、銃器を使用する場合は第一種銃猟免許を所持する者（空気銃を使用する場合

においては第一種銃猟又は第二種銃猟免許を所持する者）、又は銃器の使用以外の方法によ

る場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者とする。 

      また、捕獲等又は採取等の効率性及び安全性の向上を図る観点から、それらの実施者には

被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握しているものが含まれるよう指導する

ものとする。 

       さらに、被害等の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲等又は採取等の方法が適切

に選択され、それに必要な人数となるよう指導するものとする。 

イ 鳥獣の種類・数 

     捕獲等又は採取等の数は、第二種特定鳥獣管理計画の目標達成のために適切かつ合理的な

数（羽、頭、個）とする。 

ウ 期間 

    （ア）第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とする。なお、複数

年にわたる期間を設定する場合には、第二種特定鳥獣管理計画の内容を踏まえ適切に対

応するものとする。 

   （イ）捕獲等又は採取等の対象以外の鳥獣の保護及び繁殖に支障がある期間は避けるよう考

慮するものとする。 

   （ウ）狩猟期間中及びその前後における許可については、登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤

認されるおそれがないよう、許可を受けた者に対しては、捕獲区域の周辺住民等の関係

者への事前周知を徹底させる等、適切に対応するものとする。 

  エ 区域 

     第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るために必要かつ適切な区域とする。 

  オ 方法 

      有害鳥獣捕獲に係る方法に準ずるものとする。 

 

 ６ その他特別な事由を目的とする場合 

   それぞれの事由ごとの許可の範囲については、原則として次の基準による。  

   ただし、他の方法がなくやむを得ない事由がある場合はこの限りでない。 

 

（１）博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的 

   ア 許可対象者 

      博物館、動物園等の公共施設の飼育・研究者又はこれらの者から依頼を受けた者とする。 

   イ 鳥獣の種類・数 

     必要と認められる種類及び数（羽、頭、個）。 

   ウ 期間 

       ６か月以内。 

   エ 区域 

      規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域は除く。 

    オ 方法 
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        禁止猟法は認めない。 

  

（２）養殖している鳥類の過度の近親交配を防止する目的 

  ア 許可対象者 

    鳥類の養殖を行っている者又はこれらの者から依頼を受けた者とする。 

  イ 鳥獣の種類・数 

    人工養殖が可能と認められる種類で必要最小限の数（羽、個）とし、放鳥を目的とする場

合は対象放鳥地の個体とする。 

  ウ 期間 

    ６か月以内。 

  エ 区域 

    原則として規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要

と認められる場合は、この限りでない。 

  オ 方法 

    網、わな又は手捕り。 

 

（３）前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的 

      目的に応じて個々の事例ごとに判断するものとする。なお、環境教育の目的、環境影響評

価調査の目的、被害防除対策事業等のための個体の追跡を目的とする捕獲等については、学

術研究に準じて取り扱うものとする。 

        

  ７ 鳥類の飼養の適正化 

 （１）方針 

   野生鳥獣は、本来、愛玩の対象として個人が飼養するものではなく、野外で観察すべきもの

であるので、愛玩飼養のための許可については、これを行わないものとし、県民に理解と協力

を求める。 

 

 （２）飼養適正化のための指導内容 

   本県においては、飼養登録票の発行権限が市町村長に移譲されているため、飼養鳥獣の個体

管理のための足環の装着等が適正に行われるよう、市町村長に対して以下の事項について周知

徹底を依頼するものとする。 

   ア 飼養登録票の更新は、飼養個体と装着許可証（足環）を照合し確認した上で行うものと

する。 

イ 長期更新個体については、個体のすり替えが行われていないことを慎重に確認した上で

更新を行うものとする。 

    ウ 装着許可証の毀損等による再交付は原則として行わず、毀損時の写真や足の状況等によ

り確実に同一個体と認められる場合のみについて行うものとする。 

    エ 他都道府県において愛玩飼養を目的とした許可により捕獲された個体を譲り受けた者か

ら届出があった場合、飼養個体と装着許可証（足環）を照合し確認ができたものに限り飼

養登録票を発行するものとする。また、複数の個体について届出がなされた場合は、一の

個体を除き飼養登録票を発行しないものとする。 
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８ 販売禁止鳥獣等 

（１）許可の考え方 

販売禁止鳥獣等の販売許可に当たっては、以下のア及びイのいずれにも該当する場合に許

可するものとする。 

   ア 販売の目的が法第２４条第 1 項又は規則第２３条に規定する目的に適合すること。 

   イ 捕獲した個体若しくはその加工品又は採取した卵が販売されることによって違法捕獲

又は捕獲物の不適切な処理が増加し個体数の急速な減少を招く等、その保護に重大な支障

を及ぼすおそれのあるものでないこと。 

 

（２）許可の条件 

ヤマドリの販売許可証を交付する場合に付す条件は、販売する鳥獣の数量、所在地及び販

売期間、販売した鳥獣を放鳥獣する場所（同一地域個体群）等とする。 

オオタカの販売許可証を交付する場合に付す条件は、販売する鳥獣の数量は現に保有する

数量に限定すること、販売する鳥獣に足環を装着させること等とする。 

 

 

