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水源林整備事業がシカの行動ヘ与える影響

鈴木 透~山本良正伸料1・萎 兆文制・山田雄作*料

Effects of projects for water conservation forest on movement 
of sika deer 

Toru Suzu阻へ MasanobuY.必ilANE付¥Zhaowen JIANG村合

and Yusaku Y.品仏DA州安

要旨

水源林整備事業は、工事や森林管理による森林構造の変化などによりニホンジカ (Cervus

nippon)の行動に影響を及ぼしていると考えられる。森林生態系を効果的に管理していくため

には、シカ、森林構造と水源林整備事業などで行われる対策との関係を考慮しながら、シカと森

林を一体的に管理してし、く必要がある。そこで本稿では、寄水源林において 2008年度から 2012

年度にかけて GPSテレメトリー法で追跡した 8頭のシカの情報を用いて、水源林整備事業による

シカへの影響を評価することを目的とした。水源林整備事業の影響は工事や森林管理などに伴う

事業中の影響(直接的影響)と森林管理による森林構造の変化の事業後の影響(間接的影響)に

分けて評価した。その結果、事業中では複数の個体で整備地を利用することを避けていたが、整

備により大きく移動する傾向は見られなかった。一方、間伐や主伐、下刈りなどの森林管理が行

われ、森林構造が変化したと考えられる地域では事業後にシカが特に好んで利用する傾向は見ら

れなかった。以上の結果から、寄水源林では、事業を行っている整備地では、人が出入りするこ

とによる人為的影響がシカの行動に影響を与えていることが示唆された。また、今回の結果では

事業後の森林構造の変化によるシカの行動への影響は見られなかったが、間伐などの森林管理は

将来的にシカにとり好適なエサ環境を提供すると考えられるため、事業後の森林にはシカへ積極

的な捕獲圧をかけることでシカの集中化を防ぐ必要があると思われた。
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原著論文

I はじめに

神奈川県では、良質で安定的な水を確保するため、

荒廃の進む森林の適切な管理、整備を進め、水源か

ん養林など森林の持つ公益的機能の高い森林生態系

を形成することを目的とした水源林整備事業が行わ

れている。水源林整備事業では、間伐などの森林整

備の他、森林調査、作業道や植生保護柵の設置など

多くの事業が行われている。

神奈川県で行われている水源林整備事業は、森林

だけでなく、工事や森林管理による森林構造の変

化などにより森林に生息するニホンジカ (Cervus

nIppon 以下シカ)にも影響を及ぼしていると考え

られる。森林生態系を適切に管理していくためには、

シカ、森林構造と水源林整備事業などで行われる対

策との関係を考慮しながら、シカと森林生態系を一

体的に管理することが求められる。

そこで本研究では、寄水源林において 2008年度
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から 2011年度にかけて GPSテレメトリー法で追跡

した 8頭のシカの情報を用いて、水源、林整備事業に

よるシカへの影響を評価することを目的とした。

なお、本研究は 2008年度から 2011年度にかけて

行われた水源林整備ニホンジカ管理モデ、ル調査業務

の成果を用いて解析したものである。

E 材料と方法

1 調査地概要と事業履歴

神奈川県寄水源林は丹沢山地の南部に位置し、檎

岳、雨山、鍋割山、栗の木洞を結ぶ稜線に固まれた

地域である。大きさは 529haで、植生はスギ、ヒノ

キの人工林(約 247ha)、広葉樹からなる天然林(約

282ha) から構成されている。水源の森林づくり活

動の拠点として整備が進められており、今回シカの

情報が得られている 2008年から 2011年度において

は、間伐や下刈りといった森林整備の他、森林調査

や植生保護柵の設置、歩道の整備など、様々な整備

事業が行われている(図 1)。

2 使用したデータと行動圏の算出

水源林整備事業によるシカへの影響を評価する

ために、神奈川県寄水源林において 2008年度から

2011年度にかけて GPSテレメトリー法で追跡した 8

頭のシカの位置情報を用いた(表 1)0 GPSにより得

られた位置情報の内、明らかに位置精度が悪いデー

タは除外した。その結果、得られた利用地点数の平

均は 3，456点 (405-8，452点)、期間は平均 186.3 

日 (26-364日)であった。各個体の行動圏はすべ

ての Fixを用いて固定カーネノレ法 (Worton 1989) 

