
 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 活動報告 

 
１ 丹沢に緑を育む集い「ボランティア団体活動助成事業」対象活動報告 

① 神奈川県山岳連盟 ：丹沢二ノ塔周辺清掃 

② （NPO）北丹沢山岳センター：広河原残骸整理と植樹活動 

③ （NPO）みろく山の会  ：平成２０年度丹沢の緑を育む事業 

④ （NPO）四十八瀬川自然村：丹沢再生あかるい森林づくり 

⑤ （NPO）神奈川ウォーター・ネットワーク：淡水魚・両性類分布及び水

質調査 

 

 

２ 丹沢の緑を育む集い協働事業 

⑥ 体験学習 

『夏休み親子自然体験隊』 

⑦ 水質調査 

『平成２０年度丹沢大山の水質調査結果』＊ 

⑧ 登山者数調査 

『平成２０年度丹沢主要登山道利用実態調査結果』＊ 

 

   ＊神奈川県自然環境保全センター報告第６号（２００９年３月）から転載 



件 名 
第六回清掃登山 

報 告 日 付 2009 年 2 月 1日 

分 野 自然保護委員会 
開 催 地 丹沢・ニノ塔及び菩提峠（岳ノ台） 

期 間 2008 年 9 月 2１日 

参 加 者

連盟会員 41 名 

コ ー ス 菩提峠(集合・解散)  
次の二隊に分かれそれぞれのコースで実施： 
菩提峠－二ノ塔頂上南斜面（清掃活動にて往復） 
菩提峠－岳ノ台(清掃活動似て往復)  
 

 

 

 

 

目 的 連盟創立 50 周年を機に、連盟恒例事業として清掃活動が定着した。山岳自然の保全に対す
る岳人の意識の確認を行う機会、及び連盟会員の相互交流の機会として位置付け、本活動
を行うものである。 

概 要 本開催は、丹沢に緑を育む集い実行委員会の助成を受けた事業として企画し、連盟会員の
ボランティアー活動として実施したものである。開会直前に始まった降雨が閉会まで降り
続き、雨天にもかかわらず 41 名の参加者の熱意を得て、約 200 キロのゴミ回収を完了した。
岳ノ台－菩提と二ノ塔とに分かれたコースには、前者が 21 名と後者が 20 名の参加にて、
清掃活動を展開した。 

状況報告 <配布物> 
１）第六回清掃登山しおり（A4 版 3 つ折り） 
２）提供品（ゴミ用ポリ袋、ゴム引き軍手、ウェットティッシュ、エチケット袋） 
<ゴミ回収用機材>  
１）収集用（プラバケツ、火挟、解体用工具類） 
２）搬出用（背負子《一部参加者の持参》、段ボール箱、ガムテープ、土嚢袋） 
３）集積用（ブルーシート） 
<清掃活動> 
事前調査により次の 6地点の重点地区を設定して清掃活動を実施した。 
１）二ノ塔山頂南斜面：前 3年間を合わせ、4年計画の回収が完了した。 
２）三ノ塔頂上付近：回収 
３）登山道標高 900m 付近の 山小屋跡：回収 
４）表尾根登山道の水沢林道交点付近：回収 
５）菩提峠林道沿道（富士見登山口から菩提峠）：回収 
６）岳ノ台ハイキングコース沿道（菩提峠広場周辺から岳ノ台）：回収 
<収集ゴミの状況> 
１）不燃ゴミ（瓶・缶屑） 土嚢袋 20 袋、段ボール 21 個、トタン板など建築鉄屑 2体 
２）可燃ゴミ（ビニル袋・ペットボトル・プラスチック） ビニル袋 10 袋 
３）投棄ゴミ ベッドマット 2台、座椅子 2台、電子レンジ１台、毛布 1枚 
     自動車バッテリー1個 
<収集後の処置> 
秦野市役所にて 9月 24 日に菩提峠集積地点の回収を実施した。 
<回収未了地点> 
水沢林道の上部（表尾根登山道交点より上部）に投棄ごみが散在するとの報告が参加者か
らあった。 
<その他> 
ヤマビルの吸血被害（首筋や手首などの咬傷）が両コースともに報告された。今回は塩や
非ディート系の忌避剤を使用した。 

