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 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター宮崎水源林整備事務所 (21) 

 

日 時 2019年 3月 7日（木）9:00～17:00 

場 所 宮﨑県日向市周辺 

聞き取り先 

森林整備センター 

宮﨑水源林整備事務所 

吉江 和紀 所長 

小田 雅彦 係長 

山田 彬弘 係員 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 山元 周吾 研究員 

受 領 資 料 ・資材標準規格 数量 生物害防除（シカ防護柵・設置）仕様書 

・獣害防護柵設置標準図 

・鹿用防護柵設置仕様書（仕切り用ネット） 

・現場 地図 

聞 き 取 り 

記 録 

1．宮崎県のシカ被害と対策の変遷について 

（1）防除対策の実施状況 

・主に防護柵を実施している。忌避剤や単木防除はほとんど実施していない。仕

様は九州管内で統一しており、基本的にはその仕様通りの資材を使用し設置し

ている。（素材や仕様については受領資料を参考） 

・施工業者は造林者により異なるが、基本的な施工方法はあまり変わらない 

・平成 23年度よりスカート付きの防護柵を採用した 

・平成 28 年度よりネット高を 1.8mから 2.6mに、ネット目合を 15cmから 10cmへ

変更している。高さ 2.6m ネットのうち下部 0.8m はスカート部として地面に垂

らしている。 

・宮崎水源林整備事務所の管内で使用される防除対策のほとんどが本仕様に基づ

いた防護柵である。 

（2）防除対策の選択について 

・1 つの現場で 1 ヶ年当たりの植栽面積が 3～5ha 以上のため、費用対効果を重視

し、基本的には防護柵を採用している。 

（3）シカの生息状況 

・宮崎県北部は生息密度が高く、南部は生息密度が低い傾向がある。都城市、日

南市、串間市ではシカの防除対策を行っていない。 

（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・造林木への被害は、大半がシカによる被害と考えられる。 

【被害の頻度と規模】 

・シカ防護柵が被害を受けると、新植造林地で部分的に被害が発生する。頻度は

現場により異なる。 

【食害の傾向】 

・現場によって食害の程度は違うが、秋から冬にかけて被害が集中していくと推

測される。 

【その他】 

・現場によって状況は異なるが、シカによる食害を受けても、対策（復旧等）さ

えすれば、回復する現場が多い。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・基本的には、防護柵の設置により食害等の被害が発生しない完全な防除を想定
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している。 

（6）シカ被害に対する損害補償制度 

・事業体によって防除対策が異なるため、補償制度の判断基準が難しいと考えら

れる。シカの食害による成林の遅延により、下刈回数が増加すること等も損害

とも考えられる。 

 

2．現場確認 

（1）現場 A（普通事例） 

・現場の所在地は宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代字滝ノ内、標高は 600～700m、現

