
平成 30 年 3 月 13 日 

平成 29 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 29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。尚、

定着型ボランティア活動とは別に、夏季期間中はチェーンソウの練習会を兼ねて荒廃植樹農園の整備

ボランティア―を行い操作技術の錬磨を図った。11月にはかながわ森林インストラクターを招き森林

活動の安全について、実技指導を受けた。 

 

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） 

2017/4/9～
2018/3/18 

13回（14日） 72人 約 10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。 

9本 
(表-3参照) 
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を含む 



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 

68 H29/4/9  0 雨天中止 

69 5/7 6 伐採木の搬出（引き上げ） 

70 5/28 7 伐採木の整理・経路補修 
71 9/17 2 山神祭り・経路補修・除伐 

72 11/19 9 除伐、経路補修 

73 12/23～24 23 安全研修・除伐 

74 H30/1/14 9 山神祭 
74 の 2 1/15 1 山神祭 

75 1/26 1 作業経路除雪 

76 1/28 11 伐材処理（玉切り・榾木製作） 

77 の 1 2/28 2 作業経路補修 

77 の 2 3/4 1 作業経路補修 

78 3/18 未 植菌 

※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。足跡や糞な

どを見かけることが少なくなったが依然と、活動地内を闊歩している模様。 

一次、地表には活動地の中央部の南向き斜面ではモミの幼樹が 30㎝ほどに成長の様子を見かけるよう

になった。 

 

図-2 モミの幼樹の群生  

 

 

 

 



 

表-3 除伐樹一覧 (伐採地は全て A地点) 

写真 概要 写真 概要 

 

ツバキ 

20㎝ 

 

コナラ 

（株立ち） 

20～25cm 

 

コナラ 

20cm 

 

ツバキ 

12cm 

 

ツバキ 

（株立ち） 

10～15cm 

 

コナラ 

（株立ち） 

10～20㎝ 

 

コナラ 

40cm 

 

ツバキ 

（株立ち） 

20cm 

 

樹種不明 

20㎝ 

  

 



第 69 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017年 5月 7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： スギ林除伐材整理 

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。 

スギの林分は昨年整済みの旧土山峠付近のほかに１箇所あり、荒れ放題となって、劣性樹や幹折れ、湾曲な

どの変形樹で不健全な林内となっている。昨年度末からの継続として、伐採木の搬出を主体に活動を行った。 

 

※画像の記録は無し 



第 70 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017年 5月 28日, 9:00～2:30 

場所：煤ケ谷水源林 

参加： 参加 7 名 (相良、湯浅、埴原、三川、槙田、木島、松隈) 

作業項目： スギ林除伐材整理 

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前回に引き続き行っ

た。 

 

  

休憩のひと時 旧みやがせ道にて、搬出した材で道路補修 

 

チルホールで牽引して、谷斜面から伐採樹引き上げる。 

 



第 71 回森林づくりボランティア活動 

 
日時：2017 年 9 月 17 日, 9:00～10:30 雨 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加 2 名 (紅葉、松隈) 
作業項目： 山神祭 
概要： 山の神の日には全国では諸説あって、確定したものではないようである。神奈川県山岳連盟で

は独自に、1 月、5 月 9 月の 16 日近辺を設定している。縁起ものだからという事で、極力前倒しの日

取りの設定としているが、今回はこれ以上遅らせるのはいかがかと、雨を突いての祠詣でなった。 
夏場のブランクもあって、久々のフィールドとなった。山ビルの出迎えに遠慮しつつも、相手はしつこ

く襲ってくる。玉串を備えて、草々の退散となった。 
 

※ 画像の記録なし 



第 72 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017 年 11 月 19 日, 9:00～10:30 曇り時々晴れ 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 参加 9 名 (相良、紅葉、石井、稲福、伊藤、三川、湯浅、内藤、松隈) 
作業項目： 作業経路整備、除伐 
概要：  
 

 

 
 



第 73 回森林づくりボランティア活動 

日時：2017 年 12 月 24 日～25 日  9:00～10:30 曇り時々晴れ 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 23 名 (猪狩ノブ、岡田博行、岩崎繁夫、堀江伸子、今井茂子、吉岡登紀子、柴崎英保、田中恵

