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III． 現地調査 

 

1. 現地調査の個別結果 

 

現地調査は下表に掲げるとおり、21 箇所で行うことができたが、一部、積雪のため現地

に到達することができず、ヒアリングを行うとともに、防除実施時の写真の提供等をいただ

いた。 

 

表 III-1 現地調査先の概要 

No. 調査日時 
都道 

府県 
調査先（調査対象） 内容 

1 2018年 12月 6日（木） 北海道 
北海道立総合研究機構森林研

究本部林業試験場 

聞き取り調査 

2 2018年 12月 5日（水） 北海道 
北海道水産林務部林務局森林

整備課 

聞き取り調査 

現地確認 

3 2019年 2月 7日（木） 岩手 
林野庁東北森林管理局三陸中

部森林管理署 

聞き取り調査 

現地確認 

4 2019年 2月 26日（火） 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 

聞き取り調査 

現地確認 

5 2018年 12月 17日（月） 埼玉 
埼玉県農林部／林業部／秩父

農林振興センター 

聞き取り調査 

現地確認 

6 
2019 年 2 月 5 日（火）

～2月 6日（水） 
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 

聞き取り調査 

現地確認 

7 2019年 2月 8日（金） 長野 
林野庁 中部森林管理局南信

森林管理署 

聞き取り調査 

現地確認 

8 2019年 2月 13日（水） 岐阜 
林野庁中部森林管理局岐阜森

林管理署 

聞き取り調査 

現地確認 

9 2019年 3月 5日（火） 静岡 
静岡県農林技術研究所森林・

林業研究センター 

聞き取り調査 

10 2018年 12月 7日（金） 愛知 
愛知県森林・林業技術研究セ

ンター 

聞き取り調査 

現地確認 

11 2019年 2月 6日（水） 滋賀 
滋賀県琵琶湖環境部森林保全

課 

聞き取り調査 

12 2019年 1月 29日（火） 滋賀 
滋賀県甲賀森林整備事務所／

滋賀中央森林組合 

聞き取り調査 

現地確認 

13 2019年 3月 6日（水） 滋賀 
滋賀県琵琶湖環境科学研究セ

ンター 

聞き取り調査 

14 
2019年 2月 27日（水）

～2月 28日（木） 
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 

聞き取り調査 

現地確認 
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15 2019年 1月 28日（月） 和歌山 
和歌山県農林水産部森林・林

業局森林整備課 

聞き取り調査 

現地確認 

16 2018年 12月 10日（月） 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 

聞き取り調査 

現地確認 

17 2018年 11月 29日（木） 徳島 
徳島県立農林水産技術支援セ

ンター 

聞き取り調査 

現地確認 

18 2019年 2月 25日（月） 高知 
高知県林業振興・環境部木材

増産推進課 

聞き取り調査 

19 2019年 2月 26日（火） 高知 
物部森林組合 聞き取り調査 

現地確認 

20 
2018年 12月 18日（火）

～12月 19日（水） 
大分 

大分県農林水産部森との共生

推進室 

聞き取り調査 

現地確認 

21 2019年 3月 7日（木） 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 

聞き取り調査 

現地確認 

 

 北海道立総合研究機構森林研究本部林業試験場 (1) 

 

日 時 2018年 12月 6日（木）9:30～11:30 

場 所 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 森林研究本部 林業試験場 

聞き取り先 

地方独立行政法人 北海道立総合研究機

構 森林研究本部 林業試験場 保護種苗

部 保護グループ（以下、道総研） 

明石 信廣 研究主幹 

雲野 明 主査（鳥獣） 

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 ・シカ被害の防除対策実施について（聞き取り調査票に対する回答） 

