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平成25年度丹沢主要登山道利用実態調査結果

実施日　平成25年５月４日（土）　８：００～１５：００

方面 丹沢山 新大日 大倉 鍋割山 熊木沢出合 塔ノ岳山頂計
上り人数 284 687 1,345 225 8 2,549
下り人数 320 309 1,439 255 2 2,325

計 604 996 2,784 480 10 4,874
天候：晴れのち曇り

方面 塔ノ岳 鍋割山 大倉尾根計
上り人数 - 60 60
下り人数 - 85 85

計 0 145 145
天候：晴れのち曇り

方面 姫次 丹沢山 檜洞丸 蛭ヶ岳山頂計
上り人数 76 35 211 322
下り人数 115 46 144 305

計 191 81 355 627
天候：晴れのち曇り

大倉尾根

塔ノ岳山頂

蛭ヶ岳山頂

 



塔 ノ岳  登 山 道 利 用 者 数 実 態 調 査  番 外 編 

報告者 みろく山の会 自然保護部 鈴木 茂 

丹沢大山ボランティアネットワークで継続して実施している登山道利用者数実態調査をゴー

ルデンウィークの塔ノ岳で５月４日午前８時から午後３時まで行いました。 

中高年の登山ブームと言われて10年以上経ちました。毎月大倉尾根で巡視活動を通して登山

者の年齢層が明らかに変わってきていることを実感しています。さらにトレイルランナーも若

い世代と共に増えてきています。昨年金冷やしで大倉尾根を登る若い世代の計数を行い、ほぼ

半数が見るからに若い世代であることがわかりました。 

今年は塔ノ岳山頂で表尾根と大倉尾根の登りで見るからに若い登山者数を計数したところ全

体の43％との結果が出ました。 

山ガールの増加に伴い明るいカラフルな登山用品を身につけた若い世代の登山ブームになっ

ていることは間違いありません。丹沢大山の自然や登山マナーなど若い世代に敬遠されないよ

うにソフトタッチで声掛けしていきましょう。（ただし、見るからに若い世代とは計測者の主

観に任せたもので、歩いて登る幼児から20歳代までとしました。） 

   参考：H24年は大倉尾根のみで実施 

H24年 5月6日（日） 表尾根 大倉尾根 計  

（2013） 全世代  226 226  

登り 20歳代以下  111 111 全世代比49% 

      

H25年 5月4日（土） 表尾根 大倉尾根 計  

（2013） 全世代 687 1345 2032  

登り 20歳代以下 307 580 887 全世代比44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金冷しの測定現場 



夏休み親子探検隊 スタッフの記録から 
今年 10回目を迎えた夏休み親子探検隊！準備から本番まで御協力いただいたスタッフの視点で

イベントの裏側の一部をお伝えします。 

 

7月27日の午後、責任者のAriさんからメールが届いた。スタッフの役割分担表と集合時間の案内

の他に26日の準備作業に初めて参加したメンバーの言葉が添えられていた。そこには次のように書

かれていた。”こんなに中身の濃い準備作業をしているなんて 知らなかったのでびっくりした･･。 来

年は本番でもぜひお手伝いしたい”  

 

 

本番の7月28日(日)７時5分、新松田駅改札口付近、前を歩くSakさんが見えた。同じ電車に乗っ

ていたのだ。一緒に改札口を出ると、正面に「丹沢再生」の幟を準備しているAriさんが見えた。「一日

よろしくお願いします！」軽く手を振って分かれた。集合場所が山北駅のボクらは、松田駅のホームに

上がる。 7時32分山北駅。大きなザックを背負うYoさんやIさんと一緒に改札を出る。ふるさと交流

センター前には「車移動組」がすでに到着してボクらを待っていた。ロープ張り、受付、バス乗車案内、

ふるさと交流センターの清掃、化石展示･･･。17人ものスタッフが役割を分担し、それぞれの集合場所

に次々と集まり計画に従って活動を始めているのであった。 

今年のボクの担当は観察路のロープ張りと解除作業。仕事の 

手順を確認したら早速現場に向かう。８時、現場に到着。第1ポイ 

ントの河原から県道に上がる場所はOzさんとIrさん、第3ポイン 

トの県道に上がる二か所はYoさんとMoさん、Ichさんとボクがそ 

れぞれペアを組み作業を進める。三か所のロープ張りが終わった。 

8時41分、八丁の第２ポイントまで進み、水遊び予定の堰堤や河 

原周辺の安全を確認する。  

全ての準備&確認作業を終えたらふるさと交流館に戻り、開講式 

に臨む。9時、ちょうど参加者の乗ったバスが到着し「式」が始まると 

ころだった。 

開講式が終わり参加者の皆さんが支度をしてバスに乗る前、ボク 

らは一足早く出発する。ポイント1に先に着き、みなさんを安全に誘 

導するためだ。 

                        神縄断層：丹沢層(約 1700万年～1100万年前の地層)の下に

足柄層群(約 200万年～60万年前)が潜り込んでいる現場。丹

沢層と足柄層の接触する附近は巨大な圧力ですりつぶされ     

黒っぽい粘土状の層ができている。この周辺には肌色っぽい

石灰岩とやや緑っぽい凝灰岩が混在する。サンゴや貝など炭

酸カルシウムのからや骨を持った生物が海底につもってできた

石灰岩の中には、ひょっとして化石が見つかるかもしれない。 

 参加者が出発した後、残ったボクらはロープと梯子を回収する。片づけが終わると辺りは何事もなか

ったように静けさを取り戻す。  

 

 



 

 

 

 

 

 

ロープに沿って              梯子を登り            ロープ・梯子は回収 

 次のポイントに移動すると、参加者の皆さんがちょうどバスから 

降りるところだった。思いおもいの場所にシートを広げ昼食をとって 

いる間に、ボクらは堰堤の下に石を積み、淵に水を貯めて更に深く 

する。 昼食が終われば水遊び。 

水中ブランコのロープを下ろすと･･・早速行列ができた。最初は 

スタッフが押してあげる。次第に自分たちだけでルールを決めて 

遊ぶようになってきた。子どもはいつだって遊びの天才だ。  

                                             こちらは飛び込み台。堰堤の

高さに自分の目の高さが加

わるからかなり高い。夢中で

遊んだ昼食後の 30分間。は

じける笑顔に今までの苦労

が全て報われる。 

 

次の第３ポイントへ、ボクらスタッフは一足先に入口に進み、参加者 

の到着を待つ。入口から河原に下りるまで、要所に立ち安全を確認しな 

がら誘導する。 

この周辺で見られる石灰岩や化石の説明を聞いている間に、 

ボクらは上流に先行し飲み物(紅茶)の準備や、県道に上がる急坂の 

ロープ点検を行ったりする。  

紅茶ができましたよ～！ 温かくてちょっと甘めの飲み物は冷えた 

体にピッタリ。順番に並び２杯、３杯おかわりする子もいた。  

 

県道に上がるルートは２本設定されている。写真は、比較的急な 

「冒険ルート(男坂)」。「ロープに頼っても良いけれど、しっかり足を踏 

ん張って登ってね･･。」「ハーイ、ありがとうございまーす」こんな素直 

さが清々しい。全員が登り終われば直ちにロープやスリング、カラビナ 

を回収する。残されているのは踏み跡だけ。 

 

断層の境界には水が湧き出していることが多い。 

途中で汲んだ水も神縄断層からの湧き水だ。 

汲みやすいように差し込まれている塩ビ管や 

竹製の樋はもちろんスタッフによる事前の手作り。  

   

 

  

 

 

 



ふるさと交流館に戻り今日のまとめ。 

通常、博物館等に展示されている標本は手で触れることが 

できない。でも、ふるさと交流館では写真に撮ることも手で 

触れることもできる。多くの人に興味を持ってほしい･･という 

門田先生の熱意と好意からだ。実際の現場に行って観察し 

てきたこともあり、興味がいっそう湧く。 丹沢は昔、南の海の 

火山島として誕生した。丹沢が関東山地にぶつかってできた 

藤の木－愛川構造線伊豆半島が丹沢にぶつかってできた 

神縄・国府津－松田断層帯伊豆諸島はフィリピン海プレート 

に乗り今も丹沢の下に潜り込み続けている。 

地球の壮大な歴史にロマンを感じながら･･。 

 

参加者の皆さんは再びバスに乗って松田駅へ。 

スタッフの何人かが残り標本の片付けや交流館の清掃。 

ロープ担当のボクらは、ここで初めてお客さんたちと一緒の 

バスに乗った。たくさん見て、たくさん学んで、たくさん遊んで･･・疲れたのか松田駅までの短い時間、

車内で眠っている子が多かった。 

JR松田駅で降車、小田急線新松田駅まで案内。 

「ありがとうございました」 

「とっても楽しかったです」 

「ありがとう」「楽しかった」･･その一言に今までに流した汗が全て報われる。 

ボクらもニコニコと手を振り返しながら改札口に消えていく参加者を見送った。 

多くの参加者に満足していただけるイベントだったと思う。 

だが良かった良かっただけで終わらせて、本当に良いのだろうか。全てが終了した後で開かれた振り

返りの席では、10年目を迎える来年に向けて、自己満足にとどまらない厳しい意見も交わされるのだ

った。   

                           （文・撮影 岡澤重男   編集 自然環境保全センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 25年度 丹沢自然学校の水質調査 番外編 

