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 和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課 (15) 

 

日 時 2019年 1月 28日（月） 12:30～17:00 

場 所 和歌山県日高郡日高川町大字初湯川字鉢地内 

（S社和歌山事業区初湯川山林） 

聞き取り先 

和歌山県 農林水産部森林・林業局 森林

整備課 森林づくり班（以下、和歌山県） 

森本 唯史 主査 

川畑 洋介 副主査 

和歌山県 日高振興局 農林水産振興部 

林務課 

松島 洋介 主査 

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（記） 

受 領 資 料 ・地図・被害写真（S 社社有林） 

聞 き 取 り 

記 録 

1．和歌山県におけるシカ被害の防除対策（※川畑副主査より事前に回答） 

（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 

・和歌山県下での主な対策としては、獣害防止柵等の設置により被害の軽減に努め

ていたが、平成 28 年度から森林内に囲いわな、箱罠を設置しシカの捕獲も行っ

ている。また、平成 27年度から夜間銃猟を認め頭数の軽減を図っている。 

・獣害防止柵等については、獣害防止ネット・獣害防止筒等を用いており現場の地

形条件・周囲の獣害状況に応じて使い分けを行っている。また、ネットについて

も条件に応じてステン・スカートの有無を使い分けている状況である。 

（2）防除対策の選定について重視すること 

・金額、防除の効果、補助メニューの内容、周辺における獣害の状況及び導入事例

に対する被害状況等を重視して防除対策を選択している。 

（3）シカの生息状況とその推移 

・シカについては県内全域に生息している。 

（4）シカによる林業被害の状況とその変化 

・鳥獣害のうち、シカ被害の割合は、平成 14年度は 60％弱であったが、近年は 100％

近い割合となっている。 

・被害の頻度と規模については、平均して 50ha 程度の被害が確認されているが、

平成 28・29年度については 20ha程度に収まっている。 

・食害の傾向は、新植造林地においては、葉の一部を食害されている傾向がある(台

風等の影響によりネットが倒れた箇所から侵入し食害を行っている傾向があ

る)。 

・スギについては一部食害されても回復することがあるが、ヒノキについては枯れ

てしまい回復しないことが多い。再造林の判断基準までは設定していないが､生

死に関わらず全て被害として計上している。（特に幼齢林までは将来の経済的価

値の低下が著しく、また壮齢林についても､被害箇所は元玉の材積の一番大きな

部分であり､木材価格や搬出コストを考えると経済的に成り立たないものと理解

している。） 

 

（5）防除対策の実施で想定している効果と被害の許容範囲 

・基本的に完全に防除することを想定しているが、台風の襲来が多い本県ではネッ

ト等が被災することも多いため、見回り等を行い被害箇所の早めの修繕を行い、

完全防除を目指している。被害木については補植も考慮している。 
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2．現場確認（※S社社有林の現場にて聞き取り） 

