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丹沢の森の自然と整備 

相馬 福平氏 講話 (平成 27 年 2 月 28 日県立山岳スポーツセンターにて) 

 

ただいま紹介いただいた相馬といいます。紅葉さ

んとは３０年来のお付き合いがある訳ですが、講

演依頼を聴いたとき、人前での話の経験があまり

ないので、それでもよろしいかと尋ね返した次第

です。「森の名手・名人」のことを紹介いただき

ましたが、神奈川県での林家では初めての選定を

受けました。たまたま県下の事業体の会長をさせ

ていただいており、県の推薦もあって選定を受け

た次第です。 

話し下手なところをご容赦いただき講義をさせ

ていただきます。 

 

山の手入れと安全対策ということでございます

が、林業の分野は他の業種に比べ立ち遅れている

ところです。たとえば、機械化の面での遅れです。

そのため、人手によるところが多々あります。神

奈川県内でも機械導入が行われつつありますが、

山林が急峻でありますことから、導入の遅れを招

いています。県西部では林道整備が進んでいるこ

とから、機械化導入には役立ってはおります。私

どもでは、津久井など県央地域で仕事を致してお

りますが、傾斜が急でありますことから高性能機

械が殆ど使えず、樹幹を掴むグラップルという機

械を辛うじて導入しています。タワーヤーダなど

もありますが使う勝手が悪く導入を控えていま

す。ただ集材機だけは昔から使ってきました。

近では、リモコン操縦の自動搬機を使いだしまし

た。従来の集材機ですと荷掛けする人、荷下ろし

する人が無線連絡で行わなければならず、状態の

確認は無線の声のみに頼って動きが分からずに

危険が大きかった。１０００人率で言うと建設業

の倍以上となっています。林業の場合は当然のこ

と防災や安全対策が強く求められます。事故が一

番多いには、掛かり木です。間伐には必ずと言っ

ていいほど発生いたします。 

 

太平洋戦争の後、日本中の木が切り尽くされてし

まったことを埋め合わせようとして、造林が盛ん

に行われ、戦後７０年の間に短期間に日本の山林

の３分の１に当たる１０００万ヘクタール以上

の山林を植林しました。手っとり早いとの観点か

ら、スギ、ヒノキ、マツ、カラマツなどの針葉樹

を植林していった訳です。しかし、人工林には人

が手入れをすることが必要で、逆に荒れてしまう

ことが起きました。日本の山林現状はと言います

と、材木の価格が安いものですから、林業に手が

行き届かないということが多々あります。神奈川

県の例を挙げますと、平成１９年から水源林事業

が始まりました。県民から１０００円弱の上乗せ

で税金が徴収されており、その財源は４０億円余

りです。そのなかから資金を個人の山林に投入し

て、手入れの進んだ個人所有の山林が増えてきて

おります。もちろん、荒れ放題の個人の山林がい

まだに多くあります。荒れた山林を放置しますと

災害にもつながってきますので、そのような観点

から間伐が必要となります。 

 

山の仕事をするときにどのような服装が良いか

ということですが、頭は必ず保護帽を被って、保

護帽には目を覆うプロテクター、耳を保護するイ

ヤーマフをしてもらうといいと思います。保護帽

には必ず顎ひもを付けて、腕カバーとか脚半を付

けます。防護靴ですが工場で履く安全靴のような

ものよりも山を歩く場合には地下足袋かスパイ

クの付いた地下足袋が適当です。鉄板の入った安

全地下足袋などが市販されています。 

 

山の一連の仕事は、地拵え、植え付け、下刈り、

間伐、主伐のサイクルで行われ、循環型作業が行

えるのは日本の産業の中でただ一つが林業だけ

ということになります。したがい再生可能で半永

久的に行えて環境にも 高の職業といえます。特

に地拵えや植え付けはそれほど危険の伴うもの

ではありませんが、下刈り作業あたりから、機械
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を使うなどで危険度が増します。刈り払い機には、

Ｕハンドルと一本竿の２タイプがありますが、

元々は一本竿でした。事故が多いと言うことでＵ

ハンドルのタイプが考案され、また一本竿タイプ

も握る操作のアクセルレバーにするなど改良が

行われてきました。回転歯にはいろいろな種類が

あって、 近は「笹歯」といって丸いヤスリで目

立てするもので、灌木用に使用しています。昔は

「鋸歯」が主流で目立てに時間がかかり効率的で

はありませんでした。刈り払い機の使い方として、

歯の回転方向に合わせ、右から左へと一方向で刈

るのが正しいやり方です。殆どの人は往復刈りを

しているかと思いますが、歯の回転方向と逆方向

の刈りますと、切れは悪くなるばかりでなく、歯

を欠く原因となります。作業姿勢で大事なことは、

足場をしっかりと固めることです。絶対してはな

らないのは、急斜面などでの下方向に向かって作

業を行うことです。そうしますと、滑った場合に

刈り払い機に足が当たってしまう可能性が高い

からです。滑ったら必ず怪我をすると言うことで

す。移動するときにはエンジンを停止させること

です。また、近接作業では、刈り払い機がキック

バックで振れることがありますで、必ず５メート

ル以上離れて作業が必要です。振動障害ですが、

近の機械は防振機能が装備されているので、普

通に使う分には殆ど心配が要りません。しかし、

必要以上にグリップを強く握っていますと振動

の伝わり方が大きくなりますので注意が要りま

す。 

次に枝打ち作業ですが、昔は鉈などで行っていま

したが、鉈で枝打ちしますと、払ったところから

雨水が入って材の染みの原因となりますので、神

奈川県では鋸の使用が前提となって、鉈の使用は

一切禁止です。バーの長さが１０ｃｍほどの小型

チェーンソウを枝打ちの主流に使っています。チ

ップソウと言うエンジン本体が背負いタイプの

ものも使われていましたが、事故が多く余り使わ

れてはおりません。 

 

次に間伐作業ですが、この工程が重要であり、危

険率が高いものです。間伐作業の場合、樹高の１．

５倍の範囲内では人を入れないように、他の作業

ではそれ以上を離れた場所で行うことが必要で

す。神奈川県では鹿害の低減を目的に灌木の除伐

をしなくなっていますから、隣の人がどこにいる

のかわかりにくいのですが、樹高の１．５倍離れ

るようにしましょう。 

伐倒前には必ず待避場所の確認を行い、待避し易

いように、灌木など障害物を取り除きます。待避

場所は安全な場所であることを前提に選定しま

す。旧来伐採は山側に倒すとされてきましたが、

近では下方向に倒す形になっています。 

伐倒前にはチェーンソウの点検を行いますが、目

立てが正確に出来ていないと、切れ味が悪いばか

がりでなく、振動の伝わりが大きくなります。チ

ェーンソウでは点検整備と目立てが大事です。作

業は受け口を作ることから始まりますが、太さの

４分の１以上、大径木では３分の１以上で、下切

りは水平、斜め切りは３０度から４５度の角度で、

下切りと斜め切りの終わりの部分は一致させる

こと。一致させないと、追口を切ったときに、ツ

ルが効かなくなるし、ツルが効く前に倒れてしま

うことにもなります。追い口の高さは斜め切りの

３分の２です。ツルが１０分の１ほど残します。

余り深くすると矢（クサビ）を入れる前に倒れて

しまい、伐倒方向が意図したところでなくなるこ

とがあります。切り込みが進みとチェーンソウの

切り溝が狭まりますので、太い場合は矢を入れて

からツル幅の調整切りをしてもよろしい。 後に

２本の矢を使って伐倒します。切り方にはこのほ

か追いツル切りなど、樹木の径にあわせていろい

ろあり、ツルの残し方で変わってきます。倒すと

きには必ず合図を行ってからにする。追い口を切

る前のか、倒す前により大声などで合図を行う。

合図の方法は事業者で独自に決めることになり

ます。安全作業を確実にする点から、指さし呼称

の励行も大事です。 

 

掛かり木処理ですが、これが一番に危険な作業で

す。径が細いとそれほどでもないのですが、直径
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が１５～２０ｃｍになりますと危険が増してき

ます。十分注意して、掛かり木を残さないことで

す。掛かり木になってしまったときの処理の仕方

ですが、棒で回したり、フェリングレバーを使っ

て回転させます。それでもだめな場合には、ロー

プやワイヤーを使って引き倒します。チルホール

や重機を使って行う場合には必ずスナッチを介

し、９０度以上の開き角度を付けて引っ張ること

です。今はこのほかにいろいろな機械があるわけ

ですが、うちではロープウィンチを使っています。

掛かり木になる前から殆ど素材生産を行う場合

には元切りがおこなえませんから、 初から牽引

を行って横に倒しています。ロープウィンチはチ

ルホールと違ってワイヤーに代えてロープを使

っておりますから、取り扱いがし易く自由が効き

ます。エンジン部分は本田製を使っています。

近は１００～１５０メートルと長いロープも作

られています。エンジン部分は１箇所に固定して

スナッチの位置を移動して、色々な方向に合わせ、

１日の長時間の作業をこなすことが出来ます。 

 

掛かり木処理での禁止事項ですが、第一番目とし

て、掛かられた木を切ること。次に他の木を切っ

てなぎ倒すこと。掛かり木の根本側（下側）を切

り縮めること。根本側を切り縮めるときには切り

終わった瞬間に反動が掛かり危険です。木に登っ

て掛かっている枝を切り落とすこと。肩で担って

掛かり木をはずすこと。掛かり木を放置すること。

掛かり木をやむなく放置する場合には注意表示

やロープなどを張っておく。 

 

災害が起きた場合について、連絡の徹底が大事で

す。作業場所に 寄りの消防や警察の把握をして

おき宇ことです。万一の場合には連絡がスムーズ

の出来るように図ることです。 

 

植林の時の密度管理ですがそれぞれの産地によ

ってはヘクタール当たりの植採本数が異なりま

す。京都の北山スギなど絞り丸太では直径が５ｃ

ｍ程の細いところまで有効利用していますから、

間伐しても有効材として捨てるところはありま

せん。 

１千本上になりますと下刈りが大変です。植え方

によって施業の方法も変わってきます。足場丸太

などでは１万本植えをしていました。 

 

後に地球温暖化と森林の話を致します。日本の

場合は国土のかなりの部分が山林で占められて

おり、環境対策という面で森林は大きな役割を果

たしています。地球の環境を大きく変えてしまう

と言われる温暖化、特に 近大きく叫ばれていま

す温室効果を起こす大気中の二酸化炭素濃度は

年々高くなっているわけですが、その二酸化炭素

を分解吸収し炭素を貯蔵する森林と木材の役割

が注目されています。木の場合は切っても木材と

して５０年も１００年も材の中に炭素を貯蔵し

続ける訳ですから、環境としても効率良いもので

あります。従い山林は炭素を貯蔵する巨大タンク

とも言われています。１００年樹でも有効に貯蔵

しているかと言いますと、そうでもありません。

二酸化炭素を取り込んで酸素を発散する能力の

ある樹齢としては、４０年～５０年と言うことに

なります。したがって、５０年樹位で更新するの

が、針葉樹にとって理想的です。しかしながら、

近お木材価格の低迷から長伐期への動きを加

速しています。経済的に有効利用できる林道など

近くで作業できるところは皆伐して植え替える

ことの方が環境には良い訳ですが、なかなか伐採

する事自体が社会悪とみられていて間伐が優先

され、皆伐を控えるのが実体です。神奈川県内で

は皆伐が出来る場所はありません。 近は少しず

つ切って植え替えることが行われる動きが出始

めましたが、具体的になるには１０年位は先のよ

うです。県議会でも木を切って更新していくこと

を取り上げるようになりました。 

 

