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覚満淵の柵内に入ったシカによって採食されたコオニユリ（左）と 
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1. 業務目的 

赤城山は群馬県の中央部に位置し、群馬県の３大名峰として広く知られている山で

ある。県庁所在地である前橋市に位置していながら、自然が多く残されている地域で

あり、1935 年に県立公園に指定されている。本事業の実施地である赤城山覚満淵は、

赤城山の上部に位置し、鳥獣保護区及び特別保護地区に指定されている。 

赤城山では近年、ニホンジカ（Cervus nippon,以下シカ）が急激に増加し、貴重な自然

景観や植物生態に影響を及ぼしている。 

平成２１年度からは、群馬県自然環境課による個体数調整が白樺牧場や第一スキー

場等で実施されている。また同年には、覚満淵の周囲にシカ侵入防止柵が設置され、

覚満淵に自生する絶滅危惧種のオキナグサ、ヤマタバコ、ツルコケモモ、トキソウ、

ミカヅキグサ等の貴重で多様な植生をシカの食害から保護している。 

しかしシカは、草地や牧草地を特に嗜好する特徴を持っており、採食可能な植物が

少ない初春と晩秋は草本植物をよく利用することが知られている（高槻 2001）。そのため、過

去に何度も覚満淵のシカ侵入防止柵を突破してシカが覚満淵の中に侵入し（図１）、貴重な

草本植物を採食している。 

このため昨年度に引き続き本業務では、覚満淵の多様な植生の保護と生態系の保全

を目的に、柵の点検と補修をおこなった。 

 

 

図１ 柵の中から外へ柵を飛び越えるシカ（2011年 9月 26日撮影） 
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2. 補修業務報告日報 

今年度の柵の管理期間は、５月１９日の柵上げ作業に始まり、１月２７日の柵下げ

作業までの２５４日間であった。例年であれば覚満淵周辺は、１２月下旬には降雪が

あり根雪となるため、柵を積雪による倒壊から防止するための柵下げ作業を実施する

ことができるが、今年度は降雪が極端に少なく柵下げ作業が１ヶ月も遅くなった。 

柵の点検は、５月２３日から１月９日までの２６回であった。柵上げ作業と柵下げ

作業報告及び、点検補修作業の内容を報告書Ｎｏ１から２６に示す。 

今年度と昨年度の補修カ所の比較を表１に示す。 

 

表１ 補修カ所の比較 

 平成２７年度 平成２６年度 

作業期間 ５／１９～１／２７ 

 

６／２５～１２／１９ 

（ポール倒壊の為、スタートが遅かった） 

作業日数（回） ２８ １９ 

人工数（人工） １２４ ７７ 

ネットの破れカ所数 ２３９ ６３５ 

ポール倒壊カ所数 ２ １ 

ペグ抜けカ所 ７０ １３２ 

ペグ追加カ所 ７７ １８６ 

ギボシ破損カ所 ５ ２５ 

その他 ４９ ４５ 

補修カ所合計 ４４２ １０２４ 

 

昨年度から、積雪による柵の倒壊を防止するため、冬季は柵を下ろす作業を実施し

ている。今年度は５月１９日に、地元住民１８名の協力を得て柵をポールに設置する

作業を実施した。また、根雪になった１月２７日には、ポールからネットを外す作業

を同じく地元住民１０名と実施した。 
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覚満淵シカ防護柵へのネット上げ作業 
日   時：平成２７年５月１９日（火） ９：３０～１１：１５ 
場   所：赤城山覚満淵 （赤城公園ビジターセンター集合） 
参 加 者： ２４名  
備   考：早朝雨が残り、心配されたが、作業実施には支障の無い状況に回復した。 

  

参加者に記名頂き、大洞副区長の挨拶と春山さんにより、予定の発表と作業上の注意をして頂きま

した。集合写真撮影後2班に分かれて作業に着手した。 

  

 女性陣の活躍は、特記するものがあった。「甦らせよう覚満淵のニッコウキスゲ」の思いを共有す

る方々が、集まって頂いたためか、順調に作業が進み、２班に分かれた作業班は１１時には東側の

鳥居峠下で合流し、ビジターセンターへ帰還しました。全員無事集合し、挨拶の後に解散となった。 
新たにぐんま森林インストラクター会が加わり、覚満淵に思いを寄せる人たちの協働Collaboration
の成果が実証出来ました。これからの赤城山の自然保護活動に、更に期待が持てます。特に赤城山