・一つの現場の中で、被害が多い箇所（エリア A）と少ない箇所（エリア B）をそ

れぞれ調査した。 

（1）エリア A（被害多発） 

・2012年から 2014 年にかけて 19.82ha皆伐を行った場所に、2015 年から 2016 年

にかけて植栽を行い防護柵による対策を施していたが食害に遇った。（ほぼ全滅）

シカによる被害は、「噛みつぶし」が多い。2016年、山林内に 9台の赤外線モー

ションカメラを設置したところ、初めにイノシシが侵入し、その箇所からシカが

侵入して食害されていることが明らかになった。（現在は、カメラは 2 台に減ら

している） 

・シカ対策として、全山にわたり二重ネットを設置した（シカ防護ネットの真ん中

よりやや下部より、植栽木が存在する内側に向かって斜めに張る網）。二重ネッ

トには、ステンレスは入っていない。二重ネットは、補助の対象ではないため、

S社が自社で対応している。 

・区切りネットも設置している。区切りネットは防護柵に囲まれたエリアを縦横に

クロスさせて設置している。区切りネットには、ステンレスは入っていない。 

・S社外注によるネットの見回り、維持修繕とくくりワナの設置により、被害がお

さまって成長している。元々、ヒノキを植栽していたが全滅したため、スギに変

換したところ成長が良い。 

・防護柵の外側に、くくりワナを 7 か所設置しているが、この年末（2018 年末）

から 5頭が捕獲されている。 

・防護柵のメンテナンスは、月に一回、外注先の作業班が行っている。和歌山県で

は民間業者が植栽した場合、自らが見回りを行うように指導している。 

・網目は 50mm（50 ㎜であれば、シカの吻端が入らない）。ネットは、幅 4m、高さ

1.8m、上部 80㎝にはステンレスを入れていないが、下部 1m にはステンレスを入

れている。地面と接する箇所は 50 ㎝毎に地中にアンカーでネットを杭止めして

いる。 

・一部、試験的に単木防護資材による防護も行っているが、防護柵による対策を続

けていく予定。 

（2）エリア B（被害少ない） 

・エリア Bは防護柵の規格はエリア Aと同様であるが、二重ネット、区切りネット

は設置していない。 

・防護柵による効果が大きく、4～5年生の植栽木は順調に生育している。 

・台風の後は、ネットが損壊して、そこからシカが侵入している形跡があった。ア

ライグマも侵入している形跡があった。ウサギも侵入しているようだが、被害は

それほど多くない。 

・被害が多いエリアとそうでないエリアでは、周辺にシカの餌となる草木の有無が

影響していると考えられる。 

 

（3）その他 

・和歌山県としては、防護柵の補助を提供する際、「ステンレスあり又はなし」「ス

カートあり又はなし」等、どのような被害が起きるのかを想定したうえで、事業

者に選択してもらうように推奨している（計 4パターン）。 

・現在、設置している単木防護資材を外す場合、1ha あたり 30 万円程度の作業費
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が発生すると見込んでいる。今後どのように対応するかは未定。 

 

 

  

エリア A：皆伐地 防護柵 

  

メッシュの目合い 50㎜（上部（緑）：ステンレ

スなし、下部（青）：ステンレスあり） 

シカの糞（防護柵の外） 

  

急傾斜地の防護柵の実施現場 

（エリア Aと B間の林道） 

試験的に単木防護資材を実施 
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現場 B：植栽木  

 

 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 (16) 

 

日 時 2018年 12月 10日（月）9:30～17:00 

場 所 島根県東部農林振興センター内 

 

聞き取り先 

島根県中山間地域研究センター 鳥獣

対策科 

金森 弘樹 研究調整監（鳥獣対策科長） 

島根県東部農林振興センター 出雲事

務所 

中山 茂生 技術部長 

増田 美咲 鳥獣専門指導員 

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 ・島根県の事例紹介－ニホンジカのモニタリング調査－ 島根県中山間地域研究

センター金森様より（パワーポイント資料） 

・現地見学の現場図（地図）参考資料① 

・（論文）ツリーシェルターと忌避剤を用いたスギ幼齢木のニホンジカによる摂食

害回避試験. 金森弘樹. 島根林技研報 51, 39-46, 2000 

聞 き 取 り 

記 録 

1．島根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 

・林業のためのシカ防除対策としては、林野庁の事業で造林地の周りに金網フェ

ンスを張ったことがあり、それが残っている地域がある。 

・森林施業の減少や、植栽してもシカの食害に遭うため、直近 30年ほどは造林を

行っていなかった。また、それ以前も、幼齢木を対象としたシカ対策はほとん

ど行っていなかった。植えていないため被害もなかった。最近でもスギやヒノ

キの植栽はあまりやっておらず、広葉樹を混ぜた植栽の際にネット等で防除が

実施されている。 

・近隣で幼齢木を対象とした防除対策がされているのは単木防護資材、単木防護

資材用ネットがそれぞれ 1カ所ずつだけである。 

・土砂が崩れて緑化の必要がある場合には、単木防護資材を使用した実績がある。 

・単木防護資材は試験的に使用したこともあるが、紫外線による劣化が早く、植

栽したスギが十分に大きくなる前に崩れてしまい、シカの食害を受けた例があ

った。 

・また、出雲の北山周辺で土石流によって崩れたところに広葉樹を植栽する際に、

改良された丈夫な単木防護資材を設置したが、すべて台風で飛ばされた。この

ため、単木防護資材はあまり良くないという印象を受けたが、補助の対象とな
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っている製品が限られているため、現在、単木防護資材が設置されている場所

