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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（令和元年度）
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対象鳥獣 イノシシ 、アナグマ、ニホンザル、アライグマ、シカ
ヒヨドリ、カラス、ドバト、カモ

計画期間 令和３年度～令和５年度
対象地域 福岡県福岡市、糸島市
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（２）被害の傾向

（イノシシ）

（アナグマ）

（ニホンザル）

（アライグマ）

（シカ）

（鳥類）

　中山間地域だけではなく、市街地周辺にも出没し、福岡市及び糸島市全域にわたって被害がでてい
る。
　果樹やイチゴなどの農作物を食害しており、被害は拡大している。

　脊振山系に沿った地域で農作物被害や家屋等の生活環境被害等が発生している。
　福岡市地域では脇山地区・内野地区を中心に出没し、野菜・果樹の食害や引き抜きなどの農作物被
害がある。
　糸島市地域では二丈鹿家地区や吉井地区を中心に出没し、野菜・果樹の食害や引き抜きなどの農作
物被害がある。また、市街地でも、はぐれ猿の目撃が多数寄せられている。

　福岡市では小型獣による農作物被害の報告が増加しており、早良区・西区を中心に農地付近でアラ
イグマが目撃・捕獲されている。
　糸島市では農業被害は報告されていないものの、市内で目撃・捕獲されている状況である。
　今後も農作物被害や家屋等の生活環境被害等の報告の拡大が予想される。

　農業被害は報告されていないものの、脊振山系の山間部となる福岡市地域の脇山・内野地区で目撃
される状況であり、今後、同山系の前原地域でも農作物被害等の報告が予想される。

　福岡市志賀、能古等の島嶼部での柑橘類やビワへの被害が多い。特にヒヨドリによる被害は福岡
市・糸島市にわたり、柑橘類やキャベツ・ブロッコリー等を食害している。本来は渡り鳥であるが、
現在では定着しており、年間を通して被害が報告されている。
　糸島市では、平地で住宅地に近い河川など水辺周辺の農地で、冬季から春季にかけてカモによる麦
類やキャベツなどの食害が報告されている。

　福岡市全域及び糸島市全域に繁殖しており、特に山間部や島嶼部において深刻な被害をもたらして
いる。
　平成２２年度から継続して侵入防止柵等の設置及び捕獲を行ったことから、被害については減少傾
向にあるが、被害総額のおよそ２分の１を占めており、主な被害作物は水稲、野菜となっている。



（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

ｈａ
千円

千円

2,995 千円 2,097

防護柵の設置
等に関する取
組

　平成２２年度から令和２年度にかけてワ
イヤーメッシュ柵、電気柵、防鳥ネット等
の侵入防止柵等の設置及び箱わなを導入し
た。

　

　集落的な設置を行っているが、未設置地
域に被害が集中していることから、被害が
増大している地域を中心に設置を行う必要
がある。
　これまで、イノシシ等が出没し、被害発
生したことにより耕作放棄地となった農地
については、生産農地としての再生が可能
な方策を検討する。
　

福岡市 従来講じてきた被害防止対策 課題
捕獲等に関す
る取組

　イノシシ、カラス、ドバト、ヒヨドリに
ついては、前年度農作物等の被害状況を鑑
み、予察捕獲の計画をたて、農協及び市か
ら猟友会に依頼し、銃器・わなによる捕獲
を実施している。また、平成２０年度から
は、農林業者の自衛のための箱わなによる
イノシシの捕獲許可を行い、捕獲を行なっ
ている。
　ニホンザルについては、被害傾向の多い
地域を中心にＪＡが捕獲許可を受け、猟友
会による追払い活動を実施。
　また、早良区入部出張所においても地元
住民の通報等に応じ年間を通じて追い払い
を実施している。

　会員の高齢化により捕獲後の埋設や搬入
等の負担が大きくなっている。
　アナグマ等の小動物による被害が平野部
農地において目撃されていることから農林
業者が自ら捕獲できる体制を構築する必要
がある。
　また、ニホンザルやシカについても捕獲
体制について、猟友会等の関係機関と連携
強化が必要である。

