
 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 広報活動 

 
１ 丹沢ボラネット瓦版 No.５４～No.６５（１２回発行） 

丹沢大山ボランティアネットワーク世話人会発行 

丹沢大山ボランティアネットワークニュースレター 

 

２ 丹沢大山-network 通信 第１７～１８号（２回発行） 

神奈川県自然環境保全センター発行  

丹沢大山保全活動ニュースレター 

 

  



丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版  
                  ２００８年４月号 Ｎｏ.５４            

           

●●「「丹丹沢沢ボボララネネッットト総総会会」」報報告告    

総総会会がが４４月月６６日日にに開開催催さされれ、、１１５５団団体体がが出出席席（（他他にに委委任任状状提提出出  ５５団団体体））しし、、２００７年度活

動報告・２００７年度決算報告・会則改正・２００８年度活動計画・２００８年度予算が承認さ

れました。なお、２００８年度の世話人については下記のように決まりました。 

総会付随行事として、丹沢の緑を育む集い「ボアンティア団体活動助成事業」の報告が６団体

からなされ、また、丹沢大山自然再生における「丹沢大山自然再生委員会」の役割について保全

センターから説明をいただきました。 

●２００８年度世話人会 

 ・世話人代表 奥津昌哉（丹沢自然保護協会） 

  世話人    平野秀樹（北丹沢山岳センター）・小野均（四十八瀬川自然村）・ 

金子裕明（神奈川ウオーターネットワーク） ・氏名未定（みろく山の会） 

  会 計    栗林弘樹（丹沢ゴミ調査会） 

  監 事    樋田一彦（神奈川県フィールドスタッフクラブ） 

 

●●  丹丹沢沢ボボララネネッットト世世話話人人代代表表をを交交代代ししてて//有川 百合子  

４月６日無事総会を終了することができました。私は、この総会を以って世話人会代表を退任

いたしました。 

想えば６年前の３月、丹沢大山地域で活動している２２団体が集まり、ネットワーク化につい

て推進していこうということになりました。推薦されて丹沢ボラネットの設立に向けた呼びかけ

人をお引き受けし、何も分からないまま中村道也さんや倉野さんの心強いサポートもあり、無事

８月に設立総会を開催することができました。その後、丹沢大山保全対策懇談会や丹沢大山総合

調査、丹沢大山自然再生委員会と丹沢の自然環境の再生を考え県もいろいろな対策を打ち出し、

丹沢ボラネットも常に協働でいろいろな事業に参画してまいりました。 

２年前の池野さんの総会１週間前の突然の辞任で、暫定としたにも関わらず代表をお引き受け

して２年間、大勢の方に大変お世話になりました。この２年間は、総合調査後ということもあり、

何もできず不本意な２年間のような気がしております。６年経った今回の総会の内容から、ボラ

ネットもやっと軌道にのってきたとうれしく思いました。 

今回の総会は出席団体と参加者は少なかったものの、丹沢ボラネットの総会にふさわしい素晴

らしい内容でした。皆様に拝聴していただけなかったのが本当に残念です。これこそが我々の理

想としていたボラネットの姿のような気がして、各団体の多岐にわたる活動報告に感じ入った次

第です。 

ボラネットがこのように発展してまいりましたのも、今までに関わってくださいました皆様の

ご尽力のお陰と心から感謝しております。ありがとうございました。 

 

  



 

●●春春のの活活動動予予定定  

 

●北丹沢 神の川流域 山開き 

山開きと林道の清掃・登山道補修活動を一緒にし

ませんか？ 
日時：/4 月 27 日（日） 8:30 集合 
場所：相模原市津久井町青根 

 神の川林道 折花神社前集合 
    ～神の川ヒュッテ前（作業開始） 
申込み・問合せ 
北丹沢山岳センター内TEL：042-687-4011(fax3980)   
  
●丹沢自然観察路を大倉に開設   
主催：丹沢自然保護協会  
大倉バス停から堀山駒止茶屋までの区間の登山

道に沿って、解説や設問のプレートを設置します。

また、大倉バス停付近で、午前９時から丹沢の自

然を解説したリーフレットを配布します。数に限

りがありますので、配布し終わり次第終了します。 

実施日：4 月 29 日（祝） 9:00 から 12 時頃まで 

 

 
●08 丹沢クリーンハイク 

主催：神奈川県勤労者山岳連盟 
後援：丹沢大山自然再生委員会 

神奈川県緑政課 
協力：神奈川県自然環境保全センター 

表丹沢を中心に登山道のゴミ拾いと登山道整備を

行います。 
実施日：5 月 25 日(日）  
場所：表丹沢 
・ 伊勢原集合コース(大山各コース） 8:30 集合 
・ ヤビツ集合コース（岳ノ台、二ノ塔、三ノ塔

他）9:00 集合 
・ 大倉集合コース(表尾根、鍋割山他）8:00 集合 
・ 登山道整備・補修コース(場所未定） 
申込先：神奈川労山事務局 FAX：045-434-2726 

 
 

★この欄に掲載する各団体の行事案内を下記まで

お送り下さい。

 

■■ボボララネネッットトのの行行事事予予定定  

・５月４日 ：ＰＴ調査 例年通り１４箇所で調査します。 

・５月～６月：水質調査  例年通り３０カ所の採水を行います。今月中には器具・調査用紙等の送付

先をお尋ねいたしますのでよろしくお願いします。 

担当は昨年通りですが、来年度は事前に採水担当団体については再検討い

たしますのでご協力下さい。 

・７月２７日：夏休み親子自然探検隊 詳しくは次号に掲載 

・９月２７日：ネット巻き 詳しくは次号に掲載 

 

■■事事務務局局担担当当がが交交代代ししままししたた  

ボラネット設立時点から担当をなさっていた倉野修さんがこの４月付けで保全センターから

県北地域県政総合センターに異動されました。長年のご尽力に心から感謝いたします。 

後任は同じ保全センターの大木伸一さんとなりますので、よろしくお願いいたします。連絡先

は以下の通りです。 

★お問合わせ・連絡先（協働編集事務局） 

神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

 

丹沢ボラネット瓦版 4 月号 ／2008 年 4 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 



丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版  
            ２００８年５月号 Ｎｏ.５５              

●●  ＰＰＴＴ（（登登山山道道利利用用実実態態））調調査査速速報報    

５月４日に実施したＰＴ調査のうち塔ノ岳と大山の調査結果の速報です。 

３日塔ノ岳組の私たちが調査の定宿（尊仏山荘の古いほうの小屋）に着いたときには、すでに２組先客が

いました。尊仏山荘、みやま山荘、蛭ヶ岳山荘とどこの小屋も満員御礼だったそうです。 

 ４日当日の天気は曇り。ヤビツ峠から登ってきた友人の話では１番バスに乗り表尾根を快調に歩いて来る

と行者ヶ岳の鎖場で渋滞。人数を数えると40人目で30分待ったそうです。ところがその後のバスの人た

ちはもっと渋滞で１時間待ったとのことです。 

大山では下社・ヤビツ峠分岐で、11時ころには山頂へ向かう人で渋滞がおこり、山頂からこの分岐まで

長蛇の列が続きました。山頂でお賽銭をあげるのも並んで並んでという混みようだったそうです。 

大倉尾根の下りですべり、足を骨折した方がいてヘリも飛んだりといろいろあった１日でした。 

 （有川百合子・みろく山の会） 

●大山   

場所 登り(人) 下り(人) 

下社分岐 ２１６９ ８８６ 

ヤビツ峠分岐 ４７３ ２７８ 

北尾根分岐       ０ １０ 

見晴台分岐 ３４１ １６２８ 

唐沢峠分岐 １５ ５４ 

●塔ノ岳  

場 所 登り(人) 下り(人) 

大倉分岐 ９１２ １０８４ 

金冷シ鍋割山分岐（大倉⇔鍋割山） ３８ ３０ 

金冷シ塔ノ岳分岐（塔ノ岳⇔鍋割山） １１１ １８１ 

表尾根分岐 ６０７ １８９ 

ユ－シン分岐       ０       ０ 

丹沢山分岐 ２０８ ３４５ 

〈参考〉●蛭ヶ岳（北丹沢山岳センター提供）  

場 所 登り(人) 下り(人) 

丹沢山分岐 １９８  １２９ 

姫次分岐 ５２ ６６ 

檜洞丸分岐  １０  ４６ 

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会ににＨＨＰＰががででききままししたた    

 再生委員会のホームページ（ＨＰ）が4月から公開されました。丹沢ボラネットは委員会に加入してお

りますので、ＨＰへのリンクを希望する団体は「ボラネット加入団体」であることを明記して、下記のＨ

Ｐ担当までお送り下さい。また、各団体が主催する行事も、再生委員会の後援を希望する場合は、行事内

容を添付して同様にお送り下さい。後援等の可否は、おって再生委員会より連絡があります。 

 
  丹沢大山自然再生委員会（事務局：神奈川県環境農政部緑政課） 

TEL：045-210-4315  FAX：045-210-8848  

HPは http://www.tanzawasaisei.jp/ 

 



●●全全国国植植樹樹祭祭昭昭和和２２２２年年度度にに神神奈奈川川でで開開催催  －－第１回委員会 報告 

神奈川県で平成22 年度に全国植樹祭が開催されます。会場は、南足柄市森林公園、秦野市戸川公園、そ

のほかサテライト会場として県内9都市が決まっています。 

全国植樹祭実施のために実行委員会（会長：県知事）が設置され、その下に式典・植樹・県民運動の３

委員会が設けられました。県民運動専門委員会委員には丹沢ボラネットも就くことになっており、その第

１回委員会が4月に開催されましたので、その内容を報告します。 

・基本方針について 

 「50年後の神奈川の森林の新しい姿を県民全体で共有し、協働して取り組む本県の森林再生を全国に発

信しながら、さらに前進させる大きな節目として開催する」と開催方針にあります。植樹祭の公式行事実

施とあわせて「森林再生に向けた神奈川の取組を発信する」ことも大きな目的の一つのようです。大会テ

ーマは公募した結果1000通以上の応募があり、5月中には選定されるとのことです。 

・委員会の役割 

 県民運動専門委員会は、県民への運動の推進が主な役割で、委員は10名、委員長は初瀬川県環境農政部

次長。今回は第１回ということから、これまでの経緯や基本方針の説明があり、今後その具体的な方法を

検討していくことになりましたので、その都度報告いたします。           （奥津昌哉） 

●●  春春のの活活動動予予定定  

★この欄に掲載する各団体の行事案内を募集します。事務局までメールでお送り下さい。 

●夏休み親子自然探検隊 参加者募集 

今年で４回目となる夏休み親子自然探検隊は、７月２７日（日）山北町の皆瀬川で実施されます。 今年は丹

沢大山自然再生委員会との共催でおこなわれます。 

日   時：2008 年 7 月 27 日（日） 8 時 30 分 

集合場所：小田急線 新松田駅北口 

会   費：大人 1000 円 こども 500 円 

申込み方法：氏名・年齢・住所・電話番号（参加する人全員）を書いて往復はがきで下記へ 

            ＮＰＯ法人みろく山の会 丹沢ボラネット係   

■■ボボララネネッットトのの行行事事予予定定  

・５月～６月：水質調査  例年通り３０カ所の採水をおこないます。担当は昨年通りですが、来年度は事

前に採水担当団体については再検討いたしますのでご協力下さい。 

・７月２７日：夏休み親子自然探検隊  

・９月２７日：ネット巻き  

■■事事務務局局担担当当かからら  

既に4月24日付けの通知で会員の皆様にお願いしておりますが、先の総会で、会の運営や丹沢大山自然

再生委員会の会費に充当するために、本年度より会費を徴収することといたしました。つきましては会費

2000円を7月末日までに次のボラネット会計口座へお振り込みくださいますようお願い申し上げます。 

金融機関 

支店名 

口座番号  

加入者名  

★お問合わせ・連絡先（協働編集事務局） 

神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 
 

丹沢ボラネット瓦版 5 月号 ／2008 年 5 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 

 



丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
            ２００８年６月号 Ｎｏ.５６            

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会ののＨＨＰＰにに各各団団体体のの情情報報ををおお寄寄せせ下下ささいい    

 再生委員会のホームページ（ＨＰ）が 4 月から公開されました。丹沢ボラネットは委員会に加入してお

りますので、ＨＰへのリンクを希望する団体は「ボラネット加入団体」であることを明記して、ＨＰ担当

まで。また、各団体が主催する行事も、再生委員会の後援を希望する場合は、行事内容を添付して同様に

下記宛にお送り下さい。 

ＨＰには各団体の主催行事を掲載することができますので、行事が決まり次第下記宛にお送り下さい。 
  ・・丹沢大山自然再生委員会（事務局：神奈川県環境農政部緑政課） 

TEL：045-210-4315  FAX：045-210-8848  

HP：http://www.tanzawasaisei.jp/ このＨＰの「問い合わせ」欄から掲載依頼ができます。 

  

