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様式第1号別添1

１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

年度　～　令和 年度

計画期間は3年程度とする 　 　

対象地域欄には、単独又は共同で被害防止計画を作成する市町名を記入する

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 年度）

②③については、被害軽減目標を立て、被害軽減の達成を図る場合に記入する

カラス類 主に畑の豆類や果樹などの被害が増加している。

　　稲　 　麦類　 　豆類　　 雑穀　  果樹　 　飼料作物　 　野菜
　　いも類　　工芸作物　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）3,06817,778380イノシシ

被害傾向

対象鳥獣 ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、カワウ、カラス類、ドバト、ハクビシン

計画期間 令和 3 5

473 1798

対象地域 いなべ市

農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって、市町長が早急にその被害を防止するための対策を講じるべきと判断した鳥獣種（以下「対象
鳥獣」という。）を記入する

1

①農業被害の現状

対象鳥獣 被害面積(a) 被害量（kg） 被害金額(千円）

※

農作物名

ニホンジカ 42 1,219 182 　　稲　 　麦類　 　豆類　　 雑穀　  果樹　 　飼料作物　 　野菜
　　いも類　　工芸作物　　その他（ごま　　　　　　　　　　）

ニホンザル 119 2,752 548 　　稲　 　麦類　 　豆類　　 雑穀　  果樹　 　飼料作物　 　野菜
　　いも類　　工芸作物　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

③水産業被害の現状（カワウ） 備　考

②林業被害の現状

対象鳥獣 樹種（人・天・苗・竹の別） 被害面積(a) 被害金額(千円）

集落代表者アンケート結果および獣害情報マップから考察される、被害の発生時期、被害の発生場所、被害の現状や傾向を記述する

工場内の製品や設備への糞尿被害が増加している。

ハクビシン 12 306 85 　　稲　 　麦類　 　豆類　　 雑穀　  果樹　 　飼料作物　 　野菜
　　いも類　　工芸作物　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

カラス類 2 10 9 　　稲　 　麦類　 　豆類　　 雑穀　  果樹　 　飼料作物　 　野菜
　　いも類　　工芸作物　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ニホンジカ
侵入防止柵の設置により被害は減少しつつも、令和元年度は狩猟禁止となり生息数が増
加したことにより被害が発生すると思われる。

イノシシ
令和2年度は,令和元年度に発生した豚熱の影響で生息数の減少に伴い被害も減少した。
しかしながら、豚熱の終息と同時に被害の増加が懸念される。

ニホンザル

ハクビシン 家屋の屋根裏に住みつき、主に畑の野菜の被害が増加している。

被害量（ｋｇ） 被害金額（千円） 被害量及び被害金額は桑名市、東員町、いなべ市を含む桑員河川全体の
被害調査データを準用。

（２）被害の傾向

対象鳥獣

年々、平野部に分散・拡大し、特に畑の野菜などの被害が増加している。

※

※

※

※

ドバト
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（３）被害の軽減目標　 （令和 年度）

①～③に関し、2-(1)の対象鳥獣のうち、被害対策の実施可能な鳥獣について、目標年度における被害目標値を記入する

②③については、被害軽減目標を立て、被害軽減の達成を図る場合に記入する

※ 2-(1)被害の現状と2-(2)被害の傾向を踏まえ、対象鳥獣ごとの被害の軽減目標の考え方を記入する

（４）従来講じてきた被害防止対策と課題

①従来講じてきた被害防止対策

直近3カ年で実施した被害防止対策について、実施している対策に「〇」を記入する

ニホンジカ 245 6,241 656

イノシシ 914 40,390 6,050

5

①農業被害の軽減目標

対象鳥獣 被害面積(a) 被害量（kg） 被害金額(千円）

ニホンザル 143 5,686 1,030

ニホンジカ

イノシシ

②林業被害の軽減目標

対象鳥獣 樹種（人・天・苗・竹の別） 被害面積(a) 被害金額(千円）

イノシシ
捕獲効率の向上を目指し、技術研修会の開催や収穫時を集中的に対策し、積極的に捕獲
等に取り組む。

ニホンザル
現在もおこなっている集落ぐるみの被害対策をさらに強化し、被害状況に合った体制づくり
と群れの加害レベルに応じた計画的な個体数調整を図り被害の面的拡大を抑制する。