カモ 被害金額
ｈａ 0.00 ｈａ

ドバト
被害面積 0.00

被害面積 12.20 ｈａ 8.54

千円被害金額 0 千円 0

ｈａ
カラス 被害金額 2,719 千円 1,904 千円

被害面積 0.58 ｈａ 0.41 ｈａ

ヒヨドリ 被害金額 2,588 千円 1,812
被害面積 0.86 ｈａ 0.60

シカ

アライグマ

ｈａ
被害金額 0 千円 0 千円
被害面積 0.00 ｈａ 0.00

ニホンザル 被害金額 2,987 千円 2,091 千円
被害面積 0.42 ｈａ 0.29 ｈａ

千円
被害面積 0.01 ｈａ 0.00 ｈａ
被害金額 14 千円 10

被害面積 1.91 ｈａ 1.34 ｈａ
被害金額 10,897 千円 7,628

指標 現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度）

アナグマ 千円
ｈａ

イノシシ 被害金額 41,862 千円
被害面積 23.54 ｈａ

29,303 千円
16.48



防護柵の設置
等に関する取
組

　平成２２年度から令和２年度にかけてワ
イヤーメッシュ柵、電気柵、防鳥ネットの
設置及び箱わなを導入した。

　集落的な設置を行っているが、未設置地
域に被害が集中していることから、被害が
増大している地域を中心に設置を行う必要
がある。

糸島市 従来講じてきた被害防止対策 課題
捕獲等に関す
る取組

　イノシシ・アナグマ・アライグマ・カラ
ス・ドバト・ヒヨドリ・カモについては、
前年度農作物等の被害状況を鑑み、予察捕
獲の計画をたて糸島市有害鳥獣捕獲会によ
る銃器・わなによる鳥獣捕獲及び糸島市鳥
獣被害対策実施隊による捕獲を実施してい
る。
　また、平成２４年度から糸島市全域にお
いて、農林業者の自衛のための箱わなによ
るイノシシの捕獲許可を出し、捕獲を行
なっている。
　アナグマ等の小型鳥獣の宅地内での捕獲
については、平成２４年度より狩猟免許を
持たない者にも捕獲許可を行い、捕獲を
行っている。
　ニホンザルについては、平成２３年度か
ら令和２年度までサル捕獲・調査会に委託
し、捕獲や生息調査を実施した。

　イノシシの捕獲頭数は近年減少傾向に
あったが、令和２年度は大幅に増加してお
り、生息数が増加していると考えられるた
め、引き続き対策が必要である。
　対策の一つとして新たに行政区と連携し
た捕獲に取り組む必要がある。
　アナグマについては、農作物被害で被害
額が高い鳥獣であり、引き続き対策が必要
である。
　アライグマについては、捕獲頭数が増加
傾向にあることから、生息数が増加してい
ると考えられるため、引き続き対策が必要
である。
　カモについては、農作物被害で被害額が
高い鳥獣であり、引き続き対策が必要であ
る。



（５）今後の取組方針
（広域連携）

（福岡市）

（糸島市）

　これまで、２市がそれぞれ独自で被害防止対策を講じてきたが、農作物の被害が減少しないことか
ら、２市の鳥獣被害防止対策協議会が連携し、広域的な被害防止対策や捕獲方法の検討、情報交換を
行なうため、広域連絡協議会を設立した。
　本協議会では、地域ぐるみの鳥獣被害防止対策に取り組む体制を整備し、被害を受けにくい環境づ
くりの推進を行う。また、鳥獣被害防止総合支援事業を活用し、対象鳥獣の捕獲の強化に努め、農作
物の被害を軽減する。
　なお、鳥獣保護管理事業計画及び特定鳥獣保護管理計画との整合性を図り、２市が合同で作成する
被害防止計画を踏まえて、農作物の被害軽減に広域的に取組む。

　鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、推進体制を整備するとともに、ワイヤーメッシュ柵、電気
柵、防鳥ネットなどによる被害防除やイノシシの出没しにくい生息環境管理に取り組む。また、箱わ
ななどの捕獲機器の整備を行い、個体数の調整を図る。
　国登録の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー制度を活用し、関係団体及び地区協議会への被害防
除に関する研修を行なう。また、地区協議会による追い払い活動などにより被害の防止を図る。
　アライグマ等の小動物については、猟友会や農家等による捕獲に合わせ、特定外来生物法に基づく
防除実施計画により、捕獲対策を推進していく。
　ニホンザルについては、農作物被害等も見受けられることから、追い払い活動等により被害防止を
図るとともに被害の拡大状況によっては捕獲を推進する。
　シカについては，近年，目撃情報があるが現段階では農林作物への被害報告等が無いため、生息実
態の把握に努めるとともに被害状況によっては捕獲を推進する。

　イノシシ、アナグマについては予察捕獲計画を基に、銃器及びわな等による鳥獣の個体数調整を図
る。
　シカについては、今後目撃情報があった場合、生息実態の把握に努めるとともに被害状況によって
は捕獲を推進する。
　鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、推進事業では箱わな等の捕獲機材の購入、狩猟免許取得の
ための経費軽減措置を行い、整備事業ではワイヤーメッシュ柵、電気柵の整備に取り組んでいく。
　電気柵の整備では、設置に要する費用の一部を市が補助する事業にも取り組んでいる。
　また、新たな取り組みとして、行政区と糸島市鳥獣被害対策実施隊が連携した自衛のための箱わな
による捕獲に取り組み、被害軽減を図る。
　特にイノシシ被害については被害額が減少傾向にあるものの被害が多く、さらにイノシシ捕獲を推
進する目的で、狩猟期に捕獲報奨金を交付し、幼獣までを捕獲し農作物の被害軽減に努める。
　ニホンザルについては、農作物被害等も見受けられることから追い払い活動等により被害防止を図
るとともに、被害の拡大状況によっては捕獲を推進する。
　アナグマについては、農作物被害や生活環境被害が増加傾向にあるため、イノシシ同様、捕獲を推
進する目的で狩猟期に捕獲報奨金を交付し、農作物や生活環境の被害軽減に努める。
　アライグマについては、外来生物法に基づく防除実施計画による捕獲を実施し、農作物や生活環境
の被害軽減に努める。



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
（広域連携）

（福岡市）

（糸島市）

　２市の鳥獣被害防止対策協議会の捕獲隊の連携強化を図り、捕獲計画数の達成のために効果的な捕
獲体制の整備を行う。特に捕獲技術の向上、効果的な捕獲・駆除方法の検討、捕獲担い手の確保・育
成を行う。なお、捕獲計画数は、鳥獣保護管理事業計画及び特定鳥獣保護管理計画との整合性を図る
ものとする。

　イノシシ、アナグマ、ヒヨドリ、カラス、ドバト、カモについては、福岡市、農協等農業団体、猟
友会から構成される福岡市有害鳥獣広域捕獲連絡部会を通して、鳥獣被害防止総合支援事業を活用し
て捕獲機材を購入し、猟友会による銃器及びくくりわな、箱わなを用いた予察捕獲を実施する。
　またイノシシについては、自衛のための箱わな、くくりわなによる捕獲、アナグマ等の小動物につ
いては、農林業者が自らの事業地内で小型の箱わな等による捕獲を推進し、個体数調整に努める。
　特にイノシシについては、ＩＣＴ等を活用した捕獲活動の効率化を図るとともに、捕獲した個体の
焼却や資源化などに取り組むことで、捕獲者の負担軽減に努める。また、捕獲者の更なる負担軽減に
向け、捕獲活動の補助的業務を支援する体制の整備についても検討する。
　アライグマについては、猟友会や農家による捕獲に合わせ、外来生物法に基づく防除実施計画の捕
獲従事者台帳に記載された捕獲従事者を中心として捕獲体制を整備する。
　ニホンザルについては、早良区を中心に年間を通じて追い払いを実施するとともに被害状況によっ
ては補殺を検討する。
　シカについては、目撃情報を基に生息実態の把握に努める。その結果をもとに捕獲計画の見直しや
捕獲体制を整備し個体数調整に努める。