上の皆様の協力に感謝します。                             
報告者：事務局 小林善紀 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１ 

実施日時 ５月２３日（土） 天候 晴 気温 ２３℃ 

開始時間 １３：１０ 終了時間 １６：００ 

参加者 １名 ㈱群馬野生動物事務所（春山） 

備考 

柵上げ作業により、ネット下部に空間ができてしまったため、ペグの移動や追加を実

施した。 
また、既にシカがネット内に侵入しており、切れたネットの補修を行った。 
柵の設置が６月になった昨年度と比較すると、今年度の植生被害は軽微であるが、既

にマユミやオオカメノキ、ニッコウキスゲ等の嗜好性植物は食害にあっていた。 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ８ 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ７、ペグ追加１３本 

ギボシ破損カ所 ３ 

その他  

 
 

報告書作成者：群馬野生動物事務所 春山 
  

シカによりあけられた穴の様子 
新しい足跡もあり、この二日間で穴を空け

て侵入した形跡もあった 

あ 

 

食べられていたニッコウキスゲの新芽 

 

出入口のネットには大きな穴が開いており、 
かなり細かい補修をおこなった 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２ 

実施日時 ６月３日（水） 天候 雨 気温 １３℃ 

開始時間 １０：００ 終了時間 １２：５０ 

参加者 ６名 
群馬野生動物事務所（春山） 
ぐんま森林インストラクター会（塩田、森田三澤、斎田、泉川） 

備考 

今回より、ぐんま森林インストラクター会（今後、ＧＳＩと略す）が作業する事にな

ったので、春山さんの指導のもと、ＧＳＩ会員 4 名で補修の指導を受けながら実施し
た。 
特に大きく傷んでるところはなかったが、ネットの破れ、ペグの浮き等を修正した。 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ３０ 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ７、ペグ追加４本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ０ 

   

 

  

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
 
  

ネットの破れカ所 ネット破れカ所の修理 

クサタチバナが咲き始めた 参加者の様子 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ３ 

実施日時 ６月１６日（火） 天候 曇り 気温 １８℃ 

開始時間 ９：１０ 終了時間 １２：１０ 

参加者 ６名 
ぐんま森林インストラクター会 
（塩田、入澤、倉崎、和田、斉田、泉川） 

備考 

・人数が多かったため、３人２班に分かれて実施した 
・シカ侵入の形跡あり。地蔵岳側ネットが破られており、暗渠出口のネットも破損。 
 どちら側から侵入したか。覚満淵に新しい足跡が残っていた 
・その他ポールの倒れ一カ所をのぞいては、大きな破損カ所はなし 
・ネットで保護されている区域でのニッコウキズゲのツボミは出ているが 
 一部変色が見られた。霜による被害か？ 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ３１ 

ポール倒壊カ所          １ 

ペグ抜けカ所 ２、ペグ追加３本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 暗渠出口ネット修理 

  

ポールの倒れ修理          破れカ所の修理 

  
地蔵岳側大きな穴修理前          修理後 

 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
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暗渠出口のネット破壊                 ネット修理 

   

 覚満淵内のシカの足跡           ニッコウキスゲのツボミの変色 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ４ 

実施日時 ６月２６日（金） 天候 曇り 気温 １５℃ 

開始時間 ９：００ 終了時間 １０：４０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（三澤、倉崎、泉川） 

備考 

・２名、１名の２班編成で時計、反時計まわりで実施 
・黒檜山側で大きなネット穴、及びネットの垂れ下がりがあり。シカ侵入の跡か？ 
・前回確認された暗渠出口のネット破損カ所は今回ＯＫ 
・ネット内にニッコウキスゲ一輪咲いていた 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １８カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 １カ所（浮き）、ペグ追加０本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり一カ所 

        

 

   

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
  

大きな穴を修理 ネットの垂れ下がりを修理 

２班に分かれて、時計方向、反時計方向で実施 前回修理した暗渠出口のネットは問題なし 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ５ 

実施日時 ７月８日（水） 天候 曇り 気温 １８℃ 

開始時間 ９：５０ 終了時間 １２：００ 

参加者 ４名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、倉崎、斉田、泉川） 

備考 

・黒檜側でネット垂れ下がり２カ所、そのうち１カ所にシカの足跡あり。ここから侵

入したか。やや大きめの破れも１カ所あり 
・テニスコート側の入り口のネットが開けっ放し。団体の中学生に対し口頭で注意。

また、ソバ店側入り口もわざわざ内側で洗濯バサミで止めて開けっ放しであった。 

出た人が開けたか。注意書きの看板は、入り口側、出口側の両面に必要である 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １５カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ０カ所、ペグ追加０本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

