関係者と 連携しな がら対策 を検討 し
ている赤 谷プロジ ェクトの 活動に つ
いて発 表しまし た。
ニホン ジカが低 密度であ る時の 個

増 え、また 、地域と 赤谷プロ ジェク

ト （国有林 ）がつな がってい く、み

けて進められる取組となっています。

② 地 域と つ な が る国 有 林

赤谷プロジェクトでは、国有林

その取組 の内容や 連携の実 際など

ん なが主役 でそれぞ れが出番 を見つ

万ヘク タールを 舞台

に ついて今 年度の交 流発表会 で発表

「赤 谷の森」

に、 「生物多 様性の復 元」と「 持続

し ます。

体数管理 手法は、 進入初期 段階の 場
所と、個 体数管理 の実施に よって 高

的な 地域づく り」の取 組を推進 して

「よ り持続力 をもつ、 人の社会 」を

密度から 低密度に なった場 所での 管

低密度 下におい ては、ニ ホンジ カ

作る ための「 人と自然 との新た ない

いま す。これ は、自然 環境を損 なう

（以 下「赤谷 センター 」という 。）

が集まり やすいホ ットスポ ットを 見

い関 係」を見 つけ出し 、選択し 、実

理手法と して全国 のケース スタデ ィ

では 、今年度 ２つの発 表を予定 して

つけ、ホ ットスポ ットに出 没する ニ

こと なく多く の恵みを 得ること で、

い ます。概 要は以 下のと おりで す。

が侵 入・繁殖 している こと、植 生へ

研究 発表で、 赤谷の森 にニホン ジカ

赤 谷センタ ーでは、 昨年度の 業務

誘引試験 に取り組 んでおり 、その 成

得て、赤 谷の森で 捕獲を前 提とし た

向けて、 群馬県林 業試験場 の協力 を

下におけ る個体数 管理手法 の確立 に

現在、 赤谷セン ターでは 、低密 度

携し ています が、取組 の関係者 が増

取 組は、さ まざなま 組織や人 と連

ます 。

と人 とをつな げる取組 を実施し てい

里（ 人の活動 の場）と 人、そし て人

成に 向けた取 組の一つ として、 森と

赤 谷センタ ーでは、 この目標 の達

の摂 食状況な どから現 在は低密 度と

果を今年 度の交流 発表会へ 発表す る

える ほど、ア イデアや できるこ とが

① ニ ホ ンジ カ 誘 引 試 験に つ い て

考え られる一 方で、今 後、近い 将来

ことに していま す。

「森と里と人をつなげる」を
テーマに、地域の観光協会が
主催する「CoCoira」へのプロ
グラム提供

にニ ホンジカ が増加し 森林生態 系へ

捕獲す ることが 求めら れます 。

践す る取組 です。

になる と期待さ れます 。

1

ホンジカ を確実か つ効率よ く安全 に

赤谷森林ふれあい推進センター

平成 年度 関東森林管理局
森林・林業技術交流発表会 予
告編
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の悪 影響が心 配され、 地域や幅 広い
試験地のヘイキューブ付近
で撮影されたメスジカ

試験地の鉱塩付近で撮影さ
れたメスジカ

地域のNPOが主催する「森のよう
ちえん」へのプログラム提供

赤谷プロジェクトによる企画「赤
谷の森まつり」を町や地域などと
連携して開催
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