
鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議

報告

平成28年7月

鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議



目 次

はじめに

１ 鳥獣害防止森林区域

２ 鳥獣害防止対策

３ 森林経営計画

４ 鳥獣害の防止に関する森林経営計画の遵守

５ その他

おわりに

（別紙）鳥獣害防止森林区域の設定方法について

（参考資料）

１ 「鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議」開催要領

２ 委員名簿

３ 開催状況





- 1 -

はじめに

近年、野生鳥獣の生息域の拡大等を背景として、シカやクマ等の野生鳥獣による

造林木の食害や立木の剥皮被害等が深刻化している。このうち、シカについては、

個体数が急速に増加しており、環境省による最新の推定では、平成25年度末現在、

全国（北海道を除く）のシカの推定個体数は約305万頭で増加傾向が続いている。

戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎え、今後、主伐後の再造林を推進して

いく必要がある中、シカ等による森林被害の防止が課題となっており、積極的な対

策の実施が必要となっている。

このような中、本年５月に森林法が改正され、市町村森林整備計画及び国有林の

地域別の森林計画（以下「市町村森林整備計画等」という。）において計画事項に

鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域（以下「鳥獣害防止森林区域」

という。）及び当該区域内における鳥獣害の防止に関する事項を追加するとともに、

森林経営計画の計画事項及び認定要件に鳥獣害の防止の方法に係る規定等を追加す

ることとなった。

これを受け、林野庁では、５月27日に鳥獣害防止森林区域の設定及び森林経営計

画の認定等に関する考え方等を検討するため、学識経験者等を構成員とする「鳥獣

害防止森林区域に関する有識者会議（以下「有識者会議」という。）」を設置し、こ

れまで４回に渡り検討を行ってきたところである。

有識者会議においては、鳥獣害防止森林区域について、

① 森林資源の循環利用による林業の成長産業化に向けて、主伐後の適切な再造

林と造林木の着実な成長を図るため、区域は人工林を主にとし、林班の状況に

応じて天然林も含めること、

② 公平、中立性を担保し、科学的根拠に基づいて設定すること、

③ 地方公共団体等が有するデータや地域の情報等も踏まえながら、設定を行う

こと、

等のほか、鳥獣害防止対策について、

① 野生鳥獣による森林被害のうち８割はシカによる被害であるため、対象と

する鳥獣はシカを主とすること、

② 対策としては、防護柵等のみならず個体群管理も重要であること、

等を議論した。

本報告書は、これらの検討内容等を踏まえ、鳥獣害防止森林区域の設定に関する

考え方等について、有識者会議として提言をまとめたものである。
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１ 鳥獣害防止森林区域

