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ヤマツツジ(ツツジ科)

ヤマツツジは、 九州から:||コ海遭の 野に広く している。
万葉集、柿本朝 呂の歌集の歇に「 物思はず 遣 < <
も 青 を ふりさけ れば つつじ花 にほえおとめ 桜花
さかえおとめ 」と詠まれている。ヤマツツジは、ヤマザク
ラとともに古<から ス〓に愛されている。

花期は、初真から夏に 、朱 、紅紫 の花をつける。中
に,は、 の花をつけるものもある。 江戸咽寺代流 したサツキツ
ツジは、ヤマツツジの「枝変り」 種の「突然変異」で、さらに

然交配により多<の薗芸種が まれた。旧暦の五 げづ庶跚こ
嘆くことにより、その洛は由来する。

の寿命は 較的永い。群 県館林市の「つっじが岡公顧」に
は、樹齢8oO年と紹介されている がある。
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発 に寄せて

このたび、 朧町宝登 に「ヤマツツジ再 の丘」を設置、槙樹絡了にあた
髪‰「活動の記録」を発 することになりました。ヤマツツジの植槇 管理につ
きましては会員をはじめ、地元 瀟町閲係者の皆標、埼 県緑化推進委員会の
皆禄のご埋解とご櫑カを項き厚<御礼を申し上げます。

さて、 瀞宝登 は、 潮 淀 然公櫑の中に位置し、その森林は針葉樹が
中 でした。時には、厳冬期重い多量の雷により多くの雪折 を じました。
ヰ肺れ2年6 、宝登 「闔季の丘」植栽計画策定委員会が発 ,私は、森林

イ ンス ト ラク - 会の代表と して委員を委媚されま した。 (賛料ー 伐期齢
の針葉棚伐操跡地には、矚季の変化に當んだ 然植 の広葉樹を中 に,植栽

針が'検討されま したo
埼 会としても、この活働に参加する 向性を考盧していました。平成欧惟存

lo ���� 、 寄屠町鍾撞堂 「森の中の薬草」 研修会終了後、 参加者 l9冬によ
り宝登 の現地視蔡し、翌春総会で承認されました。
以前g宝登 周辺の ヶには多くのヤマツツジが ヘ5 新緑の林間に
の花が景観美を せていました。今は、わずかに点在するだけです。かって

の景観美を再 しようとヤマツツジの植樹を決め、植栽地は、宝登 ケープル
項駅に隣巖ずる鳳 鴎mの 地です。
平成 ���� 年 �� �� 、 滸町役場にて、 埼 森林イ ンス ト ラ ク タ -ー会と 浦町

との「 瀟町森(もり)づ<り協定書」を作成しました。
套官1回植梱祭と冬を付けて、ヤマツツジ22O株を、 游町 澤芳夫町 ほ

か役場職員、 灌の花と緑を守る会野ロ正±会 ほか会員、埼 森林インスト
ラクター会会員等多数の参加者により植栽しました。植描の地ごしらえは、

モミジイチゴ(キイチゴ)が主で、低 の えている 較的簡単に えまし
たが、作業を始めると、地表には針葉樹を伐 し、利 できない切り残した部
分や伎が散乱し、苦労しましたo

ヤマツツジの苗 の購 は、秩 市の 官櫃物閨にお願いしたところ、県内
では 困難とのことでしたo東北の那須 で したとのことで、現在、
東北でも多暈のヤマツツジの 産は控えており、賑やかで つ薗芸ツツジが
中 との樺 です。

������ ���� 年度、 森林育成事業補助 の交付を受けま した。 ���� 年度は、 作莱 具
を詞達、 ���� 年度は、 「ヤマツツジ案内板」 と 「活動の記録」 作成費 に使 して
います。

案内板はク'ラ ピ~アに掲栽されている形のものです。 九太材は �� と きがわ町



ロ

でいただき、 法に伐 して秩 市荒川の 林製材所に、江原俊雄会員のトラ
ツ ク で 搬 しま した。 伐 の時期が、 秋分以降て 蕗ない と腐朽 しやすい と われ、
i拠献て9 に伐 、防腐剤加圧注 法により処理し搬 、所定の形状 法に
製作 しま したo

案内板の 字のてん刻は、 宮 児会員が引き受けて<れました。案内板の
字が、楷害でなく草書のため、てん刻作成に時間を要しました。しかし、仕

.上がった平 の案内板は、曲 となり修正の必要が じました。案内板は、薊故
の分割板を組み合わせたもので、分解して加圧修正し、旬 を経て完成しまし
たので、現地にて組み てました。