場は複数の区画で分かれており、各区画で防護柵がそれぞれ設置されている。

面積は各区画をあわせておよそ 15ha、樹種はスギ、植栽密度は 3,000 本／ha、

幼齢木の林齢は 2～4 年生、下層植生の被度は密（高い）、傾斜度は 15°以上～

30°未満、積雪はなし、防護柵はおよそ 5,570m設置している。 

・風倒木により防護柵が損壊した経験がある。また、土砂流出による損壊の経験

もある。 

・シカの生息密度は高い。 

・仕様通りの防護柵を設置している。スカート付きのステンレス線入り合成繊維

ネットで単価は 1,757円／m。 

・柵内の一部で食害が確認されるため、年間 2回程度の見回りを実施している。 

・損壊の発生頻度は、台風通過後等に、部分的に風倒木による防護柵の損壊が確

認される程度。 

・幼齢木の被害発生後の回復状況は、全体的に、軽微の食害を受けているが、大

半が順調に生育している様子。被害確認の都度、防護柵の修復をしているため

効果が表れていると推測している。 

・柵内にシカが侵入している様子は伺えるが、一部の食害のみで成林を阻害する

ような大きな被害を受けているわけではない。しかしながら、現場に向かう車

の中から複数のシカが目撃できるほど生息密度は高いことが考えられる。 

・防護柵の設置状態や施工方法に、他地域と比較して特に変わったところはない

と思われる。 

（2）現場 B（優良事例） 

・現場の所在地は宮崎県日向市東郷町山陰字鵜戸木、面積はおよそ 3ha、樹種はス

ギ、植栽密度は 2,700本／ha、幼齢木の林齢は 4年生、下層植生の被度は密（高

い）、傾斜度は 15°以上～30°未満、積雪はなし、防護柵は 1,773m 設置してい

る。 

・防護柵の損壊はほとんど見られず、優良事例に該当する。 

・シカの生息密度は他の現場と変わらない程度に高いが、シカによる被害はほと

んど見受けられない。 

・仕様通りの防護柵を設置、スカート付きのステンレス線入り合成繊維ネットで

単価は 1,720円／m。 

・当現場は被害が少ないため、年間 1 回程度の見回りを実施している。また防護

柵の被害はほとんど見られない。 

（3）現場 C（被害多発事例） 

・現場の所在地は宮崎県日向市東郷町山陰字長崎甲、面積はおよそ 9ha、樹種はス

ギ、植栽密度は 3,000本／ha、幼齢木の林齢は 2～4年生、下層植生の被度は密
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（高い）、傾斜度は 15°以上～30°未満、積雪はなし、防護柵は 3,141m 設置し

ている。 

・風倒木や土砂流出による防護柵の損壊の経験がある現場。また、アンカーが抜

けた箇所からのシカの潜り込みやネットを噛み切ってシカが侵入した様子が見

られる。被害の大半がシカによる食害である。 

・シカの生息密度は高い。 

・傾斜が比較的急であり、斜面では防護柵の設置が難しい様子である。 

・仕様通りの防護柵を設置、スカート付きのステンレス線入り合成繊維ネットで

単価は 1,696円／m。 

・当現場は、食害が著しいため、年間およそ 3回程度の見回りを実施している。 

・防護柵の損壊については、台風通過後に、土砂流出等により部分的に防護柵の

損壊が確認される程度である。また、一部にアンカーの抜けによるネットの浮

き上がりやネットの噛み切りが確認される。 

・幼齢木の被害発生後の回復状況については、実施現場全体的に食害を受けてお

り、一部は壊滅状況である。平成 29 年度から平成 30 年度にかけて改植を実施

している。状況を見ながら、仕切りネットの追加を検討している。 

・防除対策（防護柵）の損害額は、修理費が 1,895,400 円（損壊に対する被害額

＝防除対策復旧のための費用）、平成 25 年から平成 26 年の防護柵設置費が

3,682,950円、森林経営における被害額は、6,535,158円である。 

以上 

 

  

現場 A（H29植栽地） 現場の状況１ 現場 A（H27植栽地）の周辺に糞が見られる 

  

現場 A（H27植栽地） 防護柵設置状況 一部には食害を受けている植栽木もある 
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柵内にも糞が見られる 支柱とネットの状況（ステンレス入り 10cm） 

  

アンカーの固定状況（40cm） 防護柵の出入り口付近の状況 

  

現場 A（H27植栽地）現場の状況２ 現場 A（H27植栽地）防護柵付近の状況 

  

直径 20cm程度の穴が空いている 現場 A（H28植栽地） 防護柵設置状況 
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40cm程度の下部固定アンカー 柵内の植栽木の状況 

  

現場 A（H28植栽地）倒木が防護柵に接している 防護柵外縁の立木 

  

防護柵の下部に獣道のような痕跡 柵内で見られた糞 

  

ネットの状況（ステンレス入り網目 10cm） 現場 B 防護柵設置状況 
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現場 B 柵内の植栽木の状況 植栽木に特に被害は見られない 

  

柵内に糞が見られる アンカーの状況（現場 Aとは地質が異なる） 

  

現場 B 防護柵の状況 現場 C 下側から見た現場の状況 

  

道路傍の防護柵設置状況 一部に豪雨により崩れた箇所もある 
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造林地上側からの現場の状況 急傾斜地にある現場 
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2. 現地調査の要覧 

 

各現地調査の記録に基づいて比較検討するため、都道府県順に調査記録を並べ、項目を設

定して整理した（表 III-2）。その項目の概要について記述する。 

 

 シカの生息状況とその推移 (1) 

 

