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 林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署 (3) 

 

日 時 2019年 2月 7日（木）10:00～16:00 

場 所 三陸中部森林管理署（現場：大船渡市 59地区、陸前高田市 58地区） 

聞き取り先 

林野庁東北森林管理局 

三陸中部森林管理署 

（以下、三陸中部森林管理署） 

福山 健一 総括森林整備官 

金田 直幸 業務グループ 森林育成担

当 

米澤 晃司 業務グループ 

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 ・防鹿柵位置図 

・資材内訳書 

・森林調査簿 

・さいねっと 設置構造図、仕様書 

・グリーンブロックネット 設置構造図、仕様書 

・鹿防護柵設置構造図 

・防鹿柵（獣害防止対策）作業仕様書 

聞 き 取 り 

記 録 

1．岩手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 

・捕獲作業を岩手県と各市町村、沿岸域の森林管理署が平成 28年度から開始。 

三陸北部森林管理署と三陸中部森林管理署では、平成 30年度から開始している。 

・三陸中部森林管理署の管内での捕獲数は年間数頭から 10数頭程度である。捕獲

方法は囲い罠とくくり罠を用い、地元の猟友会に捕獲を委託している。ワナへ

の誘引には大根の葉などを使用している。（リンゴなどを使うとツキノワグマが

誘引され誤って捕獲されてしまう可能性がある。） 

・現場へのアクセスの良さで樹種と防除対策を使い分けている。アクセスのよい

エリアは、スギの植栽と防護柵を組合せ、アクセスの悪いエリアは、シカが比

較的好まないカラマツを植樹することで対応している。 

（2）防除対策で重視する点 

・コストが最も重要で、防護柵に予算をかけずに捕獲に予算を回すことを考えて

いる。ある程度の被害は受けるが、現状で十分だと考えている。 

・メンテナンスと施工のしやすさも重視している。 

（3）シカの生息状況 

・五葉山植物群落保護林に限定されていたが、近年はその範囲の外側に進出して

きている。 

・2011 年の震災の原発事故の影響で駆除が下火になり、個体数の増加に歯止めが

効かなくなった。 

・シカの生息エリアは季節変動があり、夏季は内陸部で過ごす個体が多く、冬季

は積雪の少ない沿岸地域へ移動する傾向がある。 

・岩手県内では 4万頭が生息しているといわれており、1万頭／年を駆除している。

県内の駆除の約 3 割を三陸地域が占めており、そのなかでも大船渡地区だけで

1,400頭／年を駆除している。 
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（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・殆どがシカによる被害 

【被害の頻度と規模】 

・場所、防護柵の設置状況により異なるが、被害はまばらにある程度。 

【食害の傾向】 

・樹皮への被害がメインであるが、融雪期は雪上に出た新芽の部分に与える被害

もある。 

 

