
（別記様式第１号） 

計画策定年度 平成２１年度 

計画変更年度 平成２５年度 

計画変更年度 平成２８年度 

計画変更年度 平成２９年度 
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伊達市鳥獣被害防止計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＜連絡先＞ 

             担 当 部 署 名           伊達市経済環境部環境衛生課環境衛生係 

              所 在 地            北海道伊達市鹿島町 20 番地 1 

        電 話 番 号           ０１４２－２３－３３３１ 

                Ｆ Ａ Ｘ 番 号            ０１４２－２３－１０８４ 

        メールアドレス    kankyo@city.date.lg.jp 



 

 

１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域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、タヌキ、キツネ、アライグマ、カラス 

 計画期間 平成２８年度～平成３０年度 

 対象地域 伊達市一円 

（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） 

獣類の種類 被害の現状 

品 目 被害数値 

エゾシカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小麦 

小豆 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 

ﾋﾞｰﾄ 

牧草 

南瓜 

白菜 

人参 

蕎麦 

大豆 

長芋 

ｱﾛﾆｱ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 

馬鈴薯 

大根 

             計 

0.471ha        106千円 

  1.45ha       1,372千円 

  0.64ha       696千円 

  0.48ha        792千円 

  2.69ha       1,808千円 

5.15ha       1,574千円 

  1.34ha       1,602千円 

0.16ha         467千円 

0.13ha         313千円 

5.00ha          594千円 

1.00ha         153千円 

0.15ha         816千円 

0.33ha         854千円 

1.40ha        3,270千円 

0.732ha          823千円 

0.20ha          450千円 

21.323ha       15,690千円 

キツネ 

 

 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 

白菜 

               計 

0.380ha          413千円 

0.025ha          73千円 

0.405ha          486千円 

ユキウサギ 

 

長芋 

             計 

0.700ha        1,904千円 

0.700ha        1,904千円 

タヌキ 

 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 

             計 

0.500ha          288千円 

0.500ha          288千円 

アライグマ 

 

 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 

白菜 

計 

0.177ha         192千円 

0.020ha          58千円 

0.197ha          250千円 

カラス 

 

 

 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 

白菜 

南瓜 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 

              計 

0.007ha          8千円 

0.025ha        73千円 

  0.70ha       600千円 

  0.60ha       560千円 

1.332ha        1,241千円 

その他獣類 小麦 

             計 

 0.120ha           27千円 

0.120ha           27千円 

 合計 24.577ha       19,886千円 

（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。）等を記入する。 



 

 

（２）被害の傾向 

《エゾシカ》 

 畑作物がある春から秋にかけて農作物被害や踏圧被害があり、被害金額は平成24 

年度で減少したが、その後については横ばい傾向にある。 

《キツネ・タヌキ》 

 収穫直前のｽｲｰﾄｺｰﾝ等の被害が多く、近年は市街地での目撃等の苦情が増加して

いるため、早急に対応する必要がある。 

《ヒグマ》 

 現状では農作物の被害はないが、人への危害が懸念されるため、足跡・糞の発見

時は、見回り活動の強化と広報活動による危険防止対策を行っている。近年、農村

集落内の住宅近くまで出没しているとの報告もあり、本市においても平成18年2頭

、平成23年度1頭、平成24年1頭、平成25年2頭の捕獲実績がある。 

《カラス》 

 播種直後の畑作物や施設園芸などへの被害が多い。 

《アライグマ》 

 これまで、大滝区での被害が確認されてきたが、ここ数年、生息域が拡大してお

り、平成21年度以降は伊達地区で急増している。繁殖力が強いため、今後被害が増

大すると懸念される。 

 

※ 被害報告以外にも、潜在的にも被害が発生していると予想される。 

（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）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）被害の軽減目標 

指標 現状値（平成２６年度） 目標値（平成３０年度） 

エゾシカによる農作物

被害 

21.323ha 

15,690千円 

10.66ha 

7,804千円 

キツネによる農作物被

害 

0.405ha 

486千円 

0.202ha 

243千円 

カラスによる農作物被

害 

1.332ha 

1,241千円 

0.666ha 

620千円 

アライグマによる農作

物被害 

0.197ha 

250千円 

0.0985ha 

125千円 

タヌキによる農作物被害 0.500ha 

288千円 

0.25ha 

144千円 

（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 

捕獲等に関する

取組 

 