　イノシシについては、糸島市有害鳥獣捕獲会への委託による予察捕獲のほか、糸島市鳥獣被害対策
実施隊による銃器及びわな等を用いた捕獲の実施、狩猟期以外の自衛のための箱わなによる捕獲の推
進、行政区と糸島市鳥獣被害対策実施隊が連携した捕獲を実施する。
また、鳥獣被害防止総合支援事業を活用して捕獲機材を購入し個体数調整に努める。
　アナグマについては、糸島市有害鳥獣捕獲会への委託による予察捕獲のほか、糸島市鳥獣被害対策
実施隊による箱わなを用いた捕獲を実施し、捕獲の推進を図る。また、鳥獣被害防止総合支援事業を
活用して捕獲機材を購入し、個体数調整に努める。
　ニホンザルについては、年間を通じて追払いを実施する。
　アライグマについては、外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、本計画に基づき糸島市有害鳥
獣捕獲会への委託による予察捕獲のほか、糸島市鳥獣被害対策実施隊による箱わなを用いた捕獲を実
施し、捕獲の推進を図る。
　シカについては、目撃情報を基に生息実態の把握に努める。その結果をもとに捕獲計画の見直しや
捕獲体制を整備し個体数調整に努める。
　ヒヨドリなどの鳥類については、被害を確認し対処捕獲を実施するとともに、糸島市鳥獣被害対策
実施隊による銃器を用いた捕獲の実施など、捕獲の推進を図る。
　糸島市有害鳥獣捕獲会による予察捕獲以外にも、地元からの要望や、被害を確認して対処捕獲を実
施するとともに、糸島市鳥獣被害対策実施隊による捕獲を推進していく。



（２）その他捕獲に関する取組

令和５年度 イノシシ ・イノシシ用箱わなを追加導入し、猟友会や実施隊などに貸与することに
　より、捕獲実績の向上を図る。
・捕獲報奨金制度により福岡市においてはイノシシ、糸島市においては
　狩猟期におけるイノシシ・アナグマ・アライグマの捕獲数を増加させ
る。
・鳥類の捕獲に有効な捕獲器に関する情報収集と導入を行う。
・狩猟免許取得者への講習会費用の助成を行う。
・シカの捕獲に有効な捕獲器に関する情報収集と導入を行う。

アナグマ
ニホンザル

アライグマ

シカ

令和４年度 イノシシ ・イノシシ用箱わなを追加導入し、猟友会や実施隊などに貸与することに
　より、捕獲実績の向上を図る。
・捕獲報奨金制度により福岡市においてはイノシシ、糸島市においては
　狩猟期におけるイノシシ・アナグマ・アライグマの捕獲数を増加させ
る。
・鳥類の捕獲に有効な捕獲器に関する情報収集と導入を行う。
・狩猟免許取得者への講習会費用の助成を行う。
・シカの捕獲に有効な捕獲器に関する情報収集と導入を行う。

アナグマ
ニホンザル

アライグマ

シカ
ヒヨドリ
カラス
ドバト

ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

カモ

シカ
ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

令和３年度 イノシシ ・イノシシ用箱わなを追加導入し、猟友会や実施隊などに貸与することに
　より、捕獲実績の向上を図る。
・捕獲報奨金制度により福岡市においてはイノシシ、糸島市においては
　狩猟期におけるイノシシ・アナグマ・アライグマの捕獲数を増加させ
る。
・鳥類の捕獲に有効な捕獲器に関する情報収集と導入を行う。
・狩猟免許取得者への講習会費用の助成を行う。
・シカの捕獲に有効な捕獲器に関する情報収集と導入を行う。

