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神奈川県ナラ枯れ被害対策ガイドライン（参考資料） 
 

参考１ ナラ枯れについて 

１ ナラ枯れの原因について 

・ カシノナガキクイムシ(略称：カシナガ)

が媒介する糸状菌(カビの一種。以下、ナ

ラ菌)により、コナラ・ミズナラ等のブナ

科の樹木が集団的に枯損することを「ナラ

枯れ」という。 

・ 枯死被害が大きいのはコナラとミズナ

ラで、ミズナラは特に枯死しやすく、その

他ブナ科の中でブナ属を除く全ての属で

被害が見られる。枯死した割合はコナラで

20～30％、ミズナラで 70％程度だったと

いう報告もある。 

・ なお、カシナガは在来のキクイムシの仲間で、穿入された全ての木が枯死する

わけではなく、生存した木は「穿入生存木」と呼ばれる。 

・ 穿入生存木は、部分的に枝が枯れるなどの症状が見られる可能性もあるが、枯

死木と比較して枯損や根返り等のおそれが少なく、カシナガの発生量も少ないと

言われている。そのため、被害木の管理形態に応じて、駆除と存置を判断する必

要がある。 

 

 【被害を受ける樹種】 

 クヌギ、コナラ、ミズナラ、クリ、ウバメガシ、カシワ、マテバシイ、スダジ

イ、シラカシ、ウラジロガシ、アラカシ、アカガシ など 

 

２ カシノナガキクイムシの生態について 

① ６月～７月頃 

健全なブナ科の樹木に少数の雄が穿入し、集合フェロモ

ンを発散する。それに誘引され、多数のカシナガの成虫(体

長５mm 程)が集中的に樹木に穿入。この時、雌が持つ菌のう

から、樹体内にナラ菌が入る。 

カシナガの消化管からナラ菌とともに酵母類が多量に確

認されることから、カシナガは酵母菌を餌にしていると考

えられる。 

② ８月頃 

ナラ菌は、カシナガが潜り込んだ穴である孔道を伝って

まん延し、樹木の細胞に害を与える。ナラ菌に感染した部分の細胞が死ぬと、道管が

目詰まりし、根から水を吸い上げることができなくなり、葉が変色し枯れ始める。葉

５
ｍ

ｍ
 

オス     メス 

ナラ菌の胞子貯蔵器官 

フラス（木くず）の状況 
カシノナガキクイムシが穿孔し

たため 
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の変色から１～２週間で枯死する。 

③ ９月～翌６月頃 

孔道内で成長・羽化したカシナガの新成虫は、翌年の６月から９月にナラ菌を体に

付けて脱出し、新たに健全な木に潜り込んでいくことで、被害が拡大する。 

 

 

【出典：林野庁ＨＰを一部加工】 

  

集合フェロモンに

よるマスアタック 

真夏に紅葉 
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参考２ 全国のナラ枯れの発生状況について 

・ 全国的には本州の日本海側を中心に発生しており、被害は平成 12 年頃より拡

大傾向を見せ、12 府県で３万２千 m3 となり、平成 22 年には 30 都府県で 32 万５

千 m3 となり、平成 18 年度から令和２年度の中で被害量がピークとなった。平成

23 年から平成 26 年まで被害は減少傾向であったが、平成 27 年度～平成 29 年度

は増加傾向であり、平成 30 年度は減少に転じた。平成 30 年度は、32 府県で４万

５千 m3 とピーク時の約 14 %と減少したが、令和２年度は約６割まで増加した。 
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【近隣県の状況】 

 

〇静岡県 

・ 隣県の静岡県の被害量は、平成 22 年以降平成 27 年まで一貫して増加し、平成

27 年は前年の約 3.2 倍となった。また、平成 25 年に初めて伊豆半島南部で被害

が確認され、平成 27 年は県西部の被害が拡大し、本県から約 30 km に位置する伊

豆市で新たに被害が確認された。平成 30 年は、本県に隣接する熱海市で被害が確

認された。令和２年の被害量は平成 30 年の約 25 倍となっている。 

- 

〇東京都 

・ 平成 22 年には、東京都の八丈島、御蔵島、三宅島でスダジイ(ブナ科シイ属)の

被害が発生し、被害量は 4 万 2 千 m3 となった。平成 23 年は大幅に減少し被害量

は 1 千 m3 となったが、令和２年度は対前年度比約 216 倍と、被害が拡大した。 

 

〇山梨県 

・ 山梨県では、平成 21 年からフェロモントラップによるカシノナガキクイムシ

の生息状況を調査しており、平成 27 年に県南部に位置する南部町（万沢の森林内）

において、初めてカシノナガキクイムシ 22 個体が捕獲された。令和元年度に初め

て被害が確認され、令和２年度は対前年度比約 92 倍と、被害が拡大した。 

 