（１）鳥獣害防止森林区域は、森林資源の循環利用による林業の成長産業化に向け

て、主伐後の適切な再造林と造林木の着実な成長を図ることが重要となってい

ること等から、原則として人工林を主とし、被害森林及び被害の発生のおそれ

がある森林について、林班を最小単位として設定するものとすることが適当で

ある。その際、林班の状況に応じて、天然林も含めるものとすることが適当で

ある。なお、鳥獣害防止森林区域は、シカを主として被害防止対策の対象とな

る鳥獣ごとに又は重複して設定できるものとすることが適当である。

（２）鳥獣害防止森林区域については、公平、中立性を担保し、科学的根拠をもっ

て設定すべきであり、全国の森林被害の状況等を見渡せる共通のデータを基に

設定するものとすることが適当である。このため、全国の森林被害状況等を含

む森林の状態とその変化の動向について林野庁が５年間で全国を一巡するサイ

クルで平成11年度より継続的に実施している「森林生態系多様性基礎調査（林

野庁、平成21年度までは「森林資源モニタリング調査」として実施）」を基本

データとし、「ニホンジカ密度分布図（平成26年度、環境省）」及び「ニホンジ

カによる日本の植生への影響（平成21年～平成22年、植生学会）」、「鳥獣の保

護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下、「鳥獣保護管理法」とい

う。）に基づき都道府県知事により策定される第一種特定鳥獣保護計画又は第

二種特定鳥獣管理計画のデータ」、「大学や研究機関等の論文や調査データ」、「地

方公共団体や森林管理局署が所有する信頼性の高い調査データ」を補完データ

とするほか、必要に応じ地域の情報等も活用するものとすることが適当である

（（別紙）「鳥獣害防止森林区域の具体的な設定方法について」を参照）。

また、区域の設定に際しては、基本データ及び補完データをもとに林班を最

小単位として候補地域を定めることとし、市町村森林整備計画等の作成に際し

て行う学識経験を有する者からの意見聴取とともに、当該計画案の公告・縦覧

を通じて得られる地域住民をはじめとする関係者の意見を踏まえ、必要に応じ

て修正を加え確定するものとすることが適当である。

なお、学識経験を有する者からの意見聴取においては、農作物野生鳥獣被害

対策アドバイザー（農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー登録制度実施要領（平

成18年３月29日付け17生産第8581号生産局長通知）第４の２に規定する農作物

野生鳥獣被害対策アドバイザーをいう。）や鳥獣保護管理捕獲コーディネータ

ー（鳥獣保護管理に係る人材登録事業実施規程細則（平成27年９月１日付け環

自野発第1509091号）第１の２に規定する鳥獣保護管理捕獲コーディネーター

をいう。）等専門的知見を有する者の助言を受けるよう努めるものとすること
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が適当である。

また、設定された区域については、被害の状況等を踏まえ、必要に応じ見直

しを行うものとすることが適当である。

（３）各種データで市町村森林整備計画等の対象森林において鳥獣害が少なく、今

後の被害拡大のおそれも少ないと判断される場合は、市町村森林整備計画等の

計画事項である「鳥獣害防止森林区域」については、「設定なし」として整理

するものとすることが適当である。

民有林と国有林が接する地域においては、鳥獣害防止森林区域の設定に当た

り、当該森林が所在する市町村と森林管理局が十分な時間的余裕を持って調整

した上で、鳥獣害防止森林区域を適切に設定するものとすることが適当である。

２ 鳥獣害防止対策

（１）市町村森林整備計画等の「鳥獣害の防止に関する事項」に定められる鳥獣害

防止対策は、鳥獣害防止森林区域内の森林を対象とする森林経営計画や国有林

野施業実施計画において、各計画期間内（５年以内）に人工植栽が予定されて

いる箇所等において実施するものとすることが適当である。森林経営計画がた

てられていない鳥獣害防止森林区域内の森林について、市町村は必要に応じ鳥

獣害防止対策を実施するよう森林所有者に対して助言、指導するものとするこ

とが適当である。

また、当該鳥獣害防止対策は、防護柵や食害防止チューブ、テープ巻き等植

栽木の保護措置を地域の実情に応じて選択・実施するものとすることが適当で

ある。なお、防護柵については、新設・既設を問わず、改良等を行いながら、

被害防止効果の発揮を図るものとすることが適当である。

ただし、わな捕獲（ドロップネット、ICTを活用した捕獲施設、くくりわな、

囲いわな、箱わな等）、銃器による捕獲（誘引狙撃等）等効果的な個体群管理

の手法を選択・実施できる場合については、植栽木の保護措置に代えることが

できるものとすることが適当である。

（２）市町村森林整備計画等に「鳥獣害の防止に関する事項」を定める際には、鳥

獣保護管理施策、農業被害対策等との緊密な連携を図ることとしつつ、その実

行に当たっては、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置

に関する法律（以下「鳥獣被害防止特措法」という。）第４条の２第１項に定

める協議会や、各種の捕獲事業等を受託する鳥獣保護管理法第18条の５第２項
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第１号に定める認定鳥獣捕獲等事業者、地元猟友会等と協力し、適切に取り組

