
宝が池・深泥池周辺環境におけるシカ問題検討会 

 

日 時 2016年 6月 1日 18:30-20:30 場 所 京都府立大学６号館６６教室 

進 行 田中和博 記 録 小川（田中氏、高柳氏加筆） 

参加者 

 

森本幸裕、高柳敦、兵田大和、竹門康弘、加藤義和、辻本典顯、岩崎猛、高谷淳、

齊藤準、丹羽英之、下浦悠輔、佐藤正吾、野田奏栄（順不同敬称略） 

 

概要 

宝が池・深泥池周辺の自然環境は、増えすぎたシカの影響によって、著しく劣化している。 

シカ対策は「宝が池の森」の保全再生において、最も優先すべき事項である。 

また、先に開催された「宝が池シンポジウム」においても、参加者の皆様から対策の緊急

性と迅速な対応が強く望まれた。 

そうしたことから、今後、具体的にシカ対策について検討してゆくために、情報を共有す

るための勉強会を開催した。 

 

 増えすぎたシカが宝が池・深泥池周辺環境に及ぼす影響として、大きく以下の５つの課

題がある。 

 

１、天然記念物である深泥池の生態系への影響 

２、シカの飛び出しによる交通事故の増加（特にキツネ坂） 

３、土壌流出から懸念される災害リスクの増大（特に松ヶ崎民家に隣接した、法の字

近くの南側斜面） 

４、下層植生の著しい減少に伴う森の劣化、森存続の危機、生物多様性の低下 

５、希少種等消失の危機 

 

上記の課題を受けて、森本氏、兵田氏、高柳氏の３名より、情報及び提案をいただき、竹

門氏より深泥池の被害実態とシカ対策の進捗状況をお伺いした上で、意見交換を行った。 

 

＜次のステップ＞ 

●今回の学習会の内容をとりまとめて、田中氏・森本氏などで京都市関係部署に報告する。 

●市の担当者が動きやすい形で、進めてゆく（提案書など） 

 



 

タイトル 希少種保護緊急措置としての防鹿柵 提案者 森本氏 

内容 現在、宝が池周辺の植生は、シカの食圧の著しい増加によって、多くの種を

失う危機に瀕している。シカの不嗜好植物ばかりが繁茂する現状は、生物多

様性の低下はもとより、景観を損なう問題でもあり、公園としての価値の低

下につながる。人々に愛される公園として、豊かな植生を取り戻すことは急

務であるが、大規模な柵を設置するには相応の予算と時間が必要となる。 

そこで、緊急対策として、宝が池公園内での希少種およびそのポテンシャル

のある区域を対象に、小規模柵を設置し、保護しておくことが必要である。 

 

＜希少種保護の緊急対策対象＞ 

① 身近に見られる希少種（公園としての特性） 

② 氷期遺存種 

③ 京都府レッドデータブック記載種 

④ 鹿嗜好性植物で急激に減少しているもの 

⑤ 埋土種子等包蔵地（自然再生促進） 

 

＜具体的種例＞ 

イヌエンジュ・ヤマコウバシ・カラコギカエデ・カミガモシダ・キンラ

ン・ヤマツツジ・ミヤコツツジ 

 

＜防鹿柵候補地＞ 

① 岩倉川ぞい北斜面 

② 京都府立大学プロット近くの林縁部（桜の森） 

③ ナラ枯れ跡のナンキンハゼ伐採地（野鳥の森） 

 

なお、こうした植生の保全には、柵によってシカの食圧から守るだけで

なく、その他の適切な対策が必要となる。 

●現存希少種の保護と生息域外保全 

 →現在は１０種ほどの種子を採取し、系統保存を行っている。 

●里山管理の実践（特に①） 

 →過去に、園路沿いに沿って皆伐し、ツツジが再生している。手を入

れ、光環境を良くしていくことが重要。 

●外来種などの制御（特に③） 

 →ナラ枯れ後に明るくなった場所では、ナンキンハゼなどの外来種が

繁茂している。柵でシカから守るだけでは、再生は難しい。 



 

※追記：保全とは別の意味になるが、子供の楽園の管理上、園内を囲う柵を

設けることも検討したい。 

質疑応答 カミガモシダもシカは食べるのか？ 質問者 岩崎氏 

シダに対しても嗜好性があるので、好きなら食べ

てしまうだろう。 

回答者 高柳氏 

食べるかどうかは、まだわからないが、カミガモ

シダのような希少種は、シカよりも、人による盗

掘の危険性が高い。情報の制御が必要。 

回答者 森本氏 

希少種に関しては、場所を特定されないために、

１０×１０ｍ以上の柵が必要（別紙：高柳氏のゾ

ーニング案に記載） 

回答者 高柳氏 

 

