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沖縄型森林環境保全事業 戦略的防除方針の検討 
 

1.平成 30年度 結果 

(1) 北部地域における戦略的防除方針案 

平成 28年度に作成されたマツノザイセンチュウの感染に対する戦略的防除方針は、後述のと

おり、地域ごとの被害状況から、防除目的や対応方針は示されているものの、具体的な調査手

法や、重点的な対応が必要なやんばる地域における効果的・効率的な対策方法や防除目標が示

されていない。 

平成 29年度及び平成 30年度の調査結果を基に防除戦略方針の見直しに関する検討を行った。 

 

【戦略的防除方針（改定）の骨子（素案）】 

項目 概要 

1.方針の概要  方針の位置づけを示す内容として、下記を示す。 

 

①方針策定の背景と目的 

②方針の位置づけ 

2.地域別被害状況

及び課題 

 沖縄本島内においても、リュウキュウマツの生育状況や地域別で被害状

況が異なることから、地域ごとの特徴とその課題について示す。 

 

①A.国頭村、大宜味村、東村エリアの状況と課題 

②B.名護市、本部町、今帰仁村エリアの状況と課題 

③C.恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、うるま市（旧石川市）エリアの

状況と課題 

④D.読谷村、うるま市（旧石川市）を除く中南部地域エリアの状況と課題 

⑤E.未発生地域 

※上記区分は平成 28年度方針にあり 

3.地域別対応方針  マツノザイセンチュウの感染特性を踏まえた対策の考え方を示すとと

もに、「2.地域別被害状況及び課題」を踏まえ、地域別の対応方針を示す。

また、現状で感染が抑制されている箇所等への拡散抑制を踏まえた監視方

法についても示す。 

 

①対策の考え方※平成 28年度方針にあり 

②マツノザイセンチュウ感染状況を踏まえた被害への対応方法 

※平成 28年度方針に案あり 

③地域別対応方針及び被害監視方法 

4.重点的対応策  感染の多い沖縄本島において、現状感染が確認されず、リュウキュウマ

ツの生育も多い国頭村辺士名～東村高江以北エリアなど、感染の拡大を防

ぐために重点的に対応が必要な地域に対する対応策を示す。 

 また、名護市屋我地島で試行された集中防除（感染木・枯死木全木伐採

対応）や東村川田・宮城地区の激害箇所の外部拡大抑制対応など、モデル

となりうる短中期的な被害の微害化に向けた対応策についても示す。 

 

①現状の北端ライン（国頭村辺士名～東村高江以北エリア）の状況 

②北端ライン上での抑制方策 

③屋我地島での集中防除 

④東村川田・宮城地区の激害監視と拡散防止 
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1) マツノザイセンチュウ感染状況及び被害への対応案 

平成 27～30年度のマツノザイセンチュウの感染状況より検討した、被害への対応案を以下

に示す。 

※赤字は平成 29年度調査で平成 28年度版の追加・更新が考慮される箇所 

※青字は平成 30年度調査で平成 29年度版の追加・更新が考慮される箇所 

 

Ａ－１ 完全排除及び侵入防止地域 

最北部の国頭村辺士名～東村高江（北端ライン）以北のエリアは、沖縄島で唯一松くい

被害はほぼ発生しておらず、リュウキュウマツの分布量も多い。また辺戸～楚洲にかけて

は重要松林が多く分布している。平成 29年度には、北端ラインを大きく越えて、辺戸地区

で被害発生が確認されたが、徹底した防除により収束している。また、北端ライン付近で

は、防除効果による完全排除エリアの拡大や一部再発生による縮小（平成 30年度）が確認

されるなど、毎年不安定に変化する状況が見られている。 

そこで本エリアは侵入防止地域とし、重点監視と予防措置を行うものとする。また、非

線虫性枯死木の除去も可能な限り進めていくこととする。 
 

Ａ－２ 完全排除地域 

大宜味村津波～東村有銘以北でＡ－１以南のエリアは、南側より松くい被害が北上して

いるところを駆除を進めており、現在微害～中害の状況となっている。本地域で被害が拡

大すれば、Ａ－１地域への侵入が懸念される。 

そこで本エリアは完全排除地域とし、重点監視と全松くい木の駆除を行うものとする。 

なお、気象ストレスなど環境条件を参考にして、またその年の被害状況や予算等に応じ

て、南側の境界ラインは見直していくこととする（例えば大宜味村塩屋－東村福地ダム間

など）。 

 

