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ニホンジカシリーズ

北海道のエゾシカ対策

阿部宣人
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V. おわりに

I はじめに

近年，北海道内では，エゾシカが急激に増加するとともに，生息域を拡大し

ている。

その増加の原因のーっとして人間活動の変化が指摘されている。

エゾシカは明治時代の乱獲や豪雪によって 一時は絶滅寸前にまで激減した

が，その後の保護政策とエゾオオカミの絶滅等により徐々に生息数を回復し，

昭和50年頃（1975年頃）から急激に増加した。その理由のーっとしては，大規

模な森林伐採によってエゾシカが住みやすい環境を作りだしたためと考えられ

ている。

増え過ぎたエゾシカは大きな農林業被害をもたらすだけでなく，森林，湿

原，高山などの自然生態系にも大きな影響を及ぼLている。

そのため，北海道では，平成22年度から平成26年度の 5年聞を「エゾシカ緊

急対策期間」として，狩猟や駆除の規制緩和や市町村が行う駆除への支援など

を行い，エゾシカの増加を抑える取組を進めている。

（北海道環境生活部環境局エゾシカ対策課捕獲対策グループ主幹）
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その結果，平成25年度のエゾシカ捕獲数は 過去最高の約14万4千頭を捕獲

した平成24年度には届かないものの約13万頭を捕獲し 緊急対策期間を設定し

た平成22年度から毎年10万頭以上の捕獲を継続できたことから，生息数は少し

ずつではあるが減少傾向にあると推測している。しかしエゾシカの生息数を

適正なラインまで抑えるには，なお一層の捕獲が必要で、あり，特にメスジカを

積極的に捕獲することが求められている。

II. エゾシカによる農林業などへの被害

エゾシカによる北海道内の農林業被害は，平成16年度に28億円まで減少し

その後は増加の一途をたどり，平成23年度には64億円にまで達した（図 l

「エゾシカによる農林業被害額の推移」参照）が，平成24年度には 1億円減少

した。

東部地域（オホーツク ・十勝・釧路 ・根室）では，近年一貫して増加してお

り，西部地域（石狩・空知 ・上川 ・留萌 －宗谷 ・胆振 ・日高）では，平成24年

度に 2億円減少したが，上川，日高の被害が深刻な状況となっている。南部地

域（渡島 ・槍山・後志）は，全体から見た割合は 1%に満たない額だが，平成

19年度から急増しつつある。

作物別の被害状況は，牧草が半数近くを占めており，次にビート，水稲，ば

れいしょ，小麦，デン トコーン，根菜類が多く被害を受けている。（図2 「平

成24年度エゾシカによる農林業被害の内訳」参照）。

なお，林業の被害額は全体の約 4%となっているが，金額に表すことができ

ない被害も少なくないと考えられており，森林の有する保水機能の消失や自然
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図1 エゾシカによる農林業被害額の推移
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図2 平成24年度エゾシカによる農林業被害の内訳

生態系への影響は計り知ることができない。

ill. エゾシカの生息状況など

北海道では，エゾシカを適切に管理するために 「エゾシカ保護管理計画Jを

定め，毎年，エゾシカの捕獲状況や生息動向などを調べ，その結果を踏まえて

狩猟の期間や区域を検討している。

狩猟による捕獲数の上積みを図るため 可猟期間を10月から 3月まで延長し

たほか，個体数調整に重要なメスの捕獲数を減らすことなくオスの捕獲数を増

やす試みとして， 10～ 11月に限りオスの捕獲数も無制限とした。

「狩猟報告」によると，これらの規制緩和によってメスジカの捕獲数を確保

しつつ，全体の捕獲数も増えていることがわかか平成25年度は，狩猟で約 4

万5千頭，許可捕獲で約 8万5千頭の合計約13万頭が捕獲された （図3 「全

道におけるエゾシカ捕獲数の推移」参照）。

その結果，平成25年度の全道の生息数は，前年度よりも約 3万頭少ない約56

万頭と推測している（図4 「エゾシカの推定生息数及び捕獲数の推移」参

地域別には，東部地域では，平成 5年度の生息数を基準として，平成28年度

末にはその半数にまで減らすことを目標としてきたが，平成23年度には増加を
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図3 全道におけるエゾシカ捕獲数の推移

