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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甲府水源林整備事務所 (6) 

 

日 時 2019年 2月 5日（火）9:30～17:00、2月 6日（水）9:00～11:00 

場 所 甲府水源林整備事務所（現場：都留市井倉、都留市朝日曽雌、富士川町柳川） 

聞き取り先 

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（以下、甲府事務所） 

佐藤 正道 主幹（造林係長事務取扱） 

江尻 史 氏 

峡南森林組合 

※富士川町柳川のみ 

溝口 芳文 氏 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 寺田 武徳 研究員 

受 領 資 料 ・現場地図（都留市井倉、都留市朝日曽雌、富士川町柳川） 

・シカ防護柵 資材規格標準仕様書 

聞 き 取 り 

記 録 

1．シカ被害の防除対策実施について 

（1）過去から現在まで、取り組まれている防除対策の種類や仕様とその変化 

・山梨県内全域で、シカの防除対策は、「防護柵」で実施。 

・仕様、規格等は関東整備局で定めている内容（10cm×10cm、強化糸ネット等）。 

・現在、一部植栽地において、ブロックディフェンスを導入。 

・小面積（1～2ha）で囲うとともに、シカ等動物の通り道をネットで阻害しない

ように心がけ、シカ等による防護柵へのアタックを避ける。 

・また、谷渡りなどネットが安定して設置できない箇所を区域から除外する。 

（2）防除対策の選択について、重視すること 

・現在のところ、甲府事務所においては、単木防除や忌避剤はトータルコストで

高価なため、防護柵による防除のみ実施している。 

（3）過去から現在まで、シカの生息状況とその推移 

・山梨県の管理地域区分は、「南アルプス地域」、「八ヶ岳・秩父山地地域」及び「富

士北麓・南都留地域」の 3 地域に区分されているが、現在の生息密度は全県ほ

ぼ変わらない。【第 2期山梨県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画】参照 

（4）過去から現在まで、シカによる林業被害の状況とその変化 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・過去については不明であるが、ここ数年は、シカによる被害が約 85%（幼齢林の

食害、老齢林の角こすり）を占める。 

【被害の頻度と規模】 

・県下全域で生息密度は大きく変わらないが、実際の被害はそれぞれの地域及び

箇所で違いが見られ、その原因は防護柵の被害状況によるものと推測される。 

・特にネットが破損し、シカの群れが侵入した場合、その被害は甚大となる。 

【食害の傾向】 

・食害については、個体群により違いが見られる。 

・なお、食害時期は、えさが不足する秋～春にかけて多く見られる。 

【その他】 

・頂芽部や樹皮を食害された場合、枯損又は成長が止まることが多く見られる。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・台風等で防護柵が一時的に破損し、はぐれた個体が侵入した場合は、食害を受

けていない造林木の管理で成林が期待できる場合もあるが、群れで侵入した場

合は殆ど補植等の復旧が必要となる。 
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（6）シカ被害に対する損害補償に関する意見 

・被害の認定範囲を決めるのが難しいと考えられる。事務作業や現場確認などの

手間がかかる上に、その間に対応できないデメリットがある。 

・シカによる被害が多すぎて、森林保険による補償制度がコスト的に見合うのか

どうか疑問である。 

 