〇千葉県 

・ 千葉県においても、平成 29 年に初めて被害が確認された。令和２年の被害量は

平成 29 年の約 90 倍となっている。 
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参考３ 本県のナラ枯れ発生状況について 

ア 平成 29 年度 

・ 平成 29 年７月から９月に、県内各地において、ナラ枯れと見られる被害が確認

された。被害箇所は、足柄下郡箱根町湯本、三浦市三崎町小網代、足柄下郡箱根

町仙石原、横須賀市長沢・津久井、鎌倉市二階堂及び相模原市南区上鶴間の計６

箇所４市１町であった。 

イ 平成 30 年度 

・ 平成 29 年度と比較して、被害材積は平成 29 年度の 239 m3 から 977 m3 と約４倍、

被害市町は 14 市４町と、それぞれ増加した。 

ウ 令和元年度 

・ 平成 30 年度と比較して、被害材積は平成 30 年度の 977 m3 から 1,195 m3 と約 1.2

倍、被害市町は 15 市６町と、それぞれ増加した。 

エ 令和２年度 

・ 令和元年度と比較して、被害材積は平成元年度の 1,195 m3から 13,059m3と約 10.9

倍、被害本数は 1,844 本から 19,694 本と約 10.7 倍、被害市町は 19 市 11 町１村

と、それぞれ増加した。 
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参考４ カシノナガキクイムシの捕獲調査について 

１ 経年変化 

・ 神奈川県では、平成 25 年から 2～6 地点でフェロモントラップによるカシノナガ

キクイムシの捕獲調査を実施している。 

・ 本県におけるカシナガの生息は被害発生前年の平成 28 年に高麗山で初めて確認さ

れた。 

・ 調査継続中の 3 地点（高麗山（大磯町）、21 世紀の森（南足柄市）、札掛森の家（清

川村））では、被害の拡大・接近に伴ってカシナガ捕獲数も年々増加することが確認

された。 

 

２ 効果的な防除の時期 

・ カシナガの捕獲期間は比較的長く、高麗山では 5～11 月と半年に渡り捕獲された。 

・ ピークは高麗山では 6 月と 10 月に確認され、21 世紀の森や札掛森の家では不明瞭

ながら 6～7 月にピークが確認された。 

・ 3 地点のなかで最も捕獲時期が早い高麗山の初発日は 5/21～5/30 であり、地点や

年の変動等を考慮し、本県での防除は 5 月前半までに実施する必要がある。 

・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カシナガ捕獲調査地点（R2 年度） 
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カシナガ捕獲数の経年変化        カシナガ捕獲数の時期変化 
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参考５   被害対策の参考写真 

 

 

 

 

 

 

〇立木くん蒸 

立木のまま樹幹にドリルで注入孔を開けて薬剤を注入し、殺虫殺菌する。 

被害木を伐倒して薬剤が浸透しやすいように 
切れ込みを入れた木を集積する。 

〇伐倒くん蒸（駆除） 
（焼却・粉砕する場合もある。）  〇粘着シート   

多い木では１万匹のカシノナガキク

イムシが捕殺された。 

 シートで被覆し、薬剤でくん蒸する。 



神奈川県ナラ枯れ被害対策ガイドライン（参考資料） 

令和３年５月版 

 10 / 14 

参考６   被害地の森林更新に関する参考写真 

 

 

  

 

 

  

   上層木が枯れ、光環境が向上したため、 
  下層植生が繁茂している。 
 ⇒ 更新を阻害するニホンジカがいないため、 
   森林としては再生する可能性 
    引き続き、森林の更新について 

注意深く見ていく。 

2017 年 

 ナラ枯れの被害を受けた森林 

2020 年 

【課題】 

〇森林総合研究所によると、被害森林を更新させるためには、更新を阻害する要因を排除す

ることが必要。 

〇山形県の例では、低木層にある耐陰性の強いユキツバキなどが更新の阻害となっている。 

〇本県の場合、丹沢、箱根地域ではニホンジカの影響を排除することが課題である。 

【横須賀市のマテバシイ林の例】 
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参考７ ナラ枯れ被害材の利用について 

 

１ ナラ枯れ被害材について 
 ナラ枯れの被害材を移動する場合、カシナガの活動時期（６～10 月）によってはカシナ

ガを拡散させ、新たな被害発生の危険性がある。利用する場合も次の発生時期までに利用

するか、カシナガ、菌を処理することが必要である。 

 薬剤処理した被害材は、他県での利用事例は見られない。 

 

