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千葉県南部に侵入した特定外来生物ナルトサワギクの
海岸侵出阻止と駆除

安房生物愛好会

小林洋生・平井良明・井上健次郎・川崎　一・加藤純子・斉藤陽子・
佐藤博秋・須田守儀・諏訪文二・山形達哉・山口雅彦・和田　豊

Ⅰ．活動内容および成果

 特定外来生物であるナルトサワギク Senecio 

madagascariensis（写真 1，2）の海岸侵出阻止

を当面の目標とし，最終的には千葉県南部（図

1，表 1）からの完全駆除を目的として活動した．

活動助成の期間中は真夏を除き原則として毎週

土曜日の午前中を活動日と決めて，各種の活動

を展開した．活動内容は以下の 6 項目に分けら

れる．

1．防草シート設置による駆除 

　市販の塩化ビニル製の防草シートを発生して

いる場所に設置し，生育している個体を枯らす

ことと発芽を抑制する方法であり，土壌の組成

や地形等により，300 m2 の面積で実施し，お

よそ 6 ヶ月後にシートを撤去した．設置した箇

所では当初生えていたすべての個体は枯死し，

発芽伸長した個体も確認できなかった．

2．刈り払いによる駆除

　平坦な場所が広がっている南房総市沓見の埋

立地で，1 ヶ月に 1，2 回，刈り払い機を使用して，

生育している株を地ぎわから刈り取った．多く

の個体は 6 ヶ月以内で枯死したが，新規発生が

あったので継続して実施した．この方法ではナ

ルトサワギクの茎が地表より長く残るほど側枝
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写真 1　ナルトサワギク ( 花 )．

写真 2　ナルトサワギク ( 草姿 )．
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の伸長が見られた．できるだけ地表すれすれに

刈り払いをおこなったが，礫の存在や不整地な

場所もあったため，刈り払いが不十分で，側枝

の再発芽があった個体も相当数見られた．しか

しこのような個体も刈り払いの回数を重ねたこ

とにより枯死させることができた．

3．人力の抜き取りによる駆除

　2011 年 10 月，館山市大井の残土処分場と南

房総市沓見の埋立地の 2 ヶ所をメインとして抜

き取り駆除を実施した（写真 3）．抜き取り作

業は，防草シートの設置が困難な場所，または

急斜面などで刈り払い作業も困難な場所で実

施した．大発生地の大井残土処分場において

2011 年 10 月から 12 月までの駆除量は約 1,080 

kg であったが，2012 年 7 月から 9 月は駆除量

約 47 kg にまで減少した．これは活動後半には

大きな個体が減少し，特に 7 ～ 9 月の期間は参

加者の減少はあったものの，個体数も極めて少

なくなり，駆除量が減少したものである．現時

点では大発生地の沓見埋立地においても生育数

は著しく減少している．

4．牧草などの播種・育成による被圧駆除

　ナルトサワギクは他の植物の被圧により発

芽・生育が抑制されるので，シロツメクサと

ギョウギシバの 2 種の牧草および緑化植物を播

種し育成してナルトサワギクの発芽阻止と生育

場所を減少することを試みた．シロツメクサは

2011 年秋と 2012 年春に南房総市沓見の埋立地

に播種した．ギョウギシバは 2012 年春に，防

草シートを撤去した跡の館山市大井残土処分場

斜面と裸地になっている部分に播種した．なお，

播種の直後に種子定着用の糊を溶いた水溶液を

散布した．

　シロツメクサとギョウギシバは播種後の生育

期間が短いため，2012 年 9 月には密生状態ま

で生育しておらず，期間中の抑制効果は特に認

められなかった．　

5．発生地およびその周辺のパトロール

　大発生地の 2 ヶ所以外は発生状況により 1 ～

3 ヶ月に 1 回のパトロールを実施し，10 ヶ所

で駆除が完了し，5 ヶ所で駆除完了の見通しに

なった．周辺パトロールにより新たな発生地が

3 ヶ所見つかったが，このこともパトロールの

成果である．

6．有効な駆除の方法を見出すための調査

　現状の把握と今後の駆除に役立てるために，

1) シロツメクサなどの植物の抑制効果調査，2）

防草シートの効果調査，3）刈り払い効果調査，4）

抜き取り効果調査を実施した．1）パッチ状に

生育したシロツメクサはナルトサワギクの抑制

効果が極めて大きいことが判明した．2）防草

写真 3　館山市大井の発生状況と抜き取り作業．

図 1　千葉県南部のナルトサワギク発生地位置図．
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目標である海岸への侵出阻止は達成された．す