  

タイトル シカの捕獲の現状と今後 提案者 兵田氏 

内容 現在、洛北猟友会に所属し、松ヶ崎周辺でシカの捕獲を行っている。 

捕獲の方法は、檻と罠。これまで３年間で２７頭捕獲している。 

 

 ●シカの捕獲状況（過去３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

このうち、檻はのべ２台を設置し、６頭を捕獲している。 

3年間で２７頭は多い数ではない。洛北猟友会は、北は広河原までの広

い範囲を担当しているが、所属する猟師の人数は４０名程度と少ない。 

自身も松ヶ崎のほかに、八瀬や大原で捕獲を行っており、松ヶ崎での見

回りを毎日行うのは人手の面で難しい。見回りができないときは、罠を

下さなければいけないし、再度稼働する際に罠を上げるのにもかなりの

労力がかかる。また、猟期における制限（１か月、３か月、３か月）も

あるので、わなの稼働率は５０％程度となっている。 

 

No 場所 頭数 

１ 東町 ４頭 

２ 公園内（平安騎馬隊裏） ５頭 

３ 東山 １３頭 

４ 新宮神社の東の山すそ ５頭 

合計 ２７頭 



●今後の予定 

捕獲場所を３か所増やす予定にしている。スレ個体（捕獲方法を学習し

て容易に捕獲できない個体）が多いので、檻での捕獲は難しいかもしれ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

捕獲者が森に入るだけでも、効果があると聞いている。今後に努めたい。 

 

●課題 

・捕獲頭数の制限について、狩猟期間１期につき雄１０頭、雌１０頭の

捕獲制限があったが、京都府では撤廃されている。京都市においては、

これまでの慣例に準じて現在も頭数制限が行われている。 

→市へ理解を求めれば解決できる（高柳氏） 

 

・罠や檻へのいたずら（シカを逃がすなど） 

・人手不足による猟の断続 

→上賀茂試験地に、試験設置した柵は、センサーで鹿の頭数を感知し、

最大頭数をプログラムすることで、柵の中にその頭数のシカが入ると

柵が自動的に閉まるシステム。このタイプなら、檻の上げ下ろしによ

る手間が省け、懸念される柵への嫌がらせなども回避できるのではな

いかと思う。一度視察に来てはどうか？（高柳氏） 

 

No 場所  

１ 水道局敷地内 １ 

２ 深泥池東側の山すそ周辺 １ 

３ 圓通寺境内 １ 

合計 ３ 

質疑応答 適切な頭数はどの程度と考えられるか？ 質問者 竹門氏 

松ヶ崎周辺では、「昔はシカを見ることはなかっ

た」と聞いている。過去のことを考えるなら、い

ったん取り尽くし、限りなく 0 頭に近い数が適切

と考える。 

回答者 兵田氏 

シカはどの程度生息していると考えられるか？ 質問者 竹門氏 



朝方、平安騎馬隊近くを見回りに行った際には、

３０頭ほどのシカを目撃している。他にも、２０

頭などの目撃例を聞いている。 

回答者 兵田氏 

シカの個体数を推定する方法は？ 質問者 竹門氏 

① カメラでシカの平均的な移動速度を推定し個

体数を推定する。宝が池～深泥池あたりなら

ば、１０～２０台程度のカメラが必要。 

② 糞粒法（シカの糞粒の数で個体数を推定）。人

手があれば可能で、お金がかからない。こちら

の方法のほうが現実的だろう。 

回答者 高柳氏 

 

タイトル 宝が池-深泥池-上賀茂地域におけるシカ

対策 

提案者 高柳氏 

内容 ＜方針＞ 

① 広く全体を考える。宝が池から上賀茂エリアの範囲を対象とする。 

② シカの移入を考慮しながら植生への影響を管理する。 

③ エリアをゾーニングし、地域的特色や目的によって各エリアにおける

対策を行う。 

④ 被害対策は、対処療法的対策（緊急）と長期的・抜本的対策、捕獲と

防除、それぞれ両輪をなして考える。 

 

