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はじめに 
 

エゾシカによる農業被害、交通事故、鉄道の運行支障は、北海道では大きな社会問題になっている。

北海道環境生活部エゾシカ対策室（現エゾシカ対策課）が策定したエゾシカ捕獲推進プランによれば、

平成 23年度では推定生息数 64万頭で捕獲数は 13.5万頭になっている。平成 24年から平成 29年にか
けて第 4期エゾシカ保護管理計画が開始しており、これによれば毎年 14万頭強を目標捕獲数とし平成
28年度には 43万頭の生息数にする計画である。しかし捕獲は思うように進んでいない。その原因とし
て狩猟者の高齢化、減少とともに、捕獲したエゾシカ残滓の処理が困難であることなどが挙げられてい

る。 
そのような状況の中でエゾシカの処理に苦慮していた枝幸町では、平成 24 年春から駆除したエゾシ
カ死骸や交通事故死したエゾシカを、それまで実施していた漁業系廃棄物の好気性発酵分解法を応用し

て分解処理するプロジェクトをホクレン農業総合研究所とともに立ち上げた。 
 枝幸町では平成22 年から宗谷南農業協同組合、枝幸漁業協同組合、南宗谷森林組合、ホクレン農業
総合研究所、ばんけいリサイクルセンター、北海道立総合研究機構上川農業試験場天北支場、宗谷農業

改良普及センターと共同でホタテ貝殻の農業利用を目的として、家畜ふん尿と貝殻を混合して堆肥化

（好気性発酵処理）する研究を開始した。これは主要産業の一つである酪農業からの家畜ふん尿と水産

業からの貝殻とを混合発酵させて、両産業の廃棄物を土壌改良材、有機性肥料として有効利用しようと

するものであり、現在は施用試験までに進んでいる。 
翌23年からは水産廃棄物のホタテウロの好気性発酵減量化及びカドミウムの濃縮化実験を開始した。

これも 24年にはホタテウロを 4回追加投入するという連続実験に発展し、当初の目的通りの成果を達
成している。さらに上記のように平成 24 年から同じ好気性発酵処理による駆除したエゾシカなどを発
酵分解する実験を開始した。これは夏期と厳冬期の実験の結果 4週間以内に骨だけ残して分解消滅する
ことを確認した。 
これらの3つのプロジェクトで使われている技術はすべて原理的にはいわゆる堆肥化法（好気性発酵）
である。しかしホタテウロ発酵物には重金属のカドミウムなどが含まれているために農地に施用する堆

肥にはなりえない。またエゾシカの発酵物には後述するように BSE 類似の CWD の異常プリオンなど
人畜共通感染症がリスクは低いとはいえ混入している可能性を排除できず堆肥として利用するのは危

険である。更にエゾシカ処理作業者の人畜共通感染症の感染防止対策も必要である。  
したがってこれらのプロジェクトではホタテ貝殻発酵物以外は、循環利用する堆肥とは呼ばず発酵床

（種）として区別している。ホタテウロ、エゾシカの発酵物は最終的には管理型埋立地に埋設するか、

焼却処理し焼却灰を埋め立て処理することにしている。 
このようにこれらのプロジェクトは、家畜ふん尿、ホタテ貝殻、ホタテウロ、木質チップなど枝幸町

内からの廃棄物だけを原料としたものである。また、エゾシカの発酵処理プロジェクトは道猟友会南宗

谷支部枝幸部会および歌登部会の協力のもと実施したものである。各機関のご協力に感謝する次第であ

る。 
 枝幸町では、平成24年度でエゾシカの発酵処理実験は終了し、平成 25年 4月よりエゾシカ処理事業
として開始する。これを機会にここに本マニュアルを発行し、安全でコストの安いエゾシカ処理技術を

正しく普及させたいと考えている。 
平成 25年 5月 
マニュアル作成委員会 委員長 

松田從三 
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第 1章 マニュアルの必要性 
1 マニュアル作成の目的 
北海道は平成 24 年度から新たにエゾシカ保護管理計画（第 4期）を策定し被害を防止するため駆除
捕獲体制の整備、捕獲個体の有効利用の方策を立てている。しかし、十分な捕獲数にはなっていない。

捕獲数が伸びない背景には狩猟者の減少・高齢化があるとし、ハンターの養成を図りつつシャープシュ

ーティング、わなの利用など捕獲方法についても検討している。 
一方、捕獲個体のすべてを食用やペットフードとして有効利用することは難しく、駆除捕獲現場での

埋設処理もハンターの負担になっている。捕獲個体やその残滓処理および交通事故死骸の適正処理の体

制を整備することもエゾシカ対策の課題の一つである。 
枝幸町においても市街地に出没するまでにエゾシカは数を増しており、住民から被害軽減対策を望む

声が大きかった。駆除捕獲後の死骸は一般廃棄物になるためその適正処理は地方自治体の責任であるが

（2章を参照）、適正な数になるまでの捕獲という暫定的な処置に対して、新たに恒久的な高額焼却施設
を建設し維持することは大きな財政的負担になる。そこで、焼却に替わる効率的かつ低コストの処理法

が必要とされていた。枝幸町では平成 22 年度から取り組んで来た好気性発酵技術を用いた地域資源の
利活用の実証成果を利用し、交通事故死骸、駆除死骸や残滓の好気性発酵処理法を開発することとした。 
好気性発酵は広く行われている堆肥化と同じ技術である。操作が簡便で個人のレベルでも取り組み易

い。しかし、野生動物の死骸を安易に好気性発酵処理することは環境汚染の拡大や病原菌伝播による人

畜への被害をもたらしかねない。有害鳥獣の死骸や残滓の好気性発酵処理を安全に行うためには発酵の

基礎技術と同時に種々の法令の遵守を含む処理法でなければならず、これらの要点を網羅したマニュア

ルが必要である。 
このマニュアルでは「堆肥」あるいは「堆肥化」の用語の代わりに「発酵床（種）」、「好気性発酵」

を採用した。発酵分解物を堆肥として農地や居住区内で利用することがないように、また、生産者が誤

解から自家の堆肥盤で処理することのないようにとの意図である。 
2 好気性発酵処理とは 
好気性微生物（糸状菌、細菌、放線菌など）により酸素が多い条件で有機物を分解する方法であり、

古くから家畜ふん尿とオガクズ、木材チップ、ワラなどの水分調整材を適度に混ぜて堆肥づくりに用い

られてきた。発酵が良好に始まれば 60℃以上の高温が維持され殺菌と臭気の抑制ができる。一方、水分
が多い場合には空隙が少なくなり酸素不足となって嫌気性微生物が働き悪臭を伴う。水源や居住区から

十分な距離を置くなどの注意が必要であるが有機物の分解処理法として操作が簡便で費用も安い。 
3 動物死骸の好気性発酵処理の現状 
アメリカ合衆国、カナダを中心に 1980 年代から広く豚、牛、羊、鶏、馬の死亡家畜の発酵分解（堆
肥化）が行われるようになった 3,4,5,6,7)。BSEの発生により死亡家畜を処理するレンダリング工場が相次
いで閉鎖に追い込まれたことがその背景にある 1)。近隣の工場閉鎖により輸送コストが加わるようにな

ったからである。一方で、単純な土壌への埋設処理（廃棄）には環境汚染や病気の蔓延のリスクが伴う。

そこでより安全で費用が安い処理法として自家農場内で好気性発酵処理が行われるようになった。 
合衆国・カナダの大学、研究機関から死亡家畜や交通事故死骸の好気性発酵マニュアルが多数公開さ