により推定した。固定カーネル法による行動圏の

算出には、 R (Ver.2. 11. 0) とパッケージ adehabitat

(Calenge 2006) を用いた。

3 事業の影響評価方法

水源林整備事業とシカの関係、を明らかにするため

に、事業とシカの行動圏の配置・利用地点との関係

を明らかにした。また、事業については、工事や森

林管理などに伴う事業中の全整備地による影響(直

接的影響)と森林管理(間伐・主伐・下刈り)によ

り森林構造を変化させている可能性がある事業後の

整備地による影響(間接的影響)に分けて評価した。

以下では、シカの追跡期間に含まれる年度に行われ

た事業の整備地を「整備地」、追跡期間前の年度に

森林管理が行われた事業の整備地を「森林整備地」

と定義した。なお、今回の事業に関するデータでは

事業を行った月に関するデータがないため、年度で

図1 神奈川県寄水源林(黒線)と水源林整備事業実地箇所 (2008年""'2011年度:灰色の箇所)
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表1 使用した8個体の情報

個体ID 性別 推定年齢

0801 ♀ 4 

0901 ♂ 5. 5 

0902 ♀ 3. 5 

1001 ♀ 7 

1002 ♀ 4 

1003 ♀ 1.5 

1101 ♀ 10歳以上

1102 ♀ 3歳以上

まとめて評価した。県民参加による森林整備等は年

間を通して行われているため、年度で事業を取りま

とめてもシカの行動へ事業が与える影響を評価する

ことは可能であると考えられる。

事業と行動圏の配置の関係については、推定した

行動圏内に対応した年度の整備地が含まれる割合を

算出することにより、各個体の行動圏の配置への事

業の影響を評価した。さらに、整備地と行動圏が重

なった個体については、事業と利用地点との関係を

評価した。事業と利用地点の関係は、整備地の利用

の有無について、シカの利用地点と利用可能地点間

でχ2検定を用いて比較した。利用可能地点は利用

地点のデータから推定した行動圏の中に利用地点

と同数の地点をランダムに発生させ作成した。ま

た、利用地点のデータはすべてのデータの利用した

;":I':r ~\ ミ') 日 影~ o帆行動園
A ヮ ユ圃闘 0801整備地

』ι土泊四戸岡 仁 コ寄水源林

hγy小 日J;;':円，川(一 務徽滋 凹酬削叩一汚行

，魚h 午μ.， 、闘関田01整備地

。圃~ーーー』回 Eコ 寄木源林

Fix数 追跡期間

2，882 2008/12/20-2009/9/30 (284日)

8，410 2009/12/1-2010/11/30 (364日)

4，541 2009/12/2-2010/6/16 (196日)

622 2010/10/5-2010/10/31 (26日)

8，452 2010/11/5-2011/10/31 (363日)

2，636 2011/ゲ27-2011/8/17 (112日)

405 2011/7/6-2011/8/23 (48日)

1，296 2011/7/7-2011/10/12 (97日)

場合と、昼 (6 時"-'1 7 時)と夜 (18 時~翌朝 5

時)に分けた場合について分析した。 χ2検定は R

(Ver. 2.11. 0) を用いて行った。

皿結果

1 事業と行動圏の回置との関係

事業とシカの行動圏の配置・利用地点との関係に

ついて、行動圏内に対応した年度の整備地が含まれ

る割合を算出することにより明らかにした。追跡

期間中の整備地と各個体の行動圏を図 2、3に示し

た。 1001、1101以外の個体は整備地を行動圏内に

含んでいた(平均 27.6%:範囲 15.4%"-' 67. 2%)。

1001、1101の個体は整備地に接するように行動圏

を配置しており、整備事業の直接的な影響が示唆さ

ふirJ点、 心.:~

なでHJJ 'h脇 棚2.行動幽

" :.， 園周 09位一聾儲地

」品宗』ー~:回 亡 ゴ寄水源林
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，〆，
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， 