     報告者 ＮＰＯ法人丹沢自然学校 小林 昭五 

丹沢自然学校は調査地点⑯西丹沢県民の森⑰仲ノ沢法面水場の水質調査を

５月 31日(金)に実施しました。 

今年度の水質調査は水場利用頻度、地域性などを考慮に入れて、水質調査地

点の見直しが行われました。その結果、昨年度まで調査を行っていた最難関の

中ノ沢乗越水場は調査箇所から外れました。おかげで自動車調査を行えるので、

たいへんに楽になりました。しかし皆で協力しながらハードな沢登りや登山の

機会が失われ、残念な気もしています 。  

           

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 西丹沢県民の森の調査 

西丹沢県民の森は玄倉から玄倉林道～分岐点立間大橋～仲ノ沢林道～終着

ゲートと行きます。そこが西丹沢県民の森入り口になっています。 

 早速、説明版の所の階段を上り県民の森に入ります。ひんやりして気持ちが

良いです。100ｍ上ると東屋が有り、その左下に水場である蛇口が２つありま

す。早速、水質調査に取りかかりました。ところが何と水が出ません。水道の

元栓やら、水源の沢を探したが見つかりませんでした。後で聞いたが、昨年の

台風で壊れたみたいです。下の林道にあるトイレ水道も使えません。現在、修

繕依頼中です。 

西丹沢県民の森は杉、檜、イヌブナ等がこんもりと茂っている自然豊かな森

です。真夏でも空気が冷たくて森林浴等には最適です。別名「大正の森」と言

い、大正四年に植樹され、およそ 100年にならんとしている神奈川県の貴重な

森です。「かながわの美林 50選」「森林浴の森日本 100選」に選ばれていま

す。石棚山、檜洞丸や小川谷の入り口です。 

 

 

 

 

 

立間大橋 （仲 ノ沢林道 ）  昨年 中ノ沢乗越水場（檜洞沢） 

大正の森 （杉 ・檜の大木 ）説明版  水のでない蛇口   



 

 

⑰ 仲ノ沢法面水場の調査 

仲ノ沢法面水場は立間大橋から 300ｍ林道を歩いた場所にあります。石垣の

法面からビニールパイプがあり、勢いよく水が飛び出しています。 

この水場は登山者や県民の森を訪れる人達ばかりでなく、丹沢の水を求める

市民や業者なども頻繁に利用しています。それ故に水質調査は欠かせません。  

周辺には沢や湧水は沢山有ります。昨年林道いっぱいに流れていた湧水は今年、

写真のように、いたっておとなしくなっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度の水質調査の結果  

22箇所の検査を行い、５箇所から大腸菌が検出されました。 

 日向林道起点水場 

 龍神の泉 

 後沢乗越水場 

 用木沢出合 

 一軒屋避難小屋前水場 

 

※注意 

 今回検出されない場所でも季節や天候により大腸菌が検出される事があ

ります。沸騰させて飲用しましょう。 

県民の森周辺の案内板 休憩所の東屋 

仲の沢法面水場調査中 今年道路脇湧水 昨年道路に溢れる湧水 



 

 

平成25年11月16日（土）、秋晴れの抜けるよう 

な青空のもと、平成14年度から続く丹沢ボラネット 

協働事業ウラジロモミ等のネット設置が実施されまし 

た。参加者はボラネット７団体、20名と、自然環境 

保全センターからは、益子所長をはじめ、パークレン 

ジャー３名他７名の計27名でした。 

 この事業は、シカのウラジロモミの樹皮食いを防ぐ 

目的のネットの補修作業が主なものですが、今回はシ 

カの食害から植物を守るための植生保護柵内のネットを外す作業も行われました。  

堂平から実施場所に到着するまでは、１・２班それぞれパークレンジャーより、丹沢での自然

環境保護への取り組みを説明していただき、自然再生への思いが一層深まりました。 

さらに、参加者みなさんと一緒にネット巻きの補修作業をすることによって、ボラネット団体

それぞれの垣根を超えた一体感も生まれたような気がしました。 

 このウラジロモミのしっかりとした成長を願い、ま 

た丹沢の明るい未来が残せるように、これからも様々 

な活動を続けていきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆これまでの設置状況（平成10年11月～平成25年11月） 

実施回数 参加者総数 ネット設置本数（補修） ネット撤去本数 

15回 778人 1127本（779本） 23本 

  ※平成23年度は台風の影響により中止 

 

ウラジロモミ等防護ネット設置事業 

 

 

丹沢自然保護協会  酒井 明子 

 

 

 

← と て も 美 し い

イヌブナの黄葉 

ネ ッ ト の 巻 き 直 し

の ほ か 樹 種 の 確

認、幹の測定 → 



 

 

 

 

Ⅱ  会員団体活動掲示板 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



団体名称 神奈川県勤労者山岳連盟 

設立目的 

 

 国民の登山要求の高まりの中で登山界の大衆化と遭難の一掃という斬新な主

張を掲げて、1968年に結成。登山が自然をフィールドとするスポーツである以

上、常に自然との共存共生や遭難事故防止の課題を伴っていると言えるが、我々

は自らの登山技術や知識を高めると共に登山活動の知識の一層の充実と発展を

目標とする。 

【設立年月日】1968年 

団体情報 【代表者】渡辺 三男 

【会員数】666名 

20の会、クラブの団体が加盟しています。県労山連盟では事務局、遭難対策部、

救助隊、教育部、ハイキング委員会、自然保護委員会があります。 

【ホームページ】http://www.k-rouzan.net/ 

活動内容 2013年度の活動報告 

◍事務局・組織 

① 事務局長会議開催：隔月で各会の事務局長による活動報告、情報交換 
② 2013年9月理事会開催、2014年3月2年一度の総会開催 
◍教育部 

年間2回のアルパインリーダー学校開催し、会員の技術向上を図る。 

一般にも開放している。 

◍遭難対策部 

事故を防ぐ取組として、ファーストエイド、読図、運動生理学、山の気象の講習

会を実施した。 

◍救助隊 

救助隊のスキルアップとして、搬出訓練、セルフレスキュー講習会、雪山搬出訓

練を実施、丹沢クリーンハイクでは各ポイントに救助隊を配置し、安全登山に尽

くす。 

◍ハイキング委員会 

ハイキングクラブの会員対象にハイキングリーダー養成講座を開催し、リーダー

を養成を図る。 

◍自然保護委員会 

第36回丹沢クリーンハイクを実施し、表丹沢の清掃、登山道整備、水質調査を

2013年5月25日～26日で実施。 

◍その他 

2011年より毎年東日本大震災ボランティア活動を続けている。場所は宮城県石

巻で、初年度のガレキ撤去に始まり、2013年度は里山の整備などに汗を流した。 

 

http://www.k-rouzan.net/


団体名称 横浜わらび山の会 

設立目的 

 

会の理念 

自然を通じて会員相互の親睦をはかり、「生涯登山」を合言葉に楽しい山歩きや

ハイキングを目的としています。日帰り山行は元より、夏の山行、街中ハイキン

グから神社、仏閣巡り、温泉、花巡り、また清掃登山や障害者登山への積極的参

加などを通して、自然を愛し、自然保護に力を入れ、自然と親しみながら、「和

やかに」「楽しく」「美しく」、いつまでも元気でいられるよう行動しています。 

会名「わらび」は、理念のなかの「和やかに」「楽しく」「美しく」の和・楽・

美を合わせて「わらび」と命名しました。 

【設立年月日】1990年３月 

団体情報 【代表者】西本嘉子 総務部（三瓶英雄、小沼千春、長谷川 隆） 

【会員数】28名（2014年１月１日現在）女性12名 男性16名 

【ホームページ】http://warabi.la.coocan.jp/ 

活動内容  ◎登山 ﾊｲｷﾝｸﾞ（2013年４月～2014年１月） 

    ＊会 山行 23回（参加人数延べ174名） 

    ＊個人山行 33回（参加人数延べ68名） 

   会員それぞれの体力、技術、経験に見合った山行を企画、実施した。 

    例 年配者 古希、喜寿、傘寿の祝いを兼ねて天城山一泊山｣行 

      健脚者 北アルプス、南アルプス等縦走 

 ◎ﾎﾞﾗﾈｯﾄ主催 

    ＊６月 夏休み親子探検隊、準備作業に参加（１名） 

    ＊11月 ウラジロモミ等防護ネット補修事業に参加（３名） 

   これからも自然環境の保護、再生、に微力ながらも係わって行きたい 

   と思っています。 

 

 

http://warabi.la.coocan.jp/


団体名称 神奈川県山岳連盟 

設立目的 

 

神奈川県山岳連盟は、正しい登山を指導普及し、その健全な発展を図り、あわせ

て会員の親睦・交流と、自然愛護の精神を高揚することを目的としている。 

【設立年月日】昭和29年4月4日 

団体情報 【代表者】大曽根 弘 

【会員数1512名】 

自然保護委員20名、日山協自然保護指導員55名、環境省自然公園指導員32名 

【ホームページ】http://www.kanagawa-gakuren.gr.jp/ 

活動内容 １クリーン活動 

◆丹沢大山クリンピア21活動 への参加 （行政・市民の連携） 

全体事業として行われるクリーンキャンペーンへの協力のほか、ボランティア活動

として助成を受け山岳（丹沢山塊）の美化活動を実施。助成を受けた活動の実績を

表－2に示す。このボランティア活動では、神奈川岳連直営の活動のほか、郡市山
岳協会及び所属山岳会、日本山岳協会公認自然保護指導員・環境省自然公園指導員

（神奈川岳連関係）を包括したものとして取り組んでいる。 
表－2 活動実績のまとめ（2013-3-1～2014-2-29） 

平成 25年度
活動 

実施回

数 
参加者数（名） 回収ゴミ 
男 女 可燃 不燃 

94 596 307 145 102.8 
◆清掃集会 
厚木市広沢寺で開催(平成 26年 3月 2日)の清掃集会へ協力 15名。何れもクライ
ミングゲレンデがある地域で、ゴミ放置などで入域拒否を受けるなど地元とのト

