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神奈川県山岳連盟 

 



第三回環境登山実施報告書（総括報告） 
 
 
実施期間： 平成 24 年 5 月～平成 25 年 3 月 13 日 
実施場所： 丹沢山塊 二ノ塔・二ノ塔尾根周辺 
活動日程： 下表の通り 
 

表‐1 活動日程 
実施日 行事名 概要 掲載ページ 
2012/5/6 環境登山下見   
2012/5/13 第三回環境登山（その 1）  １ 
2012/6/16 団体植樹活動完了届   
2012/6/16 団体活動助成申請   
2012/6/17 １回目モニタリング 獣害（食害、引き抜き） 2 
2012/7/28,29 2 回目モニタリング     防獣ネット装着、青虫除去 4 
2012/9/16 3 回目モニタリング 防獣ネット倒れの補修、環境登山下見 6 
2012/10/14 第三回環境登山（その 2） 柵工補修、防獣ネット張替え 8 
2013/1/27 4 回目モニタリング 積雪被害、葉芽蕾確認 9 
2013/3/10 5 回目モニタリング 霜崩れ、葉芽蕾膨らむ 11 
 
活動のサマリー： 

  丹沢山塊 三ノ塔・二ノ塔に通じる登山道一帯のうち海抜1,000m 以上に重点地域とし、次に示す4

項目のボランティア活動を行った。 

①美化清掃活動 

②植樹 

④植樹モニター 

①及び②については、参加者を連盟会員から募った集合活動として実施し、散乱ゴミを収集・回収す

るとともに、二ノ塔尾根海抜1,050 メートル付近の登山道に隣接する裸地に「丹沢の緑を育む集い実行

委員会」から支給を受けたヤマハンノキ５0 本を植樹した。③については連盟自然保護委員による活動

として実施した。 

2009年から実施の経験を踏まえ、今回から春植えに変更、防獣対策、土壌流亡対策などを複合した

植樹活動とした。回数を重ねたモニタリングなどにより、実施地の植生改善を重点に活動を行った。 
 

 

 



 

第 3回環境登山(その１)実施報告 

神奈川県山岳連盟自然保護委員会 

1. 実施日： 平成 24年 5月 13 日 

2. 場所 ： 丹沢二ノ塔尾根 

3. コース： 菩提峠～日本尊の踏み跡方面～丹沢二ノ塔尾根(標高 1,000ｍ付近植栽)～ 

二ノ塔～（ゴミ清掃）～菩提峠 

4. 内容 ： 

1） ケヤマハンノキ苗 50本 （ほか 10本 秦野市街地で半年養生） の植樹 

2） クリーン活動(二ノ塔頂上付近) 

5. 参加者： 13 名 (連盟会員) 

6. 実施概要： 

5月 13日、丹沢二ノ塔で第 3回環境登山を行った。参加は 13人と低調であったが、好天に恵ま

れ、54 本の「ケヤマハンノキ」を植樹した。 

 

植樹に先立って、昨秋植えた苗木の枯死状態の植樹苗を掘り起こし根茎部分の点検を行ったが根

茎の発育の痕跡は見つからななかった。これを踏まえ、持ち込んだ苗木全てについてボール状の

根巻きを外して固まった根土をほぐし、植樹を行うこととした。丹沢二ノ塔での植樹は 4年目(例

年は秋の実施）となりますが、定着が難しく、今回は春植えを試すため、この時期の実施となっ

た。 

 

  

植樹方法について解説を聴く 植樹終了後記念写真 

 

所感： 昨秋、一部の苗を私宅に持ち帰り養生することとしたが、その際も根巻きをはがして、

根土をほぐし植栽したものが活着した。 
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平成 24 年 6 月 17 日 
神奈川県山岳連盟自然保護員会 

