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 釧路根室地域では、エゾシカとの衝突事故が大きな課題として認識されてきた。エゾシカ衝

突事故の防止のため、釧路開発建設部では、エゾシカ侵入防止柵の設置等の施設による対策の

ほか、予防方法を伝える「エゾシカ衝突事故マップ」の配布等の普及啓発活動を実施してきた

ところである。本報告では、それらのエゾシカ衝突事故防止のための取組の進展と直近の工夫

を述べる。 
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1. はじめに 

釧路根室地域においては、エゾシカと自動車の衝突事

故が継続的に課題となっており、釧路開発建設部として

も対策を行ってきたところである。既往の対策について

は、岡田・本間・高野(2011)1)により報告しているところ

である。本報告では、その後の取組の進展について報告

する。 
 

2. 釧路根室地域のエゾシカ対策の現況 

釧路根室管内のエゾシカの状況については、既報1)で

も報告しているところであるが、現在も高い状況で推移

している。平成22年度時点で25±10万頭の生息数と推定

されており、当面の頭数管理の目標とされる10万頭を大

きく上回っている2)。 
関係機関においても、シャープシューティング（銃を

使用して群れの全頭を一度に捕獲し、警戒心の高い個体

をつくらないことにより、地域における捕獲を効率的に

行う手法）による頭数管理、エゾシカ肉の食用への売り

込み（図－1参照）等の新たな取組を行っているところ

であるが、エゾシカに係る問題は、引き続き、地域の大

きな課題であり続けている。 

 
図―1 シカ肉の食用への売り込み（北海道HPより） 

3.  釧路根室地域のエゾシカとの衝突事故の現況 

エゾシカに関する大きな問題の一つとして、エゾシカ

と自動車との衝突事故がある。釧路開発建設部管内の国

道上のエゾシカの死体処理件数の推移を図－2に示す。

なお、本件数はエゾシカとの衝突事故件数と同値では無

いことに留意されたい。ここでは事故件数を把握する目

安として用いている。平成23年度においても件数は多く、

引き続き対策を進展させることが必要であると考えられ

る。 
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図―2 釧路開発建設部管内の国道上のエゾシカの処理件数 
 

4.  釧路開発建設部における既往のロードキル対策 

既報1)に詳しいが、釧路開発建設部では、事故が集中

する区間を中心に、エゾシカ侵入防止柵（写真－1参
照）やオーバーブリッジ、シカを警戒させる反射板の設

置などの対策を実施してきたところである。同時に、リ

ーフレットの配布やパネル展の実施等のエゾシカ事故防

止の啓発活動を実施してきたところである。 
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写真―1 エゾシカ侵入防止柵 
 

5.  路面標示等による注意喚起 

4.にて示した対策は引き続き行っていく必要があるが、

エゾシカ侵入防止柵等の施設による対策には設置に時間

を要する場合がある。その際には短期間の効果発現を求

めて注意喚起を行うことも有効であると考えられる。そ

の一つの方策として、路面標示、看板によるものを試行

的に実施した。ここではその概要と効果を述べる。 
 
(1) 対策の概要 
対象区間は、国道391号において、エゾシカのロード

キル件数が多く、交通特性として検証しやすい直線区間

とした。対策として、看板２基（青色１基、黄色１基）、

路面標示６箇所（上下線各３箇所）の設置を行った。 
 

 
図―3 対策実施区間 

 
①看板 

看板は、上り線、下り線に１箇所ずつ、計２箇所に設

置した。看板色は、図―4に示すとおり、上りが青色

（国立公園外）、下りが黄色（国立公園普通地域）とし、

標示文字は『事故多発 ここから3km区間』とした。看

板の大きさは、縦800×1200mm、地上からの高さ1200mm
程度とした。 

 

 
図―4 ロードキル対策看板 

 
②路面標示 

路面標示の設置は、上り線、下り線に３箇所ずつ、計

６箇所とした。文字の色は、図―5に示すとおり、白色

で、標示文字は『シカ事故多発』とした。文字の大きさ

は、１文字あたり3.6m程度、１箇所あたり32m程度とし

た。 

 
図―5  ロードキル対策路面標示 

 
(2) 対策の効果 
対策前後の平均走行速度を計測したところ、表―1の

とおり、上下線ともに対策後は減少した。 
表―1 対策実施前後の平均走行速度 

車線 調査時期 地点　１ 地点　２ 地点　３

対策前 68.4 70.6 68.3

対策後 69.5 69.1 68.1

差 1.1 -1.5 -0.2

対策前 68.6 71.0 71.1

対策後 68.2 65.2 68.9

差 -0.4 -5.8 -2.1
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なお、地点１は対策箇所の直前、地点２は対策区間、