第５ 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 

首都圏に位置し、市街化が進展している本県では、特定猟具使用禁止区域が拡大の一途を

たどっている。平成２８年１１月１日時点では、県土面積の約５４．９パーセントに当たる

１２６か所、２０８，４９２．９ヘクタールを特定猟具使用禁止区域に指定している。 

このように、狩猟を取り巻く環境はますます厳しい状況となっているが、引き続き危険の

予防を図るとともに、狩猟の安全性に対する県民の信頼を確保するため、特定猟具使用禁止

区域を指定する必要がある。 

したがって、次の指定方針に基づいて特定猟具使用禁止区域の指定、拡大及び更新を進め

るものである。 

なお、区域の統合を図るなど規制区域の整理を行うものとする。 

    ア 計画期間内に存続期間が満了する特定猟具使用禁止区域は、原則として更新するものと

する。 

    イ 市街化区域及びその周辺については、危険予防のため、重点的に特定猟具使用禁止区域

を指定するものとする。 

ウ 学校、運動場等多数の利用者がある施設及びその周辺並びに自転車道、遊歩道等のレク

リエーション施設及びその周辺については、危険予防のため、優先的に特定猟具使用禁止

区域を指定するものとする。 

エ 期間の指定に当たっては、できるだけ長期の指定を図るものとする。  

オ 指定に当たっては、県民等からの要望に配慮するものとする。 

 

 （２）特定猟具使用禁止区域指定計画 

ア 全体計画 

計画期間中の新たな指定及び廃止の予定はない。 
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ただし、特定猟具使用禁止区域の性格から、地元市町村、警察等と連携を図りながら適 

時適切な対応をとるものとする。 

イ 特定猟具使用禁止区域 

指定期間の更新計画 

第１０表のとおり期間の更新を行う。 

（第１０表） 

年
度

特定猟具使用禁止区域
指定所在地

特定猟具使用禁止区域名称
指定面積

(ha)
指定期間 備　　　考

越生町、ときがわ町
西部年金センター特定猟具使用禁
止区域（銃）

297.0

ときがわ町 大附特定猟具使用禁止区域（銃） 584.0

長瀞町、皆野町 長瀞特定猟具使用禁止区域（銃） 619.0

秩父市､ 横瀬町 秩父特定猟具使用禁止区域（銃） 1263.0

本庄市、美里町
大久保山特定猟具使用禁止区域
（銃）

342.0

熊谷市
利根川総合運動公園特定猟具使用
禁止区域（銃）

520.0

秩父市 蒔田特定猟具使用禁止区域（銃） 350.0

寄居町
露梨子特定猟具使用禁止区域
（銃）

333.7

鴻巣市 川里特定猟具使用禁止区域（銃） 840.5

ときがわ町 瀬戸特定猟具使用禁止区域（銃） 36.6

滑川町
滑川羽尾特定猟具使用禁止区域
（銃）

38.0

計 １１か所 5,223.8

鳩山町 鳩山特定猟具使用禁止区域（銃） 2,571.0

蓮田市、久喜市、白岡市 黒浜特定猟具使用禁止区域（銃） 2,873.3

小川町
館川ダム特定猟具使用禁止区域
（銃）

8.0

小鹿野町
小鹿野特定猟具使用禁止区域
（銃）

456.6

小鹿野町
四阿屋山特定猟具使用禁止区域
（銃）

185.3

加須市
渡良瀬遊水池特定猟具使用禁止区
域（銃）

43.0

小鹿野町
白井差特定猟具使用禁止区域
（銃）

180.0

深谷市
深谷北部特定猟具使用禁止区域
（銃）

996.7

本庄市、美里町
こだまゴルフクラブ特定猟具使用
禁止区域（銃）

114.5

深谷市､ 寄居町
鐘撞堂山特定猟具使用禁止区域
（銃）

110.5

久喜市
上栢間特定猟具使用禁止区域
（銃）

250.3

計 １１か所 7,789.2

 期間更新
 平成29.11.1～
平成39.10.31

 期間更新
 平成30.11.1～
平成40.10.31

１０年

１０年

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度
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年
度

