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＜連絡先＞ 
担 当 部 署 名  石狩市企画経済部農林水産課 
所 在 地  石狩市花川北６条１丁目３０番地２ 
電 話 番 号 （０１３３）７２－３１６４（課直通） 
Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０１３３）７２－３５４０ 
メールアドレス  nousui@city.ishikari.hokkaido.jp 



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 
対象地域  北海道石狩市 
計画期間  平成２１年 月～平成２４年３月 
対象鳥獣 カラス、キジバト、エゾシカ、アライグマ、 

海獣（トド・アザラシ） 
（注）１  計画期間は、３年程度とする。 

   ２  対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画を作成する全ての市町村名を記入する。 

 

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（平成１９年度） 

被害の状況 
鳥獣の種類 

品目 被害数値 
豆類（大豆・小豆） 被害面積   1.7ha   被害金額   798千円 
小麦 被害面積   0.8ha   被害金額   192千円 
スイートコーン 被害面積   0.3ha   被害金額   450千円 
メロン 被害面積   0.1ha   被害金額   200千円 
果樹類 被害面積 12.99ha   被害金額 1,158千円 

カラス・キジバト 

小 計 被害面積 15.89ha    被害金額 2,798千円 
豆類 被害面積   0.1ha   被害金額   50千円 
野菜類 被害面積  0.2ha   被害金額   142千円 エゾシカ 

小 計 被害面積   0.3ha    被害金額   192千円 
アライグマ トウモロコシ 被害面積  0.2ha   被害金額   100千円 

農作物被害合計 被害面積 16.39ha    被害金額 3,039千円 

海獣 
（トド・アザラシ） 

○ニシン、カレイ、

タコ等 
○漁具（刺網等） 

直接被害金額 138,869千円 
間接被害金額 125,062千円 
被害金額合計 263,931千円 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、水産業に係る被害を除く。）

を記入する。 

 
（２） 被害の傾向 
カラス・キジバト 豆類は播種から収穫までの間による食害、おうとうなどの果樹類は

摘花時期から収穫までの間による食害が発生している。 
エゾシカ ここ数年、農作物の播種から収穫までの長期間に亘り出没するよう

になり、市内一円において被害が増加している。近年は森林被害（樹

皮の食害）の報告も一部である。 



アライグマ ここ数年、捕獲頭数の増加と比例するように、被害も増加の傾向に

ある。例年３月下旬から１１月初旬にかけ出没し、特に８～９月の

トウモロコシの収穫期に市内全域で成熟実の捕食被害が多く発生

し、製品として出荷できないことがある。北海道において算定した

推定最大生息数は８５０頭（平成１９年度）。 
海獣 
（トド・アザラシ） 

特にトドは初冬から翌春にかけて石狩湾沿岸に来遊し、刺網にかか

った水産物を食い荒らすほか刺網にも最低１ｍ四方の穴を開け、そ

の網を使用不能とさせる。来遊数は数百頭程度と確認されている

が、実態は更に多いと推測される。被害額は、年々増加傾向にある。 
（注）１  近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、被害地域の増減傾向等）

について記入する。 

２  被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 
（３） 被害軽減目標 

指標 現状値（平成１９年度） 目標値（平成２３年度） 
カラス、キジバト 15.89ha 2,798千円 13ha 2,230千円 
エゾシカ 0.3ha  192千円 0.2ha  150千円 
アライグマ 0.2ha   100千円     0.1ha  80千円 
海獣（トド・アザラシ） 直接被害金額 138,869千円 