●●  丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会  

★県民事業専門部会普及啓発プロジェクトチーム－－第１回委員会 報告 （5 月 27 日 14:00～16:00） 

県民事業専門部会で、環境学習出張講座及びＰＲパンフレット作成について検討するための「普及啓発プロ

ジェクトチーム」が設置され第１回検討会を行い、大略次のことが決まりました。 

① 環境学習出張講座について 

・ 何種類もパワーポイントを作成するのではなく、副読本『私たちのくらしと丹沢』の内容をベースとし、丹沢

や再生委員会の役割を説明するパワーポイントを１種類作成する。 

・ 写真やイラストといった素材をストックしておき、出張講座の際は、上記パワーポイントを補充する形で、講

師本人が自分の好みで素材をピックアップし、独自の教材を作成できるような仕組みをつくる。 

② ＰＲパンフレット作成について 

・ 内容は、一般向けのものとする。寄付金募集についても掲載する。当初２万部作成として見積もりをとるこ

ととした。 

 

★自然再生委員会－第 6 回委員会 報告 （6 月 11 日 15:00～16:30） 

平成１９年度の収支決算報告、平成 20 年度予算、事業計画が承認されました。 

・平成 20 年度から下記のように会費を徴収することが正式に決まりました。 

① NPO 等   は 1 万円 

② 企業・団体 は 5 万円 

   ・実施事業としては 

① 丹沢フォーラム・丹沢大山講演会 

② 環境学習出張講座 

③ 委員会のＰＲパンフレットの作成と周知 、その他共催事業あり 

●●全全国国植植樹樹祭祭昭昭和和２２２２年年度度にに神神奈奈川川でで開開催催－－第 2 回委員会 報告（6 月 11 日 10:00～12:00） 

神奈川県で平成 22 年度に植樹祭が開催されます。会場は、南足柄市森林公園、秦野市戸川公園、そのほか

サテライト会場として県内 9 都市＋αが決まりました。 

・大会テーマの決定 

 大会のテーマは応募総数 1481 点の中から「森が育む あなたの心 森を育む あなたの手」と決まりました。 

・県民運動への展開について検討中 

 県民運動の基本として「神奈川らしさ」を周知していこう、と検討していますが、それでは神奈川らしさとは何かと

いう議論の最中です。 



●●ここれれかかららのの活活動動予予定定  ★この欄に掲載する行事案内を募集します。事務局までメールでお送り下さい。

●夏休み親子自然探検隊 参加者募集 

 

＜共催＞丹沢ボラネット・丹沢大山自然再生委員会 

今年で４回目となる夏休み親子自然探検隊は、７月２７日

（日）山北町の皆瀬川で実施されます。 

 

日   時：7月27日（日） 8：30 集合 

集合場所：小田急線 新松田駅北口 

会   費：大人1000 円 こども 500円 

申込方法：氏名・年齢・住所・電話番号 

（参加する人全員）を書いて往復はがきで下記へ 

   

 ＮＰＯ法人みろく山の会 丹沢ボラネット係   

●丹沢フォーラム「丹沢の希少生物の保全」 

＜共催＞丹沢自然保護協会・丹沢大山自然再生委員会・

神奈川県自然保護協会 

日 時：8月24日（日）13:30～16:30 

会 場：男女共同参画センター横浜ホール（JR 戸塚駅

徒歩5分） 

プログラム：丹沢の希少生物 

       ①植物、②渓流の生物 

定   員：300 名（参加無料、申込み先着順） 

申込方法：氏名・連絡先を明記して下記宛に。 

定員の越えた場合のみ連絡します。 

丹沢フォーラム事務局 

■■ボボララネネッットトのの行行事事  

◆◆水水質質調調査査がが終終わわりりままししたた。。２２００００８８年年度度はは２２８８カカ所所のの採採水水をを行行いいままししたたがが、、次次年年度度ににつついいててはは、、ああららたたにに採採

水水作作業業のの希希望望をを会会員員団団体体ににアアンンケケーートトしし、、分分担担をを決決めめたたいいとと考考ええてておおりりまますすののででごご協協力力下下ささいい。。  

＜今後の行事予定＞ 

・７月２７日（日）：夏休み親子自然探検隊（前掲）  

・９月２７日（土）：ネット巻き  （詳細は次号） 

＜世話人会開催日＞ 

・７月９日（水）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

■■事事務務局局担担当当かからら  

◆「ニホンジカの管理捕獲」実施中  

丹沢大山国定公園内の鳥獣保護区内にて、平成 20 年 5 月 21 日（水）～平成 21 年 3 月 31 日（火）の、主に水・

土・日曜日（夏休みは中止）。銃器を使用したニホンジカの管理捕獲を実施します。 

それぞれの区域の捕獲を実施する期日が公開されていますので、丹沢大山の登山にあたる際は、次のＨＰをご

覧のうえ入山下さい。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ 

対象はメスジカを中心に 350 頭が目標です。 

（注）ニホンジカ管理捕獲とは、増えたニホンジカの採食により劣化した自然植生を回復させるため、ニホンジカの

生息密度を低減させることを目的とする捕獲業務 

◆平成２０年度「ボランティア団体活動助成事業」募集中  

 丹沢地域で行われる自然環境保全活動に対し、助成します。①助成金（10 万円以内）②苗木配布③物品貸与 

 応募書類の提出締切日は、今月末 6 月 30 日（月）です。応募される団体は下記宛に早めにご提出ください。 

◆平成１９年度丹沢大山ボランティアネットワーク活動報告書 

 皆様にご協力いただきました活動報告書がまもなくまとまり、7 月には配布できる見込みです。各団体の活動を

参考にしてください。なお、編集等についてご意見をお待ちしています。  

★お問合わせ・連絡先（協働編集事務局） 

神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 
 

丹沢ボラネット瓦版 6 月号 ／2008 年 6 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 

 



丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版  
              ２００８年７月号 Ｎｏ.５７           

●●  堂堂平平周周辺辺ででのの「「樅樅のの木木へへののネネッットト巻巻きき」」  参参加加者者募募集集  

＜共催＞丹沢の緑を育む集い 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

堂平周辺の木々の食害を守るためウラジロモミなどの根本にネットを巻いています。今回は主にネットの

補修作業を行いますが、急傾斜の作業になるので、山歩きに慣れた方が向いています。できるだけ多くの

団体の参加を期待しています。 

期日：9／27（土）雨天順延 

定員：50 名 （申込み先着順） 

集合：秦野駅南口7:45 集合 

   現地（堂平）まで専用バスで往復します 

   16 時秦野駅解散（予定） 

用意：日帰りの山歩きの準備（軍手・ペンチ、昼食・雨具など必携） 

申込み：各団体単位で氏名・連絡先を記して、お申込みください。 

申込み締切：8 月30 日（土） 

問合せ・申込み先：事務局 大木（後掲） 

 

●●  ２２００００９９年年度度のの水水質質調調査査  参参加加団団体体募募集集  

「丹沢の水は大丈夫なのか」登山者が安心して使用できるのかどうか、ボラネットは継続的な調査を続

けています。2008 年度の水質調査は、5,6月の期間で会員6 団体の協力のもとに実施いたしました。 

 

調査箇所は 30 ヶ所（次ページ図参照）、2009 年度も本年同様に実

施いたしますので、来年度の調査をしていただける会員団体を募

集します。できるだけ長期（少なくとも 3～5 年）に担当してい

ただけることが条件になります。 

希望される団体は9月末日までに 

事務局までご意向をお知らせください。なお、採水場所等の調整

は世話人会でいたしますのでご了承ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

●●ここれれかかららのの活活動動予予定定  ★この欄に掲載する行事案内を募集します。事務局までメールでお送り下さい  

 

－参加者募集中－ 

●里山里地よくばり体験プログラム 

＜主催＞NPO 法人四十八瀬川自然村 

・四十八瀬カワがき探検隊 

日時：8 月 2 日（土） 

旧甘柿橋集合 9:00 

・カブトムシ探しナイトウォーク 

日時：8 月 5,6 日（水）一泊 

表丹沢野外センター集合 16:00  

・菜の花の咲く丘 畑作りをしよう 

・彼岸花と秋の七草さがしウォーク 

期日：９月に開催 

参加費：一家族 2000 円 お土産つきです 

問合せ・申込み：事務局・岩瀬 

       

－参加者募集中－ 

●丹沢フォーラム「丹沢の希少生物の保全」 

＜共催＞丹沢自然保護協会・丹沢大山自然再生委

員会・神奈川県自然保護協会 

日時：8 月 24 日（日）13:30～16:30 

会場：男女共同参画センター横浜ホール（JR 戸塚

駅徒歩 5 分） 

プログラム：丹沢の希少生物について 

       ①植物、②渓流の生物 

定員：300 名（参加無料、申込み先着順） 

申込方法：氏名・連絡先を明記して下記宛に。 

定員を越えた場合のみ連絡します。 

丹沢フォーラム事務局 

  

  

  

採水場所一覧 



＜＜報報告告・・連連絡絡事事項項＞＞  

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会ののＨＨＰＰにに各各団団体体のの情情報報ををおお寄寄せせ下下ささいい    

 再生委員会のホームページ（ＨＰ）が 4 月から公開されました。丹沢ボラネットは委員会に加入してお

りますので、ＨＰへのリンクを希望する団体は「ボラネット加入団体」であることを明記して、ＨＰ担当

まで。また、各団体が主催する行事も、再生委員会の後援を希望する場合は、行事内容を添付して同様に

下記宛にお送り下さい。 

ＨＰには各団体の主催行事を掲載することができますので、行事が決まり次第下記宛にお送り下さい。 
  ・・丹沢大山自然再生委員会（事務局：神奈川県環境農政部緑政課） 

TEL：045-210-4315  FAX：045-210-8848  

HP：http://www.tanzawasaisei.jp/ このＨＰの「問い合わせ」欄から掲載依頼ができます。 

  

        
丹沢大山自然再生委員会  

 委員長 木平勇吉 

委員 44 名  
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丹沢大山自然再生委員会 設立までの経緯 

 平成 16 年から２年間かけて行われた丹沢大山総合調査に基づき、自然再生の基本方向と新たな仕組みを示した政策提言が、丹

沢大山総合調査実行委員会から神奈川県に対しなされ、県はこれを受けて従来の「丹沢大山保全計画」を「丹沢大山自然再生計

画」に改定し再生事業に取り組んでいますが、丹沢大山自然再生委員会は、この事業の点検・評価を行うとともに、普及活動や県

民参加事業などを実施することを目的として、平成 18 年 10 月 24 日設立されました。 

 

 
 

     

 
 
  

  

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会  県民事業専門部会普及啓発プロジェクトチーム  第２回委員会 報告 （奥津記） 

 （開催日時：6 月 10 日 14:00～16:15） 

県民事業専門部会で、環境学習出張講座及びＰＲパンフレット作成について検討するための「普及啓発プロ

ジェクトチーム」での第２回検討会で次のような議論がなされました。 

 

①環境学習出張講座について 

同様の講座を予定していることがわかったので今後はそれらの調整もふくめて実現の可能性を探っていく。 

②ＰＲパンフレット作成について 

・丹沢の現状を説明する「パワーポイント原案」が提出された。本日の意見をとりいれた修正を行い、再度チェ

ックすることとした。 



   ・再生委員会のＰＲパンフレット原案が提出され意見交換を行った。パンフレットは１０月までに作成する計画

である。 

■■ボボララネネッットトのの行行事事  

◆◆水水質質調調査査がが終終わわりりままししたた。。２２００００８８年年度度はは２２８８カカ所所のの採採水水をを行行いいままししたたがが、、次次年年度度ににつついいててはは、、ああららたたにに採採

水水作作業業のの希希望望をを会会員員団団体体ににおお聞聞ききしし、、分分担担をを決決めめたたいいとと考考ええてておおりりまますすののででごご協協力力下下ささいい。。  

＜今後の行事予定＞ 

・ ９月２７日（土）：ネット巻き   

＜世話人会開催日＞ 

・ １０月９日（木）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

■■事事務務局局担担当当かからら  

◆「ニホンジカの管理捕獲」実施中  

丹沢大山国定公園内の鳥獣保護区内にて、平成 20 年 5 月 21 日（水）～平成 21 年 3 月 31 日（火）の、主に水・

土・日曜日（夏休みは中止）。銃器を使用したニホンジカの管理捕獲を実施します。 

それぞれの区域の捕獲を実施する期日が公開されていますので、丹沢大山の登山にあたる際は、次のＨＰをご

覧のうえ入山下さい。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ 

対象はメスジカを中心に 350 頭が目標です。 

（注）ニホンジカ管理捕獲とは、増えたニホンジカの採食により劣化した自然植生を回復させるため、ニホンジカの

生息密度を低減させることを目的とする捕獲業務 

 

◆２００８年度会費をお願いします  

今年度会費の振り込みがまだの会員団体はできるだけお早めにお支払いください。 

・会費振込先：  

また、領収書が必要な場合は事務局までご連絡いただければ、入金確認後お送りいたします。 

 

◆２００８年度緑を育む集い活動助成がきまりました  

予定より遅れているので空欄です（次号に掲載します） 

 

