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（巻末） 

 

 

 

（エグゼクティブサマリー） 

丹沢二ノ塔（周辺地域を含む）の清掃活動につい

て、プロジェクトが完了しましたので報告しま

す。この清掃活動は平成 15 年から開始された神

奈川県山岳連盟主催の清掃登山の一環として、平

成17年の第三回から平成20年の第六回に亘って

行われてきたものです。 

尚、これら一連の清掃活動は「丹沢の緑を育む集

いから助成を受け神奈川県山岳連盟の会員によ

るボランティアー活動として実施してきたもの

です。 

 

  

清掃登山の沿革 

 実施日 参加数 記 事 

第一回 2003/9/21 127 連盟創立 50 周年事業とし

て北丹沢及び表丹沢源次郎

沢源頭の 2箇所で実施 

第二回 2004/9/26 65 清掃登山の恒例事業化に向

け表丹沢源次郎沢源頭及び

大倉尾根花立周辺にて実施

第三回 2005/10/2 36 丹沢二の塔周辺に着目し、

「負の遺産」撤去の活動と

神奈川方式の試行として実

施。今回の報告の対象。 

第四回 2006/9/24 73 

第五回 2007/9/23 53 

第六回 2008/9/21 41 
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丹沢二ノ塔の清掃活動プロジェクト実施報告 

（神奈川県山岳連盟主催 清掃登山の平成 17 年から平成 20 年の総括報告） 

1. 概 要 

神奈川県山岳連盟の「清掃登山」として実施してきました丹沢二ノ塔の清掃活動について、プロジェクトが

完了しましたので報告します。 

本内容は「丹沢の緑を育む集い」から助成を受け実施してきたものです。 

 

2. 活動の背景 

清掃登山は、神奈川県山岳連盟が 50 周年を迎えた平成 14 年に第一回が記念事業の一つとして開催されたこ

とを機に、その後、毎年開催の事業として定着化してきた。過去に遡れば、昭和 32 年に「わらじ祭り」の名

目で山岳美化運動が連盟会員に呼びかけて開催されたのが 初で、その後、丹沢大山クリンピア 21 など県下

を上げての美化活動の取り組みに協力団体として参加してきた。現在は、丹沢大山クリンピア 21 については

年間を通して加盟団体（郡市山岳協会）や自然保護指導員・自然公園指導員を主体に個別の活動とし、この

清掃登山は秋季に毎年の開催の連盟共通事業と位置づけている。 

 

開催当初の第一回（平成 15 年）と第二回（平成 16 年）は、丹沢のメインコースとも言える大倉尾根（花立

周辺）で開催された。このとき、課題として挙げられたのが旧造林小屋の周辺にある埋土処理廃棄物、所謂

「負の遺産」の問題であった。このような「負の遺産」は、昭和年代にあった拡大造林や登山ブームの陰に

隠れ、長年の風雨による表土の流出で地表へと露出してきたものと推察される。 

 

第一回と第二回の教訓を受けて、丹沢山塊で同じ問題が他の地域がなかろうかと、当時の自然保護委員会が

調査を実施したところ、二ノ塔直下南斜面に地表を覆った多量の廃棄物の露出が発見された。発見当時の状

況は、ビン類や缶類のほか生活用具などなどが散乱しており、ガラスビンや陶器に至っては破片が鋭利な状

態で散乱していた。また、一帯は灌木林で、廃棄物の露出が表土を覆う状態となっていたことから、これら

を回収することで健全な緑の回復に寄与できるものと考えられた。 

 

神奈川岳連では、これら廃棄物の回収を「清掃登山」事業として、安全や自然環境の双方を配慮し、数年計

画のプロジェクトとして、平成 17 年の「第三回清掃登山」の実施からこの報告書の主題とする丹沢二ノ塔の

清掃プロジェクトに取り組むこととなった。 

 

 

Google Earth から引用 
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表-1 清掃登山概要 

清掃登山 実施日 参加数 実施地の概要 天候等 

第三回 2005/10/2 36 二ノ塔南面頂上直下旧山小屋跡地周辺 
予定日荒天にて代
替日として実施、当
日晴天。 

第四回 2006/9/24 73 二ノ塔南面頂上直下旧山小屋跡地周辺 晴天での実施 

第五回 2007/9/23 53 

①二ノ塔南面頂上直下旧山小屋跡地周辺 
②菩提峠周辺 
③菩提峠－水沢林道 
④菩提峠－岳ノ台間公園歩道 

雨天での実施 

第六回 2008/9/21 41 

①二ノ塔南面頂上直下旧山小屋跡地周辺 
②菩提峠－岳ノ台公園歩道 
③富士見－菩提峠－水沢林道（表尾根登山口） 
④表尾根登山道海抜 900ｍ付近建物跡周囲 
⑤三ノ塔頂上付近 