図 リュウキュウマツ枯死木分布と気象ストレスとの関係  
※「沖縄島北部地域のリュウキュウマツ材線虫病被害先端地域の抽出 2」 第 74 回九州森林学会大会発表資料（伊藤他）より引用 
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Ｂ－１ バッファーゾーン（2km帯） 

名護市源河～名護市天仁屋以北でＡ－２以南の約 2km帯状となるエリアは、現在中害の

状況となっている。本地域での被害状況によっては、完全駆除を目指すＡ－２地区に病原

を供給してしまうことが考えられる。そこで本エリアはバッファーゾーン（2km 帯）とし

て、重点監視と駆除（密度管理）を行うものとする。 

なお、バッファーソーンの幅を 2kmとしたのは、マツノマダラカミキリの移動距離が 2km

程度と推定されており、青森・秋田両県において、2km 帯の防除帯を設置し、この中のマ

ツを除去していること、また岩手県で、被害地域の周囲に幅約 2km の「被害防除監視帯」

を設定して、専門の監視員が被害探査し、発見した被害木を駆除していることなどに倣っ

たものである。 
 

Ｂ－２ バッファーゾーン 

名護市喜瀬～名護市久志以北でＢ－１以南のエリアは、現状で中～激害状況となってい

る。広範に被害の広がる本地域での完全駆除は困難であるが、エリア内で駆除することで

周辺の被害拡大が抑制されることが推察される一部地域については、駆除を行うことで被

害北上の影響を緩和できると考えられる。 

そこで本エリアはバッファーゾーンとし、北上抑制のために監視と一部地域の駆除を行

い、また本地域の保全松林や、景観上または文化的に重要なマツ林等においても防除を行

うものとする。 
 

Ｃ 限定地区内対応地域 

Ｂ－２以南の恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、うるま市（旧石川市）のエリアは、

現状で微～中害となっている。 

そこで本エリアは限定地区内対応地域とし、本地域の保全松林や、景観上または文化的

に重要なマツ林等においても防除を行うものとする。 
 

Ｄ 小規模地区集中防除対応地域 

Ｄの名護市屋我地島は、平成 30年度において中～激害程度の被害状況となっている。 

周辺が羽地内海等で囲まれマツノマダラカミキリの侵入が限定される同地区では、平成

30年度にリュウキュウマツ枯死木の 100本前後の一斉伐採が実施され、ある程度隔離され

た地域での短中期的な完全排除地域（重点監視＋予防措置）の形成が試行されているため、

その効果と再発の有無を継続的に監視するものとする。 
 

Ｅ 激害監視・拡散防止地域 

Ｅの東村川田・宮城地区は、平成 30年度において激害の被害状況となっている。 

同地区は、一度被害が縮小していたものの平成 27年度ごろより激害化し、数百本単位で

松くい虫被害による枯死木が発生している。一方でリュウキュウマツの生育本数も多く、

地域全体を早期に被害鎮静化させる対策を実施することが技術的、コスト的に困難である。

そのため、戦略的にリュウキュウマツの枯死を重点監視と駆除（密度管理）しつつ、周辺

の完全排除地域（重点監視＋予防措置）では感染拡大を徹底して抑制しつつ、生木が対策

可能な個数に減少した時点で枯死木の一斉伐採など、完全排除に向けた防除対策に転換を

図るものとする。 
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図 北部地域における対応区分 

  