私は、 材の案内板の作成にょり、改めて 材の物埋的性質を学ぴました。
は、 然の中で成育し、成 した を使 する時は 然の摂理に従い、 然

の原則を埋解することが 切であると うことを学ぴました。社寺建築に携わ
る 達の匠の披や、 組みに対するー端に触れる思いがしました。
多くの ヶにより、植棚されましたヤマツツジは年年成 し、 い花で斜

を埋め尽<し、 なみに拾った花のうねりを せて<れることを期待していま
す。

これから、埼 会森林インストラクター会は「ヤマツツジ再 の丘」の管理
育成につ と めてまい り ますが、 関イ系の皆糠の ご指譁 ご'理解の程お願い申 し上
ケ孔「活動の記録」発 に寄せることぱといたします。

( 中敬称路)

平成24年2 �� �2 埼 森林インス トラクク 会
会 岩 洋



次

特別寄稿 渝町町 澤 芳夫 ���������������������������������������������������������������������������������������X ��
公益社団法 埼 県緑化推進委員会
代表理事 室 正 ���������������������������������������������������������������������������������������0 ��

I「ヤマツツジ再 の丘」の歩み
�� 設 経過と歩み 岩 洋 ���������������������������������������������������������������������������������������Q ��
�� 森づくり活勤の実績 黛 治男 ���������������������������������������������������������������������������������������Q ��

研究 謂査 研修記録
�� 宝登 の櫃物 杉 茂 ���������������������������������������������������������������������������������������� ��
�� 植物標本作成 豊福 ÿÿ ����������������������������������������������������������������������������������������������

森林詞査の測量 林 喜三 �������������������������������������������������������������������������������������������O��
地球環境と森林 林 喜三 ����������������������������������������������������������������������������������������������ぃ (,o

班 特別寄稿
�� 宝登 「聞季の丘」に花 を櫃えることの 切さ

�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R���� ����

�� 埼 森林インストラクター会の植樹に参加して
朧の花と緑を守る会会 野 正 ����������������������������������������������������������������������������������

糊 会 寄稿 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

飯塚 明 池 雄 斎藤 隆 佐藤 永治
杉 茂 武 訓 宮 児 星野 芳男

芳野 光夫

会 名簿 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

資 料
(1)宝登 「四季の丘」策定委員会基本 針 ����������������������������������������������������������������������
(2)森づ<り協定書 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(3)案内板設置申請書閲係 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

あとがき 黛 治男 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

ÿÿ �� ÿÿ



ヤマツツジ再 の丘 ��

活駈の記録に寄せて

�H �� 濡町 澤芳夫

森林インストラクターの森「活動の記録」発刊、誠におめでとうございます。
私と埼 森林イ ンス ト ラ ク 会と の出会いは、 宝登 季の丘植栽計画策定委員

会で、 私の 校の先輩で埼 森林イ ンス ト ラ ク タ 会の岩 会 に委員 をとお願い し
茯〈 彊|き受けていただい7'こご と からにな り ますo

私は以前から、 濡町のシンボルでもあります、宝登 の 部分が、スギ ヒノキ
等の針葉樹に覆われていたためハ暗いイメージを持つておりましたので、四季の彩り
を感じられる朋るい に.戻`したいとの夢を抱いてお り ま した。

宝登 全体が 漏 淀 然公閨条例に指定されていることもあり、スギ ヒノキを
伐採することは困難な状況でしたがk県及び閲係機関櫑池框者の ヶと協譲を重ねた

聞地計画を て`て、 伐採をする と い う 向性を していただき、 これによ り 、
県造林を伐採をする こ と ができ ま した。

その後、 伐採した後に どのよ う な樹 を植栽したらいいのか、 また、 事業賽の確保
等、 さま ざま な間題が じてお り ま したが、 県よ り 全業 団体と森林づ〈 り脇定を
締結し、 企業 団体に植栽 管理をお顛いずる事業を活 した ら~ど う かと い う ご~提案
をいただきま したo
森林づ< り 協定と は、 森林を守り 育てるため、 森林づく り活動を う企業 団体、

活動場所を提供する市町村等が協定を結び、協カ して森林づ く り 活動を う も のです
現在、 濡町と協定を締結し、 宝登 において森林づく り活勤を っている企業

