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（別記様式第１号）

計画作成年度 平成２３年度

計画変更年度 平成２５年度

計 画 主 体 美 幌 町

美幌町鳥獣被害防止計画

＜連絡先＞

担 当 部 署 名 美幌町経済部農政グループ

所 在 地 北海道網走郡美幌町字東２条北２丁目

電 話 番 号 ０１５２－７３－１１１１

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０１５２－７２－４７６８

メールアドレス nousei@town.bihoro.hokkaido.jp
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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、ヒグマ

計画期間 平成２５年度～平成２７年度

対象地域 美幌町

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（平成２３年度）

被害の現状

鳥獣の種類

品 目 被害数値

エゾシカ 小 麦 ２５．５ｈａ １７，１２０千円

てん甜 ２９．３ｈａ ２９，８５５千円

馬鈴薯 ８．４ｈａ ８，８４０千円

豆 類 ７．５ｈａ ４，７７０千円

玉 葱 ０．６ｈａ １，４５０千円

野 菜 ０．３ｈａ ２，３８０千円

飼料作物（ﾃ゙ﾝﾄｺーﾝ） １０．３ｈａ ５，３３０千円

（小計） (８１．９ｈａ)(６９，７４５千円)

ヒグマ 小 麦 １．９ｈａ １，３００千円

てん甜 ５．５ｈａ ５，６４０千円

馬鈴薯 ０．９ｈａ ９００千円

豆 類 ０．１ｈａ ５０千円

野 菜 ０．０１ｈａ １５０千円

飼料作物（ﾃ゙ﾝﾄｺーﾝ） ３．６ｈａ １，８６０千円

（小計） (１２．０１ｈａ)(９，９００千円)

（２）被害の傾向

エゾシカ 麦類とてん菜の食害・踏害が７割以上を占め、市街地近郊や道路への出

没による交通事故も発生している。特に、春先には小麦や甜菜苗の食害が

後を絶たない。

ヒグマ 麦類とてん菜の食害・踏害が大部分を占めている。毎年、ほ場での足跡・

糞等の発見情報があるほか、近年は、住宅地周辺やキャンプ場付近の山林

においても出没が確認されており、人的被害の発生も懸念される。
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（３）被害の軽減目標

