
平成 29 年 3 月 13 日 

平成 28 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 28 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 9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 28 年度活動概要を示す。今年度は 13 回（14 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） 

2016/4/3～
2017/3/12 

13 回（14 日） 102人 約 30 アール 
(図-1 参照) 
前年までの実
施地について
も追加整備を
行う。 

29本 
(図-2 参照) 
但し小径木を
除く 

 

図-1 活動地概略区域図 

 

※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 

※樹木のマークは伐採樹の概略位置を示す 



 

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 

56 2016/4/5 5 除伐・蔓切り 

57 2016/5/8 10 山神祭、経路整備 

58 2016/5/22 10 伐採木の搬出（引き上げ） 

59 2016/7/3 5 伐採木の搬出、皮むき処理 

60 2016/9/11 5 山神祭、経路補修 

60-1 2016/11/13 2 経路補修、地表整備 
61 2016/11/23 6 経路補修、地表整備 
62 2016/12/23～24 14 除伐、伐木整理、山神正月飾り 

63 2017/1/8 12 山神祭り 

64 2017/1/22 9 除伐、経路補修 

65 2017/2/7 9 榾木作り、作業経路補修、選木 

66 2017/3/5 9 植菌、倉庫復旧作業 
67 2017/3/12 6 スギ林除伐 

※個々の活動については次ページ以降の報告をご覧願います。 

 

結び 

活動地では、鬱閉していた樹林を整理程よく整理が進み、地表への陽光が豊富に射すほどに明るくな

った。このことから、地表にはイネ科の草本の定着が始まった。これらイネ科の植物をよく観察する

と葉の先端部が欠けた状態が散見される。おそらく、シカの摂食を受けように思われる。 

一次、地表に多くの幼樹を見かけたこともあったが、成長の様子すら見かける事がない。 

林床の植生の保全（防鹿対策を考える必要があるのかもしれない。 

来期に向けたは、森づくりの底辺も見つめて活動を進めたい。 

 

折角入り込んできたイネ科の植物もシカの被食を免れない 

 

 

 



第56回森林づくりボランティア活動 
日時：2016年4月3日, 9:00～14:00 

場所：煤ケ谷水源林 

参加： 参加5名 (紅葉、内藤、埴原、松隈) 

作業項目： 除伐、蔓切り 

 

概要： 昨年度の継続で旧土山峠のキバチノ沢側斜面の灌木帯の蔓切及び灌木（主にアブラチャンの株抜き）

を行った。今回で土山峠から仏果山に上る登山経路に沿った活動地（Ｍ１７標柱からＳ２７標柱の区間）の

除伐は区切りをつけた。 

アブラチャン垂れ下がった株立ち、絡みついた蔓、作業の足を妨げる枯死倒木、膝ほどの落ち葉の堆積悩ま

された昨年から１年がかりの作業であったが、見通しの良く明るい林相になった。 

旧土山峠の野外ベンチも明るい佇まいになった。登山者も快適に休憩してくれるであろうことを期待。 



第57森林づくりボランティア活動 
日時：2016年5月8日, 9:00～14:00 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加10名 (相良、尾崎、紅葉、内藤、埴原、石井、湯浅、小元、槙田、松隈) 
作業項目： 山神祭り、経路補修 

 
概要：   
今年から、土地の慣例に従い正月のほかに5月と9月と年3回の山神祭を行い、山神祠の詣でて、活動の安全を

誓い合おうと実施になった。 
本来、山神の祭礼日には山仕事を行わないとしているようであるが、まだ、ヤマビルの活動が始まる季節に

近づいたことから、出来るうちにと、入域の安全維持として軽作業（作業経路補修）を合わせて行った。 
作業経路は土山ダム（砂防ダム）の掛かるキバチノ沢右股の渓流の左岸の斜面（北面）に沿っていることか

ら、ジメシメとして、ヤマビルの巣窟となって居る。 
経路の山側斜面から流出した土砂を路肩に寄せ路幅を確保するのが主な作業。沢に落ちた倒木などを拾い集

め路肩や法面の補強を行う。 
 



第 58 森林づくりボランティア活動 

日時：2016 年 5 月 22 日, 9:00～14:00 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加 10 名 (相良、尾崎、紅葉、内藤、湯浅、埴原、槙田、岩崎、柴﨑、松隈) 
作業項目： 伐採木の搬出（引き上げ） 
概要： 山神祠の広場に野外テーブル用に椅子を増設してはとの発案から、旧土山峠のスギ林の谷に落ちた