聞 き 取 り 

記 録 

1．北海道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 

・北海道の森林面積は、日本全体の森林面積の 22％を占めている。北海道内では

日本海側・太平洋側・オホーツク海側とあり、標高も様々で地域によってシカ

の状況及び歴史も異なるため、実施されている防除対策も地域によって異なる。 

・北海道庁は、初期の防除対策として忌避剤、2010 年から枝条巻き付けと侵入防

護柵、2014年から単木防除資材を補助対象にした。 

・シカの防除設備は、補助対象になったが、環境に資材が適しているか、また防

除効果の観点から問題があると感じている。忌避剤については、散布によって

薬剤が付いている箇所については効果があるが、新たに伸びた箇所については

効果がない。本州においては、冬季にヒノキが食害を受ける場所では忌避効果

があると言われており、北海道においても冬季ではウサギに対しては効果があ

る。しかし夏季に成長したカラマツや広葉樹が食害を受けるため、効果がはっ

きりしない。 

・枝条の巻付は、長崎県で対策をとられていた実例の文献を参考にして北海道で

も使用するようになった。コストとしては、人件費を含めた施工費のみで、資

材費はかからないため、経済的で良いと感じている。角こすりや剝皮被害は、

忌避剤では防ぐことができず、また防護柵とネットを用いた防除は膨大な手間



13 

 

とコストがかかる。一方、幼齢木が対象ではないが、枝条巻きは、縄やビニー

ルテープを使用するので、置いておけば切れるため巻き直しの手間もなく、資

材費も安い。4～5年は効果もある。 

・角こすりや剝皮被害については、胸高直径 20cmを越えると、被害が少なくなる。 

・忌避剤の効果が疑問視されたことや、森林整備に多くの予算が投入されたこと

から、防除方法が忌避剤から防護柵に一時的にシフトした経緯がある。防護柵

については、最近の施工例は少ない。北海道では、防護柵の規格を検証するこ

となく設置が進められたように思う。約 5 年前に多雪地域に設置した防護柵の

調査を行ったところ、大雪の影響により一冬も越すことができなかった。標準

的な規格では多雪地域の雪害に耐えられないのは当然だが、補助対象の観点か

ら設置について深く考慮することなく実施したような例もある。現在において

も十分な試験は行われていないと考えている。 

・侵入防止柵（以下、防護柵）が補助対象になる前は、防護柵の設置はほとんど

なく、シカの防除に対して熱心な人が何件かやっていた程度である。防護柵が

補助対象になった後は、基準となる仕様が定められ、基本的にはそれに従って

設置されている。北海道での標準的な防護柵は、北海道庁から提供されている

資料にある通りだが、マニュアル通りに設置していても問題が起こっているた

め、現在試験を行っている。 

・現在は、防護柵で広範囲を囲むことで、シカを柵の内側に囲い込んでしまい、

沢や窪地などシカが通り抜けできる箇所ができてしまっていることが問題とな

っている。柵に対する被害という問題以前に、防護柵が完全に機能するように

施工されていないところが多い。 

・大型の柵や延長の長い柵を設置している地域では、シカによるネットの噛み切

りで穴が空いていることが頻繁にある。先日、現地確認を行った石狩ではシカ

の生息数が少なく、一つひとつの柵もそれほど大きくないが、シカによる柵へ

の被害がそれほど多くなかった。数年前、えりも町では林道を走っていた際に

多くの穴が確認できた。 

・今まで、シカが多い地域は、太平洋側（日高、釧路）であり、それほど積雪は

問題ではなかったが、最近では多雪地域にも柵を設置するようになり、雪への

対応が問題になってきた。豪雪地帯に適した防護柵の設置方法が現在の課題で

ある。 

・現在、目合いが細かいネットの設置方法や規格について野外で実験中である。

全体にステンレスが入っているネットを規格としているが、ステンレス入りと

しか書いていないため、ステンレスの本数を減らして安く売るメーカーが増え

てきている。また、支柱には木材の利用を促進させるために間伐材を使ってい

るが、10 年も経たずに腐ってしまっている。金網は人力では運べないが、耐久

性がある。 

・防護柵のネットについて調査を行っている。研究者の中には、雪害を防ぐため

に冬季はネットを全て下ろす方法を推奨しているが、冬季においても被害がな

いわけではなく、手間やコストもかかるため、造林地では不可能に近い。現在、

北海道では 10センチの網目のネットを設置しており、メッシュを細かくすると

重くなり雪圧を受けやすくなると思う。5センチ以下のメッシュは、北海道では

試験したことはない。 

・過去に単木防除資材の設置試験を行ったが、強風と積雪に耐えられなかった。
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十勝においては、単木防除資材を設置し 10年後に取り外し、防除に成功してい