2．現場確認 

（1）現場 A（末崎山国有林 59-か地区） 

・普通事例 

・主要樹種：スギの皆伐跡地にカラマツを植樹 

・植栽密度：－ 

・幼齢木の林齢：2年生 

・植栽木の残存状況：8割程度 

・下層植生の被度：30％ほど 

・その他の状況：斜面、周辺に落葉広葉樹が多くリターが堆積 

【該当する森林（現場）における、防除対策の被害の原因】 

・落葉広葉樹のリターの重さで網がたるんだり、杭が抜けたりする。 

・網が噛み切られるよりも地際の固定杭が抜けることによる被害のほうが多い。 

・風倒木による破壊もある。 

【該当する森林（現場）における、シカの生息状況（生息密度や範囲など）】 

・詳細は不明であるが、センサーカメラの映像を見ると柵の外縁を徘徊している。

三陸沿岸には常に生息しているのではなく、冬季に内陸部から移動して来てい

ると考えられる。 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・殆どがシカによる被害である。 

【被害の頻度と規模】 

・場所、防護柵の設置状況により異なるが、被害はまばらにある程度である。 

【食害の傾向】 

・樹皮への被害がメインであるが、融雪期は雪上に出た新芽の部分に与える被害

もある。 

【該当する森林（現場）における、防除対策の実施内容】 

・ネット（目合：50mm）を設置している 

・防護柵：ステンレス 4本入り合繊ネット（目合：50mm）を用いる。価格は 2,100

円／m程度で、内訳は資材代 6～7割、人件費 3～4割である。 

・メンテナンスや風倒木の処理は三陸中部森林管理署の職員で行っている。倒木 1

本の処理と柵の修理であれば、2人で 1～2時間程度あれば対応可能。 

・見回り：1か月に 1回程度、現場間の移動時などにメンテナンスや修理の対応を

している。網の補修は結束バンドと補修網で用いる。 

【防除対策の損壊の発生頻度と規模】 

・発生頻度：ほぼなし 
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【幼齢木の被害発生後の回復状況】 

・シカの侵入を受けていないのか被害はない。補植などは実施していない。 

【防除対策の損壊に対する被害額】 

・風倒木による柵の大規模な損壊などは業務を発注する際に算定しているが、小

規模な修理は職員で行うため算定していない。 

（2）現場 A（末崎山国有林 59-れ地区） 

・普通事例 

・スギ皆伐跡地にスギを植樹 

・植栽密度：― 

・1年生：平成 30年に植樹 

・植栽木の残存状況は殆ど被害を受けていない 

・下層植生は疎であり殆ど見られない 

・岩石が多い地質条件 

・水平に近い緩斜面 

【現場における防除対策の被害の原因】 

・被害はほとんどない。 

【シカの生息状況（生息密度や範囲など）】 

・詳細は不明である。センサーカメラの映像を見ると、外縁を徘徊している。三

陸沿岸には常に生息しているのではなく、冬季に内陸部から移動して来ている

と考えられる。 

【シカによる林業被害の状況とその変化】 

・林業被害は殆ど発生していない。 

【実施している防除対策】 

・ネット（目合：50mm） 

【実施している防除対策の設置費用】 

・ステンレス 8本入り合繊ネット（目合：50mm）を用いる。価格は 2,100円／m程

度で、内訳は資材代 6～7割、人件費 3～4割である。 

【防除対策の運営費用（ランニングコスト）】 

・メンテナンスや風倒木の処理は三陸中部森林管理署の職員で行っている。 

・倒木 1 本の処理と柵の修理であれば、2人で 1～2時間程度あれば対応可能。 

【防除対策の維持活動見回りについて】 

・見回り：1か月に 1回程度、現場間の移動時などにメンテナンスや修理の対応を

している。網の補修は結束バンドと補修網を用いる。 

【防除対策の損壊の発生頻度と規模】 

・発生頻度：殆どない 

【幼齢木の被害発生後の回復状況】 

・シカの侵入を受けていないのか、被害はない。補植などは実施していない。 

【防除対策の損壊に対する被害額】 

・風倒木による柵の大規模な損壊などは業務を発注する際に算定しているが、小

規模な修理は職員で行うため算定していない。補修用の資材は設置時に余剰と

なった資材を活用している。 

（3）現場 B（高畑国有林 58地区） 

・普通事例。 

・スギを皆伐したのちにスギを再植樹した。 
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・植栽密度：－ 