現地調査を実施した調査地について、全国的にシカの頭数は増加傾向で、その生息範囲も

拡大傾向にあることが分かった。特に長野県（中央アルプス）、岐阜県（御岳山）における

事例のように本来生息していなかった高標高地で目撃された事例や、岩手県、栃木県（一部）

や埼玉県のように本来の生息区域から生息範囲を拡大している事例、岩手県沿岸部のように

季節性の移動する事例まで把握することができた。 

生息数の推移を時間軸で見ると、元々シカが生息していた地域と、生息範囲が広がって侵

入してきた地域ではその差があることがわかる。これは、早くからシカが生息し、被害を受

けてきた地域では、生息密度の調整についても他の地域に比較すれば早期に開始されており、

例えば、北海道の事例のように、生息密度の調整の強化などにより 2000 年代頃には一旦減

少傾向を示したものの、2010 年頃から再び増加に転じている地域が見られる。また、栃木

県についても本来生息密度が高かった地域については生息密度の調整により、県全体として

は減少傾向にあると言えるが、一方で新たに生息範囲を広げている地域が混在している例も

見ることができた。 

このように、生息密度は全てにおいて拡大傾向ではなく、また、生息密度の調整といった

管理の状況によっても影響を受けることがわかった。 

どの事例地においても詳細な生息数や移動状況について、長期的な観測に基づいた情報を

蓄積しているところは少なく、シカの生息数の推移（増減・密度）や行動範囲については、

現場に精通した人物が感覚的に推測しその推移を把握していることが多いと見受けられた。 

 

 シカによる林業被害の状況とその変化 (2) 

 

鳥獣被害のうち、シカの被害が占める割合はそれぞれの地域によってバラツキはあるもの

の、全体的に高くなっている傾向にあることが把握できる。 

例えば岐阜県では従来カモシカによる被害が多かったが、シカ生息数の増加によってシカ

から受ける被害が多くなっており、また、カモシカとシカでは生息区域の棲み分けがされて

いるように見えるとの意見にもあったように、加害獣も必ずしも一定ではなく、それぞれの

生息の動向によって変化し、更に、北海道や岩手県の例にあるように積雪期と非積雪期とい

った季節性の変化を示唆する意見もあった。 

被害の発生形態については、カモシカ、ウサギといった直接的に食害を与え、植栽木の生

長に影響を与える獣類と複合的に被害が発生している例が見受けられたほか、イノシシが防

護柵を潜って穴を開いたところをシカが利用し防護柵内に入り込み食害するという複合的

な要因が原因となる被害も見られた。 

また、最初に被害を受けるのは幼樹の新芽の部分からである傾向が強いことが把握された。 

  



97 

 

 防除対策の種類・仕様・選択とその変化 (3) 

 

【忌避剤】 

忌避剤は比較的シカの被害が目立つようになってきた頃に、最初に用いられる防除方法で

ある傾向が見られ、また、造林地の面積が大きく防護柵を設置する費用と手間がかかる場合

に一定程度の被害を受けることを認識しつつ使用している例が見られた。 

共通している事は、忌避剤の効果について、散布後に薬剤が添着していない新芽の部分が

被食されることである。 

また、兵庫県の例のように、複数回散布する手間や散布時期の気象条件によって効果が左

右される事についても共通的な問題意識があるように見受けられた。 

 

【単木防除】 

単木防除資材による防除は、限定的に選択される傾向があるように見受けられ、地域全体

で防除に利用されるという事例は見られなかった。 

全般的に積雪や風といった気象条件によって倒伏したり飛ばされたりする場合があると

いった問題が指摘され、また、単木防護資材で保護されていない部分の葉を被食されるとい

うことについても経常的に発生しているように見受けられた。 

保温効果などによる苗木への効果については、苗木の生長が良くなるといった意見と樹形

が整わなくなるといった意見があり、その場所の気象条件や植栽樹種等の状況によって一長

一短があるという表現が妥当であると思われる。 

あるメーカーのホームページでは、一度、食害を受けた苗木を再成長させる際も利用とい

ったことについても掲載されていたほか、北海道の事例のように植樹祭の実施地や治山現場

緑化現場での利用について紹介されていた。このほか、兵庫県の例のようにシカが単木防護

資材を学習し、資材を持ち上げて食害する例があったことを考慮すると、単木防護資材の利

用は広い面積の全部に施工するというより、保護したい程度や現場へのアクセス（見回り）、

傾斜、地質、樹種などの諸条件によって有利と判断される時に限定的に選択されているよう

な印象を受けた。 

 

