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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 

計画期間   平成２３年度～平成２５年度 

対象地域 占冠村（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２２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 ６,３０６千円（ほぼ全域） 

ヒグマ デントコーン １５７千円（0.4ha） 

※ 被害数値は、直近３年間における平均値である。 

   ただし、デントコーン被害数値については平成 20 単年度のものとする。 

 
（２）被害の傾向 

占冠村の農業の主力は酪農・畜産であり、鳥獣被害としてはエゾシカやヒグ

マによる農作物（牧草・デントコーン）への食害である。被害地域はほぼ村内

全域となっている。 

【エゾシカ】 

・ 平成２２年度の有害駆除頭数は、平成２１年度と比較すると約２倍の２９

４頭である。有害駆除頭数の増加により、牧草への被害額は減少傾向にある

ものの、依然として食害は深刻な問題である。 

【ヒグマ】 

・ 双珠別・中央地区での被害が多いが電気牧柵の設置により被害の予防が図

られている。しかし、一部では、ほ場を掘り電気牧柵をくぐる個体が出没して

いる。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（平成２２年度） 目標値（平成２５年度） 

エゾシカ ６,３０６千円 

１１８．１ｈａ 

４,２２３千円 

７９．１ｈａ 

ヒグマ          １５７千円 

０．４ｈａ 

     １０５千円 

０．１ｈａ 

※ 現状値は、直近３年間における平均値である。 

   ただし、デントコーン被害数値については平成 20 単年度のものとする。 

※ 被害軽減目標値は、平成２３年度～平成２５年度における平均値である。 

 



                           

 

（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 

 

 猟友会の協力により有害駆除

を実施している。また、有害駆除

については、村独自とJAふらのの

協力により従事者へ支出してい

る。 

①ｼｶ10千円(村7千円・JA3千円) 

②ｸﾏ50千円(村30千円・JA20千円) 

捕獲圧が高まるにつれ、エゾシ

カが牧草地へ出没する時間帯は

夜間へ移行してきている。そのた

め猟銃による捕獲が困難になっ

てきている。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

占冠村の地形から散在した農

地が多く、村単独での補助で個別

に電気牧柵を設置している。 

 

 

 

電気牧柵は防護柵と違い、設置

や撤去、日常の管理が必要であり

、労働力の確保が必要となる。ま

た、費用及び管理の面から牧草畑

では設置がみられない。 

 

 

（５）今後の取組方針 

・エゾシカ～北海道の保護管理計画に基づき、個体数指数の減少が確認され

るまで継続的な捕獲を行う。また、解体処理加工施設を新設し捕獲個体は可

能な限り有効活用する。 

・ヒグマ～捕獲に当たり、人畜への被害・人身事故の恐れのある個体のみ捕

獲する。 

 

 

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 

占冠村、ふらの農協南富良野支所（占冠出張所）、富良野地区森林組合、

猟友会等で構成する占冠村鳥獣被害対策協議会において、被害防止に向けた

効果的な対策を検討し、それぞれが連携して被害防止対策を実践する。この

中で、エゾシカやヒグマの捕獲を効果的に実施するため、以下の取り組みを

進める。 

 １）村及びJAふらのによる捕獲への助成 

 ２）連絡体制の確認 

 ３）新たな担い手の育成(狩猟免許の取得促進、野生鳥獣の捕獲技術およ 

び解体技術習得) 

 ４）わな等の機材導入への支援 

 

 



                           

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

平成２３年度 
エゾシカ 

ヒグマ 

解体処理加工施設を新設し、捕獲個体を食肉と

して有効利用する体制整備。 

銃器以外(くくりわな等)での捕獲方法の検討。 

平成２４年度 
エゾシカ 

ヒグマ 

高度な捕獲技術を持つハンターの育成。 

エゾシカに関して銃器による捕獲が困難な地域

においては、くくりわな等を利用した捕獲をお

こなう。 

平成２５年度 
エゾシカ 

ヒグマ 

捕獲から残滓処分まで一連の工程を村内で行え

るシステムの検討。 

 

（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－平成２２年度の有害駆除頭数は２９４頭であった。これを踏ま

え、平成２３年度は３００頭を目標に設定し、一定の捕獲頭数に対する被害

の動向および生息状況を検証する。 

ヒグマ－電気牧柵を設置することにより予防が図られている。人畜への危

険性及び農作物への被害が発生した場合に限り捕獲するため、年間捕獲計画

頭数は設定しない。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

  ２３年度   ２４年度   ２５年度 

エゾシカ ３００頭 ３００頭 ３００頭 

ヒグマ － － － 

 