所 感 天候が不順に加え山ビル不安にもかかわらず、熱心な参加を得ての実施となった。今回の
実施で二ノ塔頂上付近のほか菩提峠周辺の回収は完了し、４年間の実施目標を達成するこ
とができた。４年間の活動を総括する目的で、プロジェクト完了報告書を別途まとめるこ
とを考えている。このプロジェクトの完了を機に連盟会員の自然保全活動に対するご協力
を一層呼びかけていく所存である。 

提 出 先 大曽根弘会長殿 
水島彰治理事長殿 

自然保護委員会委員長殿 
自然保護委員会委員殿 

 

添付資料 なし  執 筆 者 松隈 豊 

助成対象事業 

神奈川県山岳連盟 
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第六回清掃登山実施要項 
平成 20 年 9 月 21 日（日）実施 

 

神奈川県山岳連盟 自然保護委員会 

 

  ＜本日の活動概要＞ 

9：30 開会 

10：00～11:00 グループを分けて回収作業 

菩提峠周辺コース  

◆菩提峠～岳ノ台グループ 

◆菩提峠～水沢林道グループ 

二ノ塔コース  

◆二ノ塔頂上付近グループ  

◆三ノ塔頂上付近グループ 

 

12:30 菩提峠へ搬出・集荷 

13:00 閉会 解散 

 

菩提峠周辺コース略図  

◆菩提峠～岳ノ台： 

菩提峠を起点にし、岳ノ台まで

を折り返します。 

 

◆菩提峠～水沢林道： 

菩提峠を起点にし、水沢林道か

ら表尾根縦走路を標高約 900ｍ

にある旧山小屋廃墟で折り返

し、富士見山荘上まで下山し、

林道を上り返します。 

※重点地：①、②、③ 

 

二ノ塔コース略図  

◆二ノ塔頂上付近： 

表尾根縦走路から二ノ塔に至

り、二ノ塔頂上付近のゴミ回収

後下山します。 

※重点地：④ 

 

◆三ノ塔頂上付近： 

表尾根縦走路から二ノ塔に至

り、二ノ塔頂上付近のゴミ回収

後下山します。 

 



 

① 

地点名 900m alt. 山小屋跡 経 緯 N35 25’57.5”  E139 12’ 07.2”

付
近
図 

広 さ 50m × 50m 
周 囲 植林地 

ゴ ミ 量
（見積もり）

可燃ゴミ    1 ㎏ 
不燃ゴミ 20 ㎏ 
その他  

特記事項
飲料缶など山小屋跡の南面に隣接
する林間に散乱 

 

② 

地点名  表尾根登山道の水沢林道交差点付近 経 緯 N35 25’53.7” E139 12’21.8 

付
近
図 

広 さ 10m × 20m 
周 囲 植林地 

ゴ ミ 量
（見積もり） 

可燃ゴミ   1 ㎏ 
不燃ゴミ 50 ㎏ 
その他  

特記事項 
飲料缶など林道沿いの谷側斜面
林間に散乱 

 

③ 

地点名  菩提峠林道 経 緯 N35 25’43.1” E139 12’16.1”

付
近
図 

広 さ 400m × 10m 
周囲状況 植林地 

ゴ ミ 量
（見積もり） 

可燃ゴミ   5 ㎏ 
不燃ゴミ 50 ㎏ 
その他  

特記事項 
富士見から菩提峠に至る林道の
谷川斜面 

 

④ 

地点名 二ノ塔山頂南斜面 経 緯 N35 26’01.0”  E139 11’47.2”

付
近
図 

広 さ 30m × 70m 

周囲状況 雑木林・灌木林 

ゴ ミ 量
（見積もり）

可燃ゴミ    1 ㎏ 

不燃ゴミ 100kg 

特記事項 
割れたガラス瓶など多数（約 50％）
あり回収・搬出に安全留意要 

 

 

 

 

 