図4 エゾシカの推定生息数及び捕獲数の推移

食い止めたか，あるいは減少に転じた可能性が高く，平成24年度以降は減少し

たと推定している。

西部地域の生息状況は，近年は東部地域よりも多いと推測しているが，メス

ジカの捕獲が増えてきたこともあり，平成24年度には増加を食い止めたか，減

少に転じた可能性があると推測している。

なお，南部地域では，データ不足のため，現時点では，生息数の推定はでき

ないが，農林業被害が急増し，また，局地的に高密度の生息地が見られるよう

になるなど増加の兆候がうかがえる。
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以上のように，これまでの取組の効果が徐々に現れつつあると考えられる

が，依然として多くのエゾシカが生息しており，効率的に生息数を減らすため

には，先にも述べたとおり，今後もメスジカの捕獲を増やす取組が必要である。

N. 北海道エゾシカ対策推進条例の制定

このような状況の中，北海道では エゾシカ対策を総合的かっ計画的に進め

ることで，人とエゾシカとの適切な関係を築き，地域社会の健全な発展に寄与

することを目的として，平成26年 3月に「北海道エゾシカ対策推進条例」を制

定した。

これは，都道府県として特定の野生動物の総合的な対策を定めた全国初とな

る条例で，エゾシカ対策を進めていく上での基本理念や道の責務等を明らかに

するとともに，施策の基本となる必要事項を定めている。

北海道では，今後，この条例のもと，国，市町村や関係団体と連携しなが

ら，エゾシカの適切な個体数管理，担い手の確保，そして有効活用の推進のほ

か，希少な鳥類の生息に影響がある鉛弾の所持禁止にも取り組み，将来にわた

って道民とエゾシカが共存・共生できる社会の実現を目指していくこととして

いる。

北海道工ゾシカ対策推進条例の概要

I 総則。目的

エゾシカ対策に関し，基本理念を定め，道の責務及び道民等の役割を

明らかにするとともに，道の施策の基本となる事項を定めることによ

り，エゾシカ対策を総合的かつ計画的に推進し，人とエゾシカとの適切

な関係を築j 地域社会の健全な発展に寄与すること． 基本理念

(1）状況を適確に把握して，科学的知見に基づき，状況に応じた実効性の

ある対策を推進

(2）生物の多様性に及ぼす影響に配慮

(3）エゾシカは道民共有の財産であり その価値を最大限に活用

水利科学 No.340 2014 
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(4）道民の理解を促進するとともに道民意見を反映

(5）地域の特性を考慮し課題に応じた持続的な取組を推進． 道の責務

・エゾシカの対策の総合的かっ計画的な施策の策定・実施

・閏，市町村，道民，事業者及び民間の団体との連携

－市町村との緊密な連携を図り，情報提供や技術的な助言その他必要な

支援

. 道民等の役割

・道民，事業者等は道が実施する対策に協力

Il 基本計画

－対策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画の策定，見直

し公表

・基本計画に掲げる目標の達成に向けた地域毎・年度毎の捕獲目標の策

疋

m エゾシカ対策に関する基本的施策

・状況に応じた個体数の管理

・エゾシカの生息動向や被害の状況に応じた個体数管理を推進

－「狩猟J，「被害防止のための捕獲jの効果的な組み合わせと「計画的

な捕獲」の推進

－銃器やわな等による効率的かつ効果的な捕獲手法の活用推進，一斉捕

獲の推進。緊急対策期間及び特定重点対策地域

－生息数及び農林業被害の著しい増加時における捕獲等の重点的な推進

．捕獲等の担い手の確保

－捕獲者の確保，被害防止や計画的な捕獲等の従事者の育成確保，道外

狩猟者の活用措置

．有効活用の促進

－関係機関と連携協力して食，観光，その他の分野で有効活用するため

必要な措置

．被害防止対策の推進

－被害状況，交通事故等の実態把握，関係者との連携協力による効果的

な被害防止対策の実施

水利科学 No.340 2014 
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－生息状況等の把握，エゾシカの感染症に関する科学的な知見の集積。事故及び法令違反の防止

