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Ｒ3.6.30改 

 

松枯れ対策に関するお知らせ 

 

■町議会令和 3年 6 月定例会議において、町長の「選挙公約について」と題した一般

質問（今田議員）が行われ、その中で松枯れ対策に関し「住民への周知不足」とい

うご意見があったことから、この機会に改めて住民皆様にお知らせいたします。 

 

【はじめに】 

なぜ松枯れが起こるのか？ 

⇒松が「マツ材線虫病」にかかるからです。「マツ材線虫病」は、在来種である「マ

ツノマダラカミキリ」というカミキリ虫に、外来種である「マツノザイセンチュ

ウ」という 1ミリにも満たない線虫が寄生し、共生関係を築くことで引き起こさ

れています。「松くい虫」とはカミキリ虫と線虫のコンビ名と言えます。 
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【防除対策】 

・防除対策は次の３つの方法です（小値賀町松林保全計画Ｐ1）。 

防除対策 目  的 

①薬剤の予防散布（空中散布、地上散

布） 

運び屋であるマツノマダラカミキリ

（成虫）を駆除 

②被害木（枯れ松）の焼却等による駆除 
運び屋であるマツノマダラカミキリ

（幼虫）を駆除 

③健全木への薬剤の樹幹注入 
松を枯らす実行犯であるマツノザイセ

ンチュウ（線虫）を駆除 

⇒国等の長年の研究の結果、現時点で以上の 3つの方法が有効とされています。な

お、後述しますが、③の「健全木への樹幹注入」は実施要件が狭く、基本的には

①の「薬剤の予防散布」と②の「被害木（枯れ松）の焼却等による駆除」の２つ

の方法によることとされています。 

 

 ここに３対策の画像を挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①有人ヘリによる空中散布 ①無人ヘリによる地上散布 

①動力噴霧器による地上散布 ②被害木の伐倒駆除 

③薬剤の樹幹注入 ②被害木の焼却 
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ご意見（1）各家庭配布の資料には、守るべき松林としか書かれておらず、こんなに

松が枯れているのにどこに空中散布するのか。費用の無駄だ。 

お答え（1） 

【現状と対応】 

・平成２９年度から激しくなった松くい虫被害は、ご意見のとおり町内全域に及ん

でおり、納島、黒島及び本島東側については、前方港の防風林を除き、消失して

います。その他の地区においても道路脇、住居まわり、農地まわり、山林などで

被害が発生しています。 

・年を追うごとに被害が西側に進む中で、令和元年度に姫の松原を含む本島西側及

び大島、斑島の海岸線の防風林に「樹幹注入」を行い、その結果「樹幹注入」を

行った松の約 98％が枯れずに残っています。 

・令和２年度には柳・浜津・笛吹在の園芸ハウスまわりの３か所に、松林が急激に

消失しないよう「樹幹注入」を行いました。 

⇒ただし「樹幹注入」は、松の密度等を考慮して 1/3程度を選んで行っていますの

で「樹幹注入」を実施した松林内でも枯れ松が混じります。また、枯れた松の伐

倒駆除は、事業の期間的な有効性や財政負担等を考慮して、平成 30年度から人

的に危険な箇所に絞って実施していますので、山林を中心に相当数の枯れ松が残

っています。これらのことによって景色が一変し、島全体の松がほとんどなくな

っているような印象を受けるのは、無理のないことだと思いますが、現状は先に

述べたとおり、松林が残っている地区があります。 

⇒昨年の台風９号１０号により農業用施設を中心に大きな被害が発生しましたが、

そのことは防風林としての松林の重要性を再認識する機会となりました。松林は、

自然災害から集落や農業用施設等を守るための施設として重要であると考えて

います。そのため、令和 3年度の空中散布は、松林が残っている柳・浜津・大浦・

笛吹在・斑・大島を対象に実施しました。実施については、5/19・5/20 にそ

れぞれ 2回、町内一斉の防災無線でお知らせするとともに、散布当日は、車両広

報と防災無線の放送を行っています。 

 