子、野嵜陽子、佐藤初枝、相良忠麿、尾崎樹仙、石井清一、東昭一、伊藤篤子、松隈豊、湯浅達男、埴

原芳文、八島哲己、小元徹久、田村和久、内藤紀夫、紅葉淳一) 
作業項目： 安全作業研修（神奈川県の森に親しむ集い） 
概要： 第一日目は、「森林ボランティア活動の安全行動について」をテーマに、神奈川県山岳連盟の

森林づくり定着型ボランティア活動の指定地（上記活動場所）にて、東昭一インストラクターを招き野

外実習を行なった。午前中 1 時間ほど次に内容のレクチャーを受けた、①森林労災の実態、②保護具着

用の義務化、③中高年作業者への留意、④山林火災予防、⑤伐採（ツルの原理と水平切り），⑥掛かり

木対策、⑦玉切り・枝払い、⑧枝打ち（枝座・防腐処理）、⑨ロープ高所作業、レクチャーのあと後、

上⑤～⑧の内容について実技と、指導を受けた。 
第二日目は、仏果山登山を行い活動地周囲の林地の巡見を行った。 
 

 

 
 



第 74-75 森林づくりボランティア活動 

日時：2018 年 1 月 14 日・15 日  9:00～10:30 晴れ 

場所：煤ケ谷水源林 

参加：(74 回)14 日 10 名（相良忠麿、尾崎樹仙、石井清一、内藤紀夫、岩崎繁夫、湯浅達男、小元徹久、

三川朝光、槇田裕士、松隈豊) 、(75 回)15 日 1 名（紅葉淳一） 

作業項目： 山神祭 

概要： 正月の山神祭を実施した。勤務が総務関係という事で小元さんが口語調の祝詞もどきで祭祀を

仕切って、玉串の奉奠までを行った。そのあと行われた直会では、相良実行委員長の年初挨拶とともに

乾杯で一年の安全を祈念した。終了後、旧みやがせ道を坂尻まで徒歩下山となった。 

 

祠に詣でた面々、平成 30 年の安全を祈念した。画像は直会な途に祠にて撮影したもの。 

 



第 76 回森林づくりボランティア活動 
日時：2018 年 1 月 27 日  9:00～13:30 曇り時々晴れ 
場所：煤ケ谷水源林 
参加：松隈 
作業項目： 作業経路の下見、除雪 
 
概要： 翌日の活動に際し、積雪の状況確認を兼ね、入域経路の県道 64 号線側入り口からキバチノ沢

沿いの経路の除雪を行なった。経路を入ってすぐから膝下ほどの積雪にスコップで掻きながら進む。2
時間ほどで土山ダム（砂防ダム）上部までの急登坂を含む経路の除雪を完了した。予想を超えた積雪に

冬山気分の作業となった。続いて、翌日作業の資材については、旧みやがせ道から作業地点へ搬入した。 
 

第 77 回森林づくりボランティア活動 

日時：2018 年 1 月 28 日  9:00～13:30 曇り時々晴れ 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 11 名 (相良忠麿、石井清一、伊藤篤子、小元徹久、田村和久、埴原芳文、槙田裕士、紅葉淳一、 
岩崎繁夫、柴崎英保、松隈豊) 
作業項目： 伐採木の整理（玉切りなど） 
概要： 昨年伐採のうちコナラの玉切りにて榾木作りを行った。2 月 8 日の降雪がフィールドのもかな

りの積雪深を残した。一面の雪景色のなか、丸太切りと集積に朝を流した。丸太はシイタケ菌の植菌よ

うの榾木として利用する予定。 
 

  

積雪中の活動 集積した榾木用丸太にて集合写真 

 



第 78 回の 1 森林づくりボランティア活動 

日時：2018 年 2 月 28 日  9:00～13:00 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林 
参加：埴原、松隈 
作業項目： 作業経路の補修 
概要： 雪解けなどから経路の疲弊が予想されてことから、補修に入った。予想していた通り、斜面ト

ラバース路の路肩は落ちて、補修が必要な状況となった。この日は、倒木を集めるなどして、県道いる

口からダム）上部までの区間の応急処置を行った。 
 

第 78 回の 2 森林づくりボランティア活動 

日時：2018 年 3 月 4 日  10:00～15:30 晴れ 
場所：煤ケ谷水源林 
参加： 1 名 (松隈) 
作業項目： 経路補修用杭の搬入、作業経路の補修 
概要： 前回の補修を踏まえ、杭などの搬入とともに路肩を補強し路面を修正した。 

 

 

補修の活動 水平路の路肩補修 

  

水平路の路肩補修 土砂流出の路肩部 
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