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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、カラス類（ハシブトガラス、ハシボソガラス）、 

ヒグマ、キツネ、アライグマ、トド、アザラシ 

 計画期間   平成３１年度～平成３３年度 

 対象地域  北海道稚内市（全域） 

 

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３０年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

エゾシカ 牧草、デントコーン １４９ｈa  １，６２９千円 

カラス類 乳牛、配合飼料 ６，１４０千円 

ヒグマ デントコーン 小規模な食害のため算出不可 

キツネ 
乳牛、デントコーン 

配合飼料 
１２８千円 

アライグマ 
乳牛、デントコーン 

配合飼料 
２，１４４千円 

トド（※） 
漁具（刺網等） 

水産物（カレイ、毛ガニ等） 
２４５，５９８千円 

アザラシ（※） 水産物（タコ、カレイ、サケ等） ９８，１４９千円 

※ﾄﾄﾞ・ｱｻﾞﾗｼは平成 29 年度 

 

（２）被害の傾向 

エゾシカ 

市内全域に生息。4月から11月にかけて、農村地域において、牧

草、デントコーンに食害の被害がある。市街地では糞害や家庭菜園

等の被害があり、降雪時期の12月から3月には、森林地域において

、樹皮の食害の被害がある。また、道路周辺へ出没することで、車

両との衝突事故が発生している。 

カラス類 

 市内全域に生息。4月から6月の産卵時期には、卵、ヒナを守るた

め、巣の付近を通る人間を威嚇及び攻撃する。農村地域において、

牛舎内へ侵入し、乳牛の乳房をつつき、配合飼料の食害の被害があ

る。 

ヒグマ 

 森林地域に生息。4月から11月まで農村地域及び森林地域を中心

に目撃情報が寄せられている。農村地域において、デントコーンの

食害の被害がある。 

キツネ 

 市内全域に生息。農村地域において、デントコーンの食害、牛舎

内へ侵入し、分娩牛に対して攻撃、出産直後の仔牛を噛みつき怪我

をさせる及び配合飼料の食害の被害がある。市街地において、徘徊



やゴミ収集場所での食べ散らかす等の生活環境エリアへの出没や

被害があり、更に餌付け行為により人間へ接近することでエキノコ

ックス感染症による被害が懸念される。 

アライグマ 

 農村地域において、デントコーンの食害、牛舎内へ侵入し、分娩

牛に対して攻撃、出産直後の仔牛を噛みつき怪我をさせる及び配合

飼料の食害の被害がある。更に生息域が広まり、市街地で目撃され

ている。被害額が年々増加傾向にあり、平成30年12月段階で約160

頭捕獲し、繁殖力が非常に高いこと、天敵がいないことで爆発的に

増えている傾向にあり、とても脅威である。 

トド 

例年 11 月～6 月にかけて市内沿岸に現れ、市内漁業者のカレイ刺

網、カスベ刺網等に被害を与える。珊内漁港地先にある弁天島では、

数千頭の上陸や遊泳が確認され、漁具や水産物に甚大な被害を与え

ている。 

アザラシ 

例年7月～5月頃を中心に市内沿岸に現れ、定置網や刺網にかかっ

た水産物を食い荒らす被害がある。また、近年は通年で生息してい

る個体が確認されており、幼魚等の食害による水産資源の減少が懸

念され、出現範囲も広域となってきていることから、水産物の被害

が増えていくことが予想される。 

 

（３）被害の軽減目標 

指 標 

現状値（平成３０年度） 

※ﾄﾄﾞ・ｱｻﾞﾗｼは平成29年度 

目標値（平成３３年度） 

現状値の10％軽減 

被害面積 

及び品目 
被害金額 

被害面積 

及び品目 
被害金額 

エゾシカ 牧草 149a 1,629千円 牧草 134ha  1,466千円 

カラス類 乳牛、配合飼料 6,140千円 乳牛、配合飼料 5,526千円 

ヒグマ デントコーン 算出不可 デントコーン 算出不可 

キツネ 
乳牛、デントコー

ン、配合飼料 
128千円 

乳牛、デントコー

ン、配合飼料 
115千円 

アライグマ 
乳牛、デントコー

ン、配合飼料 
2,144千円 

乳牛、デントコー

ン、配合飼料 
1,929千円 

トド 

漁具（刺網等） 

水産物（カレイ、

毛ガニ等） 

245,598千円 

漁具（刺網等） 

水産物（カレイ、毛

ガニ等） 

221,038千円 

アザラシ 
水産物（タコ、カ

レイ、サケ等） 
98,149千円 

水産物（タコ、カレ

イ、サケ等） 
88,334千円 

 