【なぜ松なのか？ これからも松がいいのか？】 

（1）なぜ松なのか？ 

・本町の松は「クロマツ」ですが、「クロマツ」には次のような特性があります。今

回の激しい松枯れ被害を受け、改めて複数の有識者にご意見を伺ったところ「海

岸線にはクロマツが最も適している」という見解で一致しています。 

①海岸線の厳しい環境でも育つこと。 

②高木性で周年葉をつけているため、防風・防潮機能が高いこと。 

③成長が早いこと。 

⇒これらのことは、本町でもご存知の方が多いと思いますが、東日本大震災の津波

で消失した海岸防風林の再生活動（宮城県名取市）を紹介した図書でも同様のこ

とが述べられています。 
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（2）これからも松がいいのか？ 

・一方で、外来種の「マツノザイセンチュウ」によって激しい被害を受け、今後も

その可能性がある松のみに頼るのは、危ういと考えられることや、予防散布に使

用する薬剤の問題点も踏まえ、松が消失した海岸線（育てるべき松林区域）の植

林については、抵抗性松（マツ材線虫病に一定の耐性を持つクロマツ）を主体に

しつつ、植栽配置について樹種の特性を考慮し、松以外の樹種も併用して行う計

画です。また、海岸線から一定距離のある農地等（人為的樹種転換を図る松林区

域）については、松以外の樹種を植林する計画です（小値賀町松林等保全計画Ｐ

8）。 

 

【守るべき松林】 

 ・「守るべき松林」については、令和元年７月から８月にかけて行った各地区との意 

  見交換会や、令和元年度に立ち上げた「小値賀町松林等保全計画」の検討会で協 

議し決定しており、その考え方と区域は、令和２年４月策定の「小値賀町松林等 

保全計画」に記載し、公表しています。 

 ⇒当初計画の公表期日：令和２年５月１１日 

 ⇒当初計画の公表方法：概要版を各戸配布。全体版は HP 掲載。 

 ⇒変更計画の公表期日：令和 3年１月号 

 ⇒変更計画の公表方法：変更部分について小値賀新聞（R3.1月号）に掲載。 

 

■守るべき松林の考え方（小値賀町松林等保全計画Ｐ2） 

⇒「海岸線であり、防風防潮林として松が必要な区域」 

■守るべき松林の区域 

⇒小値賀町松林等保全計画添付の図 2、図５のとおり。 

 

■検討会の構成は次のとおりです。 

・国（林野庁：オブザーバー） 

・県（県庁森林整備室、県北振興局林業課、同森林土木課、農林技術開発センター） 

・有識者（森林総合研究所元九州支所長、県森林審議会委員、松保護士） 

・公募委員（町民） 

・町議会（副議長、産業建設常任委員会委員長、同副委員長） 

・町（町長、副町長） 

・事務局：産業振興課 

 

なお、小値賀町松林等保全計画の全体版が必要な場合は、産業振興課農林係にご連

絡いただければ、お届けいたします。 
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【樹幹注入の問題点と薬剤散布を行う理由】 

（1）樹幹注入の問題点 

 ・「樹幹注入」によって、姫の松原を含む本島西側及び大島、斑島の海岸線の防風林 

の激しい松枯れを一旦防ぐことはできましたが「樹幹注入」には、次のような 

問題点があります。 

①薬剤の効果に限り（6年）があること。 

②松を傷つける（幹に穴を開ける）ため、３回程度が限度と言われていること。 

③「マツノマダラカミキリ」には効果がないこと。 

④現在有効とされている薬剤防除方法の中で、単価が最も高いこと。 

⑤歴史・文化的に重要性が高い区域に限って国・県の補助が認められること。 

⇒「樹幹注入」は、松の幹回りにドリルで数か所の穴を開け、そこから樹体内に薬

剤を注入し、松枯れの直接の原因である「マツノザイセンチュウ」の増殖を防ぐ

方法ですので「マツノザイセンチュウ」を運ぶ「マツノマダラカミキリ」には効

果がありません。また、その効果の期間は６年とされていますが、穴を開けるこ

とで松に負荷がかかることから、実施回数は３回程度が限度と言われており、同

じ松に無限に行なえる方法ではありません。また、現在有効とされている「空中

散布、地上散布、樹幹注入」の 3つの薬剤防除方法の中で、単位費用が最も高く、

国・県が認める実施区域は「歴史・文化的に重要性が高い区域」に限られており、

本町では「姫の松原」に限って認められてきた方法です。令和元年度については、

県営事業と町単独事業で海岸防風林を中心に行いましたが、これは激しい被害の

中での異例の対応です。 

 