助成対象事業 

ＮＰＯ法人 北丹沢山岳センター 
 
 平成２０年度の北丹沢広河原植林事業は１１月１５日（土）～１６日（日）に実施され

ました。 
 ９月７日に再建できた神の川ヒュッテに１５日に４３名、１６日に４３名の延べ８６名

のボランティアが集まり、ブナ・ミズナラの５００本の植林と４０ｍ×２０ｍのシカ柵の

設置工事を行いました。 
 神奈川県での民間によるシカ柵の設置工事は始めてのケースであるとの事で、今後民間

でのボランティア活動の試金石として注目されているとの事です。 
 シカ柵設置工事は専門的な知識が必要なことから地元の専門業者の全面的な協力と施工

期間も２日間で終わらず、前後５日間の準備及び事後工事が発生した大掛かりな植林活動

となりました。 
 ６年目を迎えた北丹沢広河原への植林活動は「丹沢の緑を育む集いボランティア団体活

動助成事業」からの助成金及び苗木支援によりブナ、ミズナラが５００本支給されました。 
 その他に、森林づくり公社助成金及び水源環境保全・再生市民事業支援補助金により、

総額１００万円を超える事業となりました。 
 毎年植林している苗木は残念ながら鹿により半分以上が食害の被害を受けましたが、今

年は４０ｍ×２０ｍのシカ柵を設置し、完全に食害をふせぐことが出来、苗木が順調に成

長することが期待出来る様になりました。 
 広河原の自然を蘇らせる為には、植林事業と共に、鹿柵設置が今後の大きな事業となり

ます。又四半期に一度計画的に現地を見廻り、シカ柵の状況チェック及び補修並びに苗木

の生育状況チェック、下草刈り等を通じ効果的な植林事業のあり方を模索しながら今後も

活動を継続致します。 
 ボランティアの中には親子で参加された方や、遠くからの参加者された方もいて、ボラ

ンティアの方々の自然保護活動に大きな感動を覚えます。 
 このように多くの方の善意で広河原の植林活動が根付いていることに改めて感慨を深く

し、自然保護の大切さを痛感致しました。 
  
  
   
 

  



助成対象事業 
ＮＰＯ法人 みろく山の会 

平成20年度ボランティア団体活動助成事業として下記の活動を行った。 

事業名   ： 平成20年度みろく山の会・丹沢の緑を育む事業 

事業目的 ： イ．山岳トイレの運用促進と建設推進のため大山５水系の水質調査 

ロ．大山16丁目植樹  

ハ．大倉尾根登山道整備及び改良・試行・調査の記録 

ニ．小草平植生保護柵内外植生観察 

活動内容：  

イ． 山岳トイレの運用促進と建設推進のための大山５水系の水質調査 

水質調査（一部助成対象事業）                   （平成 20 年水質調査写真参照） 

ヤビツ峠公衆トイレより北西に流れる陳賀沢は通常源流からほぼ伏流水で流れ、青山荘の敷地付近より地表に

出て短い沢となっている。地中でろ過・浄化されるためか大腸菌群数は少なく安定しているので、本年度

より一昨年出来た寺山富士見平橋公衆トイレを調査対象に変更し、同トイレ付近を流れる藤熊川の上流で採

水調査を行った。同トイレ至近には富士見山荘があり、その影響のためか結果は 17/ml と芳しくなかった。 

藤熊川は神奈川県の水がめの一つである宮ヶ瀬湖に流入するので今後とも調査の対象としたい。 

大山を水源とするその他の沢では数値が高い春岳沢を除いて数値は低く、山頂トイレ改修工事の影響は今

回も見られなかった。春岳沢（髭僧の滝上流）のここ 3 年の高い数値には今後とも注目したい。 
表３  新日本検定協会による水質分析結果  (大腸菌群数/ml) 

採取日 ｶﾝｽｺﾛﾊﾞｼ

沢 諸戸 
春岳沢 
髭僧の滝 

大山川･二重

滝（上流） 
’06-7 陳賀沢

‘08 藤熊川 
日向川・ 
大山沢 

石尊沢・ 
二俣 

2004.6.3 ― 6 3 ― 5 - 
12.3 不検出 2 1 ― 8 2 
2005.5-6. 6 3 4 ― 3 2 
2005.12.13 1 3 23＊ ― 2 4 
2006.5.31 4 13 0 3＊＊ 45＊＊＊ 2 
2007.12.16 1 16 ＊＊＊＊ 3 7 2 
2008.10..21 5 11 ＊＊＊＊ 17* 0 0 