団体は9団体ございます。
埼 森林インストラククー会はこの団蜘のレプ徹平成21年に 濡町と櫑定を締

結させていただきま した。
埼 森林インストラクター会はA宝登 のヤマツツジの再 を 指し、ロープウェ

イ 項駅の南イ則O. ���K�Dの敷地に、 約6 �2 O抹のヤマツツジを槙栽され、 その後毎
年、 下草メU り 等の維持管埋に活発な活勧を展開 されてお り ますこ と に対し、 探い感銘
と敬意を表します。 う
曼射輿「ヤマツツジ再 の丘」を、 瀟観光の拠点の屯つとして、県内外に広く発

信をして きたいと考えております。
私達の時代で、 季の移ろいのある綺麗な宝登 を るとい う 事は出来ないかも し

れません。 しかし、 この事業が池に を投げ れたごと く 、 き な波と なっ て広が り
を せる もの と確イ をしてお り ます。 ��

最後になりますが 埼 インストラク ー会の益ヶのご発展い会員の皆横のご健勝
ご多幸をご祈念申し上げs発刊に際しましてのご挨拶とさせていただきます。
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ヤマツツジ再 の丘活動の記録発 仁害 て

公益社団法 埼 緑化推進萎 合
代表遅事 室正

この麓ぴ、埼 森林インス う ター合の皆振か宝登 「聾孝の丘jに5丁〇株のヤマ
ツツジ在櫃栽されヘ杆 マツツジ再 の丘J在造られ麓ことに敬意巷表荳ととも厦感識申し
上げま芽o近い将来にはこのヤマツツジかオレンジの兒事な花在嘆か世宝登 葺彩ること
と思いま百"。

さて、この機合にインス う ーの舎の皆揮にー糞巷担つてい麓蘆きまし麓宝登 の
緑化|こ`ご)し 竃て申 t.ノ上|ブてみだ し と思し 難ま荳o

平成†9年†〇 から広葉樹が値栽されてき麓宝登 「鱸季の丘」は、 稽は約9.3
へ ールあり元廟針葉樹(スギ ヒ キ)の昂造林地でし蘆o漂造林とは 累か 地所
有者から 地巷惜りて、昂か櫃栽して保奮管理し、5〇年後に 在売り拙い、その収益
在昂丁ご 地所有者3の割合で沿収荳るもので芽oしかしなからここ宝登 の累造林は値
栽してから約丁〇箇8〇年経週しておりましだか、戊採し 材在売り拍いことかできま世
んでし蘆。売り拍うことかできない理 は、戊採後の値林計画ぴ てられないことにあり
ましだo

昂造林の経営 標は累における模範的な森林経営で荳oその症め戊採後も再度 地所有
者と契約して、値林在 い森林菴縺拮継続さ世ることか姻要でありま荳。しかしこの宝登

の 地所有者は 滞共有 林組合jで 地登記簿には多〈の万の名義が記戰されてお

り 租続登記もされていない状況でし蘆o昂造林の 契約の漉めには 地登記簿厦記戰

されている万全員の押印ぴ姻要な蘆め 契約在荳ることか困難な状況でし靂o値林の計画
か てられない蘆め、戊採して放置芽るわけに かないので、戊採荳ることかできま世ん
'でし起o し

宝登 の状況かこのような中 私か渥ま蘆ま牢成†5箇†6年度に埼 累秩 農林振興
セン ーの所 に就任しており、秩 地域の昂造林の管理者であつだ尼め、 澤 瀞町
から宝荳 の昂造林巷戊操して欲しいとの要望在受けておりまし蘆o

そこで戊採して再度橿林荳る万法の模討在重槍、 つの案在恩いつきまし蘆oその案と
は、累造林在戊採しだ後 累造林として再造林荳ること在取り檎めることにし、累以外の
万に櫃林していだだ〈万法で荳o櫃林ぴ姻す われることになれば昂の貢任は無〈なるわ
けで、櫃林巷町か責任巷持つて つてい麓だ〈ことか祭件でし尼o

この条 で、早遠 澤町 に提案し麓ところ、町 ぴ貫任巷持つて框林在荳ると約束し
てい蘆だきまし蘆ので、累造林壺戊採荳ること瘻い麓しまし渥oそこで牢成†8年から戊
採か姶まりまし症o