れている 2,6,7,8,9)。しかし、野生動物の交通事故死骸は「動物由来感染症」（人獣共通感染症）のリスク

があるため発酵処理物は路側帯でのみ使用するなど保管や施用について制限を設けている 2,8)。 
日本国内では、防疫対策から牛を始めとする死亡家畜はＢＳＥなど病気の検査後、都道府県知事また

は保健所設置市長の許可を受けた化製場（死亡獣畜取扱場）で処分することが法律で義務づけられてい
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る 13)。このため日本においては死亡家畜や野生動物の好気性発酵処理についての研究例はほとんどない。 
国内では特殊な微生物資材を用いるエゾシカなど有害鳥獣残滓等の発酵処理が新聞などで報道され

てはいるが防疫体制を含む技術的に確立された処理の例はない。 
第 2章 有害鳥獣死骸の処理と廃棄物処理 
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。） 
「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等

の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること

を目的とする。」（第 1条原文）とされている。 
廃棄物の種類は、大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「産業廃棄物」は、工場や

事業所などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定める 20 種類と、輸入された廃
棄物で、その処理主体は民間業者（産業廃棄物処理業者）である。一方、「一般廃棄物」は、産業廃棄

物以外の廃棄物であり、その処理主体は市町村である。 
2 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下、「鳥獣保護法」という。）に基づく適正処理 
 鳥獣保護法上、捕獲したエゾシカは、原則「持ち帰り」、やむを得ず持ち帰りが困難な場合など「埋

設」による処理が可能となっている（鳥獣保護法第 18条、施行規則第 19条、鳥獣保護基本指針Ⅱの第
四）。そのため、持ち帰りが可能な捕獲物は、自家消費あるいは一般廃棄物として適切に処分されるこ

とが必要で、埋設することは鳥獣保護法上認められず、廃棄物処理法第 16 条の不法投棄となるおそれ
がある。また、大量に埋設した結果、水質汚濁、悪臭等の生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるお

それがあると認められる事態となった場合、廃棄物処理法第 19条の 4の規定に基づく措置命令の対象
となるおそれがある。  
 【鳥獣保護法による処理方法】（鳥獣保護法第18条、同法施行規則第 19条） 
適

正

処

理 

① 持ち帰り（自家消費・一般廃棄物として処分） 

      地形的要因等により持ち帰りが困難な場合 

② 埋  設（風雨等により容易に捕獲物が露出しない程度まで埋設） 

       地形、地質、積雪その他捕獲者の責めに帰すことができない 
要因により、持ち帰り、埋設が困難な場合 

③ 放  置 
 
3 市町村の処理責務 
前述の 1、2から、エゾシカ死骸と残滓の法的な取り扱いは次のとおりである。 

【廃棄物処理法による区分】 
狩猟や有害駆除による死骸と残滓 一般廃棄物 

交通事故で発生した死骸 一般廃棄物 

食肉製造業から排出される残滓 産業廃棄物である「動植物性残さ」 
養鹿業から排出される死骸 産業廃棄物である「動物の死体」 

  以上のとおり、狩猟や有害駆除された死骸・残滓、交通事故や自然に発生した死骸は、一般廃棄物

として廃棄物処理法に基づく、処理基準に沿って市町村が適正に処理する必要がある。 
4 処理施設とその基準 
  一般廃棄物であるエゾシカの死骸と残滓を処理する場合、1日当たりの処理能力が 5トン以上にな
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る時は、廃棄物処理法第 8条に基づく「一般廃棄物処理施設設置許可申請」が必要となる。市町村の
場合は、廃棄物処理法第 9 条の 3 に基づく「一般廃棄物処理施設設置届」、設置届が不要な小規模施
設の場合には、「一般廃棄物の処理施設設置報告」（事後報告）が必要とされているが、「好気性発酵

による減量化処理施設」については、規模によらず設置報告の扱いとなる。ただし、エアレーション

や攪拌装置などの機械設備を設置した場合、設置届が必要となる場合がある。 
  また、一般廃棄物を処理する場合には、廃棄物処理法施行令第3条に基づく「一般廃棄物処理基準」
に従わなければならない。 

 【処理基準例】 
  ・一般廃棄物を飛散、流出させない。 
  ・悪臭、騒音又は振動による生活環境保全上の支障を生じさせない。 
・保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合、底面を不浸透性の材料で覆い、必要な排水溝等を設

ける。 
・保管の場所に、ネズミが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないよう措置。 

  
第 3章 好気性発酵法減量化の要点と実際 
1 発酵床（種）の準備 
（1）材料の種類 
分解発酵を進めるためには家畜ふん尿、生ごみなどの有機性資源、発酵に適した水分に調整するため

の木質チップ、オガクズ、麦稈、牧草などの水分調整材が必要である。これらを 55％から 65％くらい
の水分に混合撹拌して堆積すれば、微生物の力によって温度は 60℃程度に上昇する。水分調整材の大き
さは木質チップでは 3 cm程度、麦稈あるいは牧草では 20 cm程度以下に裁断する方が望ましい。材料
はできるだけ地域の資源を利用すべきである。現在酪農では、敷料、水分調整材の入手が難しくなって

いるが、夏期に好気性発酵を進めて 50％程度の水分にまで乾燥しておけば、戻しや水分調整材として再
利用可能である。これはエゾシカの発酵分解にも使える方法で発酵が進み乾燥した発酵物は水分調整材

として再利用できる。 
（2）必要とされる重機、施設 
エゾシカを投入する発酵床（種）の設置場所は、人家から離れたところを選ぶべきである。また野生

動物の侵入を防止するためにＤ型ハウスなどの建物を用意することが望ましい。これは冬期の発酵処理

のためにも屋内で処理する方が、温度上昇が良好に進むので準備したい。発酵床（種）を設置する建物

の床は、排汁などの地下浸透を防止するためにコンクリート床であることが必要である。エゾシカを投

入する前の新たな発酵床（種）の製造は、建物内でやる必要はなく、酪農家の堆肥場とか屋根のない堆

肥盤で作ることも可能である。ホィールローダーなどによる切り返し作業などのためには、コンクリー

ト壁がある方が便利である。 
新たな発酵床（種）の製造や切り返しにはホィールローダーなどの重機を使うのが好ましい。さらに

初期の発酵床（種）の製造には、マニュアスプレッダーを利用すると発酵は順調に進められる。これは

マニュアスプレッダーに家畜ふん尿や木質チップなどをサンドイッチ状に重ねて積み、これを放擲する

ことによって、撹拌が進むと同時に堆積物を膨軟化でき空隙率が多くなり、発酵が開始しやすくなると

いう利点がある。しかしここまで丁寧な撹拌をしなくてもホィールローダーで複数回の切り返しを行え

ば発酵は開始する。ここで使われる重機はできるだけ地域の自治体や建設業界に常備されている機械を

使うことが好ましい。ただし、有害鳥獣の発酵減量化施設内で使用する重機は専用とする。 
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（3）好気性発酵のポイント 
廃棄物などの発酵処理には堆肥化のような空気を必要とする好気性発酵と酪農家などの家畜ふん尿