③水産業被害の軽減目標（カワウ）

被害量（ｋｇ） 被害金額（千円）

④被害の軽減目標の考え方

ニホンジカ
被害増加エリアにおける積極的、かつ計画的な侵入防止柵の設置を進めると同時に効率
的に捕獲し被害軽減を図る。

※

※

捕獲体制の整備 ○ 捕獲機材の導入 ○ 侵入防止柵の設置 ○

種　類 対策の有無 種　類 対策の有無 種　類 対策の有無

被害防止技術・知識の普及 ○ 集落ぐるみの取組の推進 ○ ニホンザルの遊動域調査 ○

緩衝帯の設置 追い上げ（追い払い）活動 ○ 放任果樹の除去

その他（狩猟免許取得の推進） ○

※
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②捕獲体制の整備と課題

(4)-①捕獲体制の整備が「〇」の場合は、被害防止計画策定時における捕獲体制を記入する

各捕獲隊の設置年月日、任期、隊員数、活動内容を記入する

活動内容には隊名を記入する

実施隊欄には、実施隊が対象鳥獣捕獲員となっている場合のみ記入する

課題欄には、現状の捕獲体制の課題について記入する（上記の捕獲隊が整備されていない場合も記入する）

③捕獲機材の導入実績および課題

(4)-①捕獲機材の導入が「〇」の場合は、被害防止計画策定時点における捕獲機材の導入実績を記入する

課題欄には、捕獲機材の捕獲実績、稼働状況及び管理体制などについて現状の課題を記述する

捕獲体制の整備実績と課題

名　称 設置年月日 任期（年） 隊員数（人） 活動内容

実施隊
（対象鳥獣捕

獲員）
2012年2月1日 1 6 捕獲、サルの追払い、サルの行動域調査

市町捕獲隊 　年　月　日

広域捕獲隊 　年　月　日

共同捕獲隊 　年　月　日

集落捕獲隊 　年　月　日

その他捕獲隊 　年　月　日

捕獲檻(ニホンジカ） くくりわな 大型捕獲檻(ニホンザル)

課　題

捕獲機材の導入実績

わなの種類 数量（基） わなの種類 数量（基） わなの種類 数量（基）

捕獲檻(兼用) 5 囲いわな(兼用) ICT機器（ｱﾆﾏﾙｾﾝｻｰ） 6

捕獲檻(イノシシ) ドロップネット 2 ICT機器（まるみえホカクン） 4

小動物用捕獲檻 大型捕獲檻(兼用) 4 その他（　　　　　　）

捕獲檻(ニホンザル) 2 囲いわな(ニホンザル) その他（　　　　　　）

課　題

大型捕獲檻を用いてのニホンザルの捕獲は、群れの移動状況を把握し、餌付け
等によって付近まで誘導する事で可能となるが、継続しての捕獲は困難である。
よって、詳細に状況を把握し捕獲の向上に努めなければならない。

※

※

※

※

※

※

※
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④侵入防止柵の設置実績と課題

(4)-①侵入防止柵の整備が「〇」の場合は、被害防止計画策定時における侵入防止柵の種類別の整備延長の実績を記入する

侵入防止柵設置実績内訳（様式第1号別添1参考様式を参照）を添付すること

既存の金網柵やWM柵にかさ上げ等で多重種対応柵として機能向上を行った場合は、既存柵延長と複合柵延長を二重計上しないこと

⑤緩衝帯の設置実績と課題

(4)-①緩衝帯の設置が「〇」の場合は、被害防止計画策定時における緩衝帯の設置実績を記入する

緩衝帯設置実績内訳（様式第1号別添1参考様式を参照）を添付すること

課題欄には、緩衝帯の整備実績と維持管理状況を踏まえ、現状の課題を記入する

⑥追い上げ・追払い活動の取組実績と課題

⑦放任果樹の除去の実施と課題

⑧被害防止技術・知識の普及活動実績と課題

⑨集落ぐるみの取組の推進実績と課題

取組集落の一覧がわかる資料（任意様式）を添付する

柵の種類 延長（ｍ） 課　題

WM柵 32,038 電気柵を中心に侵入防止柵の整備に取り組むと同時に、昨年度より
金網柵（ロール等フェンス）を補助対象とし、従来の防止柵に比べメン
テナンスも容易である。　いずれにしても適正な設置や維持管理等が
課題である。