森林の持つ多面的機能として、水源涵養保安林が

広い面積を占めていますが、経済的価値で７０兆

円相当とも言われています。平成２７年の国家予

算が９６兆３千４百億円ですから、予算規模の７
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割に相当する価値と試算されています。そういっ

た価値の保全という観点で、公共予算の導入を図

って、森林整備をしていくことが必要と考えます。

いずれにしろ、山の手入れをしないと、近年、全

国的に異常気象による突発的な災害が起きてお

ります。山の手入れをしていれば多くの部分未然

に防げたと思います。林の中に光りを当てないと

下層植生も繁茂しなくなり、降雨も地中に浸透す

ることなく地表を流れてしまいます。したがい山

の手入れは大事です。 

 

先の震災で福島原発の損壊のあと、光発電などの

再生可能エネルギーの導入が検討されてきまし

たが、林業分野でもバイオマスエネルギーが注目

を浴びています。全国的にもかなり計画されてい

ます。神奈川県内でも話題が挙がっては消えを繰

り返す状況ですが、小田原や中井で動きがあるよ

うですが実現性は低いといわれています。静岡県

でも動きがあるようですが、何年か先になる模様

です。神奈川県の中でも一部の業者は、千葉県の

市原にある三井造船の稼働済み発電所へ木屑や

廃材や建設作業現場から出る廃材を燃やしてい

ます。間伐材などを使った発電に切り替えていま

す。神奈川県内でもそのような業者が既にありま

す。これからはそういったバイオマス燃料とかチ

ップ化した燃料の生産が増えてきますので、おそ

らく山の間伐材は林の中には残らないようにな

るでしょう。近いところは全部搬出してバイオマ

ス燃料になるかと思われます。当社も今年度から

その準備で、チップ化へ向かって進行中です。山

の間伐材を全て搬出する計画でいます。 

 

以上のところで終わらせていただきます。 

 

Ｑ＆Ａ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ロープウィンチの値段は：一式込みで６０万円ほどです。 

 

どれ位まで引けます；直引きで１トン程です 

 

人手で運べますか：運べます。チルホールの大きいものと考えてください。 

 

利点は：軽いこと、ロープなので扱いが容易 

 

バイオマスの経済性は：未だ計画の段階です。地域で出る材を地産地消でやる程度です。 

山の間伐材ですと１トン当たり３４円程で買い取りが相場です。 

 

スズメバチ対策：エピペンを準備。振動の特別検診にあわせアレルギー検査を受けるようにいたしてい

ます。 

 

ヒルとかブヨ対策：１００均の虫よけスプレーを重宝しています。 



く> なぜ間伐作業が必要なのか

く〉 安全対策 1. 身支度について

2.チェンソーの取扱い方

3.地権作業

4.植栽作業

5. 下草刈(下刈)作業

6.枝打(スソ払)作業

7. 間伐 一伐倒前の確認、

- 伐倒中の確認

一 伐倒終了後の確認

8.受け口、ナナメ切、追い口

9. かかり木の処理

10.労働災害発生時における連絡方法

く> 山の仕事はどの様な組織の人達が

1. 森林組合

2. 林業会社

。森林のもつ公益的機能

j 
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なぜ間伐か
その意味するもの

i間伐問題とは なに

T間伐をどう進めるか」は、林業

界の近年の重要課題です。針葉樹

の人工林がある地域では、林業関

係者が間伐を少しでも進めようと

さまざまな努力を続けています。

間伐は、一地域だけの話ではなく、

全国的な課題なのです。

また、間伐は林業界や林業経済・

だけの問題ではありません。山村・

はもちろん、里山域、都市近郊、都

市などの環境、社会、産業活動に

もかかわってきます。ですから、

間伐についてわたしちみんなで考

えたいと思うのです。

なぜ、間伐が全国的な課題なの

でしょうか。それには、森林の歴

史を見る必要があります。

{干ha)
2000 

1，762 
1，691 ':':': 

ト 的資源造問史

日本の人工林づくりは、歴史的・

な視点で見ると、緊急的な国をあ

げての事業であったといえます。

徐々に、少しずつつくられてきたの

ではなく、短期間 (30年間桂度)に

国土のおよそ3分の1(1，000万ha)と

いう膨大な森を造林してきたので

す。それぞれの地域の森林所有者、

林業技術者が懸命につくってきた

森です。世界的にもまれな例とい

えます。

なぜでしょう。それは、太平洋

戦時、戦後、日本中の森が切り尽

くされたことに原因があります。い

わゆる裸山だらけになったので

す。

それを何とかしよう、山の緑を

取り戻そう。ぞれが当時の日本人

〔我が国の人工林齢級別森林面積の推移〕

J 

の願いでした。それで、歴史的

もまれな全国的造林運動が始ま

たのです。。その後起こった都市

興 ・住宅建設プ}ムによる木材

要や燃料革命(家庭エネルギー

の薪 ・フド炭が石油・ガスに)も

造林を推し進める力となりました。

日本の山の約6割は個人所有(

よぴ企業・団体など)です。自

ちの山を植林するにはスギ、ヒノ

キ、マツ、カラマツといった針葉樹ー

が好都合でした。割と成長が早く、

育てば資材(つまり木材)として利 t

用でき(収入が期待でき)、自然災

害を防ぐ役目を果たしてくれるか

らです。

とのように、木材資源づくりと自

然災害防止の両方に願いが込めら

れて、造林が進められてきたのが

日本の歴史です。

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

1，569 

800 

600 

400 

200 。

。104

2 3 4 5 6， 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 

(齢級}
資料 :林野庁業務資料
1齢級とは 1-5年生、2齢級とは6-10年生、・ ・・・19齢級とは90-95年生をいう。
注":数値は各年度末のものである。
注2:昭和60(1985)年は15齢級を、 平成18(2006)年は19鈴級を最大齢級としており、‘
それ以上の齢級は最大齢級にまとめている。
注3:森林法第5条友ぴ第7条の2に基づく森林計画対象森林の「立木地Jの面積であるq

之
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を前提とした
くり

伐するのが大変なら、間伐

ていいように(まばらに)植

いいのでは」と思われるか

ません。けれど、私たちの

ちが育ててきた人工林は、

ることを前提とした森なの

前述したように、木材資源

という願いを実現するために

木材としての価値が高くなる

くりが必要です。それには閉

ません。

た、間伐は森林所有者に収入

たらします。伐った木が売れ

、何十年も待たなければなら

収入(最終的伐採時)を、途中

ってくれます。

そうした願いどおりに進んでい

ば、いまの間伐遅れ問題はなか

たで、しようが思ったように間伐

れないのが実情です。理由

さまざまです。需要の低下、代

:替資材出現…。買い手がなかった

f間伐をするJを前提に日本の人工林はつ
くられている

り、仮に売れても散々の値段にな 成果を損なってしまっては、歴史

ってしまうなど。 的な損失となります。せっかくつく

もし同伐材が期待遇りに売れ、 りあげた森(の木材生産機能、公

それが林業地域を潤す事業になれ 的機能)を維持し、日本の誇れる資

ば、機械を買う投資もできるし、 源として将来につなげていくことで
の

魅力的な収入を求めて人手も集ま はないでしょうか。 し1

るでしょう。 そのために必要なのが間伐で
ろ
し、

す。間伐することを前提とした森
ろ

づくりでは、間伐の遅れは致命的

結果を招くおそれがあります。風、

いま、私たちが考え、実行しな 雪で森の木々がたわいもなく折れ

ければならないこと怯なんでしょ る被害、病虫害のおそれなど。間

つ。 伐が遅れた暗い森が怖いのは、土

このように間伐材が売れなくな 壌の悪化や損失です。土壌侵食が

る時代の流れを責めても仕方あり 進めば、森の栄養が失われ、保水

ません。 カも期待できなくなります。それは

もう二度とこないかもしれない 山だけの問題ではなく、下流域の

全国的な(緊急的)森づくり。その 都市にまで景簿します。

〔間伐面積の推移(民有林))• 

(千ha)
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安全な伐木造材{信義71::① 

(基本的事項)

服装と保護異

く〉安全の第一は、服装と保護真。次の基本を守って着用すること

①服装は、そでじまりのよい長そで上衣、すそじまりのよい長ズボンを着用。

履物は、足に合った、滑りにくいものを着用。

②保護具(保護帽、防振手袋、耳栓、呼子、保護眼鏡等)は、正しく着用。

画冨 イ軍吉整中宮

E岳可F
3奇桂

おdf:ふt

• 

1

1

J

i

t

a

l

i

-

-

1

1

j

j

 

tj. 

埠ィ
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命 、 ....~.~...... ~・3俗、品品掴守副領.~嶋田・----- .

森林め林業のしごと

/ 
J・1白 、付

¥、血

，更新

生産

一明
一

一説
一一

一'の
一

一~2
4
=
同
一

一一用
一
1 地ごしらえ

地ごしらえは、植栽する前に、末木(利用されずに放置された木の先端部分)や枝条、あ

るいは繁茂した雑草木などを片付けることにより、植付け作業を容易にするための作業です。

作業工具としては、カマ、ナ夕、手ノコ等を使います。

地ごしらえの方法としては、植付の支障となる末木や枝条を等高総に沿って筋状に置く方

法及び枝などを細かく切って林地の全面に散布する方法などがありますO.