t JJ-〆: 務~ 削ー行動圏" 、聞闘 1凹 1整備地

』ι五戸田園ふ 仁 コ 寄木源林

図2 整備地と各個体の行動圏 (a:0801，b:0901， c:0902， d:l 001) 
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図3 整備地と各個体の行動圏 (a:1002，b:1 003， c:11 01， d:11 02) 

れたが、他の個体に関しては行動圏の配置において

は整備地を避ける傾向は見られなかった。

次に森林整備地と各個体の行動圏を図 4、5に示

した。なお、整備地と行動圏の重なりがない 1001、

1101と追跡期間中に森林整備の実績がない 0801は

分析から除外した。 2008年度に行われた森林整備

地は非常に少なく(約 O.15ha)、0901と0902の行

動圏の重なりは見られなかった(図 4a・b)o 2009 

年度以降は森林整備の実績は増えているが、今回用

いた個体はすべて過去に森林整備が行われた箇所を

行動圏として利用することは認められなかった(図

4c、図 5)。

2 事業と行動圏内の利用との関係

整備地と行動圏が重なった個体 (0801、0901、

0902、1002、1003、1102) について、事業と利用

地点との関係を評価した。また、利用地点のデータ

はすべてのデータの利用した場合と、昼 (6 時~

図4 森林整備地と各個体の行動圏 (a:0901，b:0902， c:1 002) 
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図5 森林整備地と各個体の行動闇 (a:l003，b:ll 02) 