・2年生。平成 28年に植樹。 

・植栽木の残存状況は 7〜8割。 

・下層植生はほぼ無し。 

・斜面が多く、周辺に落葉広葉樹が多く、落ち葉が多数存在する。 

・沢が流れている。 

【防除対策の被害の原因】 

・落葉樹の葉の重さにより網が弛む、杭が抜けたりする。噛み切りよりも杭が抜

けることによる被害のほうが多い。風倒木による破壊もある。 

【シカの生息状況（生息密度や範囲など）】 

・詳細は不明。センサーカメラの映像を見ると、柵外を徘徊している。三陸沿岸

には常に生息しているわけではなく、冬季に内陸部からきていると考えられる。 

【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】 

・ほぼすべてがシカによる被害である。 

【被害の頻度と規模】 

・場所、防護柵の使用により異なるが、被害はまばらにある程度。 

【食害の傾向】 

・樹皮への被害がメインであるが、雪が融けだす頃には雪の上に出た新芽を食べ

る被害もある。 

【防除対策の実施内容について】 

・ステンレスなしの合成繊維ネット（目合：50mm、高さ：1.8m）、斜め張りネット

（目合：100mmの斜め張りタイプのネット）の 2種類の方法を試行している。 

【防除対策の設置費用（イニシャルコスト）】 

・合繊ネット（目合：50mm、高さ：1.8m）は価格が 2,100円／m程度で、斜め張り

ネット（目合：100mm）は不明。 

【防除対策の運営費用（ランニングコスト）】 

・メンテナンスや風倒木の処理は三陸中部森林管理署の職員で行っている。倒木 1

本の処理と柵の修理であれば、2人で 1～2時間程度あれば対応可能。 

【防除対策の維持活動・メンテナンスの程度】 

・見回り：1か月に 1回程度、現場間の移動時などにメンテナンスや修理の対応を

している。網の補修は結束バンドと補修網で行っている。 

【防除対策の損壊の発生頻度と規模】 

・合繊ネットは風倒木の影響以外はほとんどない。斜め張りネット、積雪の影響

を受けて杭が重さに耐えられずに倒壊することがある。 

・斜め張りネットは、支柱と網の固定が結ぶだけの固定方法のため、滑りやすく

動いてしまい高さが低くなる。 

・沢部は水、砂、落ち葉の影響で、柵が被害を受けるため可能な限り避けている

が、沢部をまたぐしかない場所もあり、水流で破損することもある。 

【幼齢木の被害発生後の回復状況】 

・補植などは実施していない。 

【防除対策の損壊に対する被害額】 

・風倒木による柵の損壊などは業務を発注する際に算定しているが、小規模な修
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理は職員で行うため不明。補修用の資材は設置時に余剰となった資材を活用し

ている。 

以上 

 

  

現場 A 防護柵の状況 防護柵を実施している現場の状況 

  

柵に落ち葉が多く留まっている ネット下側の樹脂製杭が抜けている状況 

  

柵内の状況（末崎山国有林 59-か地区） 木製杭の状況（末崎山国有林 59-よ地区） 
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周囲の状況（末崎山国有林 59-よ地区） 防護柵の支柱固定部（高畑国有林 58地区） 

  

支柱の心棒に中空パイプをかぶせた構造 損傷した沢部の防護柵 

 

 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 (4) 

 

日 時 2019年 2月 26日（火）9:00～17:00 

場 所 栃木県庁、佐野市内の現場 

聞き取り先 

栃木県環境森林部 林業木材産業課 

循環型林業担当 

日下田 覚 技師 

 

栃木県環境森林部 自然環境課 

野生鳥獣対策班 

石川 俊行 主任 

栃木県環境森林部 森林整備課 上田 智聡 主任 

栃木県県南環境森林事務所 

林業経営課 

秋山 均 森林部長補佐兼林業経営課長 

栃木県県南環境森林事務所 

林業経営課 

岡村 朋司 副主幹 

作原共有山林会 影山 一郎 会長 

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 ・栃木県ニホンジカ管理計画（六期計画）（平成 30年 3月策定） 

・平成 29（2017）年度 栃木県ニホンジカ管理計画 モニタリング結果報告書 

・現場見学地図（位置図） 

・平成 30年度森林獣害対策モデル事業施業（現場地図） 

・H29獣類による林業被害状況 

・平成 30年獣害対策工種選定基準（防除対策の選定基準に関する通知） 
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聞 き 取 り 