         
 

    

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

ネットの垂れ下がり ネット垂れ下がり部内側にシカの足跡 

テニス場側入口。注意看板は内側（出る人側） 

に向いているため、入る人にはわからないか 

ソバ店側入口、注意看板が外側（入る人側） 

に向いているため、出る人にはわからないか 
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ネットの破損部分 暗渠部ＯＫ 

覚満側近くのトキソウ一輪 

試験区内のニッコウキスゲ 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ６ 

実施日時 ７月２２日（水） 天候 はれ 気温 ２４℃ 

開始時間 １０：００ 終了時間 １１：４０ 

参加者 ５名 ぐんま森林インストラクター会（粕川、森田、和田、三澤、泉川） 

備考 

・黒檜側でネット垂れ下がり１カ所。前、前々回とも黒檜側でネットの垂れ下がりが

あり。シカ侵入の定期ルートか？ 
・テニスコート側の入り口左側でホールの倒れ１本。ネット巻きつけ部（ねじハンド

ルの反対側）が破損したため、ネットが外れ、ポールもかたむいてしまった。強風

のせいか？ 鳥居峠側で土砂によるネットずれ１カ所あり 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ５カ所 

ポール倒壊カ所 １カ所 

ペグ抜けカ所 ０カ所、ペグ追加０本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり（ネジ緩み）１０カ所 
 

    

       

   
    

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

黒檜側ネット垂れ下がり ネットほころび修正 

ネット巻きつけ部破損 土砂流出によるネット垂れ下がり 
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バイケイソウもそろそろ終わり 

試験区１の横のクルマユリ 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ７ 

実施日時 ７月２９日（水） 天候 曇り 気温 ２３℃ 

開始時間 １３：５０ 終了時間 １６：００ 

参加者 ２名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、泉川） 

備考 

・黒檜側でネット垂れ下がり１カ所あり 
・ソバ屋側の入り口でネットほころび大。覚満淵入り口３カ所共ネットのほころびが 
多い。尾瀬で実施しているグレーチング方式の採用の検討の余地あり 

・湖内にビニール袋あり、回収。  試験区１とミズナラ林の中間あたりにコオニユ

リが咲いていた。また、キオンも咲き始めた 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １４カ所 

ポール倒壊カ所 ０カ所 

ペグ抜けカ所 ２カ所、ペグ追加２本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり１カ所 

    

 
 

     

       
   

ネットの垂れ下がり 
ネットのほころび 

ソバ屋側入り口のネット修理 湖内のビニール袋回収 
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報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
      
 
                            
                     
  

尾瀬で実施しているグレーチング

設置入り口 

コオニユリ 

湿原内でクルマユリとコオニユリの両方を確認 

黒檜側でキオンが咲き始めた 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ８ 

実施日時 ８月８日（土） 天候 曇り 気温 ２３℃ 

開始時間 ９：４５ 終了時間 １１：５０ 

参加者 ５名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、須藤、斉田、岩井、泉川） 

備考 

・ネット内の黒檜側ネットと遊歩道の間でシカ１頭を確認。土曜日で人出が多いにも 
関わらずどこから入ったのか。残念ながら見失ってしまった 
・地蔵側ネットで土砂流出によると思われるネットの垂れ下がりが発生 
・全体的に大きな損傷はなし 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １０カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ３カ所、ペグ追加１本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり３カ所 

    

 
 

     

  

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

土砂流出によるネットのたるみ 

ネット垂れ下がり修正 ネットのほつれ 
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入り口ネット下に石を結びつける（たるみ防止） 

マルバダケブキもそろそろ終わり マツムシソウを確認 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ９ 

実施日時 ８月２０日（木） 天候 雨 気温 １９℃ 

開始時間 １０：１５ 終了時間 １１：５０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、斉田、泉川） 

備考 

・ネットの下側を主にチェックした 
・大きな損傷はなかったが、ネットの垂れ下がりが相変わらず多い 
・ネットのほぐれも数カ所あった 
・暗渠部は問題なし 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １２カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ６カ所、ペグ追加７本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり５カ所 

      

 
 

    

   
   
  