伐採木を用材にと搬出（引き上げ）を行うことにした。 引き上げには、昨年度購入のハンドウインチ800
ＫＧを使用して、２０ｍのΦ8.3㎜ワイヤーで引き上げるのであるが、結構のアルバイトが強いられる。森林

作業には玉掛の技量も欠かせないところ。半日がかりで旧みやがせ道の路上に3本を引き上げ、玉切りを行う。 

玉切ったスギ材は次回の活動で皮むきとし、路肩に積み置きにした。 

 

 



第 59 回森林づくりボランティア活動 

日時：2016 年 7 月 3 日, 9:00～14:00 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加 5 名 (尾崎、紅葉、内藤、槙田、松隈) 
作業項目： 伐材の引き上げ、皮むき処理 

 
概要： 旧土山峠のスギ林の伐材を山神祠の広場に野外テーブルに利用しようと、前回、旧みやがせ道へ引

き上げたもののスギ皮の皮むき作業を行った。鉈を使っての皮むきには手間と忍耐がかかる。椅子の用材分

の皮むきと 
所定の丈幅に切りそろえ、設置場所の祠の広場へ車で移送。軽4駆の車両を坂尻から旧みやがせ道の難路のな

か乗り入れ、用材を500ｍほど移動させた。 
この日は陽気も良く、長靴の中で、血を吸ったヤマビルがマルまっていた。 
 

  

スギ伐材の玉切りと皮剥き作業 みやがせ道を上げた軽 4 駆に積み山神祠広場へ 

 

すっかり血を吸ったヤマビル、活動が活発に。 
 



第60森林づくりボランティア活動 
日時：2016年9月11日, 9:00～14:00 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加5名 (紅葉、内藤、三川、小野、松隈) 
作業項目： 山神祭、作業経路補修 

 
概要： 今年から、慣例に従い正月から5月と続けてきた年3回の祭礼、9月のも山神祭を行った。 
山神祠の詣でて、活動の安全を誓いあおうと計画。本来、山神の祭礼日には山仕事を行わないとしている

ようであるが、まだ、ヤマビルの活動が収まっていないことから、入域の安全維持として軽作業（作業経

路補修）を合わせて行った。 
 

  

神妙に祝詞を奏上し、玉串を奉典し作業安全を祈願 
 



第 60-1 回森林づくりボランティア活動 

日時：2016 年 11 月 13 日, 9:00～12:30 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加 2 名 (尾崎、石井)   
作業項目： 経路補修、地表整備 

  



第 62 回 森林づくりボランティア活動 
 
日付：12 月 23 日（日）～24 日 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林活動地 
参加：相良、紅葉、尾崎、内藤、湯浅、石井、埴原、槙田、岩崎、柴崎、 

堀江、今井、田中、松隈 
作業項目：除伐、伐木整理 
概要： 埼玉岳連から 5 名の参加を得て、14 名での活動となった。平成 28 年最終回という

ことで、納会を兼ねての活動となった。作業内内容は、山神祠の正月飾り、野外ベン

チ設置、落葉掻き、除伐、伐倒木整理となった、 
作業終了後、コッテージ「花の木」に場所を移し、1 泊にて納会を行い、今年の反省

などを和やかなうちに意見交換を行った。 
 

 

 

完成した野外ベンチにて 伐倒のﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷの処理を行う 
 

除伐樹一覧 

 

 

 樹種 胸高径 
(mm) 

樹高 
(m) 記事 

a ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 120 4  
b ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 170 4  
c ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 160 4  
d コナラ 160 5 劣性樹 
e コナラ 220 6 株立ち 
f ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 160 3 株立ち 
g コナラ 210 7  
h コナラ 180- 7  
i コナラ 200 8  
j コナラ 200 8 株立ち 
k コナラ 170 6  
l コナラ 200 8 株立ち 
     



第 63 回 森林づくりボランティア活動 

日付：1月 8日（日） 晴れ 

場所：煤ケ谷水源林活動地 

参加： 12 名（相良、紅葉、尾崎、内藤、湯浅、小元、石井、槙田、岩崎、猪狩、松隈） 

活動項目： 山神祭 

 

概要： 

この日、午後から雨との天気予報通り、午前中曇り空であったが寒風をものともせず、江戸時代からこの

地に祀られてきた石祠の山神に詣でて一年の登山と活動の安全を祈願した。今回、埼玉県山岳連盟と東京

都山岳連盟から 3名の来客を迎えでの開催となった。 

紅葉常任実行委員の発声で祝詞奏上と玉串奉典を行い、相良実行委員長から新年を迎えた挨拶で式典を締

めくくった。式典のあと、祠前の野外テーブルで直来を行い、尾崎委員の発声で乾杯、寒風を吹き飛ばす

ように歓談に熱がこもった。 

直会を終え、「みやがせみち」を坂尻まで約 3キロの徒歩ハイクにて帰途についた。 

 