【防護柵】 

防除を実施する際に選択される種類について、防護柵が選択されるケースが多い傾向が見

られ、防除効果についても概ね満足を示すコメントが得られているものの、コストや手間の

問題が指摘されている。また、北海道のように積雪があり、面積が大きい造林地を抱えると

ころでは、設置と管理に困難を感じている例があったほか、見回りを十分に実施できない箇

所やアンカーで地際に網を固定しにくいところでは、単木防護資材を利用するという使い分

けされる傾向が把握できた。 

防護柵に利用される網の材質については、漁業で利用されていた網を再使用する事例から、

ステンレス入りの専用の網の使用まで素材についてはバリエーションの幅があり、設置の際

に利用される支柱についても同様に専用のポールから造林地周辺の立木まで幅があること

が把握された。なお、支柱間の幅は 2mから 3mが目安とされていた。 

なお、漁業で利用されていた網を再利用した事例では経年変化による劣化で防除をしたい

と考える年数に見合う効果の維持ができない場合があるとのことであったが、それ以外の事

例において、どの程度の耐用期間が必要かについては、造林木の成長を目安とする期間につ

いては言及があったものの、具体的な言及はなかった。また、シカによって網を噛み切られ

る経験をしたところは、より強固な網を選択するような傾向が見受けられた。 
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その他、防護柵の外縁をシカがうろつき、獣道がついていることが確認できた例は各地で

見受けられたが、それが何に基づく行動であるかについては明確ではなかった。 

なお、防護柵は基本的な仕様が定められている例が最も多い防除方法であった。 

 

【特殊事例】 

特殊事例としては、高知県の事例にて人間の髪の毛、オオカミの尿、テグス、コールター

ル、番線、有刺鉄線を試用した例があったがどれも効果が薄かったとのことであった。 

また、北海道では苗木に枝を巻き付ける事例の実施が見られ、効果も得られるとしている。

その他、栃木県で見られたように忌避剤と単木防護資材、高知県のように単木防護資材と防

護策を併用した例が見受けられた。 

 

 防除対策の損壊原因 (4) 

 

「損壊」とは第１回目の検討委員会の時において整理された用語であり、防除対策を実施

する資材・設備が何らかの影響を受けて壊れて防除機能が低下もしくは無効化する被害のこ

とである（Ⅴ．２（1）参照）。 

単木防護資材と防護策は本書のⅡ．２(1)で整理したとおり、苗木とのシカの間に人工物

を挟むことによって、物理的に直接的にシカが苗木に触れることをさせないか、造林地への

侵入を遮断する事によって防除しようとするものである。 

どの事例地においても、台風や降雨、積雪、倒木や落石、土砂の崩壊といった原因によっ

て、防除に何らかの損壊が生じて被害を受けたことがあり、例えば防護柵が支柱から脱落し

たり破れたり、倒木によって倒されたりといった損壊事例が見受けられた。 

このほか、損壊とは言えないものの、防護柵の施工が不完全であったり、網を地際に固定

するための杭が十分に打ち込めない岩石地であったり、微少な凹型地形で隙間なく網を固定

させるのが難しい箇所であったり、完全な施工が困難な場合も見受けられた。 

なお、高知県の事例では単木防護資材設置後の撤去の手間への言及があり、またその他の

事例地においても劣化した単木防護資材を見ることができた。このことについて、過去に一

定年数を経過すると分解されるように設計され外す手間がないとされていた商品が発売さ

れていたこと、事例で見ることができて単木防護資材が経年変化による劣化・分解のものな

のか、その他何かしらの影響を受けたのか、判断するには製造年月日を把握する必要がある

と思われ、壊れた単木防護資材について、損壊なのか設計の範囲内での分解なのか判断する

ことができなかった。 

 

 防除対策のメンテナンス等 (5) 

 