金網柵 8,518

その他（　　　）

課題欄には、侵入防止柵の整備実績と集落代表者アンケート結果Q3およびQ4から、柵の効果と維持管理状況を踏まえた、現状の課題を記述する

設置延長（ｍ）  課題

電気柵 106,363

複合柵（WM柵＋電気柵） 20,852

複合柵（金網柵＋電気柵） 10,539

※

※

※

※

動物用駆逐煙火購入補助や追払い用花火の窓口無料配布等にて、地元集落による追払い活動を行って
おり徐々に成果とし現れている。しかしながら、自治会内等で役員が交代することで活動の継続が課題と
なる。

関係機関と連携し、集落からの相談をもとに研修会等を開催し、集落ぐるみでの追払いなど対策を進めて
いる。また、市主催の獣害対策研修会を年1回実施している。　今日の課題としては、個人での取組から集
落ぐるみの取組につなげていくことが重要と考える。

取組集落数 課　　題

11
古田、篠立、上相場、山口、坂本、東貝野、西貝野、川原、飯倉、阿下喜、畑毛の地区にお
いて自主的に取り組んでいる。　また、集落で狩猟免許の取得し捕獲活動を行っている。

※

※

※

※
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⑩-1 ニホンザルの遊動域調査 （単位：群）

直近３ヵ年に実施したニホンザルの遊動域調査について記入する

被害防止計画策定時点で把握している群の情報を記入する（推定生息頭数が不明の群れを含む）

⑪その他被害防止対策の活動実績と課題

（５）今後の取組方針

対策の有無欄には、(3)で掲げる目標を達成するために必要な被害防止対策について、取り組む場合は「〇」を記入する

優先順位欄には、上記取組内容の優先順位(1，2，3・・・）を記入する

北勢C

北勢D

150

100

30

50

⑩-2　群の情報（平成31年度）

群名 測定生息頭数

藤原D 30

北勢A 200

北勢B 70

藤原B

藤原C

藤原A

北勢E

100

50

電波発信機装着数
平成29年度 平成30年度 平成31年度

3 5 4

150

北勢G 20

員弁Ａ 100

大安A 150

大安B 50

員弁Ｂ 150

員弁Ｃ 50

種　類
対策の
有無

優先
順位

捕獲体制の整備 ○ 6 捕獲機材の導入 ○ 7 侵入防止柵の設置

種　類
対策の
有無

優先
順位

種　類
対策の
有無

優先
順位

○ 5

○ 1 集落ぐるみの取組の推進 ○ 2 ニホンザルの遊動域調査 ○ 3

緩衝帯の設置 追い上げ（追い払い）活動 ○ 4 放任果樹の除去

その他（　　　）

※

※

※

※

被害防止技術・知識の普及

今後取り組む被害防止対策

北勢Ｆ
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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 （令和 年度）

※ 捕獲に関わる者それぞれの取組内容や役割について記入する

※ 実施隊については、実施隊が対象鳥獣捕獲員となっている場合のみ記入する

※

※ 猟友会や民間団体等に委託契約をしている場合は、委託の有無欄に「〇」を記入する

（２）その他捕獲体制に関する取組

※ 捕獲機材導入、捕獲体制整備、及び鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保について年度別の取組内容を記入する