特定猟具使用禁止区域
指定所在地

特定猟具使用禁止区域名称
指定面積

(ha)
指定期間 備　　　考

毛呂山町
埼玉カントリー特定猟具使用禁止
区域（銃）

246.0

皆野町
皆野町特定猟具使用禁止区域
（銃）

303.8

小川町 小川特定猟具使用禁止区域（銃） 950.5

本庄市
板東大橋特定猟具使用禁止区域
（銃）

258.0

寄居町 寄居特定猟具使用禁止区域（銃） 442.9

秩父市
滝沢ダム特定猟具使用禁止区域
（銃）

960.5

寄居町
西ノ入特定猟具使用禁止区域
（銃）

40.0

深谷市 花園特定猟具使用禁止区域（銃） 646.3

行田市、熊谷市
妻沼福川特定猟具使用禁止区域
（銃）

308.5

川越市 老袋特定猟具使用禁止区域（銃） 85.0

川越市 菅間特定猟具使用禁止区域（銃） 460.0

加須市
町屋新田特定猟具使用禁止区域
（銃）

121.4

久喜市 三箇特定猟具使用禁止区域（銃） 575.0

計 １３か所 5,397.9

ときがわ町
都幾川特定猟具使用禁止区域
（銃）

73.0

越生町、毛呂山町、
鳩山町、飯能市

越生特定猟具使用禁止区域（銃） 4,173.5

小川町 腰越特定猟具使用禁止区域（銃） 103.0

横瀬町
県民の森特定猟具使用禁止区域
（銃）

68.0

寄居町、長瀞町、美里町
金尾山・風布特定猟具使用禁止区
域（銃）

687.0

秩父市､ 皆野町
美の山特定猟具使用禁止区域
（銃）

1,033.0

熊谷市 熊谷特定猟具使用禁止区域（銃） 8,933.9

寄居町、小川町
森林公園ゴルフ倶楽部特定猟具使
用禁止区域（銃）

147.3

蓮田市 井沼特定猟具使用禁止区域（銃） 768.3

幸手市、久喜市
権現堂特定猟具使用禁止区域
（銃）

183.5

ときがわ町
都幾川越瀬橋下流特定猟具使用禁
止区域（銃）

191.0

秩父市
浦山ダム特定猟具使用禁止区域
（銃）

177.0

深谷市 棒沢特定猟具使用禁止区域（銃） 18.3

川島町
川島中央特定猟具使用禁止区域
（銃）

2,056.1

深谷市
前小屋・二ツ小屋特定猟具使用禁
止区域（銃）

120.5

計 １５か所 18,733.4

平
成
3
1
年
度

平
成
3
2
年
度

 期間更新
 平成31.11.1～
平成41.10.31

 期間更新
 平成32.11.1～
平成42.10.31

１０年

１０年
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年
度

特定猟具使用禁止区域
指定所在地

特定猟具使用禁止区域名称
指定面積

(ha)
指定期間 備　　　考

飯能市
有間ダム特定猟具使用禁止区域
（銃）

49.0

皆野町 国神特定猟具使用禁止区域（銃） 350.0

上里町
上里町烏川・神流川特定猟具使用
禁止区域（銃）

314.0

小川町
金勝山特定猟具使用禁止区域
（銃）

164.0

秩父市
金仙寺特定猟具使用禁止区域
（銃）

371.0

吉見町
北荒川緑地公園特定猟具使用禁止
区域（銃）

399.1

秩父市、小鹿野町
秩父ミューズパーク特定猟具使用
禁止区域（銃）

961.0

羽生市
羽生水郷公園特定猟具使用禁止区
域（銃）

515.8

本庄市 児玉特定猟具使用禁止区域（銃） 346.6

上尾市、川越市、川島町
三ツ又沼特定猟具使用禁止区域
（銃）

160.1

吉見町
比企東部特定猟具使用禁止区域
（銃）

1,559.4

計 １１か所 5,190.0

平
成
3
3
年
度

 期間更新
 平成33.11.1～
平成43.10.31

１０年

 

 

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防止や静穏の保持のため、狩猟者が集中して入猟することが予

想される場合には、必要に応じ特定猟具使用制限区域を指定し、当該猟具を使用する入猟者数

を制限するものとする。 

 

３ 猟区設定のための指導 

本県における猟区は、平成４年８月１９日に江南町猟区(653.7ha)が廃止されて以降、設定

されていない。今後、秩序ある管理された狩猟を実現する観点から、猟区の設定認可に当たっ

ては、次の事項を考慮の上、行うものとする。 

  ア 狩猟免許を受けている者又は狩猟者団体からの協力を得ているなど、管理経営に必要な技

術と能力を有する場合に設定を認めるものとする。 

 イ 会員制等特定の者のみが利用するような形態をとらず、本県の狩猟者登録を受けた多数の

狩猟者が公平かつ平等に利用できるよう担保されるものであること。 

 ウ 隣接地で保護され繁殖している鳥獣資源に過度に依存することを予定とした地域設定は

行わず、猟区内での鳥獣の保護繁殖が適正に図られていること。 

 

４ 指定猟法禁止区域 

 （１）指定方針 

   水鳥や猛禽類について、鉛製銃弾による鉛中毒が発生している、あるいは生じるおそれのあ

る区域では、関係機関、土地所有者・占用者との調整を行いつつ、必要に応じて鉛製銃弾の使

用を禁止する指定猟法禁止区域の指定を進めるものとする。 
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 （２）現在の指定区域                         （第１１表） 

名称 所在地 面積(ha) 期限 

利根大堰指定猟法禁止区域 行田市 113.7  無期限 

荒川指定猟法禁止区域 
上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、深谷市、 

熊谷市、川島町、吉見町、寄居町 
1,809.0  無期限 

入間川指定猟法禁止区域 川越市、川島町 402.6  無期限 

 

 （３）指定猟法禁止区域指定計画 

    期間中の指定の予定はない。 

 

 

第６ 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項 

   第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画（以下「特定計画」という。）は次の

方針により必要に応じて策定する。 

 １ 第一種特定鳥獣保護計画の作成に関する方針 

   県内に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がある場合において、生物多様性の確保、生活環

境の保全及び農林水産業の健全な発展の均衡を図る観点から、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

ると認められる場合には、当該鳥獣についての第一種特定鳥獣保護計画を作成するものとす

る。 

 