る例もある一方で、トドマツやカラマツが単木防除資材の影響によって枯れる

こともあった。メーカーによっては、独自に試験を行っている企業もあるが、

単木防除資材の使用については、設置場所や設置する木に関する条件は公表さ

れていない。安平町では広葉樹の植樹を行った場所で、単木防除資材が使われ

ていた。S株式会社と開発した単木防除資材は北海道庁が試験を行ったが、現在、

使用している業者もいると思われる。 

・全体的に見ると単木防除は少数であり、殆どが防護柵である。 

（2）防除対策で重視する点（将来的な展望） 

・防除対策で重視する点は、効果や補助対象となっているか、コスト（費用対効

果）、処理の手間等といった観点から、単木資材はほとんど使われていない。カ

ラマツ類は、多少食害を受けても成長するが、トドマツなどは食害が少ないた

め防除を実施している箇所は多くはない。 

・防除は、対策してもきりがないので、現在は、捕獲に関する研究も積極的に行

っている。 

・北海道は、天然林の施業が最近まで行われていたが、現在では資源の枯渇とシ

カの食害により更新できないといった点から進められていない。長期的には広

葉樹資源を天然林施業で進めていくことが必要だと考える人は多く、そのため

には人工林を守っているだけでは不十分であり、同時に捕獲を行わなければな

らないと考えている。 

（3）シカの生息状況 

・エゾシカの管理計画において、南部地域（渡島半島）では、シカの数は最近増

えつつあるが、まだあまり生息数は多くないと考えられる。 

・シカの生息数について、全国的には環境省が 5km メッシュで作成しているニホ

ンジカ密度分布図が存在するが、北海道では 5km メッシュは存在しない。北海

道の環境科学研究センターが 5km メッシュで、SPUE による算出を実施中で、唯

一継続的にされている。 

・生息状況については、現場担当の職員に、毎年、簡易チェックシートで記入し

ていただき情報収集を行っている。 

・北海道西部では、全体的に徐々にシカの頭数は減っており、特に東部では減り

幅が大きい。東部から西部にシカが移動している可能性も示唆されているが、

特にメスジカについては、一年間の移動範囲はそれほど広くないため、多くの

シカが移動しているとは考えにくい。 

・北海道では、シカの頭数について減少傾向にあるということが言えると考えら

れる。 

（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・ネズミやウサギの被害もあり、地域によって割合は異なる。ネズミは、木の太

さに関係なくかじるため、年によってはネズミの被害の方が大きいこともある。

ネズミに地際の皮を剥がれて枯れることはあるが、シカによる影響で枯れるこ

とは少ない。 

【被害の頻度と規模】 

・北海道庁の資料では、平成 4 年から「シカ」の項目が追加されており、一般に

問題視され始めていたと考えられる。感覚的には、人工林での被害は 1990年代
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に十勝と釧路で発生し、2000 年前後には日高や胆振に拡大した。天然林では、

1997 年頃に十勝の浦幌町周辺で、2000 年前後に日高周辺 2005 年頃に胆振・む

かわ周辺で被害が発生し、アオダモなどの稚樹がシカの食害を受けた。食害を

受けて稚樹が一度消失すると、回復するには時間がかかるが、その段階までは

至っておらず、天然林では最近、食痕が減ってきたと実感することが増えてお

り、古い剥皮はあるが最近の剥皮はない場所もある。これは捕獲が進んだ効果

とも考えられる。人工林ではまだ把握できていない。 

・十分に調査はされていないので明確な回答はできないが、被害は徐々に西方面

へと広がってきている印象がある。 

【食害の傾向】（被害を受ける樹種について） 

・カラマツは、食害をうけて盆栽状になっても成長するため、枯れてしまうこと

はほとんどなく、また全体として大きくなる。1995～1996 年にかけて、北海道

庁は忌避剤を補助対象とするか否かを試験で明らかにすべく、同時に防護柵を

使用した試験も行った。その試験地では、盆栽状になっていたカラマツが、現

在では森になっている。 

・カラマツの次に多く植栽されているトドマツやアカエゾマツの幼齢林は、人工

林の被害マップでも示しているように食害は少ない傾向がある。一部の地域で

は被害が大きい場所もあるかもしれないが、全体としては問題ない。以上より、

針葉樹の人工林はヒノキと同様の対策を講じる必要はないと考えている。食害

を強く受けるのは広葉樹である。広葉樹は集中的に被害に遭ってしまうため、

広葉樹の森を作ろうとしていたがやめてしまった例もある。シカが多い地域で

は広葉樹を植樹しても育たない。植栽する樹種は広葉樹である必要はなく、針

葉樹に変えたところもある。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・植栽する目的によるが、針葉樹の場合は、最上部と樹皮が食害されないことが