※リュウキュウマツ推定分布は、国有林及びその東側を除く 

国頭村・東村・大宜味村を調査した結果のみを示している。 

Ａ-１完全防除及び侵入防止地域 

重点監視＋予防+駆除（全松くい木） 

（＋非線虫性枯死木除去） 

A-2完全排除地域 

重点監視＋駆除（全松くい木） 

B-１バッファーゾーン(2km 帯) 

重点監視＋駆除（密度管理） 

A-1 
（無害） 

A-2 
（微害） 

（微～中害） 

B-2 B-1 
（中害） （中～激害） 

監視＋駆除（一部地域※）＋保全松林等での防除 

重要松林 

集中地域 

奥間 

安波 

塩屋 

源河 津波 

福地 

※辺戸地区の発生を受けた 

 同地区の徹底防除 

※いずれの年度

も調査対象の

樹木に限る 与那 

辺士名 

Ｄ 小規模地区集中防除対応地域 

 重点監視＋駆除（全枯死木） 

高江 
（中～激害） 

（激害） 

Ｅ 激害監視・拡散防止地域 

 重点監視＋駆除（密度管理） 有銘 

天仁屋 
喜瀬 

B-2 バッファーゾーン 

※当該地域を駆除することで周辺の被害拡大が抑制 

されることが推察される一部地域（検討中） 

Ｃ 
久志 

（微～中害） 

Ｃ限定地区内対応地域 

監視＋保全松林等での防除 
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(2) 県全体での松くい虫被害への対応（案）について 

各地区の松くい虫被害の経緯とリュウキュウマツ分布の現状、モデル地区における調査結

果や被害への対応案を踏まえて、県全体での被害への対応策を検討した。 

１.～２.は昨年度までの「被害量を低位に維持、減少」を目指した県全体の方針を更新し

たものであり、３.は新たな対策モデルとなりうる被害限定地域での対応方針を記した。 

※赤字は平成 29年度に平成 28年度版から追加・更新を行った箇所 

※青字は平成 30年度に平成 29年度版から追加・更新を行った箇所 

 

１.被害対策の考え方 

リュウキュウマツは、海岸沿いから内陸部にかけて連続して分布している。被害木が発

生すると翌年には７倍の松が枯死するとも言われており、被害を低減するためには、97％

以上の駆除を実施しなければならないが、被害は急峻な斜面や奥地にも拡大することから、

被害木の全木を探索し、徹底して防除することは困難である。 

そこで、効率的・効果的に防除を実施するため、保安林やそれに類する松林（以下、保

全松林）及び景観上又は文化的に重要な松林等に対して防除を実施し、それ以外の松林や

松においては樹種転換を推進することとする。 

しかし、被害が低減している地域、又は未発生地域周囲の被害先端木の駆除は、その後

の被害の拡大を阻止するためには必要であり、保全松林以外の松林でも駆除の対象とする

必要がある。 

本県における被害は、被害中心地域がマツ資源の多い箇所に集中した場合に被害量が増

大し、発生地域においてマツ資源量が減少すると、隣接する地域に被害が移動しているこ

とが、市町村別被害発生状況の推移を確認することで分かる。 

被害量を低位に維持、減少させるためには、面的な被害量の縮小が不可欠であり、また、

被害地域が移動する原因となる被害先端木の探索及び徹底駆除が重要である。 

また、保全松林以外の民有地及び民家に植栽されている松については、自主防除が基本

であることから、県民が率先して防除を行うよう防除に関する普及啓発を行う必要がある。 

さらに、未発生地域における非線虫性のマツの枯死木は、マツノマダラカミキリの密度

を高めることが懸念されることから、除去することが望ましい。 

特に、八重山諸島、宮古島等は、台湾に近く、二化性のマツノマダラカミキリの侵入が

懸念されるため、産卵対象となりうる枯死木を除去することが望ましい。 

 