ラブル（所謂アクセス問題）の解消に向けた清掃ボランティアを行ったもの。 
２自然再生活動 
◆環境登山 
神奈川岳連野創立 50周年の記念事業が発端となって、8年来継続してきた清掃登
山が発展して、昨年から環境登山と改称し、クリーン活動だけでなく、山岳地（丹

沢山塊）の崩落跡の裸地の植生回復を目指した植栽や、荒廃登山経路の補修などを

行っている。本年度の第四回環境登山は、5月 12日（パート１）と 10月 27日（パ
ート 2）の 2 回ほかを実施した。在来まで秋植えで実施してきた植樹を本年度から
春植えに切り替えケヤマハンノキ 100本を植栽し、防獣ネットの敷設、植栽モニタ
リング・登山道補修・クリーン活動などを合わせ実施した。 
◆森林づくりボランティアへの参加 
神奈川県と覚書を交わし、向こう 10 年に亘って、公有水源林の約 8 ヘクタール
を活動フィールドとする、県助成金をバックに森林づくりボランティア活動を実施

している。放置され荒れた旧里山の林地を健全な森林に回復させるため林内の不良

立木の間伐や倒木落枝など地表整備を行っている。秋季から春季の半年を活動期と

して行い、本年年度は 10回（延べ 53名参加）を実施した。また、伐採木（コナラ）
を活用してのシイタケなどの植菌を 3年前から始め、今秋には収穫を迎えた。この
ように、健全な森林作りに向け研究と実践と、森の恵みなどを学ぶ活動を重ねてい

る。 
３教育・研鑽活動 

◆山の自然セミナー 

平成26年2月22日～23日、第三回山の自然セミナーが神奈川県立山岳スポーツ 

http://www.kanagawa-gakuren.gr.jp/


活動内容 センターにて開催された。今回の開催は埼玉県山岳連盟と合同の実施となり、第一

日目の「山を友達にするレクチャー」に 38名が、第二日目の「山へゆこう」に 27

名が参加した。第一日目のレクチャーでは、「神奈川の森と自然について」や、「自

然保護指導員の勧め」と題した講演と、各山岳連盟の活動報告が行われた。第二日

目には、表丹沢林道の周辺の造林保育施業地など実地巡検し、前日の講演に重ねて

説明を実施した。 

◆日山協自然保護指導員研修 

平成26年１月18日、関東ブロック都県山岳連盟から67名が集まった第四回日山

協自然保護研修会に本連盟から2名が参加、研鑽をおこなった。 

４対外活動 

◆丹沢大山自然環境再生委員会行事へ協力：アジェンダの日2013(5/25～26）5名参

加、ワールドフェスタ・ヨコハマ2013（10/12～13）3名参加、丹沢大山自然再生

活動報告会(2/2)  13名参加 

◆丹沢ボランティアネットワーク総会(4/13) 1名参加 

◆第2回関東地区山岳連盟自然保護交流会（愛甲郡清川村11月22日～23日）4名

参加 

◆第37回日山協自然保護委員総会中央大会が県立小川げんきプラザ（埼玉県比企郡

小川町）で 9月14日～16日に本連盟から 5名が参加した。同総会は「守ろう、

伝えよう、山岳の自然と文化」をテーマに全国から22団体、107名が参加した。 
 

  
環境登山（パート１）2013-5-12 環境登山（パート 2））2013-10-27 

  
丹沢大山再生員会活動 2013-5-25,6 山神祭り（森林ボラ活動）2012-1-13 

  
山の自然セミナー2014-2-22,23 広沢寺岩場清掃集会 2014-3-2  



団体名称 NPO法人神奈川県自然保護協会 

設立目的 

 

【設立年月日】１９６５年１０月１日 

       ２００４年６月１日（ＮＰＯ法人格取得） 

団体情報 【代表者】藤崎英輔 

【会員数】１９８（個人･団体） 

【ホームページ】http://www.eco-kana.org 

活動内容 ２０１３年度 

（１） 自然保護に関する普及啓発事業 

ア シンポジウム・講演会開催事業 

   「私たちの水はどこから来ているのか」 

井伊秀博氏（水源環境保全･再生かながわ県民会議） 

イ 公開勉強会開催事業 (本年度は未開催) 

ウ 自然観察会 

  ５月   城ヶ島の自然（雨天中止） 

  ２，３月 鎌倉滑川低地の生い立ちと大正関東地震に伴う津波浸水域（同内容で2回実施） 

エ 厚木市生物多様性地域戦略事業協働 

厚木市立妻田小学校ビオトープ設置 

バスで行く環境エコツアー 

 川のめぐみ篇 

 里のめぐみ篇 

 山のめぐみ篇 （丹沢再生関連） 

野生動植物保全フォーラム共催 

（２）広報・刊行事業 

ア 啓発誌発行事業 １ 「かながわの自然」 

イ 啓発誌発行事業 ２ 「ニュースレター」 

ウ ホームページの運営 

エ 県内の自然や、本協会の活動を広報するポスターの内容の充実を図り、機会を捉えて掲出す

る。 

（３）他の団体等との協働・連携や支援に係わる活動 

ア 野生動植物保全フォーラム開催（再掲） 

県内自然保護団体活動や問題提起のポスター展・ポスターセッションによる交流 

映画とシンポジウム 

映画「流（ながれ）上映」 

シンポジウム 自然からのめぐみ・現場からの報告 

  秦野市森林組合 

  平塚市漁業協働組合 

  エコファーマー 

  厚木市立妻田小学校 

（４）県内自然の諸問題に対する調査・研究 

・神奈川県内自然ホットスポットプロジェクト 

（５）行政への働きかけ・協働 

県内各地で起きる自然破壊、自然保護上の問題に対する要望、意見書の提出 

 ・厚木市（仮称）健康こどもの森計画 

・秦野市 渋沢丘陵霊園問題   ほか 

各種審議会・委員会等に参画 など 

  

http://www.eco-kana.org


NPO法人神奈川県自然保護協会 広報用ポスター例 

  

かながわの自然 年1回発行 書店にも出ます。 

ニュースレターは隔月発行が目標。会員にはお届けします。 

「神奈川自然誌」40周年記念出版物 在庫僅かです。 

県外視察2014年度は、東北を予定しています。 

毎年シリーズで行う地形地質は人気です。 

イヤホーンガイドで説明が聞きやすいのが売りです 

 

 

  

2014年度は第14回目を迎えます。 

県内団体の交流の場をめざしています。 

小学生･高校生・大学生など若者の参加があるのも特徴です。 

依頼があれば相談に応じます。 

ポスターは厚木市の小学校で1年生から6年生まで森 

林学習を行った例です。ビオトープ設置も応相談。 

 

 

２０１３年度は行いませんでしたが、過去には丹沢再生 

野生動物管理、海岸林と津波などその時々の問題に取り組ん

でいます。 

今、守る必要があるのは何か。 

県民や学識者の提案に基づいて現在まとめ中です。 

2014年度早々には第1次の選定を発表する予定。 



団体名称 NPO法人かながわフィールドスタッフクラブ 

設立目的 

 

自然保護と啓蒙 

【設立年月日】平成20年４月１日 

団体情報 【代表者】須田 耕治 

【会員数】正会員70名 賛助会員40名 計110名 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀｯﾌ養成講座修了および日本自然保護協会の自然観察指導員講習修了のメ

ンバーにて構成。 

【ホームページ】http;//www.npokfsc.com 

活動内容 ﾐﾆ 観察会：自然環境保全ｾﾝﾀｰにて自然観察路にて観察会。 

 

七沢森林公園：ｾﾗﾋﾟｰ、観察会。 

 

遠足観察会：観察会とﾊｲｷﾝｸﾞを兼ねたもの。 

 

宮が瀬湖：観察会、ｸﾗﾌﾄ。 

 

体験教室：神奈川県ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀｯﾌを目指す講座。 

 

自然園ｶﾞｲﾄﾞ：学校、団体等の平日依頼対応する観察会、ｸﾗﾌﾄなど。 

 

FSC研修会： レベルｱｯﾌﾟ親睦講習会。 

 

自然発見ｸﾗﾌﾞ：ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽ、正月用お飾り作り。 

 

 

各１回から数回実施しました。 

 

 



団体名称 山綾会 

設立目的 

 

「生涯登山」を合言葉に、中高年の健全な登山、ハイキングを行うことにより、

会員の健康増進と相互の親睦を図ることを目的としています。 

【設立年月日】平成４年10月１日 

団体情報 【代表者】彦坂 弘明 

【会員数】10６名（平成2６年１月１９日現在） 男性３３名、女子７３名 

【ホームページ】http://sanryokai1992.wed.fc2.com 

活動内容  平成２５年度クリーンキャンペーン参加 

 平成２５年１１月３日 大山３コースにて、清掃活動を行う（参加者５０名） 

 

 今年度会則を一部改訂して、市民を対象に登山、ハイキングの装備や安全 

 山行その他、登山マナーとの啓発を推進します。 

 

http://sanryokai1992.wed.fc2.com


団体名称 NPO法人四十八瀬川自然村 

設立目的 

 