指標 現状値（平成２３年度） 目標値（平成２７年度）

エゾシカによる農 ８１．９ｈａ ５７．３３ｈａ

作物被害 ６９，７４５千円 ４８，８２２千円

ヒグマによる農作 １２．０ｈａ ８．４ｈａ

物被害 ９，９００千円 ６，９３０千円

ヒグマによる人身

事故 ０件 ０件

（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 ●エゾシカ ●エゾシカ

関する取 ・ 美幌町鳥獣被害対策実施隊に依 ・ 農家からの捕獲依頼が同時期に集中

組 頼し、出没地区の巡回や農家の要 するため、一度に複数の依頼に対する

請による銃器での駆除のほか、定 対応が困難。

期的に一斉駆除を実施。（捕獲奨 ・ 時間や場所によっては、銃器による

励金を交付） 駆除ができない。

・ 農業者自身がわな免許を取得し ・ わなの免許所持者が少ない。

て捕獲を実施。（くくりわなの貸 ●ヒグマ

与） ・ 出没地域での追い払い対策（爆竹、

●ヒグマ 電牧柵等）と農家への指導徹底。

出没情報により、ＪＡ美幌を通 ●共通事項

じて農業者に周知するとともに、 実施隊員及び猟友会員の高齢化が進

農業者への追い払い（爆竹、電牧 んでおり、担い手の育成とともに、農

柵の設置）の指導と町職員や実施 業者自身の防衛対策。

隊による巡回を実施するほか、箱

わなを設置し捕獲作業を実施。

防護柵の ●エゾシカ ●エゾシカ

設置等に 平成２４年度に鳥獣被害防止総 ・ 過去に国費設置した鹿防護柵（118.3
関する取 合対策事業を活用し、自力施工で ㎞）の未接続部分（国道・河川等）か

組 鹿防護柵150mを設置。 らの侵入や、防護柵内に残っていたエ

設置後の維持管理は美幌町鹿柵 ゾシカが繁殖し個体数が増加した。農

維持管理組合が補修等を実施。（町 業被害が増加傾向にあるため、防護柵

から補助金交付） 内のエゾシカ捕獲の継続的な活動。

・ 各市町村の自衛でなく、隣接市町村

との連携した広域的な取り組み。

・ 防護柵が耐用年数に近づいているた

め、更新計画と新設地域の選定。
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（５）今後の取組方針

●エゾシカ

農作物被害の軽減目標を達成するため、既存防護柵の維持管理に努めるとともに、

農業被害が発生している地域を中心に銃器による駆除を実施する。又、わな免許等

狩猟免許取得を促進するとともに、特にくくりわなについては農業者自らの免許取

得を奨励し、講習会を開催するなどの捕獲技術向上を図る。

さらに、忌避材（激光機）を利用した撃退や、嗜好品（鉱塩）を活用した捕獲実

証試験を実施する。

●ヒグマ

農作物被害のみならず、人的被害の発生も危惧されることから、銃器及び箱わな

による捕獲を実施するとともに、人里に近寄せないよう、農業者等への追い払い（爆

竹、電牧柵の設置）の指導を継続する。

●広域連携

美幌町及び津別町の関係機関からなる「美幌・津別広域鳥獣被害防止対策協議会」

により、被害防止に向けた広域的・効果的な対策に引き続き取り組む。

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

関係機関で構成する「美幌町鳥獣被害防止対策協議会」において連携を強化し、効

果的な対策に向けた協議を行い、美幌町鳥獣被害対策実施隊が中心となり、有効とな

る方法（巡回、箱わな設置・くくりわな設置、銃器等）により捕獲を行う。

（２）その他捕獲に関する取組

年度 対象鳥獣 取組内容

２５年度 エゾシカ 捕獲機材（箱わな・くくりわな）の設置

ヒグマ 捕獲奨励金の支出及びハンター保険加入の費用助成

２６年度

２７年度

（３）対象鳥獣の捕獲計画

捕獲計画数等の設定の考え方

エゾシカについては、北海道が策定した「エゾシカ保護管理計画」に基づき、個体

数の減少が確認されるまで捕獲活動を継続する。その他、近年の捕獲実績頭数を考慮

し捕獲計画数を設定する。
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捕獲計画数等

対象鳥獣

２５年度 ２６年度 ２７年度

エゾシカ ３５０頭 ３５０頭 ３５０頭

ヒグマ １頭 １頭 １頭

捕獲等の取組内容

捕獲予定場所は町内一円

・エゾシカ…銃器による捕獲（４月～９月）、くくりわなの設置

・ヒ グ マ…銃器による捕獲（４月～９月）、箱わなの設置

（４）許可権限委譲事項

対象地域 対象鳥獣

〔なし〕

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

整備内容

対象鳥獣

２５年度 ２６年度 ２７年度

エゾシカ（防護柵） 生息調査結果や被害の動向などを勘案し、必要に応じて防護柵・

電牧柵の整備を検討する。

ヒグマ （電牧柵）

（２）その他被害防止に関する取組

年度 対象鳥獣 取組内容

２５年度 エゾシカ 誘引原因となる生ゴミや、食物残渣等の適正処

ヒグマ 理の周知徹底を図るなど、鳥獣被害の防止に向け

２６年度 た知識の普及啓発活動に取り組む。

２７年度
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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

美幌町 地域住民への伝達、関係機関との連絡調整

美幌警察署 対象鳥獣の捕獲

北海道猟友会美幌支部 美幌警察署の指示による対象鳥獣の捕獲

美幌町農業協同組合 集落での出没による地域への伝達

（２）緊急時の連絡体制

電話による伝達

発生通報① → 美幌町→ 美幌警察署

美幌町農業協同組合

北海道猟友会美幌支部（実施隊）

発生通報② → 美幌警察署 → 美幌町 → 美幌町農業協同組合

北海道猟友会美幌支部(実施隊)

６．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

協議会の名称 美幌町鳥獣害防止対策協議会

構成機関の名称 役割

美幌町 協議会組織の運営、有害鳥獣捕獲指示等の全

体調整及び被害防止施策の実施、熊用箱わな

による捕獲の実施、被害・出没状況の把握、

住民への情報提供

美幌町農業協同組合 捕獲以外の被害防止対策、鹿防護柵の管理指

導、農業被害状況の把握（実態調査）、エゾ

シカ捕獲のためのわな免許の周知、ヒグマ出

没状況の把握及び農業者への情報提供

北海道猟友会美幌支部 銃器等による捕獲の実施
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（２）関係機関に関する事項

関係機関の名称 役割

ｵﾎーﾂｸ総合振興局環境生活課 被害報告の取りまとめ、有害鳥獣捕獲許可等

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

美幌町鳥獣被害対策実施隊（平成２１年９月１日設置）

美幌町、北海道猟友会美幌支部

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

〔特になし〕

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

捕獲鳥獣の処理は、一般廃棄物として美幌町廃棄物処理場において埋設により処理

する。なお、地形的要因等により持ち帰りが困難な場合に限り、生態系に影響を与え

ないよう適切な方法で現地に埋設する。

ヒグマについては、内臓等の一部を北海道環境科学研究センターへ試料提供を行う。

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

〔特になし〕