理想である。広葉樹については、食害をうけても枯れずに残っていれば良いと

考えている。 

・カラマツの場合は食害を受けても成長するので、少しであれば被食されても問

題ない。トドマツはあまり食害を受けないが、元々、高く伸びる樹種ではない

ため、できるだけ食べられないように対策する必要がある。 

・北海道では、ササなどの植物がまだ生えており、ササや下層植生がなくなり森

林環境が乏しいところはあまりない。しかし、ササは生えていても、稚樹が存

在しない場所はたくさんあり、そのような状況だけは避けたいと考えている。 

（6）シカ被害に対する損害補償に関する意見 

・現在の森林保険では、獣害が保険の対象外である。 

・雪や風といった気象害の場合に保険の対象となるには、通常では起こり得ない

特別な状況であったということを説明する必要がある。例えば、風倒木被害は、

毎年、通常吹く程度の風で発生するため、保険の適用が難しいと思われる。 

・林縁をつくった以上、風倒木が発生する危険性が存在するため、特殊なケース

によって発生したことが前提である保険制度では、その基準の設定が難しいと

考えている。また、全ての被害を保険の対象とした場合には、特に防護柵を設

置している業者だけが補償の対象になるのではないかと懸念している。 

・北海道では、落石による防護柵の損壊はまずないと思うが、斜面の雪は常に動

いているため雪崩や雪の重みによる損壊は十分にありえる。斜面崩壊や川で流
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されることによる損壊は考えられる。 

・防除設備の損壊は、雪や風によって発生するが、被害が発生することは明らか

であるため、本来はできるだけシカ被害が発生しないように対策を行うべきで

あると考えている。防護設備の仕様が確立されていないことが問題ではないか。

この地域でネットを設置した場合、雪の重み等でネットがほぼ 100％落ちてしま

う。どのように改良するべきか、簡単ではないが改良すべき点である。 

・現在、北海道で使用されている防護柵は、設定される基準が不十分であり、技

術もまだ確立していないと考えられる。そのため、「都道府県等が決めた防護柵

の規格に沿って設置された柵は保険の対象になる」といったルールであった場

合、保険の対象となるが、その場合シカが侵入する防護柵を設置することにな

る。効果がない防護柵に対して補助により設置を促し、その柵が壊れた際には、

また税金を使って補助をするということは避けるべきである。それを避けるた

めにも適切な防護柵の仕様を確立する必要があると考えている。保険の対象に

ついては、メンテナンスも含めたより具体的な基準が必要になると思う。 

・防護柵については、細かく囲うパッチディフェンス法が効果的であると言われ

ているが、費用が高額になる。単木資材を使用することについては、ニホンジ

カの場合、資材の最上部よりも上に伸びた部分の食害をうけると言われており、

エゾシカではさらに上の部分まで被食することが可能である。そのため、より

高さがある単木資材を設置する必要があるが、風や雪でより倒れやすくなるこ

とが課題になる。防護柵に比べて単木資材の方が適していることから使用して

いる地域もあるが、防護柵のみが壊れても補償するルールができた場合、問題

が発生すると思う。 

（7）その他（防除設備の損壊について等） 

・倒木が発生することについては、ある程度は仕方がないと考えている。森林組

合によると、倒木によって防護柵が損壊していることはあまりないようだが、

防除対策の実施について比較的厳しくない場所での話だと思う。トドマツはす

ぐに倒れるので、トドマツの林内に防護柵を設置した場合、ほぼ確実に防護柵

が倒木により損壊すると思われる。天然林内で試験的に設置した防護柵は、1年

間も持ったことがない。周辺の条件によって、防護柵が倒木で損壊するかどう

かは大きく変わってくると思う。 

・伐採する実験を行っているが、毎年、ヘクタール単位で風倒木が発生している。

地形的には尾根沿いに林縁をつくった場合に風倒木が多くなる傾向がるが、季

節や年によって風向きが異なるため、他の場所でも発生することはある。林縁

は確かに倒れやすいが、一概には倒れやすい場所がどこかということは言えな

い。今は、伐採面積を小さくする流れがあるため、林縁が増えている。 

・保安林では、もとからあった森に戻すために広葉樹を植えることが多くなって

いる。 

以上 
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 北海道水産林務部林務局森林整備課 (2) 