アナグマ
ニホンザル

アライグマ

年度 取組内容対象鳥獣



（３）対象鳥獣の捕獲計画
捕獲計画数等の設定の考え方

（福岡市）
イノシシ

アナグマ

ニホンザル

アライグマ

シカ

鳥類

（糸島市）

イノシシ

アナグマ

ニホンザル

アライグマ

シカ

鳥類

　２市の被害防止協議会の捕獲計画に基づき設定した。
　なお、捕獲計画数は鳥獣保護管理事業計画及び特定鳥獣保護管理計画と整合性を図るものとする。
　

　過去３年間の捕獲実績は、平成２９年度１，２４７頭、平成３０年度１，５３７頭、令和元年度
１，１５５頭となっており、捕獲頭数は横ばいの状態にあるが、国の捕獲活動支援事業等がさらに活
用されることも考慮し、令和２年度も２，０００頭を見込んでいる。

　農家からの被害報告が増大しており、繁殖力が強いため、１００頭を見込んでいる。

　捕獲実績はないが、農家から農作物への被害報告があるため、５０頭を見込んでいる。

　農家からの被害報告があがっており、繁殖力が強いため、１００頭を見込んでいる。

　目撃情報はあるものの捕獲実績はない。繁殖力が強いため、１０頭を見込んでいる。

　平成２９年度から令和元年度までの捕獲実績を基に設定する。

　平成２９年度から令和元年度までの捕獲実績を基に設定する。

　過去３年間の捕獲実績は、平成２９年度１，４８０頭、平成３０年度１，５５０頭、令和元年度
１，０９８頭となっており、捕獲頭数は減少傾向にあったが令和２年度は大幅に増加していることか
ら２，５００頭を見込んでいる。

　過去３年間の捕獲実績は平成２９年度９０頭、平成３０年度８０頭、令和元年度５４頭となってお
り、捕獲頭数は減少傾向にあったが令和２年度は大幅に増加していることから２５０頭を見込んでい
る。

　山間部を中心に広い範囲で目撃されており追払いを基本とするが、１０頭を目標とする。

　平成２９年度３１頭、平成３０年度２４頭、令和元年度４６頭と増加傾向にあり、目撃情報も増え
ていることから２００頭を見込んでいる。

　福岡市で目撃情報はあるものの捕獲実績はない。繁殖力が強いため、１０頭を見込んでいる。



２市の捕獲目標数(令和３年度以降)

（４）許可権限委譲事項

300
1,200

10
200
10
250

300

頭
頭
頭
頭

羽800

頭

羽

頭

頭

2,200 羽

300
ドバト 1,000 羽
カモ 500 羽

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

対象地域 対象鳥獣

捕獲等の取組内容

イノイシ
アナグマ
アライグマ
シカ

捕獲手段：箱わな・くくりわな、銃器（但し、集落や住宅付近は除く）
捕獲期間：農作物の収穫時期等に合わせて必要かつ適切な期間
捕獲場所：市街地を除く２市全域（銃器による捕獲は、集落や住宅付近は除く）
　　　　　アナグマについては、市街地でも箱わなによる捕獲を実施
　　　　　アライグマについては、外来生物法に基づく防除実施計画に基づき
　　　　　適宜捕獲

ニホンザル 捕獲手段：箱わな（場合によっては銃器）
捕獲期間：年間を通し必要かつ適切な期間
捕獲場所：福岡市中山間地域、糸島市全域

ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

捕獲手段：銃器（但し、集落や住宅付近は除く）、箱わな
捕獲期間：農作物の収穫時期等に合わせて必要かつ適切な期間
捕獲場所：市街地を除く２市全域（銃器による捕獲は、集落や住宅付近は除く）