－関係機関と連携協力した事故や法令違反の防止措置． 捕獲等に係る個体の適正処理の促進

－適正な処理が促進されるよう 指導情報提供その他必要な措置。人材の育成及び活用

－地域で対策の企画立案や推進を行う人材の育成とその活用

。顕彰

・エゾシカの対策に関する顕著な功績者への顕彰

N 特定鉛弾の所持の禁止

・エゾシカを捕獲する目的で鉛弾の所持を規制

v エゾシカ対策協議会

－全道協議会・地域協議会の設置

'ill • w 雑則・罰則

－財政上の措置，必要な罰則などを規定

v.おわりに

捕獲されたエゾシカを地域の貴重な資源として，どのように活用していくか

も重要な課題であり，北海道では，特に食肉利用に重点をおいた取組を進めて

きており，安全・安心なエゾシカ肉の利用を促進するため，衛生的なエゾシカ

肉の確保やブランド化の推進を図るとともに 「シカの日（毎月第4火曜日）」

の設定や大手スーパーや関係団体との協働事業により，道内外での PR活動を

実施するなどして，一般家庭の消費拡大やエゾシカ肉料理を提供する飲食店の

拡大を図っている。

今後は食肉だけでなく，エゾシカの有する多面的な価値を活かして，観光や

教育分野などでの利用についても促進していくこととしている。

また，先程も触れたが，国の天然記念物であるオオワシやオジロワシが鉛中

毒で死亡する事案が発生し，北海道では，希少猛禽類の鉛中毒を防止する観点

から，鳥獣保護法に基づき，平成12年11月から北海道一円でのエゾシカ捕獲の

水利科学 No.340 2014 
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ための鉛ライフル弾の使用を，また 平成13年11月からは鉛散弾の使用を禁止

したほか，さらに，平成16年10月からは，ヒグマも含めた大型獣捕獲用の鉛弾

を使用する鳥獣の捕獲を禁止する措置をとってきたが，その後においても，希

少猛禽類の鉛中毒が報告されており，シカ猟等への鉛弾使用が継続されている

可能性が考えられたことから，この度制定した北海道エゾシカ対策推進条例に

おいて，平成16年に使用禁止にした鉛弾と同様の鉛弾を「特定鉛弾jとし，

「特定鉛弾の所持禁止」及びその違反者への「罰則」について規定し監視・

指導に努めることとした。

参考文献など

1) 北海道環境生活部環境局エゾシカ対策課ホームページ

http-/ I www. pref. hokkaido. lg. jp/ ks/ est 

2) 北海道庁から狩猟者の皆さんへのお願い

全猟2013一⑨ （一社）全日本狩猟倶楽部

北海道エゾシカ対策推進条例（平成26年北海道条例第7号）

目次

第 I章総則（第 l条一第5条）

第2章基本計画（第6条・第7条）

第3章エゾシカ対策に関する基本的施策（第 8条第17条）

第4章特定鉛弾の所持の禁止（第18条）

第5章エゾシカ対策協議会（第四条）

第6章雑則（第20条・第21条）

第7章罰則（第22条）

附則

第 I章総則

（目的）

第 1条 この条例は，道内におけるエゾシカの生息数の増加及び生息域の拡大

に伴い農林業及び生活環境に係る被害，生物の多様性に及ぼす影響等が深刻

化していること，その一方で、食関連分野での活用などエゾシカを地域資源と

水利科学 No.340 2014 
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捉えた地域産業化の動きが見られること等に鑑み，エゾシカ対策に関し，基