17 時)と夜 (18 時~翌朝 5時)に分けた場合に

ついて分析した。

0801は、全ての利用地点と利用可能地点の整備

地の利用頻度を比較した結果、有意な差が認められ

(χ2= 49.2， pく0.001)、整備地を避けている傾向

が見られた。また、昼 (χ2=58. 1 pく0.001)、夜

(χ2= 7.6， pく0.01) も同様に有意に整備地を避け

ている傾向が見られた。

0901も、 0801と同様に、全ての利用地点と利用

可能地点の整備地の利用頻度を比較した結果、有

意な差が認められ (χ 2ニ 231.8， pく0.001)、整備

地を避けている傾向が見られた。また、昼 (χ2_

168.7 pく0.001)、夜 (χ2=75.0， pく0.001) も有

意に整備地を避けている傾向が見られた。

0902は、全ての利用地点と利用可能地点の整備

地の利用頻度を比較した結果、有意な差が認められ

(χ2= 276. 7， pく0.001)、整備地を選好している傾

向が見られた。また、昼 (χ2=79.5 pく0.001)、

夜 (χ2=202.9， pく0.001) も有意に整備地を選好

している傾向が見られ、他の個体と異なり、常に整

備地を利用している傾向を示した。

1002は、全ての利用地点と利用可能地点の整備

地の利用頻度を比較した結果、有意な差が認められ

(χ2= 5.5， pく0.05)、整備地を若干選好している傾

向が見られた。また、昼 (χ2=536.5 pく0.001)、

夜 (χ2=339.7， pく0.001)は共に有意な差が認め

られたが、昼は整備地を避け、夜は整備地を選好し

ている傾向が見られた。

1003は、全ての利用地点と利用可能地点の整備

地の利用頻度を比較した結果、有意な差が認められ

(χ2= 62.8， pく0.001)、整備地を選好している傾

向が見られた。また、昼 (χ2= 101. 9 pく0.001)、

夜 (χ2=233. 1， pく0.001) は共に有意な差が認め

られたが、昼は整備地を避け、夜は整備地を選好し

ている傾向が見られ、 1002と同様な傾向を示した。

1102は、全ての利用地点と利用可能地点の整備

地の利用頻度を比較した結果、有意な差は認められ

なかった (χ2=0.5， p=0.49)。しかし、昼 (χ2_

57.3， pく0.001)、夜 (χ2=36.5， pく0.001) は共

に有意な差が認められたが、昼は整備地を避け、夜

は整備地を選好している傾向が見られた。

以上のように分析したすべての個体についてシカ

の行動圏内の利用に整備地が影響していた。また、

1個体 (0902) を除き、すべての期間もしくは昼間

に整備地を避ける傾向を示し、夜間は整備地を選好

する個体も見られた。

W 考察

1 事業の直接的影響:人為的影響

一般的に有蹄類は人為的な影響に敏感である

(Stankowich 2008)。これまでにも人間活動による

騒音 (Pedevillanoand Wright 1987) や利用する道

路 (Rumbleet a1. 2005) などにより、有蹄類の行動

が影響を受けていることが報告されている。

本研究においても、水源林整備事業に伴うシカへ

の人為的影響(直接的影響)を行動圏の配置と行動

圏内の利用から評価した結果、 l個体 (0902) を除

いた 7個体について、すべての時間帯、もしくは

昼の時間帯に整備地を忌避する傾向が見られた。水

源林整備事業は、間伐などの森林整備の他、森林調

査、作業道や植生保護柵の設置など様々な事業を包

括している。このような事業の整備の対象となった

森林では、以前より森林内へ人の出入りは多くなる

など森林内における人間活動が活発になる。整備地

への忌避反応は、行動圏として利用しない (1001、

1101)、行動圏内に整備地は含まれるが、行動圏内
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の利用ではすべての時間帯において忌避 (0801、

0901)、昼の時間帯に忌避 (1002、1003、1102) と

いうパターンが見られ、個体により整備事業への反

応が異なっていたが、寄水源林を利用するシカの行

動は水源林整備事業に伴う人間活動により影響を受

けていることが示唆された。

一方、整備地から離れた地域のみを利用する個体

や事業中に大きな移動を行う個体は見られなく、個

体により夜間は整備地を好んで利用していた。シカ

類は人間による捕獲の影響を受けて日周行動を可

塑的に変化させるとしづ報告 (DeYoung and Miller 

2011) もあるように適応性の高い動物である。寄水

源林を利用しているシカについても、水源林整備事

業により整備を行った場所内での行動は変化させて

いるが、生息地を変更するなどより大きなスケール

でのシカ個体群に水源林整備事業が影響を与えてい

る可能性は少ないと考えられた。

2 事業の間接的影響:森林構造の変化

有蹄類の行動戦略は、森林内に存在するギャップ

やエッジによる空間的異質性の影響を受けている

(Walter et a1. 2009)。森林生態系において、森林管

理などによる人為的撹乱は、自然撹乱と同様に、森

林内にギャップを形成させるなど、森林の空間的異

質性を生成する (McCarthy2001)。つまり、森林

管理による森林構造の変化は有蹄類の行動を決定す

る重要な要因の一つである。

しかし、本研究では、寄水源林において水源林整

備事業の森林整備による森林構造の変化がシカの行

動へ与える影響を評価した結果、過去に整備した地

域を利用している個体は認められず、現時点におい

ては、水源林整備事業の森林整備はシカの行動に影

響を及ぼしていないと示唆された。ただし、森林整

備による森林構造の変化(例えば、下層植生のバイ

オマスが多くなる)には時間を要するため、今後水

源林整備事業の森林整備がシカの行動に影響する可

能性はあると考えられる。特に、間伐などの森林管

理の実施による下層植生の増加は、将来的にシカに

とり好適なエサ環境を提供する。そのため、森林整

備事業後の森林についてはモニタリングを継続し、

必要に応じて積極的に捕獲圧をかけることでシカの

集中化を防ぐ必要があると思われた。
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第3次神奈川県ニホンジカ保護管理計画に向けた課題と取組方向
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Current problems and future directions toward the Third Sika Deer 
Management Plan in Kanagawa Prefecture 