その後、 澤町 さんも町ぴ責任壺拮つて櫃林芽ることについては、 変御苦渚い麓だ

ー3ー



いだと聞いておりま荳。結果としては町が 瀞共有 林組合から 地在借 し値林荳るこ
とになりまし症。

牢成†9年仁は私も票在遅朧し、埼 累緑化推進委員合仁勤め、埼 森林ヴポー ー
ラブ、百年の森ゴ<りの貪の活動にも参加しておりましだので、舎度は宝登 の櫃林につ
いて御嬌 できないかと者えておりまし蘆oそこでま麓ーつの万法の提案在さ てい麓だ
きまし麓o町もお螢ぴ無いことから、民間の であるポうンテイア、Np〇ゆ正業の脇
在項いて森林在再 荳る万法で荳o

町 も荳ぐにこの提案に賛周在い症だき 民間の 援による宝登 の値林在はじめる三
とになつだところで荳。

最初に 在挙げ蘆のか、Np〇法 百年の森づ〈りの合でし麓。百年の森ゴ〈りの合で
は (株)秩 鉄逼 (財)ヴイ廿ン環撓保全墓盆 (社)i奇 昂緑化推進委員合等 マの害付互 募
るとともに4〇〇名在超えるポランテイアの参加在得て牢成†9年†〇 28 に約†

ター の 地仁855本の広葉樹在櫃林しまし蘆。
ご_の養直林| 続いて、 �1 |コ 〇法 t奇 森林†フ“ポーター うブ、′熊 交同窓貪、津 業(株)

三菱 Fd眉託銀 蓬抹勾 本旅 業協会、箇 りそな銀 、浦和 ーターリー ラブそし
て埼 森林インス う ー合の習糠に櫃林在してい握だい麓ところで荳o

私も平成†9年の百年の森ゴ<りの貪の値林 平成2〇年の埼 森林ヴポー ー ラブ
の櫃林に参加さ世ていだだき その後も毎年夏の 刈りに汗在流しておりま荳。毎年宝登

に 〈麓ぴに、 の揮祖か明る<なつてい<ように感じられま荳。舎年は百年の森ゴ<
りの貪の櫃林地では既に栗か実在付けておりましだ。毎年の成 在 られるごとが 変楽
し〈、 舎後†〇年ヘ′2〇年で櫃林されだ マは きな葉巷広|ブ、花在咽哭 蕗百"ご.とと 思いま
荳o百年後にはさそかし 派な広葉樹林虹なつていることと思いま荳。

宝登 ぴ 澤 滞町 さんの熱意で、美しい「聾季の丘」に変わることかでき、そして
私がこの事業にお 伝いでき渥こと壺とても嬌し<思つておりま荳oま症、地元 瀞町在
はじめ関係の皆揮万に 変な御脇 在い だいだことに個より感譁申し上げま荳。

ー4ー



I「ヤマツツジ再 の丘」の歩み

1設 経過と歩み

平成19年6 29 第1回宝登 「四季の丘」槙栽計画策定委員会
於 瀟町 ※資料 1

趣旨説明 檀栽計画策定委員紹分
7 24 第2回宝登 伐採跡地視察
8 1O 第3回今後の植栽計画について

以降~第7回 植栽樹種選定について

20年lO 彊2fう

21年 1 27
4 5

21年 5 1

5 16

参加者

21年 7 S

県造林伐採計画について
植栽上の留意事項について
各種団体の植栽計画

寄屠町 鎮撞堂 にて「森の中の薬草」研修
終了後参加者19冬 埼 会 植栽候補地
「虹季の丘」を視察。揚所 宝登 ケーブル
項駅隣接地O.2柚

第8回宝登 「四季の丘」植栽基本 針決定
埼 森林インストラクター会総会にて、
「ヤマツツジ再 」活勤 承認される。
瀞町役場にて
「 游町森林(もり)づ<り脇定書」作成

埼 森林インストラク ー会会
岩 洋

滸町町 澤 芳夫
第1回 植樹祭 ヤマツツジ 22O抹
緑の幕 緑化事業交付 5OO、OOO円
游町 澤芳夫町 ほか役場職員 11冬
滸の花と緑を守る会野 正 会 ほか �� 3多名