◆展示「化石が語る丹沢山地物語」開催 

  夏休み親子自然探検隊は、7 月 27 日（日）好天に恵まれ、参加者の皆さんにも好評を得て無事終わりました

（内容詳細は次号に掲載）。講師の門田真人先生（神奈川県生命の星・地球博物館外来研究員）から丹沢の化石

発見の旅への展示会について、次のとおりご案内がありました。ポスターには「丹沢は、昔、南の海の火山島だっ

た！サンゴやオウムガイの化石たちは証言する」とあります。暑い日々が続きますが、１５００万年前に思いをはせ

てみてはいかがでしょうか。 

 ・開催期間 ８月７日（木）～８月１７日（日） ９時から１６時（開催中の休館日はありません） 

 ・会   場 厚木市郷土資料館２階・特別展示室（厚木市寿町３－１５－２６） 

         電話０４６－２２５－２５１５ 

 ・主   催 厚木市教育委員会 

 ・入場無料 

 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

 

 

丹沢ボラネット瓦版 ７月号 ／2008 年 7 月 30 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 

 



丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版  
              ２００８年８月号 Ｎｏ.５８           

●●  「「神神のの川川ヒヒュュッッテテ」」再再興興へへ（（99 月月 2277 日日営営業業再再開開がが決決定定））  

  

  

  

  

  

  

↑↑  神神奈奈川川新新聞聞 22000088..77..1166 よよりり  

                                                      

←←  神神奈奈川川新新聞聞 22000077..99..1122 よよりり  

  

平平成成１１９９年年９９月月７７日日未未明明にに関関東東地地方方をを直直撃撃ししたた台台風風９９号号にによよりり、、日日陰陰沢沢のの奔奔流流がが決決壊壊しし土土石石流流とと共共にに神神

のの川川ヒヒュュッッテテをを直直撃撃、、ヒヒュュッッテテはは壊壊滅滅的的なな被被害害をを受受けけ、、営営業業をを中中止止せせざざるるをを得得なないい状状況況にに追追いい込込ままれれまましし

たた。。そそれれとと共共にに、、神神のの川川ヒヒュュッッテテかからら犬犬越越路路ににいいたたるる東東海海自自然然歩歩道道のの寸寸断断でで、、登登山山がが禁禁止止さされれるる事事態態ににもも

ななりりままししたた。。  

たただだちちにに、、神神のの川川ヒヒュュッッテテ管管理理委委員員会会はは、、多多くくのの方方ののおお見見舞舞いいとと再再建建にに対対ししててのの強強いい要要望望をを糧糧ととししてて、、

再再建建ののたためめのの活活動動をを開開始始ししままししたた。。神神のの川川ヒヒュュッッテテのの再再建建をを熱熱望望さされれるる方方やや自自然然をを愛愛すするる多多くくのの方方のの気気持持

ちちがが 115500 団団体体、、66000000 人人のの署署名名ととななりり、、早早期期再再建建にに向向けけ、、相相模模原原市市にに再再建建のの陳陳情情をを行行いいままししたたがが、、残残念念なながが

らら行行政政ととししててはは援援助助ははししなないいとといいうう回回答答がが出出さされれままししたた。。ししかかししななががらら、、再再建建にに対対すするる多多くくのの方方のの強強いい要要

望望をを無無視視すするるににししののびびずず、、神神のの川川ヒヒュュッッテテ管管理理委委員員会会はは自自主主再再建建をを目目指指すすここととととななりりままししたた。。  

当当初初 1100 月月のの再再開開をを予予定定ししてていいままししたたがが、、山山のの仲仲間間にに支支ええらられれ 110000 名名をを超超ええるる義義援援金金がが寄寄せせらられれたたううええ、、

多多くくのの方方のの災災害害復復旧旧ボボラランンテティィアア参参加加がが大大ききなな力力ととななりり、、予予定定をを上上回回るるペペーーススでで復復旧旧工工事事がが進進みみままししたた。。  

登登山山がが禁禁止止さされれてていいたた東東海海自自然然歩歩道道もも、、神神奈奈川川県県自自然然環環境境保保全全セセンンタターーのの尽尽力力にによよりり、、改改修修工工事事がが完完成成

しし、、安安全全にに登登山山ででききるるよよううににななりりままししたた。。ままたた、、敷敷地地内内にに流流れれ込込んんだだ莫莫大大なな土土石石はは 66 月月末末ままででににすすべべてて取取

りり除除かかれれ、、77 月月 66 日日（（日日））ににはは、、北北丹丹沢沢 1122 時時間間山山岳岳耐耐久久レレーーススにに参参加加ししたた 11880000 名名余余のの選選手手がが、、神神のの川川ヒヒュュ

ッッテテをを第第一一関関門門ととししてて通通過過しし、、久久ししぶぶりりのの賑賑わわいいととななりりままししたた。。  

現現在在、、営営業業再再開開にに向向けけてて、、建建物物のの補補修修、、設設備備のの復復旧旧作作業業、、備備品品のの整整備備等等をを行行っってていいまますすがが、、営営業業再再開開のの

めめどどがが立立ちちままししたた。。ききししくくもも、、壊壊滅滅的的なな被被害害をを受受けけたた日日かかららちちょょううどど 11 年年後後のの平平成成 2200 年年 99 月月 77 日日（（日日））のの

午午前前 1100 時時かからら再再建建祝祝賀賀会会をを開開催催いいたたししまますす。。そそのの後後諸諸手手続続ををふふままええたた上上でで、、営営業業開開始始はは、、99 月月 2277 日日（（土土））

かからら再再開開いいたたししまますす。。  

新新ししくく生生ままれれ変変わわっったた神神のの川川ヒヒュュッッテテはは、、ここれれままでで以以上上にに皆皆様様がが気気軽軽にに利利用用でできき愛愛さされれるる山山小小屋屋ととししてて

歩歩んんでで行行ききまますす。。皆皆様様ののごご利利用用をを心心かかららおお待待ちちししてていいまますす。。ここここにに営営業業再再開開ををごご報報告告ででききるるここととにに対対しし、、

ここれれままででのの多多くくのの方方々々ののごご協協力力にに深深くく感感謝謝申申しし上上げげまますす。。        平平野野秀秀樹樹（（世世話話人人・・北北丹丹沢沢山山岳岳セセンンタターー））  

  



◆◆堂堂平平周周辺辺ででのの「「樅樅のの木木へへののネネッットト巻巻きき」」  参参加加者者募募集集  

＜共催＞丹沢の緑を育む集い 

堂平周辺の木々の食害を守るためウラジロモミなどの根本にネットを巻いています。今回は主にネットの

補修作業を行いますが、急傾斜の作業になるので、山歩きに慣れた方が向いています。できるだけ多くの

団体の参加を期待しています。 

期日：9／27（土）雨天順延 

定員：50 名 （申込み先着順） 

集合：秦野駅南口7:45 集合 

   現地（堂平）まで専用バスで往復します 

   16 時 30分秦野駅解散（予定） 

用意：日帰りの山歩きの準備（軍手・ペンチ、昼食・雨具など必携） 

申込み：各団体単位で氏名・連絡先を記して、お申込みください。 

申込み締切：9 月15 日（月） 

問合せ・申込み先：事務局 大木（後掲） 

 

◆◆２２００００９９年年度度のの水水質質調調査査  参参加加団団体体募募集集  

「丹沢の水は大丈夫なのか」登山者が安心して使用できるのかどうか、ボラネットは継続的な調査を続

けています。2008 年度の水質調査は、5,6月の期間で会員6 団体の協力のもとに実施いたしました。 

調査箇所は30 ヶ所（次ページ図参照）、2009 年度も本年同様に実施いたしますので、来年度の調査をして

いただける会員団体を募集します。できるだけ長期（少なくとも3～5 年）に担当していただけることが

条件になります。 

希望される団体は 9 月末日までに事務局までご意向をお知らせください。なお、採水場所等の調整は

世話人会でいたしますのでご了承ください。 

  

■■ボボララネネッットトのの行行事事  

＜今後の行事予定＞ 

・ ９月２７日（土）：ネット巻き   

＜世話人会開催日＞ 

・ １０月９日（木）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

■■事事務務局局担担当当かからら  

◆２００８年度会費をお願いします  

今年度会費の振り込みがまだの会員団体はできるだけお早めにお支払いください。 

・会費振込先：  

また、領収書が必要な場合は事務局までご連絡いただければ、入金確認後お送りいたします。 

 

 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 

神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

 

 

丹沢ボラネット瓦版 8 月号 ／2008 年 8 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 

 



丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
              ２００８年９月号 Ｎｏ.５９                 

●●アアイイママススククををししてて//前前田田裕裕司司 
「はい、前田さんこれ持って」。アイマスクで視覚を遮断された私に竹の杖が渡された。小指ほどの細い杖

で何が出来るのだろうか。ベンチに腰掛けているのはわかるが、周囲にどんな人が何人位いるのか、何をし

ているのかわからない。「あぁ、私は何も見えない。だから動けない。病人や怪我人と同じなのだ。誰かが声

を掛けてくれるまでじっとしているより他はないのだ。」自然とこのような考えに頭が支配され、周囲の人たち

の言われるがままに動いていった。 

 

「これがヒメシャラの葉ですよ。こっちに手 

を伸ばしてください。」右手を上のほうへ伸ばす 

と枝葉に触った。ヒメシャラは山の中で見たこと 

は何度もあるし、他人に「この木はヒメシャラと 

いいまして…」と説明したこともある。しかし、 

葉を触ったのは初めてであった。今までは葉を見 

ただけで判った気になっていたが、触って初めて 

細かい毛のあることに気がついた。見えないのに 

新しく発見することがあるのだから不思議である。 

「こぼれるから水平に持ってくださいね。」と言 

われて渡されたカレーライス。物を水平に保つの 

がこんなに難しいとは思わなかった。さらに難し 

いのがカレーライスをスプーンですくって口に運 

ぶことである。スプーンの上に何がどれだけのっ                       ＜アイマスクのかたが著者＞ 

ているのかわからないのでとにかく口を大きく開ける。口に運んだつもりが唇に当って口の周りを汚してしま

う。また、スプーンが裏返しになっていて何もすくえないこともあった。見えていれば有り得ない事である。カレ

ーだと思って食べているのに突然、硬いものが口に入り、何だと思ったら付け合せのピクルスだった。そんな

訳で準備された方には申し訳ないが、カレーライスの味をゆっくり味わうどころではなかった。 

「新井さん、こちらは前田さんといいまして…」。昼休みにやっと食事を終え、退屈そうにしていると声を掛

けられた。受け身な状態になっているので自発的に行動を起こすことなどなかったので、会話を交わすことも

無かった。だからこのようなスタッフの声掛けが心の支えになった。パン作りやボードクライミング、その他の

アクティビティに参加できたのもスタッフの方々の誘導のお陰だった。特にボードクライミングでは手足を伸ば

し４ｍ余りの高さまで登ることができて満足したし、パン作りでは感触を頼りにパン生地を成型していくのも楽

しかった。初めは言われるがままに動いていたが、そのうちに「次はあれがやりたい」と思うようになった。 

 

 「やりたい」という思いに対して、障害者のおかれた立場は満足な状態ではないだろう。それは毎週日曜日

にラジオで放送されている「視覚障害者のみなさんへ」という番組を聴いていても良くわかる。とくに日常生活

からはかけ離れた自然の中へ入っていくことなどは「行きたい」と思っても実現しにくいに違いない。そのよう

な中で今回の森林教室を開いた“丹沢森の仲間たち”の活動は障害者の未来を明るく照らすものだと思う。

障害の有無に係わらず困難と思われることを多くの人が支えあって実現していける社会を“豊かな社会”とい

うのだろう。今回の森林教室に参加して、アイマスクの向こうに豊かな社会が見えてきた。                      

（山北町在住・森林教室参加者） 

                        

 



 

「ＮＰＯ法人丹沢森の仲間たち」は、 

神奈川県民の皆様に対して、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として、月例研究

会、森林整備事業、森林教室等の活動を行ってきました。健常者であれば何の問題もなく活動できることが、ハン

ディキャップを持つ故に移動等が困難で、特に屋外での活動は制限される傾向になりがちです。神奈川県民として、

水源の森林の現状を知り、森林整備や森林のモニタリング等を通じて水源林の働きを高め、等しく森林の恩恵を

受けることは、ハンディキャップの有無に関わらず必要且つ大切なことです。 

その第一歩として、今回視覚にハンディキャップを持つ方々に「水源の森林に出かけませんか」とお誘いいたし

ました。障害者のための森林教室は毎年予定に上りましたが実施できないでおりました。今回ようやく開催するこ

とが出来、参加者、スタッフとも大きな収穫があったことと思っております。 

8 月 8 日は外部講師による視覚障害者のガイドの仕方の講習会を開催し、9 日は 14 名の参加者に 2５名のスタ

ッフで臨みました。                                             （事務局長・川又正人） 

 