もある。なお、台風によって単木防護資材が飛ばされた後はステンレス製の黒

いネットを設置したが、現在ではアブラキリが繁茂している。アブラキリはシ

カがあまり食べないので、自然に生えてきて今では林になっている。単木防護

資材に関することは研究報告にまとめられているが、20 年ほど前のことで正確

な実施時期などは記憶にない。 

・平成 30 年春に、森林整備センターが単木防護資材の側にステンレス製の大きな

ネットを設置した林分がある。 

・金網柵の使用実績は、出雲市がシカの餌環境の改善を目的に実施した「シカの

森の造成事業」で広葉樹を植え、その広葉樹が食べられないように囲った際に

使ったものがある。造成事業が実施されたのは、かなり前のことであり、十分

な管理もされていないため植栽直後に枯れた。平成 29年に 0.5haの補植が行わ

れた。 

・農業のための防除対策として県の補助が出て、広葉樹をステンレス製の黒いネ

ットで囲っていたところがあった。しかし、別件で近くの現場を訪れた際に確

認すると、倒木によりネットが損壊しており、シカが侵入し食害を受けた。 

・県の負担でシカが侵入しないように全体にフェンスを設置しているところがい

くつかある。また、平成 23年頃には、国の補助金で集落全体を金網フェンスで

囲うといったことも行った。しかし、これは林業のためというよりは農業のた

めの防除対策として行われたものである。 

・防除対策がなされている箇所の所有は、ほとんどが民有林である。ネット等を

設置した場所は民有林だと思うが、場所によっては出雲市の市有林もあるかも

しれない。 

・ワイナリー北の造林地では、マツクイムシの被害がひどく、景観の改善のため

に伐採跡地に植栽した箇所では、植栽木全てに幼齢木ネットを被せている。当

現場では造林というよりは緑化を目的として防除対策を実施している。ただ、

葉がネットの中で広がっており、成長が阻害されている樹種もあるのではない

かという感触をもっている。設置当初はネットが垂れ下がるといったこともあ

り、その際には修復したが、定期的にメンテナンスをしているわけではない。 

・枝巻きについては、ある程度大きくなった木が対象であり、角こすりを防ぐた

めのものである。枝巻きは多くの山林で実施されており、県が事業としてもや

っている。 

・枝巻きを除き、当県で実施している防除対策で特殊な例はあまりないと思われ

る。全国的に使われている手法を少しずつ取り入れているといった状況である。 

（2）シカの生息状況 

・県全体で見た場合、出雲の北山周辺がシカの生息が多い地域である。平成 13年

～平成 19 年頃は、ベイズ推定によると北山で中央値 4,000 頭、65 頭／km2のシ

カが生息しており、夏でも下層植生がほとんどない状態だったが、平成 29年末

では中央値 1,000頭、16頭／km2まで減ってきている。シカの忌避植物が主体で

はあるが、植生も回復してきている。約 35年前には北山全体にシカが生息して

おり、生息範囲の状況は現在と変わらない。県全体で見た場合、シカの生息数

は減少傾向である。 

・出雲の北山地域について、明治時代にシカが生息していた北山では捕獲禁止等

の保護政策がとられ、その結果シカの個体数が増えすぎて問題が起きている。
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現在はシカの分布が松江市側へ広がっている。以前は中国山地側にはシカは分

