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エゾシカの狩猟及び有害駆除に関する狩猟者の意識と行動実態

車田利夫

要約

エゾシカの狩猟及び有害駆除における狩猟者の意識と行動実態に関するアンケート調査の結果を基に、捕

獲数を増やすための効果的な施策について検討した。1/3の狩猟者が捕獲数を増やしたいと考えており、施

策次第で捕獲数増加を図ることは可能であると考えられた。猟期の3月延長及び短期間のオス禁猟措置は、

それぞれ狩猟努力量の増加とメス捕獲数の増加に効果的と考えられた。狩猟者の多くは、入林規制の緩和や

林道の除雪、捕獲物の処分などといった狩猟活動に対する支援を望んでおり、それらに応えることによって

捕獲数が増加する可能性があると考えられる。有害駆除への従事率には大きな地域差があり、経験の有無に

かかわらず、狩猟者の多くが従事に意欲的であったことから、有害駆除には潜在的な努力量が多く残されて

いると考えられた。今後は、実現性の高い施策から実行に移していくとともに、狩猟者の意識と行動を常に

モニタリングし、施策にフィードパックする体制の構築が求められる。

Key words:エゾシカ狩猟者アンケート個体数管理狩猟有害駆除 C'ervusnippon 

1 .はじめに

エゾシカ保護管理計画(第 3期)11では、目標達成のた

めの第一の方策として個体数管理を掲げ、狩猟と個体数調

整のための捕獲(以下、有害駆除)の組合せによりその実

効を図ることとしている。狩猟行為は狩猟免許所持者に限

定されることに加え、原則的に有害駆除には狩猟免許所持

者が従事することになっている。このことから、エゾシカ

(C，'ervus nippOl1) の捕獲のほぼ全てを狩猟者が担ってL、

ることになり、エゾシカ個体数管理は狩猟者に大きく依存

している現状にある。

近年、北海道の西部地域のエゾシカ個体数は急激に増加

していること、また、一時期個体数を減らすことに成功し

た東部地域でも、再び増加に転じたことが確認されている

がヘこれはシカの捕獲数が自然増加数を下回っているこ

とが主な原因である。一方で、捕獲の担L、手である狩猟者

の減少や高齢化が進んでおり 31、このままでは個体数の増

加を抑制できず、エゾシカの保護管理は危機的な状況に陥

るおそれがある。そのため、新規の狩猟者を増やしたり、

既存の狩猟者の捕獲努力を増やしたりする施策のほか、捕

獲効率の上昇などを促進する施策の推進が急務となってい

る。また、施策をより効果的に推進するためには、担い手

である狩猟者の意識や行動実態と施策とのミスマッチをな

くすことが重要である。

本研究では、エゾシカの狩猟及び有害駆除における狩猟者

の意識と行動実態に関するアンケート調査を実施し、捕獲数

の増加に効果的と考えられる施策についての検討を行った。

2.方法
2009年度に全14支庁で合計69回開催された狩猟免許更新

適性検査及び講習の会場において、受講者全員にアンケー

ト調査票を配布し、講習終了後に会場で回収した。総受講

者数は4.359名、調査票の回収率は95%であった(表 1)。

2009年度は3年間隔で訪れる狩猟免許更新者数の多い年に

当たり、更新対象者数は2008年度末時点での狩猟免許所持

者数の約6割を占める。

アンケートの質問項目は、狩猟者の属性に関する設問

(4問)、エゾシカ狩猟に関する設問 (8問)、エゾシカ有害

駆除に関する設問 (5問)及びエゾシカの生息数に関する

設問 (2問)とした。それぞれの設問には選択肢を用意し、

設問によって択一回答方式又は複数回答方式とした。年間

狩猟捕獲数については、自由回答方式とした。結果の集計

に当たっては無回答のものを除外した。また、自由意見記

入欄も設けた。

講習の会場は任意で選択できるため、講習の開催地と受

講者の住所は必ずしも一致しないが、狩猟者の多くが居住

地近辺の開催地で受講することから、各開催地における集

計結果は、その周辺に住む狩猟者の実態を概ね反映してい

るものとして扱った。集計に当たっては、エゾシカ保護管

理計画における地域区分に従い、東部(網走、十勝、銀iI路

及び根室支庁)、西部(石狩、空知、上川、留萌、宗谷、

胆振及び日高支庁)及び南部(渡島、槍山及び後志支庁)

