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  我が国には、約 700種の野生鳥獣が生息するとされており、これまで、鳥獣の保護

及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88号。以下「鳥獣保護法」という。）

及び鳥獣保護法に基づく｢鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指

針｣により、人と鳥獣の軋轢を回避するため個体数管理（狩猟、許可捕獲による個体

数の調整等）、生息環境管理等の総合的な保護管理対策が行われてきた。 

  しかし、近年、鳥獣の生息分布域の拡大、里山の荒廃や耕作放棄地の増加等に伴い、

シカ、イノシシ等の鳥獣による農林水産業等に係る被害が、中山間地域を中心に全国

的に深刻化している状況にあるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のため

の施策を総合的かつ効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄

与することを目的として、従来からの鳥獣保護法による取組に加え、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。

以下「特別措置法」という。）が制定され、被害防止対策を効果的に進めることとさ

れた。 

  これらの法律等に基づき、被害を及ぼす鳥獣の捕獲、侵入防止柵の設置等の鳥獣被

害防止対策等が講じられているが、一方では、平成 22 年度の鳥獣による農作物の被

害状況をみると、被害金額は 239 億円で前年度に比べ 12％（26 億円）の増加、被害

量は 74 万トンで同 19％（12万トン）の増加となっており、効果的な被害防止対策に

早急に取り組むことが求められている。また、県域を越えて移動する鳥獣に対し、複

数の市町村が連携して、広域的な鳥獣被害の防止や人材育成等を強化することも必要

とされている。 

  さらに、農林水産省は、野生鳥獣の被害が深刻化・広域化する中、安心して農業に

取り組むことができる環境を整備するため、平成 23 年度に、被害金額の低減等を目

標とする鳥獣被害緊急総合対策を実施しているほか、鳥獣による農林水産業等に係る

被害が深刻化している現状に鑑み、その被害の防止に関する施策の効果的な推進に資

するため、特別措置法の一部改正が行われ、平成 24年６月 30日に施行されたところ

である。 

  この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、鳥獣被害防止対策の的確かつ

効果的な実施を推進する観点から、鳥獣の生息状況、農作物等被害の発生状況、鳥獣

被害防止に関する施策・事業の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するために

実施したものである。
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