雨天での実施 

 

3. 活動地域の説明 
 
活動地の付近図を図－1に示す。

活動地は丹沢山塊・表尾根登山コ

ースの西端にあり、主活動地のニ

ノ塔を中心に西に菩提峠・岳ノ台、

東に三ノ塔が連なる。もともと二

ノ塔を主体で実施ものであるが、

体力や作業難易度等を配慮のほか、

あまり手のつけられていない足元

の地域を追加するということで、

年次ごとに隣接地へ地域拡大を行

った。 

 

 

 

 

3.1. 二ノ塔頂上付近 

図-2 に主たる活動地となった二ノ塔頂上付近

を示す。二ノ塔は標高１１５０メートルで、表

尾根登山路が通る。対象の地域は、二ノ塔の頂

上広場（約１０×１０メートル）の東端にある

山小屋跡を起点に、ヤビツ峠側へ向かう藤熊川

の源流の無名沢と、菩提側からの葛葉沢のへ向

う斜面の二つの急傾斜地に広がった地域で、 

標高差約３０～５０メートル、一辺が約５０～

７５メートルの地域である。 

ヤビツ峠側の斜面は、小屋跡直下から急斜面

となり、海抜 1100 メートルほどまでが粗に

茂った潅木帯で、若干の下草が生えた褐色の

表土が露出する状態となっている。菩提側は、

スズタケと潅木の藪状態となっている。 

 

 

 

図－１ 活動地の付近図 

図－2 二ノ塔頂上付近 年次実施区画 
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神奈川方式 

二ノ塔頂上付近のゴミ回収に際しては、連盟が提唱・実践を進めている自然に優しいローインパ

クト登山の趣旨に沿って、頂上付近の自然にゴミ回収の立ち入りによる自然植生への影響を 小

限とするため、対象地を小区画に分け、地点を絞り集中的な回収作業を試みた。この方式を神奈

川県岳連方式と仮称し、この区画を移しつつ、回収を年次毎に分けて展開した。 

 

3.2. 菩提峠周辺 

図-3～図-8 に菩提峠周辺の主な 6地点を示す。図-3 の菩提峠の広場は、週末ともなれば丹沢登山のデ

ポ地としてマイカーで賑わう場所である。図-4 の水沢林道や図-5 の菩提峠林道はこの菩提峠の広場へ

接続している。また、図-7 や図-8 はヤビツ峠からのハイキングコースの経路となっている。 

 

図-3 菩提峠広場 図-4 菩提峠－水沢林道 

 

第五回、第六回実施 回収完了 第五回実施 回収完了  

図-5 富士見－菩提峠 図-6 表尾根登山道海抜 900ｍ付近建物跡 

 

第六回実施 回収完了 第六回実施 回収完了 

図-7 グライダー離陸台 図-8 岳ノ台展望台 

 

第五回実施 回収完了 第五回、第六回実施 回収完了 

 
 
 



4 
 

4. 回収量及び内容 

表-2 に回収したゴミの内訳を示す。表-2 の不燃・その他の欄には投棄ゴミについて記載した。 
 

表-2 回収したゴミの内訳 

回収ゴミの 
種別 

回収量（Kg） 

第三回 第四回 第五回 第六回 （計） 

不
燃 

瓶・缶 200 250 300 150 900 

その他 -- -- 150 50 200 

可燃 注 注 50 注 50 

（計） 200 250 500 200 1150 

主な回収物 

◇二ノ塔：瓶類
（一升瓶・ジュ
ース瓶・ビール
瓶）及び同破片、
缶類（ジュース
缶、LPG ボンベ
缶） 

◇二ノ塔：瓶類
（ジュース瓶、
ビール瓶）及び
同破片、缶類（ジ
ュース缶、LPG ボ
ンベ缶）、陶製食
器 類 及 び 同 破
片、ヤカン、ビ
ールコンテナー

◇二ノ塔：瓶類
（ジュース瓶）
及び同破片、缶
類 （ ジ ュ ー ス
缶）、窓ガラス破
片 
◇菩提峠：缶類、
PET ボトル、投棄
ゴミ（冷蔵庫、
アンプ、自動車
座席フレーム、
バッテリー）、建
築廃材 

◇二ノ塔：瓶類
及び同破片、缶
類、同プルタブ、
波板・鉄材など
資材ゴミの回収
あり。 
◇菩提峠：缶類、
PET ボトル、投棄
ゴミ（ベッドマ
ット、座椅子、
毛布、電子レン
ジ、蓄電池） 

