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1．業務の目的 

三田市には、県下有数を誇る貴重な湿原である皿池湿原をはじめ、武庫川や東条川の支流河川、

水田や水田上部に点在するため池、里地里山、社寺林など、数多くの豊かな自然環境が残されて

いる。皿池湿原については、平成 28 年度に保全の在り方や、活動の方針を定めた「皿池湿原保

全活動計画～生物多様性さらいけ戦略～」を策定し、市民・市民団体、事業者、専門家などの様々

な主体の参画による保全活動を実施している。 

このような豊かな自然環境を保全していくためには、市域における生物多様性保全の指針とな

る「（仮）生物多様性さんだ戦略」の策定が必須となっており、「第 3次三田市環境基本計画」（平

成 30 年 3 月策定）においても、三つの重点プロジェクトの柱として位置づけ、推進されている

ところである。 

本業務については、「（仮）生物多様性さんだ戦略」の策定に向けて、三田市の自然環境の現況

を把握することを目的に実施したものであり、特に近年市域で森林生態系への影響が危惧されて

いるニホンジカの分布と影響度合いの把握を目的とした調査を実施した。 

 

2．業務の対象範囲及び調査地点 

業務の対象範囲は三田市全域とした。 

 

3．業務の実施期間 

令和 3年 9月 1日 ～ 令和 4年 3月 25日 

 

4．業務の実施方法 

（1）現地調査 

「ニホンジカによる森林生態系被害の広域評価手法マニュアル」（藤木 2012）（以下「マニュ

アル」という。資料編に添付）による調査を実施した。この調査方法は、ニホンジカによる森

林植生への影響を簡易な方法を用いて評価するものである。兵庫県では、森林における下層植

生の衰退状況の把握のために 10年以上前から用いられており、最近では日本各地で活用されて

いる。 

調査地点としては、三田市域の重要な生態系 94 箇所の中から、植生衰退度（SDR）により評

価が可能な夏緑二次林（コナラ林、里山林）及びアカマツ林を対象として、調査地点がなるべ

く市域にまんべんなく配置されるよう 22地点を選定した（表 1、図 1）。調査は令和 3年 9月に

実施した（表 1）。 

現地調査はマニュアルに記載されたとおり、各地点においてニホンジカの食痕の有無や低木

層の植被率などの記録を実施した。 



 

 

図 1 調査地点 

 

  



 

表 1 調査地点及び調査実施日 

重要な生態系の名称 植生タイプ 調査実施日 

大谷の農村環境 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

ナナマツの森 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

波豆川の農村環境 コナラ－アベマキ林 2021/9/10 

観福の森 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

市之瀬の里山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

下槻瀬の里山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

母子渓谷 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

有馬富士 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

虚空蔵山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

羽束山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

乙原の里山 アカシデ林 2021/9/8 

上内神のグリーンベルト コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

相野広野のグリーンベルト コナラ－アベマキ林 2021/9/25 

下青野の里山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

高次桑原の里山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

池尻のグリーンベルト コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

東本庄の里山 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

母子の里山 アカマツ林 2021/9/8 

嫁ヶ淵のグリーンベルト コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

沢谷のグリーンベルト コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

奥山北の里山付近 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

上本庄の天神岳 コナラ－アベマキ林 2021/9/8 

 

（2）データ解析 

① 各地点における植生衰退度の評価 

各調査地点の調査結果から、藤木（2012）の基準にもとづき、植生衰退度（SDR）を以下の 6

段階に区分した。被度の集計方法などについては、マニュアルに記載のとおりとした。 

 

無被害（ND）: シカの食痕が全く確認されなかった林分 

衰退度 0（DO）: シカの食痕がある林分のうち、低木層の植被率が 75.5%以上の林分 

衰退度 1（D1）: シカの食痕がある林分のうち、低木層の植被率 38%以上 75.5%未満林分 

衰退度 2（D2）: シカの食痕がある林分のうち、低木層の植被率 18%以上 38%未満の林分 

衰退度 3（D3）: シカの食痕がある林分のうち、低木層の植被率 9%以上 18%未満の林分 

衰退度 4（D4）: シカの食痕がある林分のうち、低木層の植被率 9%未満の林分 

 

② 植生衰退度の推定 

調査地点以外における植生衰退度の広がりを推定するため、藤木（2012）を参考に、地理情

報システム（GIS）を用いて、IDW法による空間内挿を実施した。GISのシステムには SAGA GIS

（ver. 2.3.2）を用いた。IDW法における条件設定については、マニュアルに記載のとおりとし

た。なお、IDW（Inverse Distance Weighted）法とは、対象地点の近くに存在する、別の地点

のデータ値の平均を取ることで、対象地点のデータ値を推計する手法である。  



 

5．調査結果 

（1）現地調査 

22地点をマニュアルに沿って効率よく現地調査した。 

 