注：－未調査、＊渇水のため2006.1.6採水、＊＊20 06.6.7採水、＊＊＊上流工事中、＊＊＊＊中止、*変更 

ロ． 大山16丁目植樹  

別紙「大山１６丁目ゴミ撤去後地の植樹管理記録」参照 

ハ． 大倉尾根登山道整備（第27回清掃・登山道整備とその準備活動） 
今年度は4月の第26回活動に続き、同年度2回目の活動となるが、以後3月を活動の時期としていきたい。 

今回の活動は県民協働による活動として県・自然環境保全センターと5年間の協定を結び、その初年度の委託契約

を交わして、登山者ｶｳﾝﾀｰの設置・計測、登山道の調査・同整備の試行・準備などを行ない、実施された。 

また、この協定よって、事前に大倉尾根の3箇所に資機材庫の設置及び活動資機材のヘリ搬送が行なわれ、これま

での資機材の担ぎ上げが大幅に軽減された。また、同ｾﾝﾀｰの斡旋により間伐材・倒木の利用が可能となった。 

清掃活動は昨年と同じコースとしたため③ｺｰｽ三廻部を除き収集ゴミ量が大幅に減少したが、③ｺｰｽ三廻部では運

びきれないほどゴミが収集された。これらの持ち帰れないゴミ凡そ150ｋｇは三廻部林道の三ヶ所に仮置きし、来賓の

秦野市観光課曽我氏に回収をお願いした。 

 
        散乱する多数の空き缶・ペットボトル                    ゴミ計量 



          富士見平付近の資機材庫②                    一本松付近の資機材庫③ 

登山道整備ではこれまでぬかるみ対策に使っていたｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟの活用を見合わせ、間伐丸太や倒木を輪切りにした

