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（別記様式第１号） 
 

 計画作成年度 平成２８年度 

計画変更年度 平成２８年度 

計画主体 網 走 市 

 

 

 

 

 

 

網 走 市 鳥 獣 被 害 防 止 計 画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

担 当 部 署 名 網走市経済部農政課 

所 在 地 網走市南６条東４丁目 

電 話 番 号 0152-44-6111 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 0152-43-2957 
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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、キツネ、ハシボソガラス、ハシブトガラス 

 ドバト、キジバト、アライグマ 

 

 

 

 

  計画期間 平成２８年度～平成３０年度 

  対象地域  網走市 

 

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２６年度） 

鳥獣の種類 被害の現状 

品目 被害数値 

エゾシカ 馬鈴薯、甜菜、麦、豆類、 

デントコーン、トウモロコ

シ、花木 

総被害面積：128.5ｈa 

総被害金額：52,189千円 

ヒグマ 甜菜、デントコーン、トウ

モロコシ 

面積、金額は不明。 

人身事故の恐れ、農作業の

遅れ等被害額として算定

できない被害。 

キツネ 馬鈴薯、甜菜、麦、豆類、 

デントコーン、トウモロコ

シ、畜産（子牛、仔馬） 

面積、金額は不明。 

 

ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ・ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ 馬鈴薯、甜菜、麦、豆類、 

デントコーン、トウモロコ

シ、畜産（子牛、仔馬）、

配合飼料 

面積、金額は不明。 

カワラバト（ドバト） 馬鈴薯、甜菜、麦、豆類、 

デントコーン、トウモロコ

シ、配合飼料、農機具庫、

畜舎 

面積、金額は不明。 

キジバト 大根、豆類 面積、金額は不明 

アライグマ 現時点での被害はないが、過去に捕獲実績があるこ

とから、今後被害が生じる恐れが予察される。 

捕獲実績：H18 1頭 H20 1頭 H22 1頭 
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（２）被害の傾向 

エゾシカ  年間を通じて市内全域に被害が発生している。 

農耕地では、春先から収穫期に食害、踏みあらしによる倒伏が毎年発生

しており、農業者の耕作意欲の低下が懸念される。 

 また、民家の庭先や市街地への侵入などの迷いジカも増加している。 

ヒグマ 農耕地では、春先から収穫期に食害、踏みあらしによる倒伏の発生や、

徘徊による目撃情報により、農作業の中断がよぎなくされている。 

また、近年は農耕地に近接する市街地にも出没し、人的被害の発生が大

きく懸念されている。 

キツネ  年間を通じて市内全域に被害が発生している。 

農耕地では、春先から収穫期に食害、子牛や仔馬の捕食などの被害が発

生している。 

また、民家の庭先での食害、排せつ、市街地での徘徊が通年において発

生し増加傾向にある。 

ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ・ﾊ

ｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ 

年間を通じて市内全域に被害が発生している。 

農耕地では、春先から収穫期に食害、子牛や仔馬の捕食、配合飼料への

食害など畜産農家にも被害が発生している。特に廃棄物処分場に隣接する

農耕地での被害は慢性化している。 

 また、民家の庭先での食害、排せつ、市街地におけるふん害、人への襲

撃も発生している。 

カ ワ ラ バ ト

（ドバト） 

 農耕地での食害、配合飼料への食害、畜舎内や保管農機具へのふん害が

発生している。 

キジバト  農耕地での被害のうち、特に播種期の大根への被害が増加している。 

アライグマ  現時点では、直接的な被害は発生していないが、市街地での捕獲（平成

２２年）が確認されており、生息域が広く、繁殖力が高いなどの特徴から

今後、出没被害の恐れが予察される。 

 

 

 

（３）被害の軽減目標 

指標  現状値（平成２６年度）  目標値（平成３０年度） 備考 

被害金額 ５２，１８９千円 ４３，９３９千円 
全対象鳥獣被害 

ヒグマについては人

身事故ゼロを目標と

する。 被害面積 １２８．５ｈa １０８．０２ｈa 
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（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 

 地元猟友会の協力を得て、銃

器やわな等による捕獲、巡回、

追い払いを実施してきている。 

・捕獲従事者の高齢化と担い手不足（狩

猟人口の減）。 

・夜間捕獲の銃規制。 

・銃所持の規制強化。 

・獣害問題に対する集落、住民意識の

醸成と自衛手段の検討。 

・地域間の広域的な連携不足。 

防護柵の設置

等に関する取

組 

 農業生産総合対策事業等を

活用し、広域侵入防止柵を設

置。また、一部農家では個人負

担により電気柵等の自衛策を

講じている。 

 基幹車道では防護柵の設置が困難な

ため、隣接する市町村からの侵入を完

全には防ぎきれていない。 

 防護柵の維持管理に負担が増えてい

る。 

 