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

ソバ屋側入り口のネットほぐれ ネットの垂れ下がり 

ネットの垂れ下がり ネットのほつれ 
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覚満淵は秋の花がいっぱい 

エゾリンドウ ワレモコウ 

マツムシソウ 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１０ 

実施日時 ８月２７日（木） 天候 雨 気温 ２０℃ 

開始時間 １０：０５ 終了時間 １１：３０ 

参加者 ２名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、泉川） 

備考 

・今回もシカ１頭を目視した。鳥居峠側のネット沿いから覚満淵の方に逃げてしまっ

た。黒檜側のネット沿いに足跡が多く、フンもあった 
・ネットの下側の異常は見つからないし、暗渠部も問題なし。侵入した可能性として

は、相変わらず多いネット垂れ下がり部か、入り口部が考えられる 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ５カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ３カ所、ペグ追加１本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

        

 
 

     

   

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会  
    

  

ネットの垂れ下がりが数カ所あり ネット沿いに新しいシカの足跡 

シカのフン ハチの巣は撤去されていた 

 テニス側入り口手前 
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 ネット点検とは直接関係ありませんが、遊歩道でちょっと気になったところを 
 あげてみました。平日でも結構学生の団体が訪れているので、出来れば早めに 
 直したほうがと思います。 
 
 

    

 
 

   

 
 
 

         

  

木道の傷み 

ササが遊歩道を覆ってしまっている 

階段のくずれ 
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    赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１１ 

実施日時 ９月４日（金） 天候 はれ 気温 １５℃ 

開始時間 ９：１５ 終了時間 １１：５０ 

参加者 １名 ぐんま森林インストラクター会（泉川） 

備考 

・ソバ屋側入り口の右側にシカが十分くぐれるくらいのネット穴あり 
・そのほかには大きなネットの垂れ下がり、あるいは地面側の緩み等はなし 
・侵入の可能性は上記の穴か入り口のすきまか？覚満川の暗渠部ネットも問題なし 
・下記ベグ５本追加はスキマ大ではなく、ツッパリが多少弱いところに追加した 
・ツリガネニンジンの頭がシカに食われた（？）痕跡あり？ 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ２カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ３カ所、ペグ追加５本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり３カ所 

       

 
 

    

  

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会    

ソバ屋側入り口右ネットに大きな穴 ペグの抜け 

テニスコート側入り口のスキマ 暗渠部問題なし 
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覚満淵は秋の気配 
 

    

 
 

   
 
 

９月５日にぐんま森林インストラクター会が主催の観察会が行われ、アケボノソウ、タム

ラソウ、ツリガネニンジン、ツルニンジン、ノハラアザミ等が確認できた。         
  

木道一番奥の直角に曲がるカ所の泥に 

シカの足跡があった 

アキノキリンソウ ヒメシロネ 

シロヨメナ キオン 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１２ 

実施日時 ９月１１日（金） 天候 腫れ 気温 ２０℃ 

開始時間 １０：００ 終了時間 １１：３０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、飯塚、泉川） 

備考 

・黒檜側でシカが十分潜り抜けるぐらいの大きな穴が４カ所を確認。イノシシ、クマ 
 でなければ、シカ自身が食切ったのか 
・両サイドで土砂流れによるネット垂れ下がりが発生していた 
・上記以外ではネット下側、暗渠部の異常なし 
・現場にて植生調査中の群馬野生動物事務所の社員２名と会った 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ６カ所以上（大４カ所） 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ２カ所、ペグ追加０本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 土砂によるネット垂れ下がり２カ所 

   

 
 

 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
 

大きなネットの穴 土砂流出によるネットの崩れ（２カ所） 

ネットの補修 



25  

    

 
 
 
 
 

 

 

  

ネット脇のサルナシが豊作であった オヤマリンドウが咲いていた 

木道の中間地点あたりにあらたな破壊カ所があり 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１３ 

実施日時 ９月１６日（水） 天候 曇り 気温 １５℃ 

開始時間 ９：００ 終了時間 １１：４０ 

参加者 ４名 
群馬野生動物事務所（春山） 
ぐんま森林インストラクター会（塩田、和田、泉川） 

備考 

・春山氏に同行していただき点検修理の再確認を行った 
・前回同様黒檜側でネットの穴が多く発生していた 
・ネット垂れ下がり２カ所発生していた 
・風の庵（蕎麦屋）の脇に今年はネットが設置されてなかったので奥さんに確認し

て設置した。ご主人が６月に亡くなって、設置ができなかったとのこと 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ８カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ４カ所、ペグ追加６本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