※ 捕獲機材を導入する場合は、捕獲機材導入の計画（様式第1号別添2)を添付すること

※ 捕獲体制整備を行う場合は、捕獲体制整備計画（様式第1号別添3)を添付すること

（３）対象鳥獣の捕獲計画
①他計画の策定状況

※ 各種計画が策定されている場合は、策定の有無欄に「〇」を記入のうえ、計画策定年月日を記入する

※ 対象鳥獣欄は、特定外来生物防除実施計画と捕獲促進プランのみ記入する

実施隊員に、銃刀法第5条の2第4項第1号に規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」としてライフル銃
を所持させる必要がある場合は、そのことについて記入する。実施隊員の指名又は任命の状況がわかる資料（鳥獣被害対策実施隊設置済み市町村詳
細調査票（平成28年4月末現在）様式2）を添付する。

3

捕獲者 取組内容と役割

実施隊
（対象鳥獣
捕獲員）

市町職員 大型捕獲檻等による捕獲を実施する。

民間隊員

民間団体

猟友会
委託の有無

銃器による有害鳥獣の捕獲・駆除を行なう。
○

委託の有無

その他 自治会
委託の有無

自治会員が狩猟免許を取得し、被害ヶ所において集落ぐるみで捕
獲を行う。また、集落内での侵入防止柵設置と一体となった獣害対
策を進める。

3・4・5
ニホンジカ
イノシシ

実施隊、猟友会及び集落の捕獲、担い手による捕獲を実施。　また、侵入防
止柵の周囲での捕獲等、被害が大きい地域での捕獲効率向上に努める。

年度 対象鳥獣 取組内容

3・4・5 ニホンザル

実施隊の行動域調査により、被害が大きい地域を選定し、地元調整のうえ
大型捕獲檻を活用した効果的な捕獲を推進する。同時に猟友会及び集落の
捕獲、担い手による捕獲の実施。また、集落の取組による追払いや餌の除
去、侵入防止柵の設置等集落全体での環境整備を推進する。

特定外来生物防除実施計画 平成　　年　月　日

捕獲促進プラン 平成　　年　月　日

名　称 策定の有無 策定年月日 対象鳥獣
地域実施計画 平成　　年　月　日
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※

※ 捕獲実績と集落代表者アンケート結果を踏まえ、対象鳥獣の有害捕獲許可に係る捕獲計画数を記入する

※

※ 1.の対象鳥獣について過去３カ年の捕獲実績（有害と狩猟）を記入する

※ 狩猟頭数については、獣害対策カルテを参照すること

※ 有害捕獲達成率（実績合計/計画合計）は、有害捕獲について獣種別に記入し、数値は小数点第1位止め（小数点第2位を四捨五入）とする

－－－狩猟

②捕獲計画数の設定の考え方
　ニホンジカについては、第二種特定鳥獣管理計画に掲げる管理目標との整合を図るため、許可捕獲及び狩猟による加害個
体の捕獲レベルを維持する。
　イノシシについては、集落代表者アンケートにおける被害レベルの大きな集落を対象に捕獲効率向上に資する取り組みを進
め、管理目標の達成を目指す。
　ニホンザルについては、第二種特定鳥獣管理計画の管理目標に即して、群れのモニタリング結果及び加害状況に応じた個
体数管理を進め、地域個体群の安定化を目指す。

捕獲実績や集落代表者アンケート結果のほか、第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル）を踏まえ、今後３カ年にわたる対象鳥獣の
捕獲計画数設定の考え方を記入する

③対象鳥獣の捕獲計画（単位：頭）

対象鳥獣
捕獲計画

令和３年度 令和４年度 令和５年度

ニホンザル 200 200 200

ニホンジカ 700 700 700

イノシシ 400 400 400

対象鳥獣
地域実施計画に基づく捕獲計画

令和　 年度 令和　 年度 令和　 年度

ニホンザル

④直近３カ年の捕獲実績（単位：頭）

対象鳥獣の捕獲頭数
平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

イノシシ
有害 470 321 470 412 470 276
狩猟

個体数調整

674

－ 0

0狩猟 － 1122 － 1005 －

300

ニホンジカ
有害 420 550 500 578 500

131
ニホンザル

有害 200 124 300 115
－ 170 － 261

狩猟 － － － － － －

合　計
有害 1090 995 1270 1105
狩猟 － － －

有害

38.3% 43.7%

1270 1081
狩猟 － 1292 － 1266 －

地域実施計画（ニホンザル）が策定している、または策定する予定がある場合、捕獲計画数を記入する

有害捕獲達成率（％）

ニホンジカ 131.0% 115.6% 134.8%
イノシシ 68.3% 87.7% 58.7%
ニホンザル

有害

62.0%
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※ 直近3カ年の捕獲実績や生息状況、集落代表者アンケート結果による被害状況等を鑑み、捕獲重点エリアを設定し、地区名を記入する