２.エリア毎対応方針案 

I．国頭村、大宜味村、東村 

被害状況：概ね微害（被害北上中） 

マツ分布：多い 

本地域は、ヤンバルクイナやヤンバルテナガコガネ等の希少動物が多く生息しており、

世界自然遺産への登録が見込まれている本県の観光資源として重要な地域である。 

本地域には、先駆植物としてリュウキュウマツが広く分布している他、戦後に植栽され、

まだ伐期に達していないリュウキュウマツ造林地が多く存在する。  
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また、辺戸周辺地域には蔡温松などの歴史的、文化的価値の高い松が多く残っており、

保全が求められている（重要松分布域）。 

平成 29年度には、北端ラインを大きく越えて、辺戸地区で被害発生が確認されたが、徹

底した対策により収束している。また、北端ラインの西海岸側の辺土名地区では伐倒駆除

を平成 28年度より継続することで被害が縮小する傾向が見られる（平成 30年度）。一方、

東海岸側は平成 29年度被害が確認されなくなっていた高江地区において平成 30年度に再

び被害が発生するなど、北端ライン付近の被害消長は変化しやすいため、徹底した対応と

ともに監視を継続する必要がある。特に高江地区近隣は北部訓練場等が分布する容易に伐

倒駆除ができない地域でもあり、それぞれの管理者での対応と連携が求められる。 

海岸沿いから内陸部の急峻な斜面にも多く認められ、一度被害が発生すると甚大な被害

になることが懸念されることから、徹底した駆除及び予防を行う必要があり、保全松林と

その他松林とを一体として防除を行うこととする。 

保全松林に対しては、薬剤地上散布や薬剤樹幹注入による予防処置を実施し、被害が発

生した場合には、保全すべき松林である保全松林においては枯死木の駆除を徹底し、その

他マツ林においては、被害先端木の探索と被害先端木の駆除を行うことが望ましい。 

また、マツノマダラカミキリの密度を低く抑えるため、非線虫性の枯死木の除去を行う

ことが望ましい。 

 

II．名護市、本部町、今帰仁村 

被害状況：中～激害 

マツ分布：やや多い 

本地域は、松資源量がやや多く、古くから残る歴史的、文化的価値の高い松や松林が数

多くある。 

しかし、本地域は、土層が浅く、土壌が貧困であること、周辺からの影響を受けやすく、

一度被害が発生すると被害が甚大になりやすいことが想定され、被害により松資源量は減

少している。本地域での発生被害は、北部三村への被害拡大の供給源となりうるものでも

ある。 

本地域では、保全松林に対する薬剤地上散布又は薬剤樹幹注入による予防処置を実施し、

被害が発生した場合には、保全すべき松林である保全松林において被害木の駆除を徹底す

る。 

また、保全松林に類する松林、景観上又は文化的に重要な松林等において、重点的な防

除を実施することとする。更に、松林密度を下げることを目的として、樹種転換などの施

業を積極的に行うこととする。 

なお、民家や施設内に植栽された松が多く存在することから、県民や関係機関、企業等

に対する普及啓発を行い、自主防除を推進する必要がある。 
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III．恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、うるま市（旧石川市） 

被害状況：微～中害 

マツ分布：多い 

本地域は、リュウキュウマツの純林が広く分布するエリアであり、松資源量が多く、特

に恩納村や読谷村では、リュウキュウマツが分布する景勝地に多くの観光客が訪れている。 

また、本地域は、土層が浅く、土壌が貧困であること、周辺からの影響を受けやすく、

一度被害が発生すると被害が甚大になりやすいことが想定される。 

本地域では、保全松林に対する薬剤地上散布又は薬剤樹幹注入による予防処置を実施し、

被害が発生した場合には、保全すべき松林である保全松林において被害木の駆除を徹底す

る。 

また、保全松林に類する松林、景観上又は文化的に重要な松林等において、重点的な防

除を実施することとする。 

なお、民家や施設内に植栽された松が多く存在することから、県民や関係機関、企業等

に対する普及啓発を行い、自主防除を推進する必要がある。 

 