2 植付

植付は、苗木を林地に植付ける作業です'0

工具としては、クワを主に使います。その他、植穴の中に出ている根などを切るために、

手ノコ、ナタが使われます。

作業の進め方は、石などが落ちて苗木が痛まないように、斜面の上部から横移動しながら

下部へ進みます。

3圃

Y.Mataukuma
タイプライターテキスト
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3 下刈

下刈は、造林木が健全で速やかに成長するよう造林木に覆い被さっている雑草木を刈り払

う作業です。

作業工具としては、刈払機や下刈ガマ(鍋づる型)が用いられますb

作業の進め方は、等高線に沿った横移動を下(谷側)から上(山側)へ向かつて進める方

法及び上に向かつて登りながら刈り進む方法があります。

4 除伐

除伐は、造林木を健全で速やかに成長させるため、競合する他の樹木を除去する作業です。

作業工具としては、刈払機、'除伐ガマ(ナタ型)、ナ夕、手ノコ等を使います。

5 つる切り

造林木の素直な成長を妨げるつる植物を根元から切断し、巻きついたつるを幹から取り除

く作業です。作業工具としては手ノコ、ナタなどを使います。

6 枝打ち

枝打ちは、無節の優良な材を生産するため、枝を幹から平滑に切り落とす作業です。

工具としては、ナ夕、オノ、手ノコなどが使われます。

7 雪起こし

雪起こしは、地上に積もった雪の圧力や枝、葉に付着した雪の重き広よって倒れたり、曲

げられたりした樹木を起こし、ひもで固定する作業です。

:

:
l
i
l

i

--

• 

j
i
l
-
-:
・
;・

8 間伐

木の成長によって込みすぎた状態となった造林木を、適度に間引いて、残した造林木が健 i 
全に生育できるような成長空間をつくるためと、細い丸太を何度か生産して経済的利益をあ

げるために行われます。しかし、近年は、間伐材を搬出しても経済的利益が出ないために、

間伐材を切り捨てている例が目立ちます。

9 主伐

最終的な収穫として行う伐採を言い、通常、当該区域の立木のすべてを伐採する皆伐作業

が行われます。スギやヒノキでは普通、植付けから50年ほどで主伐をむかえますが、近年は

主伐期を延ばして60年、 80年、場合によっては100年以上とする例もあります。

10 集材

集材は、伐採木を一定の場所まで集める作業のことです。幹を切断(玉切り)して丸太に

した木材を集める普通集材、枝を切り落とし幹だけにした木材を集める全幹集材、枝をつけ

たままの伐倒木を集める全木集材があります。近年、せっかく切った間伐材も、この集材の

作業に費用がかかりすぎるため、林外へ搬出されない例が増えてきました。

も

Y.Mataukuma
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密度官理理論①
江戸E斬モから見られる間伐

ー

l
i
l--
-

自各地にあった地域性
露豊かな間伐

日本の林業では、いつ頃から間

伐が行われていたのでしょうか。

古くは江戸時代から始まっており、

20世紀に入ってからも日本各地で

地域性豊かな間伐が行われていま

した。例をあげましょう。

・吉野林業

奈良県吉野川・紀ノ川流域の人

工造林は江戸時代初期から始まっ

ていました。とくに江戸中期以降は

密植・長伐期 ・何度も間伐を繰り

返す集約的林業経営が発達しまし

た。一般建築用材のほかに、吉野

のスギ材は香気に富み、酒に独自

の風味を与、えるとして樽丸材(年

輪が綾密で、幅が揃っている)が生

産されていました。京阪に近いた

.め大阪の資本が入札地元の人々

が管理(山守と呼ばれた)を行って

きた歴史があります。

1ha当たり l万本を超える苗木を

植え付ける密植で有名です。管理

に対する支払いが植栽1本に付き

いくらという計算だったため、ある

いは高密度に植えた結果よい材が

できたことなどが、密植が始まった

理由との説があります。いずれに

しても、間伐材の利用と年輪密度

の均ーな完満材を育成するため

に、積極的な間伐を行う技術を発

達させてきました。

明治時代の記録では、 15年目を

初回とし100年固までに13回間伐を

行ったと報告されています。これ

は、植栽本数の95%が間伐される

ことになります。

間伐の時期は、樹皮利用のため

に樹皮が容易にむける3月下旬か

ら4月下旬に行うようにしていまし

総裁密度 間伐
収穫までの時間

{伏期}
林築地

収f聾した木材(丸太)
。のさな用途

主Zお健
(ha当たり 1万本以上}

早くからしばしば 長い

密縫 ほとんど行わない 短い

密絡 ~~.皮に行う 短い

中くらい

(ha当たりま以涼吾被)
~皮に行う 長ぃ

中くらい

(回当たり獄沿材甑)
中くらいに行う 長い

疎ti1i 翁皮に行う 短い

超E聖徳 単木の成長を

(ha当たり1αX)-15OO*>見てすこし行う
長~.'

資料 :絞I1、線路t

吉野{奈良県)
優良大径材、 4軍用
丸余

定.1&丸太など18四谷保京}

西川 (j奇玉}、普梅{東京)、 足1量丸太、角材、

箆!l(三箆}、芦北(飯本) t.主材など

智頭 (J鳥取}
侵良大径材、御用
丸太

l日毘有称 大t是ー般材

夫常{静岡}、自由{大分}、
一般用材、電柱、

小田 (1m本)、木E耳目車』誌に
下敷M

ポカスギ(富山など}

紙ne(宮崎) 造船用材

歴史に見る地域性豊かな間伐の事例

政106

た。

1ha当たり12，000本植えで間伐

14回行った例で、間伐材の

(後価合計)と主伐(最終伐採)材

の収入とを比較してみると、

間伐材:22-主伐(最終伐採)材:

の割合になったそうです。

(参考資料 :r日本林業技術史』日

技術協会)

・天竜林業

現在の静岡県磐田郡 ・周智

円に広がる林業。一般建築用

産を主目的とする一般的

林業の代表例です。

3，000本/haを植栽し、

で全体の10%を保育間伐し、

25、30年頃の3回間伐を行うやり

です。最終伐採樹齢(伐期)

40年と割合早く、その時の本数

1，200本/ha程度です。

昔筑紛誌に三RMI締結え付t1

王口で2-3寸砕~6-9剖
に立ったら1本島曹に眉慨するe

m伐材の鹿をむいたものは吉努
克太としてよい舗で売れた.

11喝(約1.釦n)

間伐後は1信E郡高となる。
約5年縫ったら‘湾Ul本有
害に{母{呈する.

この側主Mも床柱としT高値
で売れた.

2悶{豹3.6m)

残ったスギtぉ~，ll~耳とヰる.
成木を待って、板局紛とする.

? 

吉野式間伐の事例

Y.Mataukuma
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.会品林業

現在の宮城県日南市一円に広が

る林業。弁甲材(和船用材で目が

粗くても柔軟な材)生産が目的で

す。当地は台風の直撃を受けやす

い地方なので、 1000本/haと疎植

し、枝打ちは行わず-1本1本を早く

太くします。間伐は20~40年生の

間に行い、伐期は55年。そのとき

の本数は300~500本/ha程度で

す。

この方法は経営的に有利です。

. . 

材質は年輪隔が広いのが特徴。比

重は軽く、強度も多少落ちますが、

大径木が欲しい際には適していま

す。現在は同様の方法で主に建築

用材を生産しています。

-
K
V川

ιiq

、

吉野、天竜、猷肥の各林業地の間伐の特徴 一定面積当たりの密度の経過を比較した模式図。

107(" 

§ 
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4刈払機作業

(1 )刈払機の構造

刈払作業に適した刈払機を使用する。

園調 刈払齢、林業ばかりで

なく農業にも広く使用され

ている。林業では、下刈り、

地ごしらえ等の作業で、硬

い濯木、笹等を刈り払うた

め、草類を対象とする他産

業より、ある程度の強度が

要求される。

①転倒、キックパックによる

災害防止のため、刈払機は、

肩掛け式のものは、 Uハンド

jレ、腰バンド付きで、緊急離

脱装置及び飛散防護装置を備

えたものをイ吏用すること。

また、背負い式のものは、

Uハンドルか補助ハンドル等

の付いたもので、飛散防護装

置を備えたものを使用するこ

と。

肩掛式刈払機

底調 肩掛け式で、 Uハンドル、腰バンド付きは安定した姿勢で作業ができ、万一転倒

したとき、刃に接触しないで済む。

②刈刃は、丸のこ刃を使用すること。

底調 林業では、硬い濯木、笹等を刈り払ったり、末木械を切断したりするので、丸

のこ刃の刃数が多く、アサりのある70'"'-'90歯のものを使用する。

(2)刈払機の使用

刈払機は、太い潅木等の切断には使用しない。

置翠 太い濯木、末木枝条等は硬いので、切断に刈払機は使用しない。チェーンソ一等

を使用する。

-83-
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(3)刈払機の往復刈り

刈払いは、回転方向の歯で切断し、往復刈りはしない。

臨調 往復メijりは、回転方向の刈刃の反対側を対象物に当てることになり、この場合は、

歯で切っているのではなく、高速回転による叩き切りをしている。そのため、短い

切片が遠くまで飛ぴ、作業者の方にも飛んできて、顔や自に当たったりして危険で
ある。

(4)作業姿勢、足場の確保

作業は、正しい姿勢で、安定した足場を確保して行う。

身体のバランスに常に配慮し、正しい姿勢で行う。特に足の位置は、足場のよ

い箇所に置き、丸のこ刃を足に近寄せないこと。

医盟 刈払作業をするところは、傾斜地がほとんどで、転倒することがある。

(5)急斜面での作業

急斜面の下方へ向かつての作業は行わない。

医掴 急斜面を下方に向かって刈払いを行うと、刈刃が足に近づき、接触し易くなる。

また、前かがみになって不安定な姿勢になり易い。

-84ー

，() 

Y.Mataukuma
タイプライターテキスト

Y.Mataukuma
タイプライターテキスト
15



当-・0
・E

E
E
E
E
E
E
aE

，.•• 
Z
E

・E

・-
2.
.
 ，
 

•. 
，，a冒
E
E

，‘.

エンジンの停止(6) 

移動するときはエンジンを止めるo

刈払い場所を変えるために作業地を移動するときは、エンジンは止めること。

図書置 移動中に、万一転倒したとき、回転中の刈刃が作業者に接触したり、あるいは、

他の作業者に接触することがある。

(7)近接作業

近接作業は行わない。

刈払機を用いて作業を行うときは、

他の作業者を立ち入らせないこと。

歯車置 刈払齢、根株、潅木等に当たったとき、キけパ、ソクをおこすことがあり、こ

れがおこると、刈刃の部分、又は、刈払機が振り回され、他の作業者に危害を与え

ることがあるので、作業者はお互いに離れて作業する。経験的にみて、 5m以上離

れていればよい。

ら?/戸/〆

積回

，" 