※ 捕獲促進プランを策定している市町は、同上の記述の代わりに捕獲促進プランの添付に代えることができる

※ 捕獲重点エリアがわかる図面（市町版獣害情報マップ）を添付すること

※

（４）許可権限委譲事項

※

※ 三重県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領第3条(1)に記載されている鳥獣については記入しない

対象地域 対象鳥獣

いなべ市 カワウ

県知事から市町長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委譲を希望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類を記入する（鳥獣
による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号第4条第3項）

⑥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

必要性 捕獲手段

捕獲予定時期 捕獲予定場所

鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予
定時期、捕獲予定場所等について記入する

⑤捕獲等の取組内容

捕獲重点エリア 藤原町と北勢町の中山間地

捕獲予定時期 令和3年度～令和5年度

捕獲の取組内容 実施隊、猟友会、集落の捕獲担い手による有害捕獲



様式第1号別添1

４．　防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲等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

※ 設置する柵の種類、設置規模等を記入する

※ 位置図と侵入防止柵整備計画（様式1号別添4）を添付すること

（２）その他被害防止に関する取組

※ 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追い上げ・追払い活動、放任果樹の除去等について記入する

※ 緩衝帯の設置を計画する場合は、位置図と緩衝帯設置計画（様式第1号別添5)を添付する

対象鳥獣
整備計画

令和3年度 令和4年度 令和5年度

被害が顕著な地域におい
て優先順位等調整を行い
整備する

被害が顕著な地域におい
て優先順位等調整を行い
整備する

年　度 対象鳥獣 取組内容

ニホンジカ
イノシシ

ニホンザル

被害が顕著な地域におい
て優先順位等調整を行い
整備する

3・4・5
ニホンジカ
イノシシ

ニホンザル

現地研修会等により、地域主体で一体となった被害防止対策の取組み
の普及啓発を進め、侵入防止柵の維持管理、花火・爆竹等を利用した
追払い体制の整備を進める。
地域で緩衝帯整備を進め、自治会等に対し緩衝帯整備のための人的
支援を行なう。
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緊急時における関係機関等の役割と連絡体制

緊急時連絡体系図【例】

緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等のフロー図を記入する

関係機関等には、市町、県、警察、鳥獣被害対策実施隊、猟友会等の名称と連絡先を記入する

役割欄には、緊急時において、各関係機関等が果たすべき役割を記入する

６．被害防止対策の実施体制に関する事項
（１）協議会に関する事項

役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する

（２）関係機関に関する事項（協議会の構成機関以外）

関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関（NPO、研究機関など）の名称を記入する

役割欄には、各関係機関が果たすべき役割を記入する

協議会及びその他の関係機関からなる連携体制がわかる体制図があれば添付する

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

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ついて、規程等を作成している場合は添付する

協議会の名称 いなべ市鳥獣害防止対策協議会 設置年月日 平成21年5月13日設置

関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記入するとともに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等の名称を記入
する