の3地域に区分した。さらに、一部設問については、市内
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会場受講者と町村内会場受講者に2区分して集計した。

解析に当たっては、主に狩猟と有害駆除に関するものを

中心に14の設聞を対象とするとともに、自由意見について

は解析結果の考察に当たって補足的に用いた。また、回答

者のほとんどが第1種銃猟免許所持者であり(表 2)、エゾ

シカの狩猟及び有害駆除のほとんどが装薬銃(ライフル銃

及び散弾銃)を用いて行われるため、ここでは第1種銃猟

免許所持者の回答のみを用いた。

表 1 アンケート調査の対象者及び回収率

区域 受講者数調査票回収数回収率

東部 1，630 1，516 93% 
西部 2， 234 2， 135 96% 
南部 '495 486 98% 
合計 4， 359 4， 137 95% 

表 2 所持免許種類(複数回答方式)

区域有効回答者 第1種銃猟第2種銃猟
実数 網 わな

東部
1， 475 1， 439 43 42 183 

(98先) (3%) (3%) (12%) 

西部 2， 081 2，008 34 81 302 
(96%) (2%) (4%) (15児)

南部 461 449 11 15 108 
(97先) (2%) (3%) (23児)

合計 4， 017 3， 896 88 138 593 
(97%) (2%) (3犯) (15%) 

3. 結 果

3-1.エゾシカ狩猟について

2006~2008年度までの3年間におけるエゾシカの狩猟捕獲

実績を有していた人の割合は東部(91%)と西部(86%)で高

かったが、南部(58%)では比較的低かった(図 1)。以下の

集計に当たっては、捕獲実績がある人の回答のみを用いた。

3年間におけるl人当たりの年間狩猟捕獲数(平均::1::SD)

は東部で15.1::1::20.3頭、西部で12.7::1::20.8頭、南部で5.9::1::6.

5頭であり、 東部では半数以上が年間10頭以上を捕獲 して

いたのに対し、南部では半数以上が5頭未満であった(図 2)。

東部 商部

100% 

80% 
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40% 

20% 
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東部

n=1. 670 n=243 

西部 南部
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図2 エゾシカ狩猟捕獲実績を有する人の

平均年間捕獲数. nは有効回答数.

自分の捕獲数に対する意識については、いずれの地域に

おいても「ちょうど良L、」と考えていた人が約6割と最も

多く、次いで捕獲数を「増や したし、」と考えていた人が約

3割で続き、「減らしたい」と考えていた人はわずかであっ

た。また、狩猟捕獲数が多いほど捕獲数を 「減ら したい」

と答えた人の割合が高くなる傾向が見られた以外に、捕獲

数の多寡によって捕獲数に対する意識が異なる傾向は見ら

れなかった(図 3)。
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自分の狩猟捕獲数に対する意識. nは有効回答数.
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全ての地域において、狩猟での捕獲に当たっては「オス

メスどちらでも良L、」と答えた、性別に無志向的な人が約

80%を占め、次に「オスしか獲りたくなL、」と答えたオス

志向の強い人が多く (11~20%)、「メスしか獲りたくな L 、」

と答えたメス志向の強L、人の割合は10%未満と最も少なかっ

た(図 4)。
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日γ引…
60% Bメスしか獲りた

くない

41且 川 でも良い

20% ロオスしか獲りた
くない

0% 

n=l， 272 n=1，6BB n=251 

東部 西部 南部

図4 狩猟での捕獲に当たっての雌雄選択に

関する意識.nは有効回答数.
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実際の狩猟での捕獲に当たっては、オス志向性の5郎、人