この区域に5mの範囲内を危険区域とし、

11 
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振動障害
刈払機

iメリ払機
下刈作業や地ごしらえ作業な ・

ど、刈払機を使用するときは、次

の点に注意しましょう。

①林業に適した構造と強度を有

するものを選ぶこと。

②防振機構を備え、振動ができ

るだけ小さいもの及び騒音も

できるだけ小さいものを選ぶ

こと。

③刈払い対象に適したもので、

かつ軽量なものを選ぶこと。

④刈刃は丸鋸刃を使用し、目立

てをして良い状態にすること。

⑤1日の換作時間は2時間以内と

し、一連続操作時間は、おお

むね30分間以内とし、一連続

操作時間の後5分間以上の休-

止時間を設けること。

⑥ハンドルは軽く握るようにす

ること。

⑦防振に役立つ厚手の手袋を使

用すること。

③騒音防止のため耳栓をして作

業すること。

以上の点に注意し振動障害にな

らないよう注意することが必要で

す日

振動障害は、手指が蒼白になり

レイノー現象が現われたりするだ

けでなく、手指や腕にしびれ、不

快感、痛みなどの現象がみられま

す。

体に異常を感じたら、直ちに専

門の医師の診察を受けるように心

がけましょう。

@126 

A相、 吋

泰明
'_'， 

， .~ .圃

刈払機の振動対策

刈払機の振動を細かく見た場合、エ

ンジンからの振動、椋およびギヤケー

ス、刃からの振動が多いようです。そ

の原因は修理の不十分、ギヤケースの

グリス切れ、ベアリングの摩耗、刈刃

の目立て不良などによることが多いと

言われています。

刈刃の目立てについては、ある林業

研究グループの代表の方が便利な目立

て機を開発しています。刈刃を目立て

機に固定し、機械的に研削することで

精度の高い目立てが可能とのことで

す。

林業と振動障害

振動障害の症状

振動障害の主な症状として、手指や

腕のしびれ、冷え、 -こわばりなどが現

れます。これは、チェーンソーなどの

振動が手指や腕に伝わることで、血液

の循環が惑くなったり、末梢神経に障

害が起こるためです。レイノー現象と

いう言葉をよく関きますが、これは血

液の循環が悪くなったために起こる皮

膚の色調変化(指が白くなるなど)の

ことです。

チェーンソーの改良

戦後、チェーンソーが急速に普友し

た時期に、林業従事者の振動陣容が社

会問題となりました。このため、さま

ざまな調査や研究が進み、振動障害の

メカニズムが明らかになってきまし

た。特にチェーンソーの改良が進んだ

結果、当時と比べるとチェーンソ一自

体の振動が非常に少なくなりました。

現在も、さらに摂動の少ないチ工ーン

ソーの開発が続けられています。

1'2 
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と熱疲労

熱中症
ます。頭は少し高い位置におきま 頭を下げて寝かせ、風通しを良く

一日射病と熱射病
す。水は飲めれば少量ずつ飲ませ します。体は冷やさず、汗を拭き、

!第
ます。 場合によってはタオルやシ}ツで '6 

夏の作業で怖いのは、熱中症で この熱中症を甘く見てはいけま 保温します。これは本人の持って
箪

高温の環境下で、体温調節の せん。 山仕事での死亡例も報告さ いる体温を保つためで、温めるの なたあ

を起こして、高熱を出して倒 れています。 ではありません。水は飲めれば少

事量るしまうのです。 量ずつ飲ませます。

炎天下で直射日光を浴ぴて起こ 1慨は万全な体調で「日射病j、また日光が当たっ

いなくても密閉された蒸し暑い もうーつ、蒸し暑い環境下で起

(ボイラー室や駐車場の車の こる「熱疲労Jという症状があり 「熱中症jや「熱疲労jを起こし

など)で起こる「熱射病Jがあ ます。これは、汗の発散がうまく やすい条件としては、体調不良、

ります。 いかず、熱がこもって気分が悪く 疲労、睡眠不足、空腹、貧血、肥

いずれも症状は同じで、 39tを なる状態で、循環器障害の状態で 満、水分摂取の不足、アルコール

る高熱を出し、顔色は赤くな す。熱中症とは応急処置の仕方が 類の摂取、便秘、痛弱などがあげ

ます。皮膚は乾き、脈拍は大き 違うので、暑さで気分が悪くなっ られます。

なります。 たらなんでも「熱中症だJと決め 体調が万全で、ないときに、高温

応急処置は、まず全身を冷やす つけず、症状をよく見極めなけれ 下で作業をすることにより起こる

とが大切で、水で濡らしたタオ ばなりません。 場合が多いのです。作業にのぞむ

シーツで全身を冷やし、さら 熱疲労の症状は、熱中症とは迫 にあたっては、日頃の体調管理が

うちわであおくのようにして気化 い熱はありません。顔色は若く、 重要といえます。また、調子が悪

を利用して冷やしたり、地面を 皮膚は湿っています。脈が弱く、 いときには、決して無理をしては

し削って少しでも地表の温度を 速く打っています。 いけません。

げて寝かせるなど、温度を下げ 応急処置は脳貧血と同じように

也・

病名
、 熱 顔色 皮膚 脈 救急処置 その他

日射病 高温 乾いて 強〈
冷やす 体をさわるだけ

熱射病 39.C以上
赤い

供い 大きい
.水分欽めれば で熱い

少盆ずつ 頭を上げる

風通しをよく

熱疲労 平熱 蒼い
湿って 弱〈 冷やさない 脳貧血問機・

場合により保温
いる 速い 水分l:t飲めれば 顕を下げる

少量ずつ

熱中症(日射病と熱射病)と熱疲労の遣い

127ゃ
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、 . 

~';;:.tJI...，r$ ;;.:.;.~:.;.\~彦、i'r!i:~叩ぷ相自植田監時間同一.._

(伐倒前の確認)(退避)

退避場所の選定と確実な退避

く〉退避場所は、必ず、あらかじめ選定し、確実に退避すること

① 受け口を切る前に、退避場所を、選定したか、退避路を確保したかを確認、。

② 退避場所は、伐倒方向の反対側の斜面上方で伐倒木から 3m以上離れた立木等-

の陰とし、追い口が浮き始めたら、直ちに、伐倒木を見返ることなくすばやく退

避。

(伐倒作業の基本)

2・T毛魚影Y宗教震強整備広島bb調立言挙対万
く〉チェーンソーは、点検・整備を十分に、目立ては適時に正しく行い、常に最良の

状態で使用すること

①外部の清掃、外部から見える異常の有無、安全装置の機能の点検を行い、異常

を認めたときは、補修など適切な措置。

② ソーチエ}ンは、損傷がなく、正しく目立てしたものを使用。正しい目立ては、

安全で、振動障害の予防にも役立つ。

-4-
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(伐倒作業の基本)

ただし、大径木は、伐根直径の

正しい受け口切り

く〉受け口を正しく作ること

① 受け口の深さは、伐根直径の 1/4以上。

1/3以上。

② 受け口の下切りは、水平に切り込む。

③ 受け口の斜め切りは、 30度"'45度の角度。

④下切りと斜め切りとは、終わりの部分を必ず一致。

川ソ

1

切

川
町
一
同

昨

時

H
リ

+
4

4

智
治
X

@

@

 

受け口切リ

(伐倒作業の基本)

正しい追い臼切り

く〉追い口を正しく作ること

①追い口は、受け口の高さの、下から 2/3程度の位置を、水平に切り込む。

②追い口切りの深さは、つるの幅が伐根直径の 1/10程度を目安とし、切り込み
すぎない。

~i重lJ 口004笠通E
受;l1q喝さ時雨、F会認夜〉

追い口切り

F-. 
且同

li 
口 γ一

急J ー

さ

成-栂''nuw 

立
。

骨
髄

崎
臨

2

・da-
-っ
d

一一

iζ 
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、 . 

(伐倒作業の基本)

つるを適切につくる

。つるを適切に作り、機能させること

つるが小さいと立木が早く倒れ始め、

険。

伐倒方向がずれたり、材が裂けたり大変危

①追い口を、切り込みすぎない。

②追い口の位置を、低すぎ又は高すぎ、としない。

切り込!芯過ぎId:定検

(伐倒作業の基本)

二~:，さィザ老長正7ut之縫いど縫喜三刻表{到、 :
く〉くさびを正し く使うこと

くさびを正しく使い、伐倒方向を確実に。

くさびは、常に 2本を使用し、立木の大きさに応じて使用本数を多くする。

-6-
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(伐倒の合図)

必す合図を行った上方、他作業者等の退避を確認

。次の合図を必ず行い、周囲の作業者等の退避を確認してから伐倒を行うこと

① 予告合図…受け口を切る直前に行う。

(例)ζ;乙 ζ4二

応答合図…(他の作業者が「予告合図Jを受けて行う。)

(例)ζ4ニ丘二乙豆之丘i二

③本合図…追い口を切る直前に、他の作業者等の退避を確認した上で行う。ただ

し、くさびの使用の場合は、くさぴ打ちの直前に行う。

(例)ζ4ニ ζ之 豆4二

終了合図…伐倒が終了し、材の安定と周囲の安全を確認して行う。

(例)ζ4二二

② 

④ 

(指差し呼称)

指差し呼称の励行

く〉指差し呼称で、注意力を高めること

必ず、作業する前に、次の要所要所で確認すべき対象を、しっかり見つめ、 ro
00 (よいか?)J rヨシ IJと、大きな声で唱えて確認してから、作業を開始。

h
-
I
l
l
a
-
-
-
'
1
1
1
t
L
1
1
t
v
f
lド
t
1
4
K
L
U

(伐倒前の確認)

① 「上Jrヨシリ
(伐倒方向の確認).

.②「まわりJrヨシ !J
③「伐倒方向Jrヨシ !J
④ 「退避場所Jrヨシ !J

(伐倒中の確認)

⑤「受け口Jrヨシ!J
⑤「伐倒方向Jrヨシ !J
⑦「まわりJrヨシ!J (再確認)

③「追い口‘の位置Jrヨシ!J 
(伐倒終了後の確認)

③「上Jrヨシ !J
⑬「材の安定Jrヨシ !J

(枝払い前の確認)

⑪「材の安定Jiヨシリ
(玉切り前の確認)

⑫ 「転落防止Jrヨシリ

，-~ 

一7-
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かかむ本拠週間竿業@農金
かかり木の処理は、細心の注意を払って作業しましよう。かかり木の処理は、伐倒作業の

中で最も危険な作業の一つです。ます、かかり木と砿うないよう、正しい手順による伐倒が

大切です。

かかり木となってしまったときは、安易な対応を避け、慎重な処理に心掛けてください。

手に負えないと判断したときは、熟練者に依頼することが適切です。

1. 小径木のかかり木は、棒、 木回し、フエリンク‘レバーなどを使って、樹幹を回したり、 元口を回したりして、

外します。

フェリングレバー

2. 中大径木のかかり木は、けん引具などを使用し、 安全で確実な方法を選択して処理を行います。

/8 
「一一一一一一一一一一一一碍;木材製造型畳i鐘盟主盗L 一一一一一一一一一一一.
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|飴抗議跡地地出納説法齢輪組幽地幽蹴糊地抑制組制陥幽協組崎島地跡ぬ悩叫I組組l

3. かかり木の処理での禁止事項

① かかうれている木の伐倒

かかり木がいつ落ちてくるかわからす、大変危

険です。

|かか5れている木の伐倒|

③元玉切り

かかり木の元玉を造材も兼ね切り離す方法です。

切り離したとき、かかり木が落下したり、滑落し

たりして危険です。

|元玉切り |

⑤肩で担う

かかり木を肩で担うと、木の重量が作業者にか

かり、外れた木が滑落して転倒したりします。

|肩で担う |

. . . . 

②投げ倒し(浴びせ倒し)

伐倒木が予期しない方向に跳ねたり、二重のか

かり木になるなど大変危険です。

|投げ倒し|

④ かかられている木の枝切り

かか5れている木に登り、枝を切って外す方法

です。かかり木が外れるときに作業者が転落する

ことがあり危険です。

直豆E

⑤ かかり木の放置

放置したかかり木の下で作業をしている作業者

の上に落下する危険があります。また、かかり木

から離れるときは、他の作業者が近づかないよう

に表示をじておきます。

|かかり木の放置|

× 

林業二木材製造業労働縛防止隣 人ぼ…~ ム叫♂ 一;I
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! 第2章人間特性を踏まえた
安全・衛生管理

|事務所への連絡|

・緊急連絡の手順

メモを整理しL落ち着いて対応すること

.連絡者の氏名

・連絡場所4

・災害の概要

災害発4i(わ

量 ぷ・芦~.. .~;; ; ，~ "'，迫真E

'‘ 

t 

ー

被災μました

どこ(

，. 
4臥

‘
 

連絡場所

ー・
‘ 

$一一.