2．防除対策を実施している現場について 

（1）都留市井倉（優良事例） 

・所在地：山梨県都留市井倉字生出山 

・面積：7.21ha（契約全体面積 8.84ha） 

・標高：430m～580m 

・土壌：安山岩、BD（d）適潤性褐色森林土 

・平均気温：13℃ 

・年間降水量：1400mm 

・最大積雪深：0.3m 

・傾斜度（目安）：30°以上 

・おもな樹種：ヒノキ 

・植栽密度：2,700本／ha 

・幼齢木の林齢：1～2年制 

・植栽木の残存状況：ほぼ 100％ 

・下層植生の被度：多い 

・実施している防除対策の規模：全面 

・その他の状況：里山で国道に近い 

【防除対策の被害の原因】 

・人の手により防護柵の入り口が開いたままになっていたことと、イノシシ等の

動物によりネットに穴が開いていたことで、シカが侵入した。 

・現地調査時にも入り口が開いたままになっていた箇所を複数確認したため、注

意喚起の看板を設置。 

【シカの生息状況】 

・聞き取り対象は、詳細は不明とのこと。 

・地域住民の中にはシカが多いと言う人もいる。 

【シカによる林業被害の状況とその変化】 

・シカ被害は現在に至るまで平成 31年 1月のみ発生した。その他の被害は見られ

ない。 

【防除対策の実施内容について】 

・防護柵（仕様等は別途）による防除を実施している。平成 31年 1月現在初めて

被害が確認された。被害の状況は一部の区域において樹皮食いがみられるが、

おそらく生育には影響しない程度である。 

【防除対策の設置費用・運営費用】 

・強化繊維入り（下部のみ）合繊ネットの防護柵を設置しており、単価は 1,700

円／m。運営費用は 40,000円／年。 

【防除対策の維持活動・メンテナンスの程度】 

・見回りは、春と秋の年 2回、メンテナンスは植栽開始から１回のみ。 
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【防除対策の損壊の発生頻度と規模】 

・発生頻度：植栽開始から１区画（約 1.30ha）の規模で１回のみ発生。 

【幼齢木の被害発生後の回復状況】 

・平成 31 年 1 月において、１区画の 20%程度、剥皮被害による被害を確認した。

現場ではネットにシカが絡まり死んでいたので、シカの除去とネットの修復を

実施した。 

・被害木はまだ枯損は見られない。 

【被害額】 

・防除対策の被害額はシカの引っかかっていた部分の補修費用として約 4,000 円

程度であった。 

（2）都留市朝日曽雌（普通事例） 

・所在地：山梨県都留市朝日曽雌字大棚原 

・面積：1.10ha（契約全体面積 83.46ha） 

・標高：500m～600m 

・土壌：安山岩、BD（d）適潤性褐色森林土 

・平均気温：13℃ 

・年間降水量：1,400mm 

・最大積雪深：0.3m 

・傾斜度（目安）：35°～40 

・おもな樹種：ヒノキ 

・植栽密度：2,400本／ha 

・幼齢木の林齢：5年生 ※平成 29年度に補植実施 

・植栽木の残存状況：7割程度 

・下層植生の被度：多い 

・実施している防除対策の規模：平成以降の改植区域において実施（約 5ha） 

・その他の状況：管理は林道周辺に造林地が多く地元業者が一体的に行っている。 

【防除対策の被害の原因】 

・元々あった獣道を防護柵の設置により遮断したことにより、シカがネットを食

い破り侵入した。 

【シカの生息状況】 

・シカを見かけることはないが、鳴き声を時々耳にするため、シカ生息密度が高

いと考えられる。 

・柵を飛び越えている様子は見られない。 

【シカによる林業被害の状況とその変化】 

・当初植栽（昭和 40年～50年代）には、シカの被害は受けていなかったと考えら

れるが、現在ではシカ防除対策が必須である。 

・平成 28 年度までは被害は軽微だったが、平成 29 年度にまとまった立ち枯れが

発生した。 

【防除対策の実施内容について】 

・防護柵（仕様等は別途）による防除であり、ブロックディフェンスを導入。 

・同じ場所を何度も補修していたため、１つの区画を 2 つに分けてその間に獣道

として入口部は幅 6m、その他は幅 3mの獣道を等高線沿いに確保した。 
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【防除対策の設置費用・運営費用】 

・強化繊維入り（下部のみ）合繊ネットの防護柵を設置しており、単価は 1,600

円／m。 

・運営費用は計上していないが、軽微な補修はある。平成 30 年 10 月の台風によ

って風倒木が柵を破壊しているため、補修のコストを試算する必要がある。 

【防除対策の維持活動・メンテナンスの程度】 

・見回りは、下刈り前後と秋の年 3回実施している。 

【防除対策の損壊の発生頻度と規模】 

・軽微な被害（小さな噛み切り等）は毎年発生している。 

【幼齢木の被害発生後の回復状況】 

・植栽区域の下部で食害により約 20%が枯損したので、ブロックディフェンスを行

い併せて補植を実施した。その後は被害発生の報告を受けていない。 

【被害額】 

・防除対策の被害額は、獣道開設に要した費用を含む約 360,000 円である。森林

経営における被害額は約 395,000円である。 

（3）富士川町柳川（被害多発事例） 

・所在地：山梨県南巨摩郡富士川町柳川字高羽根 

・面積：2.40ha（契約全体面積 5.57ha） 

・標高：330m～490m 

・土壌：安山岩 Bd・Bd(d) 