   

 
 

    

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

ペグの修正 シカが柵から出る際に下がったと思われる 

ネットの垂れ下がり 

風の庵の横にネットを張った 
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覚満川暗渠問題なし 

種をいっぱいつけたニッコウキスゲ テニスコート側でアケボノソウが咲いてい

るのを確認した 

柵の下部を重点的に点検する様子 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１４ 
実施日時 ９月２３日（水） 天候 晴れ 気温 １８℃ 

開始時間 １０：００ 終了時間 １１：３０ 

参加者 ４名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、飯塚、倉崎、和田） 

備考 
・黒檜側でネットに大きな穴があいていた 
・地蔵側には初めて穴が無かった 
・木道の水はけの悪いカ所の泥を取り除き水が流れるようにした。 

柵の補修

状況 
補修カ所

数 

ネット破れカ所数 大きな穴を含め３カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ２カ所、ペグ追加３本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 テニスコートの入口が開けられたままに 
なっていた。 

   

   

ネットの穴                   同補修 

    

ペグ打ち                    ネットの緩み 
 
  

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会  
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ヤマラッキョウの花が咲いていた 

 

角材の下に隙間が見えるようにした 

 

泥を取り除く作業 

 

今年は大きな台風がなく、 

ズミの実を多くみることができた 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度 Ｎｏ１５ 
実施日時 ９月３０日（水） 天候 晴れ 気温 １１℃ 

開始時間 ９時３０分 終了時間 １１：１０ 

参加者 ６名 
ぐんま森林インストラクター会 

（塩田、飯塚、粕川、和田、斉田、泉川） 

備考 

・両サイドで大きな穴６カ所を確認。地際がかなりしっかり張っている為、アミを食

切る作戦にきりかわったか？ 
・風の庵までの鉄のフェンス下のスキマが気になる。フェンス下の沢に足跡らしきも

の確認できた 
・風の庵が休みのため、ドアの件確認出来ず。 暗渠部はＯＫ 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １０カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ５カ所、ペグ追加４本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 土砂によるネット垂れ下がり２カ所 

    

 
 

   
 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

食いちぎられた大きな穴 

地際を食い千切り侵入した中型動物の跡 
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フェンス下の覚満川にシカの足跡があった 

フェンス下にトリカブト 

 先がシカに食べられた跡あり 
柵外の赤い実 

   オオカメノキ 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１６ 

実施日時 １０月８日（木） 天候 曇り 気温 ７℃ 

開始時間 ９：４０ 終了時間 １１：１０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、森田、泉川） 

備考 

・黒檜側で過去最大の穴３カ所を確認。いつも同じところを食いちぎっているように

思われる。部分的に、あるいは全周に二重の柵が必要か？ 
・風の庵裏に新しいフンがあり 
・風の庵のドアはまだ購入されてないとの事。あらためて依頼した 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ６カ所以上（大３カ所） 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ２カ所、ペグ追加７本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 土砂によるネット垂れ下がり３カ所 

   

 

      

 
 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
 
 

ポール３本の間に大きな穴が３カ所、ネットも 

垂れ下がっていた 

黒檜側の食いちぎられた大きな穴 

風の庵裏のシカのフン 
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入り口のネット修理 ニッコウキズケの種も大分色づいてきた 

木道入り口から１０ｍぐらいの所に新たな穴 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１７ 

実施日時 １０月１５日（木） 天候 晴れ 気温 １１℃ 

開始時間 ９：３０ 終了時間 １１：１０ 

参加者 ２名 ぐんま森林インストラクター会（和田、泉川） 

備考 

・黒檜側で前回と同じカ所がアタックされていた。（風の庵入り口から約１００ｍ入っ

た所）。ほかに侵入しやすい場所がないので、ネットを食いちぎって入っているの

か？ 
・風の庵のドアは次回以降に取り付ける事で打ち合わせ済み 
・鳥居峠側入り口開けっ放し。覚満川暗渠は問題なし 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ５カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ５カ所、ペグ追加２本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

    

 
 

 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

先週大きく食いちぎられていた同じ場所

を今回もやられている 
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鳥居峠側の入り口が開けっ放しだった 