労働基準監督署

家族等
ーーφ園ーー令

t“r 

• • 

~ <至急119番連絡〉

救急機関

消防本部

↓〈出動命令〉

救急車、防災ヘリ

被災者収容

142 
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2-2 緊急時の連絡責任者の選任と役割

緊急時に連絡の指揮をとる者をあらかじめ選任しておくこと

・作業開始前の連絡責任者の役割

①連絡先の確認:119番、事務所などの電話番号

②連絡場所(通話可能地点〉の確認

①作業者閣の安全確認方法(定時 00時など)

昭子、 トランシーパ、クラクション、携帯電話、その他

①作業者の応答がない時の対処

応答がなく労働災害発生の恐れがあるときは、直ちに探す

-災害発生時における連絡責任者の役割

①直ちに被災者を救出し、応急手当てをする

②被災者の氏名、被災の程度、救急車の必要の有無を

兎議する

①119番ヘ連絡する。応急手当の指示を聞く

@事務前民遵絡する

⑤移送場所(山土場〉へ被災者を移す

|緊急時対応のための日常からの心得|

・作業開始前、必ず確認しておくこと

参考

①現場lと持ち込む通信機器 ②救急用具 ①通話可能地点

-異常に気づいたときは、直ちに連絡責任者に連絡すること

例)①長時間7-fI.ーンソーの音がしなくなった ②来るはずのフォワーダなどが来ない

9 ①他の作業者から応答がなくなった

.緊急関対応の教育訓練を白頃から受けておくこと

①緊急連絡体制の確認 ②通信機器の機能、連絡方法

③作業者閣の連絡方法 ④作業場所と移送場所との連絡方法

⑤:11B番、 ;警務所などへの連絡方法と指示の受け方

⑥応急手当の方法 ⑦被災者の移送方法

・緊急連絡先等 け・

作業者ごとに生年月日、血液型、連絡先等を事前に整理しておく

※蜂アレルギ一体質者、エピペン所持者はその旨を知らせておくこと

①ヘルメット等に表示する ②同僚作業者に周知する

3 有害按動植物、熱唱症、ハチ対策、緊急薬品の常備

3~1 議議長動植物
作業環境ば多様な白然環境であり、人聞にとって危険な動植物も普通に生息 ・生育している

143 
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地球温暖化と森林

地球環境を大きく変えてしまう

おそれがある温暖化。温室効果

ガスの代表である大気中の二酸

化炭素濃度が濃くなっているのが

原因と言われます。

その二酸化炭素を吸収・貯蔵し

てくれる森林と木材の役割がいま

注目されています。

F-化炭素を
吸収する

植物は先合成によって、大気中

の二酸化炭素を吸収し、有機物に

変え、樹木の幹、枝、葉などの体

内に貯えますo ですから森林は、

二酸化炭素を貯蔵しておく生態系

の巨大タンクともいえるのです。

呼吸

樹木が二酸化炭素奄限収し、貯蔵する

""1-

..J_ 

樹齢50年のスギを例にすると・..

会炭;t貯蔵fit…1本当たり190kg

成長をま売けた50年間の平均で見ると

年3.8kgの炭言語を吸収

会乾燥霊怒の約50%が炭素

{家、枝、事卒、tRなど)

， • 

一明 対
ザ

都
常

凶
灰
手

諌

WH

凶
田
町
，
《

U

t
伺

制
服

自家用!ji:
i~手間lこ1万km走った{燃世!l10km/O スギ158本分で吸収できる

スギ林が販収する二酸化炭素の量

14 
22 
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圃

森は、二酸化炭素を吸収してく

大事な存在です。その働きを

ていくには、どんな工夫がある

しようか。

天然林は自然のしくみで、人為

的エネルギーやコストをかけること

なく炭素の貯蔵量を増やします。

枯死木や倒木は徐々に分解して二

酸化炭素を放出しますが、それだ

け長い間炭素を樹体に貯蔵し続け

ると見なせます。

天然林でも、何かの原因で破壊

され、若い樹木への世代交代(更

新)がすすまないときには、 λ手に

傍l木も二雇主化炭楽の貯絞廊。 土i友を係会することにより土線中の
そのままの状態を係つ 二倍化炭務も保持する

よりよく保たれた天然林

成長期の森林(;1.二百変化炭察の吸収が重量ん

成黙した森林1;1.二酸化炭繁の貯蔵箆

人工林施業

よる手助けを行うこともあります。

人工林

木材生産を目的とする人工林は、

二酸化炭素の吸収・固定源として

大変期待されています。というの

は、若い森林は、たくさんの二酸化

炭素を吸収して成長するからです。

成長の低下した老齢木は二酸化炭

，素吸収速度が小さく、蓄積量があ

まり増えません。

このため、成長ピークを過ぎた

森林を伐採し、木材として利用し、

再び植林することで、大気中の二

酸化炭素を積極的に吸収・固定で

きます。

日本の森林の約4割は人工林で

す。その7割を若い木(35年生以下)

が占めているので、間伐しながら

この森を育てていき、成熟した森

林を効果的に利用することが、二

酸化炭素吸収につながります。

二酸化炭素対策として何も特別

なことをするわけではありません。

放置することなく若い人工林をきち

んと手入れし、育てていくという、

林業の基本が教えてくれることなの

です。

料
第
1
章
…批
判
業
が
目
指
す
も
の

-Aρ
コ
芯
仁

. 

め込む
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ートピックスー

水源林造成事業による公益的機能効果

平成26年9月、独立行政法人森林総合研究所から「環境報告書2014Jが出された。

多岐にわたる環境への取組が報告されているカ丈この中の平成25年度の水源林造成事業による公益的

機能効果の一部を紹介する。

{水源、林造成事業のコストと公益的機能効果の試算:単年度(平成25年度)]

事業コスト(単年度)

コスト
内容.

313 

19.045 (m3/s) 
3.026，657(千m3

)

3，026.657(千m3
) (浄化水量)

91，453(千m3
/年)(土砂流出防止霊)

1.567(ha/年) (崩壊軽減面積)

() 
植栽費 3.7681水源か|洪水防止効果

ん養効|流搬す水効果

『果 17Jく質浄化効果
21，9861 . .. ~ I 

山地保|表面侵食防止効果

41全効果|表層崩壊防止効果

育成費

炭素固定効果 2，647. 1 02 (t -CO2) (二酸化炭素吸収量)

A..;;;.ι 
Dcl 

勺

L

一q
1

「
L

一Q
J

づ

/

一

Q
U

-， 
一
づ
/

一no
一Qυ

i 水源かん翻祭 I r 蹴保全線

.良質で量豊かな泣くを供給 ・=滋iじ炭鉱の吸収
@洪水防広や'*鑓の浄fl:i ・霊長誕の自主主包・穴気浄化へ

血 時

••• 唱筒齢
年間組担壁掛を貯水 年間濁語ゑ忍訟の 毎年組金王亙越の
東京都でt前約2年分の . 二酸化炭繁を吸収 土砂の流出を防止

水盤(01，)(こ穏当 (約134万t量得の年開務費電力め
〈時lIDl\制;遜Illm-.l.~ーラより} 発電島幸lこ傍!fiされるoc抱蛍{こ穏当}

] I 山地保錦果 | 
.主砂の流出・疏i療の防11:
・災害に1さい森事事費節

(ヲ

水源林の公益的機能の効果額i立、貨幣換算可能な
ものだけでも、年間約8干9百憶問

;.; 
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多様で健全な森林を計画的に整備
一森林計画制度

題健全な森林をはぐくむ
臨ために

-森林は、美しく豊かな国づく

りの基礎です。国土の保全、水

源のかん養、自然環境の保全、

保養休養の場の提供、地球温暖

化の防止、木材等林産物の供給

など、稿、たちのくらしをいろい

与な場面で支える大きな働きを

持っています(下図)。

B計画的に樹本を取り扱

Eうための森林計画制度

森林の成長には長い年月が必要

であり、一度損なわれるとその働

きを回復するのは容易ではありま

せん。このため、長期的な視点に

立って、森林の取り扱いを計画的

かつ適切に行う観点から、森林法

では森林計画制度が設けられてい

ます。

全国森林計画(国レベルのプラ

ン)、地域森林計画(都道府県レベ

ルのプラン)、市町村森林整備計画

(市町村レベルのプランのプラン)、

森林経営計画(森林所有者などが

立てるプラン)などそれぞれの殺

割に応じて森林の取り扱いを定め

ています(次頁図)。

食料:日本学術会議 「幼涼環綴 ・人間生活にかお、ねる良重量及び森衿の多面的な軽量官官の評価についてj

21 
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国レベルのプラン | 会図森林計箇

農林水産大臣が全国の民有林・国有林を対象に策定する計E留です.
会図的な視点で、森林E豊鋪・保全の目緩やルール、ガイドラインを定
めます.

都道府県レベルのプラン | 地域森林計画

全国森林計画に即して都道府県知事が民有林について策定する計
図です。全国158の森林鈴蘭区ごとに、伐採、造林、林道、保安林
の獲鑓の目標や、市町村森林登倫計薗で、定められる森林施業や
ゾーこング害事に関する指針などを定めます。

.J 

i

l

e

-

-

i

!

1

1

1
1
 

市町材レベルのプラン | 市町村森林艶備計麗

地毎緩t森林昔計十E濁5に適合している市町村f長是制由が~~策在定するE針す函です.

納有…泣町吋…て功切るUjブ

s森毎林所有者またlはま蒜林経1営量の受E髭主者が、面的なまとまりを持った森
林について、自発的に立てる森林施察、森林の保磁、路網重量備蓄事に
関する針函です。森林経営計画は平成2昨年度からス合ートしていま
す.