地点３は対策箇所の直後である。エゾシカとの衝突事故

防止の基本はスピードダウンであり、明確な効果が現れ

たものと考える。 
対策区間のロードキル件数は、図―6 のとおり、平成

18～22 年度の５ヵ年平均が 7.4 件/年、平成 23 年度が 0
件/年と、対策後にロードキルが発生しておらず、一定

の効果があったものと考える。 
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図―6 対策区間のロードキル件数の推移 
 

6 . 『エゾシカ衝突事故マップ』の作成 

釧路開発建設部では、従来もリーフレットによりエゾ

シカとの衝突事故の防止の普及啓発を行ってきた。従来

も広く配布を行ってきたが、今回更新を行い、良い反響

を得られたので、ここでその工夫と効果を報告する。 
 

(1) 従来のリーフレットと地域協働により受けた指摘 
 釧路開発建設部では、従来もエゾシカ衝突事故防止

の啓発活動の一環として、リーフレットを作成してきた

ところである（図―7、図―8参照）。 
その内容としては、釧路開発建設部管内のエゾシカ処

理件数を示すとともに、衝突事故防止のための５原則を

掲載している。また、エゾシカを発見した際の連絡先で

ある#9910について掲載している。 
 

 
図―7 従来のリーフレット（表面） 

 
図―8 従来のリーフレット（裏面） 

 
 従来のリーフレットは、釧路開発建設部管内の道の

駅、レンタカー会社、地方公共団体等にご協力頂いて配

置頂き、これまでに１万３千部程度配布したところであ

る。 
 この度、リーフレットの更新のために、「釧路湿原・

阿寒・摩周シーニックバイウェイ」の活動の一環として

地域の皆様にご照査を頂き、特に下記のご指摘を頂いた。 
 リーフレットが変わったと思われる工夫が必要。

前と同じものなら手に取る必要が無い。 
 従来のものはリーフレットの表紙で情報が完結し

ているように思われて、手に取る理由が無い。 
 事故分布の情報が中にあるということで、

「MAP」という表現にすればよいのではないか。 
 
(2) 更新後のリーフレットとその反響 
 上述の指摘を踏まえてリーフレットの更新を行った

（図―9、図―10 参照）。更新後のリーフレットについ

ては、下記の手に取って頂くための工夫を行っている。 
 手に取らせるために表紙を「エゾシカ衝突事故

MAP」という表記に変更した。 
 前とは変わったと思わせる大胆な色の設定を行っ

た。 
 衝突事故により生じる自己負担額等の関心が強い

と思われる情報を追加した。 
 これらの工夫を行うことにより、従来１年で１万３千

部程度であった配布数が、平成 24 年度は１月時点で２

万部程度となり、大幅に増加している。従来の配布先に

加えて、管内の自動車教習所、観光案内所、病院、商業

施設等の、多くの人の立ち入りが期待される施設に広く

設置頂いたこともあり、増刷を重ねてこのような配布部

数となっている。 
 また、リーフレットの配布を通じた地域とのやりとり

の結果、運転免許試験場でエゾシカ衝突事故の危険性を

伝える出前講座を行うこととなった（写真―2参照）。 
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また、北海道新聞、釧路新聞、NHK 等の報道機関に

も取り上げて頂くとともに、地域住民から直接感想を頂

くこともできた。 

 
図―9 更新後のリーフレット（表面） 

図―10 更新後のリーフレット（裏面） 

 
写真―2 運転免許試験場における出前講座 

 

7. おわりに 

エゾシカとの衝突事故対策は未だ途上にあるものと認

識しており、釧路開発建設部においては今後とも効果的

な施策を組み合わせて総合的に対策を行ってまいりたい。

今後とも、引き続きエゾシカ侵入防止柵等の施設による

対策を進めていくとともに、エゾシカ衝突事故防止に関

する注意喚起や普及啓発にも積極的に取り組みたいと考

えている。 
エゾシカは釧路根室地域に昔から生息する生き物であ

り、その存在を認識した上で共生を可能とする施策を行

うことが重要であると考えている。 
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