防除対策の見回りの頻度は、月に 1 回から年に 3～4 回、3 年に 1 回まで地域によりバラ

つきがあった。全体の傾向として、国有林の森林管理署、森林整備センターの水源林整備事

務所では組織的に定期的に見回りやメンテナンスが行われていたが、一般民有林ではメンテ

ナンスが定期的に行われている事例は一部で見ることができたが、概ね、森林所有者に任せ

られているか、下刈などの作業と併せて行われていることが多い傾向にあり、その他、融雪

期や台風後の見回りといったタイミングで行われる事例があった。 
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 シカ被害に対する補償のニーズ (6) 

 

シカ被害に対する補償について、殆どの調査先で何らかのニーズが確認されたものの、制

度として成り立つのか、手続きが難しいのではないかといった意見や、防護柵のメンテナン

スへの支援を求める意見もあった。総じていうと、程度の差はあるものの、何からの防除を

行っていることが前提になるだろうという意見については共通的な認識として読み取るこ

とができた。 

 

 現場の状況 (7) 

 

ここでは、防除の実施と被害防止について全体的な気づきを記す。 

防除と使用している材料との関係についてみると、忌避剤と単木防護資材については薬

剤・材料に差を見ることができなく、防護柵の場合に、ネットを噛み切られた経験からステ

ンレス入りのネットに変更したり、シカがネットの下部から侵入しないようにスカートを追

加したり、材料に関する工夫を見ることができ、また、設置方法についても同様に工夫され

ていることが把握された。 

防除実施後に発生した被害についてみると、防除選択方法の誤りは見受けられず、むしろ

周辺のシカ生息密度、積雪といった気象要因に加えて、特に防護柵の場合は地際と密着させ

るためのアンカーを打ち込める土質なのか、礫が多く打ち込みにくいのかといった地質や地

形要因による施工の完全性が防除効果への影響が強いような印象を受けた。 

その他、イノシシの行動がシカによる被害を誘発する事例など、シカ以外の獣類との関係

を指摘する意見もあった。 

 

 その他重要事項 (8) 

 

防除の実施だけで被害防止を図るのは限界があり、シカの捕獲による生息密度の調整の実

施が必要であるとの意見、森林所有者の意向で保残した立木が倒木となって防護柵を損壊さ

れる例が複数みられるとの意見、施工技術に関する言及等を得ることができた。 
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表 III-2 現地調査の結果要覧 

 

 

No. 都道府県 調査先
ニホンジカ
密度分布

（１）シカの生息状況とその推移
（２）シカによる林業被害の状況

とその変化
（３）防除対策の種類・仕様・選択

とその変化

1 北海道

北海道立総合研究機構林業試験場
北海道 水産林務部 林務局 森林整備課
北海道 石狩振興局 産業振興部 林務課
環境科学研究センター
札幌市森林組合
千歳市森林組合
石狩市森林組合

対象外

■1990年代に道東から拡大で西部へ
■1998年頃ピーク、捕獲等により一時減少、2010
年頃から再び増加傾向、東部及び西部で捕獲対策
が強化されている
■簡易チェックシートを使用し毎年調査実施
■生息数増加の段階を終え減少傾向か？

■林業被害の約8割がシカ、感覚的に増加している
■ネズミやウサギの被害もあり
■ポイント的な被害、新芽の食害、角こすりも多い
■多雪地域はシカ少なく、林業被害も少ない
■被害は西部へ拡大している印象

■2000年頃から忌避剤散布、2010年頃から防護柵、2014年
頃から単木防除資材の設置がはじまる。補助対象となってい
るかが選択に影響。防護柵は全体にステンレス入りネット、
2.5mの支柱。

2 岩手
林野庁 東北森林管理局 三陸中部森林管理
署

①～④

3 栃木

栃木県 環境森林部
林業木材産業課、自然環境課
県南環境森林事務所
作原共有山林会

①南部～③西部

■ニホンジカ管理計画と管理モニタリング結果報告
書の通り（受領資料）
■推定生息数2.7万頭（2016）、3.2万頭（2013）から
減少傾向にあると推定されている
■県西部から北部と南部にかけて生息域が拡大し
ている印象、生息域は2002年頃から拡大