２ 他県の被害材の移動・利用に関する指針の策定状況 

府県名 指針等名称 内 容 

岩手県 

ナラ枯れ被害材等の

移動に関するガイド

ライン 

被害地域内でナラ類（ミズナラ、コナラ、クリ、クヌギ、

カシワ）を伐採する際の時期と被害材の移動について注

意点を定めたもの。 
 

〇被害地域では、６月から９月の間は、ナラ類を伐採しない。  
〇被害地域で伐採した丸太等を未被害地域へ移動しない。など 

秋田県 

ナラ枯れ被害材の移

動・活用に関するガ

イドライン 

ナラ枯れ被害材の有効活用と被害の拡大防止を図るた

め、ナラ枯れ被害木(被害を受けたおそれのある木を含む)
を伐採し販売・活用するときのルール。 

 
〇被害材はむやみに移動させないこと  
〇被害材の移動・処理は９月～翌年５月末までに行うこと  
〇遅滞ない被害材の通知（被害材の移動・処理期限（５月 31 日

まで）の通知）  
〇被害拡大期間内（６月～８月）の伐採は行わないこと 

宮城県 

ナラ枯れ被害材の利

用に関するガイドラ

イン 

被害材の利用に際して配慮すべき事項を以下のとおり

定め、被害材の有効利用と適正な利用による防除を推進

するもの。 
 

〇被害材は，きのこ原木としては使えない。チップ化利用や

炭化利用は可能である。  
〇被害材を破砕処理するときは破砕した材片の厚さを 10mm

以下にすること。  
〇ナラ枯れの被害を受けている林分及びその周辺２ｋｍ以内

の林分においては，被害拡大危険期間（６月 10 日～10 月

20 日）の伐採は，周辺に被害を拡げる場合があるので、未

被害木についても伐採しないこと。（駆除や危険回避等のた

めの伐採は除く。）  
〇利用のための被害材の移動・処理は「処理期間」（伐採した

年の 10 月 21 日～その翌年の６月９日）に行うこと。など 

長野県 

被害木の確実な処理

と 

適切な移動 

被害木を移動する（適切な時期、方法で） 
〇媒介昆虫の活動期間ではないこと（10 月から５月に

移動） 
〇媒介昆虫の発生期間までに材の処理が終了している

こと 
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奈良県 

奈良県ナラ枯れ被害

材の利用に関するガ

イドライン 

ナラ枯れ被害を受けた材の有効活用を促進するととも

に、材の移動による被害の拡大を防止するため、被害材の

移動・利用、被害木の伐倒に際し配慮すべき事項を定める

もの。 
 
〇被害材については、原則として被害地域内で利用するもの

とし、移動する場合は移動前にくん蒸・破砕・加熱等の適

正な処理を行うよう努めること。（焼却や粉砕等の処理を行
うために移動する場合を除く）  

〇被害材の譲渡や販売にあたっては、「ナラ枯れの被害材が含

まれているため、処理期間内に適正な処理が必要」である

旨を相手方に対し通知すること。 など 
 

 
３ ナラ枯れ被害木の利用事例 
 
〇「食用キノコの菌床栽培にナラ枯れ被害木を使うとどうなるの？」（岐阜県 森林研究所） 

 
   被害材を粉砕したものを基材としてキノコの発生試験を行った。 
 

キノコ名 状 況 評 価 

ヒラタケ 健全木と被害木との同量が発生 〇 

エリンギ 被害木の発生量が減少 × 

シイタケ 被害木の発生量が減少 × 

ナメコ 被害木の発生量が増加 ◎ 

 
※薬剤処理した被害材の利用は、残留農薬のおそれがあり、他県での利用事例は無

いことから、使用する場合は注意が必要である。 
 

 
 〇 ナラ枯れ被害材の活用（その２）シイタケ原木としての利用（奈良県 森林資源課） 

  
被害材をそのまま原木とすると材内のカシノナガキクイムシの幼虫が生息しており、

材の移動はナラ枯れ被害の被害拡大につながる可能性。 
 大径原木を長さ 15cm に玉伐りして、耐熱性袋に入れ、高圧殺菌・植菌・培養後、

屋外で発生させたところ、一般的な原木栽培と比較して遜色のない程度の収量が得ら

れる。 
※薬剤処理した被害材の利用は、残留農薬のおそれがあり、他県での利用事例は無

いことから、使用する場合は注意が必要である。 

 

〇 秋田県林業普及冊子 No.28 「ナラ枯れ被害を防ごう」 

平成 28 年「おがる八峰しいたけプロジェクト」を立ち上げ、菌床シイタケの生

産拡大。 

秋田県では防除対策の一貫として高齢・大径木を伐採し森林の若返りを図る対

策を進めていたことから、町と共同により地元ナラ材を菌床培地用のおが粉とし

て活用する取組を始めた。 

（健全木を更新のために伐採） 
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参考８ ナラ枯れ被害に関連する注意事項 