間接被害金額 125,062千円 
直接被害金額 131,000千円 
間接被害金額 100,000千円 

（注）１  被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目標値を記入する。 

２  複数の指標を目標として設定することも可能。 

 
（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 

○カラス、キジバト、エゾシカにつ

いては有害鳥獣駆除として猟友会に

銃器による駆除を依頼してきた。 
（平成 19年度駆除手数料 300千円） 

○エゾシカについては夜間の活動が多

く、銃器のみでは思うように駆除できな

い。 

捕獲等

に関す

る取組 

○アライグマについては、被害を受

けた農家の庭先に箱ワナを設置し、

捕獲後は獣医による処分により駆除

している。 
（平成 19年度処分手数料 280千円） 

○捕獲されれば捕獲されるほど獣医へ

の処分手数料が嵩むことから市の財政

を圧迫しており、容易く箱ワナを増やす

ことが難しい。 



○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

を得て、地元のハンターに委託し、

猟銃を用いて駆除している。 

○国際的に保護が必要な動物とされ、北

海道連合海区漁業調整委員会指示によ

り採捕が規制されており、採捕に制限が

ある。 
防護柵

の設置

等に関

する取

組 

○海獣については、拡散を目的とし

て上陸防止柵や爆音機の設置を実

施。 

○上陸頭数はやや減るものの、トドは学

習能力が高く、大半は苦にせず上ってし

まう。 

（注）１  計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課題について記入する。 

２  「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の導入、捕獲鳥獣の処理方

法等について記入する。 

３  「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・管理、緩衝帯の設置、追

上げ・追払い活動等について記入する。 

 
（５） 今後の取組方針 
カラス、キジバト、

エゾシカ 
有害鳥獣駆除として猟友会による銃器による駆除を引き続き実

施する。また、必要に応じ侵入防止柵の設置を検討する。 
アライグマ 特定生物外来法の対象動物であることから引き続き捕獲次第処

分する。また、必要に応じ侵入防止柵の設置を検討する。 
海獣 
（トド・アザラシ） 

トドは絶滅危惧種であることに留意し、漁業に与える被害を防ぐ

ための最小限の駆除及び被害額の調査を継続して行っていく。ま

た、水産総合研究センターと連携し、センターが行う回遊調査（海

獣を生け捕りし発信機を取り付ける）に協力する。 
（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標を達成するのに必要な被害

防止対策の取組方針について記入する。 

 
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 
カラス、キジバト、

エゾシカ 
農業団体等からの鳥獣捕獲許可申請を受け、カラス、キジバトに

ついては石狩市が、エゾシカについては北海道が申請者に対して

許可を与える。捕獲については、猟友会会員が従事する。 
捕獲に伴う費用については石狩市が定額で負担する。 



アライグマ 特定生物外来法の規定により石狩市が環境大臣の確認を得て捕

獲する。 
石狩支庁並びに石狩市が用意した箱ワナ若しくは農業者等が自

ら購入した箱ワナを設置するとともに、必要に応じ国庫補助金等

を活用しつつ新たな箱ワナを整備する。処分に必要な資機材等に

ついては石狩市が負担する。 
海獣 
（トド・アザラシ） 

トドは北海道連合海区漁業調整委員会指示に基づく採捕承認を、

「石狩市」が取得する。 
石狩市は、漁業協同組合、及び猟友会に委託し、ハンターを派遣

する。 
出動経費、用船料、弾薬料等の諸経費については、協議会が被害

防止対策の必要経費として支弁する。 
（注）１  鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の氏名又は任命、狩猟者団体への委託等による対

象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者のそれぞれの取組内容や役割について

記入する。 

２  対象鳥獣捕獲員を氏名又は任命する場合は、その構成等が分かる資料があれば添付する。 

 
（２） その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 
平成２１年度 海獣（トド・アザラシ） 新たな担い手の育成 

威嚇報奨金（委嘱ハンター） 
平成２２年度 海獣（トド・アザラシ） 新たな担い手の育成 

威嚇報奨金（委嘱ハンター） 
平成２３年度 海獣（トド・アザラシ） 新たな担い手の育成 

威嚇報奨金（委嘱ハンター） 
（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入する。 

 
（３） 対象鳥獣の捕獲計画 
 捕獲計画数等の設定の考え方 
有害獣による農林水産業被害防止のため推定生息頭数、来遊頭数及び過去の捕獲・駆除

頭数に基づいた計画数（トドにあっては、北海道及び北海道連合海区漁業調整委員会の

調整を受けた計画頭数）。 
（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画頭数等の設定の考え方について記入

する。 

 

 



捕獲計画数等 
対象鳥獣 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 
カラス ２００羽 ２００羽 ２００羽 
キジバト １００羽 １００羽 １００羽 
エゾシカ １０頭 １０頭 １０頭 
アライグマ 外来生物法の対象動物であることから捕獲計画数は定めない 
海獣（うちトド） ５頭（２頭） ５頭（２頭） ５頭（２頭） 
※海獣（トド・アザラシ）の年度については、来遊期間に対応させるため７月から６月と

