
●生物多様性に関する意識醸成

■鳥獣保護区の維持

　北海道により「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第28条第７項の規定に基

づき鳥獣保護区が設定されています。

・保護区名称　太陽の園鳥獣保護区

・保護区域　　幌美内町37番（太陽の園付近、保護区面積：53.76ha）

・保護期間　　平成23年10月１日から令和13年９月30日まで（20年間）

・指定目的　　この区域は、トドマツ、カラマツ、オウショウアカマツなどの造林地と針広混

　　　 　　　　　交林となっている林相の変化に富む森林のため、フクロウやクマゲラなど

　　　　　 　　　の森林性鳥獣の生息環境として適していることから、昭和４６年に北海道

　　　 　　　　　指定鳥獣保護区に指定されています。

【担当：環境衛生課】

■特定猟具使用禁止区域の維持

　北海道により特定猟具使用禁止区域が次のとおり設定されています。

・保護区名称　長流川特定猟具使用禁止区域

・禁止区域　　長流川河川敷周辺（区域面積：71ha）

・禁止猟具　　銃器

・存続期間　　平成26年10月１日から令和６年９月30日まで（10年間）

・指定目的　　この区域は、飛来するガンガモ類などの見学者が見られるため、銃器を使

　　　 　　　　　用した鳥獣の捕獲等による危険防止及び事故を未然に防ぐため、銃器を

　　　　　  　 　対象とした特定猟具使用禁止区域に指定されています。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　C:⽣物多様性

施策方針C-１　自然環境への関心を深め生態系・生物多様性の保全に努めよう
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■小中学校における環境教育活動

　市内の小中学校においては、各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間において、

環境に対して興味・関心を持ち、環境保全に向けて協力しようとする態度を育成するため、

学校の農園・花壇の整備や自然環境に関する学習を行いました。

　令和３年度の各学校の活動状況は次のとおりです。

【担当：指導室】

●環境緑地の維持と良好な自然景観地の保護

■自然公園の保全

  伊達市内にある自然公園について、良好な自然景観地を保護するため危険木の伐採、

剪定、工作物の修繕等、施設の保全を行いました。

・伊達市内の自然公園

【担当：上下水道課】

関内小学校

東小学校

大滝徳舜瞥学校

伊達中学校

光陵中学校

星の丘小・中学校

通学路の清掃活動、リングプル回収運動　等

学校花壇の整備、学校農園での栽培活動　等

学校周辺の清掃活動　等

身近な環境についての学習、学校農園での栽培活動　等

地域の自然や動植物に係る学習　等

西胆振地域の自然写真展示、インクカートリッジ回収活動　等

長流川大滝散策路 1.2 遊歩道・休憩施設・自然観察台・広場・足湯

公園名 面積（ha） 主な施設

善光寺自然公園 10.03

遊歩道・休憩施設・トイレ牛舎川公園

水車・アヤメ川自然公園 4.7 遊歩道・休憩施設

遊歩道・休憩施設・トイレ・水飲み場

1.86

長和小学校

有珠小学校

学校名

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　C:⽣物多様性

活動内容等

校区内の清掃活動、教材園での栽培活動　等

学校周辺の環境保全活動、ごみ処理施設の見学　等

伊達小学校

伊達西小学校

教材園や学校花壇の整備、校内外の清掃活動　等

鮭の稚魚放流体験学習、学校農園での栽培活動　等
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■環境緑地保護地区等の保全