記 録 

1．栃木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 

・食害対策における栃木県の状況は忌避剤散布がほとんどを占めているが、生息

密度の高い地域においては、防護柵や単木防除設備による防除対策も実施して

いる。 

・場所によっては単木防除設備と忌避剤の併用使用を所有者自身で行っていると

ころも見られるが、少ないと考えられる。 

・忌避剤の使用が多いが、最も効果が高いというわけではない。 

（2）防除対策の選択 

・防除対策資材の選定にあたっては、平成 30年度から林業獣害対策工種選定基準

を制定し、施工地の状況に合わせた防除対策を選択する取組を開始している。

別紙にある林業獣害対策工種選定基準をもとにして、シカの生息密度や被害の

発生状況、施工地の現場状況（傾斜、路網からの距離等）に応じた選択を行う

ことにしている。 

（3）シカの生息状況 

・シカの生息数及び生息状況については、栃木県ニホンジカ管理計画、栃木県ニ

ホンジカ管理モニタリング結果報告書にある通りである。（受領資料） 

・県西部から北部と南部に生息域が拡大していると考えられる。 

（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・別紙の通り（受領資料：H29 獣類による林業被害状況）である。平成 29 年度は

ウサギによる被害も例年より比較的多くみられた。 

 

【被害の頻度と規模】 

・シカの生息密度が高い箇所においては、忌避剤を散布しても効果が限定的で散

布後新植 2～3ヶ月で全面的に食害が発生するとの声がある。  

【食害の傾向】 

・周囲の植生の状況にもよるが、忌避剤を使用しても散布後に成長した葉が食害

を受ける、シカの生息密度が高い地域では特に、軸を残して葉がほとんど食べ

られるといった被害が発生している。季節的な変化としては、冬から春・初夏

にかけて被害の発生が多くなる傾向にある。 

【その他】 

・針葉樹苗木において、主軸被害を受けた苗木は、幹が曲がってしまい木材生産

を目的とした樹形への回復は困難となることがあるとの声がある。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・防除効果の許容範囲は設定されていないが、防除対策を行う森林の健全な造成・

保全ができるものでなければならない。 

（6）シカ被害に対する損害補償制度 

・栃木県では、食害箇所の補植に対して支援を行っており、実績もあることから

需要はあると考えられる。（県は費用の 1／2 を補助している。半分は森林所有

者が負担している） 
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2．現場確認（※現場 A～Cは同じ共有林内にある） 