 ２ 第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する方針 

   本県では、秩父地域を中心にイノシシ、ニホンジカの獣類が生息しており、近年生息数の増

加や分布域の拡大により農林業被害、自然植生への影響が深刻化していることから、特定鳥獣

保護管理計画を作成し、イノシシについては平成１８年４月から、ニホンジカについては平成

１８年１１月から計画的な管理を進めてきた。 

   平成２７年５月の改正法の施行にあわせて、イノシシ及びニホンジカの第二種特定鳥獣管理

計画を作成し、引き続き総合的な対策を講じており、今後もこの計画を更新する。 

   イノシシ、ニホンジカ以外の鳥獣については、生息実態や農林作物等への被害等を総合的に

検討し、第二種特定鳥獣管理計画の作成が必要と認められる場合は、計画を作成するものとす

る。 

 

 ３ 特定計画の作成に関する事項 

   特定計画の作成に当たっては以下の事項を盛り込む。また、広域指針が作成され

ている地域個体群に係る計画については、当該広域指針との整合を図る。  

 （１）特定計画策定の目的及び背景 

    計画は、地域の現状を踏まえ、科学的・計画的な保護又は管理を広域的・継続
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的に推進することにより、人と鳥獣との適切な関係の構築に資することを目的と

して作成する。  

 

 （２）鳥獣の種類 

    原則として地域個体群を単位とする。 

 

 （３）特定計画の期間 

    期間は、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。 

 

 （４）保護又は管理が行われるべき区域 

    特定計画の対象地域は、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。  

    特定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。  

 

 （５）現状の把握 

    生息動向及び捕獲状況並びに被害及び被害防除状況等について把握する。  

 

 （６）保護又は管理の目標 

    目標とする指標は、当該地域個体群に関する生息数、生息密度、分布域、確保

すべき生息環境、被害等の程度等の中から選択し、中期的な生息数の適正な水準

及び生息地の適正な範囲等について設定する。  

  

 （７）数の調整等に関する事項 

    生息状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護又は管理を図る上で適正な

生息数の水準及び生息地の範囲について記載する。 

 

 （８）生息地の保護及び整備に関する事項 

    生息環境管理については、当該地域個体群の長期にわたる安定的な維持及び保

護を図るための生息環境管理や、特定鳥獣による被害を防止するため人里周辺に

当該鳥獣が寄り付きにくいよう行う生息環境管理を実施する。  

 

 （９）その他保護又は管理のために必要な事項 

    被害防止対策、モニタリング等の調査研究、計画の実施体制、錯誤捕獲対応の

実施体制等について必要な事項を定めるよう努める。  
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第７ 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

 １ 基本方針 

   必要に応じて次のような調査を実施するものとする。また、研究機関、博物館、研究者等及

び近隣都県と連携しつつ、調査研究体制を整備するものとする。 

   なお、必要に応じて狩猟や有害鳥獣捕獲等による捕獲情報を迅速かつ効率的に集積し活用す

るための情報システムの整備を図るものとする。 

   さらに、各種調査の実施に当たっては、原則として情報を５キロメートルメッシュを単位と

して収集することにより、生息分布情報の標準化を図る。 

 

 ２ 鳥獣の生態に関する基礎的な調査 

 （１）県内希少野生動植物選定調査 

    「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」に基づく「県内希少野生動植物種」の

指定に当たり、候補種の生息状況等を調査するものである。また、既に指定を行った種につ

いても追跡調査を行うものとする。 

 

 （２）オオタカ等生息状況調査 

    オオタカ等希少種の保護のため、継続的に生息状況調査を実施するものとする。 

 

 （３）ガンカモ科鳥類生息調査 

     環境省の依頼により、県内に所在するガン・カモ・ハクチョウ類の渡来地について、その

越冬状況を明らかにするため、種別の生息数や生態を調査するものとする。 

    本調査は、毎年１月中旬の、別に定める日に実施する全国的な一斉調査として行うもので

あり、渡来地の中から調査地を定め、調査地ごとに調査員を配置し、種ごとに個体数を調査

するものである。 

 

 （４）狩猟実態調査 

    狩猟者に対し、出猟カレンダーを配布し、狩猟者の狩猟実態及び捕獲状況、出会い数等を

第１２表のとおり把握する。 

   （第１２表） 

対象鳥獣 調査年度 調査内容 調査方法 備  考 

イノシシ 

ニホンジカ 

ツキノワグマ 

  等 

毎年 出猟日 

出猟場所 

目撃数 

捕獲数 

 埼玉県に入猟する狩猟者に出猟カレンダ

ーを配布し、その回収結果を集計する。 

  

 

 （５）その他の調査 

   第１３表のとおり把握する。 
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（第１３表）  

対象鳥獣 調査年度 調査内容 備考 

カワウ 毎年 生息数、ねぐら・コロニーのモニタリング   

ニホンザル 毎年 生息数、被害状況   

ツキノワグマ 必要に応じて実施 生息域、生息数   

ニホンジカ 毎年 生息数   

 

 ３ 鳥獣管理対策調査 

 （１）方針 

    イノシシ、ニホンジカ、アライグマについて、有害鳥獣捕獲（アライグマにあっては防除

防実施計画に基づく計画捕獲）により捕獲された個体の栄養状況、年齢構成、妊娠率等を第

１４表のとおり調査し、管理のための資料に活用する。 

 