べての発生地での完全駆除には至らなかった

が，生育密度を極めて低く抑えることに成功し

た．今後も継続的な活動を進めることにより，

残る数箇所の完全駆除も近い将来には可能であ

ると思われる．

番号 地区名（行政区) 小字・詳細場所 確認日 発生数 発生地の環境 発見者 確認者 現在の状況

1 出野尾谷津田 2007.04.16 5± 裸地 小林洋生 天野　誠 耕地整備で消滅

2 岡田川上流 2010.03.20 1 水田の土手 小林洋生 駆除完了

3 残土処分場 2010.09.07 数千本以上 残土処分場 斎木健一ほか 斎木健一 ほぼ駆除完了

4 館山市岡田 風早不動南奥 2010.05.03 23
造成地、付近に
残土処分場

山形達哉 小林洋生 駆除完了

5 御狩谷 2008.04.23 1 水田の脇 小林洋生 天野　誠 駆除完了

6 東根（２ヶ所） 2010.05.01 12 路傍・畑 小林洋生 小林洋生 駆除完了

7
手力男神社入り口
国道脇（２ヶ所）

2010.05.06 3 路傍・民家の庭 小林洋生 小林洋生 駆除完了

8 国道脇の草地 2010.06.22 3 牧草栽培地 川崎　一 川崎　一 駆除完了

9 残土処分場 2010.09.07 数万本以上 残土処分場 斎木健一ほか 斎木健一 90％以上駆除

10 館山市八幡 法務局北側付近 2010.04.26 1 建築中の住宅地 川崎　一 川崎　一 駆除完了

11 館山市正木 平久里川沿い 2010.05.05 2 護岸修復地 西木はな子 小林洋生 駆除完了

12 館山市北条正木 カインズホーム裏 2010.10.16 10 埋立地 須田守儀 小林洋生 駆除完了

13 館山市安東 ﾀｲﾖｳ種苗九重店前 2010.11.14 1 埋立地 小林洋生 小林洋生 駆除完了

14 南房総市山名 山名金毘羅山付近 2010.02.09 約3400 山林伐採地 川崎　一 尾崎煙雄 残り100本以下

15 加茂坂 2010.02.19 1 路傍 須田守儀 須田守儀 駆除完了

16 加茂坂下 2010.06.17 970 埋立地 川崎　一 斎木健一 駆除完了

17
荒井米穀物店前と
国道の歩道など

2010.07.07 50± 路傍・造成地 丸アイ子 小林洋生 駆除完了

18 実成谷奥 2010.09.20 709
休耕田　残土処
分場隣接地

小林洋生 小林洋生 駆除完了

19 実成谷集会所付近 2010.12.01 2,013 休耕田・路傍 小林洋生 小林洋生 駆除完了

20 梅田・松の江谷 2010.10.15 数千本以上
埋立地・路傍・
崖など

川名常夫 小林洋生 ほぼ駆除完了

21 加茂坂下　崖地 2011.11.06 １万本以上 山を削った崖 平井良明 平井良明 残数不明

22 南小学校付近 2010.07.27 数万本以上 埋立地 小林洋生 尾崎煙雄 残り1,000本以下

23 吹代堰脇　崖地 2011.11.04 約3,000 山を削った崖 平井良明 平井良明 ほぼ駆除完了

24 南房総市府中 宮田 2011.01.27 1 水田転作圃場 石井久隆 小林洋生 駆除完了

25 南房総市白子 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ公園脇 2011.03.05 1 イチゴハウス脇 今井敏子 今井敏子 駆除完了

26 鴨川市東 曽呂地区 2009.03.01 10± 造成地 三橋正道 天野　誠 除草剤等で消滅

標記した発生数は発見時または初期の抜き取り本数。　

館山市出野尾

館山市大井

2012年10月10日　　小林洋生作成

表１　千葉県南部安房地域のナルトサワギク発生状況

南房総市加茂

南房総市沓見

表 1　千葉県南部安房地域のナルトサワギク発生状況

シートでは 100 ％駆除できたが，設置場所が限

定された．3）刈り払い効果調査および 4）抜

き取り効果調査においても 2012 年の初夏以降

は調査区内において再生長や新たな発芽は確認

できなかった． 

Ⅱ．まとめ

　本活動中に館山市，南房総市など活動エリア

内での多くの場所で完全駆除に成功し，当面の
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