四十八瀬川流域の原風景と、ホタルの棲める環境をまもる。 

【設立年月日】2001年９月 秦野市民１５名で｢四十八瀬川自然村｣を設立。 
2007年５月NPO法人認可、登録 

団体情報 【代表者】 

【会員数】村民75名(男性59名・女性16名）・高齢者多数 

【ホームページ】 

活動内容 全体活動 
  休耕田(酒米栽培・小学生の米作り体験指導）の活用 
  休耕農地(ブルーベリー栽培・サツマイモ栽培体験指導）の活用 
  まちおこし活動（どぶろく祭りの開催・丹沢祭り等行政行事への参加） 
  里山活用（ツリーハウスを拠点に里山体験会、原木椎茸栽培など） 
  自然観察会（ホタル鑑賞会・彼岸花ウオーク・新緑ウオーク） 
  東北震災支援活動(被災地への餅つき支援・義援金寄付など） 
個別部会活動 
 ＊河川部会－カジカを中心に定期的な定点観察(四十八瀬川・葛葉川・水無川） 
  小学生への生き物観察会(２校２５０名対象）など 
  花畑作り隊（下部組織として活動、秦野市の花なでしこの在来種栽培管理ほか） 
 ＊里山部会－里山整備、竹林整備、炭焼き、堆肥作り、カブトムシ飼育など 
 ＊きこり・こもりクラブー人工林の手入れ、雑木林の伐採、搬出、植樹などの活動 
           チェーンソ、草刈機の有資格者で構成、一部受託事業を実施 
 

 

 

 

 

 
 

 



団体名称 森友（しんゆう） 

設立目的 

 

宮ヶ瀬周辺及び県内、県外でさまざまな活動を行うことにより地域の自然や文化、

歴史に親しむ事を目的とする。 

【設立年月日】平成２年12月１日 

団体情報 【代表者】 鬼木 光朗 

【会員数】 ３９家族 

【ホームページ】 

活動内容 平成２５年度行事 

第１４３回自然観察会「六国見山を歩こう」 

第１４４回自然観察会「牧野庭園から石神井公園を歩こう」 

第１４５回自然観察会「四季の森から三保市民の森を歩こう」 

第１４６回自然観察会「荒崎シーサイドを散策」 

第１４７回、第１４８回自然観察会は雨天中止となりました。 

第１４９回自然観察会「多摩丘陵の雑木林を歩こう」 

第１５０回自然観察会「相模川で探鳥会」 

の計６回の自然観察会を実施いたしました。 

平成２６年度行事予定は 

第１５１回自然観察会「横浜大丸山を歩こう」 

第１５２回自然観察会「目黒自然教育園を散策」 

第１５３回自然観察会「開成あじさいの里を散策」 

第１５４回自然観察会「江の島の海を散策」 

第１５５回自然観察会「鎌倉名越の切り通しを歩こう」 

第１５６回自然観察会「箱根駒ケ岳を歩こう」 

第１５７回自然観察会「逗子鷹取山を歩こう」 

第１５８回自然観察会「相模原沈殿池で探鳥会」 

の計８回の自然観察会を行う予定です。 

 



団体名称 NPO法人丹沢森の仲間たち 

設立目的 

 

森林・林業の持続的利用と森林環境の保全活動に関する事業を行い、地球環境の保全

に寄与する。 
【設立年月日】平成18年 1月16日 

団体情報 【代表者】加藤 逸平 

【会員数】25 名 

【ホームページ】 http://www.erch.or.jp/k-sinrin10/ 

活動内容 私共の活動は25名の会員に支えられて毎月第3土・日を活動日としています。 

主たる活動は、荒廃が進む人工林の間伐や枝打ち作業を行い植生豊かな美しい森

を作る森林整備と、間伐材や森の恵みを利用しての工芸・木工品作りをしていま

す。 10年を越える活動期間で整備した人工林は10ha程です。 

また、次世代の担い手となる子供達が自然との触れ合いを楽しみながら自然の大

切さを肌で感じる体験の場として、「森もみんなも生きている」をテーマに森林教

室も開いています。 森林体験教室に参加した団体は毎年継続して参加していま

す。  

森林が好きな方、子供が好きな方、一緒に活動しましょう。 

 

   

   森林整備        森林教室        間伐材利用 

 

http://www.erch.or.jp/k-sinrin10/


団体名称 丹沢けものみちネットワーク 

設立目的 

 

ニホンジカを始めとする丹沢の生き物の視点から丹沢の自然環境保全、再生に資す

るための調査、実践、普及啓発を行う。 

【設立年月日】平成８年７月 

会員構成

等 

【代表者】 － 

【会員数】 約10名 

【ホームページ】 － 

活動内容  

【ニホンジカの生息密度調査】（継続調査） 
 丹沢山地東部に位置する札掛において１２月と４月にニホンジカの生息密度を区画

法により継続的に把握した。 

 

【生息動向調査・植生調査】 

1998年以降、毎年２回札掛地区においてシカの生息密度調査を継続的に行って

いるが、2007年度以降、札掛地区においても、県によるシカの管理捕獲が実施さ

れており、部分的に林床植物の成長が見られている。 

一方で、地域全体の林床植生の状態は把握しきれておらず、また、当該地域の

シカの生息状況の季節変動についての把握は不十分な状況であることから季節変

動に関する情報および、地域全体の植生回復状況を把握する調査を実施した。 

○生息動向調査：自動撮影カメラ調査の撮影頻度から、シカ生息状況の季節変

化を把握した。 

○植生調査：生息密度調査実施区域内に調査地点を設定し、植生調査を実施。

林床植生の状況やシカの影響を把握した。 

（活動状況写真） 

 

植生調査地の様子 

  



団体名称 NPO法人 丹沢自然保護協会 

設立目的 

 

「空に鳥 森に獣 川には魚」のいる豊かな丹沢の自然環境を子供たちに残すた

めに「今、私たちに出来ること」をテーマに保護、保全活動を行う 

【設立年月日】1960年設立、2004年NPO法人に改組 

団体情報 【代表者】中村 道也 

【会員数】500名 

【ホームページ】丹沢自然保護協会で検索してください 

活動内容 専門的な調査・研究から街中の自然観察まで幅広く行い、自然保護思想の普及・

啓発を行う。 

【平成２５年度の活動結果】 

１、 緑の再生活動 

荒廃地や人為的影響により生じた裸地に広葉樹等の植栽を行い動物たちの生

息地が孤立しないよう、緑地帯で生息域を繋ぐ緑のコリドー作りを行う。 

２５年度は大山・北尾根の植生保護柵の中に植樹した。 

① 春の植樹：実施日 ５月２５日（土）参加者：１０１名 
② 秋の植樹：実施日１０月２７日（土）参加者：５５名 

２、 モニタリング 

植栽地の生育過程の調査を行い、植樹の成果・自然回復力の把握を行い、緑

の再生事業の成果の向上を目指す。 

２５年度は三の塔直下ヨモギ尾根の生育状況の調査を行った。 

① 春のモニタリング：実施日 ５月２６日（日）参加者：１１名 
② 秋のモニタリング：実施日１０月２８日（日）参加者：７名 

３、 森林整備体験活動 

枝打ち、間伐作業補助及び炭焼き等の体験を通して、森林のあり方・手入れ

の大切さ・環境保全について学ぶ。 

① 実施日：１１月７日（木）参加者：１１名 実施地：境沢林道 
４、 丹沢フォーラム 

丹沢の抱える問題や、行政事業として実施されている丹沢再生事業地を訪ね 

担当職員あるいは専門講師を招へいする。 

① 春の玄倉林道を歩く：実施日４月２１日（日）参加者：３９名 
② 秋の堂平ブナ林を歩く：実施日１１月１６日（土）参加者：３８名 

５、 森の学校 

子供たちに合宿による自然観察や実地体験を通して、楽しみながら自然環境

を学んでもらう。 

① 夏の学校：実施日 ８月１９日～２２日参加者：２０名 
② 秋の学校：実施日１２月２８日～２９日参加者：３６名 
③ 春の学校：実施日 ３月２８日～３０日参加者（実施後報告） 

６、 丹沢を歩く 

初心者を対象に鳥・植物・動物の痕跡などの観察をしながら、低山を歩き、

自然保護の啓発活動を行う。 

天候不順により中止 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

７、 丹沢を描く 

丹沢の低山を自然観察とスケッチを行う。スケッチを楽しみながら今までと

は違う目線で自然を見つめなおす。 

   天候不順により中止 

８、 大きな街の小さな観察会 

① 初夏の自然観察会：実施日６月２日（日）参加者：１３名 
② 秋の自然観察会：実施日１１月３日（日）参加者：１１名 

９、 関係団体との協動 

① ボラネットの水質調査に参加 
② ボラネットのウラジロモミのネット巻きに参加 
③ クリーンピア２１の清掃活動に参加 
 

  
冬の森の学校にて       護摩屋敷の水での水質調査 

 

 



団体名称 丹沢ブナ党 

設立目的 

 