を密閉した容器内でメタン発酵させる嫌気性発酵がある。今回用いた方法は前者の好気性発酵である。

好気性発酵を順調に進めるためには、栄養分、水分、空気の三要素が必要である。家畜ふん尿や生ごみ

などの有機性廃棄物には栄養分と水分は十分に含まれているので問題ない。これらの材料は水分が多す

ぎるのが問題である。したがって空気を十分に供給するために水分調整材によって堆積物に空隙を作る

必要がある。発酵が進むと堆積物はだんだん減量し高さも低くなって空隙も減少する。したがって空隙

を作り堆積物を均一化するためには複数回の切り返しが必要になる。空気を強制的に供給するために通

風装置を備えた施設もある。ただ今回のエゾシカ死骸の発酵分解処理では、堆積物の大きさにもよるが、

発酵床（種）を水分 55％から 65％程度で初期調整して 60℃程度まで初期発酵させてから、エゾシカ死
骸を投入して 1 週間ごとあるいは 10 日ごとにホィールローダーによる切り返しを行えば十分空気は供
給され発酵は継続する。家畜ふん尿と木質チップなどの混合比をどの程度にすべきかは議論のあるとこ

ろであるが、一般的には混合後の水分が適正になるように混合比を考慮すれば、炭素窒素比（Ｃ/Ｎ比）

はそれほど気にする必要はない。好気性発酵のためにはＣ/Ｎ比は30程度が理想的とされるが、ふん尿
を主とする場合は水分調整の方が重要である。好気性発酵は易分解性物質から分解が始まり、初期には

有機酸を生成して pHを低下させる。生ごみだけの好気性発酵では pHが低下して発酵が停止すること
がある。家畜ふん尿を主とする発酵では有機酸が増加してもふん尿は pH の緩衝能力が高いため、pH
が低下することなく発酵は促進する。したがって家畜ふん尿と木質チップなどを主材とする好気性発酵

では水分調整さえ適切に行えば問題ない。また微生物資材が必要であるかどうかであるが、家畜ふん尿

には好気性発酵を促進する十分な微生物が含まれているので敢えて特殊な微生物を投入する必要はな

いと考えている。 
2 死骸投入および前処理 
捕獲された死骸や残滓、交通事故死骸は搬入当日に発酵床（種）に投入する。搬入当日に投入できな

い場合は、ガスによる腹部の破裂を防ぐためにガス抜き用の穴を開け、約 20㎝の発酵床（種）で覆う。
投入作業は人力、または施設専用の重機で行う。 
投入する際に「大バラシ」などの解体処理は必ずしも必要ではない。一頭のまま投入しても 1週間で

発酵分解が進む。その際、発酵途中のガスによる腹部の破裂を防ぐと同時に、発酵を進めるため死骸を

発酵床（種）に移してから、大型の鎌などで腹部を一文字に裂くかまたは先端が尖った棒で腹部を突き

刺す前処理を行う（作業に当たっては体液の飛散や被毛に注意すること）。発酵床（種）で覆った後に

突き刺す処置を行ってもよい。弾の貫通痕がある場合や交通事故死骸などガスによる破裂の懸念がない

場合、また加工残滓は直接発酵床（種）に投入する。 
3 発酵床（種）の管理（切り返し作業、臭気対策） 
切り返し作業は投入一週間前後で可能である。頻繁な切り返しは発酵床（種）の温度を下げるととも

に、悪臭による作業者への負担や処理コストが増すので避ける。 
夏期（5章 1（1）参照）は 10㎝～20㎝程度の発酵床（種）で覆えば好気性発酵が進むが、臭気軽減

のために死骸や残滓は十分な（40㎝から 60㎝）厚さの発酵床（種）あるいは木材チップで覆う。冬期
は発酵床（種）の床面と側面からの熱が奪われるので発酵床（種）は夏期より厚めに覆う。 
発酵床（種）が乾きすぎると発酵が進まなくなる。その際は適度な水分を供給する必要がある。加水

の目安は水分約 50～60％である。簡便には、片手で握った場合に団子ができない場合には水分は 50％
以下、握った場合に団子が濡れている場合には水分が高い、握って団子を 3－4 回手のひらでバウンド
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させて形が崩れないなら水分は 50％に近いという目安を用いる 6)。 
4 温度と臭気の管理 
水分が高く酸素が十分に発酵床（種）に供給されなければ、発酵床（種）の温度は上昇せず硫化水素

や有機酸などが生成されるため激しい臭気が発生する。その場合はオガクズ、木材チップ等の水分調整

材や発酵が進んだ水分が低い発酵床（種）を追加投入する。好気性発酵が正常に進めば、春期から秋期

では3日以内に60℃以上に達する。厳冬期でも投入4日-5日後には 60℃以上に達する（Ｄ型ハウス内）。
温度の上昇程度と温度の維持期間は病原菌を死滅させる上で重要であり継続的な温度の監視が必要で

ある。 
1 mの長さのバイメタル式棒温度計あるいは適当な自記記録計のセンサーを死骸付近に達するように
刺して温度を定期的に記録する。また、臭気を強弱 5段階の官能評価または臭気計で記録する。 

 

 

好気性発酵が始まると混合物の温度は60℃～70℃が維持される。この温度で雑草種子や大腸菌、サ
ルモネラ菌など大半の病原菌は死滅する（表1）。 
表2にはSchwarz, et al.(2008)によりまとめられたシカ類に報告がある病原菌と室内実験での病原菌
の耐熱性を引用した。ほとんどの病原菌は好気性発酵が適正に継続されれば死滅する。しかし、慢性消

耗性疾患（Chronic Wasting Disease、CWD）の病原体である異常プリオンは好気性発酵中の到達温度
では全く不活性化しない。また、野兎病・ダニ媒介疾患（狂犬病）、Ｑ熱の病原体も60℃から80℃の温
度が必要であるため発酵温度が低い場合には残存する可能性がある10)。 
5 発酵床（種）の追加と更新 
発酵床（種）は繰り返し使用できる。死骸の投入と切り返し作業を継続するに従って、次第に木材チ

ップや難分解性物質が分解される。また混合物中に易分解物も次第に少なくなり細かい分解物が多くな

ると温度の立ち上がりが遅くなる。その際は、発酵床（種）を追加するか入れ替える。厳冬期に発酵床

（種）を60℃以上に保つためには発酵床（種）の活性を維持する処置が必要である。 
6 発酵後処理物の回収と最終処理 
エゾシカ死骸は切り返し作業を加えると、骨、ひづめ、毛、角を残して、目視できないほどに急速に

病原菌 種 別 温度℃ 期 間 出  典 備 考

 大腸菌（E. coli） コンポスト 45 3 日 Lung et al. 2001 非検出

 大腸菌（E. coli） 豚糞堆肥 50 24 時間 Turner 2002 不活性

 大腸菌（E. coli） 牛堆肥 50  14 日 Jiang et al. 2003 非検出

 大腸菌（E. coli） 豚糞堆肥 55 2 時間 Turner 2002 不活性

 大腸菌（E. coli） 牛堆肥 60 24 時間 Hess et al. 2004非検出

 大腸菌（E. coli） 生ごみコンポスト 65 9 日 Droffner and Brinton, 1995生存可能時間

 全大腸菌群 コンポスト 60 24 時間 Hess et al. 2004非検出

 糞便性大腸菌群 コンポスト 55 <120 日 Shuval et al. 1991 10万分の１

 サルモネラ菌（S. enteriditis） コンポスト 45 2 日 Lung et al. 2001 非検出

 サルモネラ菌 コンポスト 55 80 日 Shuval et al. 1991非検出

 サルモネラ菌 汚泥堆肥 60 25 分 Mitscherlich and Marth 1984生存可能時間

 糞便性エントロコッカス属菌 牛堆肥 552.1 時間 Lund et al. 1996 １万分の１

 糞便性エントロコッカス属菌 コンポスト 55 <120 日 Shuval et al. 1991１万分の１

 ネズミチフス菌 （S. typhimurium） 生ごみコンポスト 60 9 日 Droffner and Brinton 1995 生存可能時間

 結核菌 汚泥堆肥 70 20 分 E&A Environ Consult 2001崩壊

Schwarz,　M. et al.(2008)10)から改写

表 1．好気性発酵における種々の病原菌の生存限界温度と温度維持期間 10)． 
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分解が進む。作業に支障がなければ骨、ひづめ、毛、角を完全に取り除く必要はなく、表面に出た骨だ