（1）現場 A 

・現場の状況は、被害多発事例（防除対策に取り組んだが、毎回被害が発生し修

復しても繰り返し被害が発生する現場）に相当する。 

・所在地は栃木県佐野市作原町 228-1 

・造林地の面積は 3.72ha（防護柵設置規模もそれに相当する） 

・主な樹種はスギ、ヒノキ 

・植栽密度は 2,500本／ha 

・幼齢木の林齢は 2年生 

・下層植生の被度は中程度、傾斜度の目安は 30度、積雪は少ない（ただし、平成

26年の大雪では 40cm程度の積雪あり） 

・現場がある共有林の標高は 550～700m に位置しており、本流域における人工林

地域の最上流にある。 

・見学する現場を含む面積約 300ha について、地元の作原共有山林会が属人の森

林経営計画を樹立し、山林の管理を行っている。 

・平成 29 年に防護柵を設置したが、柵周辺及び柵内の一部で獣道がみられ、クマ

やイノシシにより柵が損壊し、損壊箇所からシカが侵入したと推察している。 

・数年前と比較すると、現場付近ではシカの生息密度は減少したという見方があ

る一方で、シカの生息数は以前増加傾向にあるという意見もある。 

・平成 30 年度森林獣害対策モデル事業において、くくり罠を 40地点、囲い罠を 1

地点、監視カメラも数ヵ所設置し、シカを 35頭捕獲した。 

・シカは栃木県佐野市野上の区域全域に生息する。林道作原沢入線が全線開通し

たことにより、シカが群馬県側から移動していると考えられる。今年は比較的

暖冬であり奥山に積雪がないことから、現場付近まで出没していないと想定さ

れる。県境付近の奥山でのシカの生息密度はさらに高いと考えられる。 

・40年前にはシカによる林業被害はなかった。20年前からシカによる被害が増え

た。現場 Aの隣接地では、平成 24年にスギ、ヒノキを植栽し、忌避剤無しでも

成林した。現場 A は防除対策を特に実施せずに成林した現場の隣接地であり、

平成 25年の植栽時に防除対策を実施せずに植栽したところ苗木は全て被害にあ

った。そうした経緯から平成 29年、再植栽した際に防護柵を設置した。 

・食害の傾向としては、苗木を全て食べるのではなく、伸長した部分を繰り返し

食べる傾向にある。 

・ステンレス線入り合成樹脂ネットの防護柵が標準的な防除対策である。設置費

用は、2,500円／m（資材 1,700円／m、設置費用 800円／m）、防護柵の運営費用

は 20～30万円／年である。基本的には、D社製の防護柵を使用している。 

・見回りは年間 5～6回程度実施し、5月の連休に損壊した柵の補修を実施した。 

・獣道と考えられる箇所が繰り返し損壊している。1箇所損壊するとそこからシカ

が侵入する。 

・現場 A では断続的にシカの食害が進行している。幼齢木の被害発生後の回復状

況は、伸長した部分を繰り返し食べているが、枯損までに至らない苗木もある。

このことから来春には調査の上、再補植を検討している。回復状況は 6～7割程

度と考えられる。 

・防除対策（防護柵）に対する損害額は約 180 万円、森林経営における被害額は

約 600万円である。再造林費用の約 420万円＋180万円（損害額）。 
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・台風等が起因となる倒木や落石による防護柵の損壊は存在する。 

（2）現場 B 

・現場 A の近場にあり、防護柵は出入り口を設置している。面積はおよそ 0.8ha

で昨年防護柵を設置した。 

・防護柵内の苗木には特に被害を受けた様子はない。 

（3）現場 C 

・現場 A 及び Bの近場にある。O社製の防護柵を試験的に設置しているが、資材の

脆さを感じている。 

以上 

 

  

現場 A 現場全体の状況 防護柵の状況 

  

現場 Aの隣接地は H24の植林地 柵内の苗木は食害を受けている 

  

現場 A 上部から見た全体の状況 現場 Aの隣接地にある造林地 上側からの状況 
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支柱からネットがずり落ちている 現場 B 全体の状況 

  

現場 B 防護柵の状況 現場 B 防護柵の状況（金網ドアは標準ではない）  

  

柵内の苗木には特に大きな被害はない 支柱上部の状況 

  

支柱中間部（ネット下 50cmステンレス入） アンカーの状況 
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現場 C 別メーカーの防護柵を設置 ネットの網目は 5cm程、スカートあり 

 

 

現場 C 防護柵の状況  

 

 埼玉県農林部／林業部／秩父農林振興センター (5) 

 

日 時 2018年 12月 17日（月）10:00～16:00 

場 所 埼玉県秩父地域 

聞き取り先 

埼玉県秩父農林振興センター 

林業部 森林循環・木材利用推進担当 

池田 和弘 担当部長 

宮﨑 達也 担当部長 

農林部 森づくり課 間伐・森林循環担

当 

松井 俊憲 主査 

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 ・シカ害調査位置図（秩父）（現場地図）参考資料① 

・獣害防止ネット「ステンレス線入りネット」＋「スカートネット」構造図 

・斜め張りネット［さいねっと］標準展開図 

・さいねっと仕様書 

・樹皮ガード（設置方法資料） 

聞 き 取 り 

記 録 

1．埼玉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 

・忌避剤の散布は、平成 21年度まで実施していた。新芽に効果が薄いため、平成

22年度以降は実績がない。 

・幼齢樹保護カバーは平成 24年度以降で減少傾向にあり、18ha まで減少した。単

木防除設備の設置を実施している。施工に手間がかかることや林地にゴミが残

ることが課題である。 

・平成 20 年代以降の主な対策として、獣害防止柵がある。平成 29 年度の実績は

117haである。一般的な「垂直張りネット」のほか、近年は簡易な「斜め張りネ
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ット」を実施している。設置した場合は落石や獣によるネット破損について定

