
平成 24 年度森林づくりボランティア活動報告 
神奈川県山岳連盟 森林づくりボランティア活動実行委員会 

 

 「県民との協働による森林づくり実行委員会」(神奈川県)が行う平成 24 年度定着型森林づくりボラ

ンティア活動助成事業の応募事業としてこの活動を実施したので、以下に報告する。 

この活動は平成 21 年から続けており、今期で 4年間継続してきた。この活動の「定着型」の意味は

この活動が開始から 10 年という長期にわたって行われるものである。 

神奈川県山岳連盟はこの活動を社会貢献活動の一つととらえ、登山で培った技術や経験を応用して活

動に当たっている。 

 表-1 に平成 24 年度活動概要を示す。今年度は 10 回の活動を実施した。活動地が「ヤマビル」の生

息地であることから、晩秋から晩春の時期を主たる活動期間としてきた。 

 

表-1 活動概要表 

活動場所 実施期間 実施回数(日数) 参加総数 林内整備 間伐 
煤ヶ谷水源公有林 2012/5/20～

2013/3/10 
10 回（10 日） 53 人 約 30 アール 

(図-1 参照) 
19 本 
(図-2 参照) 

 
図-1 林内整備実施地図 

 
 



図-2 間伐樹配置図 

 

番号 樹種 径 
(㎝) 備考 

001 ツバキ 10 8 株の 6 

002 不明 25 3 株の 2 

003 コナラ 10 幹折れ 

004 サクラ 25 3 株の 2 

005 ツバキ 20  

006 不明 40  

007 不明 40  

008 不明 35  

009 コナラ 35 2 株の 1 

010 不明 30  

011 不明 35 枯死 

012 コナラ 25  

013 コナラ 35  

014 コナラ 45  

015 サクラ 25 5 株 4 

016 コナラ 25  

017 コナラ 25  

018 コナラ 35  

019 コナラ 25  
 

備考欄の株立ち木については株数と伐採数を、ＸＸ株のＸＸと記載 

表-2 に活動日程表を示す。各内容については次ページ以降に示す。 

表-2 活動実施日程表 

回 活動日 参加人数 活動概要 記事 

22 2012/5/20 3 林内整理 巻き枯らし試す 

22-1 2012/5/30 4 林内整理 ゴミゼロ活動 

23 2012/7/1 5 ホダ木本設置  

24 2012/11/24 6 林内整理、除伐 茸収穫 

25 2012/12/23 6 正月飾り、林内整理、除伐  

26 2013/1/12 10 山神祭り  

27 2013/2/4 4 倒木処理  

28 2013/2/24 7 玉切りと整理、ホダ木作り  

29 2013/3/10 8 茸菌接種作業  



第 22 回森林づくり活動 
１ 開催日時 

平成 24 年5月20 日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分 曇り 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、横山、松隈   3名 

４ 活動内容 

（作業）9:00～12:00 林内整理（落ち葉掻き、ツル切りなど） 

    12:40～14:00 巻き枯らし試行 

５ 概要 

深く降り積もった落ち葉・地表を這いまわったツタ類・落枝を除去など地表の整備と、コナラ大木の

巻き枯らしを実施した。 

  

枝が張ったコナラで巻き枯らしを試す 可燃不燃に分別 

 

第 22 回（追加１）森林づくり活動 
１ 開催日時 

平成 24 年5月30 日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分  晴れ 

２．場所 

ゴミ回収：土山峠バス停～宮ヶ瀬湖湖畔土山橋、煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

尾崎、横山、高杉、松隈   4名   

４ 活動内容 

（作業）9:00～11:00 バス停～駐車空き地のゴミ回収 

    11:00～11:20 作業径路の塩播き 

    11:20～14:00 中央広場下の地表整備（落ち葉掻き、ツル切りなど） 



５ 概要 

森林づくり活動の際に、駐車場として利用している村道高畑線野ゲートを中心として県道沿いは、ポ

イ捨てゴミなどが散乱していて、景観を阻害すること余りにも目に余ることから、ゴミゼロの日（5月

30日）を機会に清掃活動を合わせて行った。収集ゴミは地元清川村に回収をお願いした。 

  

収集ゴミを分別パッキングする 可燃不燃に分別 

  