けを取り除く。骨の割合が多くなって作業に支障をきたす場合は発酵床（種）を目の粗いネット等に通

してある程度取り除くと良い。取り除いた骨は一般廃棄物として適正に処分する。また、発酵処理物は

一般廃棄物として適正に処分し、堆肥としての農地への利用は避けなければならない。 

 

7 防火管理 
好気性発酵処理では、管理不備により発酵床（種）が過乾燥になると失火する場合が稀にあるので、

消火器を備える。 
8 記録の整備 
次の事項について記録を整備し、3年間程度保存する。 
（1）受入個体（受け入れ年月日、捕獲年月日、場所、性別、大きさ） 
（2）処理物の搬出状況（搬出先、搬出量、最終処理方法） 
（3）減量化資材の投入状況 
（4）施設設備等の洗浄消毒 
（5）点検の実施（施設の状況、温度、臭気） 
（6）外部からの訪問者（氏名、所属） 
 
第 4章 衛生管理 

1章で述べたように野生動物には「動物由来感染症」（人獣共通感染症）への感染の懸念がある。世界
的にみると日本の動物由来感染症は少ないとはいえ、牛、馬、豚、鶏、シカなど 16 種類の家畜につい
て 75種が家畜伝染病として届け出対象になっており、48種が監視対象になっている。鈴木 15)は、Wilson 
and Davies （2003）が第 5回国際シカ生物学会議で発表したシカ類にみられる動物由来感染症 15種

病原菌（原虫）の種類 出現1) 熱耐性
枝幸式発酵減量法
による不活化2)

 大腸菌群 ○ 発酵種が50℃以上では、２、３日～2週間で死滅。 ○

 サルモネラ属菌 △～× 発酵種が50℃以上では２、３日～2週間で死滅。 ○

 クロストリジウム属菌 ○
ひき肉培地テストでは、59℃では、5.2 から 16.9 分 、
70℃では41.7秒で生菌数は90％以下になる。

○

 リステリア属菌 ○
発酵種中の温度上昇だけでは除けない。pH8.8のアルカリ
状態でなくなる。ひき肉培地では、55℃では47分、60℃
では1.1分で生菌数は90％以下になる。

○

 カンピロバクター △～×
25℃、90日間保てば検出されなくなる。子羊の肉培地で
は、55℃では1.2分、60℃では0.3分で生菌数は90％以下
になる。

○

 エルシニア属菌 ○
発酵種を90日間25℃に保つと検出されなくなる。牛乳培
地では、60℃では0.5秒で生菌数は90％以下になる。

○

 野兎病・
 ダニ媒介疾患（狂犬病）

○ 殺菌には63℃から80℃が必要。 ？3)

 Q 熱 △ 殺菌には63℃から80℃が必要。 ？3)

 CWD（プリオン病） ○ 発酵温度内では不活性化しない。 ×3)

 レプトスピラ症菌 ○× ひき肉培地では、60℃では12分で生菌数は90％ ○

 クリプトスポリジウム（原
虫）・ランブル鞭毛虫

○× 発酵種を25℃、90日間保てば検出されなくなる。 ○

 マイコバクテリア類 ○
菌種により10℃から65℃の生育温度帯をとるが、多くの
種では適温は29℃から45℃。

○

１）論文報告　○；確実に存在。△；少ない。×；ない。○×；相反する報告。
２）発酵種の到達温度と保持時間から推定。

Schwarz,M. et al.(2008)10)をもとに作表

３）？；生存する可能性がある。×；不活性化できない。

表 2．シカ類に報告がある病原菌の耐熱性と不活化． 
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（細菌病 9種、ウィルス病 2種、真菌症 1種、原虫病 3種）のリストを紹介している。また、Schwarz．
M. et al 10)は文献調査から 14種を指摘している（3章 4、表 2）。さらに、籠田 16)は世界的に重要視さ

れているものと、日本において発生し、また発生を予想して、予防を考慮すべき疾病を解説している（表

3）。表中の疾病以外にも口蹄疫、炭疽、ブルセラ症、エルシニア症、放線菌症およびダニ媒介性のＱ熱
などに注意する必要を述べている。文献上、これまでシカあるいはシカ肉による感染例は少ないが（表

3）、口蹄疫や鳥インフルエンザの侵入例のように、動物由来感染症への感染リスクは常にある。したが
って酪農、肥育、養豚など畜産地帯では感染予防を徹底しなければならない。 
シカ類には慢性消耗性疾患（Chronic Wasting Disease、CWD）への感染が特に懸念されている。好

気性発酵の到達温度では病原体である異常プリオンは不活性化できない（3 章 4、表 2）。平成 24 年 7
月現在、米国（18 州）、カナダ（2州）でオジロシカ、ヘラジカ、ミュールジカへ CWD の感染が拡大
しており 1)、平成 13 年には韓国でもアカシカへの CWD の感染例が報告された。これにともない、厚
生労働省は従来から措置している米国およびカナダ産のシカ肉およびその加工品の輸入禁止に加え、韓

国産からの輸入を禁止した。 
動物衛生研究所が行った 4年間に渡るニホンシカ 96頭とエゾシカ 1,020頭の抗体検査では CWDに
陽性反応を示した個体はなかったとはいえ 12)、なお警戒が必要である。 

 

 

家畜伝染病予防法および施行規則、北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課による「エゾシカ減

容施設における衛生管理上の注意点について」、ニューヨーク州交通部のマニュアル 8)および籠田の総説

16)をもとに、発酵減量化施設で厳守すべき衛生管理上の留意点を以下に記す。 
 
1 エゾシカ等野生動物の死亡個体の取扱い 
（1）発酵減量化施設の衛生管理 
ア．管理区域を設定し、施設内には必要のない者を立ち入らせないようにするとともに、施設出入

口付近に関係者以外立ち入らないよう看板その他必要な措置を講ずること。 
イ．施設はキツネ、ヒグマ、猛禽類などの野生動物が侵入しない構造とすること。また、定期的に

点検を実施し、破損等した場合は速やかに補修すること。 

病　　名 病原体
シカの病原
（抗体）保有

シカ由来の
人での発生

リスク 備　考

 CWD プリオン 無 無 低 BSE類似

 Ｅ型肝炎 ウイルス 有 有 低

 レプトスピラ病 細菌 有 不明 低

 結核 細菌 有 無 低 輸入のシカ

 日本紅斑熱 リケッチャ 有 無 やや高い ダニ媒介性

 ライム病 細菌 有 不明 やや高い ダニ媒介性

 トキソプラズマ 原虫 有 無 低

 クリプトスポリジウム 原虫 不明 無 低 水系感染

 住肉胞子虫 原虫 有（高率） 無 不明 馬肉で発生

 肝蛭 寄生虫 有（高率） 無 低

 細菌性食中毒

　　大腸菌 有 有 高い O157 

　　サルモネラ 有 不明 高い

　　カンピロバクター 有 不明 高い

　　ブドー球菌 有 不明 高い 毒素

表 3．日本におけるシカと関係ある人獣共通感染症 16)． 
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（2）死亡個体の受入れ 
搬入された死骸について、他の死骸に比して異常に削痩している場合や、明らかに疾病*が認め
られる場合は受入を行わず、一般廃棄物として適正に処理する。また、異常が認められる個体につ