■シカによる林業被害面積は28ha（2017）、被害金
額は94百万円（2017）、2015年より減少傾向にある
（受領資料より）
■ウサギ、クマの被害もある

忌避剤散布が多い。単木防除より防護柵が多いと思う。

4 埼玉
埼玉県 農林部 森づくり課
埼玉県秩父農林振興センター　林業部

①～④
東部から西部へ
密度高

■昭和30年代（1955～）までは秩父地域の一部の
み生息、昭和50年代（1975～）までに秩父全域と飯
能市で生息を確認、平成以降（1989～）はその周
辺部にまで拡大
■推定生息密度は秩父の境界から山麓にかけて
50頭/km2以上と特に高い

■生息数増加に伴い、防除対策をしなければ成林
しない区域が拡大
■シカ被害面積は1996年頃にピーク（191ha）、そ
の後一時減少したが、近年増加傾向、2017年は
35ha
■クマによる剝皮被害も一部みられる

5 山梨
国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林整備センター 甲府水源林整備事務所

②～④
北部広範囲④

■第二種特定鳥獣管理計画の通り
■推定生息数は7.1万頭（2016）

■近年、シカによる被害は約85%（高齢林被害含
む）
■クマによる皮剥ぎ被害もある
■被害の原因として防護柵損壊による侵入が推測
される

6 長野 林野庁 中部森林管理局 南信森林管理署
①～④
東部④

■管内の生息密度は非常に高い（八ヶ岳では51頭
/ha）
■中央アルプスの高標高地でも目撃される
■生息数は着実に増加している印象

■1990年代はシカ被害はほとんどなし
■それ以降にシカ被害が急増、現在は8割以上が
シカ、クマの剝皮被害が2割
■新植地では防護柵設置がなければすぐに全面被
害を受ける

7 岐阜 林野庁 中部森林管理局 岐阜森林管理署
①～④
中部④

■増加傾向にある。時系列変化は不明だが、爆発
的に増加した。ニホンカモシカは管内全域において
過去から広く分布している

■管内でスギ・ヒノキの植栽木に対してシカ被害が
顕著
■近年は防除対策なしではすぐに被害を受ける状
況

30年前くくり罠、1990年代爆音機、

8 静岡
静岡県 農林技術研究所 森林・林業研究セン
ター

①～④
全体的に①～②
伊豆周辺のみ④

■静岡県ニホンジカ管理計画を参照
（特に異なる見解はない）

■静岡県ニホンジカ管理計画を参照
■ネットをイノシシに切断され、そこからシカが侵入
するケースもある

9 愛知 愛知県 森林・林業技術研究センター
①～④
東北部のみ④

■基本的に生息範囲は拡大しており、以前から生
息している地域では密度が高くなっている
■静岡、長野、岐阜の県境でシカの移動が見られ
る（GPS追跡の調査結果より）
■季節性移動の可能性がある

■シカ被害は統計的には減少しているが、もっと多
い印象
■ウサギによるネット損壊もあるため、ウサギの被
害とセットで防除対策を取ることが多い印象
■カモシカ、ウサギ、ネズミによる被害がある

10 滋賀

滋賀県 琵琶湖環境部 森林保全課
滋賀県 甲賀森林整備事務所
滋賀中央森林組合
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

②～④
全域④

■ニホンジカ管理計画の通り

■9割以上がシカ被害だが、クマとカワウの被害も
ある
■県北部と南部で被害の大差はない印象
■東部南部ではウサギの被害もみられる

防護柵の金網、ネット、単木防除資材を使用。防除対策の変
化は不明。選択基準は面積と周囲の長さのバランスで単木防
除か防護柵を決めている。

11 兵庫
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林
整備センター 神戸水源林整備事務所

①～④
北部④、中部②
～③

■生息区域は年々広がっている、北部に多い
■中国道を境に生息数が異なる。南は全体の1/4、
北部は3/4、南北両方で生息範囲の拡大とともに頭
数が増加している

■幼齢木への剝皮被害がみられる
■防護柵を設置しなければ植栽木は残らない
■積雪の影響で春先には被害が大きくなる

単木防除資材の使用経験あり。高さ1.4mが標準でありそれ以
上の高さになった場合は対応できない。雪や風に弱い。下から
持ち上げられて被害を受ける。植栽木が曲がる。修繕が大変
でコスト高い。柵の設置は問題ない。1990年代前半よりネット
を使用、忌避剤は年2回散布していたが効果なし。
経験的に防護柵が最も良いとしている。