 ●ゾーニング案と対策の概要（※詳細は、資料参照） 

No 場所 特徴 防除 捕獲 

① 宝が池南東側 災害防止の観点か

ら、下層植生の回復

が重要。 

・大規模柵※ 

・川からの侵入防止 

０頭を

目指す 

② 宝が池北東側 希少な植生を守る 侵入防止は困難。 

・小規模柵 

継続・

追払い 

③ 宝が池施設域 施設域のため、捕獲

が困難 

・侵入を困難にする柵 追払い 

④ 宝が池西側 希少な植生を守る 侵入防止は困難。 

・小規模柵 

未定・

追払い 

⑤ 深泥池地域 天然記念物 ・過度の侵入を防止。 - 

⑥  東西の移動経路 未定 未定 



 

●小規模柵と大規模柵の適正な配置、設置場所や目的による柵の規格を検討

する。（金属柵、AF柵、景観に配慮した柵など） 

※追記：高野川からの侵入経路に南東水門入口を追加。（兵田氏） 

 

＜宝が池の鹿の供給源について＞ 

●上賀茂試験地では、１年３か月ほどの間に、14 頭が捕獲されたが、宝が

池で減少した様子は見られない。宝が池と上賀茂の方とでは供給源が異なる

と考えられる。 

 

＜伊吹山における防鹿柵設置事例＞ 

●柵の予算については以下 

① 入山協力金（年間２０００万程度。） 

② 環境庁の補助金（歩道整備の名目） 

③ 文化庁からの補助金（昨年保存管理計画を作成し、来年から取得。） 

④ 市の単独予算 

以上の予算で、２年後には山頂部全体を囲う。柵の設置は、ドライブウェ

イと山小屋組合によって設置する計画。 

 伊吹山の保全管理計画は、深泥池の保全管理計画を作る際の参考に。 

 

⑦  ⑧への侵入経路 ・尾根に柵 ０頭を

目指す ⑧ 上賀茂神社域  ・⑦で侵入防止 

⑨ 上賀茂試験地 侵入経路不明 ・周囲柵で侵入防止 継続 

質疑応答 猟友会はどのように関わっていけばよいか？ 質問者 兵田氏 

指針を共有できれば、一緒にやっていただきたい。 回答者 高柳氏 

 

タイトル 深泥池におけるシカ対策の進捗 提案者 竹門氏 

内容 ●現在、深泥池の保全に関する予算は年間１００万以下で、この予算をシカ

対策に充ててしまうと、外来種対策などの現状の保全が難しくなる。 

●京都市の文化財保護課に深泥池の現状について相談したが、思わしい返答

はいただけなかった。 

●文化庁は、京都市がその気になら、今年にでも補助金が出せると回答。 

→今後、その旨を京都市の文化財保護課に相談しようと考えている。 

 

●深泥池では、８６年の浮島の航空写真にシカが通った道が映っているの



で、このころから深泥池にはシカが侵入していたことは確実と考えている。

こうした道は、１９７０年代ごろにもみられていると記憶している。 

●浮島へのシカの出入りは、その踏圧によって、ある程度制限される。他の

植物との競争に弱い植物は、シカが入ることによって保全されている可能性

が高い。 

●シカの影響は浮島よりも林縁部の植生が大きい。食圧は増えているので、

個体数の制限は必要だろう。 

●提案書を提出することで、担当者が動きやすくなるのなら、効果があるだ

ろう。 

質疑応答 水質への影響は？ 質問者 岩崎氏 

シカによる影響はあまりない。水質への影響に関

しては、水道局の漏水によるインパクトが大きい。 

現在は、対処療法的にポンプでくみ上げているが、

根本的な解決が必要。 

漏水に関しては、水道局はなかなか認めてくれな

いが、塩素が含まれるので判別できる。宝が池も

同様。 

回答者 竹門氏 

 

タイトル この次のステップについて（まとめ） 提案者 田中氏 

内容 今回の勉強会の取りまとめを行い、京都市各部署へと報告を行いたい。 

対策を行ってゆくためには、金銭・時間・体制といった様々な問題がある。

本日報告していただいたこれらの案は、これで確定したものではなく、こち

らで考えられる提案として報告し、今後、一緒に検討してゆく旨を伝えたい。 

そのうえで、行政側担当者が動きやすいような体制・進め方を考え実施して

ゆく。 

意見交換 行政には窓口が多数ある。あらゆるところに、「み

んなで取り組まなければいけない」ということを、

伝えていかなければいけない。 

現在、シカの対策は林振が担当となっているが、

それだけではダメ。シンポジウムや協議会の場に

みんなが揃うように働きかけることが重要。 

発言者 森本氏 

次回から、協議会に林業振興課も加わることにな

った。行政には、課を超えての取り組みが行える

場として、協議会を上手に使ってほしい。 

 

発言者 野田氏 



→今後、声がけすべき関係者 

 警察関係、教育委員会、国立京都国際会館など 

 