（５）今後の取組み方針 

 従来講じてきた被害防止対策を引き続き地元猟友会、関係機関等の協力を得ながら進

め、対象鳥獣の個体数を減少させることで、被害の低減化を図る。 

 被害の発生箇所や捕獲状況、生息実態等を把握し、被害の発生を予察し被害防止対策を

図る。 

 捕獲個体を地域資源として利活用を図っていき、捕獲従事者の所得としても期待される

ことで狩猟圧を高める。 

 

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 

 対象鳥獣の捕獲は、北海道猟友会網走支部を中心に、市長の任命による鳥獣被害対策実

施隊を編成し、迅速な対応にあたる。 

 その他、通常の有害鳥獣の捕獲については、北海道猟友会網走支部に委託する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組み 

年度 対象鳥獣 取組み内容 

平成２８年度～３０年度 エゾシカ、ヒグマ、キツネ、

ハシボソガラス、ハシブトガ

ラス、ドバト、キジバト、ア

ライグマ 

 

箱わな、くくりわな、囲いわな

の設置 

狩猟者講習会等人材育成 
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（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、北海道で策定した「北海道エゾシカ管理計画」に基づき、年間の

捕捕獲数、被害状況等を基に捕獲数を設定する。 

 その他の対象鳥獣については、過去の捕獲実績などを勘案して数値を設定する。 

 また、外来種野生獣は積極的な捕獲をする。 

 

対 象 鳥 獣 捕 獲 計 画 数 

２８年度 ２９年度 ３０年度 

エゾシカ ３４０頭 ３４０頭 ３４０頭 

ヒグマ ５頭 ５頭 ５頭 

キツネ １５０頭 １５０頭 １５０頭 

ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ・ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞ

ﾗｽ 

１０００羽 １０００羽 １０００羽 

カワラバト（ドバト） １００羽 １００羽 １００羽 

キジバト ２００羽 ２００羽 ２００羽 

アライグマ 野外からの排除を目標とする 

 

捕獲等の取組み内容 

 捕獲場所は市内一円とし、対象鳥獣の被害状況に応じて銃器、箱わな、くくりわな、囲

いわな等による捕獲方法や捕獲場所、捕獲期間を検討し、最も効果が期待できる方法で実

施する。 

 

（４）許可権限移譲事項 

対象区域 対象鳥獣 

該 当 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 

２８年度 ２９年度 ３０年度 

 被害状況を勘案し、網走市鳥獣被害防止対策協議会で今後検討

していく。 

エゾシカ対策については、道営畑総事業網走西部川向地区（平

成27～34年）、網走平和地区（平成29～35年）で整備を予定して

いる。 
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（２）その他被害防止に関する取組み 

年度 対象鳥獣 取組み内容 

平成２８年度～３０年度 エゾシカ、ヒグマ、キツネ、

ハシボソガラス、ハシブトガ

ラス、ドバト、キジバト、ア

ライグマ 

 

既存の防護柵の維持管理。 

関係機関と連携し、被害防止方

法等の普及啓発を進める。 

 

５．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 

被害防止対策協議会名称 網走市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役 割 

網走市 総括的な運営、事務局 

北海道猟友会網走支部 有害鳥獣捕獲、被害防止活動、狩猟免許取得支援 

オホーツク網走農業協同組合 被害状況把握、被害防止対策、情報提供 

網走地区森林組合 被害状況把握、被害防止対策、情報提供 

網走農業改良普及センター網走支所 被害防止対策への指導、助言 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役 割 

東京農業大学 対象鳥獣の被害防止技術、生息動向、有

効活用等に関し、専門的知見としての指導、

助言。 

㈱知床エゾシカファーム  エゾシカ肉の有効活用に関する指導、助

言。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

網走市（農政課職員）６名 北海道猟友会網走支部８０名 

別紙名簿のとおり。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 ヒグマに関しては、出没、被害状況に関し、関係機関と連携を図り、住民への周知など

迅速な対応を行うほか、隣接する行政との情報交換等により正確な行動状況の把握に努め

る。 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲個体は、速やかに網走市廃棄物処理場に埋設処分する。 

 エゾシカについては、食肉などの資源として有効活用を図っていく。その処理に際して

は、北海道で作成した「エゾシカ衛生処理マニュアル（改定版）」に基づく安全・安心性

を高めたものとする。 
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７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 エゾシカの被害防止に関し、行政域を越えた広域的な連携により捕獲を図る必要にある

ことから、隣接する市町村、北海道に協力を求めていく。 

 