 

 



 

（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 

 

 

【エゾシカ】 

・冬に市街地の裏山（国有林内）におい

て、銃器による一斉捕獲を実施。 

・春と秋に農村部において、管理（数の

調整）のため銃器による捕獲を実施。 

・管理（数の調整）のため、くくりわな

による捕獲を実施。 

・春と秋に富士見・西浜地区において銃

器による捕獲を実施。 

・春に市街地で吹き矢での捕獲を実施。 

 

市街地への出没が増加して

いることから、市街地の捕獲

体制の強化が必要である。 

市街地、農村部での生息個

体数の把握が出来ていない為

増減数が不明。 

【カラス類】 

・春から夏にかけて巣の撤去を実施。 

・ヒナや卵については、手捕りで捕獲を

実施。 

・農村部において、管理（被害防止）の

ため銃器による捕獲を実施。 

 

 庭の木、企業の看板、煙突

口等に営巣する所有者等へ防

止策を要請が必要である。 

 相当数を捕獲しているが、

被害がなかなか減少しない。 

【ヒグマ】 

・目撃情報が入り次第、市職員や警察署

員により現地を確認。現地の状況により

、看板設置、広報活動を実施、銃器所持

による巡回を実施隊員に依頼。 

・被害状況や出没場所によって、実施隊

員による銃器及び箱わなによる捕獲を

実施。 

・9月～10月にかけて農村部において熊

わなによる捕獲を試みている。 

  

出没後に実施隊員を緊急招

集するが、他に職業を兼務し

ている隊員が多いため、出動

に対して調整が必要である。 

実施隊員内のヒグマ捕獲に

おける技術の継承が必要であ

る。 

熊わなの設置は行っている

が捕獲にまでは至ってない状

態である。 

【キツネ】 

・生活環境被害対策については、市職員

による箱わなによる捕獲を実施。 

・市民の餌付け行為については市職員が

ポスターの配布で注意喚起を促してい

る。 

・農村部において、管理（被害防止）の

ため銃器による捕獲を実施。 

市街地で目撃等の通報が増

加傾向にあるが生息個体数の

把握が出来ていないため増減

数が不明。 



【アライグマ】 

・平成19年度に環境省から特定外来生物

の防除の確認認定を受け、箱わなによる

防除を実施。 

・平成30年に農業経営者を対象にアライ

グマ対策講習会を開催。 

・アライグマ捕獲業務の委託により捕獲

体制の強化を図る。 

 

 箱わなの保有数や防除従事

者数を増加し、捕獲体制の強

化が必要である。 

 繁殖力が非常に高く、市街

地での出没も増加し、被害が

年々増加することが懸念され

る。 

【トド】 

・北海道連合海区漁業調整委員会指示に

よる承認を得て、採捕期間である９月か

ら６月にかけて銃器による採捕・追い払

いを実施。 

 

洋上における採捕となるこ

とから、出動が天候に左右され

やすく、効率良く採捕すること

が難しい。 

 また、来遊範囲が浅瀬から沖

合まで広域であることから、北

海道、近隣市町村、漁組等と連

携した対策が必要となる。 

【アザラシ】 

・北海道アザラシ管理方針に基づき、銃

器による捕獲や追い払いを実施。 

 

洋上における採捕となるこ

とから、出動が天候に左右され

やすく、効率良く採捕すること

が難しい。 

 また、アザラシは知能が高

く、さらに警戒心が強いため、

銃器による捕獲の他に、効果的

な対策が必要となる。 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

防護柵については、設置していない。 

エゾシカが市街地に出没した場合、警察

署員と合同で、追い払い活動を実施。 

市街地での追い払い活動の回

数が増加傾向にある。 

 