森林計画制度のしくみ

事

じて森林の区分を設定

(ゾーニング)します。

市町村は、市町村森

林整備計画の中でゾー

ニングを行うことによ

り、地域の森林づくり

をどのように進めてい

くのか、目指す方向を

分かりやすく示し、そ

れぞれのゾーン(区域)

のなかで、目標とする

森林へ誘導するために

推進すべき森林施業の

方法を設定していま

す。

}

函

タ

計
ス

備

マ

赦

誌

の

林

林

森
森

村
の
ン
町

の中で、地域の森林の

プランとなるのが、市町

る市町村森林整備計画

.林業関連施策の方向

う伐採 ・造

などの森林施業の標準多

を定める計画です。

は、地域の要請に応え、

きを発揮する望ましい森

に誘導するために、下表

される機能」に応

森林の期待される機能

森林の機能ごとの望ましい森林の姿

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、 7.1<を蓄える隙聞に富んだ浸透・保水能
力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備さ
れている森林

区分
伊
山
一「

水源j函養機能

l下層植生が生育するための空聞が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹
山地災害防止機能 | ロ
/土壌保全機能 |木の根が席く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地

E火害を防ぐ施設が整備されている森林 <'‘ 

快適環境形成機能|樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能カが高〈、諸被害に
対する抵抗性が高い森林 ・

保健・レクリ土ーシ |身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住
ヨl民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適

ン機能 | 
iした施設が整備されている森林

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林で
あって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林

-文化機能

生物多様性保全機 |原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の
能 i生物が生育・生息する渓畔林

木材等生産機能 |林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用するよで良好な樹木により構成され成
長量が高い森林であヲて、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林

注)森林・林業基本計画(平成23年7月初日閣議決定)による。
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国土を守り、暮らしを豊かにする林業の施策

森林は、洪水や渇水を緩和し、

水質を浄化する水源かん養機能、

土砂の流出や崩壊を防止する山

地災害防止機能、気候緩和や自

然とのふれあいの場を提供する

等の生活環境保全機能 ・保健文

化機能、さらに野生動植物の生

息・生育の場として生物多様性

を保全する機能や二酸化炭素の

吸収源 ・貯蔵庫としての機能な

ど様々な公益的機能をもってい

ます。

このような森林の公益的機能

の維持・向上等を図る林業の政 ー

策として、保安林制度や治山事

業等があります。

i開制 度

保安林とは、水源のかん養、

土砂の崩壊その他の災害の防備、

生活環境の保全 ・形成等、特定

の公共目的を達成するため、農

林水産大臣または都道府県知事

によって指定される森林です。

保安林では、それぞれの目的に

沿った森林の機能を確保するた

め、立木の伐採や土地の形質の

変更等が規制されます。

・保安林の種類

保安林は、水源のかん養、土

砂災害の防備等それぞれの公益

目的の達成のために指定され、

その種類は17種類に及びます

(表)。

・保安林における制限

①立木の伐採:都道府県知事の

~54 

1号 水源かん養保安林

2号 土砂流出防備保安林

3号 土砂崩壊防備保安林

4号 飛砂防備保安林

防風保安林

水害防備保安林

5号
潮害防備保安林

干害防備保安林

防雪保安林

防霧保安林

6号
なだれ防止保安林

落石防止保安林

7号 防火保安林

8号 魚っき保安林 a 

9号 航行目標保安林

10号 保健保安林

11号 風致保安林

保安林の種類

許可が必要です。

(許可要件)伐採の方法が、指

定施業要件(※)に適合するもの

であり、かつ、指定施業要件

に定める伐採の限度を趨えな

いこと(間伐及び人工林の択

伐の場合は、知事への届出が

必要です)。

②土地の形質の変更:都道府県

知事の許可が必要です。 る

(許可要件)保安林の指定目的

の達成に支障を及ぽないこと。

①伐採跡地へは指定施業要件に

従って植栽をしなければなり

ません。

(※)指定施栄要件

保安林の指定目的を達成するため、

個々の保安林の立地条件等に応じて、

立木の伐採方法及ぴ限度、並ぴに伐録

後に必要となる縫裁の方法、期間及び

樹種が定められています。

j治山事業以

治山事業は、森林の維持造成

を通じて山地に起因する災害か

ら国民の生命・財産を保全し、

また、水源かん養、生活環境の

保全・形成等を図る事業です。

治山事業とは、以下の 2つの

事業をあわせた総称です。

・保安施設事業

保安施設事業は、保安林の目

的のうち、水源のかん義、土砂

の流出の防備、土砂の崩壊の紡

備、飛砂の防備、風害、水害、

潮害、干害、雪害又は義害の

備、なだれ又は落石の危険の

止、火災の防備の目的を達

るため、森林の造成や維持に

要な事業を実施しています。

.地すべり防止工事に係る

地すべりを防止する事業

農林水産省(農林振興局・

庁)、国土交通省で実施しで

すが、このうち保安林等が

る箇所で行うものを治山

(林野庁)として実施してい

之
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指導員活動の基礎知識 
 

（本内容は 神奈川県自然公園指導員ガイドブック 「第四章 指導員活動の基礎知識 よくある事
例・問題」からの引用です。 引用に当たっては、県自然公園指導員に限った一部の記載については
割愛し、筆者独自の加筆については枠囲みなどして記載しています。 
 

神奈川県自然公園指員ガイドブックについて 

神奈川県には神奈県自然公園指導員制度があり、県内の自然公園（富士箱根伊豆国立公園・丹沢大山国定公園・

県立丹沢大山自然園・県立陣場相模湖自然公園・県立奥湯河原自然公園・県立真鶴半島自然公園）などを活動対

象に活躍されております。神奈川県自然公園指員ガイドブックは彼らの活動にあたり、適正な公園利用の普及に

資するものとして、神奈川県自然環境保全センターが発行しているもので、神奈川県自然公園指員のみに限定配

布されているものです。 
 
第４章 指導員活動の基礎知識 ～よくある事例･問題～ 
 
４－① 登山初心者への対応 
 
丹沢や箱根は都会から近いこともあり、多くの登山初心者が訪れます。近年では、知識や経験不足と
思われる事故も多く、毎年数名の方が丹沢登山中に命を落としています。その多くは、雪山や沢登り
での滑落事故ではなく、無雪期の登山道で起きています。 
 
初心者の危険な行動で一番目につくのが、地図やコンパスを持たず、ガイドブックやパンフレットを
たよりに歩く登山者です。迷わなければ問題はありませんが、いったん道を間違えてしまうと、自分
がどこを歩いているのかわからなくなる危険性があります。最新の登山地図を持参するよう、注意喚
起をお願いします。 
午後も遅くなってから山頂を目指す初心者も多いようです。谷あいの登山道や樹林帯の中では夕暮れ
が早く訪れることを知らず、都会の感覚で「行けるところまで行ってみよう」という考えのようです
が、非常に危険です。そういう人は懐中電灯など持っていない場合がほとんどです。 
 
山では携帯電話が通じないことも、山慣れした人には常識ですが、初心者には意外なことのようです。
山頂なら通じることがありますが、道に迷ったり日が暮れるのはたいてい山麓や山腹で、携帯電話は
通じません。また、電波の届かない場所で電源を入れていると、通常より早く電池を消耗します。 
 
みなさまの注意喚起が、山の事故を減らすことにつながります。普通の登山者なら声をかけにくいと
ころですが、指導員の腕章をしていれば、話を聞いてくれる場合も多いようです。勇気を出して、声
かけをお願いします。 

 

４－② 怪我人や病人を見つけた場合 
 
まず、どの程度の怪我や病気なのかを確認してください。その場にいる人だけで救助ができそうで、

ふもとに近い場所ならば一緒に下山するのが一番ですが、場所によっては山小屋まで行って救助を待

つことも必要です。巻末の連絡先一覧に、通年営業している山小屋の連絡先が掲載されています。 
 
携帯電話が通じる場合（稜線なら通じることが多い）は、119 番に通報してください。丹沢など山岳

事故が多い場所では、警察･消防の指導のもとに、地域ごとに専門の救助隊が組織されていることが多

く、迅速な対応が期待できます。通報の際は、以下の項目の伝達をお願いします。 
 
・ 遭難者の氏名、年齢、性別、連絡先 

・ 遭難現場の詳しい位置、遭難発生時刻 

・ 受傷部位と程度、意識の有無 

・ 原因（落石、滑落、病気など） 

・ 単独かグループか、グループ名称 

・ そこにいる人たちでどこまで対応可能か 

・ ヘリコプターが必要か、ヘリコプターが迎えに来れそうな場所があるか 
 
応急手当のポイントは以下のとおりです。 
 

外傷 ･･･ まず傷口を水で洗う。出血がある場合は、清潔な布をかぶせ、数分間、傷口を押さえる。 

ねんざ ･･･ 患部を冷やした上で固定する。足首の捻挫の場合、靴ひもをしっかりしばって固定する。 

熱中症 ･･･ 涼しいところで体を横にし、ぬれタオルで体を拭く、風を送るなどして体を冷す。意

識があれば水分を与える。 

やけど ･･･ すぐに水で冷やす。衣服の上から熱湯をかけたりした場合は、衣服の上から水をかけ

て冷す（むやみに脱がさない）。 
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虫や動物 ･･･ 加害生物の特徴をしっかり憶える。ハチに刺された場合はよく洗い流す。 

心臓発作など ･･･ むやみに動かさず、救助を待つ（素人が対応するのは危険）。 
 
なお、塔ノ岳山頂の尊仏山荘、鍋割山山頂の鍋割山荘、花立山荘、堀山の家などには、自動体外式除

細動機（AED）が設置されています。 

 

丹沢の登山道には各コースごとに番号標識が設置されていて、緊急時の有用情報に利用が可能です。 

 

秦野警察署ウエブ情報からの引用 

 

４－③ 登山計画書 
 
登山される際は、事前の登山計画書（登山届）の提出の指導をお願いします（指導員のみなさん自身

も同じです）。 

計画書を提出することで、万一事故があった場合、救助活動がスムーズに行われます。また、計画書

を提出していたために、無事に救助された事例が多数あります。 
 
計画書には決まった様式はありませんが、以下の項目を明記してください。 

・ 登山者の名前、住所、携帯電話番号等 

・ 緊急の連絡先 

・ 登山日程（各要所に到着する予定時間など） 

・ 目的の山の名前 

・ 登山方法 

・ 行動予定 
 
計画書（届）提出は、直接各警察署に郵送していただくほか、次の登山口にも提出用の箱があります。 
 
・ 箱根 

小田原警察署（署、金時山登山口） 
 
・ 丹沢 

松田警察署（署、西丹沢自然教室、新松田駅、谷峨駅、玄倉、寄自然休養村管理センター前、ユーシン） 

秦野警察署（署、秦野駅、渋沢駅、大倉、ヤビツ峠、戸沢、秦野戸川公園、蓑毛、二俣） 
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伊勢原警察署（署、伊勢原駅、大山ケーブル追分駅） 

厚木警察署（署、煤ヶ谷駐在所、宮ヶ瀬駐在所） 

津久井警察署、（署、鳥屋登山口･旧丹沢観光センター前）、 

釜立林道･八丁坂ノ頭登山口） 
 
・ 陣馬相模湖 

津久井警察署（署、陣馬山登山口） 
 
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg0004.htm 

（キーワード「神奈川県警」「登山計画書」の検索でも開くことができます。） 
 

http://www.jma-sangaku.org/tozan/plan/ 

日本山岳協会の公式サイトでも登山計画書（届）について解説しています。計画書は、家族・友人・

所属山岳会・職場などにも必要に応じて提出します。 

 

４－④ 植物･キノコ採取 
 
国立･国定公園の特別保護地区では、すべての植物やキノコの採取は禁じられています。根こそぎでな

く、葉や花など植物の一部を摘むことも、落ち葉を持ち帰ることも禁じられています。 

いっぽう、国立･国定･県立自然公園の大部分を占める特別地域では、指定植物の採取については自然

公園法･条例違反になります。 
 
ただし、自然公園とはいってもその土地には持ち主がおり、そこに生えている植物やキノコも土地の

持ち主のものと考えられます。地域で土地を所有する財産区のように、地域の人たちに山菜やキノコ

とりを認めている例はありますが、原則として、土地の持ち主の許可なしに植物やキノコを採ること

はできないことをご承知おきください。（国有林や県有林でも同じです。） 

 

