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琵琶湖森林づくり事業の施策検討について

区 分 検討項目 現状と課題 課題への対応 期待できる効果
関連する森林審議会の

評価・意見等
備 考

環境林整備事業の新たな展開 事業実施から５年を経過して、639haの森林
については過密状態が改善されたものの、種
子の供給源や照度不足、さらにニホンジカに
よる食害により、期待していた高木性広葉樹
の生育が十分でない状況にある。現状では、
針広混交林化を目指すだけでは、手入れ不足
森林の改善方法として充分ではない可能性が
ある。
また、国産材自給率向上に軸足が移った国の
政策転換など、森林を取り巻く社会的環境か
ら、木材生産を重視する森林管理とは違った
公益的機能を重視した森林管理としての環境
林について、更に幅広い手段を検討する必要
がある。

針広混交林化だけではなく、林
内環境の改善を目的とする効果
的な密度管理についても、本事
業において対応することを検
討。

放置人工林に対するセーフティ
ネットとしての機能を、より効
果的に発揮することが可能とな
る。

・人工林の針広混交林への誘導につい
ては未だ技術的に確立されていないた
め、その手法については十分な検討が
必要。
強度間伐により広葉樹林の伸長を促す
効果が将来にわたって継続するか注意
深い検証が必要。
広葉樹の導入がニホンジカの新たな餌
場につながれば森林被害が増大するこ
とになりかねないため、森林の整備手
法と効果についても検証を続け、場合
によっては手法を再検討する必要があ
る。

ニホンジカによる被害対策の
更なる展開

ニホンジカによる被害は、農林業被害にとど
まらず、森林生態系の衰退もまねき、公益的
機能の低減が懸念されている。
ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画(第２次)策
定にあたり、推定生息数の再評価を行ったと
ころ、平成22年度生息数が47,000頭～67,000
頭と推定された。生息数低減のためには、
16,000頭の捕獲が必要となり、今後一層の捕
獲推進が求められているが、実施に向けた体
制整備や効果的・効率的な捕獲方法の検討、
下層植生の保全方法の検討などが課題となっ
ている。

平成24年度は、これ以上生息数
を増加させないため、捕獲目標
を8,500頭から13,000頭とす
る。
捕獲数を増加させるために、捕
獲数制限の撤廃、メスジカの捕
獲の奨励、および助成金の枠の
拡充を図る。
また、これまで捕獲が進まな
かった高標高域での捕獲方法の
検討や、植生を保全するための
保護柵の設置等の検討を行う。

ニホンジカの生息数を低減させ
ることにより、農林業被害の低
減、森林植生の回復が図れる。

・ニホンジカによる森林被害は深刻で
あり、頭数の制限なしで積極的な対策
が必要。
ニホンジカによる森林被害は、林業へ
の影響はもとより、森林生態系に対し
ても深刻な影響が生じており、引き続
き積極的な対応が必要である。

長寿の森奨励事業の新たな展開 H18からH23にわたる本事業の実施により、目
標の82％に当たる4,100haを長伐期に誘導す
ることができた。また、地域活動では長伐期
林区域の明示がほとんどの森林で実施される
一方、作業路の維持補修のように今後も必要
な活動や新たに獣害や自然災害に対応する活
動が必要となるなど、実施内容を改正する必
要が生じている。

地域活動の内容を整理し、廃止
または継続、拡充に仕分け、活
動内容ごとに単価設定すること
で、長伐期林で必要な活動に対
してより効果的に費用を配分す
る。

費用対効果が上昇するととも
に、森林の被害を最小限に食い
止めることができるため、長伐
期林における確実な水源涵養機
能の維持ならびに増進が期待で
きる。

里山リニューアル事業の
新たな展開

従来より地域住民が活用してきた里山は、過
疎化･高齢化問題等により森林の管理が著し
く困難な状況となりつつあるとともに、マツ
枯れやナラ枯れ、竹の急激な繁茂により、里
山の機能は衰退してきている状況にある。そ
のような中、里山の機能を維持していくため
「里山リニューアル事業」に取り組み、荒廃
した森林の整備を進めているが、一方で、荒
廃した森林はイノシシ、シカ、サルなどの格
好の住処として、その異常繁殖とともに、里
山環境のさらなる悪化が進んでいるのが現状
である。