埼 森林インストラクタ ー-会 12冬
地元住民 2冬
森林ボ ラ ンテイア育成事業補助

埼 県 秩 農林振興センクー
対 象 宝登 「四季の丘」植樹 育林
内 容 作業機具 草刈機 唐瞰 下刈錬
交付 25o,OoO円

5



円 ヵ畑ぉ狛ワ m�Q�Y�L�O�2仏員燗臓ほ�B�’旧騙旦区
般会

ヵ付ほ正交業町野事夫会化芳る緑澤守を寡町緑の瀞と緑 花
障點参

洛蓿薗 AH員捨タ竃ラス民
地

舶埼 ンノ什林森
住元

蕕

円蕕猪箋 箋�2�2円円�Q�R

胸
2職会

場ー
役タ付 ク交 ラ業町事夫ス化芳ン林物寡町森植の滞 宮緑 埼

喧カ参

助補業事成育佇テンラボ林森ロ4凸ワ��

ÿÿ務事
円裡〇管O境環蕁県

成作書
発告啓報

ー及動タ普活ンセ置5埼林備設1晨藍板請辺内秩周案粡県象容 衛付設埼対内交抜

内案円H竚 申�Q�X��

員会会児タ.ラ宮トスン刻イん林て森蕗
照

置参設了板ビ内ラ案グ��箋働�B��

務事裡管境環県埼書告報了完円ハ遁��

�B

葺�B「プ炸�Bぱ_��逗_年脚庁A閲輩_ぃ董藁囁_

間_
直_す"�B

絣 景観再 指し刷帥ヤマツツジ植樹蹄陝_埼 森林インス ラ墓〕会ハ岩譯会
呈措憲町壽の宝登 標壹

苛ÿÿ丁 ?謹の国蓋岳のÿÿで 『地元の
ÿÿ �L�O�O�,�,�_�O�_�,�_�_�_�,||〓�,�_�_�,�_�,�O�O�O�O�_

魄朧�B
具所I�,蒙 蕗襄 遁蔓置

慈斜 に茎壷ンの苗妻櫃琶重霖インス ラク I会の遡ンパIらH畏嗣町畏漂宝語輪�,ー�� �B���C 竃 �C 翼實 �,�,�Oー �C ー禮�C �,實��轟�C _

ÿÿ四季の巨いは 灌町が管理している宝
登1プウェ射イ 項駅周辺のスギ�Bヒキの霆ロ広蕾を檀ぇて 林の畫保全を進め川異ム囲として景観壽を琶ているロ熊 森づくり_の蓋聖琶呂団体がヤマ栽ク素イハモミ 謡との轄畫篁開して いるロ岩 ^壹は班前 周辺の 逼駐数多〈のャマ對ツジが し5 の開花期に駐 の景観美を せていたDハ琶ゎずかに点在するだ謹と話すoこの駐め同会は配昨年から冠つての寮観を取り戻そ_三とャマツツジを植ぇているo場所は の魁竇累腔このは屓買、聖充の 墾芙町畏や投蓋竇濤の花と緑を守る萱野 正会呈の会 b詫蝿 が詰し穫o_詰者は徽鮮間隔で〈わで を据り苗 を1杢曼つ丁寧に檀えだロ沢町 は突蟄の の協カで森づ<りが琶bれてい渇o将来は 四季折 耕にV

��主町民ホラ辟ノ蓄ァらとともにヤマツツ ン2多<の に感顛宣える にな と詰し

ÿÿ點吾杢霆したoてい藍けハ當正重鮒

ゴ苳ゴ_丁�,ーー雫



「ヤマツツジ再 の丘」森づ〈り活動の実績

ー
ー

ヤマノノノ植樹準備 13冬
ヤマノノノ 已′實. 植樹 11冬 ヤマノノン 22O本
下メl」り 9冬

[葡[戰[\實馨[戰[戰闔[葡 |ー遁iーtfーi|尋|ー遁炉遁覆ー遁 〇〇〇〇〇〇〇�2�2炉遁iーi箇闔】ぴ|ヴ| 【葡鱸コ農ー實鷭蔓|ゴトー撃農ー撃杆蔓 コロ[\實篆[戰齟の

ゴ�\�\濡�U�\`馨萎 萎�R馨實 鱚ビ′ノ櫑ノ

��鱸

.I

蕎箇̀ノ 鷺`

下刈 り つる切り 冬
造林地コノハス測量 �� 4蔓名
地掠え 9冬
地祷え 11冬

22年度
地簀蔓存え �� 3冬
地茅存え 皐ュ

【勺[\ご憂憎l \コ【\コ鱚【ペ コ【勺【勺憎 杆 翼〇〇〇〇〇( 幼レ僻澳 oーlIーi〇憎iーt ゃー印�W�R膳トー曼 ノノ′ 轟】

ヤマノノノ植樹準備 12冬
ヤマノノノ植描祭 14冬 ヤマノノノ 250本値
下メljり �� 1冬【戰 【勺 〇 伐) 【勺 暈ー遁

造林地 コ ノハス測量 苳名
23年度
ÿÿ
ー
ー

(作成者 黛 治男)

