
丹沢山地は神奈川県の北西部にあり、神奈川県の面積の約6分の1を

占め、4万ha余りである。蛭ヶ岳（1673m）を最高峰とし、標高800m

以上ではブナやミズナラを中心にした落葉広葉樹林が分布する。

都心からもっとも近い山岳地であり、大部分が山岳公園として丹沢大

山国定公園と神奈川県立丹沢大山自然公園に指定され、年間約700万人

に利用されている。さらに神奈川県では、県民900万人が利用する水の

大半を丹沢山地に依存するライフラインとなっている。しかし、広範囲

にわたるモミやブナの立ち枯れ、林床植生とササの衰退、ニホンジカの

個体数の増加によって、特に主稜線部のブナ帯における自然環境の劣化

などが目立ち始めた。

計画対象区域は県内33市町村中、ニホンジカの生息が確認されてい

る丹沢山地を含む８市町村（厚木市、相模原市、伊勢原市、秦野市、愛

川町、松田町、山北町、清川村）が保護管理区域に設定され（面積 

74,303ha）、上記市町村以外で、ニホンジカの生息状況は十分に把握さ

れていないものの、目撃情報等が得られている12市町が、保護管理区

域に準じた監視区域に設定されている（図３－５－１）。

保護管理区域の 52.4%の 3万8927ha が丹沢大山国定公園および県立

丹沢大山自然公園に指定されている。また、丹沢山地の主稜線部 

1867ha が特別保護地区に、その周辺部 3万3862ha が特別地域に指定

されている（図３－５－２）。

地域の概況

５ 神奈川県丹沢地域のニホンジカの総合的保護管理対策

（1） 調査対象地域の概要と特徴

地域 神奈川県丹沢地域

関係主体

行政 地域

都道府県
市町村 組織

( 協議会等 )
人材

( 専門員等 ) 農協 猟友会 団体
(NPO 等 )

その他
( 捕獲隊等 )本庁 出先機関 試験研究

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中心的
な機関

神奈川県環境農政局水・緑部自然環境保全課
神奈川県自然環境保全センター 獣種 ニホンザル ニホンジカ

技術的
対策

個体数
把握 個体数調整 追い払い 生息・移動

情報の共有
　モニタリング

調査

政策的
対策

基本プラン
・実施計画

実施体制
（行政と地域が
連携した体制）

モニタリング
データの集積

現場機関と
猟友会等の連携

人材の
確保
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丹沢山地の主稜線部を中心に東西30数km の範囲が丹沢大山鳥獣保護

区に指定され、その周辺部４か所に市町村が管理運営する猟区が設定さ

れている（鳥獣保護区1万8346ha、猟区1万2650ha）（図３－５－３）。

丹沢山地の中央部には、国有林や県有林が広がり、その大部分は、県

の水源地域として、水源の森林づくりの事業エリアに設定され、水源か

ん養機能等を高めるため、森林所有者から県が山林を借り上げて森林整

備を行うなど私有林の公的管理・支援が進められている（図３－５－４）。

保護管理区域は、丹沢大山国定公園特別保護地区 1867haが自然植生

回復地域、丹沢大山国定公園および県立丹沢大山自然公園の特別地域3

万3862haが生息環境管理地域、上記以外の地域 3万8574haが被害防除

対策地域、の3つの地域にゾーニングされている（図３－５－１）。

さらに、保護管理区域は地域特性に対応したきめ細かな保護管理事業

を実施するため、地形や植生などを考慮して56の管理ユニットに区分

されている（図３－５－５）。

図３－５－１　計画対象区域

図３－５－２　国定公園等区域図 図３－５－３　鳥獣保護区等位置図
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調査事例の特徴は以下の３点に示すとおりである。

◇ 丹沢の自然に深い関心を持つ市民団体からの県への働きかけにより、

神奈川県が丹沢大山自然環境総合調査を実施し、丹沢大山再生について

の政策提言が行われ、その結果に基づき丹沢大山保全計画が策定されて

いる。保護管理計画はそれらと連動する形で策定されており、科学的な根

拠のもと広く住民までが計画に参加している。

◇ 丹沢大山保全の総合的な推進を図ることを目的として、自然環境保

全センターが設置されている。自然環境保全センターが植生回復等に関

する保護管理事業の実施、モニタリングの実施・分析等をもとに事業効果

の検証を行い、毎年更新される保護管理実施計画や５年をめどに改訂し

ている保護管理計画に結びつける実質的な順応的管理を中核的に担って

いる。

◇上記の順応的管理の成果として、これまでの捕獲圧では不充分であ

るという結論を得て、植生回復を目的とした管理捕獲として、国定公園特

別保護地区や鳥獣保護区内で、メスジカを中心とした捕獲を実施している。

調査事例の特徴

図３－５－４　県有林等区域 図３－５－５　管理ユニット位置図
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・神奈川県においてニホンジカは、江戸時代には平野部に広く生息してい

