
 

 

 

 

 

 

 

 

 

苫前・小平鳥獣被害防止対策広域協議会 

鳥獣被害防止計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＜連絡先＞ 

         

         担当部署名   北海道苫前郡苫前町役場農林水産課農政係 

         所 在 地   北海道苫前郡苫前町字旭３７番地の１ 

         電 話 番 号   0164-64-2314 

         ＦＡＸ番号   0164-64-2074 

         メールアドレス norinsuisan@town.tomamae.lg.jp 

計画作成年度 令和元年度 

計画主体 北海道苫前町・小平町 
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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 

対象鳥獣 エゾシカ・アライグマ・ヒグマ・トド 

計画期間 令和２年度～令和４年度 

対象地域 北海道苫前町・小平町 

 

２．鳥獣による農業に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（平成２９年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

エゾシカ 

水稲 

小麦 

大豆 

小豆 

スイートコーン 

南瓜 

甜菜 

馬鈴薯 

7,594千円 

253千円 

1,003千円 

299千円 

739千円 

976千円 

283千円 

63千円 

108.53ha 

12.83ha 

23.77ha 

1.00ha 

1.85ha 

2.61ha 

2.00ha 

0.20ha 

ヒグマ 水稲 少額のため算定せず 

アライグマ スイートコーン 少額のため算定せず 

トド かれい刺網等 被害額  49,358千円 

 

（２）被害の傾向 

エゾシカ 

 エゾシカによる被害は、4月から 11月にかけて発生し、大豆の新芽や牧

草の採食、稲の踏み荒らしなど、作物全体への被害となっている。 

苫前町は平成２３年度より、小平町は平成２０年度より導入を行った電

気柵の設置や継続的に行っている個体数調整などの効果により、被害額は

減少傾向にあるものの、年間捕獲個体数自体は減少しておらず、今後も継

続した被害が発生する可能性が高い。 

アライグマ 

 地域内での目撃情報は絶えず、生息域は当地域全域に及んでいると推測

される。年間捕獲数は増加傾向にあり、個体数も増加しているものと推測

される。農業被害も発生しているため、今後も被害が増加する恐れがある。 

ヒグマ 

 近年、町内農村地帯を中心に目撃され、水田の踏み荒らしや養蜂業者が

設置している巣箱への被害が報告されている。また、近年では市街地周辺

にも出没している。 

トド 

 例年、冬期から６月上旬にかけて沿岸に来遊し、刺網等漁具への直接被

害や漁獲物への間接被害等の増大により、漁業者においては死活問題とな

っている。 
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 近年においては、来遊数が増加しており、それに比例して被害額も増加

している。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標（被害金額） 現状値（平成２９年度） 目標値（令和４年度） 備 考 

エゾシカ 11,210千円 8,059千円 約 28.1%減 

アライグマ 少額のため算定せず 設定しない  

ヒグマ 少額のため算定せず 設定しない  

トド 49,358千円 4,139千円 約 91.6%減 

 

指標（被害面積・

件数・反等） 
現状値（平成２９年度） 目標値（令和４年度） 備 考 

エゾシカ 152.8ha 105.7ha 約 30.8%減 

アライグマ 少額のため算定せず 設定しない  

ヒグマ 少額のため算定せず 設定しない  

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

  従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等
に関す
る取組 

 