12 和歌山

和歌山県 農林水産部森林・林業局 森林整備
課
和歌山県 日高振興局 農林水産振興部 林務
課

①～④
北部①、西部④

■県全域で生息が確認されている

■2000年代前半はシカ被害が6割程度だが、現在
はほぼ100%近い
■平均50ha程度の被害面積がある
■スギは一部食害されても回復することがあるが、
ヒノキは回復しないことが多い

防護柵を以前から使用しているが、2015年頃から捕獲を積極
的に実施している。防護柵が防除の中心。一部に単木防除資
材を使用している程度。支柱間4m、網目5cm。

13 島根
島根県 中山間地域研究センター
島根県 東部農林振興センター

①全域、特に南
部、④北部の一
部

■県全体ではシカの生息数は減少傾向
■植生は回復傾向にある
■出雲の北山地域、中国山地周辺に特に多く、北
山は近年増加傾向にある（4千頭、65頭/km2）

■幼齢木への被害は30年ほど前からひどくなって
きている
■中国山地周辺では、造林地はあるが被害はあま
りない
■野ウサギによる被害もある

14 徳島 徳島県立農林水産技術支援センター
①～③、一部
④、全域②～③

■シカ密度は平均20頭/km2程度
■生息数が減少している印象はない

■基本的に防除対策をしなければ食害を受ける
■防除対策を実施してもシカ被害を受けることがあ
る
■ウサギによる被害もある

15 高知
高知県 林業振興・環境部 木材増産推進課
物部森林組合

①～④
東部と西部は密
度高

■生息範囲は拡大しているが、移動している可能
性もある
■ニホンジカの生息数は多い、カモシカも多い。現
場感覚でも増加傾向にある

■野生鳥獣による被害面積は7,600ha（2017）、うち
シカは約8割
■植栽木が全滅する被害もある
■幼齢木の先端をかじられる。根っこから抜く。皮
剥ぎはあまり多くないと考えられる。
■野ウサギによる被害がある

忌避剤は30年前からしていた。30年前は防護ネットを使用して
おり、10年前には単木防除資材に移行した。基本的には所有
者の意向が最優先。物部については、単木防除資材が多い。
忌避剤としてオオカミの尿、人の毛、てぐす、枝打ちの枝、コー
ルタールを苗木に塗った、有刺鉄線など試行したが効果はあま
りなし。防護柵の経験あり、施工前の地ならしが大変。人員が
必要。遠方地への資材運びが大変。
急傾斜地が多く、防護柵が対応できない。単木防除資材は苗
木の成長が良い。蒸れることで成長が促進される。遮光される
ため苗木は上に伸びる傾向にある。架線で資材を運ぶ

16 大分
大分県 農林水産部 森との共生推進室
佐伯広域森林組合

①～④
北部と南部④
西部①

■県南が生息密度が高い、
■推定生息数はおよそ11.4万頭（2015）
■北部、中央部で拡大、北東部はまだ主伐が少な
い。南部はシカの生息が拡大している（生息・被害
状況アンケート調査より）

■シカによる被害額のピークは1996年頃（1憶6200
万円）、2017年は245万円
■植栽木より嗜好性の草類が食されている傾向が
あり、苗木の全てを食する被害はない
■中津、玖珠、九重は被害が多い。苗木の食害が
多いが、新芽がでてきて回復している箇所もある。

九州は雨が多いので、嗜好性草類が食されることが多い。基
本的に、防護柵を設置する。網目が15cmから10cm、支柱も
FRPに変化、スカート設置により被害が減っている。

17 宮﨑
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林
整備センター 宮崎水源林整備事務所

①～④
西部①、南部な
し

■全体的に県北部は生息密度が高く、南部は生息
密度が低い

■造林木への被害は、大半がシカによる
■秋から冬にかけて被害が集中していくと推測
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（４）防除対策の損壊原因 （５）防除対策のメンテナンス等
（６）シカ被害に対する

補償のニーズ（必要性）
（７）現場の状況 （８）その他重要事項

2018年は台風による倒木が多く、防護柵も壊れて
いる。倒木処理は森林所有者負担、防護柵は組合
負担で行う想定。台風は年に2～3度ほど上陸する

防護柵のメンテナンスは全域ではないが毎年おこ
なっている。補修は森林組合が手伝う部分もある
が、森林所有者が部品を購入し行っている。メー
カーによる補修も一部ある。