　北海道では、良好な自然環境を形成しその保全を図る必要がある地域を「環境緑地保

護地区」及び「自然景観保護地区」に、樹木を「記念保護樹木」に指定しています。

　伊達市においては、北海道と連携して指定された地区および樹木の保護のため、工事

等による届出に対しての指導などを行っています。

　令和３年度現在の環境緑地保護地区等の指定状況は次のとおりです。

・環境緑地保護地区

・自然景観保護地区

・記念保護樹木

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　C:⽣物多様性

特徴

ミズナラ、シラカバ、シナノキ等の樹林地

トドマツ等の樹林地松ヶ枝 松ヶ枝町110-3他 1.38ha

ミズナラ、イタヤ、シナノキ等の樹林地

シナノキ、ハルニレ等の樹林地

アカマツ大径木等の樹林地

カシワ、シラカバ、シナノキ等の樹林地

名称 位置 面積

善光寺 有珠町124の一部他 14.77ha

紋別川 乾町6他 4.50ha

北黄金 北黄金町49-309他 9.49ha

南黄金 南黄金町121他 9.32ha カシワ、シラカバ、シナノキ等の樹林地

有珠 有珠町37他 1.35ha 社寺境内のミズナラ、イタヤ等の樹林地

伊達市
開拓記念館

梅本町61-2 2.78ha

気仙川 南黄金町196-1他 15.35ha

特徴

カシワ、シラカバ、シナノキ等の樹林地

名称

清住の赤松 アカマツ 清住町127-1

 稀府岳周辺の広葉樹天然林の景観

長和 長和町739-2他 11.16ha

位置 面積

末永の檜 ヒノキ 末永町228

伊達市室蘭事業区188林班他 290.71ha

名称 樹種 位置

稀府岳

由緒・由来

伊達市開拓記念木

伊達市開拓記念木

弄月のサイカチ サイカチ 弄月町191

松ヶ枝のサイカチ サイカチ 松ヶ枝町95

伊達市開拓記念木

伊達市開拓記念木

伊達市開拓記念木

善光寺の歴史を示す樹木

伊達の楡（にれ） ハルニレ 舟岡町143

西南の役従軍記念碑

善光寺の歴史を示す樹木

「百叩きの樹」として親しまれている樹木

北稀府の赤松 アカマツ 北稀府町144

善光寺の銀杏 イチョウ
有珠町124
（善光寺）

鸞州上人に由来する樹木石割桜
エゾヤマ
サクラ

有珠町124
（善光寺）

寺島の銀杏 イチョウ 末永町7

三本杉 スギ
有珠町124
（善光寺）
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●ヒグマ等による人身被害防止

■ヒグマ出没時の対応

　ヒグマの出没による人身被害等を防ぐため、出没が確認された際には、付近住民や関

係機関への周知や注意喚起のための看板設置、ホームページ・ＳＮＳでの周知を行って

います。

　また、地元猟友会の協力を得て、出没地点付近のパトロールを行い、人身被害等の防

止に努めています。

　令和３年度は、ヒグマによる人的被害はありませんでした。

【担当：環境衛生課・地域振興課】

●エゾシカやアライグマ等による農作物被害防止、駆除

■有害鳥獣の駆除

　農作物への被害を防ぐため、地元猟友会等と連携してエゾシカやアライグマ等の有害

鳥獣の駆除を行っています。

・有害鳥獣の駆除の推移

※その他：カラス・キツネ・ヒグマ・タヌキ・キジバト・ユキウサギ・アオサギ・テン

・農業被害額の推移

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　C:⽣物多様性

施策方針C-2　有害鳥獣による人的・農林水産業への被害防止に努めよう
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■エゾシカ等の侵入防止柵の設置

　農林水産省が行っている、農業被害の低減や収穫量の安定を図るための「鳥獣被害防

止総合対策交付金」を活用して、エゾシカ等の有害鳥獣が畑等へ侵入するのを防ぐため

のネット柵の設置を行っています。

に設置しています。

【担当：環境衛生課】

■ライトセンサス調査

　エゾシカ等による農業被害の防止及び駆除のため、エゾシカ等の生息動向の把握を目

的として北海道等の関係機関と連携してライトセンサス調査を行っています。

　令和３年度は、伊達地域２箇所、大滝区１箇所でライトセンサス調査を行いました。

【担当：環境衛生課】

■狩猟（わな）免許講習会の支援

　エゾシカやアライグマ等の野生鳥獣による農業被害の防止のため、営農者の狩猟（わ

な）免許予備講習会の受講費を負担することで、狩猟（わな）免許取得の支援を行ってい

ます。

　令和３年度は、４名に講習会受講費を支援しました。

【担当：環境衛生課】

■わなの貸出

　わなによる捕獲・駆除の費用負担を軽減するため、狩猟（わな）免許保有者に対してわ

なの貸し出しを行っています。

　令和３年度は、箱わな21個、囲いわな１個を購入し、貸し出しました。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　C:⽣物多様性