・平均気温：14℃ 

・年間降水量：1600mm 

・最大積雪深：0.2m 

・傾斜度（目安）：30°以上 

・おもな樹種：ヒノキ 

・植栽密度：2,700本／ha 

・幼齢木の林齢：5、8年生 

・植栽木の残存状況：1～2割程度 

・下層植生の被度：多い（カヤ主体） 

・実施している防除対策の規模：全面 

・その他の状況：窪地、沢が横断。植生はカヤ。元々は無立木地・粗悪林相地で

あった。 

【防除対策の被害の原因】 

・シカ防護柵の沢渡りの部分において豪雨等で毎年のように支柱が折れる等破損

し、シカが侵入した。 

【シカの生息状況】 

・非常に多い。現場に行くとよく見かける。カモシカもよく見かける。 

・地元の狩猟者が防護柵のすぐそばでくくり罠を仕掛けていた形跡があった。 

【シカによる林業被害の状況とその変化】 

・シカは葉と樹皮に対しての食害を与える。 

【防除対策の実施内容について】 

・防護柵（仕様等は別途）による防除であり、0.30ha区域と 2.10ha区域の２カ所

に分けている。特に 2.10ha区域の被害が多い。 
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【防除対策の設置費用・運営費用】 

・強化繊維入り（下部のみ）合繊ネットの防護柵を設置しており、単価は 1,500

円／m。運営費用は 95,000円／年。 

【防除対策の維持活動・メンテナンスの程度】 

・見回りは、春 1 回、冬 2 回、災害時に実施している。作業道の近くのため、他

の現場での作業時に寄って確認することもある。 

・メンテナンス：植栽開始から軽微なものを含めると毎年修理している。 

【防除対策の損壊の発生頻度と規模】 

・シカやカモシカによる柵への被害とともに、沢の付近の崩壊や水流、土砂によ

る損傷もある。 

【幼齢木の被害発生後の回復状況】 

・植栽後、全面的に食害をうけ毎年シカ防護柵の損壊が起きているが、補植もし

ており植栽木の生長は著しく良い。 

【被害額】 

・防除対策の被害額は、約 300,000 円で、森林経営における被害額は約 510,000

円である。 

以上 

 

  

防護柵と植栽木（普通事例） 林内の状況、中央部が獣道（普通事例） 

  

風倒木の影響（普通事例） 獣道の入口部（普通事例） 
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防護柵と植栽木（優良事例） 林内の状況、中央部が獣道（優良事例） 

  

侵入し、絡まって死んだオスジカ（優良事例） 開放状態で放置されていた防護柵入口部（優良事例）  

  

林内をカヤが優占している状況（被害多発事例） 損傷した沢部の防護柵（被害多発事例） 

  

沢部の土砂体積の状況（被害多発事例） 噛み切りにより損傷した防護柵（被害多発事例） 
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 林野庁中部森林管理局南信森林管理署 (7) 

 

日 時 2019年 2月 8日（金）8:00～18:00 

場 所 南信森林管理署が管轄する国有林 

現場 1：大河原国有林 

現場 2：浦国有林 

現場 3：東又国有林 

聞き取り先 林野庁中部森林管理局南信森林管理署 渡邊 修  森林技能指導官 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 神村 裕之 研究員 