本理念を定め，並びに道の責務及び道民等の役割を明らかにするとともに，

道の施策の基本となる事項 生物の多様性に影響を与える鉛弾の所持に関す

る規制その他必要な事項を定めることにより エゾシカ対策を総合的かっ計

画的に推進し，もって人とエゾシカとの適切な関係を築き，地域社会の健全

な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第 2条 この条例において「エゾシカ対策」とは，エゾシカの個体数の管理に

係る施策，エゾシカを地域資源として有効活用するための施策，エゾシカに

よる農林業等に係る被害を防止するための施策，エゾシカに関する調査研究

に係る施策，エゾシカの捕獲等（捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。）に起因

する事故及び関係法令の違反を防止するための施策，捕獲等をされたエゾシ

カの個体の適切な処理に係る施策その他エゾシカの生息数及び生息域の変動

に伴い必要となる施策をいう。

2 この条例において「エゾシカの個体数の管理Jとは，エゾシカの適正な生

息水準を確保するため，人為的にエゾシカの生息数を調整することをいう。

（基本理念）

第3条エゾシカ対策は エゾシカの生息状況エゾシカによる被害の発生状

況その他のエゾシカに関する状況を適確に把握して，科学的知見に基づき，

それらの状況に応じた実効性のある方法により推進されなければならない。

2 エゾシカ対策は，生物の多様性に及ぼす影響に配慮することを旨として行

われなければならない。

3 エゾシカ対策は，エゾシカが道民共有の財産としての側面を有することに

鑑み，その価値を最大限に活用することを旨として行われなければならな

u、。
4 エゾシカ対策は，その企画立案及び実施に際して，道民の理解を促進する

とともに，道民の意見及び提案を反映させることを旨として行われなければ

ならない。

5 エゾシカ対策は，地域におけるエゾシカの生息状況，エゾシカによる被害

の発生状況その他のエゾシカに関する状況を考慮し，地域の特性及び課題に

応じた持続的な取組により推進されなければならない。

（道の責務）

水利科学 No.340 2014 



36 

第4条 道は，前条に定める基本理念にのっとり，エゾシカ対策を総合的かっ

計画的に策定し及び実施する責務を有する。

2 道は，エゾシカ対策を推進するに当たり，必要に応じて専門的知識を有す

る者から助言を得るとともに，国，市町村，道民，事業者及び民間の団体と

の連携を図らなければならない。

3 道は，エゾシカ対策を推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み，

市町村との緊密な連携を図るとともに，市町村に対し情報の提供，技術的な

助言その他の必要な支援を行うものとする。

（道民等の役割）

第5条 道民，事業者及び民間の団体は，エゾシカ対策に対する理解を深める

とともに，道が実施するエゾシカ対策に協力するよう努めるものとする。

第2章基本計画

（基本計画）

第6条 知事は，エゾシカ対策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的

な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。

2 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。

( 1）基本計画の計画期間

(2）エゾシカ対策に関する目標

(3）エゾシカ対策に関し，道が総合的かつ計画的に講ずべき施策

(4）前3号に掲げるもののほか，エゾシカ対策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項

3 基本計画は，鳥獣保護事業計画（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律（平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。）第4条第 I項に規

定する鳥獣保護事業計画をいう。）と整合性のとれたものでなければならな

しミ。

4 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，道民の意見を反映

することができるよう必要な措置を講じなければならない。

5 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，北海道環境審議会

の意見を聴かなければならない。

6 知事は，基本計画を定めたときは，遅滞なく，これを公表しなければなら

ない。

7 知事は，エゾシカに関する状況の変化を勘案し，及びエゾシカ対策の効果
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に関する評価を踏まえ，基本計画の見直しを行い，必要に応じてこれを変更