 

 

 有害鳥獣の駆除は、これまで猟

友会への業務委託により対応し

てきたが、平成21年度以降には市

職員及び営農者のわな免許取得

により個体数の減少、農作物被害

の減少等の対応が図られた。 

 

 猟友会の高齢化による会員の

減少がする中、ハンターの新規

掘り起こしによる体制整備が急

務となっている。 

防護柵の設置等

に関する取組 

平成22年度7ヶ所(2,800m)平成

23年度3ヶ所(750m)平成24年度10

ヶ所(6,700m)平成25年度12ヶ所

(12,700m)平成26年度13ヶ所(14, 

250)平成27年度7ヶ所(6,900m)ﾈｯ

ﾄﾌｪﾝｽを設置して農作物被害の減

少に努めた。 

 

 

防止柵の設置については、平

成28年度以降も継続して行い、

農作物被害の減少に更に努める

。 

（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、放任果樹の除去等につい

て記入する。 

 

（５）今後の取組方針 

①被害農家自らの捕獲駆除 

 農業者自らが、わな狩猟免許を取得し、わな猟による捕獲駆除を実施し、農作物

の被害の減少及び個体数の減少に努める。 

②エゾシカの捕獲 

 北海道が策定したエゾシカ保護管理計画及びエゾシカ捕獲推進プランに基づき、

個体数指数の減少が確認されるまで捕獲する。 

③タヌキ・キツネの捕獲 

 農作物や生活環境への被害を及ぼす個体について捕獲する。 

④カラスの駆除 

農作物への被害の他、営巣などによる生活環境に被害を及ぼす個体について捕獲 

する。 

⑤ヒグマについて 

 目撃情報及び出没等があった場合は、地元警察、猟友会と連携をし、現場周辺の

確認を行なうとともに注意看板の設置、住民への啓発活動を行う。 

⑥アライグマの捕獲 

 特定外来生物の防除実施計画に基づき捕獲をし、被害の減少及び生息域の阻

止を図り、捕獲に努める。 

（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

を達成するため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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項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、農業協同組合との委託業務による捕獲・駆除を継続して、農作物や養畜

への被害防止を図るほか、今後も関係機関と連携し、農作物被害の減少に努める。 

 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、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 対象鳥獣捕獲員を指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。 

   ３ 捕獲等を推進する上で、鳥獣被害防止実施隊員にライフル銃を所持 

    させる必要がある場合には、そのことについて記入する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

 

 

２８～３０ 

エゾシカ 

タヌキ 

キツネ 

ヒグマ 

アライグマ 

カラス 

①猟友会、農業協同組合との駆除委託契約の継続。 

②わな猟免許取得者の拡大。 

 

 

（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 

 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及びエゾシカ捕獲

推進プランに基づき、個体数指数の減少が確認されるまで捕獲する。その他につい

ては、近年の捕獲実績を基礎に捕獲数を設定する。 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の

設定の考え方について記入する。 

  

対象鳥獣 

捕獲計画頭数 

２８年度 ２９年度 ３０年度 

エゾシカ ６５０ １０００ １０００ 

タヌキ １００ ２５０ ２５０ 

キツネ １５０ １５０ １５０ 

ヒグマ ５ ５ ５ 

アライグマ １５０ ３００ ３００ 

カラス １５０ １５０ １５０ 

    

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 

 



 

 

 捕獲等の取組内容 

 銃器による有害鳥獣（エゾシカ・カラス・ヒグマ）の捕獲・駆除は、鳥獣保護区

を除く伊達市一円において、一年を通して有害駆除での許可により個体数の減少に

向け駆除を積極的に行うとともに農作物の被害減少に努める。 

 また、タヌキ・キツネ・アライグマに関しては、必要に応じて箱わなを設置する

ため、一年を通して有害駆除での許可により個体数の減少に向け駆除を積極的に行

うとともに農作物の被害減少に努める。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等につい

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。 

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 

 

（注） 鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合

には、その必要性及び当該鳥獣被害実施隊員による捕獲手段、捕獲の 

   実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

伊達市一円 タヌキ 

（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委

譲を希望する場合は、捕獲許可権限の委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委譲を希望する

場合は、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 

２８年度 ２９年度 ３０年度 

エゾシカ

 