近年のシカ等の異常繁殖による
里山環境の悪化を防ぐために、
従来の面的な対策に加え、帯状
の緩衝帯の整備を追加する。

里山の整備をよりきめ細かく推
進することにより、森林と集落
の棲み分けを図り、里山の復元
をいっそう推進することができ
る。また集落を含む里山環境の
改善に資すことができる。

【基本施策】
３．森林資源の循環利用の促進

【戦略プロジェクト】
戦略３．森林資源の循環利用促進
プロジェクト
（県産材の利用促進）

県産材の利用促進に向けた
新たな展開

平成２２年１０月に「公共建築物等における
木材の利用の促進に関する法律」が施行さ
れ、地方公共団体が整備する建築物において
も積極的に木材を利用するよう努めることと
なったことから、県産材を活用したモデル的
な公共施設整備を幅広く展開する必要があ
る。

市町等や学校法人、社会福祉法
人等が実施する施設整備への支
援に加えて、県立教育施設等の
整備へも拡大する。

県産材の公共施設への活用例を
幅広く提案することで、県産材
の更なる利用拡大につながると
ともに、学校での環境学習にも
活用できる。

・「公共建築物等木材利用促進法」も
施行され、公共建築物の木造化・木質
化を推進し、県産木材の利用を促進す
ることが必要である。
・朽木中学のような木材を使った建築
物をもっと増やせるように宣伝を。

【基本施策】
１．環境に配慮した森林づくりの
推進

【戦略プロジェクト】
戦略１．環境に配慮した森林づく
り推進プロジェクト
（森林の生態系や環境に配慮した
整備の推進）

資料１



① 環境林整備事業制度
【背景】･･･手入れされない（放置）人工林の増加

森林・林業基本計画で木材生産から多面的機能の発揮を重視
【目的】･･･手入れ不足や放置された人工林の多面的機能維持

② 環境林整備事業の内容
•40％以上の強度間伐による林内光環境の改善 → 下層植生（広葉樹種等）の侵入を促進
•市町との協定（２０年、皆伐禁止、協定の継承...）

③ 事業実績 （平成18～22年度 5か年）
•環境林実施面積 計画８００ｈａ 実施６３９ｈａ
•実施箇所のモニタリング（森林センターで追跡調査実施）

1. 環境林整備事業の現状

1

森林の種類と望ましい姿（琵琶湖森林づくり事業）のイメージ

自然林 人工林

自然状態
自然生態系の
森林維持機能

里山

•環境が豊かで生態系に富む針広混交林
•林内が明るく下層植生が繁茂
→人手（コスト）をかけず多様な生態系を形成
→水源かん養機能など公益的機能が高度にかつ持続的に発揮

環境林整備

手入れされた人工林
引き続き適切な
森林管理（間伐）

手入れ不足の人工林
奥地、人手不足、コスト高

利用されず荒廃した里山
枯損木の処理、放置竹林の整備、里山
の活用

強度間伐強度間伐

資料２
環境林整備事業の新たな展開



2. 環境林整備事業の評価と課題

① 成果
・これまでに６３９ｈａの森林について、強度間伐をおこない過密状態が改善された。

② 課題
• 種子供給源、照度不足、シカの食害などにより、高木性広葉樹の生育が期待できない。

• 手入れ不足森林の改善のための手段としては、充分な面積確保ができていない。

2

放置人工林等の手入れ不足森林について、多面的機能の持続的発揮
の手段として、強度間伐を行って天然更新による針広混交林化を図る
ことは、現状においては効果的ではない。