 

             注：ビニール、プラ容器等の若干量のゴミを回収している。 
 

5. 回収前の現地（二ノ塔頂上直下）の様子 

写真-1～写真-6 に、二ノ塔直下に於けるゴミ回収前の様子を示す。 
 

写真-1 キャンプ用の LPG 缶（中央）も 写真-2 ジュース瓶も 

 

写真-3 倒木に貯まるゴミ 写真-4 建物跡の基礎に溜まる瓶ゴミ 
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写真-5 一升瓶など 写真-6 枯れた笹の根元を隠すように 

 

6. 作業状況 

 
6.1. 回収作業 
写真-7～写真-14 に回収作業の様子を示す。写真-7～写真-10 は晴天日の実施、写真-11～写真-14 は雨

天時の実施を示している。 

回収物による怪我を防止するうえから、ゴム引き軍手、火バサミ、ポリバケツなどを用いて行った。不

燃・可燃の 2種類にて分別回収することとした。植生へのインパクトを少なくするとの配慮から、表土

を掘り起こすこととはせず、露出ゴミのみの回収を前提とした。 

 

写真-7 バケツ、火鋏、ゴム引き軍手の三道具 写真-8 急斜面での回収 

  

写真-9 裸地化部分にも 写真-10 ブッシュの合間にも 
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写真-11 造林帯での雨中の回収 写真-12 霧に包まれた潅木帯での回収 

写真-13 ヒル対策の手製スパッツを着用 写真-14 下草に隠れたゴミを探る。 

 

6.2. 搬出作業 
写真-15 に分別作業の様子、写真-16 に搬出の様子を示す。二ノ塔頂上などから集積地へ運び出すにあ

たって、収集ゴミは可燃物と不燃物の分別作業を行い、内装をガラ袋、外装をダンボール箱で梱包し、

背負子にて人力搬送を行った。 

 

写真-15 分別の様子 写真-16 ダンボール梱包の搬出 

 

 

 



7 
 

6.3. 集積の様子 
写真-16～写真-19 に収集の状況を示す。役所当局の回収の便から、菩提峠など回収車の出入りが可能な

場所に集積地とした。集積ゴミは、野生動物などの食い荒らしや、雨水や露などを防ぐため、集積後は

ブルーシートで覆った。 

 

写真-16 集積地へ運び出したゴミ 写真-17 集積ゴミを整理 

写真-18 集積地に積みあがったゴミ 写真-19 林道まで引き上げた投棄ゴミ 

 

7. その他 

 

7.1. 作業の安全対策 

特に二ノ塔頂上付近では鋭利に破片化したガラス瓶の回収を行うためもありゴム引きの軍手を全員配

布するとともに、火鋏とバケツを用いた回収をお願いした。これら回収物の搬出には段ボール梱包を行

い搬出下山中の安全を配慮した。又、万一の事故を配慮して障害保険の契約を毎回実施したが、幸運に

も参加者からの怪我の報告はなく、一連の事業は無事に完了した。 

 