　令和３年度は新規の設置はありませんでしたが、これまで市内53箇所、総延長48,700ｍ
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●森林の保全

■森林育成事業

　市が保有する普通林の育成事業を実施しました。

・除間伐事業

　植林した人工林の成長過程において行う採光等のための雑木等の除伐及び間伐

（間引き）を実施しました。

・下刈事業

　植林した樹木は、最初の１０年ほどは成長が遅いことから、採光のための雑草や笹な

どの刈り取りを実施しました。

・野ネズミ駆除事業

　樹木に食害をもたらす野ネズミ（主にエゾヤチネズミ）の駆除のため、ヘリコプターに

よる殺鼠剤空中散布を行っています。

　令和３年度は、大滝区において58.18ha空中散布を実施しました。

【担当：水産林務課】

・火災予防の啓発

　火災予防の啓発の取り組みとして、４月から５月までの林野火災予防強調期間に合

わせて、林野火災への予防意識の高揚を図るため注意喚起のポスターの掲示を実施

しました。

●記念樹木、保護樹木の維持管理

■記念樹木の維持管理

　市の記念物に指定されている記念樹木の「樹木カルテ」を作成し、樹木医立ち会いのも

と定期的に枝の剪定等を実施しているほか、地域ボランティアによる落ち葉の清掃を行う

など、適切な維持管理・保護活動を行っています。

　令和３年度は、以下の記念樹木の保護活動を行いました。

・市指定記念物「ケヤキ」（鹿島町）の剪定作業

・市指定記念物「シナサワグルミ」（鹿島町）の剪定作業

・市指定記念物「一本かしわ」（弄月町）の剪定作業

・市指定記念物「サイカチ」（弄月町）の剪定作業

【担当：生涯学習課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　D:⾃然環境

施策方針D-１　森林保全により良好な自然との共生を保ち四季を楽しもう

18,453

2,301

11,352

伊達市の森林面積(ha)

国有林 市有林 ⼀般⺠有林
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●河川環境の保全

■河川の維持管理

　自然環境の保全や災害の予防、害虫対策、美岸整備を目的として、伊達市が管理する

河川の草刈、ごみ拾い等を実施しました。

・令和３年度　河川管理状況

【担当：建設課】

●海浜環境の保全

■海岸清掃への活動支援

　「だてのまち美化サポート」の登録団体や市民有志による、海岸でのごみ拾い等に対し

て、拾い集めたごみの回収や、ボランティア用ごみ袋の支給等の活動支援を行いました。

【担当：環境衛生課】

■北海道海岸漂着物等地域対策推進事業

　北海道の補助金を活用して、海岸漂着物等の回収・処理を実施しています。

　令和３年度は、向有珠地区の海岸で流木や海藻、ごみ等の漂着物の除去作業および

市内建設海岸のごみ等の漂着物の除去作業を実施しました。

・令和３年度　実施状況

【担当：環境衛生課】

海岸の名称 活動内容

有珠海水浴場
市内建設海岸

　流木、プラスチック、海藻、ご
み等の回収及び処理

事業費

1,935千円

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標２︓⾃然環境への理解と共⽣　D:⾃然環境

施策方針D-2　河川・海浜環境保全を通じ自然と生活のつながりを確かめよう

活動内容

河川の草刈

河川名

谷藤川ほか６河川

事業費

8,151千円
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