の30~40%が「オスしか捕らなかった」、 メス志向性の強

い人の20~35%が 「メス しか捕らなかった」と回答したも

のの、それら性別志向の強い人の過半数が「オスメス両方

を捕獲した」と回答しており、いずれの地域でも回答者全

体の85%以上が 「オスメス両方を捕獲 した」 と回答した

(図 5)。

狩猟期間中の1か月間、オスの禁猟措置を実施したと仮

定した場合の出猟意思については、オス志向の?郎、人の場

合、東部では 「出猟すると思うJ(44%)と 「出猟しない

と思うJ(46%)がほぼ同数、西部と南部では 「出猟する

と思う J(それぞれ53%、56%)が「出猟しないと思う」

(それぞれ41%、40%)を上回っていた。また、回答者全

体ではいずれの地域においても「出猟すると思う」と答え

た人の割合 (65~69%) が「出猟しないと思う」の割合

(l8~22%) を大きく上回った(図 6)。

同様に、仮に狩猟期聞を3月末まで延長した場合、 3月に

出猟するかどうかを聞いたとこ ろ、いずれの地域において
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図5 実際に狩猟で捕聾した性別. nは有効回答数.
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1か月閣のオス禁猟措置を実施 した場合の出猟意識.nは有効回答数.

-59-



北海道環境科学研究センタ一所報 第36号 2010 

も 「出猟すると思う」と答えた人の割合(東部60%、西部 70% 

76%及び南部77%)が、「出猟しないと思う」の割合(東部28

%、西部15%及び南部16%)を大きく上回っていた(図 7)。

100% 

60% 

且 n u--u・わからない

口出猟しない

20% 
口出猟すると

思う

0% 

東部 西部 南部

図7 3月末まで狩猟期間を延長した場合の

出猟意思.nは有効回答数.

エゾシカ狩猟のスタイルについては、東部では 「流し猟」

(69%) が他のスタイルを大きく上回っていた一方で、西

部と南部では「流し猟J(それぞれ59%、52%) と「忍び猟」

(それぞれ57%、59%)がほぼ同割合であった。「巻狩 り」

は、いずれの地域においても3番目であり(東部30%、西

部36%及び南部37%)、これら3つ以外の回答(記述式)は

わずかであった(図 8)。

エゾシカの狩猟について改善すべきこと(複数回答方式)

の回答結果を図9に示す。3地域とも「入林規制の緩和」を

挙げた人が最も多く、東部では42%が、西部と南部では過

入林規制の緩和

林道の除雪

残i宰処理の負担軽減

猟銃所得の規制緩和

狩猟期間の延長

繍獲個体の買取り

オス捕獲数制限の緩和

弾代等経費の負担軽減

スノ ーモービル使用禁止の解除

夜間発砲の許可

ー亘
指導者 ・狩猟ガイ ドの存在

その他

1寺lこなし

0% 10児 20% 

60% 

50児

40% 

30先

20先

10% 

0% 

東部
n=1， 198 

西部

n=1，594 
南部
n=232 

口流し猟

口忍び猟

・巻狩り

ロその他

図8 シカ猟のスタイル(複数回答方式).

nは有効回答数.

半数(それぞれ58%、54%)が選択した。また、いずれの

地域においても 「林道の除雪」、「猟銃所持の規制緩和」及

び「狩猟期間の延長Jを挙げた人が30%を超えていたが、

「狩猟期間の延長」は特に南部で高い回答率 (53%) となっ

ていた。「残浮処理の負担軽減」 は東部 (40%)、西部

(35%)及び南部 (28%) の順で回答率が高かった。「オス

捕盤数制限の緩和」は3地域ともほぼ同じ回答率(約25%)