ブナを象徴とする丹沢の自然を守るための実践的な活動に取り組むことを目的とす

る。 

【設立年月日】1990年11月３日 

団体情報 【代表者】梶谷 敏夫 

【会員数】90名 

【ホームページ】工事中 

活動内容 ・ブナ林方形区調査 ５月２６日鍋割山稜大丸、６月１日檜洞丸 

２０ｍ四方のブナ林を５ｍの升目に区切り、中のブナの胸高周囲、茂り具合、実生、幼木の位置と

高さを経年的に調査しています。他の樹種も胸高周囲を計測します。ブナの立ち枯れの原因について

は、オゾンが主因であることがはっきりしつつありますが、世代交代だから問題ないとの説もあり、

それを検証するために９１年から大丸で、９２年から檜洞丸で始めました。 

・ブナ林健康度調査 ６月１～２日檜洞～蛭、７月１３日犬越路～檜洞、９月２８日白石峠～モロ

クボ沢ノ頭、１０月１９日塔～丹沢山 

胸高直径３０ｃｍ以上のブナが１０本以上ある地点のブナの健康度を５段階評価します。先に神奈

川県が実施した丹沢大山総合調査の公募型で実施した健康度調査の結果、ブナの衰退が大きかった地

点は、専門家が実施した丹沢のオゾン濃度調査の結果ときれいに相関し、ブナの立ち枯れの主因がオ

ゾンであることが見えてきました。 

・ブナ祀り／山を味わう ５月１８日 

５月の新緑の時期に、三国山から湯船山にかけたブナ林で、富士ゼロックス端数倶楽部の皆さんと

の交流を行っています。自然保護団体ですが、だからこそ、丹沢の魅力あふれる自然をしっかりと味

わう活動を実施しています。年間を通じ、丹沢の多くのルートを歩き、その現状を自分の目で見、そ

の魅力の確認に努めています。 

・ブナハバチ被害状況調査 ８月１１日不動ノ峰、８月１８日鍋割山稜大丸 

 近年、ブナの葉を食うブナハバチが数年おきに大発生し、葉を食いつくされたブナは再度芽吹きを

し、体力を消耗して、翌年続けて食われると枯れてしまう事態になります。ブナの呼損の原因はオゾ

ンにあるということがはっきりしてきましたが、ブナハバチも大きな懸念材料となっています。 

・シンポジウム １１月１７日「今、立ち止まって山について考える」 

 危機的状況の丹沢の現状を多くの市民に知って頂くために、毎年テーマを変えて開催しています。 

・自然観察会 ３月１６日真鶴半島、５月６日大磯丘陵、６月２３日函南原生林、７月６日三浦海

岸、１０月２７日松茸山キノコ観察会、１１月９日曽我丘陵 

 誰でも歩けるところをゆっくり歩きながら自然を観察する機会を設けております。 

・ツキノワグマ痕跡調査 ４月２８日鍋割北稜、１１月２０日金毘羅尾根、１２月３１日ネクタイ尾根 

 数年前の県によるツキノワグマヘアー・トラップ調査による遺伝子分析で、少なくとも５０頭近く

は生息しているのではないかと思われます。クマの餌の実り具合やクマ棚や糞、皮剥ぎの状況等の痕

跡調査を行いました。 

 

 



丹沢ブナ党活動の風景 

 
２０１３年シンポジウム 

 

 

ブナハバチに食われ２度芽吹いたブナ 

 

 

ブナ林健康度調査 

 

 

 

自然観察会‐函南原生林 

 

 

ブナ祭り‐三国山 

 

 

皆伐による山崩れ 

 



団体名称 丹沢野生動物研究会 

設立目的 丹沢に生息する希少動物の生態や生息状況を調べるため 

【設立年月日】平成10年4月1日 

団体情報 【代表者】山口喜盛 

【会員数】８名 

【ホームページ】－ 

活動内容 東丹沢において、コウモリ類の捕獲調査（環境省学術捕獲許可）とヤマネ調査用

の巣箱を設置した。 

 



団体名称 西丹沢の自然にふれあう会 

設立目的 西丹沢・北丹沢計６箇所の避難小屋およびその往復登山道の清掃活動をするため 

【設立年月日】2000年6月25日 

団体情報 【代表者】斉藤 誠 

【会員数】36名 

【ホームページ】－ 

活動内容 平成２５年度の活動概略 

・原則月一回の例会で、西丹沢計５箇所の避難小屋およびその往復登山道の清掃活

動を１１回実施。 

（写真は５月例会、西丹沢県民の森で） 

 参加延べ人数約１７０人、回収ゴミ１１０ｋｇ強。 

・他にも会員有志による清掃登山が数回 

・堂平ネット巻きに参加 

・ボラネット水質検査採水を分担実施 

 

 



団体名称 NPO法人 みろく山の会 

設立目的 

 

健全かつ安全な登山、ハイキングに対する事業を行いスポーツの振興に寄与する

目的で設立された。 

登山・ハイキングの計画と実施、登山技術の向上を図る学習、遭難防止への安全

教育、情報誌の発行、山岳環境保全・啓発活動の実施などを行っている。 

特に山岳環境を登山というスポーツの大切なグランドと考え、このグランドを護

るために自ら行動をおこすという基本的な考えを当会の重要な方針としている。

1983年4月設立以来この方針は活動の指針として重視され、現在に至る30年間、

活発且つ継続的に自然保護活動を推進している。2000年3月山岳会として全国で

初めてNPO法人として認証された。 

団体情報 

 

【代表者】坪井 三枝子 

【会員数】809名（男性394名、女性415名）平成25年12月1日現在 
30代から80代まで幅広い年齢層 

【ホームページ】http://www.mirokuyamanokai.org/ 
活動内容 

 

①登山･ハイキング 

登山活動は毎月会山行を40～50回、ハイキングから本格的な登山まで実施。 

登山愛好者を対象にしたみろく登山スクールを年2回実施。 

②登山道巡視と補修 

自然保護活動は、自然環境保全センターと「県民協働型登山道維持管理補修」に

関する「協定」と「委託」を締結し、月一回大倉尾根で登山道の巡視と軽微な補

修活動に加え登山者数計測を3ヶ所で実施した。 

③清掃･登山道整備 

清掃・登山道整備活動は会設立から32回目となり、9月8日（土）会員及び一般

参加者203名で実施。 

高校生が取り組む「丹沢やまみち再生体験」の学習への協力。1月26日（日）に

実施。 

④植生回復 

大倉尾根周辺で6月28日（金）ポット苗 チジミザサ111本、カモジグサ99本

及びアザミ87本をNEXCO中日本と協働で植樹を実施。 

⑤植樹 

ヤビツの森で11月2日（土）草刈り実施 

ヤドロキ水源林で11月16日（土）100本植樹実施（ヤマザクラ・ヤマボウシ・ク

ヌギ・コナラ・ケヤマハンノキ） 

交流団体 丹沢大山ボラネット加入団体で植生回復や植樹に興味ある人たちとの交流を積極

的に行ないたい。当会の植樹活動への参加は自然保護部まで連絡ください。 

sizenhogo－bu@mirokuyamanokai .org 
要望意見 丹沢大山山麓で自然再生活動をしているボラネット加入団体と協働での森づくり

の活動を積極的に行なう。 

 

 

 

http://www.mirokuyamanokai.org/


    

 
平成 25年 9月 8日 第31回清掃・登山道整備活動 

 

  

平成25年11月2日 ヤビツの森草刈り     平成25年11月16日 ヤドリキ水源林植樹 

 

 

平成26年1月26日 ～高校生が取り組む!～「丹沢やまみち再生体験」 



団体名称 NPO法人 野生動物救護獣医師協会（WRV）神奈川支部 

設立目的 

 

野生動物の救護活動を通じ、神奈川県における自然環境保全に寄与することを目

的とする 

【設立年月日】平成15年7月5日 

団体情報 【代表者】馬場国敏 

【会員数】約30名 

神奈川県野生動物リハビリテーター認定者数：約100名 

【ホームページ】http://www.wrv-kanagawa.jp 

活動内容 丹沢大山の自然環境保全にかかる活動は特にないが、川崎にある野生動物ボラン

ティアセンターを中心に県内全域で活動しています。 

①傷病野生動物の救護と野生復帰 

②傷病野生動物の救護に従事できる専門的なボランティア『神奈川県野生動物リ

ハビリテーター』を県の協力を得て養成及び認定 

なお、認定された野生動物リハビリテーターは、上記の野生動物ボランティア

センター以外に県指定の４救護施設（県自然環境保全センター、横浜市立野毛

山・金沢・よこはま動物園）でも活動 

③次代を担う子どもたちに生命や自然の大切さ、人と野生動物との共生のための

環境教育 

④県民に野生動物救護に対する理解を深めてもらうための普及啓発 

⑤救護原因の究明や予防対策のための調査研究 

 

 

http://www.wrv-kanagawa.jp


団体名称 かながわ野生動物サポートネットワーク 

設立目的 

 

野生動物の立場に立ち、彼らをサポートしたいと設立しました。傷病野生動物救

護、その他、さまざまな原因で人間の手の中に入ってくる野生動物を通した自然

環境の保全活動。多くの団体、個人のネットワークを活かし、解決に向けた取り

組みをしています。神奈川野生動物救護連絡会（救護連）として、WRV神奈川支部、

神奈川県野生動物リハビリテーター、その他有志の方々とも連携した活動を実施。 

【設立年月日】平成10年4月１日 

団体情報 【代表者】葉山 久世 

【会員数】スタッフ 3名。現在、かながわ野生動物サポートネットワークとして

は会員を対象にした活動をしていないのですが、活動（釣り針、トビ、海ゴミ）

に興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合せください。  

【ホームページ】http://umigome.ezpress.jp/  （救護連の活動を掲載） 

団体活動 救護連の構成員として行っている活動。 

●トビ被害を防ぐ トビの観察と被害防止のための普及啓発 

●海ゴミ展示  生活ゴミや釣り糸被害の展示 

●釣り針・釣り糸調査とその結果の発信  相模川調査結果の展示 

 