（５）今後の取組方針 

【エゾシカ】 

 銃器やくくりわな等で、捕獲数を増加することで、各被害の軽減を図る。 

 市街地で家庭菜園等の被害が増加しているので、新たな捕獲方法を模索し、捕獲数

を増加することで各被害の軽減を図る。 

【カラス類】 

 銃器や手捕りによる捕獲を引き続き実施し、各被害の軽減を図る。 



【ヒグマ】 

 出没頻度が高く、人的被害が起こる可能性がある場合等には、箱わなを設置し捕獲

する。 

【キツネ】 

 銃器や箱わなによる捕獲を引き続き実施し、各被害の軽減を図る。 

【アライグマ】 

 箱わなによる捕獲を引き続き実施し、各被害の軽減を図る。 

【トド】 

 銃器による採捕や轟音玉等による追い払いを行い、各被害の軽減を図る。 

【アザラシ】 

 銃器による捕獲や轟音玉等による追い払いを行い、各被害の軽減を図る。 

 

 

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 

「稚内市、稚内市農業委員会、稚内農業協同組合、北宗谷農業協同組合、稚内市森

林組合、宗谷農業改良普及センター北部支所、宗谷森林管理署、北海道猟友会稚内支

部稚内部会、稚内漁業協同組合、宗谷漁業協同組合の10団体で構成する稚内市鳥獣被

害防止対策協議会を設置し、情報交換及び連携により効果的な捕獲について協議する

。」 

【エゾシカ、カラス類、ヒグマ、キツネ】 

北海道猟友会稚内支部稚内部会のハンターを鳥獣被害対策実施隊員及び対象鳥獣

捕獲員（稚内市非常勤職員）として任命し、協議会が各団体から鳥獣被害防止対策業

務委託を受託し、銃器での捕獲業務を実施する。 

【アライグマ】 

 「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に基づく防除」に基づき防除従事者

である稚内市農政課、捕獲業務委託の受託事業者、農業経営者、各農業協同組合の協

力の元、箱わなによる防除を実施する。 

【トド】 

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「稚内市」名義で取得し、

市・沿岸漁業協同組合・鳥獣被害対策実施隊員が連携し、採捕等を実施する。 

【アザラシ】 

 沿岸漁業協同組合と関係機関等が連携し、銃器による捕獲等を行いながら、有効な

方策についての検討を行い、漁業被害の実態に応じた捕獲等を実施する。 

 

 

 

 

 



 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

平成31年度 

～ 

平成33年度 

エゾシカ 

 

 

 くくりわなによるエゾシカ捕獲技術に関する講習会の

開催。 

アライグマ 

 

 

 わな猟免許取得者による講習会を実施し、農業経営者を

対象に防除従事者の拡充を図る。 

 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

 下記のとおり近年の捕獲実績に基づいて計画を定める。 

対象鳥獣 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

エゾシカ ６３２頭 ７７８頭 ８５２頭 

カラス ３６１頭 ３５８頭 ２８８頭 

キツネ ４２頭 ６４頭 ７０頭 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

エゾシカ １，０００頭 １，０００頭 １，０００頭 

カラス類 ４００羽（個） ４００羽（個） ４００羽（個） 

ヒグマ 出没個体数に応じた捕獲を実施する。 

キツネ １００頭 １００頭 １００頭 

アライグマ  外来生物法の対象鳥獣であることから、可能な限り捕獲するも

のとし、計画数を設定しない。 

トド 北海道連合海区漁業調整委員会の採捕計画頭数とし、保護を目

的とした指示があったときは、それに従う。 

アザラシ 漁業被害の実態に応じた捕獲等を行うこととし、捕獲目標数は

定めない。また、保護を目的とした指示があったときは、それに

従う。 

 