美しい覚満淵 

実をいっぱいつけたズミ 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１８ 

実施日時 １０月２１日（水） 天候 晴れ 気温 １０℃ 

開始時間 ９：００ 終了時間 １１：５０ 

参加者 ２名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、泉川） 

備考 

・黒檜側での前回、前々回のアタックは収まった感があるが、相変わらずネットがや

られている 
・風の庵のフェンス（ドア）取り付け完了した 
・ペグの抜け、ゆるみがやや目立つ。暗渠部の異常なし 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ４カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ４カ所、ペグ追加１本 

ギボシ破損カ所 １ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

   

 

   

 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

相変わらず食いちぎられているネット 

垂れ下がったネット 比較的新しい被害木 
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風の庵フェンス取り付け 

新しいシカのフンが崩れたもの 

水位がずいぶん下がっていた 

カルガモに食べられたミズニラが多く浮いていた 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ１９ 

実施日時 １０月２８日（水） 天候 晴れ 気温 １１℃ 

開始時間 ９：５０ 終了時間 １１：１０ 

参加者 ４名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、飯塚、斉田、泉川） 

備考 

・黒檜側で大きく食いちぎられた穴が二カ所あった 
・風の庵の裏に新しいフンがあった 
・暗渠出口問題なし 
・風の庵のドアは閉店後、ちゃんと閉めてくれるかが問題である 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １０カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ４カ所、ペグ追加１本 

ギボシ破損カ所 １ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

   
 
 

   

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
 

黒檜側で相変わらず食いちぎった穴あり 

暗渠近くにシカの寝痕があった 覚満淵内にシカとは違う中型動物の足跡あり。

テンか？ 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２０ 

実施日時 １１月７日（土） 天候 曇り 気温 ８℃ 

開始時間 １３：００ 終了時間 １４：２０ 

参加者 ４名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、飯塚、粕川、泉川） 

備考 

・黒檜側で大きく食いちぎられた穴が一カ所あった 
・黒檜側でネットが完全に外れていた。ひっかけのツメが折れて閉まっていた。シカ

が乗り越えようとしてネット負担がかかったためと思われる 
・黒檜側ネット横でシカのフンを確認した 
・覚満淵水際でシカの足跡を確認した 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ４カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ２カ所、ペグ追加１本 

ギボシ破損カ所 ２ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

    

 

   

 
   

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

相変わらず黒檜側で大きな穴 ネットが外れていた場所 

ツメが二本とも折れていた 
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ネット際のシカのフン 

水際のシカの足跡 

水量の減った覚満淵 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２１ 

実施日時 １１月１７日（火） 天候 晴れ 気温 １４℃ 

開始時間 １３：００ 終了時間 １４：２０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（和田、森田、泉川） 

備考 

・黒檜側で一カ所地際のロープか切られていた。それ以外では、小さな穴はあったが、

先週までの大きな穴は無し 
・倒木によりずり落ちてしまったカ所が１カ所あった 
・相変わらず、風の庵の裏側芝生に新しいフンあり 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ４カ所以上 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ３カ所、ペグ追加１０ 

ギボシ破損カ所 ２ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

      
 
 

   

 
   

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

風の庵側入り口のほころび 劣化して切れた地際のロープ 

倒木により下がってしまったネット ネットほころびの補修 
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風の庵裏側のシカのフン 

風の庵の扉はちゃんと閉められていた 

１１月７・８日にササ刈りを実施した場所 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２２ 

実施日時 １１月２７日（金） 天候 晴れ 気温 １℃ 

開始時間 ９：２０ 終了時間 １１：１０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（和田、斉田、泉川） 

備考 

・黒檜側中間地点付近でネットに絡みついたシカの足部分のみを発見した。ネットに絡

みついたあとで、他の動物に襲われた可能性がある 
・柵内でシカ１頭を目視した。ネットの脇にずっと足跡がつている事は出口を探してい

ると想像される。追いかけてが、風の庵前から野鳥観察小屋の方に逃げてしまった 
・初雪ではあったが根雪にはならなかった 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ５カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ０、ペグ追加 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 
 

    

 
    

    

 
   

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

ネットに引っかかっていた足 垂れ下がったネット 

ネット沿いについている足跡 ネットほころび修正 
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シカの足跡 

黒檜側で追い詰めたが、風の庵の裏を回り、野鳥観察小屋の方に逃げてしまった。 

           黒檜側より撮影 

雪の覚満淵 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２３ 

実施日時 １２月８日（火） 天候 晴れ 気温 １℃ 

開始時間 ９：２０ 終了時間 １０：５０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、斉田、泉川） 

備考 

・雪は全くない状態。相変わらずネットが破られていた。比較的大きな穴が３カ所。小

さいのをふくめると１０カ所以上あった 
・風の庵の駐車場のネットが外されていた。雪かきのためか？ 
・正面入り口ネット開けっ放しの状態であった 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 １０カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 １カ所、ペグ追加３本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり２カ所 