IV．読谷村、うるま市（旧石川市）を除く中南部地域 

被害状況：微～中害 

マツ分布：少ない 

都市部では松林の分布は限定的で、各松林が、ある程度隔離されているため、被害が甚

大になる懸念は少ない（嘉手納弾薬庫地区周辺を除く）。 

本地域では、保全松林に対する薬剤地上散布又は薬剤樹幹注入による予防処置を実施し、

被害が発生した場合には、保全すべき松林である保全松林において被害木の駆除を徹底す

る。 

保全松林以外の都市部の松林は、防除が困難な箇所にあるうえ、巨木である場合が多く、

枯損した場合の駆除は困難であることから、薬剤樹幹注入による予防措置が重要である。 

なお、民家や施設内に植栽された松が多く存在することから、県民や関係機関、企業等

に対する普及啓発を行い、自主防除を推進する必要がある。 

 

V．未発生地域 

被害状況：無し 

松林の分布は認められるが、松くい虫による被害が認められていない地域である。非線

虫性の枯死木を確認しており、マツノマダラカミキリの密度を高めることが懸念される。 

石垣島、西表島は、平成 26 年度に渇水が原因と考えられる枯死を広範囲で確認してお

り、松くい虫による被害侵入の防止のため、徹底した監視を継続する必要がある。また、

被害が新規に侵入した場合に被害が劇的に増加しないためにも、マツノマダラカミキリの

密度を高めないよう、非線虫性の枯死木を除去することが望ましい。 

宮古島などその他の未発生地域は、好適地以外に生育するリュウキュウマツも多く、枯

死の原因や分布など未解明な状況にある。徹底した監視の継続、枯死が発生した場合に原

因究明や発生規模の把握など迅速に対応を行える体制構築を推進する必要がある。  



資料 2-4-8 

３．限定地域対応方針案 

 

i.名護市屋我地島 

本地域は、リュウキュウマツが高度公益機能林を中心に、畑地周辺等の防風機能を有す

るような林帯等島内全体に分布しており、中には幹直径が 100㎝近くになる地域に愛され

る巨木もみられる。 

周辺は羽地内海などに囲まれ、沖縄島や古宇利島につながる 3方からのみ橋梁で繋が

っており、動物の移動の観点からは比較的閉鎖された地域になっている。 

本地域では、高度公益機能林での伐倒駆除や樹幹注入による予防措置を実施してきたが、

平成 30 年 12 月から平成 31 年 3 月にかけて、感染が疑われるリュウキュウマツ枯死木の

全木伐倒が実施されている。 

全木伐倒対策は、一定の閉鎖空間における短中期的な被害排除に寄与する対策として期

待されるため、その効果を継続的にモニタリング、検証し、効果が確認される場合は、同

様の地域への対策拡大による完全排除地域の増加が期待される。 

 

ii.東村川田・宮城地区 

本地域は、リュウキュウマツが畑地周辺等の防風機能を有するような林帯、地域を流れ

る河川周辺の谷あいの斜面を中心に多数生育しており、松くい虫被害の激害化により、急

速にその数が減少している。 

ただし、毎年の枯死木も、残っている生木も本数が多すぎるため、伐倒駆除も予防的措

置も徹底できない状況が継続している。 

また、周辺が北部訓練場や国有林等沖縄県として対策が取りづらい箇所に接することも

あり、周辺への被害拡大が懸念される。 

同地域は、北端ラインや松くい虫被害の発生が少ない大宜味村の森林にも接しており、

激害地域からのマツノマダラカミキリの多数移動に伴う、周辺への伝播が懸念される。 

そのため、同地域の隣接箇所における枯死木の監視を継続し、確認されるリュウキュウ

マツの枯死木の徹底伐倒駆除を実施することとする。 

なお、民家や施設内に植栽されたマツが多く存在することから、県民や関係機関、企業

等に対する普及啓発を行い、自主防除を推進する必要がある。 

 