Hiroki HABUTOへHirohideFUJIMORI* and Koji NAGATA **1 

要旨

2007年度から 2011年度にかけて実施した第2次神奈川県ニホンジカ保護管理計画(第2次計

画)では、通年の管理捕獲(植生回復)やメスジカ中心の捕獲など、取組の強化を図り、その結

果、継続的に管理捕獲を実施した地域では、生息密度が減少傾向になるなど一定の成果が認めら

れた。一方で、管理捕獲の実施が困難な山稜部での高密度状態の継続や、捕獲圧が相対的に低い

水源林整備地周辺で、の生息密度の上昇、丹沢山地以外の場所への分布拡大など、様々な課題も明

らかとなった。 2012年4月からスタートした第3次神奈川県ニホンジカ保護管理計画では、第

2次計画で明らかになった課題を克服するために、高標高域における新たな捕獲や、水源林整備

箇所周辺での管理捕獲、捕獲に専門的に従事するワイルドライフレンジャーの配置を水源環境保

全・再生施策にも位置付けて新たに取り組むとともに、シカ猟の規制をさらに緩和して対策を強

化している。今後、拡充・強化された諸事業を進めながら、モニタリングによる情報の積み上げ

と丁寧な分析を通して、科学的・順応的にシカの保護管理を進めていきたい。

I はじめに

県は、 2003年度に神奈川県ニホンジカ保護管理

計画(以下、第 1次計画)を開始してから、計画の

見直しを経て、第2次神奈川県ニホンジカ保護管理

計画(以下、第2次計画)が終了するまでの 9年間

に渡って、徐々に取組を強化しながら、シカの保護

管理事業とモニタリングを実施してきた。

特に、 2007年度から 2011年度にかけて実施した

第 2次計画では、通年の管理捕獲(植生回復)やメ

スジカ中心の捕獲など、取組の強化を図り、その結

果、継続的に管理捕獲を実施した地域では、生息密

度が減少傾向になるなど一定の成果が認められた。

一方で、第2次計画の取組を通して、管理捕獲の

実施が困難な山稜部での高密度状態の継続や、捕獲

圧が相対的に低い地域での生息密度の上昇、丹沢山

地以外の場所への分布拡大など、様々な課題も見え

てきた。本特集で報告されているとおり、第2次計

画で実施したモニタリングや解析からも、それらの

課題を科学的に裏付ける結果が得られている。

そこで、本稿では、第2次計画の成果と課題、そ

れらを踏まえた第3次神奈川県ニホンジカ保護管理

計画(以下、「第3次計画」という。)の取組方向に

ついて、第3次計画も引用しながら考察し、本特集

の全体を通したまとめとしたい。

* 神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部野生生物課(干 243-0121 厚木市七沢 657)
**1神奈川県環境農政局水・緑部自然環境保全課(干 231-8588 横浜市中区日本大通 1)

現所属 神奈川県自然環境保全センター研究企画部自然再生企画課(〒 243-0121 厚木市七沢 657)
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E 第2次計画における成果