布していなかったが、近年は広島側から入ってきて増えつつある。 

・島根県側に生息するシカは、遺伝子分析の結果、広島型のシカがほとんどであ

るが、山口型、兵庫鳥取型のシカも多少確認している。また、北山型もたまに

いる。 

・中国山地側でシカが増えている原因としては、広島でシカが増えすぎて分布が

拡大していることが考えられる。平成 15年頃から若い雄ジカがイノシシの罠に

かかるようになった。今の捕獲数は中国山地全体で 300 数十頭程度だが、当時

は 10頭程度だった。 

・現在、北山は基本的にフェンスで囲われているため、シカが飛び出すことは少

ないと考えている。フェンス設置以前は交通事故で道の脇の溝に落ちて死んで

いるシカや、犬に追われて町中まで出てくるシカを見かけることがあったが、

最近ではなくなってきているため、シカの生息状況が変化してきていると考え

ている。 

（3）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

－ 

【被害の頻度と規模】 

・幼齢木の食害は、およそ 30年前から段々とひどくなっており、かつてはスギや

ヒノキに限らずマツでも食べられていた。その後、被害がひどかったため植栽

が中止され、被害もなくなった。 

・広葉樹の剝皮被害は、平成 12年前後がピークであった。アオキ、タブノキ、リ

ョウブなど様々なものが食べられてしまい、アオキやタブノキがほとんどない

地域もある。当時、島根大学の学生がシカの胃内容物を調べていたが、落葉を

餌として食べており、胃内容物の枯葉の割合が非常に増えていた。 

・現在は、大きくなったスギやヒノキに対する被害は角こすりによるものがほと

んどであり、ごくまれに根張りの部分が食害を受けている。角こすりの発生率

に関しては、固定調査林を設けてセンターでも調査を行っており、発生率が減

少していることを確認している。 

・中国山地では大規模、小規模を問わず皆伐されている箇所はあり、幼齢造林地

もある。大きなスギやヒノキへは角こすりや剝皮被害が出始めているが、幼齢

木に関しては枝葉を被食されるなどの被害はまだ発生していない。剝皮被害は、

広島県境の付近で 1林分だけひどく被害を受けた箇所がある程度である。 

・被害が報告されて現地確認に行くと、大抵はノウサギによる食害であり、シカ

による被害は対策を早急に実施するには至らない規模での被害である。 

【食害の傾向】 

・広葉樹についてはネットが倒された場合に被害が発生しているが、食害や剝皮

被害はほとんどない。 

（4）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・出雲市や地元の方は、防除対策に対して全く食べられなくなるという効果を期

待していると思う。 

・個人的には、単木防護資材により、成長点だけ食べられなければ良いのではと

考えているが、スギやヒノキの造林地であれば 3,000 本／ha 植えても、最終的

に 3,000 本／ha 全てを収穫する訳ではないので、最終的に 600～700 本／ha が
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収穫できれば良いのではというように考え方を変えるべきではないかと思って

いる。しかし、森林所有者や現場の人の多くは全部を守りたいと考えている。 

・角こすり対策の枝巻きについて、当センターの試験結果から、全部の木に巻く

と被害を受けることが分かった。すでに被害を受けている木や将来間伐する予

定の木には巻かず、シカが剥いでもいい木を残しておくとうまくいくことがわ

かり、そのように指導しているが、現場を見るとほとんどの木に巻かれている

ことが多い。 

（5）シカ被害に対する損害補償制度 

・保険のような補償の仕組みを成立させることは難しいと思う。 

・防護柵については、メンテナンスをしっかりやらないと被害が出てしまうため、

メンテナンスをどの程度やっているのかが重要なのではないか。 

・シカの生息密度が高いほど被害に遭う確率は高いため、それをどう見るのか。 

・雪によって防護柵等が損壊することもあるので、積雪の程度も重要になってく

ると思う。 

・島根県では倒木でフェンスが壊れている箇所や、シカが無理矢理穴をあけて通

り道にしている、といった箇所もある。マツクイムシの被害木が暴風等によっ

て倒れることで防除対策の被害につながる可能性もある。 

（6）その他 

・中国山地の地域と比較すると、島根半島は風が強く雪は少ない。最大積雪量は

中国山地の奥では 1.0m程度、北山では山の上の多いところで 30cm程度である。 

・島根県では 1km メッシュまで細分化して狩猟による捕獲を記録している。広島

県との県境付近ではメスの捕獲が多い。捕獲数は増えているが、捕獲圧高まっ

ている。捕獲奨励金は平成 25 年度より 1 頭 3 万円支払っている。1 万円程度だ

となかなか捕獲数が増えなかったが、2万円、3万円と段階的に上げたことによ

り捕獲数が増えたと思われる。地元の農家の方々が新たに狩猟免許を取って狩

猟をするということが増えたが、元から狩猟を行っている人、特に銃を扱って

いる人は高齢化によって減っている。 

・当センターによる試験の対象は基本的に北山である。 

 