いては、必要に応じ関係機関（枝幸町の場合は北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課）に情

報提供する。 
* 皮膚疾患、口唇・肢間の水疱糜爛等が確認された場合 

（3）作業従事者の衛生管理 
ア．搬送、投入など作業中は専用の作業服、マスク、帽子、手袋、ゴーグル及び長靴を着用する。 
イ．作業後はうがい手洗いを励行する。また、日頃より健康管理に留意し、健康状態の異常が認め

られた場合には、速やかに医療機関を受診する。 
ウ．施設内で使用した作業服等は洗浄・消毒を行う。また、作業に使用する作業服等は施設内専用

とし、施設外に持ち出さないようにし、やむを得ず持ち出す場合には事前に洗浄・消毒する。 
エ．作業中に死亡個体の体液、消化管内容物および排泄物には直接触れることのないよう手袋を着

用するなど、またマスクを着用するなどして被毛にも十分に注意すること。万一触れた場合は十

分に洗浄・消毒する。 
オ．発酵床（種）が不調の場合や投入頭数が多くなった場合には発酵床（種）を切り返す際に強い

臭気が発生するので防臭マスクを使用する。 
（4）搬入車輛等の消毒 
ア．施設の出入り口には消毒設備を設置し、車両の出入りの際には消毒を実施する。 
イ．死亡個体の運搬車両は、運搬ごとに荷台を洗浄、消毒する。 
ウ．施設内で使用する重機等は、施設内専用とし、使用ごとに洗浄する。 

（5）外部からの訪問者見学者 
ア．外部からの見学者等に対しては、施設を出る際に靴底及び手指の洗浄・消毒をさせる。 
イ．畜産関係施設への立ち入りの可能性のある者に対しては、施設内専用の長靴等を貸与するか靴

の上から着用するシューズカバーを使用させる等する。 
また、施設内で使用した衣類等は畜産関係施設に持ち込まないようにする等、家畜への伝染性疾

病の伝播防止等に特に留意させる。 
2 発酵減量化施設の立地要件 
ア．人家、飲料水（水源井戸など）、河川及び道路に近接しない場所であって日常人及び家畜が接近

しない場所を選定する。 
イ．降雨、洪水により作業場所から表面水が河川に流入しないように周囲の地形に配慮する。 
ウ．発酵減量化作業は地下浸透を防ぐためコンクリート床、アスファルト床など堅い床の上で行う。 

3 緊急時連絡体制 
施設における緊急時等の対応に備え、連絡網等を整備する。 

4 記録の保管 
3章 8を参照。 

5 通報義務 
捕獲個体受入地域においてエゾシカに感染する恐れのある家畜伝染病が発生した場合は、関係機

関（枝幸町の場合は北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課）と連携し対応について検討する。 
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第 5章 枝幸町での試験および実施例 
1 夏期試験の概要 
平成 24年 6月から 7月にかけて 2回の試験を行った。1回目では投入方法を検討し（Ｄ型ハウス内
と戸外の比較、死骸の前処理に焦点を当てた）、2回目では発酵減量の経過をより詳しく調査した 14)。 
（1）試験 1 
試験開始 2 週前に発酵床（種）を製造した。枝幸町内から入手した乳牛の家畜ふん尿に水分約 65％
となるように木材チップを加えてマニュアスプレッダーとホィールローダーを用いてよく混合・撹拌し

た。混合 3 日後には 60℃以上に温度が上昇した。発酵床（種）の製造には微生物製剤などの特別な添
加剤は用いなかった。好気性発酵の基本を遵守すれば発酵は確実に進む（3章 1を参照）。 
道猟友会南宗谷支部枝幸部会および歌登部会に依頼して前日および当日に捕獲した雄エゾシカ（平均

体重 110㎏）を用いた。 
歌登地区の旧公共牧場跡地のコンクリート床にＤ型ハウスを建設した。建設場所は河川から約 400ｍ

離れ、近隣に人家はない。Ｄ型ハウス内に牧草ロールでコの字型に囲んだピットを 2ヶ所作った（写真
1）。一方のピットには腹部を長柄の鈎鎌で数か所せん孔した死骸（Ａ区）、死骸の向地側を長柄の鎌で

胸部から腹部にかけて一文字に開腹した死

骸（Ｂ区）を置き、上下を約 60㎝の発酵床
（種）で覆った。また、一方のピットでは、

腹部を裂いた死骸を 10 ㎝の厚さの発酵床
（種）で覆い、その周りをさらに 50㎝の厚
さの広葉樹チップで覆った（Ｃ区）。また、

戸外の牧草ロールで囲んだ発酵床（種）（Ｄ

区）と広葉樹チップ（Ｅ区）の山に開腹した

死骸を投入した。発酵床（種）、チップの厚

さはそれぞれ上下 60㎝とした。 
投入前に 4 ㎝目のプラスチックネット製
のモッコに包んでクレーンで吊り上げ、吊り

秤で死骸の重量を測定した。投入 2週後、4
週後に発酵床（種）からネットごと死骸を引

き上げて、骨とそれ以外の部分に分けて各々

の重量を量った。作業は第 4章の衛生管理に
従って行った。 
戸外に設置したＥ区では埋設翌日からキ

タキツネが嗅ぎつけ死骸を食害した。翌週、

別の死骸を使って再試験したが再びキタキ

ツネの食害を受けた。また、戸外のＤ区では

食害はなかったが掘り返しの痕跡があった。

従って戸外での好気性発酵処理は避けるべ

きである。 
 
 

図 1．エゾシカ死骸の好気性発酵にともなう温度推
移（夏期試験 1）. 
おんどとり Jr.を発酵床（種）に層別に処理当り 5ヶ所設置した。代
表値としてシカ上側表面（直上）を図示した． 

図 2．エゾシカ死骸の好気性発酵にともなう
減量率の推移（夏期試験 1）. 
括弧の数字は骨を除いた値. 
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死骸投入後から死骸の上下表面の温度は 3日～4日後で 60℃～70℃に達した。60℃が 21日以上、70℃
以上が 10 日以上確保された。一方、10 ㎝の発酵床（種）と木材チップで死骸周囲を覆ったＣ区では、
死骸の上下表面の温度は 2日後に 70℃を超えた（図 1）。すなわち 10㎝厚の発酵床（種）で覆うことで
死骸の発酵は十分進んだ。ただし、C区の2週以降では埋め戻しの際にチップと発酵床（種）層が攪乱

されて発酵床（種）が乾燥気味になり発酵が進まずに温度が低下したと考えられた。 

2週後および 4週後の全重の平均減量率は 58％および 70％、骨を除くと 62％および 75％と短期間に
大幅な減量が達成された（図 2）。 

2週後に掘り出したいずれの区でも、脳、内臓、皮は分解され死骸の輪郭はほぼ崩れていた（写真 1）。
腹部を開腹したＢ区よりもせん孔のみのＡ区の方の輪郭がより明瞭だった。またＢ区より戸外のＤ区の

