
北海道告示第 10997 号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 29

条第 1項の規定により、次のとおり道指定鳥獣保護区等を指定する予定である。当該鳥獣

保護区特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区等の保護に関する指針の

案（以下「指針案」という｡）は、北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課及び関係総

合振興局保健環境部環境生活課に備え置いて、告示の日から２週間、公衆の縦覧に供する。 

 なお、区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、縦

覧した指針案について、知事に意見書を提出することができる。 

令和４年７月 13 日 

                         北海道知事  鈴木 直道  

１（１）名称 

清水の沢鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定清水の沢鳥獣保護区のうち、国有林空知森林管理署 2033 林班い１、い２、

ロの各小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

   当該地域は、ＪＲ北海道石勝線新夕張駅から北西約９km、清水の沢鳥獣保護区

の中心部に位置しており、シナ、ミズナラ、イタヤ等を主体とし、トドマツ、カ

ラマツ等を含む針広混交林からなり、標高は 300m から 400m程度の山林である。

林相の変化に富む優れた天然林であり、カラマツについては人工林である。 

      アカゲラ、フクロウ、シジュウカラ等の森林性の鳥獣の生息環境として特に好

適であることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を

特別保護区に指定する。 

ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状況を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

２（１）名称 

シューパロ鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定シューパロ鳥獣保護区のうち、国有林空知森林管理署 1002 林班の区域 



（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

   当該地域は、ＪＲ北海道石勝線新夕張駅から北東約 12km、シューパロ鳥獣保護

区の中央部に位置しており、シナノキ、ミズナラ、イタヤカエデ等の広葉樹を主

体とした多様かつ原始性の高い植生で構成される標高 600ｍ程度の山岳地であ

る。エゾライチョウやクマゲラをはじめ多様な鳥獣が生息しており、特に良好な

鳥獣の生息環境となっていることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全す

るため、当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

３（１）名称 

支笏紋別岳鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定支笏紋別岳鳥獣保護区のうち、千歳市に所在する国有林石狩森林管理署

5419 林班のうちろ、イからハまでの各小班、5453 林班のうちい１、ろ、イからハ

までの各小班、5454 林班のうちい４、ロ小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

   当該地域は、支笏湖小学校から北東約１km、支笏紋別岳鳥獣保護区の西部に位

置しており、紋別岳を中心とした山林であり、紋別岳を頂点として北から南東に

走る分水嶺から北東の斜面地である。トドマツ、ミズナラ等の針広混交林が生育

し、全域が国有林に含まれている。 

ユキウサギ、エゾリス等、多様な鳥獣が生息しているほか、国の天然記念物で

あるクマゲラが生息しており、森林性の鳥獣の生息環境として特に好適であるこ

とから、生息する鳥獣及びその生育環境を保全するため、当該地域を特別保護地

区に指定する。 



ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

・自然公園法により定められる公園計画との連携等を考慮し、自然とのふれあ

いの場、環境学習の場として活用を図る。 

・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

４（１）名称 

穂別鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定穂別鳥獣保護区のうち、国有林胆振東部森林管理署 2012 林班ろ、に、ほ

小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

   当該地域はＪＲ北海道日高本線むかわ駅から北東約 20km、穂別鳥獣保護区の中

央部に位置しており、イタヤカエデ、ミズナラ等の広葉樹の天然林が広がり特に

良好な林相を成しており、加えてイエナップ沢川とその支流である多くの小沢の

流域である。アカショウビン等のカワセミ科、カワガラス等の多様な鳥獣が生息

しており、森林性の鳥獣の生息環境として特に好適であることから、生息する鳥

獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

５（１）名称 

ホロカウシャップ鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定ホロカウシャップ鳥獣保護区のうち、沙流郡日高町に所在する国有林日高

北部森林管理署 15 林班の区域 



（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

   当該地域は、日高町西部の占冠村との境界に位置しており、ホロカウシャップ

鳥獣保護区のミズナラ、イタヤカエデ等を主体とした針広混交林からなる、標高

300ｍから 900ｍ程度の傾斜地である。林相の変化に富み、区域内にはホロカウシ

ャップ川を含む。エゾライチョウ、シジュウカラ等の森林性の鳥獣の生息環境と

して特に好適であることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、

当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

６（１）名称 

大沼鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定大沼鳥獣保護区のうち、亀田郡七飯町に所在する大沼・小沼・蓴菜沼の河

川敷地及び水面に囲まれた区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

   当該地域は、ラムサール条約登録湿地である大沼、小沼、蓴菜沼に位置してお

り、落葉樹の天然林を主体とした多様な植生で構成され、全域が大沼国定公園に

含まれる。アカゲラやフクロウをはじめ多様な鳥獣が生息しており、特に良好な

鳥獣の生息環境となっていることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全す

るため、当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 



    ・自然公園法により定められる公園計画との連携等を考慮し、自然とのふれあ

いの場、環境学習の場として活用を図る。 

    ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

７（１）名称 

函館山鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定函館山鳥獣保護区のうち、函館圏都市計画区域内の都市公園である函館山