2．現場確認 

（1）現場 A 

・普通事例（防除対策を実施したが、防除対策及び幼齢木に複数回被害が発生し、

修復後に想定した効果を発揮した現場・事例）の現場 

・所在地は出雲市大社町遙堪外地内、面積は 2.0ha、主な樹種はイロハモミジ、ヤ

マザクラ、コナラ、ヤマグリ、スギ、植栽密度は 1,500 本／ha、幼齢木の林齢

は 2 年生、下層植生の被度は 25～50%、傾斜度はおよそ 20 度、積雪はほとんど

なし、植栽木 3,000本に単木防護資材を設置している。 

・平成 29 年 2月、平成 30年 2月にそれぞれ 1haずつ単木防護を施工した、また、

下刈りを実施している。 

・単木防護資材の上部から出ていた部分がシカの食害にあっている。 

・稀に単木防護資材自体が倒れている場合があるが原因はわからない。 

・単木防護資材、保護筒（ポリプロピレン）直径 100mm円筒型×長さ 1,400mm、支

柱（ポリプロピレン鋼管）長さ 1,650mmを使用している。 

・単木防護資材一式で単価 1,300円／本。 
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・定期的な見回り等は実施していない。 

・単木防護資材から出た部分は食害にあっているが、広葉樹であるため順調に成

長している様子。 

（2）現場 B 

・普通事例に相当し、県の造成事業で植栽された現場 

・防護柵を設置している。防護柵周辺の立木には過去に食害等を受けた植栽木が

成長し、幹が二股に分かれている立木等が見受けられる。防護柵内の植栽木に

特に大きな被害は見当たらない。 

・防護柵やネットに枝木がもたれかかっている、支柱が傾いている等、補修の必

要がある部分が多くみられる。 

（3）現場 C 

・被害多発事例（防除対策に取り組んだが、防除対策及び幼齢木に毎回被害が発

生し、修復しても繰り返し被害が発生する現場・事例）に相当ということだっ

たが、一部で被害があり、全体が大きな被害を受けている様子ではなかった。 

・現場の所在地は出雲市西林木町地内、面積は 4ha 程度、主な樹種はクヌギとコ

ナラ、植栽密度は 1,000 本／ha、幼齢木の林齢は 8 年生、下層植生の被度は 25

～50％、傾斜は 20度程度、積雪はほとんどなし、実施している防除対策は金網

柵を 1,400m 設置している 

・平成 23 年 3月に金網柵を施工し、不定期だが見回りは実施している現場で、過

去に枯れたマツの倒木により防護柵が損壊し、シカが侵入したことがある。 

・平成 23 年 3 月に植栽した苗木は、9 割程度が枯損している。原因はシカの食害

もあったが、その他の要因によるものが多い。平成 30年 3月に 0.5haの補植を

実施したが、倒木による柵の損壊によって食害が発生している。 

・金網柵は高さ 1,900mm、支柱は高さ 2,500mm、単価は 2,280 円／m程度。 

・防除対策の運営費用（ランニングコスト）は、およそ 34,000円／年。 

・不定期で年に 2 回程度見回りをしている。また、倒木による防護柵の損壊が年

間 2～4回程度発生している。 

以上 
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 徳島県立農林水産技術支援センター (17) 

 

日 時 2018年 11月 29日（木）13:00～17:00 

場 所 徳島県三好市周辺（徳島県西部総合県民局管内） 

聞き取り先 
徳島県立農林水産技術支援センター 

資源環境研究課 

藤井 栄  主任 

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 

山元 周吾 研究員 

受 領 資 料 ・現場見学の地形図 

・H30標準単価表（森林整備事業） 

・食害防止チューブ標準図 

聞 き 取 り 

記 録 

1．徳島県のシカ被害と対策の変遷について 

・平成 24 年から 29 年にかけて皆伐を行い植栽している。シカの密度については

糞粒調査から平均 20頭／㎞ 2と推定されているが、本日調査に行く現場は 30～

40頭／㎞ 2と推定されている。 

・防護柵ネットは、ステンレスが入っていると強度は増すが、重量が重く値段が

高い。徳島県では、ネットの下半分にステンレスを入れている。 

・コンテナ苗は成長が遅い。 

・優良事例の場所は、シカによる食害はないが、ウサギの被害はある。ウサギ被

害を防ぐためには、目合いは 50 ㎜と大丈夫だと思っている（専門家は 30 ㎜と

指摘している）。 

・防護柵と単木防護資材については、撤去は想定していないが、森林所有者の意

向に任せる。5 年目までは、シカによる剝皮被害がみられるため、10 年間程度

は柵を設置しておく必要がある。 

・徳島県で使用するシカ柵のネットは、100㎜のステンレス入りがスタンダード。 

・単木防護資材の費用は 500 円／組。植栽木の 6 割程度が残った。林冠閉鎖まで

は持っていけそうと考えている。 

・ランニングコストについては、見回りと修繕作業になると思うが、完璧に防除

できているところに調査に行った方が良いと思う。今回、調査する現場では、

NPO法人が特定の期間に限定して見回り活動を行っている。 

・ドローンを使った見回りについては、台風による影響や倒木について、大きな

影響を把握するのであれば有効だと思うが、細部のチェック（ネットが破れて

いないか等）についてはあまり効果がないと思う。 

・シカ被害に対する損害補償制度については必要だとは思うが、その前にメンテ

ナンスに予算をつけるべきだと思う。 

以上 

 