※

※

※

※

構成機関の名称 役　割

構成機関の名称 役　割

いなべ市
鳥獣害防止対策協議会の運営事務、各機関との連絡調整、被害防止
計画の調整を行う

いなべ支部猟友会 有害鳥獣に対する専門知識、捕獲体制に対する助言を行う

いなべ市農業委員会 水稲等における被害状況の把握、各地区の意見の集約を行う

三重北農業協同組合
農作物の被害状況の把握、農家の意見集約及び被害防除に対する助
言を行う

※

※

三重県桑名農政事務所
農作物被害に対する防除体制の構築、有害鳥獣の分布等の把握に対
する助言を行う

三重県中央農業改良
普及センター

獣害に強い集落づくりに対する助言を行う

三重県農業研究所
有害鳥獣の習性や防除技術等に対する専門知識、獣害に強い集落づ
くりに対する助言を行う

三重県四日市農林事務所 有害鳥獣の捕獲体制に対する助言を行う

※

※

※

いなべ市

いなべ支部

猟友会

四日市農林事務所

TEL 059-352-0655

いなべ警察署
TEL 0594-84-0110

パトロール等地域住民の安全確保

個体の捕獲及び処理

関係機関との調整、現場対応

専門的な助言、関係機関との調整、現場
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 （平成 年度）

捕獲活動とは、対象鳥獣捕獲隊員に指名または任命された実施隊員の捕獲活動のことをいう

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

処理方法は、該当する処理方法すべてにチェック（☑）する

利活用（ジビエ等）について、捕獲者個人が処理施設以外で解体処理を行い食肉として利用する場合は、利活用に含まない

備考欄には、処理に関して課題がある場合等について記入する

８．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

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

※ その他被害防止施策の実施に関し必要な事項について記入する

31
設置年月日 平成24年2月1日設置

対象鳥獣 ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル

網猟免許罠猟免許銃猟免許
備考うち 猟友会員

うち狩猟免許取得者数
隊員数構成員

活動内容

　市町職員 9 2 6 1
　民間隊員

活動方針

鳥獣被害対策実施隊の設置年月日、対象鳥獣、構成員別の隊員数、うち狩猟免許取得者数、うち猟友会員数、及び対象鳥獣捕獲員数について記入す
るとともに、活動内容についてすべてチェック（☑）する
活動方針欄には、現在は実施していないが、今後、実施隊の活動として行っていきたい活動内容についてすべてチェック（☑）する（現在行っている活動
はチェックしない）

処理方法

うち対象鳥獣捕獲員

計 9 2 6 1

　　　　　埋設処理　　　焼却処理　　　学術研究利用　　　利活用（ジビエ等）　　　その他（　　　　　　　　　)

　　　捕獲活動　　　　追い払い　　　　侵入防止柵の設置　　　　緩衝帯の設置　　　　放任果樹・農作物残渣の除去
　　　生息調査・被害調査　　　技術指導　　　広報・啓発　　　　その他（　　　　　　　　　　　）

　　　捕獲活動　　　　追い払い　　　　侵入防止柵の設置　　　　緩衝帯の設置　　　　放任果樹・農作物残渣の除去
　　　生息調査・被害調査　　　技術指導　　　広報・啓発　　　　その他（　　　　　　　　　　　）

備　　考

〇

焼却等施設の状況
施　設　名 所　在　地 処理能力（L/日）

備考欄には、実施隊について特筆すべき事項があれば記入するとともに、実施隊が設置されていない市町は、設置に向けた検討状況や規模、構成等に
ついての考え方を記入する

捕獲した獣肉の利活用を目的とし平成29年度に施設を建設。三重県及び関係団体等と連携し、いなべ市
ジビ工房として平成30年7月から運用開始。

捕獲した鳥獣の食品としての利用等に係る基本的な考え方や、利用に必要な施設整備計画、年間処理計画頭数、流通・販売方針、推進体制等につい
て記載してください

備　考

食品衛生に係る安全確保の取組欄には、ジビエとして利活用する場合、処理加工施設の食品衛生法準拠している場合は、有無欄に「〇」を記入する

捕獲等をした鳥獣の処理加工施設等の整備計画がある場合は「○」を記入するとともに、施設の種類（焼却施設、食肉等加工施設、減量化施設、その
他）、整備予定年度を記入する

処理加工施設の整備計画 計画の有無 施設の種類 整備予定年度

食品衛生に係る安全性
確保の取組（利活用の

み）

施　設　名 所　在　地 食品衛生法準拠の有無

いなべ市ジビエ生産施設 いなべ市藤原町上之山田

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※