（2）薬剤散布を行う理由 

 ・これらのことから、樹幹注入によって一旦守ることができた松林を引続き守るた

めには「マツノザイセンチュウ」を媒介する「マツノマダラカミキリ」を「空中

散布、地上散布」によって、できるだけ駆除して数を減らす必要があります。 

 ⇒「マツノマダラカミキリ」から健全木を守る方法は、現在のところ薬剤の予防散

布しかない状況ですが、町としても薬剤を使用せずに松を守ることができれば、

それが望ましいと考えており、効果的で環境等に配慮した技術の進展がある場合

には、積極的に取り入れたいと思っています（小値賀町松林等保全計画Ｐ9）。 

 ⇒県外の自治体では、企業からの提案を受け、ミネラル水を使った防除の実証事業

を行っている例がありますが、現時点で「マツ材線虫病」への効果は不明という

情報を頂いています。ただし、実生（みしょう：発芽したばかりの状態）の育ち

方には優位性が見られるとのことです（令和元年度から毎年お尋ねしています）。 

 

【薬剤防除の効果】 

・近年の被害拡大により、薬剤防除の効果を疑問視するご意見もありますが、薬剤

自体の効果は、次のとおり町でも確認しています。 



6 

 

①薬剤を散布した松を「マツノマダラカミキリ」に食べさせると、死に至ることを 

確認しています。 

②複数の散布現場で「マツノマダラカミキリ」の死骸を確認しています。 

  

⇒「ではなぜ被害が広がるのか？」という疑問が生じますが、防除効果の低下には、

次のようなことが考えられています。 

①近年の不安定な気象状況（少雨や猛暑）や温暖化傾向等の環境変化により、「マツ

ノマダラカミキリ」が発生しやすく、活動期間も長くなり、また、松が衰弱しや

すい状況になっていること。 

②崖地や無人島など、作業が困難な場所や枯れ松を見つけにくい場所の駆除できな

った松から、マツノマダラカミキリが発生すること。 

③松が密生している場所や松の周囲に雑木が生えている場所では、松に薬剤が十分 

に届かないこと。 

④薬剤が付着した松を食べると「マツノマダラカミキリ」は死に至るが、即死はし 

ないため、その間数日は活動していると思われること。 

 

【薬剤の注意点】 

・空中散布、地上散布に使用している薬剤（スミパインＭＣ）は、毒性の低い薬剤

（普通物に分類）ですが、主に次のような安全上の注意点があります。 

①人によっては体調に影響が出る可能性があること。 

②野菜類（特にアブラナ科）、養蜂（ミツバチ）、水産動物（特に甲殻類）に影響

があること。 

③自動車などの塗装面に変色の恐れがあること。 

⇒人的被害に対しては診療所と連携し、緊急時に備えています。なお、これまで、

空中散布による健康被害の連絡はありませんが、薬剤の臭いなどから体調に違和

感があったというお話や、誤って民家に飛散したこともありますので、今後も十

分注意いたします。 

⇒本町では、かつて養蚕（カイコ）に利用する桑や、葉タバコの栽培が行われてお

り、これらについても影響があることから、薬剤がかからないよう注意して散布

を行うとともに、被害に備えて洗浄体制を取ってきました。また、ミツバチに関

しては、メロン栽培や養蜂を行っている方に周知し、散布に合わせたハウスの開

閉のほか、当事者の求めや現場の状況に応じて、周辺の散布を取りやめるなどの

対応を行っています。 

 ⇒このようなことから、事業実施にあたっては、診療所・消防署・警察署・教育委

員会・各学校・ＰＴＡ・鳥獣保護員・自然公園指導員・観光関係団体・農協、漁

協ほか関係団体・各地区会長等との連絡協議会を通じて執行体制を整えるととも

に、散布前及び散布中に広報を行い、また散布前後には、散布付近の海水の水質
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検査を行っています。なお、これまで水質検査結果に異常は見られていません。 