 

日 時 2018年 12月 5日（水） 9:30～16:00 

場 所 北海道庁 水産林務部林務局森林整備課 

聞き取り先 

北海道水産林務部林務局 

森林整備課保護種苗グループ 

山岡 克年 主査 

石狩振興局産業振興部林務課林務係 宮崎 勝秀 主任 

石狩振興局産業振興部林務課 岡田 淳 主査 

環境科学研究センター 

生物多様性保全グループ 

上野 真由美 主査 

株式会社シンカン 向井 正剛 代表取締役社長 

札幌市森林組合 鑓水 正広 参事 

千歳市森林組合 外崎 真也 課長 

石狩市森林組合 藤原 謠邦 課長 

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 ・エゾシカ森林被害防除対策実施マップ【H20～H29】 

・石狩地区鳥獣被害対策広域協議会の概要 

・平成 28年度エゾシカの推定生息数等について 

・平成 30年度造林事業標準単価及び関連資料一式 

聞 き 取 り 

記 録 

1．北海道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 

・石狩市森林組合及び千歳市森林組合ではシカ柵が設置されているが、札幌市森

林組合では防護柵は設置されていない。 

・防除対策としては、平成 11 年から忌避剤の散布、平成 22 年から防護柵（侵入

防止柵）と枝条巻きの設置、平成 26年から植栽の単木防護設備の設置を行って

おり、実績としては平成 29年で忌避剤の散布 120ha、枝条巻き 13haの設置、防

護柵 43km の設置を行った。防護柵については、平成 25 年の 370km の設置が最

長であり、平成 22年以降トータルで 879km設置されている。 

・平成 11年の時点では補助の対象となる防除対策は忌避剤しかなかった。当時、

忌避剤を散布していたのは釧路、十勝、オホーツクの 3 箇所で、それら地域で

は現在も継続している。 

・平成 22 年以前に行われていた防除対策は、忌避剤のみであった。防除対策の実

施は補助の対象になっているかどうかが費用負担の面から重要であり、平成 22

年からは林業のための防除対策が補助の対象となったため、忌避剤以外の様々

な防除対策を開始した。 

・防護柵（侵入防止柵）のネットの仕様はステンレスワイヤーが全体に入ったも

ので、高さは 2.5mである。高さは積雪した場合にもシカが飛び越えられないよ

うにするために確保しており、ステンレスワイヤーはシカに噛み切られて破れ

ない強度を確保するためである。 

・千歳市森林組合は平成 24～25年で防護柵を設置した。それまでは忌避剤の散布

も行っていなかったが、毎年植栽した場所で、食害や引き抜きの被害があると

の森林所有者からの声を聞き、防護柵を設置した。 

・石狩市森林組合では、平成 25年に 3地区で防護柵を設置した。そのうち 1地区

の森林所有者は北海道庁の元職員で、その方の要望により試験的に防護柵を設
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置した。森林組合の管轄内では食害よりも、角こすり等の被害を受ける例が多