期的な点検修繕が必要である。 

（2）防除対策で重視する点 

・シカ食害には獣害防止柵を主に使用している。 

・獣害防止柵は場所に応じて使い分けている。簡易な「斜め張りネット」は「垂

直張りネット」に比べてコストが低いが強度に劣ることから、地形条件やアク

セス等が厳しい箇所はその後のメンテナンスも考慮し「垂直張りネット」を施

工している。 

（3）シカの生息状況 

・昭和 30 年代までは秩父地域のごく一部の地域にのみ生息していたが、徐々に分

布が拡大し、昭和 50年代までに秩父地域のほぼ全域と飯能市（旧名栗村）で生

息が確認された。平成初期には外秩父山地からその周辺部にまで生息域が拡大

した。推定生息密度は秩父山地の都県境から山麓にかけて 50 頭／km2 以上と、

特に高い。 

（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・シカの生息域拡大に伴い、新植地においては防止柵等を実施しないと成林が見

込めない区域が拡大している。秩父郡市及び入間郡の山間地（飯能市、越生町、

毛呂山町、日高市）では、新植地の防止柵設置が必須となっている。さらに秩

父市の中津川流域等の奥地林において、下層植生が食害を受け衰退・裸地化し

荒廃が進んでいる。 

【被害の頻度と規模】 

・シカの生息密度が高く、獣害対策を施さない場合は新植地全面で被害が発生す

る。埼玉県内のシカ被害面積は平成 8 年度に 191.2ha とピークになり、その後

防止柵の設置などにより被害が減少したが、近年再び拡大傾向にある。 

・平成 25 年: 25ha、平成 26 年: 25ha、平成 27 年: 33ha、平成 28 年: 37ha、平

成 29年: 35ha 

【食害の傾向】 

・シカは枝葉の先端部を主に食害する。季節的な変化は不明。 

【その他】 

・食害により損傷しても成長するが、優良材となる見込みは低い。優良材生産を

行うためには補植する必要がある。また、植栽木とともに下層植生が食害を受

け裸地化する場合も多い。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・完全防除が目標であるが、現状では防止柵内へのシカの侵入を完全に防ぐこと

ができないため、点検修繕は必要不可欠である。 

・被害の許容範囲は枯損率 20％未満（検査内規）が 1つの目安となっている。 

（6）シカ被害に対する損害補償に関する意見 

・保険料等の条件によるが、損害補償制度のニーズは事業体へ直接確認したほう

がよい。 

・シカ食害による成林の遅延については損害だと考えるが、シカの他、ウサギや

ネズミ等の小動物による食害や、乾燥害などで枯れる苗木も多く、その特定が

困難であるといった課題が多いと考えられる。 
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2．現場確認 