となっ ていた。東部では32%の人が捕獲個体の買取を挙げ

たが、南部では13%と多くはなかった。

3-2.エゾシカ有害駆除について

東部と西部では、市内の会場で受講した人の場合、過去

3年間におけるエゾシカの有害駆除従事実績がある人とな

L、人がほぼ半数ずつであった一方で、町村内の会場で受講

ロ東部
n=1，276 

口西部
n=1， 683 

-南部
n=251 

30% 40% 50% 60% 

図9 エゾシカ狩猟における改善点(複数回答方式). nは有効回答数.
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ロ東部
n=918 

ロ西部
n=1.018 

-n南=1部98 

ー

した人では、従事実績のある人が85%以上を占めた。南部

では市内会場受講者の場合は他の地域同様両者の割合がほ

ぼ等しく、町村内会場受講者では従事実績のある人が約60

%となっていた(図10)。

n=597n=728 n=1.502n=331 n=159n=219 
100% 

口従事実績
無し
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有り
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市

東

市町
村
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市町
村
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図10 過去 3年間におけるエゾシカ有害駆除

従事実績の有無.nは有効回答数.

駆除従事実績のある人については、自分が居住する市町

村からの駆除への協力依頼に対して「ぜひ協力したい」と

回答した人が約60~70% と最も多く、「条件によっては協

力したL、」を合わせると、いずれの地域においてもほとん

どの人が前向きな意向を示した。一方、駆除従事実績のな

い人については、「ぜひ協力したし、」と回答した人の割合

は従事実績のある人における割合の半分程度であったもの

の、 「条件によっては協力したL、」を加えると、いずれの

地域においても85%以上を占めた (図11)。

同様に、自分が居住する市町村以外からの駆除への協力

依頼に対する意向については、地域及び駆除従事実績の有

無で大きな差はなく、 30%前後の人が 「ぜひ協力したし、」、

約50~60%の人が 「条件によっては協力 した Lリと答え、

「協力したくなしリ と答えた人は少なく、 4~ 8 %であった

(図12)。

有害駆除従事実績のある人による、 エゾシカ駆除に従事

するに当たり支障となっていると思うこと(複数回答方式)

残j宰処理が負担

発砲できない夜間の出没が多い

経費負担が大きい

時間的余裕がない

農家の協力が得られない

許可期間が短い

その他

0% 10% 

図13 有害駆除従事に当たって支障になっている こと (複数回答).nは有効回答数.

30% 

エゾシカの狩猟及び有害駆除に関する狩猟者の意識と行動実態
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図11 駆除実績有無別の居住市町村からの駆除

要請協力に対する意向. nは有効回答数.

100% 
ロわからない
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図12 駆除実績有無別の居住市町村以外からの駆除

要請協力に対する意向. nは有効回答数.

の回答結果を図13に示す。東部と西部では「残浮処理が負

担J(それぞれ56%、54%)、「発砲できない夜間の出没が

多いJ(同52%、55%)及び 「経費負担が大き L、J(同48%、

42%)が回答率の高い上位3つであったが、南部では最も

回答の多かった「発砲できない夜間の出没が多し、J(42%) 

に次いで、「時間的余裕がなし、J(35%)及び「許可期間が

短いJ(32%)の順となっていた。

20% 40% 60% 50% 
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妥当だと思うシカ1頭当たりの捕獲報奨金額については、

全ての地域で駆除従事実績の有無にかかわらず 11万円」

という回答が最も多く、次いで 15千円」であったが、駆

除従事実績のない人の方がより低い金額を選択する傾向が

見られた。(図14)。

n=905 n=976 n=186 
n=312 n=639 n=137 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

図1万円〈

・1万円

口5千円

口3千円

図 O円

従非
従

事事

東部

非

従

事

部

従

事

西

非

従

事

部

従

事

商

図14 妥当だと思うシカ l頭当たりの

捕獲報奨金額. nは有効回答数.