※令和３年度の連絡協議会は、コロナ禍を考慮して書面で行いました。 

 ⇒人体・土壌・海洋環境等への懸念や、対外的な小値賀町のイメージを心配して、

薬剤防除に反対する方もいらっしゃいます。令和元年度に実施したパブリックコ

メント（住民意見）でも、複数の方から反対意見を頂きました。このことにつき

ましては、意見をお寄せ頂いた方々とそれぞれ面談し、防除技術の現状や松林を

できるだけ縮小していく方向性をご説明し、一定のご理解を頂いています。 

 ⇒町職員が毎年防除事業に従事することに関し、健康面のご心配の声をお寄せ頂い

ています。従事者には、薬剤の取扱い上の注意点や作業時、作業後の適切な対応

を説明したうえで協力してもらっています。気にかけて頂き、大変ありがとうご

ざいます。 

 

ご意見（２）空中散布の範囲の周知が不足している。 

お答え（2） 

・空中散布については、次の方法で周知を行っていますが、今後、より効果的と思 

われる広報に努めます。 

①年度当初の地区会長会で事業実施のお知らせ 

②各家庭への周知文書の事前配布 

③防災無線による散布前と散布中の広報 

④車両による散布中の広報 

⑤園地等への立入り注意掲示板の設置 

  

ご意見（３）既に枯れている所へも散布しなければならないことが、伝わっていな

い。 

 お答え（３） 

 ・令和元年度は、ご意見のとおり、松林がほとんど消失した島の東側にも空中散布

を行いました。これは、令和元年度時点で、島の東側にも枯れていない松が、少

しですが残っており、有識者や県のご意見を参考に、被害拡大防止の観点から散

布する判断を行ったからです。 

・令和２年度は、新型コロナ感染症予防の観点から、町外事業者が入る空中散布と

無人ヘリによる地上散布を中止し、町職員による動力噴霧器での地上散布のみ行

いました。 

・令和３年度は、前述したとおり、松林が残っている区域のみに空中散布、地上散

布を行っています。なお、近年「マツノマダラカミキリ」の活動期間が長くなっ

ていると思われるため、７月１７日、１８日には動力噴霧器による地上散布を予

定しています。散布予定の範囲は、添付の区域図のとおりです。当日の天候等に

より、予定区域に散布しない場合もありますが、予定区域以外に散布することは

ありません。 
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ご意見（4）県道沿いにもかかわらず、浜津から柳にかけて枯れた松が残っている。 

お答え（4） 

 ・枯れ松の処理（伐倒駆除）は、人的に危険な所に絞って行っていますが、次のよ 

うな問題で、時間を要する場合があります。 

①電線・電話線が障害になる場合 

②高所作業車等の特殊機械が必要になる場合 

③事業の使い分けの問題 

 ⇒①及び②に関しては、枯れ松処理の受託事業者にとって、危険度が増す作業にな 

ります。また、電線・電話線の断線や建物・工作物等への２次被害の可能性も高

くなりますので、電力会社・電話会社・関係住民・地区会長等への説明と調整を

行い、ご理解・ご協力を頂いたうえで、体制が整うまでお待ち頂いている場合が

あります。引続きご理解・ご協力をお願いします。 

 ⇒③については、国・県の補助事業を活用するうえで、枯れ松のみが対象の事業（衛 

生伐）と、ご意見（5）に関連しますが、一定の区域で 70％以上の樹種転換を図 

る前提で行う事業（更新伐）があります。つまり「衛生伐は松林を残そうとする 

区域」で「更新伐は松林を整理し、他の樹種に転換しようとする区域」で行って 

います。そのため、島全体の駆除状況を見渡した時に、順序よく行われていない 

と感じることがあるかと思いますが、引続きご理解・ご協力をお願いします。 

【「衛生伐」と「更新伐」の違い】 

事業の使い方 事業の通称 事業の対象行為 

松を残す区域 衛生伐 枯れ松のみの伐倒駆除を行う。 

松を整理する区域 更新伐 
一定区域の樹種転換を前提に、主林木（ここで

は松を指します）の 70％以上を伐採する。 

 