深く降り積もった落枝落葉をかき集めて整理 一息つく参加者 

 

第 23 回森林づくり活動 
１ 開催日時 

平成 24 年7月1日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分  曇りのち雨 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、横山、井上、尾崎、松隈、   5名 

４ 活動内容 

  １）植菌ホダ木の本設置 

  ２）中央広場下部雑木地の林内整理（落ち葉掻き、ツル切りなど） 



第 24 回森林づくり活動 
１ 開催日時 

平成 24 年11月24日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分 曇り時々雨 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、横山、浅田、尾崎、堀江、松隈   6名 

４ 活動内容 

内容  １）地表整備 

    ２）間伐 

    ３）その他(シイタケの収穫) 

一昨年に接種したホダ木からシイタケが発生。昼食時にはシイタケの野点焼きで豪華昼食会となった。

皆、シイタケを味わいながら自然の恵みを感じた。 

  

シイタケの収穫 ホダ木の点検 

第25回 森林づくり活動 

１ 開催日時 

平成 24 年12月23日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分  晴れ 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、横山、浅田、尾崎、堀江、松隈   6名 

４ 活動内容 

  １）祠の正月飾り 

  ２）林内整理 

  ３）間伐 

祠周りの清掃と正月飾りを実施。不良木の除伐を実施。 



  

林内整備が進む 見通しが効くようになった林内 

第26回 森林づくり活動 

１ 開催日時 

平成 25 年1月12日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分  晴れ 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

相良、紅葉、横山、浅田、尾崎、池谷、田中、湯浅、小元、松隈   10名 

４ 活動内容 

  １）山神祭り 

フィールド内にある祠へ詣でて、これまでの一年の無事に感謝し、これからの一年野作業の安全を祈

念した。 

  

祠の詣でる参加者 祠の新春のお供え 

 
 
 
 



第27回 森林づくり活動 

１ 開催日時 

平成 25 年2月4日（日） 午前9 時30 分～午後1 時00 分  晴れ 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、石井、池谷、大田   4名 

４ 活動内容 

  １）倒木処理 

2月に降った雪の影響とおもわれる倒木があり、処理を行った。蔦が絡んで蜘蛛の巣状態になった枝

に積もった雪の重みで倒木した模様。 

  

蔦の絡んだ倒木を処理する 

第 28 回森林づくり活動 
１ 開催日時 

平成 25 年2月24日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分  晴れ 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、相原陽、相原光、石井、尾崎、浅田、松隈   7名 

４ 活動内容 

  １）伐倒樹の玉切りと整理、ホダ木作り 

5．概要 

昨年末に伐倒したコナラを有効利用して、キノコのホダ木づくりを行った。良く日曜大工の店で販売

されているような粒ぞろいの格好の良いホダ木とはならなかったけれど、自然の野趣たっぷりのホダ

木を約 100 本ほど作製した。 



  

ホダ木作り 作業を一段落して昼食 

第 29 回森林づくり活動 
１ 開催日時 

平成 25 年3月10日（日） 午前9 時30 分～午後2 時00 分  晴れ 

２．場所 

煤ヶ谷水源林活動フィールド 

３ 参加者 

紅葉、石井、尾崎、堀江、横山、宮田、井上、松隈   8名 

４ 活動内容 

  １）茸菌野接種 

5．概要 
平成 25 年 3 月 17 日、煤ヶ谷水源林（愛甲郡清川村）で｢開催された第 28 回森林づくりボランティア

活動に会員 8名が参加し、キノコ菌 2000 粒（ホダ木約 100 本）の植菌作業を行った。 

この日は天候に恵まれ、南からの煤ヶ谷の森を春風が吹き抜けるフィールドで、昨年末に伐採したコ

ナラを有効利用し、キノコ菌を植菌したもの。この植菌作業は 3年目で昨年末に第一回目の収穫を祝

い、年々ホダ木数を増やしている。今回はシイタケ菌 1000 粒と、ナメコ 1000 粒を植菌した。2年後

の収穫を期待される。 

今回の第 29 回活動を以て、平成 24 年度の森林づくりボランティア活動の全てが無事終了した。 

  

植菌作業の参加者 作業を終えての集合写真 



 