エゾシカ 

地元猟友会に委託し、通年で

個体数調整を実施してきた。 

新規狩猟者が猟友会に加入する

など担い手不足は解消されつつあ

るが、猟友会の狩猟者の高齢化の

問題は解決しておらず、更なる担

い手の確保に向けた取組が必要で

ある。 

アライグマ 

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

第１８条第１項の規定に基づく

環境省の確認を受け、町内一円

を対象区域として捕獲を実施し

てきた。 

捕獲頭数が増加傾向にあり、生

息域も拡大していると推測され、

これ以上の拡大を防ぐ必要があ

る。 

また、正確な生息数ははっきり

としていないため、今後の被害を

予測するためにも、生息数の把握

が必要である。 

ヒグマ 

地元猟友会に委託し、人家近

くへの出没に関しては、ハンタ

ーの出動、箱わなの設置を行い

捕獲に努めてきた。また広報車

や地域回覧等を活用し、注意喚

起を行ってきた。 

ヒグマの出没が夜間に多いこと

や非常に敏感な性質であることか

ら、銃器のみでは捕獲しきれない

ため、箱わな使用などの捕獲が今

後も必要である。 
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トド 

 沿岸において銃による、追払

い及び駆除を実施してきた。 

今後も継続した追い払いが必要

と思われるが、近隣市町村と連携

した広域的取組みが必要である。 

防護柵
の設置
等に関
する取
組 

エゾシカ 

鳥獣被害防止総合対策事業を

活用し、地域内の圃場に電気柵

の設置を行ってきた。 

 鳥獣被害防止総合対策事業によ

り導入が進んだが、未整備地区も

存在する。エゾシカが未整備地区

に移動してきているため、実情を

把握し、更なる電気柵の設置によ

り被害を防ぐ必要がある。 

 また、設置した電気柵の維持管

理体制を構築する必要がある。 

 

（５）今後の取組方針 

 エゾシカについては、個体数調整を継続して実施するとともに、エゾシカによる作物被害

に対応するため、電気柵の未整備箇所の整備、住民の自発的な対策を支援するための体制を

つくり、有害鳥獣を寄せ付けない集落環境づくりを目指す。 

アライグマについては、作物被害発生状況及び生息情報の収集に努め、的確な捕獲を実施

し、被害の拡大防止、軽減を図る。 

ヒグマについては、捕獲を前提とせず、従来どおり人家付近への出没に対して追払いを基

本とする。頻繁に出没するなど、人身事故の恐れが高い個体については捕獲を実施する。 

 トドについては、準絶滅危惧種であるが、漁業に与える被害を防ぐため北海道連合海区漁

業調整委員会の指示により、地元猟友会等の協力を得ながら、採捕枠内の駆除及び被害防止

対策を検討する。 

 また、捕獲担い手（狩猟者）の確保について推進する。 

 

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 

 猟友会、関係機関等の協力を得て、有害鳥獣の出没地域及び被害状況を把握する。 

電気柵を各農家が設置することと連携し、猟友会の協力を得て、くくり罠、猟銃による効

率的な捕獲体制の構築を図る。 

トドの追い払いに当たっては、苫前町猟友会の協力を得て、追い払い活動を実施する。 
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（２） その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２年度 
エゾシカ、アライグマ 

ヒグマ、トド 

銃器による捕獲、箱わな等の捕獲機材の使用による捕獲、

処理費の負担、捕獲担い手の確保 

３年度 
エゾシカ、アライグマ 

ヒグマ、トド 

銃器による捕獲、箱わな等の捕獲機材の使用による捕獲、

処理費の負担、捕獲担い手の確保 

４年度 
エゾシカ、アライグマ 

ヒグマ、トド 

銃器による捕獲、箱わな等の捕獲機材の使用による捕獲、

処理費の負担、捕獲担い手の確保 

 

（３） 対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

年間の駆除頭数については、各町にて設定した捕獲計画頭数とし、各町の鳥獣被害防止計

画の計画期間外については前年度同量の捕獲計画頭数とする。 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第７条第１項第７号の場所

及び区域において、鳥獣の捕獲を行わなければ農作物への被害軽減を図れないと判断される

場合においては、当該地域を含め北海道へ捕獲許可申請を提出し、許可を受け捕獲等を行う。 

アライグマについては、個体数の増加に合わせた農業被害増加に繋がらないよう、捕獲計

画数を増やす。 

ヒグマについては追払いを原則とし、捕獲計画数は必要最低限とする。 

トドについては、北海道連合海区漁業調整委員会指示による採捕承認数の範囲内で追払い

を行う。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

２年度 ３年度 ４年度 

エゾシカ 
苫前町 330頭 

小平町 300頭 

苫前町 330頭 

小平町 250頭 

苫前町 330頭 

小平町 250頭 

アライグマ 
苫前町 160頭 

小平町 100頭 

苫前町 160頭 

小平町 100頭 

苫前町 160頭 

小平町  30頭 

ヒグマ 
苫前町   0頭 

小平町   1頭 

苫前町   0頭 

小平町   1頭 

苫前町   0頭 

小平町   1頭 

トド 
苫前町  0頭 

小平町  1頭 

苫前町  0頭 

小平町  1頭 

苫前町  0頭 

小平町  1頭 
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捕獲等の取組内容 

エゾシカ 
エゾシカについての駆除方法については、猟友会による有害鳥獣駆除委託業

務として、銃器、くくりわなによる通年の個体数調整を実施する。 

アライグマ 

生息数及び被害状況等を把握し、特定外来生物による生態系等に係る被害の

防止に関する法律第１８条第１項の規定に基づく環境省の確認を受け、効率的

な防除体制を構築し、地域内一円を対象区域として箱わなによる捕獲を実施す

る。 

ヒグマ 
追払いを原則とし、繰り返しの出没や人身事故の恐れの高い個体については

捕獲するが、出没が夜間に多い場合は箱わなの併用を行う。 

トド トドについては銃器による駆除及び追払いを実施する。 

 