第三回環境登山（その１） 植樹 1 ヶ月点検の報告 

 
日時  平成 24 年 6 月 17 日 13：00～14：00 

場所  丹沢・二ノ塔 植樹地 （県行造林第四林班） 

目的  平成 24 年 5 月 13 日（日）に実施した第三回環境登山（その１）の際に植樹苗のその後の生

育状況を確認するため現地調査を実施した。 

概要  5 月 13 日（日）にケヤマハンノキの平成 24 年度分 50 本及び平成 23 年度分 4 本の計 50 本

を現地に持ち上げ植樹した。尚、成 23 年度分 4 本については秦野市内の松隈宅に 8 ケ月養

生をしておいたもの。 

    2009 年秋から実施してきた同地での植樹であるが、今まで活着に失敗を続けてきた。原因に

ついては明確ではないが、諸条件（痩せ地、風衝、食害）が重なって冬越しの環境に耐えら

れなかったのではないかとの大方の見方であった。 

そこで本年度は春植えを試すこととし、例年 9 月の実施を春植え（5 月の植樹）とした。 

状況  点検は目視での確認とした。確認の状況は次の通り。 

 

状況 
苗木の本数（本） 

下段禿げ地部 上段草地部 保護囲い部 

枯死 １ 0 0 

根茎掘り起こし(注 1) 3 1 0 

展葉不全(注 2) 残り全て 残り全て 0 

健全（注 3） 0 0 5 

       注 1  苗木が根ごと、苗床から引き抜かれた状態 

       注 2    葉径が全般的に小さい（成長が悪いか、後再展葉したとも見える） 

注 3  保護囲いの中の苗を基準（葉径 20ｍｍ位、旺盛に展葉） 

植樹地概念図 

HOMEBASE
タイプライターテキスト
2

HOMEBASE
タイプライターテキスト



 

旺盛な展葉がみられる保護囲い内部 無残に掘り起こされた苗木 

禿げ地部の苗 禿げ地部の苗 

僅かに残る小さな葉がみられる草地の苗木 再展葉の幼芽がみられる草地部の苗 

 

所感  保護囲いをしない部分の成長が思わしくない苗木は、葉や幼茎に食痕こそ見られないが、僅

かに残る踏み跡から鹿の就餌の影響と判断される。 

    掘り起こされたと思われる苗木については、葉が萎れずに残っていたことから、最近の被害

とも思われるし、連日の降雨の恵みかとも思われる。 
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平成 24 年 7 月 30 日 
神奈川県山岳連盟自然保護委員会 

 
第三回環境登山 (モニタ 2 回目)活動実施報告書 

 
実施件名： 防獣ネットの敷設 
実施日： 平成２４年７月２８日、２９日 
実施場所： 二ノ塔直下（海抜１０５０ｍ付近） （県行造林第４林班） 
 
敷設機材： ラクトン TM 幼齢木ネット （東工コーセン㈱製） 
敷設数： ４３木  （２ｍネット １３、１ｍネット ３０） 
参加メンバー： 延べ４名  
 
概要： ６月１７日に実施した植樹１ケ月後点検で野生獣の採食痕とそれに伴う、植樹幼木

の成長阻害がみとめられたことから、対策について専門家の意見を取り入れ、防獣ネットの施設を行

った。選定した防獣ネットは、ポリ乳酸繊維製ネット材を筒状に加工したもので、緩やかに生分解す

ることにくわえ、紫外線など耐候性もあるという。いわゆるエコ素材ということになる。 
 
販売製品は２ｍ（鹿の採食高さ《ディアーハイト》に合わせている模様）で、針葉樹種を主体に設計

されているようで筒形が１０ｃｍほど。今回防護する対象樹はケヤマハンノキの丈２５ｃｍ（実際は

採食に遭って１５ｃｍ前後の丈）であることから、１ｍに裁断したものもと併用して適用した。 
 
５月の植樹時には。活動地のうち、上段の草地に１５本に下段禿げ地に３０本の計５０本植樹したが、

今回の敷設では、上段の草地に１３本に下段禿げ地に３０本の計４３本となった。７本が消失してい

ることになる。 
 
成長程度は上段の草地の植樹分はほかよりはかなり劣っており、獣害圧が大きいことが伺えたことか

ら、上段１３本には２ｍのネット、下段には１ｍネットを敷設した。 
 

  
上段の草地の敷設 下段禿げ地の敷設 
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補足 
今回の敷設時に実施した事前観察として、 
１）前回認められた、抜根被害は全くなかった。（ 
２）保護囲い以外で生育が認められた幼樹数は 6 月で 49 本であったものが今回 43 本となり 