 （２）調査の概要 

（第１４表） 

対象鳥獣 調査年度 調査内容 備考 

イノシシ 

ニホンジカ 

アライグマ 

毎 年 イノシシ、ニホンジカ 

①捕獲日②捕獲場所③捕獲方法④性別⑤体長⑥体重⑦年

齢⑧妊娠の有無 

アライグマ 

①捕獲場所②わなの設置期間③捕獲日④性別⑤体重⑥錯

誤捕獲の状況⑦年齢⑧妊娠の有無 

  

 

 ４ 法の諸制度に基づく状況調査 

   法に基づく許可捕獲及び狩猟による捕獲に関する情報収集及び分析並びに狩猟制限区域に

係る調査を実施する。 

 （１）狩猟による捕獲等の状況 

    狩猟鳥獣の捕獲等の状況を把握するため、狩猟者から捕獲等の位置情報、捕獲個体の性別

等の情報を収集する。 

 

 （２）狩猟以外（有害鳥獣捕獲等）の捕獲等の状況 

    有害鳥獣捕獲等の許可及び指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の情報を収集する。 

 

 （３）鳥獣保護区等狩猟制限区域の指定・管理のための調査 

     鳥獣保護区等の指定、管理等を適正に行うため、既指定の鳥獣保護区又は新規指定候補地

となる地域において鳥獣の生息状況、生息環境、農林業被害等の調査を行うものとする。 
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第８ 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 

      鳥獣行政担当職員については、鳥獣保護管理事業計画の実施内容及び鳥獣行政全般の事務

を勘案し、事業実施に支障のないよう適切な措置を講ずるものとする。また、行政効果を高

めるため、鳥獣行政担当職員を対象として研修を行い、専門的知識の向上を図るものとし、

市町村、近隣都県、ＮＰＯ等との積極的な連携にも努めるものとする。さらに、地方検察庁、

警察当局等との協力・連携の下、必要に応じて、司法警察員制度の積極的な活用を図るもの

とする。 

     なお、市町村の役割が増加していることに鑑み、計画的な研修や情報提供など、市町村職

員に対する専門的知識の向上に努めるものとする。 

 

 （２）研修計画                             （第１５表） 

名   称 
主

催 

時

期 

回数

／年 
規模 人数 内 容 ・ 目 的 

特定鳥獣の保護・ 

管理に係る研修会 
国 

６

月 
１回 全国 ２人 

 環境省が実施する野生生物担当職員を対象とした研修

に職員を派遣する。 

鳥獣保護管理員研

修会 
県 

11

月 
１回 全県 

約 100

人 

 鳥獣保護管理員を対象に、狩猟解禁前に狩猟・密猟の取

締り、傷病野生鳥獣及び野生生物の保護管理に関する基本

的な知識を修得させる。 

市町村職員研修会 県 
適

時 
１回 全県 約 50人 

 鳥獣保護管理及び鳥獣被害に関する知識の向上及び業

務遂行に必要な専門的知識の習得 

 

 ２ 鳥獣保護管理員等 

 （１）方針 

      法第７８条の規定に基づき、鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助するため、非常

勤職員として鳥獣保護管理員を設置するものとする。委嘱に当たっては、鳥獣の保護及び管

理又は狩猟制度についての知識及び経験を有し、鳥獣の保護及び管理への熱意を有する人材

から選任するものとする。総数は地域の実情に応じて市町村数に見合う数を目標とし、その

配置については鳥獣保護区の数、狩猟者登録数、鳥獣保護思想の普及の現況等を勘案して行

うものとする。 

    勤務は、一定の地域を担当して行うことを原則とするが、必要に応じて県内全域を担当す

る鳥獣保護管理員を配置するものとする。 

 

 （２）設置計画 

    第１６表のとおり設置する。                      （第１６表）  

基準設置数

(A) 人員(B) 充足率(B/A) 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計(C) 充足率(C/A)

79人 79人 100% － － － － － 79人 100%

(8) (8)

平 成 2 8 年 度 末 年　　度　　別　　計　　画

 

    ＊１：（ ）は、県内全域を担当する鳥獣保護管理員で内数 
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    ＊２：表の人員のほか、宮内庁埼玉鴨場の職員（平成２８年度：５人）を鳥獣保護管理員

に委嘱している。 

 

（３）年間活動計画                            （第１７表）    

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
事業内容

実　　　施　　　時　　　期　　（月）

 鳥獣捕獲取締り

 自然観察会の開催

 かすみ網等販売取締り

 違法飼鳥獣商取締り

 野生鳥獣飼養取締り

 違法はく製業者取締り

 傷病野生鳥獣の保護

 無登録狩猟者取締り
 

 

 （４）研修計画                              （第１８表）   

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

修会 
県 

11

月 
１回 全県 

約 100

人 

 鳥獣保護管理員を対象に、狩猟解禁前に狩

猟・密猟の取締り、傷病野生鳥獣の保護及び 

野生生物の保護管理に関する基本的な知識を

修得させる。 

鳥獣保護管理員研

修会 

環境管

理事務

所 

随

時 
適宜 

事務所単

位 
約 50 人 

 環境管理事務所ごとに所管区域内の鳥獣保

護管理員を対象に、地域の実情に即した知識 

を習得させる。 

 