４－⑤ 昆虫採集 
 
国立･国定公園の特別保護地区では、植物やキノコ同様、昆虫採集も禁止されています。を見かけたら、

以下のような対応をお願いします。 
 
それ以外の場所では、自然公園法･条例の規定は特にありません（同法には指定動物の採取･捕獲を禁

じる制度がありますが、県内の自然公園で指定動物に指定されている動物はありません）。また、そこ

に生息する昆虫がその土地の持ち主のものであるともいいきれませんので、特別保護地区以外での昆

虫採集は、法的に禁じられたものではありません。（ただし、大山のモミ林やギフチョウのように、天

然記念物に指定されているエリア･種類は、昆虫採集は禁じられています。） 
 
昆虫採集が自然保護に反するかどうかは、意見がわかれています。マニアや業者による大量捕獲によ

って、一部の種類の個体数が減少していることは否めませんが、子供が昆虫採集や飼育を通じて自然

に親しむのは大事なことともいえます。 

卵塊ごと採取していくような「悪質な」捕獲を見つけた場合は、その場所が自然公園に指定され自然

保護を図っていくべき場所であることを説明し、もとあった場所に戻すようお願いしてください。昆

虫採集する親子連れなどを見た場合は、その程度にもよると思いますが、きびしく注意して自然に親

しむ芽をつみとってしまわないよう、言葉遣いにはご注意ください。 
 
なお、近年は外来種が問題になっています。外国産クワガタムシなどを自然公園に放つことは、近縁

の国産種との交配による遺伝子のかく乱が懸念されますので、厳に慎むようお願いします。外国産だ

けでなく、他の場所で採取あるいは購入した昆虫を放つことも、地域個体群の遺伝子のかく乱につな

がります。（ただし、これらの昆虫を放つことを禁じる法的な根拠はありませ 

んので、言葉遣いには充分ご注意ください。） 

 

４－⑥ ペット連れ登山 
 
犬などのペットを自然公園内に連れて入ることを禁じる法律はありません。近年では、飼い犬が野鳥

に脅威を与える、疥癬（カイセン）症など病気を持ち込むなどの問題が指摘され、環境省は自然公園

法の改正による規制を検討しました。しかし、関係団体の反対などでペット連れそのものを規制する

には至らず、リードから解放することを規制するなどにとどまった経緯があります。 
 
しかし、実際にペットの犬を連れて登山すると、上記のような問題のほか、狭い登山道でのすれ違い

の際の危険性や、犬が病気やダニを持ち帰るなどの問題も指摘されています。これらのことから、県
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では丹沢の主要登山口に、ペット連れ登山を自粛するよう、お願いの看板を立てています。 
 
また、リードをつけずに犬を連れ歩くことは、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」により、

自然公園の内外を問わず禁止されています。 
 
このようなことから、自然公園の登山道で犬などのペットを連れている人を見かけたら、以下のよう

な対応をお願いします。 
 
・ リードをはずしている人を見たら、条例違反であることを説明し、リードをつけてもらう。 

・ リードつきの犬については法的な規制はないが、特別保護地区（丹沢･箱根の主な山頂や稜線、第 3 

章参照）に通じるような登山道で犬連れの登山者に会った場合は、犬が自然環境に影響を及ぼすと

ともに犬が病気を持ち帰るおそれを説明し、次回からはなるべく犬連れ登山は自粛してもらうよう

お願いする。（聞いてもらえない場合は、無理にはお願いしない。） 
 
なお、上記の内容はすべてペットとしての犬を指しており、猟犬、介助犬、盲導犬、山岳救助犬など

の自粛をお願いするものではありません。猟犬や山岳救助犬など訓練された犬が、その業務や訓練の

ためにリードから解放されることも、法律や条令違反ではありませんのでご注意ください。 

 

４－⑦ バイクや自転車での登山道の走行 
 
バイクはもちろん、マウンテンバイク（悪路走行ができるタイヤの太い自転車）による登山道の走行

は禁じられています。これは、登山道を地権者から借りる際、「歩道」という条件で契約しているため

です。 
 
ただし、長距離自然歩道など里山のルートについては、山道（舗装されていない土の道）であっても、

市町村が土地を所有する公道の場合もあり、一概に禁止とは言えないこともあります。いずれにして

も、狭い道をバイクや自転車で通行するのは他の歩行者にとっても危険ですから、マナーとして、通

行の自粛をお願いしてください。 

 

４－⑧ 山でのトイレのルール 
 
「お花摘み」「キジうち」の言葉にもあるように、茂みにかくれて用を足した経験は、山好きな方なら

誰でもあると思います。しかし、丹沢のように非常に多くの登山者が訪れる場所では、し尿による水

源地の汚染が問題になっており、多くの水場で大腸菌が検出されています。 

そこで、県は丹沢の山頂部を中心に、し尿を周辺に排出しない環境配慮型の山岳トイレを設置してき

ました。平成１７年度までに、鍋割山、塔ノ岳、丹沢山、檜洞丸、宮ヶ瀬の南山に山岳トイレが整備

され、畦ヶ丸･黍殻･犬越路の各避難小屋、蛭ヶ岳山荘にも、同じような仕組みのトイレが設置されて

います。 
 
これらのトイレでは、水も電気も使わずにし尿を処理するため、処理速度は遅く、紙などし尿以外の

物が混入するとさらに処理が困難になるほか、清掃や薬剤投入など日常管理も非常に手間がかかり、

多くのボランティアによって支えられているのが実情です。山はみなさんの暮らしをささえる水源地

です。以下のルールを守るとともに、登山者のみなさんへの注意喚起もお願いします。 
 
・ 登山口のトイレに入ってから登山する。（これが一番大事！） 

・ やむを得ず野外で用を足す場合、沢など水源地は避け、し尿は穴を掘って埋めるとともに、紙は必

ず持ち帰る。 

・ 丹沢の山岳トイレを使用する場合も、紙は持ち帰る。維持管理のためのチップ（５０円程度）にも、

なるべく協力を！ 

・ 上記ルールの徹底のため、紙の持ち帰り袋をあらかじめ用意する。 
 

神奈川県山岳連盟（自然保護委員会）では、「山のトイレを考える会」に協力して「山のトイレマナー

袋」の配布を行っています。 

 

４－⑨ 林道の通行 
 
丹沢や箱根にはたくさんの林道があり、かつては誰でも車で通行できましたが、現在は多くの林道入

口にゲートが作られ、車やバイクは進入できなくなりました。これは、林道が林業や森林保全の関係

者用に限定して作られたもので、通常の道路のような安全基準を満たしておらず、一般車には危険だ

からです。 
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また、密猟や不法投棄をまねくという指摘もありました。林道のゲートが開いていることもあります

が、これは林業関係者などが作業で頻繁に出入りしているためにたまたま開いているだけで、作業が

終われば閉められ施錠されます。ゲートが開いているからといって車で入ると、出られなくなる恐れ

があります。また、ゲートがない林道でも、原則として許可を受けていない一般車は入れませんので、

ご協力ください。 
 
なお、林道を歩いて通行するのは自由ですが、落石などには十分注意してください。 

 

４－⑩ 水場 
 

（出典：環保セ報 5(2008)55-56） 
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丹沢の山中にはいくつかの水場があり、市販の登山地図にも記載されています。この水飲めますか？

と聞かれることがあると思いますが、これらの水場は管理者がいるわけではありませんので、自己責

任が原則であることをご説明ください。「山でのトイレのルール」に記したように、ほとんどの水場で

は大腸菌が検出されており、注意が必要です。また、晴天が続くと水が枯れることもあります。 

 

４－⑪ キャンプ、河原遊び、焚き火 
 
自然公園内では、キャンプ場以外で許可なくテントを張ることは自然公園法･条例違反になります。こ

れは、法律上はテントが「仮工作物」にあたり、設置には許可または届け出が必要になるからです。

だからと言って、発見したテントをすぐに撤収させる、というわけにもいかない場合が多いと思いま

す。公園法･条例違反にあたることを説明し、次回からはキャンプ場を利用するようにお願いしてくだ

さい。テントを設営しない河原遊びについては、法律上は「河川の自由使用」の原則があり、自由で

す。ただし、ゴミの持ち帰り（生ゴミも含む）、火の始末、車を河原に乗り入れないなど、マナー遵守

は当然です。また、民有地の河原では、所有者が立ち入りを認めていない場合もあります。 
 
焚き火については、特別保護地区では禁止されています（ガスコンロなどで火を燃やすことや喫煙は、

法律上「焚き火」にはあたりません）。それ以外の場所では、法的に規制はありません。ただし、山火

事防止の観点からもマナーとしても、跡を残さずにきれいに始末するよう、指導をお願いします。 
 

また、地表付近には微生物の棲家であったり、植物の種子の床でもありますから、焚火の熱がそれら

の命を奪うことにもなります。 
 
生ゴミは土に返るからいいと残していく人がいますが、生ゴミ目あてに野生動物が出没して問題にな

っている事例もあります。ゴミはすべて持ち帰りをお願いします。 
 
川の流水で食器洗いをしている人もいますが、油や洗剤を河川に流すことは「神奈川県生活環境の保

全等に関する条例」違反になります。食器の汚れはすべて紙でふき取り、家に帰ってから洗うのがマ

ナーです。また、キャンプ場の炊事場でも、合成洗剤ではなく分解の早い石鹸を使うよう心がけたい

ものです。 

 

４－⑫ ゴミ問題 
 
「ゴミはすべて家まで持ち帰り」が原則です。近年ではこの考えが一般にも浸透し、ゴミをポイ捨て

する登山者は少なくなりましたが、河原でのキャンパー、釣り人などの中には、ゴミを置き去りにす

る人もまだまだいるようです。ポイ捨てに変わって問題になっているのが、車でやってきて大量のゴ

ミを捨てていく不法投棄の問題です。こうした行為をする人は、自分が法律違反をしていることは十

分承知の上でやっていると思われますので、直接声をかけるのは危険です。車のナンバーなどを控え、

警察への通報をお願いします。（保全センターに報告された場合は、こちらから警察に通報します。） 
 
また、丹沢の山小屋の周辺では、むかし山小屋が埋めたり谷に投棄したゴミが残されています。かつ

ては「ゴミは掘って埋めればいい」というのが常識だった時代もあり、一概に捨てた人を責めること

もできません。山小屋自身による清掃活動のほか、NPO やボランティアによる担ぎ下ろし作業も行わ

れ、少しずつ投棄ゴミは減ってきていますが、人力による作業の限界もあり、まだまだ完全に無くす

ところまではいたっていません。 

 

４－⑬ 動物へのエサやり 
 
大山や塔ノ岳の山頂には、人間にエサをねだるシカが出没します。かわいいからとエサをあげたくな

りますが、絶対に与えないでください。山麓でのサル、タヌキなども同じです。 

人間からもらうエサの味を憶えた野生動物は、野生では生きていけません。畑やゴミ捨て場を荒らす

ことにつながり、最後には「有害鳥獣」として駆除されてしまいます。エサやりは決して野生動物の

ためにならないことをご理解ください。お互いに距離を保つことが、共存の道なのです。 

 

４－⑭ 怪我や病気の動物を保護した場合 
 
怪我したり病気の動物（哺乳類と鳥に限ります）を保護した場合、自然環境保全センターまで持ち込

んでいただければ、獣医が治療し、野生に返す取り組みを行っています。 

ここで注意していただきたいのは、動物の子供の「誤認保護」です。 
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春から夏にかけては、動物の子育ての季節です。動物の子供が１匹でいるのを見かけることがありま