輪郭が残っていた。しかし、減量率を見ると処理間差は判然としなかった。4 週後では、2 週後の重量
測定の際に死骸が一塊になったため、外観の差はほとんどなかった。またいずれの区でも肩、腿の大き

な肉塊、毛、ひづめ、主要な骨が残った。 
試験期間中、管理区域入口に設定した消毒ポイントやＤ型ハウスの外では臭気はほとんど感じられな

かった。切り返し作業時に強い臭気がしたが、その後発酵が進むにつれて臭気は徐々に収まった。 

  
（2）試験 2 
（2）試験 2 
試験 1と同時期に、別に投入したエゾシカ死骸を掘り出して観察したところ 1週という極早い時期に
すでに分解が進んでいた。そこで追試をかねて 1週以降の減量率を詳しく調査した。  
試験 1のＢ区と同様にして発酵床（種）に 3頭（平均体重は 70ｋｇ）のエゾシカ死骸を投入した。1、

2、4週後に 1頭ずつモッコごと掘り出し、骨とそれ以外に手で分別して重量を測定した。また、1週後
に重量を測定した残滓を発酵床（種）に埋め戻してよく撹拌した。その後 1 週目（設置時から 2 週後）
に再び堀出して、注意深く骨とそれ以外とを採取して各々の重量を量った。 

写真 1．エゾシカ死骸の好気性発酵にともなう分解経過（夏期試験１）． 
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エゾシカ死骸上下表面、および死骸上下

30 ㎝の温度は 3 日後には 60℃を超え、4
日から5日後には70℃以上まで上昇した。
しかし、床面との境界ではコンクリート床

から熱が奪われたため 40℃から 50℃の低
い温度範囲で推移した。 
死骸は 1週後には脱水が進み、内蔵、脳、
眼球など軟組織が分解していた。1週後の
減量率は 52.4％（骨以外では 57.2％）だ
った。発酵床（種）中で、2週、4週と経
過するにつれ徐々に減量された。1週後の
調査で堀出した死骸を再び発酵床（種）中

に戻して撹拌すると、さらに 1週後には大
部分が骨だけとなった。全体の減量率は 84.5％、骨以外では 92.2％だった。 
この結果は 1 週以降に撹拌（切り返し）を行うと大幅に減量が進むことを示している。発酵床（種）
の化学分析では死骸の直下では他の位置よりも EC値が高く pHは低かった。つまり発酵程度が低かっ
た。このことからも早めの切り返しが有効であることが推察された。 
また別に熊を発酵床（種）に投入したところ、発酵床（種）の温度は 70℃以上に上場し（図５）、エ

ゾシカと同様に分解が進むことが確認された（写真２）。 
 

 

 

図 3．エゾシカ死骸の好気性発酵にともなう温度推移．
（夏期試験 2）．おんどとり Jr.で計測した． 

図 4．エゾシカ死骸の好気性発酵による分解状況と減量率の推移（夏期試験 2）． 
（Ｂ－1区）1週目の調査後に埋め戻して撹拌した後、さらに 1週後に掘り出し（図
中赤線）。括弧内は骨以外の値． 
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2 厳冬期試験の概要 
歌登地区は内陸に位置するため厳冬期の気温は氷

点下 20℃にもなる。Ｄ型ハウス内とはいえ好気性発
酵への低温の影響は避けられない。一方、処理施設の

年間運用を考えた場合、厳冬期にも発酵減量化が可能

となることが重要である。冬期間はエゾシカの餌が不

足するため囲いわなによる捕獲（5章 4参照）が容易
で処理頭数が多くなる。そこで、夏期と同様の方法で

厳冬期に減量化試験を行い、実用性を検証した。 
また、試験では発酵床（種）の更新時期を判定する

ため、夏期試験以来 6ヶ月間継続して使用して来た発
酵床（種）（Ｂ区）と 12月中旬に新たに製造した発酵床（種）（Ａ区）で減量率を比較した。 
なお、12月中旬に発酵床（種）をホィールローダーの撹拌作業だけで製造したところ、4日後に 60℃
に達する良好な好気性発酵が見られた。夏期試験と同様に微生物資材は用いなかった。投入した死骸は

6頭で、平均体重 43.8ｋｇと夏期試験よりも小さかった。試験は平成 25年 1月 15日から 2月 12日の
間に実施した。 
試験期間中の外気温とＤ型ハウス庫内温度、およびＡ区、Ｂ区の温度を図 6に示した。投入直後に外
気温は－20℃に低下し庫内温度も－10℃まで下がった。しかしその後温度がやや上昇し、外気温は 0℃
から－10℃、庫内温度は 0℃から－5℃の範囲で経過した。庫内温度は発酵熱で外気温よりも1℃から 7℃
常に高く推移した。Ａ区の死骸付近の温度は投入 4 日後には 60℃以上に上がった。床面付近を除く各
位置も同様に 60℃まで上昇した。一方、Ｂ区の死骸の（上表面にセンサーを密着させた）直上、シカ中

図 6 厳冬期試験の温度推移． 
Ａ区；12月中旬に製造した発酵床（種）、Ｂ区；6ヶ月間継続使用した発酵床（種）．おんどとり
Jr.で計測した． 

図 5．熊投入後の温度推移.  
おんどとり Jr.で計測した． 
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（切開して腹部に挿入したセンサー）および（下表面にセンサーを密着させた）直下は 4 日後に 60℃
を超えたが他の位置の温度上昇は緩慢だった。死骸近傍は死骸そのものが微生物の餌となって発酵が進

んだが、周囲の発酵床（種）は継続使用により分解物が少なくなったために好気性発酵の程度が低かっ

たと考えられる。衛生管理上 60℃以上の温度が継続することが望ましいので、温度の上昇が緩慢な場合
は新鮮な発酵床（種）を追加するか、木材チップや家畜ふん尿の追加が必要である。 

1週後には死骸の軟組織の分解が進んだ。しかし長い冬毛は分解されず残った（図 7）。Ａ区の減量率

図 8．投入後の減量率の推移（Ａ区、Ｂ区）（厳冬期試験）． 
Ａ区；12月中旬に製造した発酵床（種）、Ｂ区；6ヶ月間継続使用した発酵床（種）． 

図 7．投入 2週後、4週後のエゾシカ死骸（Ａ区、Ｂ区）（厳冬期試験）． 
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は夏期試験よりもやや低く推移した（図 8）。またＢ区はＡ区に比べると 1週後の減量率が低かった。Ｂ
区での減量率の推移は温度の傾向と一致する。1 週後に死骸の発酵残滓を発酵床（種）に再び埋め戻し
て撹拌したところ（図 7、図 8）、Ａ区では 82.7％（骨以外の部分では 89％）、Ｂ区でも 72.5％（骨以外
の部分では 79.9％）まで減量した。以上のように厳冬期でも１週目に切り返しを加えることによって 2
週間で夏期と同様に十分な減量が可能だった。 
3 交通事故死骸の処理概要 
夏期試験の結果をもとに実証試験として行政が廃棄物処理に苦慮している交通事故死骸の先行受入

を行った。平行して、実用化を目指して町道・道道・国道それぞれの道路管理者と協議し、衛生管理（4
章参照）を徹底した受入フローの確立に努めた。また、交通事故死骸の年間発生状況を把握することで、

次年度以降の本格供用開始に向けた受入体制や処理計画の指標とした。 
（1）実施期間  平成24年 7月 20日～平成 25年 3月 31日。 
（2）処理頭数  43頭（処理料は無料）。 
（3）処理詳細  減量作業場（屋内）1棟 97.2㎡の一部。 
         発酵床（種）に1頭のまま投入（詳細は夏期試験同様）。 
（4）受入方法     
各道路管理者（委託業者）との事前協議の中で、発生は不特定日であるため、平日・土日・祝祭日を