緑地の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

当該地域は、旧要塞地域であった函館山緑地に位置しており、北海道南部から

東北地方にかけて分布する多様な植生で構成され、海岸に面した崖地を有する。

クマゲラやシジュウカラをはじめ多様な鳥獣が生息しており、特に良好な鳥獣の

生息環境となっていることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、

当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

  ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

    ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

８（１）名称 

勇駒別鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定勇駒別鳥獣保護区のうち、道有林上川南部管理区 127林班３小班から５小

班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 



イ 特別保護地区の指定目的 

  当該区域は、上川郡東川町に所在する旭岳の山麓部、道指定勇駒別鳥獣保護区

の南西部に位置しており、トドマツを主体とし、エゾマツ、ミズナラ、ダケカン

バ等の針広混交林からなる、標高約 850ｍから 1,150ｍの樹海である。林相の変

化に富む優れた天然林であり、大雪山国立公園に含まれている。エゾライチョウ、

フクロウ、ヤマゲラ等の森林性の鳥獣の生息環境として特に好適であることか

ら、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区に

指定する。 

ウ 管理方針 

・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

９（１）名称 

滝の湯鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定滝の湯鳥獣保護区のうち、国有林網走中部森林管理署 1028 林班ろ小班の

区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該地域は、ＪＲ北海道石北本線留辺蘂駅から西約 16 ㎞、滝の湯鳥獣保護区

の西部に位置しており、標高 480ｍ前後の山稜地である。林相は、北海道の黒松

内低地帯以北の低標高地に典型的なトドマツやミズナラからなる針広混交林と、

エゾイタヤやシナノキからなる落葉広葉樹林となっている。エゾライチョウ、ア

カゲラをはじめとした多様な鳥獣が生息しており、特に良好な鳥獣の生息環境と

なっていることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域

を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 



         ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

10（１）名称 

栄浦鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定栄浦鳥獣保護区の全域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該地域は、北見市常呂町中心部から北西約 12 ㎞に位置する栄浦鳥獣保護区

の全域であり、区域の北側はオホーツク海、南側はサロマ湖に挟まれた砂丘であ

る。植生は、砂丘上に成立した海岸植生が北海道有数の規模を持っており、自然

の姿を保っていること、砂丘の地形変化に応じて塩沼地植生、湿原植生、森林植

生が多様に成立することが注目される。ノゴマやホオアカ等の草原性の鳥類に加

え、サロマ湖に隣接していることから、オジロワシやオオワシ等、多様な鳥獣が

生息しており、特に良好な鳥獣の生息環境となっていることから、生息する鳥獣

及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

       ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

        ・自然公園法により定められる公園計画との連携等を考慮し、自然とのふれあ

いの場、環境学習の場として活用を図る。 

        ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

11（１）名称 

鹿の子沢鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定鹿の子沢鳥獣保護区のうち、国有林網走中部森林管理署 23 林班に、ぬ、

る、れ、ハ、ニ、ヘ、チの各小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 



ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該地域は、常呂郡置戸町中心部から南西約 8㎞、鹿の子沢鳥獣保護区の中央

部に位置しており、標高 500ｍ前後の山稜地である。植生は、下部針広混交林の

自然植生に被われ、一部シラカンバの二次林を含む。常呂川支流である鹿ノ子沢

の上流部にあたり、渓谷の急崖や滝が形成されており、アカゲラやエゾライチョ

ウ等の森林性の鳥獣のほか、渓流沿いに生息するキセキレイやオオルリをはじめ

多様な鳥獣が生息しており、特に良好な鳥獣の生息環境となっていることから、

生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区に指定

する。 

ウ 管理方針 

・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

        ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

12（１）名称 

糠平鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定糠平鳥獣保護区のうち、国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 47 林班い、

はの各小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該地域は、河東郡上士幌町に所在する糠平湖の南西、糠平鳥獣保護区の南東

部に位置しており、なだらかな起伏をなす山間地で、複数の沢地を含むトドマツ

を主とした林相が豊かな天然針葉樹林で構成されている。オオワシやシマフクロ

ウなどの希少鳥類のほか、ナキウサギやユキウサギなど多種多様な鳥獣の生息環

境として特に好適であることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するた

め、当該区域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

     ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状況を確認し、また、違法行



為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

         ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の実情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

13（１）名称 

トムラウシ鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定トムラウシ鳥獣保護区の内、上川郡新得町屈足トムラウシ 284番地及び同

町に所在する国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 1189 林班は小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  トムラウシ鳥獣保護区は上川郡新得町に所在しており、全域が大雪山国立公園