カナダガン調査グループの構成員として行っている活動 

●減らそうカナダガン 

野生化したカナダガンの生態調査、自治体が行う除去への全面協力、 

（実施計画作り、捕獲従事、関係者への協力依頼、普及啓発展示や生息地域住民、

関係団体への説明、除去後の飼養依頼）を行っています。 

 

委員会活動 

●アライグマ防除実施計画検討委員会 

●カワウ被害防除対策協議会 

●傷病鳥獣保護連絡協議会 

●野生動物リハビリテーター資格認定制度検討委員会 

●日本獣医師会 野生動物救護対策の在り方検討小委員会 

 

 

http://umigome.ezpress.jp/


団体名称 町田グラウス山の会 

設立目的 

 

ハイキング、山岳スキー、自然保護活動などを行う地域山岳会。 

 

【設立年月日】1984年１月 

団体情報 【代表者】寺山 勝治 

【会員数】178名 

【ホームページ】－ 

活動内容 ハイキングを中心に、縦走、山岳スキー、沢登り、クライミング、海外登山な

どを行っています。自然保護部では自然観察会やクリーンハイクなども行いまし

た。 

障害者の方々との交流ハイクも実施しています。2013年5月26日（日）、車椅

子９台を含む、１２６名の参加者が渋沢丘陵の頭高山へのハイキングを行いまし

た。山頂での合唱で交流を深めました。 

例年行っている登山道での清掃活動（クリーンハイク）は 11月 10日（日）に

ヤビツ峠周辺で行いました。蓑毛～蓑毛越～大山山頂～ヤビツ峠、大倉～三ノ塔

～ヤビツ峠の登山道周辺には目立ったごみはありませんでしたが、ヤビツ峠の道

路下には不法投棄されたテレビや自動車の部品などがありました。43名の参加者

で可燃ごみ76Kｇ、不燃ごみ271Kｇを回収しました。 

今年度は創立30周年の記念行事の一つとして、早戸川上流の魚止めの森で植樹

活動も行いました。5月11日（土）、参加者36名で60本の樹木の苗を植えました。

この場所をグラウスの森と名づけて今後も手入れ作業を行っていきます。 

 



団体名称 NPO法人神奈川ウォーター・ネットワーク 

設立目的 

 

神奈川県が実施した丹沢大山総合調査に参加した魚類・底生生物ボランティアが中心

となって設立した。 

神奈川県内の生物、とりわけ淡水魚や水生生物とそれを取り巻く環境の保護・保全・

調査・研究・啓蒙活動を行うことを目的としている。 

【設立年月日】平成18年10月18日 

団体情報 【代表者】山崎 泰 

【会員数】14名 

【ホームページ】－ 

活動内容 通年：県や市町村の機関と協力し、外来移入種の駆除と在来生物の保全活動を実施した。

また、シンポジウムや自然観察会への講師の派遣を行った。 

 

通年：自然環境保全センターの施設内を流れる多々良沢において、ホトケドジョウの分

布・生態調査を、流路450ｍで実施した。（25年5月～26年3月まで、計6回、12日） 

 

       上流部                  下流部の堰堤 

7月 寒川町動植物調査支援（目久尻川・小出川の魚類、底生動物調査） 

 

8月 ①桂川・相模川流域協議会主催：アメリカザリガニ実態調査で、相模川右岸・

厚木市内の7河川（山際川・善明川・荻野川・小鮎川・恩曽川・玉川・日向川）

の18地点を、神奈川トンボ調査・保全ネットワークの会員及び厚木市役所河川

ふれあい課の協力を得て、3週6日にわたり実施した。 

  

 

 

 

 

 

アナゴカゴ設置の様子       7地点で採集されたモクズガニ 

 

 

 

 

 

 

アメリカザリガニが採集された地点は11、採集されなかった地点は7。

今回の調査で、モクズガニの生息する場所ではアメリカザリガニは採集

されなかったことが大きな収穫であり成果でもあった。 



  

②神奈川工科大学と共催で、県下の24河川・314地点で、川の水温の計測を実施

し、大学・NPO・環境保全団体・市民・学生など20団体98名が参加した。 

 

9月 山北町畑沢において、ヤマメの産卵床の造成を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 日本魚類学会・宮崎大会において、「厚木市・多々良沢におけるホトケドジョ

ウの生態について」を口頭発表した。 

 

11月 相模川（桂川）水系の在来アブラハヤ採集調査支援（塩基多型から在来アブラ

ハヤを推定し、その生息分布状況を把握する。）山梨県忍野村・富士吉田市・相

模原市緑区で調査を実施した。 

 

1月 ８月②の河川水温調査結果を基にした「河川水温についての市民フォーラム（主

催：神奈川工科大学、後援：厚木市教育委員会）」で、講演者として会の3名が

発表した。 

 

 

 

 

 

結果及び考察」より、内容の一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2・3月 中井町動植物調査支援（中村川水系・葛川水系の魚類、底生動物調査） 

 

 

 

・県内河川の水温の推移：石綿進一  

・神奈川県の淡水魚と河川環境：勝呂尚之 

・神奈川県河川における夏期の水温一斉調査結果-アユの生態と最高気温- 

：金子裕明 

 

水温調査の結果から、最高水温は、鶴見川の大網橋で36.5℃、次いで、柏

尾川の地区センター前が34.1℃であった。記録された地点を水温別に分け

ると、30℃以上：81地点（25.7％）、20℃以上30℃未満：215地点（68.5％）、

20℃以下：13地点（4.1％）、その他（水枯渇地）5地点であった。20℃以

下の地点は河川の上流部や遊水地に限定されていた。また、一部の枯渇し

た河川も存在し、魚類などの水生動物の移動などを不可能にしている地点

も確認された。 



団体名称 ＮＰＯ法人丹沢自然学校（英語名Tanzawa Ecology School）(略称Ｔｅｓ) 

設立目的 

 

丹沢地域に暮らす人々及び丹沢地域を訪問する人々に対して、相互の交流を促進すると共

に、丹沢地域の自然、文化の普及、啓発に関する事業を行い、丹沢地域の自然環境及び地域

文化の保護、保全に寄与することを目的とする。 

2009年4月23日NPO法人として設立（2007年3月3日任意団体として発足） 

団体情報 【代表者】佐藤 休三 

【会員数】２６ 名 

会員の主な職業： 教員、会社員、公務員（自然観察施設職員）など 

【ホームページ】http://www.tes21.org 

活動内容 丹沢自然学校は丹沢でエコツアーを企画実施することを主な活動としています。2013年

度は、自然をじっくり学びながら歩く登山ツアーを8回、清流を全身に浴びて源流の沢

を上る沢ツアーを9回、里山の自然と暮らし体験の里ツアーを４回、温かいお茶を飲み

ながら丹沢のお話を聞く「丹沢よろずカフェ」を２回、それぞれ開催しました。これら

のエコツアーには延べ130人を超える参加者があり、たくさんの方々に丹沢の自然にふ

れあう楽しさ、丹沢の自然が抱える問題点をお伝えしてきました。 

 

    

   丹沢自然学校のエコツアーの様子（左：山ツアー、右：沢ツアー） 

  

   丹沢自然学校のエコツアーの様子（左：里ツアー、右：丹沢よろずカフェ） 

 

このほかにも、秦野市や山北町での山開き等の行事へのボランティア参加（３回）、秦野

市内中学校での丹沢の自然についての依頼講演（２回）、日本エコツーリズムセンターが

主催するガイド養成講習会等への講師派遣（３回）、ボラネットが行う水質調査への協力

など、丹沢の自然を伝えるさまざまな行事に積極的に協力しています。 

 

 

 

 

 

 

http://www.tes21.org


 また丹沢自然学校では、丹沢の緑をはぐくむ集い助成

金を活用し、2010年度より定点観測とブナの実生の

調査を行ってきました。定点観測はツツジ新道のゴー

ラ沢渡渉地点から山頂までの９地点、１２カ所に観測

地点をもうけての経年変化を比較調査し、ブナの実生

については畦ヶ丸に3ヶ所の区域を設け調査するも

のです。左の写真は2010年と2013年10月上旬の定

点写真です。上の2枚は檜洞丸頂上直下のもの、下の

2枚はゴーラ沢上のベンチ付近のものです。山頂直下

ではブナの樹勢の衰弱、立ち枯れがはっきりと見て取

ることができます。画面右側では少なくても2本が失

われ、左側の樹木では葉の付き方から樹勢の衰弱が明らかであり、立ち枯れが心配され

ます。この現象は木道から山頂にかけての稜線全域で

見られ、特に南斜面は倒木が目立ち草地化が進んでい

るところも見られます。 

ゴーラ沢上のベンチ付近のスズタケ後退については

2010年にはまだ葉をつけていたスズタケが2014年に

はほとんど枯れた状態になっています。スズタケの後

退は進行具合に差はあるもののツツジ新道全体に観

察されています。 

畦が丸の実生調査は今年度から新たに 3か所の調査地点を定め継続的に変化を調査

します。第一回調査では地点①（およそ長さ８×幅

２ｍのエリア）に 10本、地点②（9×２ｍ）に 7

本、地点③（9×２ｍ）に同じく7本の実生を見る

ことができました。ツツジ新道ではほとんど見るこ

とができないブナの実生が畦が丸で多く観察でき

るのはそれぞれの立地環境にあるように思われま

すが、その理由が明らかになることで丹沢保全のヒ

ントに結びつくことを願っています。 

 