カラス 1,000 羽

アナグマ 100 頭
ニホンザル 50 頭
アライグマ 100 頭
シカ 10 頭
ヒヨドリ 1,000 羽

頭

対象鳥獣 福岡市 糸島市
イノシシ 2,000 頭

カモ 800 羽 800 羽

頭2,500

羽
羽 1,300

ヒヨドリ 2,200 羽 羽

イノシシ 4,500 頭 4,500 頭 4,500

ドバト 1,300 羽 1,300 羽 1,300

2,200
シカ 20 頭 20 頭 20

350

カラス 1,300 羽 1,300

アライグマ 300 頭 300 頭 300 頭
ニホンザル 60 頭 60 頭 60
アナグマ 350 頭 350 頭

対象鳥獣 捕獲計画数等
令和３年度 令和４年度 令和５年度

羽
羽
羽
羽



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

（２）その他被害防止に関する取組

鳥追い払い機等を用いた追払い
農家等への普及啓発（野菜残渣の適正処理、収穫しない果樹等の伐採
等）

令和４年度

イノシシ
アナグマ
アライグマ

地域による追い払い活動
農家等への普及啓発（野菜残渣の適正処理、収穫しない果樹等の伐採、
耕作放棄地の解消等）

ニホンザル ロケット花火を使用した追い払い活動

ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

令和５年度

イノシシ
アナグマ
アライグマ

地域による追い払い活動
農家等への普及啓発（野菜残渣の適正処理、収穫しない果樹等の伐採、
耕作放棄地の解消等）

ニホンザル ロケット花火を使用した追い払い活動

ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

鳥追い払い機等を用いた追払い
農家等への普及啓発（野菜残渣の適正処理、収穫しない果樹等の伐採
等）

対象鳥獣 捕獲計画数等

令和３年度 令和４年度 令和５年度
イノシシ
アナグマ

・ワイヤーメッシュ柵・電
気柵を設置する。
・既存施設については、効
果が充分に発揮できるよ
う、実施隊による点検を実
施し、必要に応じ、助言指
導を行う。
（福岡市）
　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　12km
　電気柵　　　12km
（糸島市）
　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　29km
　電気柵　  　56km

・ワイヤーメッシュ柵・電
気柵を設置する。
・既存施設については、効
果が充分に発揮できるよ
う、実施隊による点検を実
施し、必要に応じ、助言指
導を行う。
（福岡市）
　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　12km
　電気柵　　　12km
（糸島市）
　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　29km
　電気柵　  　56km

・ワイヤーメッシュ柵・電
気柵を設置する。
・既存施設については、効
果が充分に発揮できるよ
う、実施隊による点検を実
施し、必要に応じ、助言指
導を行う。
（福岡市）
　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　12km
　電気柵　　　12km
（糸島市）
　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　29km
　電気柵　  　56km

令和３年度

イノシシ
アナグマ
アライグマ

地域による追い払い活動
農家等への普及啓発（野菜残渣の適正処理、収穫しない果樹等の伐採、
耕作放棄地の解消等）

ニホンザル ロケット花火を使用した追い払い活動

ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

鳥追い払い機等を用いた追払い
農家等への普及啓発（野菜残渣の適正処理、収穫しない果樹等の伐採
等）

ヒヨドリ
カラス
ドバト
カモ

・被害状況に応じ、防鳥
ネットを設置する。
・設置した防鳥ネットの効
果が充分に発揮できるよ
う、実施隊による点検を実
施し、必要に応じ、助言指
導を行う。

・被害状況に応じ、防鳥
ネットを設置する。
・設置した防鳥ネットの効
果が充分に発揮できるよ
う、実施隊による点検を実
施し、必要に応じ、助言指
導を行う。

・被害状況に応じ、防鳥
ネットを設置する。
・設置した防鳥ネットの効
果が充分に発揮できるよ
う、実施隊による点検を実
施し、必要に応じ、助言指
導を行う。

年度 対象鳥獣 取組内容



（１）関係機関等の役割
(福岡市)

(糸島市)

（２）緊急時の連絡体制
(福岡市)

猟友会

糸島警察署生活安全課 住民の安全確保にかかる現場対応

各警察署
（東 博多 央 南 良

住民の安全確保にかかる現場対応
福岡農林事務所農山村振興課

市担当課への指導、助言
糸島市鳥獣被害防止対策実施隊 わなや銃器による捕獲
糸島市有害鳥獣捕獲会 わなや銃器による捕獲

猟友会（福岡，西福岡） わなや銃器による捕獲

関係機関等の名称 役割
糸島市農林水産課 捕獲許可、住民の安全確保、捕獲対応

福岡農林事務所農山村振興課

糸島猟友会 わなや銃器による捕獲

市担当課への指導、助言

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

関係機関等の名称 役割
福岡市（農業振興課、各区役所防
災・安全安心担当課）

住民の安全確保にかかる対応（地域や関係機関への
情報提供、猟友会との連絡調整等）

発　見　者

各警察署
福岡県

農林事務所

福岡市

農業振興課
各区･防災・安全安心担当

通 報 通 報

対応協議

情報共有情報共有

出動依頼

対応協議

情報共有

対応協議



(糸島市)

