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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 ヒグマ、エゾシカ、キツネ、カラス 

計画期間 平成２８年度～平成３０年度 

対象地域 七飯町（町内一円） 

 

２．鳥獣による農林水産省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） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

ヒグマ 

ニンジン 

被害面積 約０．００２ｈａ 

被害金額 約７千円 

※出没の恐怖に伴う、営農意欲の低下。 

デントコーン 
被害面積 約０．７７ｈａ 

被害金額 約３５０千円 

スイートコーン 

被害面積 約０．００１ｈａ 

被害金額 約４千円 

※出没の恐怖に伴う、営農意欲の低下。 

人身被害 
被害件数 ０件 

※住宅地出没件数 ２件 

エゾシカ 

枝豆 

被害面積 約０．１０ｈａ 

被害金額 約１６８千円 

※耕作期間中、ハンターがくくりわなを設置してい

るため、被害を最小限に抑えられている。 

水稲 

※被害金額はないが、食害や踏み荒らしにより、新

たな水稲の植え直しなどの作業で、農家は追加の労

力を費やしている。 

ネギ 

※踏み荒らしは発生しているが、農家で新たなネギ

の植え直しをしたかどうか確認できないため、被害

金額は不明。しかし、植え直しなどの作業で農家は

追加の労力を費やしている。 

牧草 
※食害は発生しているが、調査の負担が大きいため、

計測してしないことから、不明。 

キツネ 

スイートコーン 
※被害は少ないが、食害や土の掘り起こしにより、

手直しの作業で、農家は追加の労力を費やしている。 

エキノコックス症感染

防除 

対応件数 １件 

※ハンターが自主的な見回りをしているため、対応

件数が少なく済んでいる。 

カラス 

りんご 

※町内一円でりんごを落とされる被害が発生してい

るが、全ての被害をその発生の瞬間に確認できない

ため、不明。 

人身被害 
被害件数 ０件 

※威嚇行為件数 ８件 
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※ヒグマ・エゾシカ・キツネの農作物被害は、町所有の電気柵を農家へ貸し出したり、ハ

ンターによる見回りなどの対応を行っているため、最小限に抑えられている。 

 

（２）被害の傾向 

ヒグマ 

７月から１０月にかけて、人参、スイートコーン、デントコー

ンの食害が、生産量の多い大沼地区を中心に七飯町全域で発生し

ている。 

 また、平成２７年度には住宅地のすぐ隣に出没しており、人を

恐れないヒグマによる人身被害の危険性が高まっている。 

エゾシカ 

５月は水稲の苗の食害や踏み荒しが、６月から１０月までは牧

草及び枝豆の食害やネギの踏み荒しが、七飯町全域で発生して

いる。 

キツネ 
年間を通して鶴野地区の人家周辺や大沼地区牛舎内に出没し

ているため、エキノコックス症感染の恐れがある。 

カラス 

５月から６月にかけて、抱卵しているカラスによる住民に対す

る威嚇や攻撃が発生している。 

９月から１０月には、収穫を待つりんごを枝から落とす被害も

発生している。 

また、年間を通じて、牛舎の近くにねぐらを持つカラスによる

牛へのいたずら（毛抜き、突き、啄み）により、飼養牛の負傷が

発生している。 
 

（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） 

ヒグマによ 

る農業被害 

被害面積 約０．７７３

ｈａ 

被害金額 約３６１千円 

現状値の５０％削減を目標とする。 

※農業者の人身被害の未然防止 

ヒグマによ 

る人身被害 

被害件数 ０件 

※住宅地出没件数 ２件 

被害件数 ０件 

※住宅地出没件数 ０件 

エゾシカに 

よる農業被 

害 

(枝豆) 

被害面積 約０．１０ｈ

ａ 

被害金額 約１６８千円 

 

枝豆以外の食害の報告は

あるが、被害面積及び被

害金額は不明。 

枝豆は、現状値の５０％削減を目標とす

る。 

※デントコーン・枝豆等の被害防止及び 

個体数調整が必要。 

キツネによ 

る農業被害 

被害件数 ７件 

（※被害金額不明） 
現状値の５０％減少を目標とする。 

キツネによ 

るエキノコ 

ックス症感 

染防除 

対応件数 １件 対応件数 ０件 
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カラスによ 

る農業被害 

被害件数 ５件 

（※被害金額不明） 
現状値の５０％減少を目標とする。 

カラスによ 

る人身被害 

被害件数 ０件 

※威嚇行為件数 ８件 

被害件数 ０件 

※威嚇行為件数 ０件 

 