たが、農地や市街地の拡大および狩猟等により本来の生息地である平野

部を追われ、現在では丹沢山地を中心に分布している。

・近年まで狩猟の影響を強く受けており、1953～1954 年（昭和28～29 年）

にニホンジカの狩猟を解禁したことからニホンジカが激減した記録があ

る。その後保護活動の高まりから1955 年(昭和30 年)から15 年間ニホン

ジカ猟が禁止され、その間に丹沢山地の高標高域を中心に鳥獣保護区が

設定された。

・全国的に行われた戦後の復興造林や拡大造林が1950 年代後半から

1970 年代に広範囲で実施され、ニホンジカの食物環境が急速に向上した

ことにより、ニホンジカの個体数が急激に増加し分布域が拡大し、その結

果造林木への被害や農業被害が発生するようになったため、有害獣駆除

（1967 年〈昭和42 年〉から）、造林地への防護柵設置（1970年〈昭和45 

年〉から）などの被害防除対策を講じる一方で、オスジカ猟解禁（1970 

年〈昭和45 年〉）に合わせた猟区の設定や狩猟による捕獲頭数の規制を

行った。

・造林地への防護柵の設置や造林木の成長が進み、高標高域を中心に鳥

獣保護区が設定されたこと、近年の暖冬の影響で積雪量が減少したことな

どから、高標高域の天然林、鳥獣保護区内を中心にニホンジカが高密度

化した。

・それに伴い、1970 年代後半にはスズタケ等林床植生の消失や不嗜好性

植物の分布拡大、大木の樹皮剥皮の発生など自然植生の劣化が顕著とな

り自然植生が衰退するとともに、農林業被害が恒常化し、ニホンジカの栄

養状態の悪化等、個体群の維持にも影響が出るようになった。

 ・こうしたことから、県では、丹沢山地の生物多様性の保全と再生、農林

業被害の軽減、長期的な観点からニホンジカの地域個体群の安定的な存

続を図ることを目的としたニホンジカ保護管理計画を策定し、第１次が

2003～2006年度（平成15～18 年度）、第２次が2007～2011年度（平成

19～23 年度）に対策を実施し、現在第３次の計画を準備中である。

・現在、管理捕獲の強化やそのユニット単位での管理、植生保護柵や農

林業被害防護柵の設置、捕獲の担い手育成、間伐等の森林整備による生

息環境改善などの対策を実施しており、一部地域での生息密度低下、林

保護管理の経緯

減少～保護期

回復・増加期

被害拡大期

保護管理期

（2） 取り組みの経緯
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表３－５－１　神奈川県におけるニホンジカの保護管理の歴史
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床植生植被率増加、栄養状態改善、農林業被害減少等が見られる。また、

市民からの情報提供、行政部内での施策連携や他県との情報交換、被害

対策の専門職員の配置、被害把握手法の検討、モデル区域での保護管理

方法の検証などを行い、モニタリング調査に基づく対策効果検証を行い、

それを新たな対策や関係者間の調整に活用していく順応的・統合的管理

を進めている。

丹沢山地では1970年代からの大山のモミの立ち枯れや1980年代から

主稜線部のブナの立ち枯れやスズタケの退行など、植生の劣化が目立つ

ようになった。

そこで、こうした変化の実態を把握し、今後の保全対策に生かしてい

くため、動植物や気象等の自然環境に関する総合的な調査「丹沢大山自

然環境総合調査」が、丹沢の自然に深い関心を持つ市民団体からの働き

がけにより、1993年度（平成５年度）から1996年度（平成８年度）に

かけて行われた。

この総合調査の結果、丹沢山地の自然環境管理に関するマスタープラ

ン策定の必要性が提言され、これを受けて神奈川県では1999年（平成

11年）に「丹沢大山保全計画」を策定した。

また、1999年（平成11年）、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の改正

によって、特定鳥獣保護管理計画制度が定められ、これまで規制中心だっ

た鳥獣保護の手段に個体数の調整を加え、科学的な調査とモニタリング

に基づき、生息環境の管理と、被害防除と一体となって個体群管理を行

うことが制度化された。

これを受けて、神奈川県では、丹沢大山の自然植生に大きな影響を与

え、また山麓での農業被害を発生させているニホンジカを対象に、2003

年度（平成15年度）に「神奈川県ニホンジカ保護管理計画」を策定した。

しかし、これによっても丹沢の自然環境の衰退に歯止めをかけるには

至ず、問題解決の新たな仕組みを探るために、県民・ＮＰＯ・学識者・

企業などの多様な主体により、2004年（平成16年）から2005年（平

成17年）の2か年をかけて「丹沢大山総合調査」が実施された。

この調査の結果、これまでの保全対策の強化に加えて戦略的な自然再生

の実行が必要であるとして、自然再生の基本方向と新たな仕組みを示した「丹

沢大山自然再生基本構想」が取りまとめられて、神奈川県に政策提言された。

神奈川県ではこうした提言を踏まえ、2007年度（平成19年度）に、

丹沢大山保全計画を改定して「丹沢大山自然再生計画」を策定するとと

もに、これまでの取組を総括する形で「第２次ニホンジカ保護管理計画」

を策定し、人工林の整備など他の課題と統合的にニホンジカの保護管理

に取り組んでいる。

丹沢大山総合調査
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神奈川県では、江戸時代にはニホンジカは平野部まで広く分布したと