するものとする。

8 第4項から第6項までの規定は，基本計画の変更について準用する。

9 知事は，毎年，基本計画に基づく施策の実施状況について公表しなければ

ならない。

（捕獲等目標数の設定）

第7条知事は，前条第2項第2号に掲げる目標のうちエゾシカの個体数の管

理に係るものを達成するため，エゾシカの捕獲等の措置を講ずべき地域及び

その区分並びに当該地域の区分ごと及び年度ごとのエゾシカの捕獲等に係る

目標数（次条において「捕獲等目標数」という。）を定めるものとする。

第3章 エゾシカ対策に関する基本的施策

（状況に応じた個体数の管理）

第8条 道は，エゾシカの生息状況，エゾシカによる被害の発生状況その他の

エゾシカに関する状況について科学的な評価を加え その評価の結果を反映

させる方法を基本として，エゾシカの捕獲等の実施主体との連携協力の下，

エゾシカの個体数の管理を推進するものとする。

2 道は，エゾシカの個体数の管理に当たっては，狩猟（鳥獣保護法第11条第

l項の規定によりエゾシカの捕獲等をすることをいう。）と被害防止のため

の捕獲等（鳥獣保護法第9条第 I項の許可を受けてエゾシカの捕獲等をする

ことで，エゾシカによる被害の防止を主たる目的とするものをいう。第10条

第2項において同じ。）とを効果的に組み合わせるとともに，必要に応じて

計画的な捕獲等（鳥獣保護法第9条第 I項の許可を受けてエゾシカの捕獲等

をすることで，捕獲等目標数の達成を目的とするものをいう。第10条第 2項

において同じ。）を推進するものとする。

3 道は，エゾシカの個体数の管理に当たっては，これに係る区域の自然、的社

会的条件を考慮した銃器，わな等による効率的かつ効果的な捕獲等の手法の

活用を推進するものとする。

4 道は，エゾシカの個体数の管理に当たり 捕獲等目標数を達成するため特

に必要があると認めるときは，各年度の特定の期間を一斉捕獲推進期間とし

て設定し，エゾシカの捕獲等の実施主体と連携協力して，エゾシカの捕獲等

を推進するものとする。

（緊急対策期間及び特定重点対策地域）
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第 9条 道は，道内においてエゾシカの生息数及びエゾシカによる農林業に係

る被害が著しく増加し，緊急にエゾシカの捕獲等の措置を強化する必要があ

ると認めるときは，当該措置を強化する期間を緊急対策期間として設定し，

エゾシカの捕獲等の実施主体その他関係する機関及び団体と連携協力して，

エゾシカの捕獲等を重点的に推進するものとする。

2 道は，前項の規定により緊急対策期間を設定した場合であって，特定の地

域においてエゾシカの生息数及びエゾシカによる農林業に係る被害が著しく

増加し，緊急にエゾシカの捕獲等の措置を強化する必要があると認めるとき

は，当該特定の地域を特定重点対策地域に指定し，エゾシカの捕獲等の実施

主体その他関係する機関及び団体と連携協力して，エゾシカの捕獲等を特に

重点的に推進するとともに，特定重点対策地域におけるエゾシカの捕獲等の

実施主体に対して必要な支援を行うものとする。

（捕獲等の担い手の確保）

第10条 道は，エゾシカの捕獲等をすることの意義についての道民の理解を促

進し，エゾシカの捕獲等をする者の確保に努めるとともに，エゾシカの捕獲

等をする者に対する専門的な知識及び技術の向上のための研修の充実を図る

ものとする。

2 道は，被害防止のための捕獲等及び計画的な捕獲等の推進に資するよう，

これらに従事する者の育成及び広域的な活用のために必要な措置を講ずるも

のとする。

3 道は，エゾシカの個体数の管理に資するよう，エゾシカの捕獲等の目的で

一時的に道内に滞在する者の活用のために必要な措置を講ずるものとする。

（有効活用の促進）

第11条 道は，国，市町村，事業者及び民間の団体と連携協力して，食関連分

野，観光分野その他の分野においてエゾシカが有する多面的な価値を有効活

用するために必要な措置を講ずるものとする。

（被害防止対策の推進）

第12条道は，エゾシカの生息状況エゾシカによる農林業に係る被害の状

況，エゾシカに起因する自動車事故及び鉄道事故の状況，市街地におけるエ

ゾシカの出没状況，エゾシカの生息数の増加が生物の多様性に及ぼす影響そ

の他エゾシカによる被害の防止に関し必要な事項の把握に努めるとともに，

国，市町村，事業者及び民間の団体と連携協力して，それらの状況等に応じ
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た効果的な被害の防止対策を推進するものとする。