 捕獲等の取組内容 

・捕獲予定場所は村内一円（鳥獣保護区を除く） 

・エゾシカ－銃による駆除（年間通して） 

・ヒ グ マ－銃による駆除（４月～９月の間） 

      箱わなによる捕獲（４月～１１月の間） 

※ ただし、箱わなはヒグマによる被害が発生した場合にのみ稼動を認め、被 

害予防の目的には使用しない。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

  

 



                           

 

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 

  ２３年度   ２４年度   ２５年度 

エゾシカ 

ヒグマ 

個人で電気牧柵を設

置（1/2村単補助） 

個人で電気牧柵を設

置（1/2村単補助） 

個人で電気牧柵を設

置（1/2村単補助） 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２３ 
エゾシカ 

ヒグマ 

電気牧柵の管理、農家への鳥獣害防止知識の普及活動。

（各種被害対策に関する研修の開催） 

２４ 
エゾシカ 

ヒグマ 

電気牧柵の管理、農家への鳥獣害防止知識の普及活動。

（各種被害対策に関する研修の開催） 

２５ 
エゾシカ 

ヒグマ 

電気牧柵の管理、農家への鳥獣害防止知識の普及活動。

（各種被害対策に関する研修の開催） 

 

 

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 占冠村鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

占冠村役場 鳥獣被害防止対策全体の統括 

協議会構成団体の連絡調整 

鳥獣被害防止計画の策定・変更 

鳥獣被害対策実施隊の編成(猟友会への

委託) 

エゾシカ・ヒグマの捕獲許可申請事務 

エゾシカ捕獲(対象鳥獣捕獲員へ報償費

支給) 

ヒグマ捕獲(対象鳥獣保護員に報酬支給) 

ふらの農業協同組合南富良野支所

及び占冠出張所 

農業被害の把握 

富良野地区森林組合 民有林における被害防止対策 

北海道猟友会富良野支部占冠部会 鳥獣被害対策実施隊の編成(村から受託) 

鳥獣保護員 鳥獣の生態などの専門的立場で被害防止

対策に助言をおこなう 

 

 



                           

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

林野庁上川南部森林管理署 国有林の入林承認手続き等 

北海道上川総合振興局農務課 鳥獣害防止総合対策事業の指導 

農業改良普及センター 技術指導など 

北海道上川総合振興局環境生活課 鳥獣対策の窓口（捕獲許可等） 

占冠警察官駐在所 住民の安全の確保（ヒグマ対応等） 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

既存の捕獲実施体制を基に、鳥獣被害対策実施隊を設置する。詳細は下記

の通り。 

 

事業実施責任者 占冠村長 

 
捕獲従事者代表 猟友会富良野支部占冠部会会長 

 
従事者 

 
 

 第 1 班 双珠別地区担当 

  
第 2 班 中央・占冠地区担当 

  
第 3 班 トマム地区担当 

※班ごとに基本地区を設定するが、迅速な対応を要するため状況によって

はこの限りではない 

 

連絡体制 

状況把握（場所・頭数） 

 

産業建設課で通報を受け、占冠

 村長により出動命令 

 

役場担当職員が同行し、現場状

 況把握と安全管理に努める 

 

 

出動確認とデータ収集 

 

 

 

※夜間および土日祝日の場合は、占冠村役場警備員室が通報を受け、役場

担当職員へ連絡する体制を整える。 

農家・一般住民等からの通報 

⇓ 

役場 産業建設課 ⇔ 占冠村長 

出動命令 

⇓ 

役場職員＋村内ハンター1 名 計 2 名出動 

出動報告作成 

⇓ 

産業建設課 

報告 

⇓ 

占冠村長 



                           

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

協議会において十分な協議をおこなう。 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

エゾシカ・ヒグマともに食肉としての利活用を図る。利用不能な箇所につ

いては、サホロ畜産事業協同組合（新得）にて処理する。残滓は、将来的に

村内で処理できるよう検討を進める。 

ヒグマの検体については、地方独立行政法人北海道総合研究機構 環境・地

質研究本部環境科学研究センターへ調査研究用試料として提供する。 

 

 

７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

・捕獲体制の整備 

・各農家の自発的な被害防除意欲向上の施策 

 


