
平成 28 年 3 月 28 日 

平成 27 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 27 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 8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 27 年度活動概要を示す。今年度は 10 回（11 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) 
参加延べ数 林内整備 除伐 

煤ヶ谷水源公有林 

（清川村煤ケ谷字土山） 

2015/4/5～

2016/3/13 

10 回（11 日） 106 人 約 50 アール 

(図-1 参照) 

14 本 

(図-2 参照) 

但し小径木を

除く 

 

 

図-1 林内整備実施地図 

 

※今期実施したエリアは、前年度までの整備地の一部を含む 

 



図-2 除伐樹配置図 

Ａ地区 

 
 

Ｂ地区 

番号 樹種 
径 
(㎝) 

備考 

1 スギ 20 劣性木 

2 スギ 15 幹折れ 

3 不明 20 広葉落葉樹 

4 スギ 15 劣性木 

5 スギ 15 劣性木 

6 スギ 15 劣性木 

7 スギ 15 劣性木 

8 コナラ 35 周囲鬱閉 

9 注 20 幹折れ 

10 注 30 幹折れ 

11 注 25 幹折れ 

12 注 20 幹折れ 

13 注 25 幹折れ 

14 注 20 幹折れ 

アブラチ
ャンなど
小径木 
多数 

5 ㎝ 
以下 

垂れさがり、
蔓がらみ 

 
上表の記載には、次を除く。①アブラチャンなど小径木、②枯死立木・枯死倒木、③蔓（フジヅル、スイ
カズラなど） 
 
 
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 

46 2015/4/5 6 除伐・蔓切り・地表整備 

47 2015/5/23 5 除伐・地表整備・祠前整備、ゴミゼロ活動 

48 2015/9/5 7 山神祭り、榾木設置 

49 2015/11/15 7 作業経路補修・除伐・蔓切り・地表整備 

50 
2015/11/22～ 23 林内研修会、整備実習 

2015/11/2 19 林内研修会、整備実習 
51 2015/12/20 6 除伐、倒木、落枝整理、蔓切り、山神正月飾り

52 2016/1/9 9 山神祭り 

53 2015/1/24 8 除伐、倒木・落枝整理 

54 2015/2/7 10 除伐、倒木・落枝整理 

55 2015/3/13 6 除伐、倒木・落枝整理 

 



結び 

平成 19 年 12 月に第一回活動を開始して今年度で満 8 年 3 ヶ月を経た。定着型活動の覚え書きで交わ

した期限に向けまとめの時期に差し掛かった。日頃から慣れあいになってきた活動に安全意識を再点

検しようと、かながわトラストみどり財団が行う神奈川県森林インストラクター派遣事業に応募し、

森林インストラクターの会派遣の講師による研修会を実施した。普段、何げなく行っている作業の中

の安全について、講師から適切なアドバイスを得て実地に安全総点検を行ったことが特筆される。 

 

 
 

 

 

 

榾木の設置作業 年末の山神祠周辺整備作業 

安全研修会 山神祭り

積雪の作業伐倒木の牽引搬出 

枯死倒木の処理 絡んだ蔓の処理



平成 27 年度拡大実施地Ｂ地区のＡの様子 

 

 

平成 27 年度拡大実施地Ｂ地区のＢの様子 

 

 

 



第 46 回 森林づくりボランティア活動 

 

日付：4月 5日（土） 晴れ 

場所：煤ケ谷水源林活動地（旧土山峠付近、祠のある広場） 

活動開始：１０：００  現地 

活動終了：１３：３０  現地 

参加：相良、尾崎、紅葉、内藤、埴原、松隈 

作業内容： 除伐・蔓切り・地表整備、野外テーブルづくり 

 

この日の活動、祠のある広場に除伐材を利用して野外テーブルを設置、及び旧土山峠付近の雑木林の蔓

切りと除伐を行った。 

 

 

 



第 47 回 森林づくりボランティア活動 
 
日付：5 月 23 日（土） 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
活動開始：１０：００  現地 
活動終了：１３：３０  現地 
参加：相良、紅葉、内藤、横山、松隈 
作業内容：除伐・地表整備・祠前整備、ゴミゼロ活動 
 

5 月 23日、丹沢土山峠の煤ケ谷水源林にて第 47回森林づくりボランティア活動行われ、5名が参加し

た。この活動、祠のある広場に除伐材を利用して野外テーブルを設置した。ゴミゼロの日(5月 30日)

が近いこともあって、普段駐車場に利用している村道高畑線ゲート付近や土山峠バス停付近のゴミ拾い

も行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 



第 48回 森林づくりボランティア活動 

 

日付：9月 5日（土） 晴れ 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

活動開始：１０：００  現地 
活動終了：１３：３０  現地 
参加：相良、紅葉、尾崎、横山、井上、埴原、松隈 

作業内容：山神祭り、榾木設置 

 

9 月 5日、丹沢土山峠の煤ケ谷水源林にて第 47回森林づくりボランティア活動行われ、7名が参加した。

この活動、9月野山神祭り（一般的な習慣では 1月、5月、9月に行われている）。神妙に祠にお参りし、

簡単な直会の後、春に植菌し井桁に組んで寝かせた榾木を、時期を大分ずらしてしまったこともあるが、

本設置を行った。 

井桁に組んだホダ木は昆虫類の住処になってしまっており、ホダ木をどかすたびに、ちょろちょろと飛

び出し、大きなムカデまで這い出すありさま。 

 