●●シシカカのの管管理理捕捕獲獲ににつついいてて  

神奈川新聞（8 月 26 日）に「ニホンジカ捕獲過去最多 1479 頭」という記事がでており、 

「ニホンジカ生息数は 06 年度末時点で 3700～4500 頭、個体数の増加に伴い被害が増えたので、07 年度か

ら年間を通じて管理捕獲を実施。県は生息数が 1500 頭を下回らない程度に押さえる方針」 

とあります。 

県が年間を通してシカの管理捕獲をしていることは、瓦版でお知らせした通りですが（今月号にも掲載）、

聞いたところによると、 

『絶滅を回避するためには IUCN（国際自然保護連合）の基準を参考に性成熟個体を 1000 頭として、全個体

数では概ね 1500 頭を個体数調整の下限としていく。ただし、途中で植生のモニタリングを行い、植生が回復

した際には、そこまで減らさなくてもシカ個体群を維持できるのであればそこで減らすのを止める（その頭数

を維持するための捕獲は行う）、というスタンス』 

ということのようで、目標数まで闇雲に頭数を減らすということではないようです。 

  

表 丹沢大山におけるシカの捕獲数 

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

捕獲数 777 905 784 703 902 1479 

メス（内数）* (162) (252) (278) (247) (318) (892) 

管理捕獲（植生回復） - 45 77 70 91 357 

メス（内数） - (36) (71) (61) (79) (260) 

管理捕獲（被害軽減） 293 220 212 234 260 449 

メス（内数） (162) (137) (146) (146) (170) (301) 

狩猟 484 640 495 399 551 673 

メス（内数） - (79) (61) (40) (69) (331) 

*メスジカの捕獲数を（ ）内に内数で示す。     

 

森林への影響をあまり及ぼさない密度というのは5頭／ｋ㎡以下を暫定的な目標としているようですが、当

然ながら、生息地管理により森に餌場を用意しながら林業被害を出さないようにする必要があります。シカの

定着による集中的な採食を回避させなければ実現も困難でしょうから、もっと柔軟な管理が必要ではないか

と思われます。                                                  （編集子） 

＜参考＞ 

・第二次ニホンジカ保護管理計画について公表のＨＰ 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/ysi/tokuteikeikakup5.html 

                                                 



◆◆２２００００９９年年度度のの水水質質調調査査  参参加加団団体体募募集集  

「丹沢の水は大丈夫なのか」登山者が安心して使用できるのかどうか、ボラネットは継続的な調査を続けていま

す。2008 年度の水質調査は、5,6 月の期間で会員 6 団体の協力のもとに実施いたしました。 

調査箇所は 30 ヶ所（次ページ図参照）、2009 年度も本年同様に実施いたしますので、来年度の調査をしていただ

ける会員団体を募集します。 

できるだけ長期（少なくとも 3～5 年）に担当していただけることが条件になります。 

希望される団体は 9 月末日までに事務局までご意向をお知らせください。 

なお、採水場所等の調整は世話人会でいたしますのでご了承ください。 

◆神奈川ウォーター・ネットワーク シンポジウム「どこへ行ったの? ゲンゴロウ」 参加者募集 

平成19～20年度に神奈川ウォーター・ネットワークが行った、調査を中心に、共催の千葉シャープゲンゴロウ

モドキ保全研究会の活動紹介など各種活動について発表する。ゲンゴロウ類を中心に、生態系の一員としての

水生昆虫の役割及びゲンゴロウ類の生態を参加者に説明する。そして、ゲンゴロウ類からわかる神奈川県下

の河川・湖沼における生態系の危機について注意喚起すると共に、水質・植生・護岸といった水環境全体の重

要性や水域全体のバランスを考慮した環境保護の必要性を参加者に説明する。   

●日時：10 月 19 日（日）13:00～16:30（ポスター展示は 12:00 から） 

●会場：相模原市立環境情報センター 学習室及び活動室 

●定員：100 人（参加費(資料代）300 円/当日直接会場に） 

●プログラム：（概要） 12:00～ ポスター会場 閲覧開始 

13:00～ 神奈川ウォーター・ネットワーク活動報告：金子裕明／千葉シャープゲンゴロウモドキ保全研究会活

動報告：田島文忠／生態系における水生昆虫の役割：勝呂尚之／水生昆虫の概要および全国での状況：北

野忠／神奈川県における水生昆虫の危機的状況：苅部治紀／水生昆虫の保全にむけた取り組み：西原昇吾

／質疑応答・総合討論 

  

＜＜報報告告・・連連絡絡事事項項＞＞  

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会  県民事業専門部会  －－第 5 回部会 報告  

（開催日時：9 月 9 日 15:00～16:45） 

これからの広報・普及啓発活動の進め方について、事務局より提案があり、議論の後承認された。 

 １．今後の進め方 

①県教育委員会で「私たちのくらしと丹沢」というＤＶＤを作成しているので、密接な連係を取りながら教員研

修や高校山岳部教員への研修を提案していくこととした。 

②環境学習出張講座については①の進捗状況をみながら、県下の小学校への働きかけを進めていく。 

２．自然再生委員会のＰＲパンフレット 

ＰＲパンフレットを 10 月上旬をめどに作成する予定でおり、原案が提出された。委員から、オーバーユースの

考え方について現状を理解したうえで書いているのか、という意見が出され、紙面構成について再検討するこ

ととした。                                                         （奥津記） 

●●全全国国植植樹樹祭祭昭昭和和２２２２年年度度にに神神奈奈川川でで開開催催  －－第 3 回県民運動専門委員会 報告  

（開催日時：9 月 12 日 10:00～12:00） 

神奈川県で平成 22 年度に植樹祭が開催されます。会場は、南足柄市森林公園、秦野市戸川公園、そのほか

サテライト会場として県内 9 都市が決まっています。 

今回は、植樹祭を県民運動とするためにどのような運動をすべきかについて事務局案が提出され、議論されま

した。提案された案は官主導が見え見えでかつボーイスカウトなど組織を動員する意向が強く、県民参加と言うに

はほど遠い（と僕は思った）もので、各種意見が出され、広く県民に参加してもらうためにどうすべきか、さらに検討

していくこととなりました。                                                  （奥津記） 

■■  ボボララネネッットトのの行行事事  

＜今後の行事＞ ９月２７日（土）：堂平・天王寺尾根のネット巻き   

＜世話人会＞  １０月９日（木）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 



■■  事事務務局局担担当当かからら  

◆平成 20 年度ボランティア団体活動助成 対象事業決定 

＜丹沢の緑を育む集い実行委員会＞の表記団体活動助成は以下のように決定しました。 

① 助成金 

・NPO 法人北丹沢山岳センター：北丹沢神ノ川流域広河原残骸整理と植林等 100,000 円 

・NPO 法人みろく山岳会：平成 20 年みろく山の会・丹沢の緑を育む事業 100,000 円 

・NPO 法人神奈川ウォーターネットワーク：淡水魚・両生類分布及び水質調査 100,000 円 

・NPO 法人四十八瀬川自然村：丹沢再生あかるい森林づくり 100,000 円 

・神奈川県山岳連盟：丹沢二ノ塔周辺清掃 100,000 円 

② 植樹用苗木支援 

・NPO 法人北丹沢山岳センター         ブナ、ミズナラ     300 本       

・NPO 法人みろく山岳会            ﾐﾔﾏﾔｼｬﾌﾞｼ、ﾆｼｷｳﾂｷ  ゙   6 本 

・NPO 法人四十八瀬川自然村          クヌギ、コナラ     200 本 

 

◆「ニホンジカの管理捕獲」実施中  

丹沢大山国定公園内の鳥獣保護区内にて、平成 20 年 5 月 21 日（水）～平成 21 年 3 月 31 日（火）の、主に水・

土・日曜日（夏休みは中止）。銃器を使用したニホンジカの管理捕獲を実施します。対象はメスジカを中心に 350頭

が目標です。 

それぞれの区域の捕獲を実施する期日が公開されていますので、丹沢大山の登山にあたる際は、次のＨＰをご

覧のうえ入山下さい。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ 

 

◆平成 20 年度「野生きのこ特別相談」が実施されます 

森林生態系研究の一環である菌類生態調査及び県民のきのこ食中毒防止と野生きのこの正しい知識の普及

を目的に次のとおり開催されます。野生きのこの同定及び食毒の判別を行いますので、身近な野生きのこを持参

の上、ご参加ください。 

・実施日  9 月   26 日(金)、29 日（月） 

       10 月   1 日(水)、3 日(金)、6 日(月)、8 日(水)、10 日（金）、14 日（火）、17 日(金)、20 日（月） 

・実施時間 午前 9 時 30 分から午後４時（昼食休憩 12 時～13 時） 

・実施場所 自然環境保全センター レクチャールーム （現在工事中のため駐車スペースがありませんので、公

共交通機関をご利用ください。） 

・相談員 「神奈川キノコの会」会員 

 

◆２００８年度会費の振り込みをお願いします  

今年度会費の振り込みがまだの会員団体はできるだけお早めにお支払いください。 

・会費振込先：

また、領収書が必要な場合は事務局までご連絡いただければ、入金確認後お送りいたします。 

  

  

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢 657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

 

丹沢ボラネット瓦版 ９月号 ／2008 年 9 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 
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丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
              ２００８年１０月号 Ｎｏ.６０                 

●NPO 法人神奈川ウォーター・ネットワーク／金子裕明 

         この会は 2004年に始まった丹沢大山総合調査の魚類チームに参加したボラン

ティアが中心となって 2006年 10月に NPO法人として設立しました。会員は 20

名。魚類などの生物に興味を持つ社会人と学生で構成されています。法律で定め

られた法人なので、理事長以下3名の理事と監事が理事会を行い、年1回の総会

で活動方針が決定されます。 

 

法人申請に際して掲げた会の目的は、「絶滅が危惧される生物や自然環境に関して調査研究・保全事

業を行うと共に、広く市民に対して自然観察会や学習会等に関する事業を行い、環境の保全や学術の

振興に寄与することを目的とする。」です。設立以来3年間この目的に沿った活動を行ってきました。 

会として特定のフィールドは持ちませんが、環境の保全に取り組む県内各地の市民団体（生田緑地

の谷戸とホトケドジョウを守る会、酒匂川水系のメダカとその生息地を守る会、酒匂川水系の環境を

考える会、清水谷を愛する会、三浦メダカの会、NPO法人川崎生物調査団、愛川自然ネットワーク、

ニュー相模自治会等）や神奈川県水産技術センター内水面試験場と協力してメダカやホトケドジョウ

をはじめとする淡水魚や環境の保全・啓蒙活動を行ってきました。 

また、会員の中には、自分のフィールドを持ち、保全活動に取り組むメンバーもいて、横浜市内の

公園に放流されたブルーギルやアメリカザリガニ、ウシガエルが在来生物に与える影響を調べながら、

移入種の駆除を続けている人もいます。 

また、設立以来の中心的活動として丹沢山塊の渓流魚問題に取り組んでいます。ヤマメの放流活動

が始められてこの方40年。丹沢在来のヤマメは生息するのか? 丹沢大山総合調査でもこの問題に取り
組みました。 

魚の放流と遺伝子汚染、生態系への影響はブラックバスやブルーギルなど外来種だけでなく、ヤマ

メやイワナ、アユなどの国内移入種についても大きな問題をはらんでいます。食糧生産の場として河

川を利用してきた歴史、レクレーションとしての釣、放流(増殖)義務のある漁業協同組合、産業や河

川に関係する様々な利権まで、その背景は非常に複雑で、生物や環境という切り口だけでは解決の糸

口は見つかりそうにありません。私たちは、ブラックバスの駆除や生物調査の活動を続けながら、漁

業協同組合とも協働して、放流によらないヤマメの増殖方法として人工産卵床の造成なども行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

環境保全への取り組み                  漁協との協働による人工産卵床の造成 

私たちの活動にご協力いただける方のご連絡をお待ちいたします。 

（事務局長／）              
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◆◆  広広河河原原植植林林活活動動とと鹿鹿柵柵設設置置作作業業ののボボラランンテティィアア  参参加加者者募募集集  

・開催日時：１１月１５日 （土）～１６日（日） 

・集合場所：神の川ヒュッテ８：３０ 現地集合現地解散 

  11/15 8:30 草刈り 

  11/16 8:30 植林・鹿柵設置 

  参加者の方は 11/15 ヒュッテに無料で宿泊できます。ただし、ご飯・みそ汁は提供しますが副食は各自持参くだ

さい。 

・参加希望者は、保険に加入しますので、氏名・住所・電話番号・年齢・血液型・性別を記して、FAX 等で、10 月

31 日迄に申込みください。 

・申込先：神の川ヒュッテ事務局 FAX：042-687-4011  

  

＜＜報報告告・・連連絡絡事事項項＞＞  

○○モモミミのの木木のの根根ネネッットト巻巻きき  

＜＜丹丹沢沢のの緑緑をを育育むむ集集いい実実行行委委員員会会主主催催＞＞  

99 月月 2277 日日（（土土））、、天天王王寺寺尾尾根根ににてて「「ウウララジジロロモモミミ等等防防護護ネネッットト設設置置」」のの活活動動がが行行わわれれままししたた。。ニニホホンンジジカカにによよるる樹樹

皮皮喰喰いいかからら樹樹木木をを保保護護すするるたためめ、、約約 111100 本本ののウウララジジロロモモミミ等等ににネネッットトのの取取りり付付けけやや補補修修ををすするるここととががででききまましし

たた。。  

    参参加加者者：：5511 名名（（ボボララネネッットト４４団団体体：：丹丹沢沢自自然然保保護護協協会会・・四四十十八八瀬瀬自自然然村村・・町町田田ググララウウスス山山のの会会・・みみろろくく山山のの会会））  