差し引き 6 本の損失となった。 
３）土砂の移動・流出 台風 4 号（6 月 19 日）の豪雨で一部に土砂の移動があったが、植樹幼木には 

影響が認められなかった。（植樹時に実施した柵工が奏功したものと思われる。） 
４）防護囲い部の成長は大いに認められた。状況は次の写真の通り。 

  

６月１７日時点 ７月２８日時点 
 
所感 
成果について判断するには時期尚早かもしれないが、 
獣（シカの模様）の採食圧の影響があるものの、多くの幼木の活着が認められたことから、 

１）この地の植栽は秋植え不適で、春植えに利がある。 
２）上段草地に植栽した苗木は葉のみならず茎（枝）の先端部分（若茎）まで欠損しているものが 

散見でき、下段禿げ地よりも摂食圧の高いことがうかがえた。 
３）下段禿げ地部分の植樹時には苗の根巻きを外しておこなったが、一部に動物による「根茎掘り

起こし」被害もあったが、活着に成功した。保護囲い部（上写真）も根巻きを外しておこなっ

た。 
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平成 24 年 9 月 16 日 
神奈川県山岳連盟自然保護委員会 

 
第三回環境登山(モニタ 3 回目)活動実施報告書 

 
実施件名： 防獣ネットの敷設 
実施日： 平成２４年９月１６日 
実施場所： 二ノ塔直下（海抜１０５０ｍ付近） （県行造林第４林班） 
実施内容： 植栽後４ヶ月目点検、環境登山（その２）下見 
概要： 第１回モニター（６月１７日実施）の植樹１ケ月後点検で野生獣の採食痕とそれに

伴う、植樹幼木の成長阻害がみとめられたことから、対策について専門家の意見を取り入れ、防獣ネ

ットの施設を第２回モニター（７月２７日と２８日実施）で行った。今回は第３モニターとして生育

状況の確認を、１０月に予定の第三回環境登山（その２）の下見調査を兼ねて行った。 
 
下段の裸地及び上段の草地に植栽した苗木（前回調査で防獣ネットを敷設した４３本）の何れもが展

葉がみられ、食害などによる枝葉の欠損もなく、順調な生育が認められた。最も旺盛な生育をしてい

るものでは、防獣ネットの丈（１００ cm）に及んでいるものもあった。 
 

  
上段の草地の敷設 下段禿げ地の敷設 

 
今回の観察のまとめとて： 
１）第二回モニター以降台風１０号などで９月第一週に西湘地域にまとまった降雨があったが、その

影響による土砂の移動もなく安定していた。（柵工の効果を確認した。） 
２）苗木は枯損・食害もなく、順調な生育を続けていることを確認した。 

（保護囲い部については次ページを参照。） 
 
第三回環境登山（その２）への課題事項として： 
１）生長が旺盛な苗木１０本ほどは防獣ネットの交換（１ｍサイズから２ｍサイズへ）が必要 
２）防護囲い部の苗木の枝葉先端部に食害を受けたと思われる欠損があり、防護囲の補修が必要、 
３）上段草地との境界部分にある庇状に張り出した段差の崩落防止に柵工の追加が必要と思われる。 
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９月１６日時点 

先端部の枝葉が喪失、囲いの天井の隙間から乗りだして摂食した模様 

  