2 道は，他の道路管理者及び鉄道事業者に対し，エゾシカに起因する自動車

事故及び鉄道事故を防止するための効果的な対策の推進について協力を求め

るとともに，道民及び事業者に対し，エゾシカに起因する自動車事故に係る

注意を喚起するために必要な措置を講ずるものとする。

（調査研究の推進）

第13条 道は，エゾシカ対策を適切に推進するため，大学及び研究機関と連携

協力して，エゾシカの生息状況及び生息環境並びにエゾシカの生息数の増加

が生物の多様性に及ぼす影響の把握，エゾシカの生態及ぴ感染症に関する科

学的知見の集積その他必要な調査研究の推進に努めるものとする。

2 道は，エゾシカ対策を効率的かっ効果的に推進するため，民間の団体，大

学及び研究機関と連携協力して，エゾシカの捕獲等の手法及びエゾシカによ

る被害の防止対策に関する調査研究を推進し，その成果の普及に努めるもの

とする。

（事故及び法令違反の防止）

第14条 道は，国，市町村，事業者及び民間の団体と連携協力して，エゾシカ

の捕獲等に起因する事故及び鳥獣保護法その他の関係法令の違反を防止する

ために必要な措置を講ずるものとする。

（捕獲等に係る個体の適切な処理の促進）

第15条 道は，捕獲等をされたエゾシカの個体及びその不要となった部位につ

いて適切な処理が促進されるよう エゾシカの捕獲等をする者その他関係者

に対する指導，情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

（人材の育成及び活用）

第16条 道は，地域の特性及び課題に応じたエゾシカ対策を推進するため，エ

ゾシカ対策の企画立案及び推進を行う人材の育成及び活用のために必要な措

置を講ずるものとする。

（顕彰）

第17条 道は，エゾシカ対策に関しで顕著な功績があったものに対し顕彰を行

うものとする。

第4章特定鉛弾の所持の禁止

第18条何人も，エゾシカの捕獲等をする目的で，特定鉛弾を所持してはなら

ない。ただし次に掲げる場合は，この限りでない。
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(I）鳥獣保護法第15条第4項ただし書の許可（特定鉛弾を使用する猟法に係

るものに限る。以下この号において同じ。）を受けた者又はその者の監督

の下に当該許可に係る捕獲等に従事する者が，当該許可に係る捕獲等をす

る目的で所持するとき。

(2）前号に掲げるもののほか，知事が特に必要があると認めて許可をしたと

き。

2 前項の特定鉛弾とは，エゾシカの捕獲等に使用し得る猟銃用の実包のう

ち，その弾丸部分が鉛成分を含む物質で組成されているものであって規則で

定めるものをいう。

第5章エゾシカ対策協議会

第四条 道は，エゾシカ対策に関する情報の共有及び連携の強化を図るため，

固の機関，道，市町村，事業者，民間の団体その他の関係者により構成され

る北海道エゾシカ対策協議会を置くものとする。

2 道は，特定の地域におけるエゾシカ対策に関する情報の共有及び連携の強

化を図るため，国の機関，道，市町村，事業者，民間の団体その他の関係者

により構成される地域協議会を置くことができる。

第6章雑則

（財政上の措置）

第20条 道は，エゾシカ対策を推進するため，必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。

（規則への委任）

第21条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，

規則で定める。

第7章罰則

第22条第18条第 1項の規定に違反した者は， 3月以下の懲役又は30万円以下

の罰金に処する。

附則

（施行期日）

I この条例は，平成26年4月 I白から施行する。ただし第4章及び第7章

の規定は，同年10月 1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の際現に鳥獣保護法第7条第 l項の規定により定められて
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いるエゾシカに係る特定鳥獣保護管理計画は 第6条第 1項の規定により定