  

●続けていく活動／熊坂節子 

 静かな堂平から天王寺尾根へと歩いていく。

ブナ・モミの森に着きます。途中、太くて元気

なブナに沢山出合いました。もうすぐ落ち葉

の時、黄（金）色になって落ちるのですね。 

                                                   たくさんのモミの木のナンバーリストにあわ

せて古いネットを取り替えていくのは、これら

のモミが育っていく証で、とても嬉しいです。

こちらの巨木モミは、かつてネットを巻いたの

ですが枯れてしまっています。ネットは外さ

れ、他の巨木モミに幹を守るために移されま

した。 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶で、モミの木を守ろうとして始めた経緯などを 

お話くださいました。 

札掛に集まった人々の丹沢を守ろうとする芽から生まれ 

出て、続けてきた働きに公（神奈川県）が加わり、他の民 

間グループに広がり緑が育まれていく・・・ 

ほんの少しのお手伝いできた一日でした。 

（丹沢自然保護協会） 
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ウラジロモミ等防護ネットの実施実績 

実施年月日 参加者数 設置数 補修数** 実施主体*** 
平成 10年 11月 8日 74 146  丹沢自然保護協会・緑の集いとの共働 

平成 11年 9月 26日 72 176   〃 

平成 12年 9月 24日 34 43   〃 

平成 13年 9月 23日 95 223  〃   ＜千年樹（紀）事業＞ 

平成 14年 9月 21日 53 174  丹沢ボラネット・緑の集いとの共働 

平成 15年 9月 27日 32 83  〃 
平成 16年 5月 29日 58 （100）*  〃 
平成 17年 10月 1日 35 172  〃 
平成 18年 9月 30日 67 60 120 〃 
平成 19年 11月 21日 55 10 151 〃 
平成 20年 9月 27日 51 7 103 〃 

計 626 1,094   374  
   ＊  平成 16年実績は、既設置防護ネットの交換等のため設置本数計に含まず。 
   ＊＊ ネット補修は、既設ネット交換・回収のほか、既設部材の付け直し、緩め等の手直しを含める。 

＊＊＊緑の集い＝丹沢の緑を育む集い実行委員会 
  

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会  県民事業専門部会  －－啓啓発発普普及及ププロロジジェェククトト第第 33 回 報告  

（開催日時：9 月 17 日 14:00～16:45） 

・自然再生委員会のＰＲパンフレット作成 

ＰＲパンフレット第三案について検討し、最終原稿をとりまとめた。10 月上旬に刊行し、各団体のイベントなど

で配布する。このパンフレットがある部数必要なイベントがある場合は事務局までお知らせください。 
                                                （奥津記） 

■■  ボボララネネッットト世世話話人人会会  

＜第４回世話人会＞  2009年1月 14 日（水）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

■■  事事務務局局かからら  

◆「2008 年水質調査」の結果がわかりました 

今年の水質調査の結果を別添します。 

2009 年度調査も原則としては今年と同じ分担で 5 月中（予定）に実施することになりました。 

関係団体の皆様にはご協力のほどお願いいたします。 

 

◆２００８年度会費の振り込みをお願いします  

今年度会費の振り込みがまだの会員団体は請求書を同封いたしましたのでお支払いくださいますようお願いい

たします。振り込み用紙には、名義人氏名までご記入の上ご送金ください。 

・会費振込先：

また、領収書が必要な場合は事務局までご連絡いただければ、入金確認後お送りいたします。 

 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢 657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 
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丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
              ２００８年１１月号 Ｎｏ.61           

○○2008 年夏休み親子自然探検隊／有川百合子 

2005 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、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。 
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●丹沢フォーラム（2008-4）「シカと森林の管理」参加者募集 

ニホンジカ保護管理と県有林整備の現場を歩き、共存のためのシカ管理と生息環境整備を考えます。 

期日：12 月 6 日（土）～7日（日） 

場所：東丹沢札掛周辺（丹沢ホーム・宿泊） 

行程：12/6 ヤビツ峠 9:00 集合 12/7 秦野駅16:30 解散 

定員：40 名（申込み先着順） 

参加費：10,000 円（一泊三食・資料代・保険、他含む） 

日帰りのハイキングの用意。 

詳細問合せ・申込み：奥津  

  

＜＜報報告告・・連連絡絡事事項項＞＞  

●●丹丹沢沢大大山山自自然然再再生生委委員員会会  県民事業専門部会  －－啓啓発発普普及及ププロロジジェェククトト第第 44 回 報告  

（開催日時：10 月 21 日 14:00～16:45） 

・自然再生委員会の環境学習教材の原案検討 

環境学習教材として作成するＤＶＤの第二案について検討した。11 月中旬までには原案をまとめ、親委員会

でプレゼンをし意見を伺った後、年明けには完成させるスケジュールである。 
                                                （奥津記） 

 

● 全全国国植植樹樹祭祭昭昭和和２２２２年年度度にに神神奈奈川川でで開開催催  －－県民運動専門委員会・式典専門委員会 

合同検討会 報告 

（開催日時：10 月 28 日 15:00～17:00） 

・全国植樹祭基本計画原案の検討 

全国植樹祭の基本計画原案げ提案され、検討した。式典のアトラクションについては議論されたが、それ以

外は大筋原案が承認された。事務局でさらに調整し実行委員会に諮ることとした。 

なお、開催までのフローと問題点・今後の課題については順次説明していきます。 
                                                （奥津記） 

 

■■  ボボララネネッットト世世話話人人会会  

＜第４回世話人会＞  2009 年 1 月 14 日（水）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

                議題：2009 年度事業計画について、その他。 

 

■■  事事務務局局かからら  

＜平成２０年度知事と語ろう！神奈川ふれあいミーティング＞ 

日ごろから県行政の推進にご協力をいただき、ありがとうございます。 

１１月２８日（金）に市立あじさい会館において、県民の皆さまと神奈川県知事が直接語り合う「知事と語ろう！神

奈川ふれあいミーティング」を開催いたします。 

今年のテーマは「神奈川から『地球復興』を！地球温暖化防止に向けて、 

今、できること」です。地域の事例発表を交えながら、地球温暖化防止のために、今、私たちに何ができるのか、

知事と一緒に考えていきます。皆さまのご参加をお待ちしています。 

日  時 ： 平成２０年１１月２８日（金）１８時３０分～２０時３０分 

場  所 ： 相模原市立あじさい会館ホール 

         ＪＲ相模原駅または上溝駅からバス「市民会館前」下車すぐ 

事例発表 ： ㈱リガルジョイント代表取締役 稲場 久二男 氏 

        相原二本松商栄会会長 上原 泰久 氏 

詳細はこちら↓をご覧ください。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenouac/kakuka/kenmin/fureai/20sagamiharaboshu.html 
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参加ご希望の方は、電話、はがき、ファクスで、お住まいの市区町村名、氏名、会場名「相模原」、参加人数、保

育希望の有無（保育希望の場合は電話またはファクス番号を記載）を、１１月２１日（金）までに県央地域県政総合

センター県民課相模原分室（〒229-0036 相模原市富士見 6-5-8 TEL 042-755-1121 FAX 042-757-6955）へお

申し込みください。上記ホームページからも申し込めます。 

 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢 657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 
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丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
              ２００８年１２月号 Ｎｏ.６２          

●神奈川県勤労者山岳連盟「自然保護委員会」の活動／高橋 勇三 

 

日本勤労者山岳連盟神奈川県連盟（以下県連という）は、１９６８に結成されました。 

この県連の中にはいくつかの部で編成されていますが、登山が自然をフィールドとする以上「自然保護委員会」と

いう部があります。 

会員は 20 名程で自然に関わる活動をします、主に清掃登山、植樹、自然観察会等を行っています。 

主な行事は、「自然保護委員会」が主体となり、登山活動の一環として「自然を大切に、山からゴミをなくそう」を合

言葉に１９７８年から、日頃から慣れ親しんでいる丹沢大山のクリーンハイクを始めました。 
クリ－ンハイクの山域は主に丹沢大山とし、県連の統一クリーンハイクとして当初は労山会員だけの活動でしたが、

現在では、５月末日の日曜日に神奈川県の後援により、諸々な団体や所轄する自治体などと連携を深め、様々な

協力を得て一般参加者を募り行っています。 

県連ではクリーンハイクも「単なるゴミ拾い」だけでなく、登山者のマナー向上にも繋がるような活動も加え、登山

に直結するトイレ問題や飲み水となる１６ヶ所の水場や沢の水質調査（クリーンハイクの前日採水）を１８年間継続

して実施しています。又、近年は県と協働で登山道整備などを行っています。県連統一のクリーンハイクは毎年約

４００名位の参加で行われ、２００８年までに回収したゴミは１７トンを越えました。 

長年、清掃登山を続けてきたことで、丹沢の登山道ではゴミを見かけることは少なくなりました。しかし、山小屋

周辺には、過去に捨てられ埋没しているゴミがかなり残っています。また、近年では、林道に車で乗り入れて捨て

られた不法投棄などのゴミが目立つようになってきました。 

これらは今後の課題として取り組まなければなりません。 

  

また、クリ－ンハイクのほか、次の自然保護団体に加入して、ボランテアの皆さんと行政との協同による自然環

境保全活動に参加・協力をしています。 

「丹沢大山ボランテアネットワーク」・「丹沢大山クリンピア２１」・「丹沢大山再生委員会」 

 

                          今年は「第 14 回全国登山者自然保護集会」（主催 日本勤労者山岳連

盟、主管 神奈川県勤労者山岳連盟）が 2008 年 11 月 15 日・16 日に表

丹沢野外活動センター（秦野市菩提）で行われ全国から 180 名が参加し

盛大に開催されました。 

集会のテーマは「地球温暖化で山岳自然はどうなる

の？&山岳自然を傷つけない登山とは？」で記念講演「地

球温暖化で山岳自然への影響について」西岡秀三氏の

講演から始まり、五つのテーマーの分科会では活発な討

論を交わし、かけがえのない山岳自然と共存しながら、楽

しい登山を続けて行くために、どのようにしていくことが必

要なのか、二日間にわたり秦野市の表丹沢麗で意見を

交流してきました。 

この集会運営には当自然保護委員全員が実行委員と

して参加し、準備から実施まで一丸となって取り組みこ

の集会を成功させました。  

     (神奈川県勤労者山岳連盟 自然保護委員長) 
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●蛭ヶ岳山頂直下の登山道修復完了 

蛭ヶ岳山頂から姫次への登山道が荒れ、階段状の丸太が 

宙に浮いているため、危険でしたが、10 月より修復工事が開 

始され、修復が完了しました。 

修復内容は、これまで凍上等によってハードル化していた 

丸太階段工の改修や、構造型階段工の新設のほか、登山道 

の崩落が激しいところは迂回路を新設するものです。 

雨や雪の時は最悪の登山道と不評をかっていたものですが、 

ようやく歩きやすい登山道になりました。                     （写真：県自然環境保全センター） 

●蛭ヶ岳山荘は冬季も通年営業  

冬季は、蛭ヶ岳山荘に宿泊する登山者は限られた方々だけになりますが、登山者の安全のために冬季も営業

す る こ と に 決 ま り ま し た 。                 （ 蛭 ヶ 岳 通 信 第 41 号 よ り ）           

＜＜報報告告・・連連絡絡事事項項＞＞ 

●アンケート「２１年度の活動」 

会員団体の２１年度の活動で計画が決まっているイベントがありましたらお知らせ下さい。各団体の活動が、ボ

ラネット会員団体や自然再生委員会の後援をうけてさらに幅広い活動にできればよいのではないかと考えていま

す。アンケート用紙を添付いたしますので、ご協力ください。 

● ２１年度の世話人を募集します 

新年度のボラネット世話人会では、新しい世話人を募集します。 

丹沢大山の再生活動も本格的な動きが見え始め、丹沢に係わるボランティア団体への期待はますます高まっ

てきています。ボラネットでもこれからの活動をいかにすべきか、丹沢再生への力に集結させていきたいと考えて

います。そのためにも、新しいメンバーに加わっていただき、議論していきたいと考えており、皆様の参加をお待ち

しています。ご協力いただける方は下記までご連絡ください。 

                         世話人代表 奥津昌哉  

                         事務局    大木伸一   

■■  ボボララネネッットト世世話話人人会会  

＜第４回世話人会＞  2009 年 1 月 14 日（水）：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

                議題：2009 年度事業計画について、その他。 

参加団体の皆様には、世話人会にご出席し、新年度の事業計画についてご意見を頂ければ幸いです。 

■■  事事務務局局かからら  

・・自自然然環環境境保保全全セセンンタターー特特定定課課題題事事業業報報告告会会のの開開催催ににつついいてて  
自然環境保全センターでは、森林における水源かん養機能の評価をテーマとして、外部講師による講演と研究