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

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

８．被害防止施策の実施体制に関する事項
（１）被害防止対策協議会に関する事項

糸島市農林水産課

糸島市鳥獣被害防止対策実施隊
糸島市有害鳥獣捕獲会

糸島猟友会

福岡市鳥獣被害対策協議会
糸島市鳥獣害防止対策協議会

発　見　者

糸島警察署
福岡県

農林事務所

　捕獲者に対し処理加工施設を利用するよう普及啓発を行い、食肉利用の促進を図る。

被害防止対策協議会の名称 福岡・糸島地域鳥獣被害防止対策広域連絡協議会
構成機関の名称 役割

有害鳥獣の捕獲、被害防止、情報交換、広域連携

　捕獲した有害鳥獣については、捕獲者自身により自家消費や埋設・焼却処分、また、処理加工施設
がある地域周辺については、施設への持ち込みなど適切な処理を行う。

通 報 通 報

対応協議

情報共有情報共有

出動依頼

対応協議

情報共有

対応協議



（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（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

構成機関の名称 役割

糸島市有害鳥獣捕獲会 捕獲会の立場から、事務局が企画立案した内容を検討・助言
し、個体数調整を行う

福岡農林事務所
福岡普及指導センター

事務局が提案した企画を検討し、技術的な助言、検討を行う

猟友会（福岡、西福岡）

福岡市農業振興課 事務局として、協議会を総括する

狩猟免許取得者に対し、効果的な捕獲方法等の指導を行う
有害鳥獣捕獲等を実施し、個体数調整を行う

福岡市農業協同組合 農業者団体の立場から、事務局が提案した企画を検討し、受益
農家との連絡調整を行なう

福岡市東部農業協同組合 農業者団体の立場から、事務局が提案した企画を検討し、受益
農家との連絡調整を行なう

農家代表 農業者の立場から、事務局が提案した企画を検討し、受益農家
との連絡調整を行なう

役割

福岡市森林・林政課 捕獲許可
森林被害への対応

【福岡市鳥獣被害対策協議会】

構成機関の名称

地元農家代表 事務局が企画立案した内容を検討・助言し、被害等情報提供や
地元との調整を担う

【糸島市鳥獣害防止対策協議会】

捕獲者の立場から、事務局が企画立案した内容を検討・助言
し、個体数調整を行う

イノシシ被害防止対策協議会 防除対策推進及び農林業生産者の立場から、事務局が企画立案
した内容を検討・助言し、被害防除の効果を高める

林業者団体の立場から、事務局が提案した企画を検討し、受益
林家との連絡調整を行なう

　鳥獣被害にかかる情報を関係機関と共有し、有効な取り組みを推進する。

福岡県福岡農林事務所 協議会の活動に対し、指導・助言を行う役割
福岡県筑紫保健福祉環境事務所 協議会の活動に対し、指導・助言を行う役割

　令和２年度において福岡市５名、糸島市１６名（うち民間隊員１４名）を任命済。糸島市において
は、適宜民間の実施隊員を任命している。

　２市の鳥獣被害対策協議会が中心となり、侵入防止柵等の設置及び管理について集落的取り組みを
推進するとともに、追い払い等の啓発を行う。

糸島市農業振興課 事務局として、防除対策に取り組む
糸島市農林水産課 事務局として、協議会を総括する

関係機関の名称 役割

福岡農林事務所
福岡普及指導センター

事務局が提案した企画を検討し、技術的な助言、検討を行う

糸島猟友会

福岡県広域森林組合
福岡西支店