山神祠を中央に出そろう参加メンバー（撮影：石井常任実行委員） 

 

直会の宴席での交流、左奥に山神祠（撮影：石井常任実行委員） 



第 64 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017 年 1 月 22 日, 9:00～12:30 

場所：煤ケ谷水源林 

参加： 参加 9 名 (紅葉、内藤、湯浅、三川、石井、埴原、槙田、岩崎、松隈) 

作業項目： 除伐、作業経路補修 

概要： 平成 29 年仕事始めとなった。 

コナラの大木を背後に参加メンバー。切り口が見える幹は平成 24 年に巻き枯らし伐採を試みたもので、

5 年を経て腐朽が進みこの日に伐採を行ったもの。（巻き枯らし伐採：樹木の外皮とその内側の形成層

を剥ぎ、樹木を枯らすこと。） 

伐採木の切株処理 灌木の伐採 

座禅石前で全員写真 巻枯らしのコナラ大木を囲んで 

 

伐採木 

ｍ コナラ 約Φ45cm 注 

n 広葉樹 Φ20 ㎝ 

o 広葉樹 Φ15cm  

p 広葉樹 Φ15cm 

q カエデ Φ20 ㎝ 

r コナラ  Φ20 ㎝ 

ｓ コナラ Φ25 ㎝ 

注 巻枯らし約 4 年後の腐食樹 



第 65 回森林づくりボランティア活動 
日時：2017 年 2 月 5 日 9:00～12:30 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加 9 名 (相良、紅葉、内藤、湯浅、小元、埴原、岩崎、柴﨑、松隈) 
作業項目： 榾木作り、作業経路補修、選木 
概要：  

昨年末に伐採したコナラ木のうち直径 15 ㎝程を 90 ㎝に玉切りした 20 本程を榾木として、段積

み筵掛けにして養成。来月に植菌する段取りをした。 
作業をするうちに、雲行きも怪しくなり、早めの昼食休憩を摂り、来月伐採予定のスギ林（標柱

MI4 付近）の選木及びマーキングテープの設置を行った。伐採予定のスギ林はあれた状態で、倒木

あり、枝折れ、樹冠折れ、湾曲、劣勢、複数幹などいわゆる不健全な樹で込み合った林相をしてい

るが、急傾斜のため、今までの伐木技術では叶うものでなかった。 
 
 
 



第 66 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017 年 3 月 5日, 9:00～12:30 

場所：煤ケ谷水源林 

参加： 参加 9名 (相良、紅葉、内藤、湯浅、埴原、岩崎、柴崎、木島、松隈) 

作業項目： 植菌、倉庫復旧作業 

概要： 快晴で穏やかな天気のなか、椎茸菌の食菌作業と転倒の倉庫の立て直しを行った。 

２月中旬過ぎに連続的に吹いた春一番～春三番の影響で活動地の頂上付近の旧みやがせ道沿いに設置

の活動用具を収納した物置が転倒し、扉が外れ、収納物が飛び出してしまっていたことから、土台作り

から物置設置の補強までを行った。幸い物置の一部が凹む打撃を受けたが、収納物への損害はなかった。

この強風で、辺りに降り積もっていた落葉は吹き飛ばされ、地面の肌があちこちで露出してしまってい

た。 

 昨年末に伐倒したコナラを活用して、２０本に仕立てた榾木を使ってシイタケ菌の植菌を行い、近く

の藪椿林の木陰に植菌榾木を仮伏設置した。 

 

 

 

 



第 67 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017年 3月 12日, 9:00～2:30 

場所：煤ケ谷水源林 

参加： 参加 6名 (相良、紅葉、内藤、三川、槙田、松隈) 

作業項目： スギ林除伐 

概要： 快晴で穏やかな天気のなか、旧みやがせ道沿いにあるスギ林の除伐及び搬出を行った。 

活動地内に 2 箇所スギ林があるりそのうちの旧土山峠にある林は昨年整備済で、残る 1 箇所につて、劣性樹

や幹折れ、湾曲などの変形樹を主に 10本（何れも胸高径 10～15cm）除伐を行った、 

  

 
 

 

伐採木 
スギ（10～29cm 直径） 10
本 
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