団体名称 
特定非営利活動法人 野生動物救護の会 

設立目的 

 

野生動物の保護及び救護に関わる活動を通じて、自然環境と生物多様性の保全に

貢献することを目的とする。 

【設立年月日】平成18年10月2日 

団体情報 【代表者】渡辺 優子 

【会員数】約130名 小学生から年配者まで幅広い会員 

【ホームページ】http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp 

活動内容 2013年 

4月6日 会報誌「RUNNER vol.16」発行 

4月13日 丹沢ボランティアネットワーク総会 参加 

4月23日 東京農業大学「ボランティア論」講義「野生動物救護とボランティア」 

5月10日 厚木市立相川小学校 「放課後教室」 参加 

6月2・16日 平成25年度野生動物救護ボランティア講習会開催 

6月 30日 特定非営利活動法人 野生動物救護の会 定期総会開催 及び 特別

講演会開催「個体の死と個体群の維持-これから私に出来ることは-」鈴木茂也氏 
7月28日 第1回スキルアップ勉強会「ヒナの見分け方」 

8月3日 夏休み子ども体験教室「野生動物を学ぶ」 

8月31日 第2回スキルアップ勉強会「保定・搬送」 

9月21日 平成25年度野生動物救護ボランティア講習会修了式及び特別講演会開

催「野生動物救護と理念」齋藤慶輔氏 
9月24日 会報誌「RUNNER vol.17」発行 

10月 14日 2013 動物フェスティバル in厚木 展示参加 「ハーモナイズ賞」

受賞 

11月2・3日 Japan Bird Festival 展示参加 

11月3日 秦野市民まつり 展示参加 

11月23日 第3回スキルアップ勉強会「エサの作り方・カロリー計算」 

12月3日 平成25年度第1回傷病鳥獣保護連絡協議会参加 

12月14日 傷病舎大掃除＆豚汁大会 及び探鳥会 ～センター周辺にて～ 

12月21日 会報誌「RUNNER vol.18」発行 

 

2014年 

1月30日 厚木市立清水小学校自然教室参加 

2月1日 第4回スキルアップ勉強会「差し餌・強制給餌」 

3月16日 羽根標本作製勉強会 

3月29日 春休み子ども体験教室「わくわく野鳥探検隊」開催 

 

探鳥会 

5月26日 八菅山いこいの森にて 

12月7日 酒匂川周辺にて 

1月19日  宮が瀬湖周辺にて 

2月22日 相模川三段の滝～相模原沈殿池～泉の森 

 

秦野市立図書館衝突調査（今年度活動日） 

4月26日 5月31日 6月28日 7月15・26日 8月30日 9月27日 

10月25日 11月29日 12月27日 1月31日 2月28日 3月28日 

 

ムササビ・フクロウ・小鳥の巣箱調査（定期） 

足環プロジェクト（年間）  

http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp


 

      夏休み子ども体験教室            秦野市民まつり 
 

           
              第 2回スキルアップ勉強会「タヌキの口輪の方法」 
 

         傷病舎大掃除 



団体名称 特定非営利活動法人足柄丹沢の郷ネットワーク 

設立目的 

 

この法人は、広く一般の市民に対して、神奈川県足柄上地域・西丹沢の地域間連携 

による共生型の市民ネットワーク社会の構築と地域にある豊富な資源を活用した 

都市と農山村間の交流や学び、体験などの多様なカリキュラムやプログラムを通じ 

て、人と地域が共に学び、共に生き、共に発展（繁栄）していくための持続可能な 

仕組みづくりを目指し、地域や山里の歴史や自然、暮らしや文化などの叡智に対す 

る認識と継承を行い、環境、教育、社会福祉、青少年の健全育成などの分野の向上 

に寄与することを目的とする。 

【設立年月日】平成23年6月７日 

団体情報 【代表者】福島 実 

【会員数】12名 

【ホームページ】http://www.ashitan.net/ 

活動内容 主な活動は以下の通りです。 

 

●やまきた木の駅プロジェクト+薪の駅 

 林地残材や間伐材など未利用材を有効活用して地域の活性化に繋げる。そして集

材した間伐材を熱資源として活用するために薪ボイラー等の普及啓蒙活動や「薪

の駅（薪ステーション）」を設置して薪の加工販売を行います。 

●酒匂川源流域の森の健康診断 

 酒匂川源流域の人工林の下層植生調査と人工林の混み具合の調査を市民参加で行

う取組みです。 

●足柄キンタロウ学校 

 足柄や西丹沢地域の魅力ある山里、森林や自然などの環境、歴史や文化といった

多様な地域資源があります。そんな地域のいろんな場所をキャンパスにして体験

や学びの授業を開校する取組みです。 

●神奈川県内でのグリーンウッドワークの普及促進活動 

県西地域の間伐材を活用したグリーンウッドワーク体験（スプーンづくり、指輪

づくり、椅子づくりなど） 

●あしがらミツバチプロジェクト（養蜂休業中） 

 

http://www.ashitan.net/


団体名称 湘南自然観察クラブ 

設立目的 自然観察を通して環境保全をめざしたい。 

【設立年月日】平成２２年１２月 

団体情報 【代表者】田中 幸雄 

【会員数】 ９名 

【ホームページ】－ 

活動内容  

月１回 

県央・湘南・西湘・横浜地区をベースにいろいろな方との交流を兼ねて動植物の観察会

を行っています。 

 

自然保全センターにおいてミニ観察会の実施 

 

 

 

 



団体名称 神奈川県自然公園指導員連絡会 

設立目的 

 

会員相互の親睦をはかり、人と人をつなぎ、情報と情報をつなぐことで巡視活動

を共有し、活動の活性化をはかることを目的とし、さらに神奈川県内において、

任意でボランティアとして活動することを目的とする。 

【設立年月日】平成16年1月31日 

会員構成

等 

【代表者】会長：森本 裕 

【会員数】9４名  会長と常任役員（事務局）６名で運営 

【ホームページ】現在 休止中 

活動内容  登山道の清掃および補修 

 



団体名称 伊勢原の自然と環境を守る会 

設立目的 

 

 

 

【設立年月日】１９９３年７月１日 

団体情報 【代表者】北山 宏之 

【会員数】70名 

【ホームページ】http://www.geocities.jp/iseharakankyou/ 

活動内容 活動の柱 (地域の環境保全活動全般) 

１）オオタカの調査、保護 

２）大気汚染調査 

３）環境保全型農法の研究  

４）第２東名、２４６バイパスへの対応 

５）農作物などに含まれる放射線量の測定 

 

 

http://www.geocities.jp/iseharakankyou/


  

 
 

伊伊伊勢勢勢原原原ののの自自自然然然ととと環環環境境境ををを守守守るるる会会会   
 

連絡先（北山宏之 〒２５９－１１０３ 伊勢原市三ノ宮１７７７－７ ＴＥＬ９１－２３３４ 【設立年月日】１９９３年７月１日 

Ｅ－ｍａｉｌ：kitayama@maple.ocn.ne.jp ）  年会費１０００円  http://www.geocities.jp/iseharakankyou 

活動の柱 (地域の環境保全活動全般) 

１）オオタカの調査、保護 

２）大気汚染調査 

３）環境保全型農法の研究  

４）第２東名、２４６バイパスへの対応、 

５）農作物などに含まれる放射線量の測定 

 
私たちは、伊勢原の自然と環境が好きで集まった仲間です。伊勢原の山、森、川、動物などの豊かな自然。長年の歴史の中

で人々が作り上げてきた田や畑の広がる伊勢原の環境。この会は、それらが好きで集まってきた仲間で活動している会です。

大量生産、大量消費を旨とする現在の経済中心の社会では、そうした自然と環境は、無視されて破壊される危険があります。

しかし、経済のみを優先させる現代社会は限界を見せています。我々は、伊勢原の豊かな自然と環境にこそ、真に人間らしい

幸せな暮らしへの糸口があるものと信じます。私たちは、伊勢原の自然と環境を破壊から守り、自然と共生する生活を模索す

ることで、大量生産・大量消費社会を超えた、新たな持続可能な循環型社会を実現していきます。 
 

mailto:kitayama@maple.ocn.ne.jp
http://www.geocities.jp/iseharakankyou


団体名称 丹沢山小屋組合 

設立目的 

 

 

 

【設立年月日】昭和37年11月１日 

団体情報 【代表者】松田浩一 

【会員数】23名 

【ホームページ】－ 

活動内容 丹沢山小屋組合の活動の一環として、毎年実施している山ヒルの駆除活動につい

て報告を致します。 

山ヒル駆除？ 「ヒル」と聞いただけで背中がぞっとして思わず後ずさりをして

しまいそうなイヤな吸血生き物。しかも、前夜に雨が降ってヒルにとっては絶好

の活動条件が整っていて、あまり気が進まない中、相手はたかがヒル、メンバー

は自らを奮い立たせ、完全武装をして山ヒル駆除に臨みました。 

丹沢は首都圏から近く、シーズンには週末ともなると多くのハイカーで賑わいま

す。私達の丹沢での山ヒル駆除は、山ヒルによる吸血被害の減少を目指して、毎

年２回継続して実施をしており、神奈川県や地元秦野市から絶大なる期待と支援

を受けています。 

平成２５年９月２４日雨上がりの早朝、丹沢山小屋組合のメンバーは秦野ロータ

リークラブの有志と共に、丹沢西山林道や滝沢キャンプ場付近など、多くのハイ

カーが利用するエリアを重点的に山ヒルの駆除活動を行いました。 

山ヒル退治の手順は、①草刈 ②ブロワーでの雑草除去 ③殺虫剤噴霧 ④バー

ナーでの直接駆除の４ステップです。 山ヒルは足で踏んでも死なないので、最

終的にはバーナーの火力で退治をしましたが、登山をされる方は、手軽な「塩」

で退治することをお勧めします。 

登山を楽しむ為に、ヒルについての知識を持つことでその被害を最小限に抑える

ことができます。 

 