６月１７日時点 ７月２８日時点 
 
所感 
概して、下段の裸地に植栽したものが上段の草地に植栽したものより生育が良い。苗木の素質や土

壌条件などや周りの植生との競合などの複雑な因子が絡んでいるものと思われる。 
防獣対策として実施したネット敷設は効果を発揮

したと判断している。 
上段の草地部は７月の活動時には動物の掘り起こ

し（表土が見える）跡が散見されたが、今回は一面

が草のみどりで覆われていた。風に揺れる防獣ネッ

トが「案山子」役（波及効果）を果たしているかの

ように思われた。また、表尾根歩道の二ノ塔直下に

ある砂防植栽の防護ネット(右の写真)と比較すると、

今回の採用は柔構造で耐風性もあり、まるでギブス

のように苗木を拘束することはない。引き続き、効

果を見守っていく予定。 
 

 
表尾根公園歩道（二ノ塔下）で見かけた防獣ネッ
ト（鉢きれそうに苗木を押し込めている）と、風
などで破損放置されたネットの残骸（バックに見
える）の様子：標高 1000m 付近 
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第 3回環境登山(その 2)実施報告 

神奈川県山岳連盟自然保護委員会 

1. 実施日： 平成 24 年 10 月 13 日 

2. 場所 ： 丹沢二ノ塔尾根 

3. コース： 菩提峠～日本尊の踏み跡方面～丹沢二ノ塔尾根(標高 1,000ｍ付近植栽)～ 

二ノ塔～（ゴミ清掃）～菩提峠 

4. 内容 ： 

1） ケヤマハンノキ苗 保育、柵工補修、防獣ネットの補修など 

2） クリーン活動(二ノ塔頂上付近) 

5. 参加者： 20 名 (連盟会員) 

6. 実施概要： 

第 3回環境登山（その 2）が 10 月１4日開催され、20 名が参加した。 

この環境登山では、今年 5月に二ノ塔尾根の海抜 1000ｍ付近に植栽したケヤマハンノキの保育メンテ

ナンスを行ったあと、二ノ塔頂上直下（旧月見小屋跡地）のゴミ回収を行った。 

ケヤマハンノキの保育メンテナンスでは、丈が伸びた楊木の防獣ネットの掛け替えと土留め柵工の増

設を約 2時間かけて行った。シカの摂食圧で一時は葉を無くしかけたこともあったが、防獣ネットの

効果もあって、展葉の進み順調な成長をしているところ、防獣ネットの丈が手狭になったころから約

10 本の幼樹の付替えをおこなった。 

柵工は植栽投手から実施してきていて、周囲の土砂の流動もなく安定した地表を保ち、雑草など植生

が入り始めた。今回の増設は冬に向けて上部の崖の霜崩れの悪影響を抑えるために増設を行ったもの。 

3 年前で二ノ塔頂上直下（旧月見小屋跡地）での露出ゴミの回収を完了したが、年を経て、表土の流

亡などから、また露出ゴミが散見されるようになった。今回の回収は 30 分の予定で始めたが、10 分

もたたない間に回収袋が満杯の状態となり、天候も下り坂模様となったので早々に切り上げた。約 6

袋分を回収した。 

苗木の保育作業を行う参加者 植栽活動フィールドでの集合写真 
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第三回環境登山 二ノ塔植樹(モニタ 4 回目) 実施報告 
神奈川県山岳連盟自然保護委員会 

実施日 平成 25 年 1 月 27 日 
状況 
１）数箇所、防獣ネットごと倒れて（傾いて）

いるが、苗には影響が見られなかった。 
２）苗木は葉芽が確認でき、休眠中の幼樹の

印象（生きている） 
３）ずれ落ちた防獣ネット（蛇腹状態）で苗

木の歪曲 
４）以前に粘土質の固い表土が、霜柱と陽光

で「ふかふか」状態に 
５）柵工の効果が土砂移動をかなり緩和 
６）上部草地との崖縁での霜崩れで一部の苗

木が埋没 
７）防獣ネットの生分解効果を確認（風雨で

分解し、ネットに穴） 
 

 
防獣ネットの中で春を待つ葉芽の蕾（焦茶色して艶がある） 

 
植樹地を下流から見上げる。下流側に残る積雪、一部の苗
木はネットごと倒れている。崖縁の上部に草地の植栽苗の
防獣ネットが見える。（多くのネットは山側に傾いている。 