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 

エゾシカ、有害個体のヒグマ等の出没があった場合に、散弾銃ではある一定まで近づかな

ければならないため、安全面の確保が難しい。また、捕獲の確実性においても、同様の理由

からライフル銃が適正と考えられる。 

捕獲区域は地域内一円とし、実施予定時期についてはエゾシカの個体数調整期間と同じ 4

月から 3月末とする。 

 

（４） 許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

小平町内全域 エゾシカ 

 

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 

対象鳥獣 
整備内容 

２年度 ３年度 ４年度 

エゾシカ 
苫前町 5,780m 

小平町 無し 

苫前町 無し 

小平町 無し 

苫前町 無し 

小平町  無し 

 

（２） その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取 組 内 容 

２年度 エゾシカ 鳥獣被害対策実施隊により生息状況調査を実施する。 

３年度 エゾシカ 鳥獣被害対策実施隊により生息状況調査を実施する。 

４年度 エゾシカ 鳥獣被害対策実施隊により生息状況調査を実施する。 
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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 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

苫前町、小平町 ・各関係機関の連絡調整 

・担当地域内の猟友会への有害捕獲要請 

北海道留萌振興局 ・被害防止対策の指導等 

 

苫前町猟友会 ・苫前町からの要請を受けて出動 

・有害個体の捕獲 

猟友会留萌支部小平部会 ・小平町からの要請を受けて出動 

・有害個体の捕獲 

留萌警察署、羽幌警察署 ・苫前町、小平町への情報提供 

・現場の安全の確保 

 

（２）緊急時の連絡体制 

           通報        出動要請 

 

                     連絡 

 

 

 

現地確認後 

              被害報告 

 

 

６．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１） 被害防止対策広域協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 苫前・小平鳥獣被害防止対策広域協議会 

構成機関の名称 役   割 

苫前町 

協議会の総括及び事務 

小平町 

猟友会 
苫前町 

小平町 
住民、各駐在所 

各駐在所・管轄する町・猟友会で現地確認 

苫前町 

小平町 
留萌振興局 

留萌振興局 
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苫前町農業協同組合 

農業被害調査及び情報収集及び提供 

南るもい農業協同組合 

北るもい漁業協同組合苫前支所 

漁業被害調査及び情報収集及び提供 

新星マリン漁業共同組合 

留萌中部森林組合 林業被害の把握及び情報収集及び提供 

北海道中央農業共済組合留萌支所 有害鳥獣関連情報の提供 

苫前町猟友会 

有害鳥獣関情報の提供と被害防止活動の実施 

猟友会留萌支部小平部会 

鳥獣保護管理員 生息状況・環境等情報提供 

小平町営農集団 有害鳥獣関連情報の提供 

（２） 関係機関に関する事項 

構成機関の名称 役   割 

留萌警察署 住民の安全対策 

北海道留萌振興局環境生活課 鳥獣対策の窓口（捕獲許可等） 

北海道留萌振興局農務課 鳥獣対策に係る指導・助言 

 

留萌農業改良普及センター 

被害防止対策の技術的助言 

留萌農業改良普及センター南留萌支所 

北海道留萌振興局水産課 鳥獣対策に係る指導・助言、鳥獣対策の窓口 
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留萌南部地区水産技術普及指導所 
有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術

の情報提供 

 

（３） 鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

・町職員のうちから町長が指名するもの 

・猟友会や生産者団体等の中から被害防止計画施策の実施に、積極的に取り組むことが見込

まれる者のうち町長が任命するもの 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

エゾシカの捕獲個体はできるだけ利活用する方向でハンターに要請し、処分場へ搬出し処

分する。 

なお、搬出等困難な場合の捕獲現場での埋設等については、その他の鳥獣も含め、適切に

行われるよう指導する。 

 

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 

 

 

 