められた基本計画とみなす。

（検討）

3 知事は，この条例の施行の日から起算して 5年を経過するごとに，社会経

済情勢の変化等を勘案しこの条例の施行の状況等について検討を加え，そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

北海道エゾシカ対策推進条例施行規則（平成26年北海道規則第31号）

（趣旨）

第 1条 この規則は，北海道エゾシカ対策推進条例（平成26年北海道条例第7

号。以下「条例」という。）の施行に関レ必要な事項を定めるものとする。

（基本計画及び施策の実施状況の公表）

第2条条例第6条第6項（同条第8項において準用する場合を含む。）及び

第9項の規定による公表は インターネットの利用その他適切な方法により

行うものとする。

（捕獲等目標数の設定）

第3条 条例第7条に規定する捕獲等目標数（以下この条において「捕獲等目

標数」という。）に係る地域の区分は，総合振興局又は振興局の所管区域

（市の区域を含む。第 5条第2項及び第9条において同じ。）の区分とし，捕

獲等目標数は，狩猟に係る目標数と許可捕獲（鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律（平成14年法律第88号）第9条第 l項の許可を受けてエゾシカ

の捕獲等（捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。）をすることをいう。）に係る目

標数とに区分して定めるものとする。

2 知事は，各地域の捕獲等目標数を定めたときは，当該捕獲等目標数及びそ

の基本的な考え方をエゾシカ捕獲推進プランとして公表するものとする。こ

の場合においては，前条の規定を準用する。

（一斉捕獲推進期間）

第4条条例第8条第4項の一斉捕獲推進期間は各年度の 2月1日から 3月

31日までの期間内で設定するものとする。

（緊急対策期間及び特定重点対策地域）

第5条 条例第9条第 l項の緊急対策期間は， 3年を超えない範囲内で設定す
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るものとする。

2 条例第9条第 2項の特定重点対策地域は I又は 2以上の総合振興局又は

振興局の所管区域を単位として指定するものとする。

（事故及び法令違反の防止に係る報告その他の協力）

第6条知事は，条例第14条に規定する措置を講ずるため必要があると認める

ときは，市町村又は関係団体等に対して，エゾシカの捕獲等に起因する事故

及ぴ法令違反の発生状況等についての報告その他の必要な協力を求めるもの

とする。

（特定鉛弾の所持の許可申請）

第7条 条例第18条第 l項第 2号の規定による許可を受けようとする者は，所

持する特定鉛弾の種類及び数量 特定鉛弾を所持する期間及び場所並びに所

持する理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

（特定鉛弾）

第8条条例第18条第2項の規則で定める実包は エゾシカの捕獲等に使用し

得る猟銃用の実包であって その弾丸部分が鉛成分を含む物質で組成されて

いるもののうち，次に掲げるもの以外のものをいう。

( 1）弾丸部分が鉛成分を含む物質（以下この号において「鉛物質」という。）

の部分とその他の部分に区分され，鉛物質の部分の重量の弾丸部分の重量

に対する割合が2分の l以下であり，かつ，着弾時に鉛物質が飛散しない

ように鉛物質の部分の表面積の 2分の l以上が鉛成分を含まない金属で覆

われている構造になっているライフル実包

(2）粒径が7ミリメートル未満の散弾の実包

（地域協議会）

第9条 条例第四条第2項の規定により地域協議会を置く場合においては， I

又は 2以上の総合振興局又は振興局の所管区域を単位とするものとする。

附 則

この規則は，平成26年4月 1日から施行する。ただし，第7条及び第 8条

の規定は，同年10月1日から施行する。

（原稿受付2014年 8月8日，原稿受理2014年 9月3日）
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