 捕獲等の取組内容 

 捕獲の実施予定場所は、稚内市内一円とし、原則、「鳥獣の保護並びに管理及び狩

猟の適正化に関する法律施行規則第７条第１項第７号」に規定する場所（鳥獣保護区

等）を除く。 



 捕獲の実施予定時期は、１年を通して行うこととし、捕獲手段は銃器及びわな等に

より実施する。 

 

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 

【エゾシカ・ヒグマ】 

エゾシカは通年、ヒグマは４月から１１月にかけて、農村部を中心に目撃される。

銃刀法第５条の２第４項第１号に規定する「事業に対する被害を防止するためライフ

ル銃による獣類の捕獲を必要とする者」として実施隊員にライフル銃を所持させ捕獲

活動を実施することにより、散弾銃等の銃器に比較し高確率で半矢（手負い）状態を

避けることができるため、より効率的に捕獲ができる。 

なお、ライフル銃は殺傷能力が高いため、適切に管理するよう指導する。 

【トド・アザラシ】 

トド・アザラシは、生息環境から船で個体に接近する必要があり、警戒されない最

大限の距離を置く必要があるため、遠くから狙撃可能なライフル銃を活用することに

よって、より効果的な採捕・捕獲活動が可能となる。 

 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

稚内市 エゾシカ 

 

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  

     年度      年度      年度 

    

 

（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 31 年度 

～ 

平成 33 年度 

 

 

くくりわなによるエゾシカ捕獲技術に関する講習会の開

催 

爆竹、動物用駆逐煙火等による追い払い活動の実施 

アライグマ わな猟免許取得者による講習会の開催 

 

 

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 

稚内市 現地調査、付近住民への周知、関係機関との連絡及

び協力要請、巡回、鳥獣の捕獲 

稚内警察署 現地調査、巡回 

北海道猟友会稚内支部稚内部会 現地調査、巡回、鳥獣の捕獲 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 別紙のとおり 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

【エゾシカ、カラス類、キツネ、アライグマ】 

捕獲した個体又は残滓は、関係法令を遵守し、埋設等による処分を行う。 

【トド、アザラシ】 

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、捕獲後の個

体は適正に処分を行う。 

 

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 

【エゾシカ、ヒグマ】 

 ヒグマについては、可能な限り、検体を学術研究等に提供する。 

 また、エゾシカについては、民間事業者の食肉加工場へ必要に応じて搬入し、有

効利用の推進を図る。 

【トド、アザラシ】 

 捕獲等を行う中で、その個体が学術目的に活用できる場合のみ関係機関と連携を

し、処理を行う。 

 

８．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 稚内市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

稚内市 

 

協議会事務局、情報収集、被害調査、地域住民

への啓発活動、鳥獣保護法に基づく捕獲許可申

請、捕獲等の鳥獣被害防止対策の実施及び調査 

稚内市農業委員会 情報収集、被害調査 

稚内農業協同組合 情報収集、被害調査 

北宗谷農業協同組合 情報収集、被害調査 

稚内市森林組合 情報収集、被害調査 

宗谷農業改良普及センター北部支所 情報収集、被害調査 



宗谷森林管理署 情報収集、被害調査 

北海道猟友会稚内支部稚内部会 情報収集、巡回、捕獲の実施 

稚内漁業協同組合 情報収集、被害調査、採捕・捕獲の実施 

宗谷漁業協同組合 情報収集、被害調査、採捕・捕獲の実施 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

宗谷総合振興局農務課 鳥獣被害防止計画の策定指導、鳥獣被害総合対策事

業の指導 

宗谷総合振興局環境生活課 鳥獣捕獲対策の窓口（捕獲許可等） 

稚内警察署 鳥獣出没状況等情報提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

稚内市鳥獣被害対策実施隊設置規則により、実施隊を設置。平成 31 年 1 月時点 76

名（うち北海道猟友会稚内支部稚内部会員 62 名、稚内漁業協同組合員 5 名、宗谷漁

業協同組合員 9 名）を任命又は指名している。主な活動としては、稚内市鳥獣被害防

止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等のほか、鳥獣被害防止対策に関することを行う、 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

近隣町村との情報交換を行い、対象鳥獣の生息や行動状況の把握等の情報を共用す

る。 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 特になし。 

 

 