防止柵（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ） 

4,400m 

防止柵（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ） 

3,000m 

防止柵（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ） 

3,000m 

（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場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 

 

 

 

 

 

２８～３０ 

 

 

 

エゾシカ 作物被害の拡大防止に向け、被害状況の確認及び追

払い作業ほか巡回業務。 

タヌキ 作物被害の拡大防止に向け、被害状況の確認及び追

払い作業ほか巡回業務。                        

キツネ 作物被害の拡大防止に向け、被害状況の確認及び追 

払い作業ほか巡回業務。                         

ヒグマ 出没情報による作物被害や人的被害防止に向けた巡

回業務。                                       

アライグマ 作物被害の拡大防止に向け、被害状況の確認及び追

払い作業ほか巡回業務。                         

カラス 作物被害の拡大防止に向け、被害状況の確認及び追

払い作業ほか巡回業務。                         

（注）１ 侵入防止柵の管理、緩衝帯の設置、里地里山の整備、追上げ・追払 

い活動、放任果樹の除去について記入する。 

 

５．５．５．５．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おそれがある場合の対処に関する事項おそれがある場合の対処に関する事項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 

伊達市 情報収集及び住民への広報活動、情報提供 

北海道猟友会伊達支部伊達部会・ 

大滝部会 

情報提供及び捕獲の実施 

北海道警察伊達警察署 被害情報の共有 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、

猟友会等の名称を記入する。 

            ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべ

き役割を記入する。 

            ３ 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して、規則等を作成している場合

は添付する。 

 

 （２）緊急時の連絡体制  

 別紙のとおり 

 

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等によ

り記入する。 

 

 

 

 



 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 
【カラス、キツネ、タヌキ、アライグマ】 

 生活環境に影響を与えない方法で埋設処理、または一般廃棄物として処理

する。 

【エゾシカ】 

 肉の一部は利活用し、そのほかの部分については、一般廃棄物として処理

、又は捕獲場所にて生活環境に影響を与えない方法で埋設する。 

【ヒグマ】 

 肉の一部は利活用し、胃・肝臓等については、学術用検体として北海道環

境科学研究センター等の研究機関へ提供する。 

（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をし

た鳥獣の処理方法について記入する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

関係機関によるジビエ利用に関する協議・検討 

 

 

（注）１ 食肉、ペットフード及び皮革としての利用、学術研究への利用等、

捕獲等をした鳥獣の利用方法について記載する。 

   ２ 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食

品等としての安全性の確保に関する取組等についても記載する。 

８８８８．．．．被害防止施策の実施体制に関する事項被害防止施策の実施体制に関する事項被害防止施策の実施体制に関する事項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 伊達市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役  割 

伊達市 協議会事務局運営、被害状況の把握、有害鳥

獣捕獲許可申請事務、住民への普及啓発 

伊達市農業委員会 農業被害の状況把握、情報提供 

北海道猟友会伊達支部伊達部会・ 

大滝部会 

対象鳥獣の捕獲・駆除 

伊達市農業協同組合 農業被害実態調査、組合員への啓発 

とうや湖農業協同組合 農業被害実態調査、組合員への啓発 

伊達市農業協同組合農事組合 

連絡協議会 

農業被害の状況把握、情報提供 

胆振西部森林組合 林業被害の状況把握、情報提供 

胆振農業改良普及センター 農業被害の状況把握、情報提供 

いぶり農業共済組合 農業被害の状況把握、情報提供 

伊達市獣医師会 助言指導、情報提供 

鳥獣保護員 助言指導、情報提供            

各地区連合自治会 助言指導、情報提供  

 



 

 

（注）１ 関係機関等で構成する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、構成期間欄には、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 役割 

北海道胆振総合振興局農務課 鳥獣被害防止計画の協議・鳥獣害防止総合対

策事業の指導 

北海道胆振総合振興局環境生活課                 捕獲許可申請等 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成期間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 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があ

れば添付する。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 平成25年２月に鳥獣被害対策実施隊を設置。隊員は、市職員５名体制で行なって

おり、わな等を設置して駆除に従事している。 

（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、実施体制がわかる体制図等があれば

添付する。 

 

 

（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 

     

（注） その他被害防止対策の実施体制に関する事項について記載する。 

 

（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。 

 

９９９９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項    

 捕獲用具（箱わな等）の適正な維持管理を行う。 

（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。 

 