4. 考 察

東部と西部の狩猟者のほとんど及び南部の狩猟者の過半

数が過去3年間に狩猟でエゾシカを捕獲していたことは、

現在、エゾシカが主要な狩猟対象のーっとなっていること

を示す。また、狩猟捕獲実績を持つ人の割合が南部で比較

的低かったことや年間狩猟捕獲数に地域差があったことは、

現在のエゾシカの密度分布を反映した結果だと考えられる。

北海道の狩猟者の約6割が、現在の自分のエゾシカ捕獲

数に満足していることが伺われたことから、今後、エゾシ

カの狩猟捕獲数を劇的に増加させることは困難と考えられ

る。 しかし、捕獲数を減らしたいと考えている狩猟者はわ

ずかである一方、約3割の狩猟者がもっと増やしたいと考

えていることから、エゾシカの狩猟捕獲数にはまだ伸びる

余地があり、施策次第で捕獲数増加を図ることは充分可能

だと考えられる。

北海道では2009年度に一部地域で狩猟期聞を3月末まで

延長したが、調査を実施した時期は、まだ検討段階で、

2008年度までの狩猟期聞は最長でも2月末までであった。

仮に3月末まで延長した場合、西部及び南部では8割近く、

東部でも6割の狩猟者が出猟する意向を示した。晩冬のエ

ゾシカは栄養状態、が悪く 、狩猟対象や食料資源としての魅

力が小さいため、出猟する狩猟者は少ないのではという懸

念もあったが、 3月延長は捕獲努力量の増加に一定の効果

があると考えられる。

本研究から、狩猟者の1~2i!flJはオス志向が強いことが明

らかとなったが、オス禁猟が実施された場合、彼らが出猟

しなくなることによって、狩猟努力量が減少することも予

測される 。 しかし、それらオス志向の強い狩猟者の5~7割

が実際には狩猟においてメスも捕獲しており、捕獲に当たっ

ての性別へのこだわりはさほど強くないことも伺われた。

また、狩猟者のほとんどが捕獲対象として雌雄どちらでも

良いと考えており、実際に雌雄両方を捕獲していた。さら

に、仮に狩猟期間中に1か月間だけオスを禁猟した場合、

オス志向の強い狩猟者の約5割、狩猟者全体では7割近くが

出猟する意向を示した。エゾシカの個体数が大発生水準を

超えている現在、個体数を緊急的に減少させるためには、

メスジカの捕獲を積極的に行う必要がある針。道は、オス

に向けられている狩猟者の捕獲努力量をメスにシフトさせ

るための施策として、オス禁猟措置の実施を検討してきた

が、それに対する狩猟者の反応が予測できなかったことか

ら実施には至っていなし、。本研究の結果は、少なくとも 1

か月程度の短期間という条件付きであれば、オス禁猟に対

する狩猟者の忌避感は強いものではないことを表しており、

オス禁猟も現実的な施策の一つであると考えられる。

これまでの調査から、エゾシカ狩猟における捕獲数の雌

雄別割合は時期によって異なり、猟期前半はほぼ同じかオ

スの捕獲数の方がやや多いが、猟期が進むにつれてメスの

割合が高くなっていき、猟期後半には逆転することが確認

されている(車回 未発表)。この原因は明らかではない

が、おそらく猟期中の行動が雌雄で異なるために、時期に

よって捕獲されやすさに性差が生じるためと考えられてい

る。このことから、メスを捕獲しやすい猟期後半に、捕獲

努力量をメスに集中させる ためのオス禁猟期聞を設定する

ことで、より効果的にメス捕獲数の増加を図ることができ

ると考えられる。

一方で、現在l人1日当たり l頭までとされているオスの

捕獲数制限の改善を望む狩猟者も少なくなかった。オス捕

獲数制限の緩和は、メスに向ける捕獲努力量の減少につな

がる可能性が高いことから、個体数の緊急的な減少が必要

な現在においては負の影響が大きいと考えられる。しかし、

オスが捕獲しやすいと考えられる猟期前半に限れば、オス

の捕獲頭数制限を緩和しでもメス捕獲数を減らさずに捕獲

数全体を増加させることができる可能性もあり、猟期前半

における一時的な制限緩和であれば検討の余地があると考

えられる。

狩猟者の望む狩猟の改善点として最も多かったものは、

いずれの地域でも「入林規制の緩和Jであった。狩猟は主

に森林やその周辺で行われるが、森林施業等が実施文は予

定されている区域では、危険防止を理由に狩猟者の入林が

禁止されるこ とがある。この措置に対する不満の背景には、

猟場が実質的に制限されること、入林禁止区域内にシカが

逃げ込み捕獲効率が低下すること、鳥獣保護及び狩猟の適

正化に関する法律(以下、鳥獣保護法)に基づく捕獲制限

区域との二重制限になることなどがあると考えられる。
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「林道の除雪」を改善点として挙げた狩猟者も多かった。