（2）データ解析 

① 各地点における植生の衰退状況 

各調査地点における植生衰退度（SDR）の調査結果を表 2及び図 2に示す。また、調査地点ご

との状況を図 3に示し、各地点の調査票については資料編に添付した。 

市域北部～中部に位置する「母子渓谷」、「乙原の里山」、「下青野の里山」、「奥山北の里山付

近」、「上本庄の天神岳」の植生衰退度は D3で、低木層の植被率が小さく、明瞭なディアライン

1)も形成されていた。また樹皮剥ぎ 2)も確認され、「乙原の里山」及び「下青野の里山」では、

樹皮剥ぎによる亜高木層の衰退が微小ではあるが認められた。なお、「母子の里山」はマツタケ

山であり林内に立ち入ると誤解を招くおそれがあったため、調査に最も相応しい場所ではなく、

車道から近い場所で調査をした。そのため、今回の調査結果では植生衰退度 D2であったが、過

小評価になっている可能性がある。 

市域南部では、JR三田駅の市街地に近い「高次桑原の里山」において、ディアラインの形成

は認められなかったものの、ニホンジカによる樹皮剥ぎや採食痕が確認された。 

一方で、市域南部・西部の「大谷の農村環境」、「上内神のグリーンベルト」、「相野広野のグ

リーンベルト」、「池尻のグリーンベルト」、「嫁ヶ淵のグリーンベルト」、「沢谷のグリーンベル

ト」では、樹皮剥ぎや採食痕、獣道（シカ道）の形成などニホンジカの痕跡は確認されず、コナ

ラなどの実生が多く発芽している状況が確認された（ニホンジカが生息していると、葉が柔ら

かい実生を食べられることが多い）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ディアライン：シカが採食できる約 2m までの高さの植生が消失すること。シカの採食圧を知
る指標になる。 

2) 樹皮剥ぎ  ：シカは樹皮を剥ぎ取って食べる習性があり、リョウブ、スギ、ヒノキなど樹皮
が剥がれやすい樹木が被害にあうことが多い。樹皮剥ぎは過去も含めたシカの
存在を知る指標になる。 

  



 

表 2 調査結果の一覧（主要な項目のみ掲載） 

調査地点名※ 
樹皮 

剥ぎ 

低木層植被率 ディア 

ライン 

採食 

痕跡 
糞 

植生衰退度 

（SDR） 木本類 ササ 

大谷の農村環境 無 50%以上 1%未満 無し 無 無 ND 

ナナマツの森 有 10%未満 1%以上 10%未満 1%以上 不明瞭 有 有 D3 

波豆川の農村環境 有 50%未満 25%以上 1%未満 不明瞭 無 無 D1 

観福の森 有 25%未満 10%以上 50%未満 25%以上 無し 有 無 D1 

市之瀬の里山 有 25%未満 10%以上 1%未満 無し 無 無 D2 

下槻瀬の里山 有 50%以上 1%未満 無し 有 無 D0 

母子渓谷 有 10%未満 1%以上 1%未満 明瞭 有 無 D3 

有馬富士 有 50%未満 25%以上 25%未満 10%以上 無し 無 無 D1 

虚空蔵山 有 25%未満 10%以上 1%未満 不明瞭 有 無 D2 

羽束山 有 25%未満 10%以上 1%未満 無し 無 無 ND 

乙原の里山 有 10%未満 1%以上 1%未満 明瞭 有 無 D3 

上内神のグリーン

ベルト 

無 50%未満 25%以上 1%未満 無し 無 無 ND 

相野広野のグリー

ンベルト 

無 50%未満 25%以上 10%未満 1%以上 無し 無 無 ND 

下青野の里山 有 10%未満 1%以上 1%未満 明瞭 有 無 D3 

高次桑原の里山 有 50%以上 1%未満 無し 有 無 D0 

池尻のグリーンベ

ルト 

無 50%未満 25%以上 1%未満 無し 無 無 ND 

東本庄の里山 無 50%未満 25%以上 50%未満 25%以上 無し 有 無 D1 

母子の里山 有 25%未満 10%以上 1%未満 明瞭 有 無 D2 

嫁ヶ淵のグリーン

ベルト 

無 50%以上 1%未満 無し 無 無 ND 

沢谷のグリーンベ

ルト 

無 50%未満 25%以上 10%未満 1%以上 無し 無 無 ND 

奥山北の里山付近 有 10%未満 1%以上 1%未満 明瞭 有 無 D3 

上本庄の天神岳 有 10%未満 1%以上 1%未満 不明瞭 有 無 D3 

※調査地点名は「三田の優れた生態系」（平成 31 年 3 月）記載の地点名。 

  



 

 

図 2 各調査地点の植生衰退度（SDR） 

 

植生衰退度（SDR）が D3の地点 

  
リョウブの樹皮剥ぎ（ナナマツの森） 林床のネザサが枯死（母子渓谷） 

  
ディアラインが明瞭（乙原の里山） ディアラインが明瞭（下青野の里山） 

図 3(1) 各調査地点の状況  



 

植生衰退度（SDR）が D2の地点 

  
市之瀬の里山 シカ道（母子の里山） 

  

植生衰退度（SDR）が D1の地点 

  
調査地近縁にあった糞（波豆川の農村環境） 有馬富士 

  

植生衰退度（SDR）が D0の地点 

  
イヌツゲの採食痕（下槻瀬の里山） リョウブの樹皮剥ぎ（高次桑原の里山） 

図 3(2) 各調査地点の状況 

  