すが、絶対に連れて帰らないでください。特に鳥の場合、雛鳥が巣立ちの前の練習をして巣から落ち

ることがありますが、必ず親鳥が近くで見守っています。肉食動物や交通事故が心配な場合は、木の

枝や茂みにそっと置いてきてください。あやまって連れて帰ってしまった場合でも、親が捜していま

すから、もといた場所の近くに戻してあげてください。 
 
人間が動物の子供を育て、エサを採ったり巣づくりの仕方を教え、野生に返すことはまず不可能です。

また、野生の哺乳類や鳥類を許可なく飼育することは、法律上も認められていません。 

また、「肉食動物に襲われていたので助けてあげた」という話も耳にしますが、肉食動物の立場で見れ

ば、エサを取り上げられたのと同じです。喰う、食われるは自然のなりわいであり、安易な手出しは

しないようお願いします。 

 

４－⑮ 危険な動植物 
 
野外で最も危険な動物は、スズメバチです。集団で襲われた場合は、死に至る場合もあります。スズ

メバチは、５月ごろから女王蜂が１匹で巣づくりを開始します。梅雨に雨があまり降らなかった場合、

多くのスズメバチが巣づくりに成功するため、被害が増える傾向にあります。特に性格が攻撃的にな

って危険なのは秋以降です。 
 
野外で見かけることの多いパイナップルのような巣は、キイロスズメバチの巣です。これよりもさら

に大型で攻撃性の強いオオスズメバチは、大木の洞や地面の穴などに巣を作ります。気づかずに巣に

近づいただけでも攻撃してくることがある、非常に怖いハチです。 
 
山を歩いていてスズメバチが近づいてくることがありますが、これは偵察の役目を持つハチですので、

絶対に攻撃してはいけません。じっと我慢していれば、向こうから立ち去ります。手で払ったりする

と、攻撃のフェロモンを体外に放出して仲間を呼び、集団で襲われることがあります。黒いものほど

襲われやすい傾向があるので、髪の毛は隠したほうがより安全と言われています。また、香水の一部

にはスズメバチを刺激する成分が含まれるため、女性は注意してください。 

他のハチを含め、刺された場合は、すぐによく洗い流すことが大切です。ハチの毒は水溶性のため、

これでだいぶ症状が緩和できます。 
 
登山道など公園施設のそばでスズメバチの巣を見つけた場合は、保全センター職員など管理者が駆除

しますので、通報願います。ご自分では決して手を出さないようお願いします。 
 
このほか、野外で危険な毒を持つ生き物は、ススキやアシの葉に巣を作るカバキコマチグモ、体長１

０cm を超えるトビズムカデなどがあり、いずれも腫れて激痛が走ります。マムシやヤマカガシなどの

毒ヘビも有名ですが、攻撃性が弱く臆病なため、あまり気にすることはありません。毒のある動物に

刺されたり噛まれたりした場合、最も大事なポイントは、 
 
それがどんな特徴を持つ動物だったのか、しっかり観察することです。毒ヘビでも、種類によって血

清が異なるためです。怖い動物と聞いて誰もが連想するツキノワグマは、丹沢にも生息しています。

陣馬でも、まれに奥多摩方面から山伝いにやってくることがあるようですが、箱根には生息していま

せん。エサのほとんどは若芽や木の実などの草食性で、警戒心も強く、クマから襲ってくることはま

ずありませんが、子連れのクマの場合は注意してください。丹沢での推定生息頭数は約 30 頭、絶滅が

危惧される非常に希少な動物であり、無用に騒ぎを大きくすることのないようお願いします。保全セ

ンターではツキノワグマ保護のため情報を集めていますので、見かけた場合は報告をお願いします。 
 
植物で注意が必要なのは、ツタウルシです。ウルシの仲間では最も強い毒性を持ち、葉や幹に触った

だけでもかぶれることがあります。低山から山頂付近まで幅広い標高に分布するツル植物で、三枚一

組の葉を持ち、神奈川県ではごく普通に見られます。植物図鑑などでよく確認しておくことをお勧め

します。 

 

４－⑯ ヤマビル 
 
東丹沢では多くのヤマビルが生息しています。かつては宮ヶ瀬のいくつかの谷に分布は限定されてい

ましたが、この１０年ほどで爆発的に分布を広げ、北丹沢、表丹沢でも普通に見られるようになりま

した。4 月から１0 月ごろの、気温･湿度の高い日に活発に活動し、尺取虫のように足元からズボンの

中にもぐりこみ、血を吸います。多い日･場所では、立ち止まらずに早足で 10 分ほど歩いただけで数

匹ついていることもあり、登山どころではない感じです。 
 
血を吸われてもほとんど痛みは感ず、病気を媒介するなどの心配もないようです。血を吸ったヒルは

Y.Mataukuma
タイプライターテキスト
39



自然に剥がれ落ちますが、しばらくは血が止まらないため、靴下やズボンが血だらけになって吸われ

たことに気づくことが多いようです。 
 
清川村や厚木市内の薬局、森林組合などでは、専用の殺ヒル剤のほか、「ヤマビルファイター」という

忌避剤も市販されています。 
 

ヤマビル忌避剤にディート(ジエチルトルアミド)が含まれるものについては、使用に注意が必要です。
殺虫剤や農薬ではなく、忌避剤という名称を用いている為、ディートは無条件に安全であると信じて
不注意な使い方をしがちです。ところが、稀に神経障害や皮膚炎を起こす報告があったため、アメリ
カやカナダ等海外では、副作用などの報告を基に神経毒性など安全性についての再評価が行われ、特
にカナダでは子どもへの使用について厳しい規制が設けられることになりました。わが国でも、使用
上の注意の改訂が図られることになり、生後６ヶ月未満の乳児へのディート含有虫よけ剤の使用を禁
止しています。非ディート系のヤマビル忌避剤も市販されているので使用を検討してみて下さい。 
 
ヤマビルは、ごく一部の場所を除き、もともとは生息しなかった「外来種」ですので、ヤマビルが這

い上がってきたら、塩などをかけて殺してください。フィルムケースなどに入れた塩を持参すること

をお勧めします。特に、分布の境界域（姫次～黍殻～焼山の稜線や、鍋割山から寄にかけてなど）や、

今までヒルを見なかったような場所では、これ以上分布を拡大させないためにも、確実に殺すようお

願いします。 

 

４－⑰ 大型動物（シカ、クマ、カモシカ）を見かけた場合 
 
大型動物（シカ、ツキノワグマ、カモシカ）を見かけたら、自然環境保全センターまでご一報願いま

す。シカの場合は、別途お配りしている専用の調査票「お、シカだ」への記入をお願いします（巻末

の付録に、調査票を添付してあります）。ツキノワグマ、カモシカについては特に所定の様式はありま

せんが、シカの調査票に記入していただいても結構ですし、巡視報告書への記入でもかまいませんの

で、よろしくお願いします。 

 

日本を代表する山岳団体（日本山岳協会 ，日本勤労者山岳連盟 ， 日本山岳会 ，日本ヒマラヤンアド

ベンチャートラスト，東京都山岳連盟（自然保護），山のＥＣＨＯ，日本ヒマラヤ協会) の協働事業

としてインターネットを利用して「山の野生鳥獣目撃レポート」を実施しています。 

ご協力ください。詳しくは次の URL を参照ください。 

http://www.jma-sangaku.or.jp/conservation/yaseichoju/index.html 

 

４－⑱ 狩猟と特定鳥獣保護管理 
 
自然公園の中でも、狩猟が行われています。猟期はおおむね、毎年１１月１５日～２月１５日（その

年によって変わることがあります）で、狩猟鳥獣に指定された動物を対象としています。 

県内に生息する主な狩猟鳥獣は、以下のとおりです。なお、狩猟鳥獣であってもヒナや卵の捕獲は禁

じられているほか、種類によっては１日あたりの捕獲頭数に制限があるものもあります。 
 
鳥類 ･･･ ゴイサギ、キジ♂、ヤマドリ♂、ウズラ、コジュケイ、カモ 

類、ホシハジロ、キンクロハジロ、キジバト、ヒヨドリ、ム 

クドリ、バン、シギ類、スズメ、カラス類など 
 
哺乳類 ･･･ アライグマ、ハクビシン、イノシシ、シマリス、タイワンリ 

ス、ノウサギ、ノネコ、ノイヌ、タヌキ、キツネ、テン、イ 

タチ♂、アナグマ、ニホンジカ（♀は猟区内に限る）、ツキノ 

ワグマ（県内では狩猟自粛を要請中） 
 
狩猟は、できる場所とできない場所が地図上で区分されています。詳細を示した地図は、自然環境保

全センターのほか、県庁、県政センター、市町村役場などにありますが、概要は以下のとおりです。

鳥獣保護区 ･･･ 狩猟が禁止されている区域。丹沢の特別保護地区や第１種特別地域、箱根の国立公園

区域の大部分は鳥獣保護区に指定されています。 
 
銃猟禁止区域 ･･･ 銃による狩猟が禁止されている区域。県内の平野部･丘陵地の大部分がこれにあた

ります。 

猟区 ･･･ 管理者（市町村役場）のもとで狩猟が行われる区域。県内では、宮ヶ瀬ダムより上流域、山

北町の世附、玄倉川流域などが猟区に指定されています。 
 
未線引き区域（乱場）･･･ 管理者のいる猟区でもなく、保護区でもない区域。猟期であれば狩猟が行

http://www.jma-sangaku.or.jp/
http://www.jwaf.jp/
http://www.jac.or.jp/
http://www.hat-j.jp/
http://www.hat-j.jp/
http://mt-shizen.org/
http://www.yama-echo.org/
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われます。丹沢や箱根の周辺山麓の多くはこの区域です。 
 
猟区や未線引き区域内であっても、公道（登山道も含む）では狩猟は禁止されているほか、住居のそ

ばや人が集まる場所、夜間での銃による猟は禁止されています。猟期に限って行われる狩猟とは別に、

「特定鳥獣保護管理計画」のもとで、動物の捕獲が行われることがあります。山麓部で、農作物を荒

らすなどの被害があった場合に、許可を受けて原因となる鳥獣を捕獲する「有害鳥獣駆除」、山岳地で、

自然植生を保全するために行われる「管理捕獲」などで、猟期以外の期間でも実施されています。 

 

管理捕獲は、神奈川県では丹沢のニホンジカを対象に行われています。ニホンジカはもともと山麓の

動物だったと言われていますが、戦後の山麓の開発、山での拡大造林と禁猟政策、さらには温暖化な

どで、丹沢の山岳地に定住するようになりました。 

現在の丹沢では、樹皮喰いによるウラジロモミの立ち枯れや、採食で林床植生がなくなった森林での

土壌の流失などが、深刻な問題になっています。そこで、県では「ニホンジカ保護管理計画」を策定

し、被害の深刻な稜線部では管理捕獲を実施してシカの密度を低くおさえる一方で、中腹域では生息

環境の管理を行っています。また、追跡調査を実施し、頭数管理が適正に行われているかを判断し計

画を修正することとしており、指導員のみなさまから寄せられるシカの目撃情報も、これに役立てて

います。 
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