3. 環境林の役割
【森林を取り巻く状況】
•長伐期化による高齢林の増加

•森林・林業再生プランに基づく補助制度の変更（木材生産を重視）

国産材自給率UPに向けた木材生産への期待と次世代（伐採後）の森林管理への不安

【あるべき姿】
•人工林が将来にわたり多面的機能を維持するためは目的に応じた管理が必要

木材生産を重視

公益的機能を重視

環境林

一般施策・保育（除間伐、枝打ち）、作業道整備、択伐、主伐、
再造林による森林管理

・積極的な林床保全
・長伐期林や複層林による持続的な森林状態の維持
・多様な樹種・樹齢の混生による森林の機能維持

3



4. 環境林整備事業の見直し（案）

4

具体イメージ
過密な人工林が密度調整により光環境が改善
され、様々な種類の下草や広葉樹が繁茂した
森林

これまでの環境林
目的：手入れ不足や放置された人工林を多面的機能の高い針広混交林へと誘導すること

によって、人手をかけずに、多様な生態系を形成し、水源かん養機能など公益的
機能を高度にかつ持続的に発揮させる。

方法：広葉樹種の天然更新を期待した40%以上の強度間伐による針広混交林化

見直し後の環境林（案）
目的：手入れ不足や放置された人工林を多面的機能が

持続される状態に誘導することによって、人手
をかけずに、多様な生態系の形成や、水源かん
養機能などの公益的機能を高度にかつ持続的に
発揮させる。

方法：①公的主体による広葉樹林化・針広混交林化
②林内環境の改善を目的とする効果的な密度管理

長伐期化を見据えた協定（20年）
市町村森林整備計画における公益的
機能別森林ゾーンでの限定
計画的かつ面的広がり（森林経営計
画との関連づけ）

「針広混交林」を削除
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滋賀県内のﾆﾎﾝｼﾞｶの推定生息数が増えていることが判明しました