問わず受入を行った。受入にあっては持ち込みする側で、指定する減量作業場（屋内）へ死骸を置き、

腹部にガス抜き用の穴（破裂防止）を空けて、用意している発酵床（種）（またはチップ）を死骸全体

に覆う（悪臭防止）こととした。 
また、運搬車両及び作業従事者の靴消毒、作業着等は専用のものとし、使い捨ての手袋を使用すると

ともに、持ち込みの際に使用したシート等は消毒後、専用の集積場所へ廃棄するよう衛生管理を徹底し

た。 
（5）処理結果   
基礎実験の結果から概ね 1週後の切返しが、効率的に減量できるため、受入後 1週前後で切返し作業
を行い、夏期・冬期を問わず減量処理を行うことができた。ただし、特に冬期は外気温が低いため、蒸

気の発生が多く視界が妨げられるので、安全な作業に留意が必要である。また、1 週後に切返し作業を
行うと強い臭いを放つ。作業従事者への不快感や異臭による健康被害を防ぐため、防臭マスクの着用は

必須である。 
4 囲いわな捕獲個体の処理概要 
北海道宗谷総合振興局は管内における地域のエゾシカの効

率的な捕獲方法の検証等のため「平成 24年度エゾシカ効率捕
獲等検討事業」を実施した。この中の住宅地付近に出没するエ

ゾシカを「囲いわな」で捕獲する事業との連携を図り、捕獲さ

れた死骸を発酵減量施設（屋内）で受入処理した。 
（1）設置期間  平成24年 12月～平成 25年 2月。 
（2）囲いわな  幅15 m、奥行き 10 m、 

高さ 2.2 m（フェンス） 
          木柱（カラマツ）2.5 m、 

フェンスφ2.5㎜（150 ㎜メッシュ）。 写真 3．囲いわなの設置状況． 
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（3）捕獲頭数  28頭（捕獲回数 3回）。 
（4）処理頭数  1月 7日：15頭、15日：4頭、 

2月 22日：9頭。 
（5）処理詳細  減量作業場 Ｄ型ハウス1棟  

97.2㎡の一部。 
          床面から発酵床（種）40㎝を敷き、          

その上に死骸、発酵床（種） 
20 ㎝、死骸、発酵床（種）40 ㎝
の順に重ねた（右イメージ図を参照）。  

（6）受入方法    枝幸町職員立会のもと受入・処理した。その他、衛生管理については、交通事故死
骸の受入時と同様である。  

（7）処理結果  試験および交通事故死骸の減量化処理とは異なり、一度に十数頭の受入となったこ

とから、効率的な減量スペースの確保とオペレーションを見据え、冬期の 2層による減量化の適否につ
いても検討した。 
受入後、概ね 1 週後に切返し作業を行った結果、冬期の実験及び交通事故死骸の減量化処理と同様、
問題なく減量化処理を行うことができた。1月 7日から始まった第 1回目の投入期間中には外気温が零
下 30℃（Ｄ型ハウス内は－20℃）の低温を 3 回記録したが問題なく減量化処理ができた。しかし、一
度に十数頭の切返し作業であったため蒸気が発生して視界不良となり作業の安全性の確保に注意

する必要があった。また、投入頭数に比例

して、激しい臭気が発生したので作業者の

健康被害を防ぐため、防臭マスクの着用が

必須だった。 
また、冬期のエゾシカは体毛が多いため、

夏期よりも減量処理後の処理物に冬毛の残

存が目立った。 
5 実際の処理・運用方法 
（1）発酵床（種）の製造 
エゾシカ死骸の投入 2 週間前に家畜

写真 4．囲いわなで捕獲された 15頭の好気性発酵分解． 
小型ホィールローダーによる発酵床の切返し状況（右）．蒸気発生が観察された． 

図 9．囲いわな捕獲個体の投入イメージ図． 

発酵種４０㎝

発酵種２０㎝

発酵種４０㎝

図 10. 発酵床（種）の製造工程． 
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ふん尿、木材チップを混合後の水分が約 65％になるように調整して、ホィールローダーで「しっかり」
と混ぜ合わせる。混合の際は発酵床（種）に空気が十分含むように注意してバケットを操作し、発酵床

（種）を押えつけたり、乗り上げないようにする。 
夏期では混合後 3 日目、冬期では 5 日目には 60℃程度に温度が上昇すれば初期発酵は成功であり、
引き続き堆積発酵させ、概ね 2週間後に切り返し作業による反転を行い、発酵床（種）の製造は完了す
る。初期に温度上昇が見られない原因のほとんどは、発酵床（種）から「れき汁」の発生が見られるな

ど、水分過多にある。その場合は木材チップを追加して再度混ぜ合わせ作業を行い、水分率を低く調整

する必要がある。 
（2）処理方式 
  ア．エゾシカ死骸を1頭のまま（腹部を開腹または穴を開ける。ただし、腹部に弾の貫通痕や傷が
ある場合は必要ない。）、発酵床（種）に投入して、死骸を覆い静置する。 

  イ．切り返し作業は、夏期1週間後、冬期 1週間～10日後に 1度行う。 
  ウ．表面に出た「骨、ひづめ、毛、角」を取り除き、一般廃棄物として埋立又は焼却処分する。 

注）すべての発酵処理物は一般廃棄物として適正に処分し、堆肥としての利用は絶対に避ける。 
（3）必要なスペースと発酵床（種）の量 
ア．D型ハウス 1棟当たり 
  最大約 36頭／2週間（下図参照）。 
イ．発酵床（種）量 
 60.75㎥（4.5ｍ×7.5ｍ×1.8ｍ）。 
ウ．牧草ロール：26～28個程度。 
限られたスペースで有効に機能させるには、実際

の作業を積み重ねて作業手順を作る必要がある。

 

 
 

写真 5．D型ハウス（97.2㎡／1棟）． 

図 12．D型ハウス内の模式立面図． 

表4．発酵床（種）の製造例（乳牛ふん尿10ｔの場合）． 

※材料の水分率及び嵩比重は経験に基づく想定値．また、バケット数はホイールローダーを使用した

場合の参考． 

図 11．D型ハウス内の模式平面図． 
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エ．堆肥盤 
用途：発酵床（種）の製造と調整。 

  ・床は奥側に傾斜を付け、汚水流出を防止した。 
  ・野生動物が入り込まないようコンクリート壁およ

び入口にゲートを設置した。 
  ・大雨予想時には発酵床（種）の流出防止のためシ

ートで覆う。 
 （5）発酵床（種）の調整と管理 

  発酵床（種）は繰り返し使用できるが、状態によっ

ては調整と更新が必要となり、厳冬期の発酵床（種）

の管理には特に注意が必要である（3章5参照）。繰り

返しの使用によって、細かい分解物が徐々に増え「もどし資材」として使用が出来ない継続使用済み

の発酵床（種）については環境から隔離して一般廃棄物として適正に処分することとしている。 

6 狩猟個体の処理 
 枝幸町におけるエゾシカの被害状況と捕獲頭数は平成21 年度から右肩上がりで推移している。平成
23年度は牧草地での食害を中心に 11,494千円（推定）の被害額となった。有害鳥獣の捕獲頭数は、平
成 23年度は 341頭、平成 24年度は 544頭であった。平成 25年度から 3ヵ年の緊急捕獲計画では年間
450頭の捕獲を見込んでいる。また、捕獲活動を推進するため猟友会への捕獲報償費を平成 23年度の 1
頭当り 3,500円から平成 24年度は 5,000円に増額した。平成 25年度からは 7,000円にさらに増額する
と同時に、新たに整備される有害鳥獣等減量化処理施設までの死骸・残滓の運搬経費を計上する。 
 これまでも捕獲現場では鳥獣保護法による処理方法に沿って「持ち帰り」又は「埋設」の処理作業を