（1）現場 A（優良事例） 

・現場の所在地は埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢字三河谷地内、森林管理道金山志

賀坂線沿いの幼齢造林地、一部保安林となっている。 

・面積は 15.01ha 

・主な樹種はスギ 

・植栽密度は 1,500本／ha 

・幼齢木の林齢は 5～8年生、傾斜度は 30～35°、積雪の程度は 10～20cmであり、

下層植生の被度は高い。 

・実施している防除対策は、獣害防護柵の設置（平成 22 年度、平成 25 年度）と

補修（平成 27年度、平成 30年度）である。 

・埼玉県西部の群馬県境に位置する公社林で、標高は 900～1,200m、南～東向きの

斜面である。 

・防除対策の被害として、落石・倒木・シカが柵内に入ろうとしたときにできた

破損などにより、シカが侵入したことが挙げられる。 

・平成 22 年度のシカの生息密度は 4.42頭／km2、捕獲頭数は 0 頭であった。平成

27年度には、生息密度が 0.00頭／km2、捕獲頭数が 12頭であった。現場でシカ

に遭遇することはあまりない。 

・鳥獣害はシカ害のみを確認している。被害は小規模で、植栽木への食害がごく

一部にみられる程度である。（※平成 27 年度の生息密度 0.00 頭／km2は、統計

的手法から算出された値であり、シカの生息がないという意味ではない。） 

・獣害防護柵（垂直張りタイプ、ステンレス線入りポリエチレンネット、FRP支柱）

の設置・補修を実施している。防除効果は中程度であり、定期的に補修が必要

である。被害の許容範囲としては、経済林として支障のない程度を想定してい

る。 

・防護柵（ステンレス線入り合成樹脂ネット、垂直タイプ）の設置費用は、2,900

円／mである。運営費用の総計は 212,000円／年であり、その内訳は、防護柵の

修繕費 65,000円／年、防護柵の点検が 147,000円／年である。 

・防除対策の維持活動として、見回りとメンテナンスをそれぞれ 3 年に 1 回程度

行っている。 

・平成 29年度にネットの破損状況を点検（ネット延長 5,573ｍ、15.01ha）したと

ころ、補修が必要な延長は 46m（破損率 1％）であり、平成 30 年度に補修を実

施した。 

・幼齢木に関しては、尾根筋を中心に若干の食害が見られるものの、枯損までは

至らず生育している。 

・防除対策の損害額は 1,272,000 円（平成 27 年と平成 30 年に補修）である。被

害木に対する被害額は無視できると考えられるため、森林経営における被害額

も 1,272,000 円である。 

（2）現場 B（普通事例） 

・現場の所在地は埼玉県秩父市中津川字山吹谷地内 

・面積は 2.00ha 

・主な樹種はヒノキと広葉樹 

・植栽密度は 3,000本／ha 

・幼齢木の林齢は 16年生 
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・傾斜度は 30～35°、積雪の程度は 10～20cmであり、下層植生の被度は中程度で