部のプロジェクトの実施状況報告を行います。 

 講演では、「森林の荒廃と水源かん養機能の評価について～流域スケールの水流出と土壌流亡をとらえる～」

と題しまして、東京農工大学農学府国際環境農学専攻の五味高志先生にご講演いただきます。 

 どなたでもご参加できますので、ご自身の業務に関係する方、興味をお持ちの方など、ぜひご参加ください。 

【日時】 平成 21 年 1 月 9 日（金） 14:00～17:00（開場 13:30） 

【場所】 横浜市開港記念会館 1 号室 横浜市中区本町 1-6 

【テーマ】 森林における水源かん養機能の評価 ～研究の動向と丹沢山地での取り組み～ 

【申込方法】 所属・氏名を明記のうえ、12 月 26 日（金）までに下記問い合わせ先へ FAX または電子メールにより

お送りください。 

【問い合わせ先】 研究部 内山 TEL 046-248-0321（研究部代表）  FAX 046-247-7545（研究部） 

  

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 

神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢 657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737  

丹沢ボラネット瓦版１２月号 ／2008 年 12 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉）
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丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版  
             2009 年 1 月号  Ｎｏ.63             

●ボラネット総会のお知らせ 

平成２１年度総会は 4月 5日、下記の通り開催いたしますので、会員団体皆様のご出席をお願いいたします。 

なお、当日は「自然環境保全センター新本館」について、紹介を行う予定です。 

○日時：４月５日（日） 13:00～16:00 

○場所：自然環境保全センターレクチャールーム（現在の本館内） 

○プログラム 

・通常総会                                  

     (1)２００８年度活動報告 

     (2)２００８年度決算報告 

     (3)２００９年度活動計画(案) 

     (4)２００９年度予算(案) 

     (5)世話人会世話人・監事改選 

   ・丹沢の緑を育む集い「ボアンティア団体活動助成事業」報告 

   ・報告と意見交換会 

 「大倉尾根における県民協働型登山道維持管理補修活動について」 

 「自然環境保全センター新本館の概要について」 

  

＜＜行行事事案案内内＞＞  

●「第６回(水源地・森林再生の第 2 ステージに向けて)」 フォーラムの開催 

水源環境保全・再生かながわ県民会議では、これまで県内５地域において地域別県民フォーラムを開催し、

県民の皆さんと水源環境の保全・再生施策について考えてきました。 

今回のフォーラムでは、水源地や森林の再生に取り組んでいる全国の自治体・ＮＰＯ団体・研究者などによる

パネルディスカッションを行い、今後の施策展開について全国の経験に学びながら討論し、その結果を全国に

発信していきます。 

日時：2月11日（水・祝） 11:00～17:00 

場所：杜のホールはしもと ホール（ミウィ橋本７階） 相模原市橋本3-28-1 

問合せ：神奈川県政策部土地水資源対策課 ＴＥＬ：045-210-3106 ＦＡＸ：045-210-8820 

ななおお、、みみろろくく山山のの会会がが丹丹沢沢のの保保全全活活動動ににつついいててパパネネルル展展示示でで紹紹介介すするる予予定定でですす。。  

  

＜＜報報告告・・連連絡絡事事項項＞＞  

●自然環境保全センターのホームページでボラネット瓦版を公開します 

ボラネット瓦版を自然環境保全センターＨＰの丹沢大山ボランティアネットワークの紹介ページに

掲載する方向で準備します。2009 年 1月から試行、4 月からは正式に公開する予定です。 

なお、ＨＰ公開ということから、掲載に当たっては個人情報に係わる事項などについては、一部訂

正されることがありますので、あらかじめ御留意ください。 

●自然環境保全センター新本館でボラネットの活動をパネル展示します 

   自然環境保全センター新本館へ常設ならびに企画展示のためのパネルを作成します。 

 ・常設展示用は、６０×６０のパネル数枚で、丹沢大山における保全活動を写真や表で紹介します。
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ボラネットの会員団体については、平成１９年度活動報告書掲載の名簿を参考に掲示します。掲載

内容に変更があったり、展示に支障がある場合は事務局まで連絡願います。 

 ・企画展示用は、自然環境保全センターに関わる団体を紹介するもので、ボラネットには A1判で 2枚

が割り当てられる予定です。各団体の簡単な紹介と写真を入れる構成を考えています。原案を作成

した段階で会員団体に校正を依頼する予定でおりますので、ご協力下さい。 

●アンケート「２１年度の活動」 

会員団体の平成２１年度の活動で計画が決まっているイベントがありましたらお知らせ下さい。各団体の活

動が、ボラネット会員団体や丹沢大山自然再生委員会の後援をうけて、さらに幅広い活動にできればよいの

ではないかと考えています。書式自由で結構ですので事務局までお知らせ下さい。 

●活動報告書のスケジュール 

今年度活動報告書は、原稿締切 3 月末日、刊行を 6 月 1 日の予定で、とりまとめを進めます。会員団体に

はあらためて執筆依頼等のお願いをいたしますのでご協力ください。 

● ２１年度の世話人を募集します 

新年度のボラネット世話人会では、新しい世話人を募集します。 

丹沢大山の再生活動も本格的な動きが見え始め、丹沢に係わるボランティア団体への期待はますます高

まってきています。ボラネットでもこれからの活動をいかにすべきか、丹沢再生への力に集結させていきたい

と考えています。 

そのためにも、新しいメンバーに加わっていただき、議論していきたいと考えており、皆様の参加をお待ちし

ています。ご協力いただける方は 2 月末日までに下記宛ご連絡ください。 

                         世話人代表 奥津昌哉  

                         事務局    大木伸一   

◆◆ボボララネネッットト世世話話人人会会  

＜次回：第５回世話人会＞  

期日：3 月 3 日（火） 

会場：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

議題：2009 年度事業計画について、その他。 

＊新年度の事業計画についてご希望・ご意見を事務局まで頂ければ幸いです。 

◆◆事事務務局局かからら  

○自然環境保全センター新本館について 

自然環境保全センターでは、昨年度から新本館新築工事を行っています。工事の間、ご不自由、ご迷惑をおか

けしております。工事も順調に進み、来年度オープンを迎える予定です。新本館の特徴は、次のとおりです。 

(1)県産木材を使った木造建築（エレベーターなどの設備部分は鉄筋コンクリート造り） 

(2)屋内展示室(仮称)、図書室（仮称）などを整備した丹沢大山の保全をはじめとした自然環境管理学習の拠点 

(3)ワーキングルーム（仮称）などを整備した丹沢大山のボランティア活動、水源環境体験ふれあいの拠点 

(4)バイオマスボイラー、太陽光発電システム、雨水再利用システムを導入した新エネルギーの活用 

新本館の利用については、県民の方が身近に丹沢大山の保全をはじめとした自然環境に親しんでいただけるように検討し

ています。また、ボラネットの皆様にもボランティア活動の拠点として親しまれる施設に共に育てていきたいと思います。利用方

法など具体的なものになった段階でご案内させていただきます。 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢 657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

 

丹沢ボラネット瓦版１月号 ／2009 年 1 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 
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丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
             2009年2月号  Ｎｏ.64                

●ボラネット総会のお知らせ 

本年度総会は 4 月5日、下記の通り開催いたしますので、会員団体皆様のご出席をお願いいたします。 

当日は新しいボランティア活動の拠点として機能も兼ね備えた「保全センター新本館」の紹介を行いますので、春の日

曜日ですが、ぜひご予定おきください。 

日時：４月５日（日） 午後１時～午後４時 

場所：自然環境保全センター内（厚木市七沢） 

プログラム 

・通常総会                                  

     ①２００８年度活動報告(案) 

     ②２００８年度決算報告(案) 

     ③２００９年度活動計画(案) 

     ④２００９年度予算(案) 

     ⑤世話人会世話人・監事改選 

   ・報告会 

     ①丹沢の緑を育む集い「ボアンティア団体活動助成事業」報告 

     ②丹沢再生のための民間団体との協働事業について 

  

＜＜ワワーーククシショョッッププ報報告告＞＞  

森林管理・シカ管理ワークショップ 報告 

 標記ワークショップが丹沢大山自然再生委員会 

事業計画評価専門部会・県自然環境保全センタ 

ーの共催で、1 月24日(土)県自治総合研究セン 

ターで開催されました。 

80 人余の方の参加を得て、9:30～17:00 まで、 

熱心な議論がなされました。最終的には再生委 

員会に答申がなされる予定で、公開されると思います。 

ボラネットからは奥津・岩岡（けものみちネットワーク）、他に平野（北丹沢山岳センター）が参加いたしました。 

 

ワークショップは、基調報告が「森林管理とシカ 追加総合解析の結果（鈴木透）」として総合調査以降の新しい知見が、

「シカ・林床植生・森林管理（山根正伸）」はシカと森林の共存モデル試案を提案されましたが、主は４分科会の討議結論と

その発表でした。最終答申はコーディネータに一任。 

 

なお、この日のコーディネータ（羽山伸一）から研究者間で議論したシカ問題の連関図として説明されました。さらに修

正が加わるとは思いますが、総合調査以降の新たな知見を含めたもので、問題がかなり明確になってきているように思

われました。 
 

ワークショップでは４つの分科会にわかれ議論されましたが、ボラネットは第３分科会*に参加し、民間分野から何がで

きるのかを主に議論しました。 

＊分科会は、１：行政（木平）、２：行政・森林（富村）、３：民間（羽澄）、４：研究者（羽山）の４分科会。 

 

最終的な提言はこの最終答申を待つとして、この分科会では以下のような課題が挙げられました。 
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①シカ管理のゴールとプロセスをはっきりと、②情報提供の改善、③県民参加の調査の実行、④地 

域住民との連係、⑤県と市町村との連携、⑥再生の為の実行予算増（環境水源税からの補填）、等 

 

特に、県民に対し「なぜ今丹沢再生が必要なのか」、その説明は不足している、丹沢の現実を理解させるために、いろ

いろな活動を行っていくことの必要性が何人もから述べられました。ボラネットとしても市民に向けての活動の充実やそ

の仕組み作りをすべきだと感じました。できれば、2009 年度の活動に組み入れることを提案したいと考えています。              

（奥津記） 

  

＜＜連連絡絡事事項項＞＞  

●e-tanzawa ホームページからボラネット瓦版を公開します 

ボラネット瓦版を自然環境保全センターのＨＰに掲載することになり、2009年1月号から試行、4月号からは

正規に公開することになりました。なお、ＨＰ公開ということから、個人情報に係わる事項などについては、掲

載に当たっては注意することとした。 

アドレスはhttp://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/1644/tanzawa/volunteer/v-net_pre.html#kawaraban 

                                              

●保全センター新本館へボラネットのパネルを展示します 

 保全センター新本館へ常設ならびに企画展示のためのパネルを作成します。 

 ・常設展示用は、６０×６０のパネルで、団体名称・連絡先などを掲示。事務局で原案を作成します。 

 ・企画展示用は、A1 判で２枚、各団体の簡単な紹介と活動の写真を入れる構成を考えています。原案を作成し

た段階で会員団体に校正を依頼する予定でおりますので、ご協力下さい。 

 

●プレ全国植樹祭へもボラネットのパネルを展示します 

平成22年春季に本県で開催する第61回全国植樹祭に先立ち、多くの県民の皆様に開催目的等を知っていただき、

開催に向けての機運を高めていくとともに、森林がもたらしてくれる恵みや森林再生の必要性を発信していくため、

開催の概ね１年前にあたる平成21年５月に、プレ全国植樹祭を秦野市と南足柄市の２会場で開催します。 

このうち、秦野市会場において保全センター新本館で展示されるものと同じ内容をパネルに展示する予定です。 

記念植樹等の募集も行うようですので、参加される希望される方は次のホームページをご覧ください。 

第61回全国植樹祭かながわプレ大会２００９（http://www.pref.kanagawa.jp/press/0812/036/index.html） 

開催日 平成21年５月24日（日曜日） 

会 場 県立秦野戸川公園 

 

●ボラネット活動報告書のスケジュール 

今年度活動報告書は、原稿締切3 月末日、刊行を6 月1日の予定で、とりまとめを進めます。会員団体にはあらためて

執筆依頼等のお願いをいたしますのでご協力ください。 

  

◆◆ボボララネネッットト世世話話人人会会  

＜次回：第５回世話人会＞  

期日：3 月3 日（火） 

会場：海老名市民活動サポートセンター 18:30～20:00 

議題：2009年度事業計画について、その他。 

＊ 新年度の事業計画についてご希望・ご意見を事務局まで頂ければ幸いです。 

 

◆◆事事務務局局かからら  
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●西丹沢自然教室、リニューアルオープン 

登山と自然情報発信、エコツーリズムの拠点を目指して展示・内装の改修工事を進めていた西丹沢自然教室は、3月20

日（金・祝）にリニューアルオープンいたします。 

山小屋のような、カフェのようなビジターセンター。登山者とスタッフ、地元の方も、丹沢の話に花が咲く施設を目指して

います。ぜひお立ち寄りください。 

●自然環境保全センター公開講座「渓流環境モニタリングと情報整備」を開催します 

丹沢大山自然再生の県の実行機関である自然環境保全センターでは、このたび、渓流環境の再生をテーマとし

て、外部講師を招いて、事業やモニタリングの実施と情報活用の観点から講義をいただく公開勉強会を開催しま

す。 

主に県庁職員等の関係者を対象としているため、やや専門的な内容も含まれますが、森林や自然環境に関心の

ある方ならご理解いただける内容となっております。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日時：平成21年3月12日（木） 