1 メスを中心とした捕獲強化を実現

第2次計画では、管理捕獲(植生回復・被害軽減)、

狩猟を合わせて、年間 1.500頭程度の捕獲を行い、

捕獲数を大幅に増加させた。

特に、メスジカの捕獲を強化した結果、全捕獲数

のうちメスジカが占める割合は、第 1次計画では 3

割程度で、あったものが、第2次計画では約 6割に引

き上げられた。

同時に、第2次計画期間の後半では、捕獲効率が

低下するという傾向も見られた。同一箇所での捕獲

によって、捕獲地での生息密度の低下、隣接地域へ

の移動、シカの行動変化などが生じている可能性を

考慮する必要がある。

2 管理捕獲を継続した場所で生息密度が低下

区画法による生息密度調査の結果を調査区単位で

見ると、管理捕獲(植生回復)を継続的に行ってき

た管理ユニットでは、生息密度の顕著な低下が見ら

れる調査区がいくつかあり、管理捕獲の効果が現れ

てきたと思われる。

ただし、区画法による生息密度調査結果は、調査

を行った日に調査区画内にいたシカの数であるた

め、季節を通じた累積的な利用状況等を示すもので

はないことに留意する必要がある。

3 捕獲個体の栄養状態等が改善

管理捕獲によって捕獲されたシカ個体を分析し

て、個体群の質的な変化を調べたところ、 0歳個体

の体重増加と個体群の若齢化の傾向がみられ、質的

な改善が示唆された。また、第 l切歯の摩滅につい

ても改善傾向がみられ、 1個体あたりの食物環境が

改善してきている可能性がある。

これらは、本県のシカ保護管理において、初めて

全個体群について示された事業効果と考えられ、引

き続いて動向を注視していく必要がある。

4 管理捕獲を継続した箇所の一部で柵外の植生が

回復

植生保護柵を活用した植生変化の調査では、第 1

次計画から管理捕獲を継続してきた管理ユニットの

一部で、植被率や樹木稚樹の樹高、ササの稗高の指

標が改善した調査地点が現れた。

ただし、同じように第 1次計画から管理捕獲を

行っていても変化が見られない地点も多くあり、ま

た、第2次計画から管理捕獲を開始した場所では改

善傾向が現れていない。引き続き、生息密度の変化

に対する植物の反応を注意深く見守っていく必要が

ある。

皿 第2次計画における課題

1 高密度状態継続・生息密度上昇箇所の存在と

植生劣化の継続

地形が急峻で、アクセスの悪い山稜部等では、管理

捕獲の実施が困難で、あったため、依然として高密度

状態が継続している。管理捕獲を継続的に行った管

理ユニットの周辺など相対的に捕獲圧の弱し、場所で

は、シカの生息密度が上昇する傾向が見られた。こ

のような場所では植生劣化が継続しており、一部地

域では土壌流出も発生している。

また、林床植生の植被率が増加している場所につ

いても、主に、シカの採食圧に耐性のある植物や不

噌好性植物が成長する現象が見られており、多様な

植物種の成長による植生回復には至っていない。こ

のため、従来からの捕獲圧を強めるとともに、これ

まで、捕獲圧がかかっていない場所での予防的な管理

捕獲やシカの移動に対応した管理捕獲等を進めてい

く必要がある。

2 山稜部等では従来の手法による捕獲実施が困難

現在実施している猟犬を使用した組猟は、比較的

広い範囲でシカの生息密度を下げる手法としては適

しているものの、登山者等の安全への配慮から実施

できる場所が限られ、また、山稜部のような急峻な

地形の場所では、ハンターや猟犬の行動が制限され

ること等の理由により計画対象区域全域での実施が

困難な状況である。

そのため、捕獲実施が困難な場所にシカが集中し、

高密度状態の継続や密度の上昇が見られていること

から、こうした場所で効率的に捕獲を行うための新

たな捕獲手法や実施体制が必要となっている。

また、山稜部以外でも、管理捕獲を実施していな
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い地域での捕獲やシカの移動を考慮した捕獲などを

