
平成 27 年 3 月 25 日 

平成 26 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 

 

概要 

 「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 26 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、今期で足掛け 7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 年という長期に亘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捉え、山登り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 26 年度活動概要を示す。今年度は 9回（10 日）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、晩秋から晩春の約半年の時期を主たる活動期間として実施した。 

 

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 除伐 

煤ヶ谷水源公有林 

（清川村煤ケ谷字土山） 

2013/4/13～

2014/3/15 

9 回（10 日） 61 人 約 30 アール 

(図-1 参照) 

16 本 

(図-2 参照) 

 

図-1 林内整備実施地図 

 
 

 

 

 



図-2 除伐樹配置図 
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Ｂ地区 

番
号

樹種 
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備考 

001 コナラ 
20 3 本株立ち

の 
間引き 25 

002 コナラ 
15 3 本株立ち

の 
間引き 15 

003 コナラ 20 
3 本株立ち
の 
間引き 

004 コナラ 20 枯死 

005 コナラ 25 劣性木 

011 コナラ 15 
2 本株立ち
の 
間引き 

012 コナラ 25 
2 本株立ち
の 
間引き 

013 スギ 15 幹折れ 

014 スギ 25 劣性木 

015 スギ 20 劣性木 

016 スギ 20 劣性木 

    

 
Ｂ 
地 
区 

アブラ
チャン 

 
5～
10 
 

 
垂れさがり
や蔓の絡ま
り、過密など
 
Ｂ地区のア
ブラチャン
林は株立ち
を間引き多
数。 

 
表-2 に活動日程表を示す。各回の実施内容については次々ページ以降に示す。 

表-2 活動実施日程表 

回 活動日 参加人数 活動概要 記事 

36 2014/4/16 2 地表整備、林内調査  

37 2014/6/8 0 （荒天中止）  

38 2014/9/7 5 山神祭り、作業経路補修  

39 2014/11/16 5 作業経路の補修、榾木の設置修正  

40 201411/29 2 林内整備、作業経路補修  

41 2014/12/14 9 落葉掻き、除伐、榾木製作（伐倒木の玉切り）  

42 2015/1/13 7 山神祭り  

43 2015/1/25 7 除伐、落枝・落葉整理  

44 2015/2/8 5 除伐、除伐材の処理(引き揚げ、玉切り)、落枝・

落葉整理 

 

45-1 2015/3/⒕ 9 除伐、除伐材の処理(引き揚げ、玉切り)、落枝・

落葉整理 

 

45-2 2015/3/15 10 茸菌の植菌、除伐、除伐材の処理(引き揚げ、玉

切り)、落枝・落葉整理 

 

 



所感 

平成１９年１２月に第一回活動を開始して今年度で満７年３ヶ月を経た。定着型活動の覚え書きで交

わした期限まで第四コーナーに差し掛かった感がある。整備を実施したには全体面積に一割に過ぎな

いが、手のつけようがなかった当初の困惑感はここにきて払拭され始めたように思う。整備前の１ヘ

クタール程の森の鬱蒼とした様子が、夏場の展葉でも木漏れ日が地表に差す程になった。又、仏果山

登山経路の野外テーブルのある旧土山峠付近も見通しの利く明るい場所となった。初めこの地へ入っ

たころ荒れ放題の森のことを思えば、手を着けたところの苦労を払拭するものとなった。成果が目に

見えてくると、活動に楽しささえも感じられるようになった。 
 

整備の進んだＡ地区 

整備の進んだＢ地区 
 
年末の降雪が消えない頃に活動地の様子見に訪れた際、雪面に残された動物の足跡を幾つも見つけた。

シカやアナグマなど、活動地はこれら動物の住処でもあることを改めて認識した、特にアナグマは活

動地当たりに定住しているらしく、引き続き彼らに十分配慮して活動進めていく予定である。 
 

 
雪面に残された足跡 

活動詳報 

各活動日の実施状況については次ページ以降に示します。 



第 36 回森林づくりボランティア活動 

 

日付：４月１３日（日）  

場所：煤ケ谷水源林 活動場所 

参加予定：相良、松隈 

活動開始：１０：００  現地（仏果山登山路隣接地） 

活動終了：１３：３０  現地 

活動内容： 地表整備、林内調査 

 