14:00～16:30（開場13:30） 

場所：神奈川中小企業センタービル  

13階 第2会議室 

   横浜市中区尾上町5-80 

    ＪＲ線・市営地下鉄線 関内駅 徒歩5分  

参加費：無料 

申込方法：神奈川県ホームページの自然環境保全センタ

ーあての問い合わせフォームまたは下記 FAX で受け付け

ます。 

氏名と所属名または団体名（個人の場合は住所）を明記

の上、自然環境保全センター公開講座参加希望と書いてお申し込みください。 

また、当日会場へ直接お越しいただいても席に余裕のある限り受け付けます。 

■プログラム予定■  

14:00 開会  

14:10 【講演】「渓流環境モニタリングと情報整備」 

 講師：北海道大学 大学院農学研究院 

 中村太士 教授 

15:50 【情報提供】「丹沢再生のための情報整備」 

    報告者：自然環境保全センター研究部 

         技師 笹川裕史 

16:30 閉会 

〈問い合わせ先〉 

 自然環境保全センター研究部 内山 

 研究部代表TEL（046）248-0321  研究部FAX（046）247-7545 

丹沢自然環境情報ステーションURL http://www.e-tanzawa.jp/ 

自然環境保全センターURL  http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/1644/main.html 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

丹沢ボラネット瓦版2月号 ／2009 年2 月20日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 
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丹丹沢沢ボボララネネッットト瓦瓦版版    
             2009 年３月号  Ｎｏ.65             

●ボラネット総会通知 

本年度総会は 4 月 5 日、下記の通り開催いたします。 

会員団体の皆様のご出席をお願いいたします。 

 

報告会では、緑を育む集いボアンティア団体活動助成事業の各報告と、丹沢再生のための新しい動

きとして注目される丹沢大倉尾根での協働事業について、報告をしていただきます。 

また、丹沢大山ボランティア活動の拠点として機能も兼ね備えた「県自然環境保全センター新本館」も

６月にはオープンの予定でおり、新しい保全センターの機能についても紹介を予定しています。 

日曜日ですが、花盛りの春の七沢を堪能しながらぜひご出席おきください。 

 

日時：４月５日（日） １３：００～１６：００（１２：３０受付開始） 

場所：自然環境保全センター内レクチャールーム（厚木市七沢） 

プログラム 

・通常総会                                  

     ①２００８年度活動報告 

     ②２００８年度決算報告 

     ③２００９年度活動計画(案) 

     ④２００９年度予算(案) 

     ⑤世話人会世話人・監事改選 

   ・付随行事 報告会／丹沢の緑を育む集いボアンティア団体活動助成事業 

    ●助成金支給団体活動報告 

   ・NPO 法人北丹沢山岳センター：北丹沢神ノ川流域広河原残骸整理と植林等 

・NPO 法人みろく山の会：平成 20 年度みろく山の会・丹沢の緑を育む事業 

・NPO 法人神奈川ウォーターネットワーク：淡水魚・両生類分布及び水質調査 

・NPO 法人四十八瀬川自然村：丹沢再生あかるい森林づくり 

・神奈川県山岳連盟：丹沢二ノ塔周辺清掃  

  ●報告と意見交換                             

・丹沢再生のための民間団体との協働事業について－大倉尾根の登山道維持管理補修活

動 

：保全センター＋みろく山の会 

 

★出欠の葉書を同封いたしますので、ご都合をお知らせ下さい。 

また、ご欠席の場合は委任状のご送付をお願いいたします。 

 

  

＜＜連連絡絡事事項項＞＞  

●自然環境保全センターホームページからボラネット瓦版を公開します 

ボラネット瓦版を自然環境保全センターのＨＰに掲載することになり、2009 年 1 月から試行中です。 

4月からは正規に公開することになりますので、一度ご覧下さい。 
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●保全センター新本館へボラネットのパネルを展示します 

 保全センター新本館へ常設ならびに企画展示のためのパネルを作成します。 

 ・常設展示用は、６０×６０のパネルで、団体名称・連絡先などを掲示。事務局で原案を作成します。 

 ・企画展示用は、A1 判で２枚、各団体の簡単な紹介と活動の写真を入れる構成を考えています。原案

を作成した段階で会員団体に校正を依頼する予定でおりますので、ご協力下さい。 

 

●ボラネット活動報告書のスケジュール 

今年度活動報告書は、原稿締切３月末日、刊行を６月１日の予定で、とりまとめを進めます。会員団体にはあ

らためて執筆依頼等のお願いをいたしますのでご協力ください。 

  

◆◆シシンンポポジジウウムム「「市市民民参参加加－－理理念念とと方方法法」」  ののごご案案内内  

 ＜丹沢大山自然再生委員会・市民参加研究会主催＞ 

日 時：４月 18 日（土） 13:30～17:00 

会 場：ワークピア横浜（横浜市・山下公園前） 

定 員：60 名（申込み先着順） 

参加費：無料 

プログラム 

・報告１ 市民参加研究のレビュー／泉桂子 

・報告２ 市民参加の実践から考える 

     市民団体による公園管理／佐藤留美 

     里地里山つくり／松村正治 

     森林の働きを評価する／柿沢宏明 

     森林ＮＰO は市民と森をつなぐために何ができるか／吉村妙子 

・報告３ 市民組織の運営から考える 

     国有林赤谷プロジェクトにおける住民・ＮＰO・行政の参加／土屋俊幸 

     水源環境保全での市民参加の成果と課題／長谷川朝江 

     イギリスの国立公園に先例を見る／谷川潔 

     丹沢大山自然再生委員会の運営／木平勇吉 

・報告のコメントと総合討論 
申込方法：氏名・連絡先・連絡方法を明記し下記に申し込む 

申込先：木平勇吉 FAX 0467-33-2651  

  

パークレンジャーより自然公園情報  

確認日：3 月 18 日（水） 

＜コース＞西丹沢：寄～コシバ沢  

＜登山道注意点情報＞ 

寄～雨山峠間の殆どが沢沿いを歩く径路になっています。この区間にペイントによるマーキングが過剰に付けら

れ、景観を損なうまでになっています。このような行為を防ぐ意味も含め、寄沢～コシバ沢の間に 7 本の指導標を

設置しました。 
 

 

★お問合せ・連絡先（協働編集事務局） 
神奈川県自然環境保全センター 自然保護課 大木伸一 

〒243-0121 厚木市七沢 657  

電話：046－248-6682 ﾌｧｯｸｽ：046-248-0737 

 

丹沢ボラネット瓦版３月号 ／2009 年 3 月 20 日発行：丹沢大山ボランティアネットワーク（世話人代表 奥津昌哉） 



 - 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

山の保全・再生に向けた政策提言を行

い、各分野のパネリストが語りあうもの

です。詳しい内容については｢丹沢大山総

合調査｣のホームページ、チラシをご覧く

ださい。県民調査に参加された方はもち

ろん、広く一般の方の参加をお待ちして

おります！ 
http://www.minnano-tanzawa.net/ 

 

 

４月６日に行われた｢丹沢大山ボランティアネットワーク２００８年度総会｣を皮

切りに、４月２３日｢丹沢の緑を育む集い｣、７月１７日｢丹沢大山クリーンピア２１｣

の各総会が開催され、平成２０年度もボランティアの皆さんと行政との協働による自

然環境保全活動がスタートしました。 

この号では、今年度に計画されているボランティア活動支援・協働事業についてお

知らせするとともに、春に実施したいくつかの事業について紹介します。 

平成 20 年度の丹沢の緑を育む集い実

行委員会による事業計画が次のとおり決

まりました。 

１. 植樹事業 

（１） 植生回復活動（実施済） 

●内容：三ノ塔周辺での植樹を予定しま

したが、雨天のため、札掛周辺の観察

会に内容を変更しました。植樹作業は

秋に実施予定です。 

NPO 法人丹沢自然保護協会との共催 

●実施日：平成２０年５月３１日（土） 

●規模：ボランティア等３０人 

（２） モニタリング活動（実施済） 

●内容：三ノ塔植栽地の苗木の生育状況

と植栽地の植生について調査 

NPO 法人丹沢自然保護協会との共催 

●実施日：平成２０年６月２５日（水） 

２. ウラジロモミ等防護ネット設置事業 

●内容：天王寺尾根でのウラジロモミ

等へ設置した防護ネットや留具の補修、

交換 

丹沢ボラネットとの共催 

 

 

●実施日：平成２０年９月２７日（土） 

予備日：9 月２８日（日） 

●規模：丹沢ボラネット１０団体５０名 

３. 広域保全活動事業 

（１） 水質調査（実施済） 

●内容：丹沢大山流域の水場２８箇所で

の大腸菌群数等の調査 

丹沢ボラネットとの共催 

 丹丹沢沢大大山山保保全全活活動動ニニュューーススレレタターー  第第１１７７号号  

平成２０年８月１５日 

 

 

植栽した木の生育状況を調査中 
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●実施日：平成２０年５～７月 

●規模：丹沢ボラネット６団体 

 
 

（２）登山者カウント調査（実施済） 

●内容：大山、塔ノ岳、蛭ヶ岳山頂での

ルート別登山者数調査 

丹沢ボラネットとの共催 

●実施日：平成２０年５月４日（日） 

●規模：丹沢ボラネット２団体 

 

 

（３）森林整備活動 

●内容：富士見橋付近での森林整備 

ＮＰＯ法人丹沢自然保護協会との共催 

実施日：平成２０年１１月２９日（土） 

予備日：11 月３０日（日） 

●規模：県民ボランティア等 

（４） 体験学習 

●内容：山北町皆瀬川上流での夏休み親

子自然探検隊の開催（※詳細は別紙） 

丹沢ボラネットとの共催 

●実施日：平成２０年７月２７日（日） 

●規模：一般県民親子 10 組 

４ ボランティア団体活動助成事業 

（１） 活動助成・苗木支援（審査中） 

●内容：丹沢大山をフィールドに自然環

境保全に関する活動を行うボランティ

ア団体へ活動助成と植樹活動への苗木

支給を行います。現在、募集は終了し

実行委員会で審査中です。 

（２） 物品貸与 

● 内容：トランシーバー、クリノメータ

ー、ＧＰＳ等の調査用具やスコップ等

の作業用具を貸与します。詳細につい

ては事務局へお問合せください。 

◎ 平成 10 年度からの活動が、「森林病

害虫等防除活動優良事例コンクー

ル」（主催：全国森林病害虫獣害防除

協会）で、7 月 23 日表彰されました。 

４月６日（日）に自然環境保全センタ

ーレクチャールームにおいて｢丹沢大山

ボランティアネットワーク２００８年度

総会｣が 3 部構成で開催されました。参

加者は全会員３６団体のうち１５団体１

５名と自然環境保全センター等５名、計

２０名でした。  

 

水場における採水状況 

大山山頂付近におけるカウント状況 
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第1部では年次報告と２００８年度計

画が承認されました。続いて、会費徴 

収を主とする会則改正案が世話人会から

提案され、了承されました。さらに、世

話人の改選が行われ、5 人の世話人が選

出され、代表に奥津昌哉氏（NPO 法人

丹沢自然保護協会）が選ばれました。 

第２部では、丹沢の緑を育む集いボラ

ンティア団体活動助成事業対象６団体か

ら幅広い分野にわたる活動報告が行われ 

ました。 

第３部では、自然環境保全センター職

員から、『丹沢大山自然再生における「丹

沢ボラネット」と「丹沢大山自然再生委

員会」の役割について考えよう』という

テーマにもとづく問題提起があり、意見

交換が行われました。 

 

１. 丹沢大山流域の水質調査 

この調査は、丹沢大山流域の水場を

中心に選定した２８箇所の水質のモニ

タリングとして、「丹沢大山ボラネッ

ト」と「丹沢の緑を育む集い」共催に

よる事業として実施しています。 

丹沢自然保護協会、みろく山の会、

北丹沢山岳センター、四十八瀬川自然

村、西丹沢の自然にふれあう会、神奈

川県フィールドスタッフクラブの６団

体の皆さんにより、5～７月にかけて

現地で採水され検査機関へ採水ビンが

送られました。 

２. 植樹活動 

５月２４日（土）に「丹沢自然保護

協会」と「丹沢の緑を育む集い」との

共催で第１７回「コリドー（緑の回廊）

を丹沢から」を合言葉に、植樹活動を

予定しましたが、天候不順により 5 月

31 日（日）に延期しました。 

当日は、あいにくの雨天となったた

め、内容を清川村札掛の境沢林道周辺

の観察会に変更しました。植樹作業は、

秋に再度実施する予定です。 

苗木の生育状況や植生保護柵内の植

生状況のモニタリングは、6 月２５日

（水）に実施され、2004 年植栽地の

状況を調査しました。植栽地のなかに

は、野鳥の繁殖も確認できました。 

 

 