丸太ｽﾃｯﾌﾟの試行を重ねたところ好評であった。ﾁｯﾌﾟに較べ格段に耐久・安定性の高い間伐・倒木材を活用して、

ぬかるみ及び段差対策とした他、路肩の補強や土留め材として活用した。 

また、段差対策には至近の大石をﾊﾞｰﾙやﾈｯﾄ･ｽﾘﾝｸﾞを使用して移動し、ｽﾃｯﾌﾟに活用できることを確かめた。 

            水切り用間伐材の搬送                  女性も負けずに土留め用を搬送 

前年度から試行を始めた間伐丸太とﾊﾟﾈｺｰﾄを組み合わせた水切りはこれまでの角材を使用した水切りと効果は変

わらないことが立証され、県・既設水切りを間伐丸太とﾊﾟﾈｺｰﾄを使用して改良をおこなった。 

このように間伐丸太や倒木だけでなく、近くにある大石や小石もｽﾃｯﾌﾟやぬかるみ対策に活用が可能であることが確

かめられた。今後も整備箇所付近の木・石材を活用して、資材運搬に関わる労力・費用の軽減を図りたい。 

歩き易さを求めて登山道から外れて歩く登山者が少なくない。この登山道沿い植生の荒廃につながる行為を阻止

するためには、先ず登山道そのものを歩き易くしなければならない。今回の活動では登山道荒廃の著しい一本松ｹ

ﾙﾝと下方の木道間の幅広い登山道を歩きやすくするため、ここに整備７ｺｰｽのうち４ｺｰｽを集中して水切り改良のほ

か、土留めや丸太・石材によってｽﾃｯﾌﾟを設置した。 

その上で、林間への侵入を防止するため、その侵入口に短い植生保護ﾛｰﾌﾟを設置した。しかし、侵入防止ﾛｰﾌﾟの

設置にも関わらず、林間の踏み跡へ侵入する登山者は少なくない。 

                    林間の踏み跡への侵入口に設置した植生保護ﾛｰﾌﾟ 

この事実により、県民協働の名の下に行政・利用者・第三者機関が手を携えて、心ない登山者に登山のマナー（そ

の理由も記載）を呼びかける掲示が欠かせないことを強く感じた。 



           ステップ兼用の土留め設置                   県・既設水切りの改良 

今回、活動を開始して間もなく前線通過に伴う強い雨があり、登山道を流れる大量の雨水が我々が設置した

水切りによって全て谷側の斜面に流れ落ち、水切りの下方には雨水の流れがないことを参加者のほぼ全員が

目にしたことで、水切りの有効性は会員にしっかり確認された。 

その降雨の予報にもかかわらず、清掃4ｺｰｽに114名・登山道整備7ｺｰｽに83名・来賓3名、計200名の参加によっ

て予定の活動は滞りなく行われ、報告集会には自らの手で登山道をきれいにし、歩きやすくした満足気な笑顔があ

ふれていた。 

                        第27回清掃･登山道整備活動 

 

ニ．小草平植生保護柵内外植生観察 
1992年3月に会創立10周年記念として植樹されたブナ40本と大山桜6本は鹿の採食によって消えたが、翌‘93年に 

42本のブナが植えられ、‘94年に鹿柵が設置された。その後草刈りと数度の鹿柵補強によって順調に伸び、数年前 

より草刈りが必要ないまでに成長したが、つる性植物に弱い。 

今年度は10月11日に観察を行い、蔦などつる性植物を取り除き、標本木の樹高計測を行なった。 若いブナたちの成長 

は一年で12～40ｃｍ、平均24ｃｍである。 

いつの日か周辺針葉樹の樹高を越えるころ、壮年を目指す若いブナたちの爆発的な成長が始まることを期待したい。     

調査年 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 

 1998 年 1.70ｍ   2.78ｍ 2.55ｍ  0.85ｍ 1.43ｍ 

2008 年 4.35 4.94 4.74 3.49 4.82 

                                                                    以上 









助成対象事業 

NPO 法人神奈川ウォーター・ネットワーク 

 

相模川水系における魚類・両生類分布調査 

 

相模川水系の魚類と両生類を調査し、44 種を確認した。上流域では、イワナ・ヤマメ・アブラハヤ・カジカ

が中流域では、アユ・ウグイ・アブラハヤ・オイカワ・カマツカ・シマドジョウが本支流に広く分布していること

が分かった。上流域では、アブラハヤが、中流域では、オイカワが多く生息していた。44 種のうち５種が外

来種であり、特定外来生物に指定されるオオクチバス・コクチバス・ブルーギルやカムルチーやニジマス

が見つかった。また、8 種が国内移入種でアユ種苗に混ざって移入されたと思われるビワヒガイ、イトモロ

コなど琵琶湖水系や関西地方に生息する魚類が多く見つかった。中流域に多く分布するオイカワも本来

相模川には生息していなかったと思われる。これらを差し引くと、相模川水系の在来魚は 31 種となり、そ

のうち１３種が絶滅危惧種であった。また、両生類は、ハコネサンショウオ、ツチガエル、ヤマアカガエル、

ニホンアカガエル（絶滅危惧種）、カジカガエル、外来種であるウシガルは相模川本流を中心に広く生息し

ていた。また、アメリカザリガニやタイワンシジミなどの外来種もが中流域や細流を中心に広く広く生息して

いると思われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

調査地点 



協働事業 体験学習 

０８年夏休み親子自然探検隊 
０５年度からはじまり今回で５回目になる夏休み親子自然探検隊、今年は７月２７日の日曜日に

実施しました。 
参加者は、こども１８人、大人１５人、講師３人。スタッフ１２人、総勢 ４８人。 
今年は丹沢大山自然再生委員会と共催ということで、県のたより６月号に掲載され応募は２倍以