 ３ 保護及び管理の担い手の育成 

 （１）方針 

   鳥獣の保護及び管理の強化が求められている地域においては、鳥獣の生息状況の継続的な把

握、被害等の発生状況も踏まえた有害鳥獣捕獲や第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の管理

等の適正かつ効果的な実施、地域住民への被害防止対策の普及等の活動を行い、保護及び管理

の担い手となる人材の育成及び確保に努める。 
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 （２）研修計画 

   表のとおり実施する。                         （第１９表） 

名称 主催 時期 規模 人数 内容・目的 

 狩猟者講習  県 夏期 全県 
約 500 人～

4,000 人 
 狩猟等に関する法令等の知識の習得 

 農作物鳥獣害防止 

 指導者育成研修 
 県 夏期 全県 約 50 人 

 鳥獣保護及び管理並びに鳥獣被害に関する知識

の向上及び業務遂行に必要な専門的知識の習得 

 鳥獣保護管理知識 

 技能向上研修 
 県 随時 全県 約 100 人  有害鳥獣捕獲に関する知識及び技能の習得 

 

 （３）狩猟者の減少防止対策  

    狩猟は適切な野生鳥獣の捕獲を通じて、農林水産業の被害防止に寄与するとともに、生態

系の保全に重要な役割を果たしている。狩猟は、我々人間の生活環境を守るとともに、生態

系保全の一翼を担っており、こうした狩猟者の公共的な役割や狩猟の社会的意義について、

県民に理解してもらう必要がある。 

    有害鳥獣捕獲の実施を支える狩猟者の減少には下げ止まりが見られるが、引き続き狩猟の

意義、狩猟免許の取得方法等の広報活動をホームページ、ポスター等を活用して行うととも

に、狩猟免許試験の休日開催、試験の複数回開催に努めるなど、受験者の利便向上に努める。 

    また、一般社団法人埼玉県猟友会と協力し、鳥獣管理の担い手確保対策会議において狩猟

者の減少防止や新規狩猟者の確保等のための対策を検討し、市町村、関係団体と連携し、有

効な対策を講じる。 

 

 ４ 鳥獣保護センター等の拠点整備 

   本県における傷病野生鳥獣の保護管理対策は、公益社団法人埼玉県獣医師会への委託事

業及び県が登録した傷病野生鳥獣保護ボランティアの協力により実施している。また、平

成２６年６月に鳥獣保護センターを開設し、ボランティアでは対応が困難な場合に補完的

に行う鳥獣の保護管理、高病原性鳥インフルエンザなどの感染症への対応等に必要な体制

を整備した。 

   野生鳥獣に関する各種調査研究や展示解説施設、資料室といった機能・役割については、

埼玉県自然学習センター、埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター、さいたま緑の

森博物館及び環境科学国際センターといった既存の県有施設を活用し、科学的・計画的な

鳥獣の保護及び管理に必要な機能強化について検討する。  

 

  ５ 取締り 

 （１）方針 

      鳥獣関係法令違反を撲滅するため、法令の普及徹底に努めるとともに違法行為の取締りを

行うものとする。 

計画期間内の取締りの重点事項は、狩猟違反取締り、密猟取締り（かすみ網、とりもち、

おとし籠等を使用する違法捕獲の取締り、オオタカのヒナ及び卵の密猟防止）、違法飼養取

締り、違法飼鳥獣商・はく製業者取締りとし、警察と連携を図りながら実施するものとする。 
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なお、狩猟者に対しては、法令上の義務及び禁止行為のみならず、一般県民に対して誤解

を招くことのないよう、マナーの遵守を呼びかけるものとする。 

 

 （２）年間計画                          （第２０表） 

 

 ６ 必要な財源の確保 

      鳥獣保護管理事業の財源として、地方税法における狩猟税（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。 

 

 

第９ その他鳥獣保護管理事業の実施のため必要な事項 

 １ 鳥獣保護管理事業をめぐる現状と課題 

      一部の種によっては生息分布の減少や消滅が進行している一方で、イノシシ、ニホンジカ、

アライグマ等の鳥獣による生活環境、農林水産業及び生態系に係る被害が深刻な状況にあるこ

とから、これら鳥獣の生息環境の管理、個体数管理及び被害防除対策の実施による総合的な鳥

獣の保護及び管理が必要となっている。 

   また、狩猟は単に資源利用としての捕獲という側面だけでなく、鳥獣の個体数調整の手段と

して、鳥獣による被害の未然防止に資する役割を果たしているが、狩猟者の減少や高齢化が進

行していることから、狩猟者の育成・確保を図りながら、狩猟による事故防止等狩猟の適正化

を図ることも求められている。 

   こうした状況の下、関係者間の合意形成を図りながら、地域個体群の長期的かつ安定的な存

続と生活環境、農林水産業又は生態系への被害の防止という鳥獣の保護及び管理の考え方を基

本として実施するものとする。 

  