   

  

    

     
    

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

風の庵の谷側ネットが外されていた 正面入り口のネット開けっ放し 

黒檜側の穴 鳥居峠側の穴 
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全面氷結した覚満淵 

氷の厚さは１.５ｃｍ程度 

鳥居峠からの覚満淵 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２４ 

実施日時 １２月１６日（水） 天候 曇り 気温 ８℃ 

開始時間 ９：２０ 終了時間 １０：５０ 

参加者 ３名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、粕川、泉川） 

備考 

・今回も柵内でシカを確認した。ネット沿いに足跡がついており、柵内を回っていたも

のと思われる 
・風の庵の木戸が開けたままになっていた 
・比較的大きな穴が２カ所あった。１カ所は正面入り口のすぐ左側、もう１カ所は黒檜

側の毎回やられている所であった 

柵の補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ５カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ２カ所、ペグ追加２本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり１カ所 

     

  
    

      

 

報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
 

正面入り口のすぐ左側の穴 黒檜側の穴 

開けっ放しの木戸 ネット沿いの足跡 
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あちこちにシカのフンがあった 

完全に氷が溶けてしまった覚満淵 

    カルガモの数も増えている 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２５ 

実施日時 １２月２７日（日） 天候 曇り 気温 －４℃ 

開始時間 １１：５０ 終了時間 １３：２０ 

参加者 ２名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、泉川） 

備考 

・今年最後の点検。やや大きめの穴が１カ所（鳥居峠側）、小さなほころびが４カ所。 
やっとネットの害が落ち着いた感あり 

・風の庵の木戸が壊れていた。風による破壊か？ 
・覚満川暗渠問題なし 
・雪は全くなく、覚満淵は氷結８０％ぐらい 

補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ５カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ０、ペグ追加０本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり無 

      

  
 

     
      
    

                       報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 
 

破壊されたドア。 強風によるためか？ 

氷結した覚満淵 
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霧氷の黒檜山 

全面氷結間近な小沼 
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赤城山覚満淵の防鹿柵点検報告書平成２７年度  Ｎｏ２６ 

実施日時 ２８年１月９日（土） 天候 晴れ 気温 －２℃ 

開始時間 ９：３０ 終了時間 １０：５０ 

参加者 ２名 ぐんま森林インストラクター会（塩田、泉川） 

備考 

・今年最初の点検。やや大きめの穴が１カ所（鳥居峠側）、小さなほころびが３カ所あ

った 
・野鳥観察小屋近くでシカを確認した。今まで最初に確認した場所は野鳥観察小屋近辺

が多いが、居ついてしまっているのか？ 
・風の庵の木戸は外れたまま。一度話し合う必要あり 
・雪は全くなく、覚満淵は氷結９５％ぐらい 

補修状況 
補修カ所数 

ネット破れカ所数 ４カ所 

ポール倒壊カ所 ０ 

ペグ抜けカ所 ０、ペグ追加１本 

ギボシ破損カ所 ０ 

その他 ネット垂れ下がり無 

     
  
 

   
     
      
    

                       報告書作成者：ぐんま森林インストラクター会 

覚満川暗渠部 
テニスコート側入り口近くの穴 

鳥居峠側入り口近くの遊歩道で 

シカの足跡 

全面氷結に近い覚満淵 

  かなり厚そうだ 
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覚満淵氷表面の落書き。 日付が３日なのでそ

の後状態は変わってないようだ 

小沼からみた富士山 

霧氷の黒檜 

雪がないのに閉鎖された赤城北面道路 
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覚満淵防鹿柵のネット下げ作業 
日   時：平成28年1月27日（水） 10：00～11：15 
場   所：赤城山覚満淵 (赤城公園ビジターセンター集合) 
主   催：赤城山の自然保護活動推進協議会 
参 加 者： 14名 （赤城山観光連盟10名、ぐんま森林インストラクター会2名、 