行ってきている。しかし、狩猟できる現場での処置は地形的要因と積雪寒冷の気象要因が重なり重労働

であった。捕獲頭数を増やす上で、死骸・残滓の「持ち帰り」に必要な機材の導入が求められていた。

このため平成 25 年度の減量化処理施設の供用開始に併せて、死骸・残滓の運搬車両として小型クレー
ン・電動ウインチ付のピックアップトラックを猟友会に貸与することとした。減量化施設の整備と合わ

せたこのような総合的な施策により、捕獲活動の推進を一層図ることとしている。 
【エゾシカ駆除対策事業：平成 25年度～】 
（1）エゾシカ捕獲活動推進 
・捕獲報償費 5,000円から 7,000円に増額 
・処理施設までの死骸、残滓の運搬経費新設 
・冬期間の囲いわなによる捕獲事業の実施 
・町、猟友会による一斉駆除の実施 
（2）有害鳥獣等減量化処理施設供用開始 
・死骸、残滓運搬車両の整備 
・猟友会へ小型クレーン・電動ウインチ付のピックアップトラックの貸与 
・処理施設専用作業機械購入：小型ホィールローダー（バケット容量 0.7㎥）1台 
（3）枝幸町鳥獣被害防止計画変更 
・「有害鳥獣の枝幸式発酵減量法」処理の明示 
・計画期間の変更 
 

写真 6．堆肥盤の全景． 
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7 枝幸町関係条例概要 
平成 25年 4月から一般廃棄物である有害鳥獣等の野生動物死骸を適正に処理するため、枝幸町廃棄

物の適正処理及び環境美化に関する条例に、動物の死骸の処理に関する規定として「枝幸町有害鳥獣等

減量化処理施設」に搬入することを明示し、処理手数料の規定に「野生動物の死体等」の項目及び金額

を設定した（枝幸町廃棄物条例第 18条、第 30条）。 
また、「枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設」条例および規則を新たに制定し、管理運営に必要となる事

項を規定した（平成 25年 3月 6日の町議会で承認。巻末資料参照）。 
【管理運営方法】 
・管理運営方式：一般廃棄物中間処理委託業務として管理運営を実施 
・処理手数料：1体につき 5,000円（手数料の免除措置あり） 
・年間処理予定数：500頭 
・受入の範囲：基本的には枝幸町において発生したもの 
（施設の処理能力及びその他の事情を考慮した上で受入可能） 
・受入時間：午前 9時～午後 4時 

8 枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設の概要 
【施設概要】 
・敷地面積：3,936㎡。 
・作業場（Ｄ型ハウス）2棟（1棟 9ｍ×10．8ｍ＝97.2㎡） 
・堆肥盤 1箇所：Ａ＝108㎡、Ｈ＝2.0m（動物侵入防止ゲート付属Ｈ＝2.0ｍ） 
・フェンス（転落防止柵）Ｌ=256ｍ、Ｈ＝1.4ｍ 
・ゲート 5ｍ×2箇所 
・防護盛土Ｌ=200ｍ、Ｈ＝1.0ｍ 

【整備事業費】 
 総額14,580,300円 
  ・地域づくり総合交付金 3,500,000円 
  ・特別交付税算入額   8,143,040円 

 
【枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設平面図】 

 

フェンス 

土塁 
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【資料 1】 
枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設条例（全文） 

（設置） 

第1条 一般廃棄物である有害鳥獣等の野生動物死体の減量を実施し、廃棄物の適正な処理を推進する

ため、枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設（以下「減量化施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第2条 減量化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設 枝幸町歌登西歌登342番地2 

（管理） 

第3条 減量化施設の管理は、枝幸町が行う。 

（業務） 

第4条 減量化施設は、次に掲げる業務を行う。 

(1)有害鳥獣等の野生動物の死体減量化処理業務 

(2)その他減量化施設の設置目的を達成するために必要な業務 

（使用の許可） 

第5条 減量化施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に願い出て、その許可を受けなければな

らない。 

2 町長は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。 

（搬入物等） 

第6条 減量化施設に搬入できるものは、一般廃棄物のうち有害鳥獣駆除及び狩猟又は交通事故により

枝幸町において発生した野生動物の死体（以下「野生動物の死体」という。）とする。ただし、町長

が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

2 減量化施設に野生動物の死体等を搬入するときは、個体数及びその個体に異常が認められないかに

ついて職員の確認を受けなければならない。 

（処理手数料） 

第 7 条 前条の規定により野生動物の死体等を搬入する者（以下「使用者」という。）は、枝幸町廃棄

物の適正処理及び環境美化に関する条例（平成18年条例第119号）第31条に規定する手数料を納付

しなければならない。 

（処理手数料の免除） 

第 8 条 有害鳥獣駆除その他特別の事情により、町長において必要があると認められる者については、

処理手数料を免除することができる。 

（受入時間） 

第9条 減量化施設の受入時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたと

きは、これを変更することができる。 

（閉所日） 

第 10 条 減量化施設の閉所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変

更し、又は臨時に閉所することができる。 

(1)日曜日及び土曜日 

(2)国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 
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(3)12月30日から翌年の1月4日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（使用制限等） 

第 11 条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減量化施設の使用を制限し、又は

停止することができる。 

(1)減量化施設において、使用者が職員の指示に従わないとき。 

(2)減量化施設の維持管理上支障があると認められるとき。 

（使用許可の取り消し） 

第 12 条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減量化施設の使用許可を取り消す

ことができる。 

(1)この条例その他これに基づく規則等に違反したとき。 

(2)使用許可の条件に違反したとき。 

(3)その他町長が必要であると認めたとき。 

（損害賠償） 

第 13 条 使用者が、減量化施設の建物、設備及びその他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、

これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると

認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

 

 

【資料 2】 
枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設管理規則（全文） 

（趣旨） 

第1条 この規則は、枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設条例（平成 年条例第 号。以下「条例」とい

う。）第 14 条の規定に基づき、枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設（以下「減量化施設」という。）の

管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（使用申請及び使用許可） 

第2条 条例第6条の規定により野生動物の死体を搬入しようとする者は、枝幸町有害鳥獣等減量化処

理施設使用申請書（様式第1号）を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、前項の規定により提出された使用申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許

可し、枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設使用許可証（様式第2号）を交付する。 

3 町長は、緊急を要する場合又は特に必要と認めた場合において、第 1 項の規定にかかわらず、使用

内容等を確認し、支障がないと認めたときは、使用申請書の提出によらず、使用を許可することがで

きる。 

（処理手数料の免除） 

第3条 条例第8条の規定により処理手数料の免除を受けようとする者は、あらかじめその許可を受け

なければならない。 

（減量化施設の使用） 
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第4条 減量化施設を使用する者は、使用許可証を減量化施設管理人に提示し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

（業務の委託） 

第5条 町長は、減量化施設業務について必要がある場合は、町長の指定する者に委託することができ

る。 

附 則 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 
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