狩猟スタイルの主流の一つは車で走行しながらシカを探す

という流し猟であったが、狩猟期間の多くを占める積雪期

においては、主な猟場である森林地帯の林道を通行できる

かどうかは、積雪量や除雪の有無に大きな影響を受ける。

また、流し猟以外においても、林道の路面状況は猟場であ

る森林地帯へのアクセスにも影響を与える。しかし、林道

の除雪は森林施業に付随して実施されることが多いため、

施業に関係のない林道は除雪されないが、その一方で、林

道が除雪される森林施業区域では入林禁止措置が採られる

というように、狩猟に条件の良いところは入林が制限され、

制限されないところは入猟が困難というギャップが生じる

ことになる。もし森林施業と狩猟活動の聞で時間的な住み

分けができれば、そこは非常に条件の良い猟場となり、捕

獲数の増加にも繋がることが期待される。最近、国有林や

道有林では、施業が実施されない日曜日や年末年始に限り

入猟禁止区域を開放する事例が増えており、捕獲数の増加

に大きく寄与していると推測される。今後、エゾシカ保護

管理行政と林野行政との連携により、こうしたギャップを

なくす取組みをさらに進めるとともに、狩猟のための除雪

などの猟場の環境整備についても、積極的に行っていく必

要があると考えられる。

狩猟期間の延長も狩猟の改善点として高い割合で回答さ

れていたが、自由意見には解禁日を早めることを求めるも

のが多く含まれていた。猟期の前倒しについては、山菜採

りなどの狩猟以外の山林利用者への安全対策が大きな課題

ではあるものの、捕獲圧の増加を図るためには検討の余地

があるものと考えられる。また、南部では可猟区化された

2005年度以降、狩猟期間中に1-2回の禁猟期聞を設置して

いるが、このことが、他の2地域よりも回答率が高くなっ
/ 

た原因と考えられた。

残津処理の負担軽減を求める意見が多かったことの背景

には、鉛汚染のみならず、放置された残津が生態系に与え

る影響を防止するという趣旨で行われた2002年度の鳥獣保

護法改正による猟場での残津放置の規制強化があると考え

られる。エゾシカは大型であるため猟場からの残津の回収

は容易ではなく、狩猟者の高齢化とあいまって、大きな負

担になっていると考えられる。 1人当たりの年間狩猟捕獲

数が多い地域ほど、改善点として残津処理の負担軽減及び

捕獲個体の買い取りを挙げる狩猟者が多かったことから、

残浮処理が捕獲数を抑制する要因のーっとなっている可能

性がある。そのため、かつて実施されていた残津回収ステー

ション設置のような、捕獲後の個体の処理を支援する取り

組みも捕獲数の増加に効果的と考えられる。

多くの狩猟者が猟銃の所持に関する規制の緩和を狩猟に

おける改善点として挙げた。しかし、昨今の社会情勢から

は、これらの規制は緩和ではなくさらに強化の方向へ進む

エゾシカの狩猟及び有害駆除に関する狩猟者の意識と行動実態

ことが予測され、既に2009年12月には銃砲万剣類所持等取

締法の改正による規制強化が行われている。この影響によ

り、今後、銃猟を行う狩猟者数の減少がますます進むと考

えられることから、それを見越した対策の検討が急務であ

る。

東部と西部の町村部で狩猟者の多くが駆除に従事してい

た一方で、市部では狩猟者の約半数にしか従事実績がなr
など、駆除への従事状況には大きな地域差があった。また、

従事実績のある狩猟者のほとんどが居住市町村からの駆除

依頼に対し協力したいと考えていたほか、多くの人が居住

地外での駆除にも意欲を示していた。さらに、駆除従事実

績のない人に関しても、従事実績のある人よりは積極性が

弱まる傾向があるものの、多くが居住地内外での駆除活動

に意欲的であった。このように、有害駆除には広域的に利

用可能な潜在的努力量が多く残されている実態が明らかと

なったことから、今後、それらを有効に活用していくため

の施策を検討することが求められる。釧路支庁では、都市

部の狩猟者を農村部の駆除活動にボランティアとして派遣

する事業に2009年度から着手しており、人材派遣のモデル

事業として注目される。

東部と西部の駆除従事者の多くが、駆除で発生する残津

の処理を負担と感じていた。有害駆除のほとんどは市町村

の事業として実施されるが、残津の受け入れ態勢が充分で

ないために、その処理が従事者個人に委ねられるケースも

ある。今後、残津処理体制の整備や資源としての有効活用

事業を推進することで、従事者の負担を軽減し、駆除捕獲

数を増加させることもできると考えられる。

残浮処理と並ぶ駆除における大きな課題として、法令に

より銃器が使用できない夜間に多くのシカが農地に出没す

ることも挙げられた。夜間発砲については、現行法令では

例外なく認められていないため、早期の規制緩和は困難と

考えられるが、今後の実現に向けて、法改正等に係る関係

機関との調整を図ってし、く必要があると考えられる。