平成 26 年度の第一回目の活動を行った。経ヶ岳方面へ向かう登山歩道野外テーブル付近のキバチ沢斜

面の雑木林の地表整備を行った。倒木や落枝、蔓きりなどを行い野外テーブルからの見通しを多少改善

させた。座禅石の桜も満開を過ぎ、気温も若干暖かくなった。 

メンバーが揃わない活動となったが、思わぬご季節の椎茸の生長に巡り合い、袋いっぱいの収穫を土産

に活動を終えた。 

 

花弁の残る座禅石の桜 野外テーブルで一休み 

見通しが良くなった整備地 思わぬ椎茸収穫 

 



第 38 回森林づくりボランティア活動 
 
日付：9 月 7（日）  
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：尾崎、紅葉、横山、岩崎、松隈 
活動開始：９：００  現地（経ヶ岳登山路隣接地） 
活動終了：１０：３０  現地 
活動内容： 山の神祭り、作業経路補修 
 
平成 26 年度の第一回目の活動を行った。経ヶ岳方面へ向かう登山歩道野外テーブル付近のキバチ沢斜

面の雑木林の地表整備を行った。倒木や落枝、蔓きりなどを行い野外テーブルからの見通しを多少改善

させた。座禅石の桜も満開を過ぎ、気温も若干暖かくなった。 
メンバーが揃わない活動となったが、思わぬご季節の椎茸の生長に巡り合い、袋いっぱいの収穫を土産

に活動を終えた。 
 

  
祠に詣でる参加者 参詣を終えて 

 

  
巻枯らし（24 年 5 月の着手時状況） 腐朽の進んだ巻枯らし木 

 



第 39 回森林づくりボランティア活動 
 
日付：11 月 16（日）  
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：相良、尾崎、紅葉、横山、松隈 
活動開始：９：００  現地 
活動終了：１０：３０  現地 
活動内容： 作業経路の補修、榾木の設置修正 
 
平成 26 年度下期の実質第一回目の作業になる。今夏の風雨で作業経路の階段の腐食が進み中には朽ち

果てて崩れてしまったものも散見される。横木や杭を交換するなどして、復旧を行った。仏果山方面へ

向かう登山歩道野外テーブル付近のキバチ沢斜面の雑木林の地表整備を行った。 
 
渓流沿いに設置したナメコの榾木も土砂で覆われるなど、夏から秋にかけての沢が増水した模様。ガメ

ンバーが揃わない活動となったが、思わぬご季節の椎茸の生長に巡り合い、袋いっぱいの収穫を土産に

活動を終えた。 
 

  
配列がし終わったホダ木 作業を終えて 

  
作業経路の埋まった橋の復旧 こまめに手入れの作業経路 

 



第 40 回森林づくりボランティア活動 
 
日付：11 月 29（日）  
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：相良、尾崎、紅葉、松隈 
活動開始：９：００  現地 
活動終了：１０：３０  現地 
活動内容： 林内整備（中央広場の落枝、落葉の整理）、作業経路階段の補修 
 
若干紅葉（黄葉）を付けている木々のしげる活動地の地表には、早や真新しい落葉の絨毯で覆われる。 
蛭も退散する時期、本格的は林内整備に向けたシーズン入りとなった。 
 
二度の冬越しをした榾木も椎茸の発芽が見られた。 
 

  
作業前に他らに一礼 落葉に覆われた活動地 

  
祠前広場（中央広場）の落葉掻き 椎茸の発芽 

 
 



第 41 回森林づくりボランティア活動 
 
日付：12 月 14（日）  
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：尾崎、吉田、紅葉、横山、内藤、松隈 
活動開始：９：００  現地 
活動終了：１３：００  現地 
活動内容： 落葉掻き、除伐、榾木製作（伐倒木の玉切り） 
 
作業経路及び山神祠周辺の落枝落葉の除去を行った。 
活動地ほぼ中央部の尾根部分の林地の樹帳部分が交錯していたコナラなどの約６本の除伐を行い、伐採

木を茸菌の榾木として９０ｃｍ長ほどに玉切り加工し、春先の食菌の準備とした。 
伐採木：コナラなど 5 本 
 
 

  
枯死木の伐倒 コナラの伐倒 

 

  
伐倒木の処理 作業を終えて 

 