79 

 

  

現場 A 造林地上側からの状況（手前の造林地） 現場 A ネットの状況（網目 10cm） 

  

防護柵設置状況 支柱間隔は 3mが基本 

  

ネット下部を固定するアンカー 急傾斜に設置されている防護柵の状況 

  

植栽木と単木防護資材 劣化した単木防護資材 
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ネット下部の状況 網目が大きい 15cmのネット 

  

防除対策と同時にワナも設置している カメラにより動物行動を把握 

 

 高知県林業振興・環境部木材増産推進課 (18) 

 

日 時 2019年 2月 25日（月） 13:30～15:00 

場 所 高知県林業振興・環境部 木材増産推進課 

聞き取り先 
高知県林業振興・環境部木材増産推進部

（以下、木材増産推進部） 

東 博文 主任（造林企画担当） 

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 ・平成 26 年度シカ生息数モニタリング調査業務報告書（平成 27 年 2 月 ネイチ

ャー企画） 

・市町村別皆伐実績（皆伐届等による） 

聞 き 取 り 

記 録 

1．高知県内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 

・獣害防止用ネット（補助ネット併用・高さ 1.8～2.0m、支柱間隔 3～4m）、食害

防止用単木防護資材（高さ 140㎝）から補助金標準単価を設定している。 

・造林事業の関係で基本的に同じ仕様、方法で対応している。平成 25年～26年に

かけて網目を 150 ㎜から 100 ㎜に変更、スカート状の補助ネットの設置を行っ

た。ウサギの侵入を防ぐため。 

（2）防除対策の選定について重視すること 

・森林所有者の意向が最優先であるが、選択する防除対策の種類については地形

に大きく依存する。高知県は、急傾斜地が多く、物部森林組合も急傾斜地が多

い。柵と単木防護資材を選択する人の理由は様々だが、単木防護資材は撤去が
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大変であることから柵にしたいという方がいる。逆に単木防護資材の方が良い

という方もいる。シカ柵の場合、谷を挟むと、大雨等で流れてきたゴミがネッ

トに引っかかり、ネットが破損したり支柱が倒れたりすることがある。 

・防護設備の設置やメンテナンスは森林組合が行う。 

・費用が要素になっているかどうかはわからない。 

（3）過去から現在までのシカの生息状況とその推移 

・シカの生息範囲は広がっているが、移動している可能性も大きい。 

・被害が減ることはない。 

（4）シカによる林業被害の状況とその変化 

・シカ以外による被害は野ウサギに植林木をかじられる。シカは、植林木の先端

をかじったり、根っこから引き抜いたりする。剥皮被害は少ない。シカによっ

て単木防護資材が被害を受けたことは聞いたことがない。 

・被害面積と被害にシカが占める割合は、平成 26 年度 7,606ha（94％）、平成 27

年度 8,802ha（98％）、平成 28年度 9,650ha（96％）、平成 29年度 7,594ha（80％）。 

・被害の頻度と規模は様々だが、植栽木が全滅する大規模被害もある。 

・シカによる被害を受けた植栽木は、回復するものもあるが、一般的な樹形を保

った人工造林を仕立てるためには植え直しが必要。 

・植栽木の補植や防除設備のメンテナンスは森林所有者の自己負担になる。 

（5）防除対策の実施で想定している効果と被害の許容範囲 

・林業経営が行えるのであれば問題ない。一般的な樹形を保った人工造林に成林

可能な範囲。 

（6）シカ被害に対する損害補償制度のニーズ 

・シカ被害が森林保険の対象になれば良いと思うが、難しいと思う。シカによる

被害は、森林保険で運用できれば良いと思う。シカ被害を税金で賄うのは違和

感がある。 

 