むものとすることが適当である。特に、捕獲が主体の鳥獣害防止対策について

は、鳥獣保護管理法に基づき都道府県知事が策定する第一種特定鳥獣保護計画

又は第二種特定鳥獣管理計画と整合性がとれた内容となるよう留意するものと

することが適当である。

３ 森林経営計画

（１）森林経営計画に記載する「鳥獣害の防止の方法」については、市町村森林整

備計画の遵守が求められることを踏まえ、市町村森林整備計画に記載された鳥

獣害防止対策から森林の状況等を勘案し選択するものとすることが適当であ

る。

なお、森林経営計画において鳥獣害の防止に向けた中長期的な目標を記載す

ることも検討したが、対象とする鳥獣は広域で移動するのに対し、森林経営計

画対象森林は限られた地域を対象としており、個々の森林経営計画のみで中長

期的な目標を定めたとしても意味がないと考えられることから、個々の森林経

営計画では設定しないものとすることが適当である。

（２）森林経営計画の認定要件については、鳥獣害防止森林区域内の森林経営計画

対象森林において人工植栽を行う場合に、市町村森林整備計画に記載された鳥

獣害防止対策が「鳥獣害の防止の方法」に記載されているものとすることが適

当である（設置延長や捕獲頭数等の数値目標は記載不要。）。

４ 鳥獣害の防止に関する森林経営計画の遵守

（１）森林経営計画に基づく鳥獣害防止対策を実施しても、その後にシカ等の生息

密度が高まったり、倒木等により防護柵が破損等すれば、植栽木への鳥獣害が

発生することが想定される。

森林経営計画に定める防護柵等の鳥獣害防止対策は、計画期間を通じて効果

を発揮し続けることが必要となることから、認定森林所有者等は、森林経営計

画の遵守に当たり、防護柵等の改良等を適切に行うものとすることが適当であ

る。

（２）鳥獣害防止森林区域において認定を受けた森林経営計画について、鳥獣害防

止対策に係る人工植栽箇所が食害により計画通りに更新されていない場合、市
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町村は、当該認定森林所有者等に対して指導又は森林経営計画の認定の取消し

を行うものとすることが適当である。

その際、野生鳥獣が森林の所有界を超えて移動し、かつその予測が困難であ

ることを踏まえれば、認定森林所有者等に重大な過失がない場合には、遵守義

務違反として直ちに取消しを行わず、まずは計画的な森林の施業及び保護が図

られるよう指導し、指導に従わない場合に取消を行うものとすることが適当で

ある。

なお、認定森林所有者等が森林経営計画を遵守しているかどうかを市町村が

確認するに当たっては、各種の会議の場等を通じて鳥獣害の情報を地域で共有

するとともに、必要に応じて認定森林所有者等から報告や現地の状況の分かる

写真等の提出を求めること等により日頃から高いアンテナを張って状況の把握

に努めるものとすることが適当である。

また、市町村は、森林・林業に携わる職員数、専門的な知識等ともに十分な

ところばかりではないことから、市町村が現地の状況を確認した上で認定森林

所有者等に改善を指導等する場合は、森林総合監理士等森林・林業に関する技

術的知見を有する者が、市町村の行政を適切にサポートする体制を構築するも

のとすることが適当である。

５ その他

（１）鳥獣害防止森林区域は、被害森林及び被害の発生のおそれがある森林であり、

同区域における鳥獣害防止対策の実施は森林所有者の負担となる。特に、同区

域内の森林を対象とする森林経営計画においては、確実な再造林等が図られる

よう、防護柵の設置等の鳥獣害防止対策を定め、これを実施していくことが認

定森林所有者等の責務となる。また、現場段階では、防護柵を設置した場合、

倒木や積雪等による破損が問題となっており、防護柵の改良等に対する負担軽

減を図るものとすることが適当である。

また、森林経営計画対象森林における鳥獣害防止対策が適切に行われるよう

予算上の配慮を行うものとすることが適当である。

（２）都道府県の中には、森林整備事業だけでなく、農村振興局の鳥獣被害防止総

合対策交付金や環境省の指定管理鳥獣捕獲等事業交付金等を活用し、鳥獣害防

止対策を強化したいという要望もある。

鳥獣被害防止総合対策交付金による捕獲等については、鳥獣被害防止特措法

における「被害防止計画」に基づき実施されており、環境省の指定管理鳥獣捕
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獲等事業交付金による捕獲については、鳥獣保護管理法における「第二種特定

鳥獣管理計画」及び「指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画」に基づき実施されて

いる。

このため、今般の森林法改正による鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防

止に関する事項及び鳥獣害の防止の方法の計画・実施に当たっては、こうした

支援措置も活用しつつ、適切に推進するものとすることが適当である。

おわりに

本報告書については、現時点の知見等に基づいて取りまとめたものであり、また、

鳥獣害防止森林区域の設定や鳥獣害防止対策の実施に当たっては、個別箇所の状況

に応じた対応が必要になってくるものと考えている。

本報告書における提言が、今後の鳥獣害防止対策に反映されることを期待する。
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（別紙）