 

植生衰退度（SDR）が NDの地点 

  
大谷の農村環境の状況 羽束山の状況 

  
上内神のグリーンベルトの状況 コナラの実生（相野広野のグリーンベルト） 

  
樹皮剥ぎはみられない（池尻のｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ） 嫁ヶ淵のグリーンベルトの状況 

図 3(3) 各調査地点の状況 

  



 

② 植生衰退度の推定 

GISを用いた空間内挿による植生衰退度（SDR）の推定結果を図 4に示す。 

市の南部から北部に向かって植生衰退度が高くなっており、特に乙原、母子、上本庄にかけ

ての一帯は植生衰退度 3（D3）のエリアが広がっていると推定された。 

 

図 4 空間内挿による植生衰退度（SDR）の推定結果 

 

6．考察 

(1) 現況のまとめ 

① 中北部における現地確認調査について 

市域の中部以北ではニホンジカによる植生衰退度が高く、影響が深刻となっていることが明

らかになった。重要な生態系である「母子の里山」や「奥山北の里山」などでは、希少な植物で

あるアリマグミの生育が確認されているが、対策を講じない場合は採食により消失する可能性

がある（直接的影響）。また、採食や踏圧により下層植生が衰退することで、昆虫類や鳥類など

を含む森林生態系の生物多様性の低下が危惧される（間接的影響）。 

また、市域中部以北では、林縁部や耕作地の周囲に高さ 1.5m以上のシカ侵入防止柵（ネット）

の設置が多く見受けられ、農作物の採食被害が発生しているものと考えられる。 

  

母子 

乙原 
上本庄 



 

② 南部における現地確認調査について 

市域の南部ではニホンジカによる植生衰退度が低いことが明らかになったが、中北部から南

部に向かって分布及び被害の拡大が進行しつつあると推測される。 

今年度 9 月には、神戸電鉄南ウッディタウン駅のすぐ南に位置するはじかみ池公園（あかし

あ台 5）において、オスジカが確認されるなど、南部でもニホンジカが度々目撃されている。特

に、交尾期初期である 9～10 月はオスの行動範囲が広くなるため、南部の市街地における目撃

が増加するものと考えられる。 

 

(2) 定期的な調査の実施について 

① 植生衰退度（SDR）の評価による定期的なモニタリング 

市域の南部には、県下有数を誇る貴重な湿原である皿池湿原や、市街地に隣接する里山環境

が残されおり、中北部から南部に向かって分布及び被害が拡大すると、これら環境への影響が

危惧される。皿池湿原などの重要な生態系における監視をするとともに、市域全体におけるニ

ホンジカの動向を把握するため、今回の調査と同様の方法で、定期的（3年おきなど）なモニタ

リングをすることが望ましい。影響が大きくなる前に対策を取ることが重要であり、対策が遅

れると自然再生力の減少や、対策費用の増加を招くと考えられる。 

 

② 夏緑二次林及びアカマツ林以外の環境における現況調査について 

今回は植生衰退度（SDR）により評価が可能な夏緑二次林（コナラ林、里山林）及びアカマツ

林を対象に調査を実施したが、植生衰退度（SDR）が高くなっている地域では、それ以外の植生

である、照葉樹林、草原、湿原などへも影響が生じている可能性がある。植生衰退度（SDR）が

高くなっている地域にある重要な生態系の選定地においては、重要度の高い箇所を優先的に、

現地確認を実施するのが望ましい。 

 

(3) 今後の対策について 

① 重要な生態系の保全策の検討 

ニホンジカによる植生への影響が出ている地域や、今後、分布拡大により植生への影響が予

測される地域における、重要な生態系の保全策として、捕獲による個体数管理なども考えられ

るが、獣害防止用のネットやフェンスの設置による対策が効果と経済面を考慮すると最善であ

る。特に破損しにくいフェンスの設置が望ましい。 

 

② 分布拡大の防止 

中北部から南部への移動については、市街地、国道、JR、河川などが障壁になっていると考

えられる。繁殖期によるオスジカの単発的な移動・侵入を防止するのは難しいが、メスジカを

含む群れの移動・侵入に対しては、これらの人工物や自然地形を活かして防止できる可能性が

ある。線路や道路では交通事故のリスクもあるため、関係機関と連携した分布拡大抑制策を検

討するのが望ましい。例えば、線路沿いに設置してある既設フェンスの高さをシカが越えられ

ない 1.8m以上にしたり、ニホンジカの移動経路になりそうな場所では、草刈りを頻繁にして身

を潜められる場所をなくしたりすることが考えられる。 



 

※ 本報告書は無断転載禁止です。転載を希望される場合は下記までお問い合わせください。 
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里山～それは、暮らしを支え、生きものを育む「半自然」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

三田市 まちの再生部 ゼロカーボンシティ推進室 里山のまちづくり課 

〒６６９－１５９５ 三田市三輪２丁目１番１号 

TEL：０７９－５５９－５２２６ 

E-MAIL：satoyama_machi@city.sanda.lg.jp 

市 HP：https://www.city.sanda.lg.jp 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 