い。また、単木防除資材による防護は市町村の植樹祭や海外沿いの治山事業で

使っている例はあるが、補助で実施している実績はほとんどない。 

・防護柵のメンテナンスは、ネットを編みなおす、新しいものに取り換えるなど

を全域ではないが、毎年行っている。見回りは春には必ず行い、6～8 月は下刈

りと合わせて、台風などの自然災害後にも行っている。ネットの損壊はシカに

よるものか雪の影響なのか正確には分からないが、シカに破られてはいないと

みている。 

・北海道では、特に環境保全面や農業促進の分野ではシカ密度管理の観点から防

除よりも捕獲を積極的に行っているが、捕獲と防除では実施する対象エリアの

設定基準が異なる。北海道では寒冷地であることの特徴として、積雪量の影響

でシカが夏場はいるが冬場はいない、という地域もあり被害の出方も地域間の

差が大きい。捕獲は道庁をトップにしたトップダウン式で行われているが、防

除はシカが集まる地域が偏在しており被害に地域差が生じるため、各地域に対

応した防除が求められる。また、林業分野での捕獲の取組は国有林や道有林に

限られている状況で、民有林では少ない状況である。 

・石狩市、千歳市、札幌市森林組合では新植（再造林）しない場合は皆伐を行わ

ず、新植する際は必要に応じて獣害対策を実施している。石狩市森林組合は 40ha

／年（春 20ha秋 20ha）、千歳市森林組合は 5～10ha／年、札幌市森林組合は 1ha

／年程度の植栽を行っている。札幌市森林組合では組合とは異なる業者が皆伐

しており、それらは植栽はせずにほぼ全てを天然更新としている。北海道では、

森林組合による皆伐であれば、ほぼ全てが植栽されているが、森林組合以外に

よる皆伐は伐採後、天然更新のところもある。北海道全体では年間 6,000ha ほ

ど植栽が行われている。 

・防護柵の補修は各森林組合が手伝うこともあるが、多くは森林所有者が部品を

購入し補修している。S県のメーカーが現場に来て、サービスで防護柵を補修し

ている地域も一部にある。 

・千歳市森林組合では、森林組合が補修を 100％負担している。植栽から 5年間は、

降雪前と春先の見回りの際や下草刈りの際に、損壊箇所を確認している。2018

年は台風で倒木が多く、防護柵の損壊も多い。倒木処理は森林所有者の負担、

防護柵の修理は組合負担で行っている。防護柵を設置して 5～6年経過し、植栽

木が成長したことで防護柵の必要がなくなったものは撤去している。なお、千

歳市森林組合の管内には台風が年に 2～3度接近する。 

・防護柵の修繕に係る材料費は森林所有者の負担だが、修繕作業は森林組合の職

員が手伝っている。現段階では件数はそれほど多くなく、各森林組合の管内で

年間 2～3箇所程度であり、補修箇所が少ないため対応できているという状態に

ある。 

（2）防除対策で重視する点 

・現在は、忌避剤だけでなく様々な防除方法があるため、被害の程度や保護の対

象範囲といった各現場の状況により防除方法を選択している。全域が被害を受

ける可能性があれば防護柵、部分的であれば忌避剤という選択をとることが多

い。しかし、同じような被害や対象面積であっても事業体によって選択する防

除方法が異なる場合がある。 

・補助対象となるシカの防除対策は、食害防止用単木防除資材であり、高さ 1.4m
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以上で 2 本以上の支柱で固定したものである。防護柵にはアンカーをつけなけ