重点事項 実施時期 備考 

【狩猟違反取締り】 

  狩猟期間中の取締りは、特に出猟者の多い初猟日、

年末年始、終猟日には職員、鳥獣保護管理員が総出動

態勢で警察と連携を図りながら実施し、その他の日に

ついても鳥獣保護管理員が出猟者の多い週末を中心

に週２日程度巡回を行う。 

狩猟期間 

初猟日､年末年始､終了

日の取締りについて

は､地区ごとに重点目

標を立てて実施する｡ 

【密猟取締り】 

  全県担当の鳥獣保護管理員による取締りは年間を

通じて行うが、特に５月の愛鳥週間前後及び１０月の

密猟多発時期には、警察及び鳥獣保護団体等と協力

し、重点的な取締りを実施する。 

通年   

【違法飼養取締り】 

  職員、鳥獣保護管理員により年間を通じて行う。 
通年   

【違法飼鳥獣商・はく製業者取締り】 

  鳥獣保護管理員が中心となって取締りを実施する。 

５月、 

１０月 
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 ２ 狩猟の適正管理 

   狩猟鳥獣の種類又は期間、猟法の制限、狩猟者の登録数の制限、狩猟に係る各種規制地域の

指定等の各種制度を総合的に活用することにより、地域の実情に応じた狩猟を規制する場の指

定、狩猟鳥獣の捕獲数、狩猟期間の制限等を必要に応じてきめ細かに実施するよう努める。 

   また、各種制度の運用に当たっては、狩猟鳥獣の生息状況や土地利用に係る状況の変化を踏

まえ、関係者の意見を聴取しつつ、柔軟に対応する。 

 

 ３ 入猟者承認制度に関する事項 

   孤立した狩猟鳥獣の地域個体群であって、狩猟鳥獣による農林水産業等への被害が発生して

いる場合など、地域個体群の個体数管理に特に配慮しつつ、被害対策への取組が必要な場合に

あっては、地域の狩猟鳥獣の保護の見地から、当該狩猟鳥獣の捕獲等について、入猟者承認制

度による地域個体群の保護管理を検討する。 

 

 ４ 傷病鳥獣救護 

 （１）傷病鳥獣救護の考え方 

    野生鳥獣は、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。このように野生生物の生と死によって成り立っているものが生態系であり、自然の傷

病による野生鳥獣の死も生態系の重要な一要素である。 

    一方、人には野生鳥獣を敬い命を大切に思う気持ちがある。傷病により保護を要する野生

鳥獣（傷病野生鳥獣）を救護することは、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個体の

野生復帰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の実施等、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）傷病鳥獣救護への対応 

    本県における傷病鳥獣救護は、生物多様性の保全に貢献することを目的とし、次のとおり

実施する。 

  ア 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。 

    現状として、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト（ドバト）は救護の対象とし

ない。 

  イ 絶滅のおそれのある種の個体を含め、鳥獣の野生復帰を図ることを前提とする。 

 

 （３）救護体制及び普及啓発 

    傷病鳥獣の救護及び大量死などの異常に関する情報収集については、人と鳥獣の適切な関

係の構築に向け、次のとおり取り組むこととする。 

  ア 公益社団法人埼玉県獣医師会との連携による診療機関の確保 

  イ 保護ボランティアの育成・確保と鳥獣保護センターの運営 

  ウ 市町村、関係団体等との連携、関係機関のネットワーク化 

    また、県民に対する普及啓発では、傷病鳥獣救護の目的や意義とともに、雛及び出生直後

の幼獣を傷病鳥獣と誤認して救護することのないよう周知する。 
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 （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、法令の必要な手続きを行った上で、必要なデー

タを収集するとともに野生復帰が可能な個体については、治療、リハビリテーションの後、

放野する。 

    野生復帰が不可能又は（２）に適合しない個体については、治療、繁殖・研究もしくは教

育のための活用や終生飼養又はできる限り苦痛を与えない方法での致死を検討する。 

 

 （５）感染症対策 

    収容個体は、必要に応じ、搬入後速やかに隔離及び検査を行い、人獣共通感染症の感染の

有無を把握し、仮に感染の可能性がある場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）、狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７

号）等の関係法令等の規定に従い適切に対処する。また、二次感染を防止するため、衛生管

理には十分留意する。 

    さらに、周囲で家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第２条に規定する家畜伝

染病が発生している場合には、同病に感受性のある鳥獣の収容個体の症状等には十分留意

し、同病の感染が疑われる際は、家畜衛生部局等と調整し、適切な対応を取る。 

    なお、救護に携わる者に対し、人獣共通感染症、家畜伝染病等に関する基本的な情報を提

供するとともに、行政担当者や傷病野生鳥獣保護ボランティアに対し衛生管理等に関する研

修会の開催に努める。 

 

 （６）野生復帰 

    野生復帰は以下のような考え方を基本として対応する。 

  ア 対象個体の傷病が治癒していること、採餌能力、運動能力や警戒心が回復していること等

を確認する。 

  イ 発見救護された場所で野生復帰させることを基本とし、それが不適当又は困難な場合に

は、遺伝的なかく乱を及ぼすことのないような場所を選定する。 

  ウ 感染症に関する検査や治療を行い、野生個体への感染症の伝播を予防する。  

 