（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 

【ヒグマ・エゾシカ・キツネ・カ

ラス】 

・平成２７年度まで地元猟友会と

の委託契約により、銃器による捕

獲や「はこわな」等のわなによる

捕獲を実施している。 

 

【ヒグマ】 

・老朽化している「はこわな」の

補修・改良。 

 

【エゾシカ】 

・平成２５年度から鳥獣被害防止

特措法に基づく、鳥獣被害防止総

合対策事業補助金を活用し、効率

的なエゾシカの捕獲を実施して

いる。 

【ヒグマ・エゾシカ・キツネ・カ

ラス】 

・現地での有害鳥獣の視認が難し

く、時間や場所により銃器等の使

用規制がある。 

 

【ヒグマ】 

・主に「はこわな」で捕獲を行っ

ているが、捕獲効率が悪く、捕獲

頭数が減少しているため、人身被

害の発生や農業被害の増加が懸念

される。 

・「はこわな」を設置する箇所が

多い場合、保有数が不足する。ま

た、「はこわな」を運搬するため

のユニックやその操縦員も不足す

る。 

 防護柵の 

 設置等に 

 関する取 

 組 

【ヒグマ・エゾシカ・キツネ】 

・被害及び通報箇所において、電

気柵を設置している。町所有の電

気柵を農家への貸出しをし、設置

してもらうことで、電気柵の効果

を実感させ、購入を勧めている。 

 

【キツネ・カラス】 

・防護ネット及びテグスなどの 

設置指導を行っている。 

 

【ヒグマ・エゾシカ・キツネ】 

・財政上の理由等により、電気柵

を所有していない農家が多い。 

・誘因物（生ゴミや農作物の収穫

残渣など）の徹底管理、畑のきわ

の草刈及び緩衝帯の設置が実施で

きていない。 

 

【ヒグマ・エゾシカ】 

・広範囲に設置できるだけの電気

柵を確保できていない。 

 

【キツネ】 

・キツネに対する電気柵設置対策

が普及していない。 
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（５）今後の取組方針 

①人身被害防止 

ア ヒグマ 

   行政、鳥獣被害対策実施隊、警察及び町内会等との連携により、出没 

情報等を共有し、一般住民への周知として町内会への回覧板や熊出没注 

意看板の設置、町ホームページ等による周知を行い、被害防止に取り組 

む。 

問題を及ぼす恐れのある個体は、鳥獣被害対策実施隊が駆除する。 

 

  イ カラス 

    一般住民へ町広報及び町ホームページ等でカラス対策を周知する。 

    人身被害など問題を及ぼす恐れのある個体や巣は、鳥獣被害対策実施 

隊が駆除する。 

 

 ②農業被害防止 

  行政、鳥獣被害対策実施隊、農業関係者等との連携により、電気柵及びは

こわな等を活用し、被害防止に取り組む。また農業関係者に対し、畑きわの

草刈りや緩衝帯の設置を依頼する。 

 また、将来的に財政上電気柵を購入できない農家のため、電気柵購入費用

の一部を補助する補助金を活用することや、農家自らがわな猟免許を取得

し、わなによる捕獲駆除を行える体制を整える。 
 

 

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 

平成２８年度から鳥獣被害対策実施隊を設置し、銃器による捕獲を継続的に

実施するとともに、はこわな等による捕獲も行う。 

また、将来的に次世代を担う隊員が積極的に加入する体制を整え、加入した

新規の実施隊員へは経験豊富な鳥獣被害対策実施隊員による技術の継承を行

う。併せて、農業被害がある農家を実施隊の一員として加入させ、わな猟免許

取得や保険等の補助を行うことで、自らの農作物を防御できるような体制を整

える。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

Ｈ２８ 

ヒグマ 

エゾシカ 

キツネ 

カラス 

銃器及びはこわな等により、効果的な捕獲を図る。 

Ｈ２９ 同 上 同 上 
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Ｈ３０ 同 上 同 上 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