 

 

 

 

Ⅲ  世話人会の活動報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成25年度世話人会の活動報告 

 

１ 世話人会の開催 

 
（１） 第１回  

実施日 平成25年６月５日（水） 

場 所 あつぎパートナーセンター講義室 
出席者 ６名 
内 容 ①夏休み親子探検隊 ②交流会の活性化方法の検討 ③瓦版の発行 
    ④ボラネット新規事業検討 
 

（２） 第２回 

実施日 平成25年９月４日（水） 

場 所 あつぎパートナーセンター講義室 
出席者 ８名 
内 容 ①夏休み親子探検隊及び水質調査報告 ②交流会実施計画 

③ボラネット新規事業 ④その他 
 

（３） 第３回 
実施日 平成25年12月４日（水） 

場 所 あつぎパートナーセンター講義室 

出席者 ４名 

内 容 ①交流会 ②平成25年度ボラネット活動報告書 ③26年度事業計画 

 

（４） 第４回 

実施日 平成26年３月５日（水） 

場 所 あつぎパートナーセンター講義室 

出席者 ８名 

内 容 ①世話人の改選 ②26年度総会の役割分担と事業計画 ③広報 

 

２ 関係団体との協働 

  丹沢大山ボランティアネットワークから、世話人代表が各委員会へ出席 

 

（１）緑を育む集い実行委員会 

日時 平成25年４月26日（金） 

会場 自然環境保全センター 

内容 ①平成24年度事業報告・決算報告について 

②平成25年度事業計画・予算（案）について 

③ボランティア団体活動助成事業に関する実施要領の改正について 

 



（２）丹沢大山自然再生委員会 

 

  ・第13回普及啓発プロジェクトチーム検討会 

    日時 平成25年４月10日（水） 

    会場 厚木合同庁舎分庁舎 

    内容 ①今後の普及啓発プロジェクトチーム検討会及び県民事業専門部会の

開催回数の見直しについて 

       ②再生委員会三大イベントの運営方針について 

       ③平成25年度事業計画「地球環境イベントアジェンダの日2013」につ

いて 

       ④普及啓発グッズ（手ぬぐい）の作成について 

       ⑤コンビニエンスストアでの県政情報発信について 

       ⑥その他 

 

・第13回丹沢大山自然再生委員会 

 日時 平成25年６月18日（火） 

 会場 神奈川県産業振興センター 

 内容 ①平成24年度事業実績・決算について 

②丹沢大山自然再生委員会設置要綱の改正について 

③役員の改選について 

④平成25年度事業計画・予算（案）について 

⑤専門部会の報告・提案について 

 

・第12回県民事業専門部会 

    日時 平成25年８月２日（金） 

    会場 厚木合同庁舎 

    内容 ①県民事業専門部会長の改選について 

       ②ワールドフェスタヨコハマ2013ブース出展について 

       ③活動報告会について 

       ④今後のスケジュール 

 

・第14回普及啓発プロジェクトチーム検討会 

    日時 平成25年９月日（金） 

    会場 産業貿易センター 

    内容 ①ワールドフェスタヨコハマ2013ブース出展について 

       ②活動報告会について 

       ③ロゴを活用したグッズ（手ぬぐい）の作成について 

       ④パンフレット等の検討について 

 

 



・第15回普及啓発プロジェクトチーム検討会 

日時 平成25年12月６日（金） 

会場 厚木合同庁舎 

内容 ①活動報告会について 

②ロゴを活用したグッズ（手ぬぐい）の作成について 

③パンフレットの作成について 

④県民事業専門部会のあり方について 

⑤資金について 

 

・第16回普及啓発プロジェクトチーム検討会 

 日時 平成26年２月18日（火） 

 会場 プロミティ厚木 

内容 ①作業部会からの報告 

②今年度の総括と来年度の方向性 

③来年度計画 

④その他 

 

  ・第13回県民事業専門部会 

    日時 平成26年３月４日（火） 

    会場 厚木合同庁舎 

    内容 ①今後の県民事業専門部会の運営方針について 

       ②平成25年度普及啓発プロジェクトチーム検討会の活動内容について 

       ③平成25年度事業実績見込・決算見込について 

       ④平成26年度県民事業専門部会事業計画・予算案について 

       ⑤平成26年度イベント活動等の継続、新規の共催・後援について 



丹沢大山ボランティアネットワーク会則 

 
（名 称） 

    第１条 本組織は、丹沢大山ボランティアネットワーク(以下「ネットワーク」
という 。)と称する。 

 
（目 的） 

    第２条 ネットワークは、丹沢大山で自然環境に関る活動を実践しているボラ

ンティア団体の自主的な連携を図り、行政とのパートナーシップのもとで丹

沢大山の自然環境の保全に関る活動の推進を図ることを目的とする。 
 
（会 員） 
 第３条 会員は目的に賛同するボランティア団体により構成する。 
 ２ 入会及び退会は、所定の書面による届け出とする。 
 
（活動内容） 
 第４条 ネットワークは、次の活動を行う。 
（１） ネットワークづくりの推進に必要な活動の実施 
（２） 会員への情報提供および会員相互の情報交換の推進 
（３） その他、ネットワークの目的に合致する活動 

 
（世話人会） 
 第５条 ネットワークの運営のため、世話人会を設ける。 
２ 世話人は総会によって選出し、５名程度とする。 
３ 世話人会に代表１名と、副代表１名を置き、選出された構成員の中から互

選により定める。 
４ 世話人会は代表が招集し、議長となる。 
５ 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。 
６ 世話人の任期は２年とする。ただし、再選は妨げない。 
７ 世話人会は、必要に応じ開催する。 

 
(世話人会の職務) 
第６条 世話人会は次の事項を行う。 
（１） 会員間の連携の推進に必要な連絡、調整 
（２） 各種情報の収集、分析 
（３） 行政とのパートナーシップの推進のため必要な神奈川県自然環境保全

センターとの協議 
（４） 総会に付議する議案に関すること。 
（５） その他、ネットワークの運営のため必要な事項 

 
（総会） 
第 7 条 総会は、世話人会代表が召集する。 
２ 総会は、年 1 回以上開催する。 



 ３ 議事は、出席者の過半数をもって決定する。 
 ４ 議決権は１団体で 1 票とする。 
 
(事業年度) 
 第８条 事業年度は、4 月 1 日から翌年 3 月３１日迄とする。 
 
（会 費） 
第 9 条 会費は毎年４月１日から翌年３月３１日迄の１年間とし、年間 2,000

円とする。 

 
（庶 務） 
第 10 条 丹沢大山ボランティアネットワークの必要とする費用は、会費および

助成金、その他の収入をもってこれに充当する。 
 ２ 会計担当者を２名以内置く。 
 ３ 監事を２名置き、会務および会計を監査する。 
 ４ ネットワークの庶務は、当分の間、神奈川県自然環境保全センターが協

力して行う。 
 
（その他） 
第 11 条 この会則に定めるものの他、ネットワークの運営に必要な事項は、世

話人会で協議して定める。 
 
 附 則 １ この会則は、平成 14年８月４日から施行する。 
     ２ この会則は、平成 15年４月５日から施行する。 

     ３ この会則は、平成 19年４月８日から施行する。 

     ４ この会則は、平成 20年４月６日から施行する。  



丹沢大山ボランティアネットワーク入会届 
 

平成  年  月  日 

 

 丹沢大山ボランティアネットワーク 

 世話人会代表          様 

  

丹沢大山ボランティアネットワークに入会しますので、入会届を提出します。 

 

団  体  名 

住     所 〒 

代表者  氏名 

 〃   住所 〒 

担当者  氏名 

（連絡先） 住所 〒 

               〃   電話 

               〃ファックス 

               〃 Ｅ－mail 

 

団体の概要記入欄 

設立時期  

会員数  

会報 □あり（名称：             ） □なし 

ホームページ □あり（アドレス：           ） □なし 

保全活動に関するキ

ーワード 

□美化活動 

□植樹、森林の育成 

□調査（内容：                 ） 

□普及啓発（内容：               ） 

□その他（内容：                ） 

活動の概要  

 

 

 

 

主な活動地域（         ） 

自由記載欄  

連絡方法 □郵送 □電話 □ファックス □Ｅ－mail 

注 １ 該当する□にチェックをしてください。 

  ２ 内容については、丹沢大山保全活動ホームページに掲載します。 



丹沢大山ボランティアネットワーク退会届 
 

平成  年  月  日 

 

 丹沢大山ボランティアネットワーク 

 世話人会代表         様 

  

 

丹沢大山ボランティアネットワークを退会しますので、退会届を提出します。 

 

団  体  名 

住     所 

代表者  氏名 

 〃   住所 

 

 退会理由： 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集・発行 

 神奈川県自然環境保全センター 

 厚木市七沢６５７ 

 電話 046-248-0323 
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