鳥獣害防止森林区域の設定方法について

報告書１の（２）において、森林生態系多様性基礎調査を基本データとして区域

を設定するものとすることが適当であるとしたところであるが、計画策定の際の区

域の具体的な設定方法について、以下に示すこととする。

１ 鳥獣害防止森林区域は、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域

であることから、森林生態系多様性基礎調査において、現に被害がある場所を区

域とすることとする。

また、森林生態系多様性基礎調査は、４ km 間隔の格子点において、調査して
いるものであることから、区域の設定に活用するため、調査地点を中心とした４

kmメッシュで色分けをすることとする。

２ 具体的な鳥獣害防止森林区域の設定方法については、まず、林班界の入った図

面に、上記１により作成した図面を重ね合わせる。次に、シカ被害のあるメッシ

ュに含まれる林班を抽出し、鳥獣害防止森林区域とする。

※ 必要に応じて、補完データを重ね合わせて検討を行う。
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（参考資料１）

「鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議」開催要領

第１．趣旨

近年、シカの個体数は急速に増加しており、農林水産業や自然生態系等に深刻な被害

を及ぼしている状況にある。このような中、環境省による最新の推定では、平成25年度

末現在、全国（北海道を除く）のシカ推定個体数は約305万頭で増加傾向が続いており、

積極的な対策の実施が必要な状況となっている。

このような中、本年５月に森林法が改正され、市町村森林整備計画等において鳥獣害

を防止するための措置を実施すべき森林の区域（以下「鳥獣害防止森林区域」という。）

を設定するとともに、森林経営計画の認定要件に、鳥獣害防止に関する事項の追加等を

行うこととしており、鳥獣害防止森林区域の設定及び森林経営計画の認定等に関する考

え方等を検討するため、学識経験者等を構成員とする「鳥獣害防止森林区域に関する有

識者会議」（以下「有識者会議」という。）を開催する。

第２．委員

委員は、学識経験者等から林野庁長官が委嘱する。

第３．座長

１ 有識者会議の座長は、委員の互選により選任する。

２ 座長は議事を運営する。

３ 座長は有識者会議の承諾を得て、委員の中から座長代理を指名することができる。

第４．運営

１ 有識者会議は、必要に応じ、委員の出席を求める。

２ 有識者会議は、原則公開とする。ただし、有識者会議の運営に支障があると認めら

れる場合には、座長は有識者会議を非公開とすることができる。

３ 有識者会議の議事概要等については、農林水産省のホームページにより公開する。

４ その他、有識者会議の運営に関し必要な事項は、座長が有識者会議に諮って定める。

第５．旅費・謝金

有識者会議の委員には、旅費及び謝金を支払う。

第６．事務局

有識者会議に関する庶務は、林野庁研究指導課において行う。
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（参考資料２）

「鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議」委員名簿

（五十音順、敬称略）

氏 名 職 名

足立 孝明 公益社団法人埼玉県農林公社森林局経営・森林施設担当 副課長

上田 善浩 徳島県那賀郡那賀町林業振興課 副課長 兼 森林管理サポートセ

ンター室長

小泉 透 国立研究開発法人森林総合研究所 研究ディレクター

佐藤 繁 長野県林務部森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室室長

佐野 真 国立研究開発法人森林総合研究所 森林管理研究領域長

中川 辰男 前れいなん森林組合 代表理事組合長

濱﨑 伸一郎 (株)野生動物保護管理事務所 代表取締役

藤木 大介 兵庫県立大学自然・環境科学研究所 准教授

星野 義延 国立大学法人 東京農工大学大学院農学研究院 准教授

湊谷 雅浩 北海道白糠郡白糠町経済部経済課 主幹
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（参考資料３）

「鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議」開催状況

回 時期 内 容

第１回 ５月27日（金）第１回 鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議

・ 森林における鳥獣害対策について

・ 森林法等の一部を改正する法律の概要について

・ 鳥獣害の把握及び評価に係る既存資料について

第２回 ６月10日（金）第２回 鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議

・ 外部有識者からの意見聴取について

・ 委員からの意見聴取について

第３回 ７月５日(火) 第３回 鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議

・ 鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議報告書(案)につい

て

第４回 ７月28日(木) 第４回 鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議

・ 鳥獣害防止森林区域に関する有識者会議報告書(案)の取り

まとめ
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