検討する必要がある。

3 生息密度の高い場所での森林整備効果の来発揮

水源の森林づくり事業等により、間伐等の森林施

業が行われているが、シカの生息密度が高い場所で

は、シカの利用圧により林床植物の成長が妨げられ、

森林整備効果が十分に発揮されない状況となってい

る。

林床植物の成長が見られない状態は、森林の公益

的機能が高度に発揮されないだけではなく、シカの

食物環境としても低質な状態が継続することになる

ことから、シカの地域個体群の安定的存続にとって

も適当な状態ではないと考えられる。

このため、森林施業が行われる場所で、シカの捕

獲を同時、若しくは、あらかじめ実施するなど、森

林整備と管理捕獲を一体的に進め、中標高域での生

息環境整備の土台となる状態を作り出す必要があ

る。

4 推計生息数は横ばい

丹沢山地におけるシカの生息数は、第 2次計画

が始まる前の 2006年度末の推計生息数は 3，700---...-

4，500頭であったが、 2009年度、 2010年度の調査

結果から、第2次計画終了時点では概ね 3，000頭~

5，500頭と推計された。調査方法そのものがもっ制

約による誤差等を考慮すると、第 1次計画から第2

次計画を通して推計生息数は大幅に増減することな

く、横ばいで推移していると考えられる。

シカの高密度化による自然植生への影響や農林業

被害が継続している場所では、生息密度の低減が必

要な状況が続いている。

5 農地周辺でのシ力の定着・農作物被害の継続

県は、市町村への支援を通して防護柵設置の推進

や管理捕獲の強化に取り組んで、きた。しかし、防護

柵未設置箇所や相対的に捕獲圧の弱い場所、銃器を

使用できない場所でのシカの定着が継続していると

考えられ、農作物被害は継続し、一部地域では被害

地域が拡大している。

被害の恒常化は、農作物の収穫への影響のみなら

ず、農家が農業をあきらめてしまうなど、地域の活

力や基盤を根本から損ないかねないとし、う社会的な

危険をはらんでいる。今後、農作物被害の軽減とと

もに、公益的な観点からより戦略的な対策が必要と

なっている。

6 狩猟免許所持者数の減少

管理捕獲や狩猟などを通した個体数調整は、シカ

の保護管理を進める上で、今後も重要な役割を果た

していくと思われる。しかし、その主な担い手であ

る狩猟免許所持者は、県内では徐々に減少する傾向

にあり、高齢化も進んで、いる。

特に、第一種銃猟免許については、 2009年の銃

砲万剣類所持等取締法改正により、猟銃所持に係る

規制が厳格化されたことから、今後、免許所持者数

が減少し、銃器を用いた個体数調整を継続すること

が困難になることが懸念される。

保護管理事業を継続するためには、管理捕獲や狩

猟の新たな担い手の育成が必要となっている。

7 丹沢山地以外の地域での目撃数・捕獲数増加

箱根山地や道志川以北の地域など丹沢山地以外で

の目撃数が増加する傾向にあり、一部地域では農作

物被害等も発生している。

また、隣接都県境付近での捕獲数・目撃数も増加

の傾向にあることから、今後、隣接都県との個体の

交流等による丹沢山地以外の地域での生息数の増加

が懸念される。

町第3次計画の取組方向

1 シ力の高密度化による植生衰退地域での密度

低減と定着の解消

依然として山稜部でシカの高密度状態が継続して

いることを踏まえ、第3次計画では、高標高域の自

然植生衰退地域を中心に管理捕獲を強化し、生息密

度の低減を図ることとした。

特に、地形が険しく、降車地点からのアプローチ

が遠い稜線部や山頂部など、従来の犬を使った組猟

で、は捕獲が困難な場所については、誘引捕獲やわな

捕獲、猟犬を使用しない少人数による捕獲、植生保

護柵を活用した捕獲など、現地の条件やシカの生息

状況に適した新たな手法を試行してし、く。
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また、こうした山稜部等での新たな捕獲手法によ

る管理捕獲等を実現するために、シカの捕獲に専従

的に携わるハンター(ワイルドライフレンジャー)