上でした。 
当日は暑い日だったので、川の中を歩く化石発見はもちろん、笹舟づくり、涼しい木立ちの下で

のブランコや水との力比べ、川上から流れてくるスイカに喜ぶ子供たち。やはり子供は自然がいっ

ぱいの太陽の下で遊ぶのが一番と実感しました。 
この親子自然探検隊、対象は小学生と保護者。小学校 1 年生の６歳からなかには兄弟で就学前の

子ども連れもいるので私たち主催者が気をつけていることは、一にも二にも安全です。事故があっ

たら楽しい川歩きも一転します。三番めにはこどもたちが楽しんで帰ってくれること。そしてその

楽しさの中から水の大切さ、その水を育んでいる丹沢の森林の大切さを感じてくれたらと思って実

施しています。 
 今年も子供たちが事故もなく楽しめたのは、２回の下見や当日のきめ細やかな配慮、講師の先生

はじめお手伝いいただいた皆様のご協力があってこそと安全で楽しい1日をサポートしてくださっ

たスタッフの皆様には心から感謝しております。 
 

今回も最後に実施したアンケートから、親子自然探検隊についてと丹沢についての感想をご紹介

します。 
（30 代のお母さん） 
普通の川遊びでは体験できないことを教えていただいた。私たちでこれから丹沢を守って行きたい

と思いました。 
(40 代のお母さん) 
神奈川県で生まれ育ちましたが、改めて丹沢の価値を考えました。世界に誇れる丹沢のすばらしさ

を、ぜひみんなで守っていきたいと思います。 
（10 歳以下の女の子） 
今回自然の大切さを知ったから。いろいろな自然を知ったのでまた来たいと思います。私たちも自

然を守るべきだと思います。 
（10 歳の女の子） 
川遊びや化石を見れたからよかった。このイベントは楽しいからぜひ続けてほしい。 
 
 



 

ザイルを使って急斜面も登りました 

川の中では暑さも忘れます 

化石探しは大人も真剣です 

水上ブランコは順番待ちです 
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 *   神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部自然保護課（神奈川県厚木市七沢 657） 

  **  丹沢大山ボランティアネットワーク（神奈川県自然環境保全センター内） 

Ⅰ はじめに 

 

2008 年5 月4 日から 6 月18 日にかけて丹沢大山の

水場 28 箇所で実施した水質調査について報告する。 

この調査は、丹沢大山総合調査広報県民参加部会

公募型事業「丹沢大山流域の水質調査」として丹沢大

山ボランティアネットワークが実施した 54 箇所の水質

調査を引き継ぎ、丹沢の緑を育む集い実行委員会の

支援により丹沢大山ボランティアネットワークが県民協

働調査として実施している。 

 

Ⅱ 調査方法 

  

丹沢大山の水場の水質を継続的に把握するため、

丹沢大山総合調査結果と水場としての利用状況から重

要と考えられる水場 30 箇所を選定した（図 1）。 

調査方法は、調査員が現地に行き、指定の調査ビン

に採水するとともに、気象条件と水場周辺の環境につ

いて調査し、調査票へ記入した。採水した調査ビンは

保冷状態を維持し、財団法人新日本検定協会へ送付

し、大腸菌群数を検査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大腸菌群は、人や動物の腸内常在菌のものが多い

が、野外では糞便に限らず、土壌中などに広く分布

している。そのため、糞便汚染を特定できる可能性

の高い指標としては大腸菌や糞便性大腸菌群があり、

水道法に基づく水質基準では、大腸菌は「検出され

ないこと」となっている。 

しかし、大腸菌検査では大腸菌の有無しか把握で

きないため、本調査では大腸菌群数を検査し、大腸

菌群数の場所による差や年変動について把握するこ

とにした。 

なお、調査箇所のうち2箇所は林道通行止めのため、

調査を中止した。 

 

Ⅲ 調査結果 

 

調査結果は表 1に示すとおり、大腸菌群が検出さ

れなかったのは 16箇所、1～10個/mlが 11箇所、11

個/ml以上が 1箇所であった。 

今後も県民協働により調査を継続し、水場として

の安全性を確認するとともに、し尿、トイレ、ゴミ

等と水質の関係を判断するための基礎データとして

蓄積していく。 
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2008年度丹沢大山の水場の水質調査結果 
 