の特別地域に指定されている。 

    トドマツ・エゾマツを主とする針葉樹林地帯であり、地形変化に富み鳥獣の生

息地帯として良好であるため、当初林野庁により鳥獣保護区に指定されている

（昭和 58年に道指定鳥獣保護区に移管）。 

    特に当該区域は林相が豊かな天然林で構成されており、鳥獣の生息区域として

良好である。 

    このため、当該区域はトムラウシ鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要があ

る区域と認められることから、当該区域に生息する鳥獣及びその生息環境を保全

する。 

ウ 管理方針 

     ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状況を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

        ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の実情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

14（１）名称 

義経山鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定義経山鳥獣保護区のうち、国有林十勝東部森林管理署 205 林班いからい 02

の各小班の区域 



（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該区域は、丘陵地で、広葉樹を主とした天然林で構成されている。そのため、

森林性鳥獣の良好な生息地として当初林野庁により鳥獣保護区に指定されてい

る（昭和 58 年に道指定鳥獣保護区に移管）。 

    特に当該区域は林相が豊かな天然林で構成されており、鳥獣の生息区域として

良好である。 

    このため、当該区域は義経山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区

域と認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

第２９条第１項に規定する特別保護区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びそ

の生息環境を保全する。 

ウ 管理方針 

     ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状況を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

        ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の実情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

15（１）名称 

鹿山鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定鹿山鳥獣保護区のうち、国有林十勝東部森林管理署 1068 林班いからは、

イ、ハの各小班の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 24 年９月 30 日まで（20年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

森林鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該区域は、鹿山鳥獣保護区の西部に位置し、トドマツを主とした針広混交樹

林からなる、地形変化に富んだ傾斜地である。林相の変化に富む優れた天然林で

あり、ゴジュウカラ、エゾライチョウ、ヒグマ、エゾシカ等、森林性の鳥獣の生

息環境として特に良好であることから、生息する鳥獣及びその生息環境を保全す



るため、当該地域を特別保護地区に指定する。 

ウ 管理方針 

     ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状況を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

        ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の実情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

16（１）名称 

湧洞鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定湧洞鳥獣保護区のうち、湧洞沼及びキモントウ沼の水面の区域 

（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 14 年９月 30 日まで（10年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

集団渡来地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該区域は、広尾郡大樹町生花及び中川郡豊頃町湧洞に所在し、大樹町市街か

ら北東 18km に湧洞沼、北東 16km にキモントウ沼が位置しており、渡り鳥の一大

中継地として重要な湖沼である。春季及び秋季には多数のガンカモ類が渡来し、

ガンカモ類などの水鳥にとって重要な採餌場であり、かつ湖沼周辺部は渡来する

水鳥の貴重な休息地（ねぐら）になっており、オジロワシ、オオタカ等猛禽類も

見られ、湧洞沼及びキモントウ沼は特に良好な鳥獣の生息環境となっていること

から、生息する鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区

に指定する。 

ウ 管理方針 

     ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分に考慮し、適切に対応する。 

         ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

 

17（１）名称 

初田牛鳥獣保護区特別保護地区 

（２）区域 

   道指定初田牛鳥獣保護区のうち、根室森林計画区 40 林班３小班、20 小班、152

小班、75 林班 16 小班及び前記各小班に接する別当賀川（河川敷地を含む｡）の区域 



（３）存続期間 

令和４年 10 月 1 日から令和 14 年９月 30 日まで（10年間） 

（４）保護に関する指針 

ア 道指定鳥獣保護区の指定区分 

希少鳥獣生息地の保護区 

イ 特別保護地区の指定目的 

  当該地域は、ＪＲ北海道根室本線厚床駅の西約８km、別当賀川中流域西岸に広

がる地域で、初田牛鳥獣保護区の西部に位置し、河岸は 50ｍから 100ｍにかけて

湿地帯となっており、エゾヤナギ・ヤチハンノキ等のほかハルニレ・ミズナラ・

ダケカンバなどの中高木が生息する天然林となっており、シマフクロウをはじめ

オジロワシ、オオワシ、タンチョウなどの希少鳥獣の生息及び繁殖が確認されて

いる。 

    また、当地区は、シマフクロウの保護繁殖のための給餌施設や巣箱の設置がな

され、積極的な保護繁殖事業が実施されている地域でもあることから、生息する

希少鳥獣及びその生息環境を保全するため、当該地域を特別保護地区に指定す

る。 

ウ 管理方針 

     ・定期的に巡視を実施するなどにより鳥獣の生息状態を確認し、また、違法行

為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定した生息が

図られるよう適切な管理に努める。 

        ・農林業被害や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被

害等の事情を十分考慮し、適切に対応する。 

 

18 意見の提出方法等 

（１）意見の提出期間 

告示期間と同じ。 

（２）意見を提出できる者 

区域の住民及び利害関係人 

（３）意見の提出方法と提出先 

ア 郵便等 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課 

イ FAX  011-232-6790 

ウ E-mail   kansei.yasei@pref.hokkaido.lg.jp 