 

 

１ カエンタケの発生について 

 

ナラ枯れが発生した森林では、被害発生時または数年後に、猛毒性のカエンタケが多

く発生することが確認されている。カエンタケは触れるだけで炎症を起こすこともあり、

誤って食べてしまった場合、発熱・悪寒・嘔吐・下痢・腹痛・手足のしびれなどの症状

を起こす。また、消化器不全、小脳萎縮による運動障害など脳神経障害により死に至る

こともある。 

 

 

（令和２年 10 月 南足柄市塚原地内の水源協定林 

 神奈川県県西地域県政総合センター撮影） 

 

 

２ スズメバチ類の危険性について 

 

 カシナガが樹木に穿孔した箇所からは、樹液が浸透してくる。樹液にはカナブンな

どの甲虫やスズメバチ類も多く集まる。スズメバチ類は強力な毒を持つものが多く、

他者への攻撃性も高い非常に危険な生物である。 
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参考９ 県内市町村の報告に基づく、ナラ枯れによる価値の喪失の 

おそれが高い樹木・森林 

 

 本表は、県から各市町村に確保・保全すべきものとして景観面および歴史的・文化的

価値を有している樹木・森林について照会し、本ガイドライン（参考資料）への掲載に

同意された箇所の一覧表である。 

 本表に掲載されていない樹木・森林では対策が講じられないことを示すものではな

い。 

 

     
 

※「確保・保全すべきもの」欄は、ガイドラインの３（１）表１の確保・保全すべきもの欄の「景観面」

または「歴史的・文化的価値」のいずれかを記載し、安全面も該当する場合は、（安全面）と記載し

ている。 

No. 市町村名 場所 名称等 確保・保全すべきもの 状況

1 三浦市
三浦市三崎町4丁目
12-12

海南神社
歴史的・文化的価値
（安全面）

相州三浦総鎮守の社叢林。毎年
1月15日には郷土芸能「チャッ
キラコ」（ユネスコ無形文化遺
産）が奉納される。地域の方や
観光客も訪れる。

2 秦野市 秦野市堀西1025 桂林寺の椎群
歴史的・文化的価値
（安全面）

市の指定文化財
スダジイ十数本を群として指定
(群のうちナラ枯れ被害にあっ
ているものが4本程度確認され
ており、他の樹木をワイヤーで
支えているものにも被害が及ぶ
可能性がある。)

3 厚木市
厚木市上荻野字真
弓4227-1外

松石寺　寺林 歴史的・文化的価値

松石寺の所有・管理
神奈川県指定天然記念物
スダジイを中心とした常緑広葉
樹林が広がり、カシ類、スギ・
ヒノキ、カナムグラ類が群生し
ている。

4 厚木市 厚木市下依知
市指定天然記念
物のカシワ

歴史的・文化的価値
個人の所有・管理
厚木市指定天然記念物

5 座間市 座間市内 市内公園 景観面（安全面）

市の保存森林
市民の憩いの場として親しまれ
ている。
コナラ、マテバシイが多い。

6 南足柄市 丸太の森　園内
歴史的・文化的価値 地域的にアベマキの木が生えて

いる。

7 南足柄市 御嶽神社　境内
御嶽神社のスダ
ジイ

歴史的・文化的価値
南足柄市の文化財

8 寒川町
宮山３９１６～３
９９６―１

寒川神社参道
歴史的・文化的価値
（安全面）

神社の参道として参拝客に親し
まれていて、自然環境保全区域
に指定されている。

9 寒川町
岡田七丁目３０３
６―１～３４７２

越山（こしのや
ま）
民有林

景観面
（安全面）

自然環境保全区域に指定されて
いて、傾斜地に群生する森林と
なっている。

10 大磯町
国府本郷字南仮宿
2018-1,-8

大磯運動公園
景観面
（安全面）

町民の運動の場、憩いの場とし
て親しまれている。

11 大井町 大井町篠窪908 三嶋社
歴史的・文化的価値
（安全面）

町の保存森林　スダジイ

12 山北町
山北町皆瀬川字南
平1409-ｲ1他

山北町高杉のウ
ラジロガシ

歴史的・文化的価値
県指定　天然記念物
かながわ名木１００選
推定樹齢　約３００年

13 真鶴町 真鶴半島
真鶴半島自然公
園（お林）

景観面
（安全面）

県立自然公園並びに魚付き保安
林に指定されている。
元々は松林であったが、現在は
スダジイなどの樹木も多い。