2．現場の状況 

・高知県内の皆伐現場の面積は、多くても一か所が 10ha程度。皆伐を行った場所

の再造林率は 3 割程度で、残りの 7 割は天然更新を期待している。天然更新に

ついては、初めは、高木性樹種は生えないが、シイやカシが生えてくるように

なる。おおよそ天然更新で対応できると考えているが、時間を要することがネ

ックである。 

・植栽木については、最近はヒノキが多い。現在、高知県内ではヒノキ 6 割、ス

ギ 4割である。 

・植栽密度は、2,000～3,000本／haであるが、最近は 2,000本が主流になってい

る。2,000本で十分だと考えている。 

・積雪については、山間部では雪が残ることがあるが、雪圧で柵が倒れることは

ない。 

・台風によって柵が壊れることはあるが、単木資材で被害が多いとは聞いたこと

がない。 

・シカによる被害の変化はない。同じようなことの繰り返しだと認識している。 

・防護設備のメンテナンスは森林組合が対応している。見回りについては、森林

所有者や林業経営体が対応するが、見回り専門の組織はない。メンテナンスの

頻度については把握していないが、災害か何かが起きたら現場に行く程度。 
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・防除設備の損壊は、多いと年に 4、5回程度は発生する。 

・防除対策の損壊に対する被害額と林業経営における被害額はわからない。 

以上 

 

 物部森林組合 (19) 

 

日 時 2019年 2月 26日（火）8:00～17:00 

場 所 物部森林組合（現場：笹地区、柳瀬地区、神池地区、山崎地区、小浜地区） 

聞き取り先 物部森林組合 宗石 高広 常務理事 

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 ・現場地図（香美市） 

聞 き 取 り 

記 録 

1．物部森林組合が把握する被害状況と防除の概要 

【シカ防除対策】 

・物部森林組合では、単木防護資材をメインで使用している。昔からシカの被害

に悩まされており、これまで様々な対策を講じてきた。30 年前は忌避剤を試し

たが効果がなかったため、シカ柵に変更したが、シカ柵は設置、柵周辺の草刈

りやメンテナンスが大変であるため 10年前から単木防護資材に主力を置いてい

る。皆伐後のシカ防除対策については、スギを植栽した場合は単木防護資材に

よる効果が高い。単木防護資材では、内側が蒸れるが、温室状態になり、水滴

が土に吸収され、結果として成長が良い。 

・物部森林組合では、防護柵や単木防護資材以外にも様々な方法を試してきた。

人間の髪の毛を吊るす（美容室で廃棄される髪の毛を手配）、狼尿、テグス、ス

ギを枝打ちした枝、コールタールを苗木の幹に散布、番線や有刺鉄線の設置等。

どれも効果が低かった。 

・物部森林組合が管轄する現場は、傾斜角が 45度近くあり、シカ柵より単木防護

資材の方が効果は高い。シカ柵の場合は、支柱の高さを高くする必要があるた

めかなりの労力が必要。 

・シカ柵を設置する場合、設置前の地ならしが大変（1ha 地ならしするのに 10 人

必要）。設置時の人員は、最低 10 人程度は必要で、技術的にも難しい。スカー

トネットを張る際は、最低 2 人は必要。物部森林組合が管轄する森林では、現

場までの距離が遠いため、シカ柵に係る資材を運搬するのが大変。急傾斜な現

場が多く、柵よりも単木防護資材の方が設置やメンテナンスが楽。 

【森林全般】 

・物部森林組合が管轄する森林は、一人あたりが所有する面積が小規模であり、

一定の面積を皆伐する際は調整に時間を有するため大規模皆伐が進みにくい。 

・高知県では、耕作地にも植栽しており、現在 50～60年生まで成林している。こ

れまで 300～500ha間伐を行ってきたが、所有者を探すのが大変だ。元々、物部

では主伐が主流で、林業より農業の延長線という感覚。現在、物部森林組合に

は 4 班の作業班がいるが、うち 2 班は架線の作業が可能。30 年前から間伐から

主伐にシフトしており、間伐後、枝打ちしている。 

・物部森林組合で生産される木材は、大豊木材や県外に流通している。現存の森

林は、25年生のヒノキが多い。 

【林業被害】 

・10年生程度まで成長したスギやヒノキが剥皮されるのが最もダメージが大きい。 