（参考）防除戦略検討にあたってモデルとなる対策地区における変遷について 

限定地域で実施される徹底した対策と重点監視を継続した結果は、島内の被害隔離地区、

マツ林孤立地区、被害中核地区等における防除戦略検討にあたってのモデルになると考え

る。 

＜各対策地区における松くい被害の変遷及び被害規模＞ ※数値は概数または暫定値 

①辺戸地区  H29１本 ⇒ H30０本 ⇒ R1 1 本規模（収束） 

②与那地区  H28２本 ⇒ H29０本 ⇒ H30０本 ⇒ R1 2 本規模（収束） 

③辺土名地区 H2812本 ⇒ H29７本 ⇒ H30５本 ⇒ R1 10本規模（抑制） 

④屋我地地区 H30 約 100本 ⇒ R1 100本規模  

⑤東村宮城・川田地区 H29 約 700本 → H30 約 700本+拡大 ⇒R1 1000本規模  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００７～２００８年 
（Ｈ１９～２０） 

図 針葉樹林・混交樹林 分布図（参考） 
※出典：土地利用現況図（沖縄県土地対策課） 

図 松くい虫被害量（参考） 
※出典：沖縄県森林管理課データ（H30年度） 

 

２０１８年 

（Ｈ３０） 
(単位;㎥) 
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図 県全体での松くい虫被害への対応方針案 

県全体での松くい虫被害への対応方針案（参考） 

北部地域 

中南部地域 

周辺離島 

宮古地域 

八重山地域 

座間味島 

久米島 

 

粟国島 

渡名喜島 

伊平屋島 

伊是名島 

渡嘉敷島 

阿嘉島 

北大東島 

南大東島 

沖大東島 

伊江島 

宮古島 

伊良部島 

石垣島 

西表島 

与那国島 波照間島 

黒島 

竹富島 

水納島 

小浜島 

多良間島 

魚釣島 

I．国頭村、大宜味村、東村 

被害状況：概ね微害（被害北上中）   マツ資源：多い 

【保全松林等】①薬剤散布、②薬剤樹幹注入、③枯死木の駆除 

【その他松林】④被害先端木の探索及び被害先端木の駆除 

 

II．名護市、本部町、今帰仁村 

被害状況：中～激害    マツ資源：やや多い（減少中） 

【保全松林等】①薬剤散布、②薬剤樹幹注入、③枯死木の駆除 

【その他松林】⑤樹種転換 

V．未発生地域 

被害状況：未発生 

【その他松林】⑥被害侵入の監視、

⑦非線虫性枯死木の駆除 

※北大東島と南大東島の被害状況は

平成２９年度に確認予定 

III．恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、うるま市（旧石川市） 

被害状況：微～中害   マツ資源：多い 

【保全松林等】①薬剤散布、②薬剤樹幹注入、③枯死木の駆除 

【その他松林】 

IV．読谷村、うるま市（旧石川市を除く）を除く中南部地域 

被害状況：微害～中害  マツ資源：少ない 

【保全松林等】①薬剤散布、②薬剤樹幹注入、③枯死木の駆除 

【その他松林】②薬剤樹幹注入（巨木等） 

V．未発生地域 

被害状況：未発生 

【その他松林】⑥被害侵入の監視、

⑦非線虫性枯死木の駆除 

 

ii．東村川田・宮城地区 

被害状況：激害    マツ資源：多い（減少中） 

【その他松林】①周辺への伝播監視、②枯死木の駆除 

i．名護市屋我地島 

被害状況：中～激害    マツ資源：多い 

【保全松林等】①枯死木の全木駆除（Ｈ30） 

【その他松林】①枯死木の全木駆除（Ｈ30） 
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２.令和元年度 予定 
今年度は、限定地域対応方針案に示した屋我地島、東村等での調査を踏まえて、県全体での