ればならない。枝条巻きを行っているのは林齢が高くて角こすりの被害がある

地域である。釧路や十勝の広尾では食害により被害木が盆栽状になってしまう。

対策としてはシカの頭を超えるまで成長するのに必要な 1～2年までの期間に食

べられなければ良いと考えている。 

・防除対策実施と種類選択は、森林所有者からの被害報告により防除対策を開始

したという経緯があるが、補助対象になったことが一番大きな要因である。 

（3）シカの生息状況 

・シカの生息数は 1990年代に道東で爆発的に増加し、その後に分布が東から西に

広がり、生息数も増加した。道東地域におけるシカの生息数は平成 10年頃がピ

ークだったが、捕獲や農業用の防護柵（シカ柵）の設置により一時減少した。

しかし、平成 22年頃から再び生息数が増え始めている。 

・道西地域では平成 22年頃からシカの生息数が増え続けている。 

・平成 22 年から 5年間、道庁でエゾシカ対策強化期間が設けられ、東部地域およ

び西部地域で捕獲対策が強化された。シカの生息数のピークは平成 24年であっ

た。西部地域における生息数は現在横ばいであり、増加する可能性もある。石

狩管内では減っているということが明確には分からず、動向が定まっていない。

胆振も同様である。 

・他の都道府県との違いは、ライトセンサスを全道で実施していることである。

これを相対的な密度資料として使い、推定値を計算している。 

（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・平成 29年のシカ被害の割合は 77%である。 

・最近 2～3年は大きい範囲での被害よりもスポット的な被害が多い。 

【被害の頻度と規模】 

・部分的な被害が多く、各ポイントでの被害の程度は 10%までいかない。 

・昨年、植栽した 2.0ha 程のうち、シカ、ネズミ、ウサギによって 85％ほどが失

われた。4,000 本植えて 80 本程度しか残っていない。果樹園が隣接していたた

めに被害が大きかった。 

・胆振の方では、地震の影響で防護柵の損壊が出ている例がある。 

【食害の傾向】 

・林業への被害としては角こすりが多い。 

・新芽が食べられていることもあるが、現段階では、被害が幹まで達していない

ため再生している。 

・天然林ではニレとサビタを好んで食べており、食害によって将来的には枯死し

そうである。 

【その他】 

・雪が多いところはシカが少なく、林業被害も少ない。 

・釧路、胆振、日高はシカが多く被害が多い。また防護柵を設置しているところ

でも被害が多く見られる。 

・石狩では広葉樹の被害が出始めている。被害は広葉樹に多いため、広葉樹を植

栽するとなると必ず防護柵を設置する必要がある。シカが多い釧路などでは森

林所有者が広葉樹を植栽したいと考えても、植えるとシカ被害を受けてしまう

ので、広葉樹を植えないという選択をしている。 
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・石狩地域はカラマツなどが多いため、シカによる食害が少ない可能性がある。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・新芽の部分が食べられるとまっすぐ伸びないため将来的には良い材とはならな

い。間伐の時に間引きすればいいと考えれば、まだ許容範囲内である。 

（6）シカ被害に対する損害補償に関する意見 

・防護柵が被害を受けた場合、被害箇所は一部であると考えられ、保険（補償）

によってどの程度担保されるのかが分からない。 

・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。 

・造林を行っている時点で林業に対する意欲はあるはずなのに、防除対策をして

いるかどうかで補償の区別がなされてしまうことに納得がいかないのではない

か。 

・防護柵の補修ならば金額はそんなに大きくないと考えられるので手続きは簡略

化すべきである。 

 

2．現場確認 

（1）現場 A 

・現場状況は優良事例と普通事例の中間程度である。 

・所在地は北海道石狩市厚田区望来 

・面積は 1.95ha 

・主な樹種はトドマツ 

・植栽密度は 2,000本／ha 

・幼齢木の林齢は 6年生 

・傾斜度は 10°以下 

・積雪の程度は 2m以上であり、下層植生の被度は少ない。 

・柵外の周辺には天然林がある。 

・石狩市森林組合が管理する民有林。 

・防護柵の設置費用は 2,000 円／m である。（※ただし、所有者の持ち出し金額に

相当） 

（2）現場 B 

・現場状況は優良事例と普通事例の中間程度である。 

・所在地は北海道石狩市厚田区聚富（しっぷ） 

・面積は 2.81ha 

・主な樹種はトドマツ 

・植栽密度は 2,000本／ha 

・幼齢木の林齢は 6年生 

・傾斜度は 10°以下、積雪の程度は 2m以上であり、下層植生の被度は少ない。 

・石狩市森林組合が管理する民有林。 

以上 
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現場 A 防護柵の外縁の状況 ネットと地際の間の大きな溝 

  

現場 A 全景 林床のササ（被度は中程度） 

  

幼齢木に特に大きな被害は認められない 柵内に野生動物の糞が認められた 

  

ステンレス入り網目 10cmを使用したネット 間伐材を使用した支柱 
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支柱下部の状況 ネット下部を打ち付けている 支柱中間部の状況 

  

支柱際は損壊し易く、ネット補修跡が見られる 支柱中間部の網固定状況 

  

柵の外縁にササが繁茂 現場 A 全景② 

  

防護柵の設置状況 現場 A 全景③ 
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現場 B 防護柵外側の状況 現場 B柵内の状況 

  

支柱とネットの間に挟まった枝条 幼齢木の成長状況（大きな被害は認められない） 

  

防護柵外側に認められた獣道の痕跡 ネットが支柱から脱落した状況 

 

 

環状に剝皮され一部が枯死している状況  