本県では、人とﾆﾎﾝｼﾞｶの共生を目指し、ﾆﾎﾝｼﾞｶ特定鳥獣保護管理計画を策定し、個体数管理およ

び被害防除に取り組んできました。

平成 21 年 11 月に策定した現行計画では、H15～H19 までの 5 年間のデータをもとに、H16 年

秋の生息数を 20,000 頭と評価し、これをもとに H22 年秋の生息数を約 26,000 頭と推定してきま

した。また、同計画での捕獲目標が年 8,500 頭（メスは少なくとも 4,600 頭以上）である中、H22

年度の捕獲数は 9,600 頭（うち、メスは 5,858 頭）を上回り、個体数管理は順調に進んでいると評

価してきました。

しかし、今年度中に行う計画の改定に向け、新たに得られた H20,21,22 の 3 年間の生息密度指標

（シカ糞塊密度）の変化とその間の捕獲数のデータを加え、生息数の再評価を行ったところ、H16

年秋の生息数は 24,000頭～35,000頭であったと評価されました。

これをもとにして推定した H22 年秋の生息数は 47,000～67,000 頭となります。仮に予測の最大

値 67,000 頭であった場合、今後生息数を増加させないだけでも年 13,000 頭（メスは少なくとも

7,800 頭以上）の捕獲が必要となり、今から 5 年後（H29 年）の生息数を半数の約 33,000 頭まで

減少させるには年 16,000 頭（メスは少なくとも 9,600 頭以上）の捕獲が必要となります。

これを受け、本県のﾆﾎﾝｼﾞｶの個体数管理は全面的な見直しが求められています。

１ 推定生息数の再評価結果

２ 見直し後の推定生息数と今後捕獲数の関係

現行計画策定時の推定 見直し後の推定

①H16 年秋の生息数 20,000 頭 24,000～35,000 頭

②H22 年秋の生息数 約 26,000 頭 47,000～67,000 頭

①現行計画目標数 8,500 頭（うち、メスは 4,600 頭以上）

②生息数再評価後、H22 年度生

息数(47,000～67,000 頭)から

増減させないための捕獲数

(生息数 47,000 頭の場合)：約 9,500 頭

［メスは少なくとも 5,700 頭以上］

(生息数 67,000 頭の場合)：約 13,000 頭

［メスは少なくとも 7,800 頭以上］

③5 年後（H29）の生息数を H22

年度生息数よりほぼ半減させ

るための捕獲数

（生息数 67,000 等の場合）：16,000 頭

［メスは少なくとも 9,600 頭以上］

（県 政）

資料３
ニホンジカによる被害対策の更なる展開



２ 今後の取組

○ 今年度中にﾆﾎﾝｼﾞｶ特定鳥獣保護管理計画の見直しを予定しており、生息数の再評価に伴い、

捕獲目標数（現行計画では年 8,500 頭）を増加させることが必要となる。

○ H22 年度から、森林づくり県民税を活用した「湖国の森林と自然を守るﾆﾎﾝｼﾞｶ特別対策事業」

（予算 5,300 万円）を開始。これにより、捕獲数は H20 年度 4,874 頭、H21 年度 7,283 頭、

H22 年度 9,613 頭と順調に増加している。

しかし、9,613 頭という捕獲数は、捕獲体制の現状から見れば、限界に近い数字。今後、市

町や猟友会とも連携して、捕獲可能な頭数を拡大していく必要がある。

○ ﾆﾎﾝｼﾞｶは一夫多妻であるため、多数のメスが残る限り個体数増加は継続する。したがって、

個体数の増加を削減するためには、メスを主に捕獲することが非常に重要であるため、メスの

捕獲推進を図る必要がある。

＜過去に遡って生息数が見直された理由＞

○ ﾆﾎﾝｼﾞｶの生息「数」を直接調査する手法はなく、糞塊密度の調査により増加「率」を把握

し、これと自然増加率との差分が捕獲数になるという前提を置いて、生息数を推定している。

（イメージとしては、自然状態（全く捕獲を行わない）なら年 30％増えるはずが、糞塊密

度が年 10％しか増えていなかった場合、その差分の 20％が年間捕獲数に相当し、捕獲実

績が 5000 頭であれば 5000÷0.20＝25000 頭が推定生息数となる。実際には、もっと多数

のパラメータを組み合わせたシミュレーションを行い、複数年のデータと照らし合わせて

いる。）

○ 上記のような推定手法を採っているため、新たな年の糞塊密度のデータが蓄積されると推

定値がある程度修正されることは、もともと想定されていたところ。

○ 今回は、H17～20 年度まで年 4,000 頭前後で安定していた捕獲数が、H21 年度に 7,283

頭、H22 年度に 9,613 頭と大幅に増加し、H16 年秋の生息数が 20,000 頭であれば減少傾向

に向かうはずの糞塊密度が、増加傾向を示したため、再評価により推定生息数が増加したも

の。
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

図 1 滋賀県における密度指標（糞塊密度）の変化
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図-2 滋賀県におけるﾆﾎﾝｼﾞｶ捕獲数の変化



伊吹山・霊山 シカ被害状況

1 伊吹山 ユウスゲ等被害状況

2010年撮影 2011年撮影

2010年撮影 2011年撮影

シカの樹木の皮剥ぎの食害(西遊歩道脇) 山頂東側低木林のシカの樹木の皮剥ぎの食害
積雪時に枝の上部の樹皮が食べられている

ニッコウキスゲは食害で栄養不足になり、花茎
が上がらず開花しないか、枯死した株が多い

２合目ヒロハノアマナ（好石灰植物、絶滅危惧種）
のシカの食害－葉も果実も食べられている



2 霊仙被害状況

山頂付近 マユミの食害
ササの消滅

H21年 山腹崩壊状況

H22 山腹を歩くシカの群れ

H23.7
山頂付近のシカの群れ
17頭確認
（上空から撮影）



ニホンジカによる人工林の剥皮被害状況
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