大木 伸一*・丹沢大山ボランティアネットワーク** 
 

Water quality analysis in the Tanzawa Mountains, 2008 

Shinichi OOKI* and Tanzawa Oyama Volunteer Network** 
 

 

図1 調査箇所位置図 
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ゴミ
散乱

野外
排泄

トイレ
水場
設備

天候
当日

天候
前日

気温
℃

水温
℃

1 半原越付近 0 5月22日 湧水 一般者 あり なし なし 取水口 晴れ 晴れ 16 13

2 谷太郎川不動尻付近 0 5月24日 流水 なし なし なし あり 晴れ 曇り 12 8

3 日向林道起点水場 2 6月18日 伏流水 一般者 なし なし なし 取水口 曇り 雨/曇 17 12

4 護摩屋敷跡の水 0 5月22日 湧水
一般者・
登山者

あり なし あり 取水口 晴れ 晴れ 13 12

5 堂平沢 1 6月1日 湧水 登山者 なし なし なし 晴れ 雨 15 11

6 不動ノ峰 5 5月4日 湧水 登山者 あり なし なし 晴れ 雨/曇 9 8

7 原小屋平水場 0 5月27日 湧水 登山者 なし なし なし 晴れ 晴れ 17 10

8 黍穀山避難小屋 10 5月27日 湧水 登山者 あり なし なし 晴れ 晴れ 18 14

9 大山弘法の水場 0 5月23日 湧水
一般者・
登山者

なし なし なし 晴れ 晴れ 21 12

10 春嶽湧水 0 5月23日 湧水 登山者 なし なし なし 取水口 晴れ 晴れ 23 11

11 葛葉の泉 1 6月4日 湧水 一般者 なし なし あり 取水口 晴れ 晴れ 23 14

12 竜神の泉 0 6月4日 湧水
一般者・
登山者

なし なし なし 取水口 晴れ 晴れ 21 14

13 後沢乗越水場 0 5月22日 流水 登山者 なし なし なし 晴れ 晴れ 26 13

14 二俣の水場 3 5月22日 流水 登山者 なし なし なし 晴れ 晴れ 20 14

15 大倉高原山の家水場 1 5月4日 湧水 登山者 なし なし なし 取水口 晴れ 雨/曇 21 14

16 塔ノ岳水場 0 5月4日 湧水 登山者 なし なし
バイオ
トイレ

取水口 晴れ 雨/曇 14 9

17 山北町人遠 22 6月9日 伏流水
一般者・
登山者

なし なし なし 取水口 雨/晴 曇/晴 22 14

18 中ノ沢乗越水場 0 5月27日 流水 なし なし なし なし 晴れ 晴れ 16 10

19 西丹沢県民の森 湧水 一般者

20 仲ノ沢法面湧水 湧水 一般者

21 用木沢出合 0 5月22日 流水 なし なし なし なし 晴れ 晴れ 18 15

22
一 軒 屋 避 難 小 屋 前
水場

2 5月22日 流水 なし なし なし なし 晴れ 晴れ 16 14

23 地蔵平 2 5月19日 流水 登山者 なし なし なし 曇り 晴れ 15 9

24 切通沢 1 5月19日 流水 なし なし なし なし 曇り 晴れ 11 8

25 神ノ川乗越 0 5月26日 伏流水 登山者 あり なし なし 晴れ 雨/曇 16 11

26 犬越路ずい道水場 0 5月12日 湧水 登山者 なし なし なし 取水口 曇り 曇･雨 8 7

27 犬越路日陰沢 0 5月12日 流水 登山者 なし なし なし 曇り 曇･雨 8 9

28 エビラ沢出合 0 5月12日 湧水
一般者・
登山者

なし なし なし 取水口 曇り 曇･雨 11 9

29
加入道山あずまや付
近水場

4 5月17日 流水 なし なし なし なし 取水口 晴れ 晴れ 13 6

30 ブナ沢水場 0 5月17日 湧水 登山者 なし なし なし 取水口 晴れ 晴れ 13 3

※1 検査には連続した2日間を要すため、検査日は検査開始日とした。

※2 天候の「/」は「のち」を、「・」は「時々」を表す。

※3 調査箇所「7 原小屋平水場」は調査位置を変更し2008年度から調査を再開した。

※4 調査箇所「17 山北町人遠」は2007年度から調査を開始した。
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調査
番号