を配置することとなった。

2 森林整備とシカ管理の一体的な実施

管理捕獲実施箇所の周辺域で生息密度が上昇し、

森林整備効果が十分に発揮されない状況となってい

ることから、第3次計画では、東西モデ、ル区域にお

ける集中モニタリングに加えて、水源林整備地及び

周辺地域で森林施業とシカ捕獲を場所や時期を連動

させる等の取組を試行し、モニタリングにより、効

果を検証することとした。試行的取組で得られる知

見は、他の森林整備箇所でも活用し、森林整備とシ

カ管理の一体的な取組を進めてし、く。

さらに、モニタリングでは、 GPS首輪や自動撮

影カメラを用いた調査によって、これまで情報の少

なかったシカの季節的な移動や分布変化などについ

ても把握して、より効果的、効率的な対策に活かし

ていく。

3 被害増加地域でのシカの計画的捕獲と被害対策

山麓部では、農地周辺でのシカの定着と農作物被

害が恒常的に続いていることから、第3次計画でも、

引き続き市町村等が実施する捕獲や防護柵設置事業

に対して事業費の補助を実施し、農地周辺でのシカ

の定着を解消することによって、農林業被害の軽減

を目指していく。

また、県の環境部局と農政部局等が連携・協力し

て、地域が主体となって継続的・計画的に、シカを

含めた，鳥獣被害対策を推進する仕組みづくりを支援

していくこととしている。

4 シ力の狩猟に関する規制の緩和

シカの狩猟については、これまで、も段階的に規制

を緩和してきたが、より効率的に個体数調整を行う

ため、第3次計画では、猟区以外の可猟域で一人一

日あたり 2頭(オス 2頭は不可)に制限されてきた

捕獲頭数の制限を撤廃することとし、猟区について

も、猟区ごとのメス捕獲数の制限を撤廃することと

した。

また、 2007年度から続いてきたシカ猟制限区域

については、第3次計画では設定せず、猟区以外の

可猟域として取り扱うこととなった。

さらに、猟区以外の可猟域におけるシカの狩猟期

間についても、 2月 15日を終期としていたものを 2

月末日まで延長することとなった。

5 新たな保護管理の担い手育成の仕組みづくり

保護管理の担い手である狩猟免許所持者数の減少

と高齢化の現状を踏まえて、引き続き、わな猟免許

の取得を推進するとともに、管理捕獲等を安全かっ

効率的に行うため、先に述べた山稜部での手法開発

も含めて新たな捕獲手法を検討していくこととして

いる。

6 分布域拡大による被害拡大の防止

第2次計画における監視区域を分布拡大防止区域

とし、農林業被害の拡大を予防する観点から、積極

的に被害防除対策や管理捕獲を実施することとし

た。

また、隣接する関係県と、分布状況、被害状況、

捕獲状況等について情報交換していくとともに、保

護管理事業の効果的な実施に向けて連携を図ること

としている。

V おわりに

神奈川県のシカ保護管理は、山稜部から山麓の里

山や農地周辺までの広大な地域に生息するシカとい

う野生動物を対象とする比較的新しい施策である。

加えてシカの生息頭数や行動、季節的移動、植生と

の関係、繁殖状況などを正確に捉えることは大変難

しい。

しかし、丹沢山地の現状を直視すれば、シカの適

切な管理による自然植生の回復と農林業被害の軽減

を図ることは、地域にとって喫緊の重要課題である。

そのため、限られたデー夕、限られた知見、限られ

た体制で、各方面の協力や助言を頂きながら保護管

理事業に取り組んできた。その取組の過程でモニタ

リングによって科学的データを蓄積しながら、計画

と事業を柔軟に見直し、その取組を徐々に充実させ

てきた。

本特集に記された様々なモニタリングや解析報告
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が示しているように、現時点では、明確な形で事業

成果が得られたとは言い難い。しかし、積み上げら

れた様々なデータは、これまでの取組が徐々に丹沢

の自然に作用し、期待されている変化が兆している

ことも示唆している。

第 3次計画の初年度にあたる 2012年 4月から、

自然環境保全センターに 3名のワイルドライフレン

ジャーを配置し、山稜部等における新たな捕獲手法

の検討と試行に着手した。 9月からは、地元関係者

との調整を経て水源林整備箇所周辺の新たな場所で

の管理捕獲も開始している。これらの新しい取組は、

水源環境保全・再生のための特別超過課税による特

別対策事業として位置付けられ、予算措置が図られ

ている。加えて、シカ猟規制も緩和するなど、対策

全体を大幅に強化して進めている。

今後、これらの施策を科学的に進め、県民に説明

していく上で、継続的なモニタリングとデータの解

析はますます重要性を増すと考えられる。県民や関

係機関の協力のもとで、拡充・強化された諸事業を

進めながら、地道な調査による情報の積み上げと丁

寧な分析を通して、科学的・順応的にシカの保護管

理を進めていきたい。
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