されるが、1960年代には丹沢山地の主稜部等一部に見られる範囲にま

で分布は縮小したとされた。1990年代になると丹沢山地の広範囲に分

布が見られるようになった。

第2次計画によると、現状では、ニホンジカの分布はさらに拡大し、

監視区域においても目撃されるようになった。

分布状況

図３－５－６　丹沢大山自然再生計画との関係

図３－５－７　丹沢山地におけるシカの生息分布域の動向

出典：神奈川県自然環境保全センターHP 

第2次神奈川県ニホンジカ保護管理計画

現状の分布

（3） 生息状況や被害状況等の変遷
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丹沢大山自然環境総合調査報告書（1997）によれば、1953～1954 

年（昭和28～29年）に、シカ猟が解禁され、1955年（昭和30年）に

はシカが50頭前後にまで激滅したとされる。これが1955年にシカ猟が

禁止され、1963年（昭和38年）には生息数は800～900頭までに回復

するに至った。

2001年度（平成13年度）末には、生息数はさらに2400～4200頭（神

奈川県ニホンジカ保護管理計画、2007）にまで増加し、現在（2010年

度〈平成22年度〉末）では生息数は3000～5500頭（第３次神奈川県

ニホンジカ保護管理計画〈素案〉、2011）と推計されている。

神奈川県における、ニホンジカの生息数の推移を見ると、1955年（昭

和30年）（以降生息数は増加し、現在では3000～5500頭前後で停滞し

ている。

継続的に管理捕獲を実施されている場所については、生息密度は概ね

減少する傾向が見られるが、一部では増加・停滞傾向にある。

管理捕獲を行っているユニットの生息密度の変化を見ると、丹沢中央

Aや中津川B等のユニットでは減少傾向が見られる。

図３－５－９　シカ生息密度調査結果

出典：平成22年度神奈川県ニホンジカ保護管理事業実施計画

生息頭数の推計

生息密度の状況
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図３－５－８　推定生息数の推移　※データのない期間の推移は推測



 

 

第2次計画によれば、植生保護柵外では、管理捕獲を行った一部の場

所でニホンジカの生息密度低減の兆候は見られたものの、依然高密度状

態が継続しているため、丹沢山地のブナ林の林床に優占分布するササ類

(スズタケ)の衰退が顕著で、スズタケの衰退した場所にニホンジカの好ま

ない植物や採食圧に強い植物の繁茂が見られるなど、累積的な採食圧に

よる植生劣化は、高標高域を中心に広範囲に及んでおり、一部の地域で

は土壌流出が発生するなど、生態系への影響が深刻化しているとされる。

森林内に植生保護柵を設置し、2003年度（平成15年度）および

2007年度（平成19年度）に柵内外の植生の状況について、ヨモギ平、

権現山、札掛、丹沢湖および丹沢山の5地点（それぞれ管理ユニットの

中津川Ｄ、中川川上流Ａ、中津川Ｃ、丹沢湖Ｂ、中津川Ｂに位置する）

で調査が実施されている（神奈川県自然環境保全センター報告 第6号）。

2007 年度（平成19年度）における植生保護柵内外の方形枠内の草本層

植被率を比較すると、いずれの箇所においても柵内の方で植被率が高く、

柵内の植被率は権現山、札掛、丹沢湖において前回調査時よりも上昇が

見られる（表３－５－２）。柵内の出現種数をみると、いずれの箇所に

おいても木本種の出現種数に増加が見られる。

植生保護柵外については、方形枠内の草本層植被率は丹沢山では低下、

権現山、札掛、丹沢湖では低い植被率で推移し、ヨモギ平では上昇が見

られる。

植生回復の兆しの見られる地域もあるが、ごく限られた部分であり、

丹沢山地全体の植生回復までには至ってはいない。

図３－５－１０　管理捕獲（植生回復）を行っているユニットのニホンジカ生息密度の変化(2001-2010年)

出典：平成23年度神奈川県ニホンジカ保護管理事業実施計画

植生の衰退状況

─ 107 ─



図３－５－１１　管理ユニットの最大植生劣化レベル（2004.2005年調査結果）

出典：平成22年度神奈川県ニホンジカ保護管理事業実施計画

表３－５－２　植生定点調査結果

出典：神奈川県自然環境保全センター報告 第6号
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