防護柵がシカによって破られたのかどうかという証
明が難しいのではないか
手続きの簡略化が必要

防護柵設置（普通事例）
積雪2m程度の現場、高さ2.5mの防護柵だが一部に食害
木がみられる。ウサギによる食害もある。

防除だけでは限界があり、同時に捕獲も積極的に
実施する必要があると考える

ニーズは必ずある。

不明 必要性を感じている。

台風の大雨による防護柵が損壊、シカが侵入し被
害が発生

防護柵のメンテナンス頻度年1回、ドローン使用して
いるがズーム機能がないため意味があるかはわか
らない
忌避剤散布の現場は週に1.2回見回り

ニーズはある。
防護柵設置（優良事例）
忌避剤散布（＋わな）（普通事例）

防除対策実施の単価例：
防護柵100～120万円/ha、40万円/100m
忌避剤10万円/ha

該当なし

防護柵

ネット設置現場は潜り込みなどで侵入されている。
金網設置現場、乗り込み、潜り込み、風倒木、ハン
ターの不注意で侵入をゆるす

下刈りの際にメンテナンスを行う程度
年に一度程度

補償する仕組みはあった方が良いが、補償制度と
して成立するかどうかは疑問に思う。

防護柵用ネット（被害多発）
被害率約6割、毎日のように被害を受ける
金網柵（普通事例）　被害率3割
単木防除資材（優良～普通事例）
被害率2割

8～10齢級が多く、皆伐があまりない、そのため幼
齢木が少ない、所有面積が小さい→大規模皆伐が
進まない

気象災に起因する風倒木により損壊
土砂崩れによるもの
シカの行動により被害を受ける

造林者の意識次第だが、基本的には下刈り等の施
業時に見回りをする程度。年に3～4回程度してい
る。雪解け時、夏の下刈り時、秋の台風後、春先に
1度ずつ

防除対策の損壊は自然災害後のものがあると良
い。ネットであれば仕様、設置方法、見回りが定
まっていないため、一律で補償できないのではない
か。シカの被害とは言い切れない。植え付けの時期
に本数のカウントができない。

防護柵設置（優良）　造林者のメンテナンスがしっかりされ
ている。見回り年6回程度。防護柵設置（被害多発）　被害
率6割。ヒノキが多い。被災に伴い防護柵が損壊する。西
日本豪雨災害により風倒木が多く発生し、柵が損壊してい
る現場も多い

所有者の意向により残された木が災害により倒木
し、防護柵の損壊へつながる事例も少なくない。70
～80万円/ha（復旧額）
防護柵設置：2,000～2,400円/m
忌避剤散布：11.1万円/ha

被害は減ってきている。被害面積は平均50haくらい
だったが近年20ha程度に収まってきている。台風
等の影響でネットが倒れ、そこからシカが侵入す
る。

月に1度は見回りをしている 特になし

防護柵設置（被害多発）
イノシシからシカによる柵の損壊
防護柵設置（普通事例）
周辺に食糧となる植物があるため、被害が少ないのでな
いか。

植栽した2年目にほぼ全滅、二重ネット

防護柵（金網柵）

防護柵＋単木防除資材

被害は少ない。シカの体当たりによる単木防護資
材の損壊。成長して資材からでる部分をシカが食べ
る。

基本的に下刈り時に見回るが、下刈りをしないとこ
ろもあるためメンテナンスをしない場合もある

補償はあった方が良いが、利率を考えると仕組みと
して成立しないのではないか

防護柵（被害多発）被害率5割程度、10年生、メンテナンス
はほぼしていない
単木防除資材（優良）
現場で糞が多く見られる

1.8mの単木防除資材は2,000円/本
スタンダード1.4m 500円/本
森林組合が施工し、施工の技術も向上している

台風による損壊がある
支柱とネットをセットで盗まれる場合もある

見回りはしていない。台風などの災害時に損壊が
あった場合、森林組合による修繕がある、補助があ
る年間800万円（植栽含む）程度。

シカによる苗木の被害については、防除対策実施し
ているものに関しては、補償すべきだと思う。

防護柵設置（優良）
防除対策にも苗木にも被害はほぼない。
周辺に糞は多く見られる。