し、トドの捕獲計画数はトドの保護を目的とした北海道又は北海道連合海区漁業調整委員

会の指示があったときは、それに従う。 
（注） 対象鳥獣の捕獲計画数や個体数密度等を記入する。 

 捕獲等の取組内容 
カラス・キジバト・エゾシカ 銃により４月～１０月の間駆除する。 
アライグマ 箱ワナにより通年で捕獲し駆除する。 
海獣（トド・アザラシ） 銃により１０月～６月の間駆除する。 
（注）１  わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所について記入する。 

２  捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 
（４） 許可権限委譲事項 
対象地域 対象鳥獣 

（なし）  

（注）１  都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の移譲を希望する場合は、捕

獲許可権限の移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。以下「法」という。）第４条

第３項）。 

２  対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の移譲を希望する場合には、該当する全て

の市町村名を記入する。 

 
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 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

アライグマ・エゾシカ 必要に応じ有刺鉄線や電気柵で防護する 



海獣 
（トド・アザラシ） 

１箇所 
鉄筋６１本 
上陸防止柵 

１箇所 
鉄筋６１本 
上陸防止柵 

１箇所 
鉄筋１００本 
上陸防止柵 

（注）１  設置する柵の種類・設置規模等について記入する。 

２  侵入防止柵の設置予定箇所を記した図面等を作成している場合は添付する。 

 
（２） その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

平成２１年度 海獣（トド・アザラシ） 
上陸防止柵・爆音機の設置及び管理 
被害漁家への被害防止知識の普及活動 

平成２２年度 海獣（トド・アザラシ） 
上陸防止柵・爆音機の設置及び管理 
被害漁家への被害防止知識の普及活動 

平成２３年度 海獣（トド・アザラシ） 
上陸防止柵・爆音機の設置及び管理 
被害漁家への被害防止知識の普及活動 

（注） 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、追上げ・追払い活動等について記入する。 

 
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

の名称 
石狩市鳥獣被害対策協議会 石狩市海獣被害対策協議会 

関係機関の名称 役割 役割 
石狩市企画経済部 

農林水産課 
協議会事務局運営、道補助対象

事業受け入れ、駆除及び被害防

止対策 
石狩市厚田支所 

産業振興課 
石狩市浜益支所 

産業振興課 

駆除及び被害防止対策 

協議会事務局運営、駆除以外の

被害防止対策 

石狩市農業協同組合 
北石狩農業協同組合 

厚田支所 
北石狩農業協同組合 

浜益支所 

農業被害報告、駆除以外の被害

防止対策 
－ 

石狩湾漁業協同組合 － 道補助対象事業受け入れ、駆除

及び被害防止対策、漁業被害報

告、船舶提供、漁業者ハンター



統括育成 
北海道猟友会 
札幌支部石狩部会 

ハンターの派遣 ハンターの派遣 

（注）１  関係機関等で構成する被害防止対策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。 

２  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 

関係機関の名称 取組内容 
石狩支庁産業振興部農務課 鳥獣（海獣を除く）による被害報告、被害状況取りま

とめ 
石狩支庁産業振興部水産室 海獣による被害報告、来遊状況取りまとめ 
石狩支庁地域振興部生活環境課 アライグマによる被害報告、被害状況取りまとめ 

海獣による被害報告、来遊状況取りまとめ 
（注）１  関係機関欄には、被害防止対策協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入する。 

２  役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

３  被害防止対策協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等があれば添付

する。 

 
（３） 鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 特になし 

（注） 法第９条に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、その規模、構成等を記入するとと

もに、実施体制が分かる体制図等があれば添付する。 

 
（４） その他被害防止施策実施体制に関する事項 

特になし 

（注） その他被害防止施策の実施体制に関する事項について記入する。 

 
６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 
廃棄物処理法、海洋汚染防止法及び鳥獣保護法の規定と趣旨に基づき、駆除した個体は

適切に処分する。なお、トドについては出来るだけ研究機関へ検体として提供する。 
（注） 肉としての利活用、鳥獣の保護管理に関する学術研究への利用、適切な処理施設での焼却、捕獲

現場での埋設等、捕獲等をした鳥獣の処理方法について記入する。 

 



７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

特になし 

（注） 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。 

 