ある。 

・実施している防除対策は、獣害防護柵の設置（平成 22 年度、平成 25 年度）と

補修（平成 27 年、平成 30 年）である。過去（平成 15 年～平成 17 年）には薬

剤塗布を実施している。 

・埼玉県西端の県有林で、標高は 950～1,100m、南～西向きの斜面である。シカの

食害により枯損した跡地は、オオバアサガラを中心とした広葉樹が生育してい

る。 

・防除対策の被害として、落石・倒木・シカが柵内に入ろうとしたときにできた

破損などによりシカが侵入したことが挙げられる。等高線沿いに設置したネッ

トでは、土砂堆積による破損が一部発生している。 

・平成 22 年度のシカの生息密度は 2.93頭／km2、捕獲頭数は 15頭であった。平成

27年度には、生息密度が 1.50頭／km2、捕獲頭数が 13頭であった。 

・鳥獣害はシカ害のみを確認している。かつてはシカによる激害地だったが、近

隣で皆伐地が増加し、また獣害防護柵を小パッチ状に細かく設置したため被害

が減少した。このため、植栽木の枯損跡には、シカの食害を受けにくいオオバ

アサガラを中心に植栽し回復中である。また、下層植生にススキなどが繁茂し

てきたため、土砂流出も減少した。ただし、定期的な防護柵の修繕をしなけれ

ば、近隣のような激害地になる可能性がある。 

・薬剤塗布と獣害防護柵（垂直張りタイプ、ステンレス線入りポリエチレンネッ

ト、FRP 支柱）の設置・補修を実施している。薬剤塗布の防除効果は低いが、獣

害防護柵の防除効果は中程度である。ただし、防護柵の補修が定期的に必要で

ある。被害の許容範囲としては、ヒノキの残存箇所はヒノキの生長に支障のな

い程度を、広葉樹の生育箇所は土砂流出が発生しない程度を想定している。 

・防護柵（ステンレス線入り合成樹脂ネット、垂直タイプ）の設置費用は、2,900

円／mである。運営費用の総計は 733,000円／年であり、その内訳は、防護柵の

修繕費が 685,000円／年、防護柵の点検が 48,000円／年である。 

・防除対策の維持活動として、見回りとメンテナンスをそれぞれ 3 年に 1 回程度

実施している。 

・平成 29年度にネットの破損状況を点検（ネット延長 1,833ｍ、2.001ha）したと

ころ、補修が必要な延長は 342m（破損率 19％）であり、平成 30 年度に補修を

実施した。 

・幼齢木に関しては植栽後、ほぼすべての植栽木が食害を受け、一部は枯損消失

した。特にヒノキ植栽木は盆栽状になるまで食害を受けた。現在は木が大きく

なったため葉の食害は少なくなったが、樹皮の被害は続いている。 

・防除対策の損害額は 4,400,000円（平成 27年度と平成 30年度に補修）である。

被害木に対する被害額は（植栽費用 904千円／ha＋113千円／ha×5年）×枯損

率 25％×面積 2.00ha＝735 千円と計算できるため、森林経営における被害額は

5,135,000円となる。 

（3）現場 C（被害多発事例） 

・現場の所在地は埼玉県秩父市中津川字山吹谷地内 

・面積は 1.89ha 

・主な樹種はヒノキ 

・植栽密度は 2,850本／ha、 
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・幼齢木の林齢は 20年生 

・傾斜度は 35°、積雪の程度は 10～20cmであり、下層植生の被度は低い。 

・実施している防除対策は、獣害防護柵の設置（平成 20年度）と再設置（平成 30

年度）である。過去（平成 13年～平成 17年）には薬剤塗布を実施した。 

・埼玉県西端の県有林で、標高は 1,100～1,180m、東向きの斜面がある。 

・防除対策の被害状況としては、落石や流出土砂、シカが柵内に入ろうとしたこ

となどにより、右岸道上の山に向いて右手側斜面はほぼ全てのネットが破損し

ており、シカが自由に入れる状況にある（左手側斜面のネットは一部が破損）。 

・平成 22 年度のシカの生息密度は 2.93頭／km2、捕獲頭数は 15頭であった。平成

27年度には、生息密度が 1.50頭／km2、捕獲頭数が 13頭であった。 

・鳥獣害はシカ害のみを確認している。シカによる激害地である。過去に薬剤塗

布、獣害防護柵を設置したものの被害は軽減せず、裸地化が進行し、土砂流出

が発生した。このため平成 28～29 年度にわたり治山工事を実施した。平成 30

年度は獣害防護柵を再設置するとともに、土砂流出防止のため萱付き筋工を施

工する。 

・忌避剤、獣害防護柵（垂直張りタイプ、ステンレス線入りポリエチレンネット、

FRP支柱）の設置・補修と丸太筋工（3段、ススキ植栽）の設置を実施している。

薬剤塗布の防除効果は低いが、獣害防護柵と丸太筋工の防除効果は中程度であ

る。ただし、獣害防護柵は定期的に補修しなければ再び激害地になる可能性が

高い。被害の許容範囲としては、土砂流出が発生しない程度を想定している。 

・防護柵（ステンレス線入り合成樹脂ネット、垂直タイプ）の設置費用は、2,900

円／mである。運営費用の総計は 733,000円／年であり、その内訳は、防護柵の

修繕費が 685,000円／年、防護柵の点検が 48,000円／年である。 

・防除対策の維持活動として、見回りとメンテナンスをそれぞれ 3 年に 1 回程度

実施している。 

・平成 28 年度にネットの破損状況を点検（ネット延長 677ｍ、1.89ha）したとこ

ろ、補修が必要な延長は 559m（破損率 83％）だった。ほぼ全域にわたり土砂流

出が発生していることから、平成 30年度から 2ヶ年にわたり復旧工事を実施す

る。 

・幼齢木に関しては、防除対策を実施したものの、森林管理道から見て斜面右側

半分は植栽木がほぼ全滅した。シカは長期間にわたり当該箇所に被害を与えて

いるため、長期にわたり防除対策を実施する必要がある。森林管理道から見て

斜面左側半分はススキが生育しているため土砂流出はある程度抑えられてお

り、また植栽木も樹皮の食害は見られるものの生育はしている。 

・防除対策の損害額は 3,032,000 円（平成 27 年と平成 30 年に補修）である。被

害木に対する被害額は（植栽費用 904千円／ha＋113千円／ha×5年）×枯損率

80％×面積 1.89ha＝2,221 千円計算できるため、森林経営における被害額は

5,253,000円となる。 

以上 

 

  