駆除事業のほとんどで、捕獲1頭当たりの報奨金などの

形で市町村等から従事者に対する費用補填がされているも

のの、駆除従事者の多くが経費負担が大きいことを問題と

感じていた。現在の捕獲報奨金額は3-5千円/頭程度と考

えられるが、駆除従事実積の有無にかかわらず狩猟者の多

くがl万円以上が妥当と考えており、支給額と要望額には

ギャップがあることが明らかとなった。 2008年2月に施行

された鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための

特別措置に関する法律では、有害駆除経費に係る園から市

町村への財政支援制度が設けられていることから、市町村

においてはこの制度を積極的に活用することにより、従事

者の経費負担を軽減することが求められる。

本研究によって、エゾシカの捕獲数増加に効果的と考え

られる施策に関する様々な知見を得ることができた。今後、
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これらの結果を基に具体的な施策を検討し、より実現性が

高いと考えられる施策から早急に実行に移していくととも

に、施策の実効性をより高めるために、狩猟者の意識と行

動を常にモニタリングし、施策にフィード、パックするため

の体制を整備していくことが必要と考えられる。
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Hunters' attitudes and activities analysis for 

deer management in Hokkaido 

Toshio KURUMADA 

Abstract 

Key words: sika deer， population control， question-

naire survey， Cervus nippon， hunting， nuisance con-

trol 

1 examined effective measures to increase number of 

deer harvest by the questionnaire survey on hunters. 

Because one third of total hunters wanted to increase 

their harvest， the total number of deer harvested will 

be able to increase by taking more effective meas-

ures. 1 considered that expanding the hunting sea-

son until the end of恥1archare effective to increase 

the amount of harvest effort and that the short term 

prohibition of male hunting are effective to increase 

the number of female harvest. The maior requests of 

hunters were to open the closed hunting areas， to 

clear snow on the forest roads and to assist them to 

dispose deer carcasses. The number of deer harvest 

may increase by satisfying their requests. Th巴 ratio

of the hunters engaged in nuisance control work was 

very different between regions and many of hunters 

wanted to ioin this work regardless of the presence 

of the experiences. These suggest that there are 

many potential amounts of the harvest effort that 

can be used for nuisance control work. This study 

shows the importance of monitoring hunters' atti-

tudes and activities and making the system which 

can feed back the result of monitoring to measures. 

-64-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