ご意見（5）なぜ健全な松も処理しているのか。 

お答え（5） 

 ・小値賀町松林保全計画のＰ1及びＰ2でも述べていますが、環境変化や駆除が出

来なかった松によって被害が拡大する中で松を保全するには「守るべき松林の明

確化」が重要になります。その理由は、守るべき松林以外の場所に松があると、

そこから被害が広がる恐れがあるからです。そういうことから、限られた財源で

持続的に守ることのできる範囲に松林を縮小していく計画です。なお、このこと

は、各家庭にお配りした町の第４次総合計画（後期基本計画）の概要版にも「松

林の守るべき区域と整理すべき区域の仕分け」と記載し、盛り込んでいます。 

 ⇒町としても、長年住民皆様が大事に守ってこられた松を枯れていないのに整理す 

るということに、ためらいはありますが「守るべき松林」への被害を抑制するた 

めに、その周囲にできるだけ松がない環境を作る必要がありますので、ご理解・ 

ご協力をお願いします。 



9 

 

【植林】 

（1）海岸防風林 

 ・海岸防風林については、令和２年度から県営事業で植林を進めています。なお、 

令和２年度は、町内一円の調査と唐見崎の一部に植林を行っていますが、これ 

には、抵抗性松（マツ材線虫病に一定の耐性を持つクロマツ）を含め、タブノ 

キ・ハマヒサカキ・ヤブニッケイ・トベラといった広葉樹も使われています。 

県や地区と連携して、スピードアップを図りたいと思います。 

 

 （2）農地等防風林 

・農地等の防風林については、各地区と協議し、令和３年度から松以外の樹種で

植林を進めることにしています。なお、令和３年度は、唐見崎・納島・前方後

目・柳・木場・中村・浜津・斑地区からご要望を頂いています。 

  ※植林の画像を挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【海岸に残る枯れ松の処理】 

 ・海岸線（特に崖地）の枯れ松は、作業が大変危険なことから、伐倒駆除が困難で 

す。しかし、枯れて海岸に落下したものは、海に流れ出る可能性があり、海難事 

故や漁業用施設等の被害が懸念されますので、令和３年度から、海岸に残る枯れ 

松の搬出処理を可能な限り実施する計画です。 

 

 

 

 

唐見崎地区の植林状況 抵抗性クロマツ 

苗木 

支柱 
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【結びに】 

 ・町ではこれまで、有識者及び松林保全団体への訪問や視察、町内での講演会、各 

地区との意見交換会、検討会の開催のほか、財源や技術的な支援を得るための県 

や国への要望等を行いながら、防除事業等を強化してきましたが、平成 29年度 

から急激に広がった松枯れ被害は、現在も収束しておらず、住民皆様には大変ご 

心配とご迷惑をおかけしています。できるだけ早期の収束に向け「小値賀町松林 

保全計画」に基づき、各種事業を進めてまいりますので、引続きご理解・ご協力 

をお願いいたします。 

・「小値賀町松林保全計画」には、今後の松林保全の方向性を「長期的方針」と「短

期的方針」に分け、保全区域の考え方や実施する事業、枯れ松処理の優先順位等

について記載していますので、ご一読頂ければと思います（必要な場合はご連絡

頂ければ、お届けいたします）。 

・ご意見、ご要望等がありましたら、計画以外のことも含めて、遠慮なく「産業振

興課 農林係」までご連絡頂きますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

小値賀町役場 産業振興課 農林係 

・担当：山元、中村 

・電話：56-3111 