HOMEBASE
タイプライターテキスト
9

HOMEBASE
タイプライターテキスト



 

  
「ふかふか」の表土（土砂は固定されている） 風雨と陽光で分解して穴が開いたネット 

 

  
崖縁部の霜崩れで埋没した植栽 補修作業の後、崖縁上部からの俯瞰 

 
所感： 

苗木は「生きている」。1 月 14 日の積雪が消えないで残っている。この日も菩提峠までバイクが入

れず富士見橋付近に駐車して、現地へ向かう。途中吹き溜まりでは膝下まで雪にもぐりこむ。 
環境登山（その２）以降、年末(12 月 30 日)にまとまった降雨があり、表土も大分安定してきてお

り、環境登山（その２）以前に見られた小さな雨水が流れた痕跡の侵食（リル）がまったく見られず。

柵工に効果ありと認められる。 
表土も粘土状に固まった「赤土の滑り台」状態が、まるで耕されたように「ふかふか」となっており、

霜柱で持ち上がった表土が流出せずに柵で堰きとめられていた。 
苗木も枯れたように見えるが、葉芽が付いていて休眠状態とうかがえる。後は凍害さえなければ、

春の芽生えが期待される。 
来年度の第四回環境登山も今回同様に「春植え」を実施の予定であるが、今回の県下を踏まえ、第

一回で実施したパラグライダー離陸地付近の崩壊地を考えている。植樹苗の入手については、今回は

はじめて三菱 UFJ 環境財団の提供事業に応募している。多くの岳兄姉の参加を期待するところ。 
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第三回環境登山 二ノ塔植樹(モニタ 5 回目) 実施報告 
神奈川県山岳連盟自然保護委員会 

実施日 平成 25 年 3 月 10 日 
状況 
１）葉芽の蕾が一層膨らむ。 
２）全苗の獣害、風雪害・凍害の影響は認められない。（苗の損失無し。） 
３） 防獣ネットの破損・消耗は認められない。 
４）斜面部の表土の移動がみられた。霜による持ち上がり、風と雨、雪解けなどが原因か。 

但し、埋没苗１本のみ。 
5）柵工の効果が土砂移動をかなり緩和。柵工いっぱいに土砂滞留。 
(苗木の状況写真) 

 
防獣ネットの内部の苗木。葉芽の蕾が更に膨らむ。 

 
(柵工部の状況写真) 

  
霜で持ち上がった崖から剥がれた土粒の崖錐状の

たまり。(がげ直下の柵甲部) 
霜で持ち上がった土粒がまるで耕したように盛り

上がっている。（中段柵工部） 
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（植栽地の状況写真） 

  
草原地の植栽 裸地部の植栽、崖縁上部からの俯瞰 

 
所感： 
裸地の植栽部で、前回のモニタの時に斜面に滞留していた表土が乾燥の影響だろうか、風雨で移動し

ている模様である。この日は風が強く、時折の強風に土埃が認められた。柵工の直上では既に満杯状

態に土砂が滞留しており、柵工土留め効果は認められたが、霜柱で残った「ふかふか土」も乾燥と風

で吹き飛ばされかねない状況。風による土砂の移動があるから、裸地化した風衝地への植栽は難しい

と言われる。今回の植栽地は葛葉沢から吹き上げる南風をまともに受ける場所であるから、土砂の移

動を如何に抑えるかがポイントと考え、現地材を利用した手作りの柵工を取り入れてきたが、上手く

苗木の定着に結びつくことを期待している。 
苗木は葉芽の蕾が膨らみ、展葉を迎える可能性が一層上がった。幼樹用の防獣ネットの中で小枝が

歪曲をしてはいるが、着実に春を迎える変化が始まっていることが伺える。今までの経験をまとめる

と、山岳裸地への植栽には、「春植え」「柵工(土留め)」、「防獣ネット」の三点セットが必須というこ

とになろう。 
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