  捕獲計画数等の設定の考え方 

【ヒグマ】 

・捕獲目標数は特に定めず、繰り返しの出没や人身被害の恐れの高い個体は的

確迅速に捕獲する。 

【エゾシカ】 

・各個体数が増加しているため、積極的に捕獲を行う。 

【キツネ・カラス】 

・近年の捕獲実績に基づき、設定する。 

 

対象鳥獣 
      捕獲計画数等 

Ｈ２６実績 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

ヒグマ ０  ※捕獲計画数等の設定の考え方に基づく。 

エゾシカ ２３  ３５  ３５  ３５  

キツネ １５  ２５  ２５  ２５  

カラス ３９６ ４００ ４００  ４００  

 

  捕獲等の取組内容 

・捕獲場所は町内一円とし、捕獲予定時期については春期から秋期にかけて行

う。（ただし、必要に応じて、通年捕獲も行う。） 

・捕獲手段については、銃器及びはこわな等を使用する。 

 

 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 

特になし 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

特になし 特になし 

 

 

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 

ヒグマ 

エゾシカ 

キツネ 

※電気柵に不足が生じた場合、必要数を導入 
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（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

Ｈ２８ 

 

～ 

 

Ｈ３０ 

ヒグマ 

エゾシカ 

キツネ 

カラス 

・電気柵の効果的な設置管理。 

・出没多発場所においては、出没注意看板の設置

及び住民への周知を行い、人身被害を未然に防止

する。 

・生ゴミや農作物の収穫残渣等の管理、畑きわの 

草刈及び緩衝帯の設置について、農業関係者を中 

心に依頼する。 

 

 

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 

七飯町鳥獣被害対策実施隊 ・有害鳥獣駆除 

・人里付近出没時の緊急パトロール 

・巡回パトロール 

北海道警察函館方面 

函館中央警察署 

（七飯交番及び各駐在所） 

・人里付近出没時の緊急パトロール 

・緊急時における住宅街での発砲命令 

北海道渡島総合振興局 

保健環境部環境生活課 

・実施に関する情報提供及び技術的助言援助 

・被害状況把握 

町内会 ・回覧板等による住民への注意喚起 

七飯町教育委員会 ・町内各学校及び幼稚園への注意喚起 

・学校等付近の巡視の手配 

七飯町 

 

・町内各保育園（所）、認定こども園及び 

学童保育クラブへの注意喚起 

・各関係機関との連絡調整 

・現地確認 

・住民への注意喚起 

・報道関係者へ情報提供及び対応 
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（２）緊急時の連絡体制 

【ヒグマ出没時】 

 

 

 

６．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 
七飯町地域担い手育成総合支援協議会 

（鳥獣被害防止対策部会） 

構成機関の名称  役割 

新函館農業協同組合 

七飯基幹支店 

・農業被害状況及び出没状況の把握 

・有害鳥獣による営農被害の未然防止に向け 

た営農及び生活指導等（被害防止の周知） 

七飯町森林組合 ・林業被害状況及び出没状況の把握･情報提供等 

七飯町農業委員会 ・農業被害状況及び出没状況の把握･情報提供等 

七飯町鳥獣被害対策実施隊 

・有害鳥獣駆除 

・人里付近出没時の緊急パトロール 

・巡回パトロール 

七飯町 
・被害状況､出没状況の把握 

・各関係機関との連絡調整等 
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（２）関係機関に関する事項 

 関係機関の名称  役割 

北海道渡島総合振興局 
・実施に関する情報提供及び技術的助言援助 

・被害状況把握 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

・平成２８年４月１日設置。 

・七飯町有害鳥獣駆除会及び(一社)ノースランドレンジャーの会員により編成

予定。七飯町職員以外を非常勤特別職とする。 

・七飯町長の指示により、有害鳥獣捕獲等を行う。 

 

（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 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・一般廃棄物として焼却又は自家消費。 

（ヒグマについては試料採取を行った後、上記のとおり処理。） 

・キツネについては、例年７月から翌年１月まで北海道渡島保健所によるエ

キノコックス症媒介動物疫学調査のため、検体として提供する。 

 

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

特になし 

 