 

 



第 49 回 森林づくりボランティア活動 
 
日付：11 月 15 日（土） 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
活動開始：１０：００  現地 
活動終了：１３：３０  現地 
参加：相良、紅葉、尾崎、東、八島、埴原、松隈 
活動内容：作業経路補修・旧土山峠付近（除伐・蔓切り・地表整備） 

 

11 月 15日、丹沢土山峠の煤ケ谷水源林にて第 49回森林づくりボランティア活動行われ、7名が参加し

た。この活動、ヤマビルの活動が収まる時期に合わせ、春 先に向けた約 6カ月が実質の活動期間。今

回が、平成 27年度下期の実質第一回目の活動となる。翌週予定の研修の下準備を兼ね、かながわ森林

インストラクター会から派遣の東氏を交え現地打ち合わせを行った。早朝の降雨を浴びた紅葉で、すが

すがしい気分の活動となった。一昨年に植菌した榾木からもナメコが生えていた。 

 

 

 



第 50 回 森林づくりボランティア活動 
 

日付：11月 22日（日）～23日(祭) 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

参加：相良、紅葉、尾崎、東、石井、横山、湯浅、小元、

後藤、埴原、松隈 

11 月 22丹沢土山峠の煤ケ谷水源林にて 2日の日程で、埼

玉岳連から 12名を迎え合同の森林研修会を行った。講師は

「かながわ森林インストラクター会」派遣の東昭一氏。 

 

森林ボランティア活動研修会実施報告 
                                     
概要  2009 年の定着型活動を開始して 6 年経過し、作業自体に慣れが生じてきていることは否めな

い。森林活動は普段の登山活動とは違った危険がありそれなりの安全意識が必要である。この

ことに鑑み、外部講師を招き、研修会を実施した。また、埼玉県山岳連盟との合同により情報

交流を行った。研修は 1 泊 2 日であったが、日帰りを含めて 23 名（日帰り 4 名）が参加した。  
 
１．期日  平成２７年１１月２２日（日）～２３日（月） １泊２日（コテージ泊） 
２．場所  研修：愛甲郡清川村煤ケ谷字土山 煤ケ谷水源林 
      交流会・宿泊：コッテージ花ノ木（愛甲郡清川村） 
３．内容  森林ボランティア活動における安全行動の実際についてのご指導。 

（道具類（鋸鉈チェーンソウ）の使用や伐採時の安全確保 
森林活動時の危険予知と安全対策 など） 
※ 外部講師： 東昭一（かながわ森林インストラクターの会派遣） 

４．対象  神奈川県山岳連盟会員、埼玉県山岳連盟会員  
      （森林活動経験者など） 
５．プログラム  

２２日 研修会 １０：００～１４：００ 森林活動の安全の基礎（解説） 
                    20 ㎝直径以下広葉樹の伐倒（実技） 

針葉樹枝打ち（実技） 
20 ㎝直径以上針葉樹の伐倒（実技）         

２２日 交流会 １６：００～ 
２３日 研修会  ９：３０～１１：００ 20 ㎝直径以上広葉樹の伐倒（実技） 
                    チェーンソウの扱い(実技) 
         １１：００～１２：００ 整備作業 
 

  
東講師からレクチャーを聴く 針葉樹の伐倒実習 

 

 



第 51回 森林づくりボランティア活動 

 

日付：12月 20日（土） 晴れ 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

活動開始：１０：００  現地 
活動終了：１３：３０  現地 
参加：相良、紅葉、尾崎、内藤、埴原、松隈 

作業内容：旧土山峠付近（除伐、倒木、落枝整理、蔓切り）、山神正月飾り 

 

12 月 20日、丹沢土山峠の煤ケ谷水源林にて第 51回森林づくりボランティア活動行われ、6名が参加し

た。山神祠の正月飾りを兼ね、旧土山峠付近の雑木林の蔓切りと除伐を行った。 

 

 

 



第 52 回 森林づくりボランティア活動 
 
日付：1 月 9 日（土） 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加：相良、紅葉、内藤、尾崎、石塚、湯浅、三川、石井、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 

  
祠を囲んで お供え物が上がった祠 

 
第 53 回 森林づくりボランティア活動 
 
日付：1 月 24（日） 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加：相良、尾崎、紅葉、内藤、三川、埴原、槙田、松隈 
活動開始：9：00  現地 
活動終了：13：30  現地 
活動内容： 旧土山峠付近の整備（除伐、落枝・落葉整理など） 

  
作業を終えて 雪中の作業 

 



第 54 回 森林づくりボランティア活動 

 

日付：2 月 7 日（日） 曇りのち晴れ 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

参加：相良、紅葉、尾崎、湯浅、小元、石井、埴原、槙田、岩崎、松隈 

活動開始：10：00  現地 

活動終了：1１：30  現地 

活動内容： 旧土山峠付近整備（除伐、倒木、落枝整理、蔓切り） 

 

午前中の一仕事を終えて、旧土山峠にて 残雪の整備地を背景に 

 

第 55 回 森林づくりボランティア活動 

 

日付：3 月 13（日） 曇り 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

参加：尾崎、紅葉、内藤、埴原、槙田、松隈 

活動開始：9：00  現地 

活動終了：13：30  現地 

活動内容： 旧土山峠付近の整備（除伐、倒木、落枝整理、蔓切り） 

小休止中のメンバー 旧土山峠にて 小休止中のメンバー 旧土山峠にて 

 