第 42 回森林づくりボランティア活動 
 
日付：1 月 11（日）  
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：相良、尾崎、紅葉、横山、湯浅、内藤、松隈 
活動開始：10：00  現地 
活動終了：11：30  現地 
活動内容： 山神祭り 
 
活動フィールドの中央部にある山神祠に詣でて、一年の活動の安全を祈願する山神祭りを行った。 
寒風が宮ケ瀬湖から吹き上がってくるが、天候が晴朗で日差しが暖かい。元林業職の祝詞を案内に榊を

備え二礼二拍手一礼の拝礼で神妙な気持ちで祈願を行う。 
参詣の後は、「なおらい（直会）」で神酒をいただき、炙ったウルメや「トン汁」で細やかに宴を行た。 
昼前に下山、解散となった。 
 

  
神妙に礼拝 祠の周りの集う 

 

  
祠に深々と頭を垂れる 祠を飾った供物 

 



第 43 回森林づくりボランティア活動 

 

日付：1 月 25（日） 快晴 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

参加予定：尾崎、内藤、矢幡、紅葉、湯浅、小元、松隈 

活動開始：9：00  現地 

活動終了：13：30  現地 

活動内容： 除伐、落枝・落葉整理 

 

平成 26 年度の整備計画を促進するため、追加の実施となった。 

旧土山峠の野外テーブル付近の「アブラチャン」林で、株立ちしたアブラチャンの樹頂部が垂れ下がっ

た老株とか灌木類を剪定（除伐）し、蜘蛛の巣状に絡まった蔓を除去。除伐した伐木を等高線に沿って

堤防状に寄せ、見通しの効く林地として整理した。 

天候が晴朗で日差しが暖かく、作業中に汗ばむほど。宮ケ瀬湖を挟んで対岸の遠くから管理捕獲の銃声

と猟犬の叫びが時折り聞え、近くでは除伐のチェーンソウが唸りを立てる。 

 

灌木の除伐に格闘中のメンバー 

 

旧土山峠の野外テーブルから見回す作業地 右手に仏果山への経路が見える 

 



第 44 回森林づくりボランティア活動 

 

日付：2 月 8（日） 曇りのち雨 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

参加予定：尾崎、紅葉、吉田、横山、松隈 

活動開始：9：00  現地 

活動終了：11：30  現地 

活動内容： 除伐、除伐材の処理(引き揚げ、玉切り)、落枝・落葉整理 

旧土山峠の付近の「スギ」林で、昨年伐採整理と劣性樹(スギ)の伐採、隣接雑木の間引き整理を行った。 

天気予報で、午後下り坂となってはいたが、５名の参加で実施した。前々日の降雪が若干残っていたが

作業には支障がなく、昨年取り残した谷底部分（写真右の奥）の除伐と灌木帯（写真右左奥）の間引き

を行った。作業に目途がついたころ、降雨が始まり、下山にて駐車の空地に到着したころには本降りと

なった。今回は、新調装備として、ロッキーラダー（枝打ち用梯子）、フェリングレバー(木回し)を披露

した。 

 

雨で曇る宮ケ瀬湖をバックに 引き上げた伐採木 

北面側には積雪が残る活動地 伐採木と灌木林から垣間見る残雪の対岸 

 

伐採樹： スギ 4 本（胸高直径 約 20ｃｍ 樹高さ約７ｍ）、コナラ 3 本株立ちのうち 2 本 根本

径 25 cm 樹頂部欠損 約 5ｍ）、アブラチャン（株立ち 間引き 約 5 株） 



第 45 回（その 1、その 2） 森林づくりボランティア活動 
 
日付：3 月 14 日（土） 曇りのち雨 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：相良、湯浅、紅葉、内藤、横山、岩崎、柴崎、堀江、松隈 
活動開始：9：00  現地 
活動終了：13：30  現地 
活動内容： 除伐、除伐材の処理(引き揚げ、玉切り)、落枝・落葉整理 
 
日付：3 月 15（日） 曇りのち雨 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加予定：紅葉、内藤、石井、浅田、埴原、岩崎、柴崎、堀江、濱田、松隈 
活動開始：9：00  現地 
活動終了：13：30  現地 
活動内容： 除伐、落枝・落葉整理、茸菌の植菌など 
 
 

  
灌木林の除伐と蔓切りの作業 

  
作業を終えて 茸菌の植菌作業 

 