受 領 資 料 ・国民の森林「国有林」 

・ワナ捕獲通知システムの実証 

・南信森林管理署のニホンジカ食害対策 

・中部森林管理局における獣害対策の取組（平成 30年 4月） 

・平成 30年度事業概要 

聞 き 取 り 

記 録 

1．南信森林管理署が管轄する森林におけるシカ被害の防除対策 

（1）過去から現在まで取り組まれている防除対策の種類や使用とその変化 

・南信森林管理署の管轄区域は長野県の南東部に位置し、伊那市外 5市 8町 14村

の 28 市町村からなっている。区域面積は 399 千 ha で長野県の全体の約 30％を

占めており、国有林 75千 haを管理運営している。 

①広域の協議会と連携した取組 

南アルプス・八ヶ岳・霧ヶ峰・中央アルプスの 4地域の 5協議会との連携した

取組の推進、公開シンポジウムの開催。 

②科学的な検証に基づく対策実施 

被害状況調査、センサーカメラ、GPSによる行動把握調査、越冬地の分析。 

③市町村、猟友会へのくくりワナの貸し出し、委託契約等による個体数調整を

実施。 

（2）防除対策の選択について重視する事 

【防護柵設置】 

・高山植物を保護するために南アルプス・八ヶ岳・霧ヶ峰地域で、協議会及びボ

ランティアや山小屋関係者により 18箇所、長さ 8,977mの防護柵を設置した。 

移動に時間を要し、経費も手間も非常に掛かる。また、高標高地では積雪のた

め毎年、設置及び撤去作業が伴うといったデメリットがある。 

・植栽木の保護のため、主伐（立木販売箇所跡地）箇所で平成 30 年度 2カ所 8.96ha、

延長 3,300m の防護柵を設置した。 

150万円／haの費用が掛かることと人力で設置するため経費も手間も掛かる。 

・諏訪大社で御柱として使用されるモミ立木には食害防止用の単木防護資材を設

置した。 

【捕獲】 

・市町村や猟友会へのワナの貸出しを行うとともに、委託契約等による個体数調

整を実施した。 

平成 29 年度にはニホンジカが 1,985頭捕獲された。これは中部森林管理局管内

で捕獲されたニホンジカの半数にも及ぶ。 
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（3）過去から現在まで、シカの生息状況とその推移 

・南信森林管理署管内での生息密度は非常に高く八ヶ岳地域で 51頭／ha、南アル

プス地域で 13頭／haである。 

環境省のガイドラインでは自然植生に目立った影響が出ないシカの生息密度は

3～5頭／ha以下と言われているが、南信森林管理署管内ではこの数字を大きく

上回っている。近年、中央アルプスの高標高地でもニホンジカが目撃されてい

ることから確実にニホンジカの生息数は増加していると考えられ、被害の拡大

が懸念されている。 

（4）過去から現在まで、シカの生息状況とその推移 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・平成の一桁年にはニホンジカの被害は殆ど見られなかったが、平成 10年以降は

ニホンジカによる被害が急激に増加し、ニホンジカの被害は 8 割以上に推移し

た。 

・八ヶ岳、霧ヶ峰、南アルプス地域ではニホンジカによるヒノキ、カラマツ立木

の樹皮食害及び角擦りが、高標高地においてはニホンジカによる高山植物等の

食害が報告されている。中央アルプスではニホンジカの生息密度が低いため目

立った被害は報告されていない。 

・八ヶ岳地域の高標高地 2,500m付近ではニホンジカが食べないコバイケソウ、ト

リカブト等も食害を受けている。 

【被害の頻度と規模】 

・特に造林地や伐採跡地や林道法面、治山緑化事業地などはニホンジカの餌場と

して好適な環境となり、集まり易い状況となっている。 

・新植地においては防護柵を設置しなければすぐ食害が全面的に発生する。 

【食害の傾向】 

・春は主に草類、針葉樹・広葉樹の新芽、植栽木の葉、樹皮等の食害が多い。 

・冬季はササの葉、立木の樹皮食害し降雪等で採餌条件が厳しい状況下では落ち

葉も食べている。 

【その他、シカによる林業被害の状況】 

・現在、新植箇所においては全て防護柵を設置している。 

（5）防除対策実施で想定している効果と被害の許容範囲 

・完全に防除できることが望ましいが、現時点では生息密度も高く現状では不可

能である。 

（6）シカ被害に対する損害補償制度のニーズ 

・現在は食害を受けないように防護柵を設置し委託事業を含め定期的に巡視しな

がら対応しているが、過去には食害により改植、補植を行ってきた。 

・木材価格の低迷等により民有林においては主伐再造林が進んでいない。森林整

備は間伐止まりである。 

 

2．現場確認（※南信森林管理署が管理する現場にて聞き取り） 

（1）現場 1（大河原国有林、大鹿） 

・くくりワナとワナ捕獲通知システムで効率的な捕獲を進めている。くくりワナ

は 40か所に設置されており、うち 7か所には通知システムが設置されている。

ワナは 8,000円／個、子機と中継機は 60,000円／個である。シカの捕獲は、職

員捕獲と猟友会による委託捕獲で行われている。この現場で剝皮被害は少ない。
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66日間で 158頭が捕獲され、メスが 8割を占めていた。 

（2）現場 2（浦国有林） 

・現場 2 ではシカ柵による防除が行われている。現場へ向かう途中で大型のシカ

の足跡を確認。現地調査を試みたが、積雪のため現場へ向かうことは出来なか

った。後日、現場の写真を受領した。 

（3）現場 3（東又国有林） 

・剝皮被害が多いため、テープを用いて防止している。現場 3 ではシカの糞を多

数確認した。この現場では下層植生がほとんどなく、捕獲されたシカの胃から

落ち葉が出てきた。 

以上 

 

  

赤外線モーションカメラによる監視（大河原） シカ誘引剤の散布状況 

  

貧弱な下層植生（東又国有林） 成林したスギの剝皮被害 

  

テープによる剝皮被害防止対策 剝皮被害の状況 