（株）群馬野生動物事務所1名、事務局1名） 
ま と め：今冬は降雪が遅く、根雪が 1月 20日であったため、例年年末に行っていた柵下ろし
の作業をおこなうことができなかった。また、1月20日までは全く積雪が無かったが、1月20日の
降雪で75ｃｍの積雪となり、作業当日も60ｃｍの積雪があったため、参加者のほとんどがスノーシ
ューを履いて作業をおこなった。昨年の経験から、左右 2班に別れて作業をおこなった。右班（反
時計回り）は、柵下げの作業経験がある地元住民が中心となり、作業をおこなった。左班（時計回

り）は、県道下の斜面に80ｃｍの積雪がある場所もあるため、若者を多く編成して作業をおこなっ
た。11時には篭山の鞍部下で合流し、ビジターセンターへ戻った。今回、ワカサギ釣りの準備で多
忙な時期であったにもかかわらず、地元から10名の住民が参加し完了した。また、地元協力者の中
から、「覚満淵を保全する事は、赤城山の観光資源として重要である」という声が聞かれた。協議会

の目的である生物多様性の保全とは異なる視点でありながらも、同じ目的のために作業を理解して

協力してもらったことは大きな成果となった。 

  

         当日の覚満淵の様子               参加者の集合写真 

  

積雪80ｃｍの場所での柵下げ作業の様子       中間部で合流した時の様子 
報告書：㈱群馬野生動物事務所 春山 
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3.まとめ 

 昨年度からポールをＦＲＰにしたことで、ポールの倒壊が激減し、補修道具が減ったことから、

柵の点検補修作業が簡易になった。また、過去の５年間の経験から、柵内への侵入の多い時期や、

巡視の適正な回数等も判明してきたことから、㈱群馬野生動物事務所の指導のもと今年度は赤城山

自然保護活動推進協議会員である「ぐんま森林インストラクター会」が主体となり、柵の保守点検

作業を実施した。 
５月及び１月の柵の上げ・下げ作業では、今年度も地元住民の協力を得ることがでた。また、地

元の富士見町からの参加者もいたことから、覚満淵の植生保全事業が、地域に根付いてきている様

子が伺えた。一方で、いくつかの問題点も明確になってきた。 
①柵上げの時期 
５月の柵の設置前に、覚満淵の湖面の脇にシカの足跡が確認できたことから、さらに早期に柵上

げ作業を実施する必要性があることが解った。シカなどの野生動物は、エサ場としての利用が定着

すると、土地への執着心が強く、柵を設置した後も排除することが困難となる。来年度以降は、地

元住民と協議して、早期に柵上げ作業を実施する方向で調整が必要である。 
②定着個体の排除 
今年度の保守点検中に、５回ほど柵内にシカが滞在している姿を確認した。覚満淵で使用してい

る柵は恒常柵のような強固な構造物ではなく防鹿柵としては比較的安価であり、土砂流出や積雪に

よる倒壊に専門的な道具を要さなくても修理ができる柔らかいネットタイプの柵であることから、

完璧にシカの侵入を防止する事は困難である。 
繰り返し柵内に侵入し、定着しているシカに対しては、特定個体を排除するための捕獲を実施する

など、侵入防除以外の方法での対応を検討する必要があるものと考えられる。 
③作業人員の確保 
柵上げ・下げ作業に、若い住民が積極的に参加するようになってきている。これは、覚満淵の植

生保全事業が地元住民に定着・評価されている証拠である。今後は、地元住民のみならず、保守点

検作業人員の確保など、多くの団体や有志と連携を取ることが、作業を継続するポイントである。 
④契約の見直し 

委託事業で実施している本作業は、本協議会の会員のボランタリーな努力により行わ

れているものの、交通費など最低限必要な経費を賄うことができず継続が危ぶまれてい

る。このため、現在の作業を継続する場合、契約金額の増額や点検経費を大きく軽減で

きる鋼製柵への変更など、見直しが必要な時期に来ていることから、平成２８年度の事

業実施に伴い、改めて協議が必要になっている。 

 

防鹿柵は多くの地域でシカから植生を保護する効果が立証されている。一方で、柵の設置後に柵

内に生育旺盛なササ等があった場合は、単一植生への遷移が確認されていることから（環境省 2013）、
多様性の低下が懸念される。これらのことから覚満淵では、防鹿柵によるシカの侵入防止とともに、

ボランティアでおこなわれているササ刈り等の人為的な植生復元も継続しておこなうことが、覚満

淵の多様性を維持する方法であると考えられる。 
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２つの作業を並行して継続し、貴重な高茎草本草原と湿原の維持を県立公園の管理者として群馬

県が主体性を持って継続することが望ましい。 
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