調査地点
大腸菌
群数

(個／ml）
採水日 検査日

水場
種類

利用者

今年度中止（中ノ沢林道
通行止めのため）

水場周辺の状況 気象の状況

表1　水質調査結果表

今年度中止（中ノ沢林道
通行止めのため）
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 *   神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部自然保護課（神奈川県厚木市七沢 657） 

  **  丹沢大山ボランティアネットワーク（神奈川県自然環境保全センター内） 

Ⅰ はじめに 

 

2008 年 5 月 4 日に大山、塔ノ岳、蛭ヶ岳の 3 山頂で

実施した登山道利用実態調査について報告する。 

この調査は、丹沢大山総合調査地域再生調査によ

る県民参加調査として実施した 9 山頂における登山道

利用実態調査を引き継ぐものとして、平成 18 年から丹

沢の緑を育む集い実行委員会の支援により丹沢大山

ボランティアネットワークが県民協働調査として実施し

ている。 

 

Ⅱ 調査方法 

  

丹沢大山の主要な登山道の利用実態を把握するた

め、大山山頂へ通じる5路線、塔ノ岳山頂へ通じる5路

線及び蛭ヶ岳山頂へ通じる 3 路線を選定し、塔ノ岳に

ついては、金冷シにも調査点を設け、鍋割山方面と大

倉方面の登山道利用実態についても調査した（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各山頂では登山道ごとに調査員を配置し、山頂へ

向かう登山者を「上り」、山頂から降りる登山者を「下

り」として、調査開始から終了までの１時間ごとの登

山者数を記録した。 

 

Ⅲ 調査結果 

 

山頂別の計測 1 日当りの上り登山者数は大山 2,998

人、塔ノ岳 1,838 人、蛭ヶ岳 260 人であり、大山は蛭ヶ

岳の 10 倍程となっている(表 1～3)。 

 登山道別の計測 1 日当りの上り下り登山者数を見ると、

大山⇔下社方面3,055人、大山⇔見晴台方面1,969人、

塔ノ岳⇔大倉方面 1,996 人の 3 路線の利用がとりわけ

多く、この 3 路線で上り下り登山者合計の 67.１％を占

めている(表 1～4)。 

 今後も、この調査を継続し、登山者数の推移を把握

するとともに、登山道荒廃状況と登山者数の関連等か

らオーバーユース対策の基礎となるデータの蓄積を図

っていく。 
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2008年度丹沢主要登山道利用実態調査結果 
 

大木 伸一*・丹沢大山ボランティアネットワーク** 
 

Person trip research on the main trails in the Tanzawa Mountains,2008 

Shinichi OOKI* and Tanzawa Oyama Volunteer Network** 

 
図1 調査山頂及び路線 
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方面 西沢ノ頭 唐沢峠 見晴台 下社 ヤビツ峠 大山山頂計

上り人数 0 15 341 2,169 473 2,998

下り人数 10 54 1,628 886 278 2,856

計 10 69 1,969 3,055 751 5,854

注：2008年5月4日9：00～15：00調査実施

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 208 607 912 111 0 1,838

下り人数 345 189 1,084 181 0 1,799

計 553 796 1,996 292 0 3,637

注：2008年5月4日9：00～15：00調査実施

方面 姫次 丹沢山 檜洞丸 蛭ヶ岳山頂計

上り人数 52 198 10 260

下り人数 66 129 46 241

計 118 327 56 501

注：2008年5月4日8：00～15：00調査実施

方面 塔ノ岳 鍋割山 大倉尾根計

上り人数 912 38 950

下り人数 1,084 30 1,114

計 1,996 68 2,064

注：2008年5月4日9：00～15：00調査実施
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表4　大倉尾根登山道利用実態調査結果表

表1　大山山頂登山道利用実態調査結果表

表2　塔ノ岳山頂登山道利用実態調査結果表

表3　蛭ヶ岳山頂登山道利用実態調査結果表