7.2 ヤマビルの吸血被害 

第五回と第六回とも雨天でもあったことから、山ヒルの被害報告が幾件もあった。忌避剤（塩や市販薬

剤）を用意して対応したが、効果が十分とはならなかった。第六回目では一部の参加者がストッキング

を利用した自家製のスパッツや、ゴム長ブーツを着用するなどの工夫が行われた相応の効果があったよ

うである。 
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8. 付 録 

8.1  機材一覧 

表-3 に使用機材の一覧を示す。 

表-3 機材一覧 

No. 品名 記事 No. 品名 記事 

1 （下調査用）   31 （収集用）  

2 巻尺 50ｍ 32 ゴム引き手袋 全員配布 

3 測量ポール  33 ウエットティッシュ 全員配布 

4 バイオテープ  34 プラスチックバケツ  

5 （設営用）  35 ブリキバケツ  

6 委員会ＰＲ用旗  36 火バサミ  

7 ビニール入り看板 作業地案内板 37 ポリ袋（大） 可燃物回収用 

8 ＰＳロープ 80ｍ巻き 38 万能鋏み 解体用 

9 マジック（太） 黒･赤 各２本 39 板金鋏み 解体用 

10 ボールペン 黒・ 40 ペンチ 解体用 

11 セロテープ（12ｍｍ）  41 （梱包搬出用）  

12 レジ袋 100 枚  42 ガラ袋 48×62 cm 

13 本部机  42 土のう袋 30×45ｃｍ 

14 本部椅子  44 段ボール箱 18×31×38 cm   

15 通信機  45 ガムテープ 綿 25ｍ巻き 

16 作業レジュメ  46 カッターナイフ  

17 （応急手当）  47 ハサミ  

18 救急薬品 消毒薬・カット綿・包帯 48 背負子 参加者準備を含む 

19 害虫忌避剤 スキンガード 49 背負子用予備ストラップ φ10×1ｍ   

20 ヤマビル忌避剤 山ビルファイター 50 背負子用予備ロープ 5×3ｍ 

21 ヤマビル忌避剤 塩 51 （集積用）  

22 ウエットティッシュ  52 ブルーシート（大・小）  

23 カットバン 100 枚入り  53 ビニール入り看板 回収依頼標識 

24 ムヒアルファー  54   

25 抗ヒスタミン剤軟膏  55   

26 マキロン 75ｍＬ  56   

27 水入りタンク 20L 57   

28 柄杓  58   

29   59   

30   60   

 

8.2.  地域別開催年別の参加者分布 

図-9 に清掃活動における地域別開催年別の参加者分布を示す。（但し、2005 年のデータは無し） 

 



 

9. 結語（この活動への付言として） 

 

清掃登山が連盟の恒例事業として定着してまいりました。このことは、行政当局や関係機関をはじめ、

会員の諸姉諸兄のご協力の賜と深く感謝を申し上げます。各位のご協力を得て、お陰様をもちまして、

第 2回から第 6回までの清掃登山の活動報告できました。 

この活動報告をさせていただきます機会に、自然保護活動に平素から思うことしまして次の四つの意見

を付帯させて頂きたいと存じます。 

 

1  神奈川県山岳連盟に加盟する山岳会は 91 の団体がございます。それぞれでは、自然保護に対し何

らかの形で貫献したいとの思いがあるものの、具体的な活動までにいたっていないのが実情だと思いま

す。具体的に自然保護活動を実施している山岳会は多々ありますが、残念ながら横のつながりはなく単

発に終わっています。連盟事業の清掃登山を横の連携の場とも位置づけて参りたいと思います。 

また、加盟 91 団体の山岳会が 1 年間に 1 回でも清掃活動をすると 91、2 回行うと 182 回と飛躍的な活

動が行われることになります。因みに加盟 91 団体には 1800 名の会員が所属しておりますから、この活

動を機につながりを深め、自然保護への大きな原動力につなげて参りたいと思います。清掃活動を合言

葉に自然環境への意識の発揚を進めて参りたいと思います。 

 

2  自然保護活動活性化のもうひとつの突破口を考えたいと思います。 

その大きな柱として植林活動の参画を企画してまいりたいと思います。山岳会の多くは 30 年～ 50 年の

歴史を持ち、記念行事が頻繁に行われていることと思いますが、この行事の一環として記念植樹を行え

ば、多くの地域で植林活動が活発となり、草の根活動として地域に定着致すものと期待できます。 

 

3  登山における自然環境に対する意識改革が重要と思います。個人の趣味の延長と言うことで、登山

スタイルが社会性に欠如することも多かつたように思われます。 

社会の中に登山者は山に登るだけでなく、自然保護に貢献していると認知されるためにも、自分達の利

用した山に感謝し、自然保護に努めれば社会性も一層高まります。 

目的意識を持つことにより、組識も個人もが定まり、やがて大きなうねりとなります。 

 

4 各山岳会も高齢化が進み、登山をあきらめざるを得ないが、自然とかかわりたいと願う方達は数多く

おいでになるように見受けます。清掃登山の事業運営にあっては、年齢を問わず参加できるよう受け入

れ体制を整え、自然保護活動を呼びかける、この領域が大きく広がり、未来へとつなげて参りたいと思

います。 

自然保護委員長 杉本憲昭 
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発行日   平成 21 年 2 月 1日 
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昔の頃の二ノ塔 

 

 

 

昭和 52 年当時の二ノ塔頂上付

近の航空写真（国道交通省画像

情報から） 

 

中央の白く長方形に見えるの

が今回の主たる活動の中心地

の建物です。この建物が今では

廃墟となってしまっているわ

けです。 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 19 年当時の二ノ塔

（塚本閤治著 山と渓

谷社刊 丹沢山塊から）

 

見晴らしの良い草山の

イメージは、今では当時

も面影すらない。 

大山・春岳山も柔らかな

稜線を現わしている。 

あたりの稜線は萱場であ

ったのであろうか、現在

のように雑木が茂った様

子とは異次元の空間であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 