３．登山道利用実態調査 

  この調査は、丹沢大山の主要山頂の

登山者数をモニタリングし、登山者数

の動向把握や登山道管理の基礎データ

蓄積のため、丹沢ボラネットと「丹沢

の緑を育む集い」との共催で実施して

います。 

ゴールデンウィークの真っ只中の５

月４日（日）に北丹沢山岳センターと

みろく山の会により大山、塔ノ岳、蛭

ヶ岳の３山頂 13 登山道路線について、

上り下り別の登山者数がカウントされ

ました。（なお、水質調査及び登山道利

 

巣の中で鳴くヒナ 
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用実態調査の調査結果は、丹沢自然環

境 情 報 ス テ ー シ ョ ン ｅ Tanzawa

（http://www.e-tanzawa.jp/）に掲

載予定です） 

４．清掃登山・登山道補修   

 

4 月１９日（土）にみろく山の会主催に

よる「第 2６回清掃・登山道整備活動」

が実施され、多くの参加者を得て表丹沢

の登山道清掃と大倉尾根線での水きり設

置やウッドチップの敷き均しが行われま

した。 

5 月 2５日（日）には神奈川県勤労者

山岳連盟による「２００８丹沢クリーン

ハイク」が実施され、100 人を超える多

くの参加者を得て表丹沢の登山道清掃と

表尾根線での階段補修や水切り補修が行

われました。 

 

 

７月１７日（木）に｢丹沢大山クリーンピア２１｣の総会が伊勢原市商工会中会議室

で開催されました。｢丹沢大山クリーンピア２１｣はボランティア団体、企業、各種団

体、行政機関など１０１の団体・組織（平成２０年４月現在）で構成されています。 
今年度は、次の事業を予定していますので皆様のご協力をお願いいたします。 

１. 丹沢大山クリーンキャンペーン 
● 期 間：平成２０年１０月中旬（日）～１１月下旬（予定） 
● 内 容：市町村主催による丹沢大山地域の美化キャンペーン及び清掃活動の実施 
２. ボランティア活動への支援 
● 内 容：ボランティア団体会員による丹沢大山地域での美化意識の普及啓発活動

や清掃活動への助成とゴミ袋などの支給 

 自然環境保全センターとNPO法人日本エコツーリズム協会のコラボレーションで、

講座を実施します。プロの山岳ガイドやインタープリテーション（自然解説）の指導

者など一流の講師陣と熱く丹沢を語る、４ヶ月間の連続講座に参加してみませんか。

エコツアーガイドを目指したい方、丹沢の自然環境問題に心痛めている方、アウトド

アの安全指導技術を習得したい方・・・そんなみなさんのご参加をお待ちしています。 

 詳細は、自然環境保全センターのホームページをご覧いただくか、自然保護課まで

お問い合わせください。第 1 回講座（合宿）は 9 月 26 日～28 日の予定です 

 

 発行：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 

   〒243-0121 厚木市七沢６５７ 

  TEL 046-248-6682    FAX 046-248-0737 

 E-mail sizenhogo.241@pref.kanagawa.jp 

      http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/1644/tanzawa.html 

 

丹丹丹沢沢沢エエエコココツツツーーーリリリズズズムムム担担担いいい手手手育育育成成成講講講座座座ののの受受受講講講生生生ををを募募募集集集しししままますすす！！！   

みろく山の会の活動報告会の状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

「丹沢大山自然再生計画」を策定し、

丹沢大山自然再生事業としてスタートし

て今年度で２年目となりました。 

県民参加・協働に関する事業について

も、「丹沢大山自然環境総合調査（1993

～1996 年度）」の結果に基づく提言を

受けて開始された活動や、「丹沢大山総

合調査（2004～2005 年度）で行った

県民参加事業を母体とする調査活動や保

全活動などを継続しております。また、

新たに位置づけられた事業も始まりまし

た。 

この号では、平成２０年度に実施した

ボランティアの皆様と県との協働による

活動や協働のための新たなしくみづくり

の動きについてご紹介します。 

＜自然環境保全センター＞ 

１. 植樹事業 

（１） 植生回復活動 

当初5月に計画したものの雨で2回中

止となりましたが、主催者の熱意により

再度チャレンジ。 

１０月 2５日（土）に三ノ塔東斜面直

下の治山工事施工地において、NPO 法

人丹沢自然保護協会との共催による植樹

活動を公募により実施しました。 

参加者 13０人は、ブナ、ミズナラ、

ニシキウツギ、ケヤマハンノキの約 400

本の苗木を担いでの登山のあと、植生保

護柵内に植栽をしました。参加者の皆様、

お疲れ様でした。 

（２） モニタリング活動 

翌日の 2６日（日）には、同箇所で植

栽した苗木の生育状況や植生保護柵内の

植生状況など森林再生過程を把握するた

めのモニタリングが実施されました。今

後ともよろしくお願いします。 

 

少しずつ植栽が進む三ノ塔東斜面 
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２. ウラジロモミ等防護ネット設置事業 

９月 2７日（土）に丹沢ボラネットと

の協働で、ウラジロモミなどへのシカに

よる樹皮の採食を防護するために設置し

たネットの補修や交換を実施しました。 

当日は好天に恵まれ、丹沢自然保護協

会、四十八瀬川自然村、町田グラウス山

の会、みろく山の会の協力を得て４０名

の参加者により、天王寺尾根を中心に作

業を行いました。 

ネットの交換・補修が 1０３本、新設

が７本となり、平成 10 年度からのネッ

ト設置本数は 109９本となりました。 

今後も、ネットを設置した樹木は生長

するためモニタリングとネット補修を続

けていきますので、よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．広域保全活動事業 

（１） 森林整備活動（炭焼き体験） 

1１月２９日（土）、ＮＰＯ法人丹沢自

然保護協会主催の森林整備活動に共催と

して参加しました。 

１５名の参加者は、県立札掛森の家で、

リーダーの指導のもと、間伐作業や工事

の支障木として発生した木材から木炭を

焼く体験をしました。せまい炭窯の中に

入り、奥から材を立てて詰め、釜口から

着火しするまで体験することができまし

た。 

山の生活と森の関わりの一端を理解す

ることができたのではないでしょうか。 

（２） 丹沢大山の水質調査（後述） 

（３） 登山者利用実態調査（後述） 

（４） 夏休み親子自然探検隊（後述） 

４．ボランティア団体活動助成事業 

今年度は、５団体が助成対象となりま

した。また、３団体へ苗木の支給を行い

ました。対象団体と活動内容は次のとお

りです。 

● 助成活動 

① 神奈川県山岳連盟「丹沢二ノ塔周辺清

掃」 

② NPO 法人北丹沢山岳センター「神ノ

川流域広河原残骸処理と植樹活動」 

③ NPO 法人四十八瀬川自然村「丹沢再

生あかるい森林づくり」 

④ NPO 法人みろく山の会「丹沢の緑を

育む事業」 

⑤ NPO 法人神奈川ウォーター・ネット

ワーク「淡水魚・両生類分布及び水質

調査」 

 

 

 

 

 

 

 

大倉地区の清掃活動 

● 苗木支給 

① NPO 法人北丹沢山岳センター「神ノ

川流域広河原植樹活動」 

② NPO 法人四十八瀬川自然村「丹沢再

生あかるい森林づくり」 

③ NPO 法人みろく山の会「丹沢の緑を

育む事業」 



 
 

 
 

丹沢大山総合調査での県民参加事業の

継続事業として丹沢の緑を育む集いの支

援を受けて丹沢ボラネットが実施してい

る活動を紹介します。 

調査・活動結果については、丹沢自然

環境情報ステーション e-Tanzawa を

ご覧ください。 

http://www.e-tanzawa.jp 

１．丹沢大山の水質調査 

丹沢大山の水場の水質モニタリングと

して、神奈川県フィールドスタッフクラ

ブ、北丹沢山岳センター、四十八瀬川自

然村、丹沢自然保護協会、西丹沢の自然

にふれあう会、みろく山の会の協力によ

り５月から6月にかけて２８箇所の水質

調査を行いました。 

 

竜神の泉（秦野市）での取水 

２．登山者利用実態調査 

ゴールデンウィークで賑わいをみせる

５月４日の大山、塔ノ岳、蛭ヶ岳のそれ

ぞれの３山頂で、各山頂へ通じる登山道

の登山者数をカウントする調査を北丹沢

山岳センター、みろく山の会の協力によ

り実施しました。 

 

塔ノ岳直下における測定状況 

３．夏休み親子自然探検隊 

「自然の楽しさを体験してもらおう」

と神奈川県フィールドスタッフクラブと

みろく山の会の協力により、7 月 2７日

（日）に開催しました。参加した親子３

０人は、スタッフや門田先生（県立生命

の星・地球博物館外来研究員）の案内の

もと、山北町皆瀬川の渓流沿いをサンゴ

の化石を探しながら歩き、水を育む丹沢

大山の自然や歴史を学びました。 

 
よく見て岩から化石を探し出そう 

各調査・活動に参加くださりました丹

沢ボラネット会員団体の皆様、お疲れ様

でした。 

 



 

１．丹沢大山クリーンキャンペーン 

期間：10 月 1９日～11 月１６日 

内容：丹沢大山地域での美化キャンペー

ン及び清掃活動の実施。 

実施報告：毎年、登山者が多くなる秋に

山北町、秦野市、清川村、伊勢原市、厚

木市、松田町、相模原市の会場でゴミ持

ち帰りの啓発活動と美化清掃活動を実施

しています。 

クリーンキャンペーンの期間において、

７会場（中央会場は山北町）で地元自治

会など８８団体、３,０１２人の参加をい

ただき、約２トンのゴミを収集しました。 

 また、年間を通じてボランティア団体

会員の皆様や丹沢ボラネット会員でもあ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松田町寄地区におけるクリーン活動 

る神奈川県勤労者山岳連盟、神奈川県山

岳連盟、北丹沢山岳センター、みろく山

の会などの団体にもご協力をいただき清

掃登山などの清掃活動が行われています。 

 

          

 

「登山道補修隊」は神奈川県内の自然

公園における登山道の補修を主な活動内 

容として、自然公園指導員の有志とか

ながわパークレンジャーを含む自然環境

保全センター職員により構成されていま

す。２０年度の丹沢での補修隊は１０回

の実施で計１００名が参加し、木橋かけ

直し、倒木整理、指導標補修、落葉掃き

（ヤマビル対策）、登山道路面整備など精

力的に行いました。 

 

 

 

階段の補修に取り組むメンバー 

 

 

 

 



 

平成 19 年 8 月に丹沢大山の自然公園

を中心に活動する「かながわパークレン

ジャー」3 名が採用され、9 月から活動

をスタートし、平成 20 年 9 月で自然環

境保全センターが所管する丹沢大山及び

陣馬相模湖の公園歩道約３５０ｋｍ全線

の巡視を達成しました。 

巡視をとおして、自然公園施設の点

検・応急補修、自然公園利用に関する指

導、希少な野生生物のモニタリングなど

を行うとともに、神奈川県自然公園指導

員と共に補修隊として登山道の補修活動

を実施してきました。また、自然公園指

導員やビジターセンターなどと協力して、

登山道情報や自然情報の収集・発信も精

力的に進めています。 

丹沢で制服を着た「かながわパークレ

ンジャー」に会いましたら、お気軽にお

声をお掛けください。 

丹沢大山総合調査における特定課題のひと

つである「自然公園の適正利用」。この課題に

取り組む具体的事業として「県民協働による登

山道維持管理の実施」があります。その第一弾

として、平成２０年９月に NPO 法人みろく山

の会と神奈川県自然環境保全センターの間で

「県民協働型登山道維持管理補修協定」を締結

しました。公園歩道大倉尾根線において、NPO
と県との連携による登山道の維持管理が始ま

りました。 
今後、表尾根のほかの登山道にも広がるよう

取組みが期待されます。    
  

 

県県県民民民協協協働働働ににによよよるるる登登登山山山道道道維維維持持持管管管理理理補補補修修修活活活動動動がががスススタタターーートトト   

NPO 法人みろく山の会自然保護部の皆さん 



 
 
 
 

展示･内装の改修工事を進めてまいりま

した西丹沢自然教室は、平成 21 年 3 月

20 日、リニューアルオープンいたしまし

た。 

新しい西丹沢自然教室のコンセプトは

「登山と自然体験、交流のまなびや」。登

山者や観光客が、ふと足を止め、居心地よ

くお茶を飲んで語り合えるよう、暖かいス

トーブや大きめのテーブルなどを設置し

ました。目指すは、丹沢の自然談義に花が

咲く、山小屋の食堂のようなビジターセン

ター。「豊かな自然を体感し、学び、わか

ちあい、自然環境保全につなげるような登

山やキャンプのスタイル」を、西丹沢から

発信していきます。 

 

 

   
 
 
 
 

 平成 19 年度から、丹沢大山のボランテ

ィアによる保全活動の拠点として整備を

行ってまいりました自然環境保全センタ

ーの新本館及び周辺整備の工事が概ね完

了しました。 

 会議や講習会に使うことのできるレク

チャールームやワーキングルーム、丹沢の

自然環境を学べる展示室や図書室などが

あります。皆様の御利用をお待ちしていま

す。 
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交流スペースは語らいの場 

最新の登山道情報が書き込まれます 

 

西丹沢自然教室

のユニークな外

観 

県産木材を使った 2 階建て 