 （７）保護管理体制 
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 ５ 鳥獣への安易な餌付けの防止 

   鳥獣への安易な餌付けは、人の与える食物への依存や人馴れが進むこと等による人身被害及

び農作物被害、個体間の接触が進むことによる感染症の拡大を招くとともに、餌付けを行った

者による感染症の伝播等の誘因となり、生態系や鳥獣の保護及び管理への影響を生じさせるお

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

発を図る。 

   また、希少鳥獣の保護のために行われる給餌についても、高病原性鳥インフルエンザ等の感

染症の拡大または伝播につながらないように十分な配慮を行う。 

   さらに、不適切な生ごみの処理や未収穫物の放置は、結果として鳥獣への餌付けにつながり、

鳥獣による生活環境や農林水産業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

ながら地域社会等での普及啓発にも努める。 

 

 ６ 感染症への対応  

      高病原性鳥インフルエンザのような鳥獣と人に感染する可能性のある人獣共通感染症のみ

ならず、口蹄疫のような、人には感染しないが、家畜と野生鳥獣に感染する感染症についても、

野生鳥獣への影響、社会的及び経済的影響が大きく、市民等の関心が高まっている。感染症対

策は、希少鳥獣や個体群の保全及び生物多様性の確保の観点から、また、人や家畜等への感染

予防及び感染拡大の防止の観点から、公衆衛生、家畜衛生、動物愛護管理行政の担当部局と連

携して実施することが必要であり、鳥獣担当行政部局においては、鳥獣に関する専門的な知見

に基づく情報収集や鳥獣への感染状況等に関する調査又は感染防止対策を実施し、県民に対し

て適切な理解を促す等の普及啓発を行う等の役割が求められている。 

 （１）感染症への対応方針 

    野生鳥獣に人獣又は家畜に影響の大きい感染症が発生した場合に備えて、国及び都道府県

の関係機関との連絡体制を整備しておく。 

 

 （２）高病原性鳥インフルエンザ 

    人獣共通感染症であり、かつ、家畜への影響が大きいことから、「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」等に基づき鳥獣保護センターにおいてウイル

ス保有状況調査等を実施するとともに、家畜衛生部局と連携しつつ適切な調査に努める。 

    また、高病原性鳥インフルエンザと野鳥との関わり、野鳥との接し方等、県民への情報提

供等を適切に実施する。さらに、野鳥の異常死を早期に発見するためにも、通常時に生息状

況の把握に努める。 

 

 （３）その他の感染症 

    その他の感染症については、鳥獣の異常死又は傷病鳥獣の状況等により把握に努める。特

に、口蹄疫等の家畜伝染病が発生している場合には、周囲の野生鳥獣に異常がないか監視に

努める。 
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  ７ 鳥獣保護思想の普及 

 （１）方針 

     広く多くの県民に鳥獣保護思想の普及啓発を図るため、探鳥会、講演会等の各種行事を第

２１、２２表のとおり実施するほか、広報紙、ポスター等によるＰＲ活動を行うものとする。 

    また、野生生物に関する県民の理解と関心を高めるため、埼玉県自然学習センター、埼玉

県狭山丘陵いきものふれあいの里センター等の施設を活用するとともに、学校教育との連携

を進めるものとする。 

 

 （２）事業の年間計画 

（第２１表）

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

 愛鳥週間ポスターの募集

 自然観察会の開催

事業内容
実　　　施　　　時　　　期　　（月）

 
  

 （３）愛鳥週間行事等の計画 

 （第２２表） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 ①愛鳥週間ポスターの募集 

（小・中・高校生対象） 

 ②自然観察会の開催 

 ③保護ボランティア講習会

の開催 

同   左 同   左 同   左 同   左 

 

 ８ 野生の生きものとふれあう学校の指定 

 （１）方針 

   次代を担う小・中・高等学校の児童・生徒が自然保護及び鳥獣保護への関心を高めることを

目的として、野生の生きものとふれあう学校の指定を積極的に行うものとする。なお、指定校

及びその周辺において、身近な鳥獣生息地の保護区が指定されるよう努めるものとする。 

 

 （２）指定期間  

    平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

 

 （３）野生の生きものとふれあう学校に対する指導内容 

       自然保護及び鳥獣保護に関する特別授業へ鳥獣保護管理員を講師として派遣し、自然保護

及び鳥獣保護のあり方について指導する。また、鳥獣に関する図書、写真等の貸与により自

然保護及び鳥獣保護への関心を高める。 

 

 （４）指定計画 

       約３０校を指定するものとする。 
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 ９ 法令の普及徹底 

 （１）方針 

    鳥獣の捕獲等禁止制度、鳥獣飼養許可制度及びオオタカなど希少野生生物の保護思想等を

広く県民に普及啓発するため、広報紙、ポスター、パンフレット等による周知を図るほか、

テレビ、ラジオの県広報番組によるＰＲ活動を推進するものとする。 

 

 （２）年間計画 

    ア 鳥獣の捕獲等禁止制度について（対象：県民一般） 

     年間を通じて、彩の国だより、各種団体広報紙、新聞等への啓発記事の掲載を依頼すると

ともに、テレビ、ラジオの県広報番組によるＰＲ活動を推進するものとする。 

    イ 密猟パトロールの実施（対象：密猟者） 

    県及び市町村、鳥獣保護管理員等の連携の下、密猟防止のパトロールを実施するものとす

る。 

    ウ 鳥獣関係法令全般の啓発（対象：狩猟者） 

    狩猟免許更新講習会及び狩猟者登録等の機会に狩猟の安全及び法令遵守等を啓発するも

のとする（実施時期：７月～１０月）。 