「被害の微害化」に向けて戦略の考え方を整理し、記載内容を全面的に改訂する。 
 

●松くい虫微害化戦略（素案） 
 

限定地域対応方針案に示した国頭村、東村、屋我地島において、令和元年度の松くい虫

被害木の減少の推移などから、被害木の規模によって分布地域の松くい虫被害木の将来的

な消滅、または大幅に減少させることが確認された。 

そのため、令和元年度時点の沖縄本島におけるリュウキュウマツの分布状況と被害状況

をもとに、一定範囲でリュウキュウマツの枯死木の規模や分布状況からエリア区分し、設

定エリアが分布する市町村等と協力しながら、エリア内での微害化に向けた被害対策を実

施するものとする。（注：令和元年度は、各対策のエリア図等を作成する。） 

 

i.個別伐倒駆除エリア 

被害規模 近隣に松くい虫被害木が 1～数本発生 直径 3km程度以内 

駆除方法 枯死木の全木伐倒駆除 

代表的なエリア 北端ライン以北（令和元年度の調査結果で追記） 
 
対象エリアは、北端ライン以北のような中規模（100本規模）～大規模（1000本規模以

上）の松くい虫被害が見られない地域において、確認されたリュウキュウマツの枯死木を

次期マツノマダラカミキリ発生時期 5～6 月頃までに、全木伐倒駆除するとともに、サン

プルを採取してマツノザイセンチュウの有無を確認する。マツノザイセンチュウが数年確

認されなくなった場合は、伐倒駆除の頻度を低下させることも検討する。 

マツノザイセンチュウが確認された場合は、3 年程度その周辺は重点的に枯死木の発生

を監視するエリアとする。 

 

ii.小規模集中伐倒駆除エリア 

被害規模 近隣に松くい虫被害木が 100本程度以下発生 直径 5km程度以内 

駆除方法 枯死木の全木伐倒駆除 

代表的なエリア 屋我地島（令和元年度の調査結果で追記） 
 
対象エリアは、屋我地島のような中規模（100 本規模程度）の松くい虫被害が見られ、

かつ、その近隣に松くい虫被害が発生していない閉鎖された地域において、確認されたリ

ュウキュウマツの枯死木を次期マツノマダラカミキリ発生時期 5～6 月頃までに、全木伐

倒駆除するとともに、サンプルを採取してマツノザイセンチュウの有無を確認する。 

マツノザイセンチュウが確認された場合は、枯死木からマツノザイセンチュウが検出さ

れなくなるまで重点的に枯死木の発生の監視と全木伐倒駆除を実施するエリアとする。 

 

iii.激害監視・拡散防止エリア 

被害規模 近隣に松くい虫被害木が 1000本程度以上発生 直径 5km程度以上 

駆除方法 エリア内の松くい虫被害放置、周辺 2㎞程度の枯死木全木伐倒駆除 

代表的なエリア 東村川田・宮城地区（令和元年度の調査結果で追記） 
 
対象エリアは、東村川田・宮城地区のような大規模（1000本規模程度以上）の松くい虫

被害が見られ、かつ、その近隣に松くい虫被害が発生していない閉鎖された地域において、

生活に支障のないリュウキュウマツの枯死木伐倒駆除せず、同エリア周辺 2㎞程度範囲に

おいて、集中的に被害の拡散がないか監視する。監視範囲内でリュウキュウマツの枯死木

が確認された場合、全木伐倒駆除の上、サンプルを採取してマツノザイセンチュウの有無

を確認する。 

エリア内の被害規模が「ii.小規模集中伐倒駆除エリア」まで縮小するまで、エリア内の

松くい虫被害を戦略的に放置し、縮小の状況に合わせて「ii.小規模集中伐倒駆除エリア」

に変更のうえ、「ii.小規模集中伐倒駆除エリア」に対する対策を実施する。 

 

 
※被害エリアが更に広域かつ分割できない規模で確認された場合には、樹種転換等も考慮した 
iv．広域被害エリアを設定して、対応を検討する。 

 