ÿÿ �� ÿÿ



宝登 の槙

杉 茂
宝登 は、 瀞町にある標 497メートルの で、地質学的にも貴重な資

源である荒川河畔の 畳と合わせて秩 盆地の主要な観光資源である。 麓の
宝登 神社から 項まではロープウェーが設置されているので、地上での観察
に加えてロープウェーからの俯瞰も観察できる利点がある。

宝登 の植荘燗梟スギ、ヒノキの 林と落葉広葉樹主体の 次林からなり、
近年、 れの き届かない 林を伐採して、コナラ、カエデ、ヤマツツジ
などの広葉樹を植栽する活動が懐クな団体により展開されている。これは、林
業閲係者以外の が主体で っている活動であるが、地掠え、植栽、下刈りな
ど 運の作業は林業に通じるものであり、貴重な体験の場である。また、今後
敷 年に渡り、広葉樹の成 過程や森林の発達過程、森林 態系を観察できる
学習の場となり、さらに、数百年後の次代を担う ヶに引き継がれるものと思
汎
我ヶが、四季の丘の作業と数回の観察で把握した樹 と草本は別表のとおり

であるが、これは、観察可能な東南 の 部あることと限られた時期に観察で
きたもので宝登 の植 のご< 部であることをお断りする。
樹 としては、クマシデ、ホオノキ、トチノキ、ネムノキなどの につい

ては、芽吹き、開花、冬芽など地上からでは観察できない樹冠の檬 がロープ
ウエーから観察できたo低 では、早惹に嘆きだすダンコウバイ、ツ ハシパ
ミ、キブシ、ヤマザクラ、初夏のヤマツツジ、ヤブデマリ、ウツギなどが多く

を楽しませて<れる。 カエデ類ではイロハカエデ、 イ ヤカエデ、 ウリカエ
デ、 エンコ ウカエデ、 チドリノキなどがあり紅葉が美しい。 の実では、 ツリ
バナ、 オトコヨウゾ'メ、 サンカクヅル、 ツノハシバミ、 ミツバアケビ~、 ムラサ
キシキブ、ノブドウなど 、形とも糠クで楽しい。

草本としては、避歩造の林縁と東南の伐採跡地の草地が主な観察地であるが、
春は、スミレ類が主役でアカネスミレ、アケボノスミレ、コスミレ、タチツボ
スミレ、ニオイタチツボスミレなど種類も多<観察に飽<ことはない。シュン
ラン、キンラン、ギンランも春の維 林で出会うと嬌し<なる。他にもセンボ
ンヤリ、フデリンドウ、チゴユリ、ヒトリシズカ、イカリソウなどが観察者を
喜ぱせて<れる。夏から秋にかけては、ヤマユリ、アキノクムラソウ、シロョ
メナ、 ユウガギク、 ワレモコウ、 フジカンゾウ、 ノハラザミ、 ヤマジノホト ト
ギスなどが順次開花する。遊歩造の林縁ではオオキツネノカミソリ、アキノギ
ンリ ョ ウソウ、 クサボクンが、 南 の伐採跡の草地ではホタルカズ~ラ、 トモェ
ソウ、キキヨウ、ツリガネニンジンなど出会いの喜びを めて<れる花もたく

8



さんある。
総じて、宝登 は年間を通して観光客に質の良い 然景観を提供し、観察者

にとっても 分に観察の楽しさを昧わえる植物の宝庫である。地理的、気候的
に特殊な植物の分布はないが、逆に、温暖な気候であることと蕗葉樹が主体で
あることから、樹 も下草としての草本も種類が多いことが きな特徴である
といえる。とりわけ麓から眺める瀬緑躙蕗春の 瞬にだけ輝<格別の 合いで、
滸に住む 癆にとつてはこれが「ふるさとの 」なのかと思う。そして、秩
の外に住む私にとつては誠にうらやましいo

キブシ料 キブシ

ラ實ノ科 キンラン

薫 槍.櫑

曼nとと 嚢學f蓄:",畫蓄ヶ
苳

轟

カパノキ科 ツノハシパミ

9



宝登 のヰ直物
�� 樹

担 名
アオダモ

蓄芽ク 名
モクセイ科

アォツヅ`ヲフジ

���� ツクバネウツギ
種 名 拝 各

スイカズラ科
ツヅラフジ科

アプ〕メガシウ

���� ツタウルシ
トウダイダサ科 4ご暑 ツノハシバミ

ウルシ科
カバノキ科

イタヤカエデ カエデ科
イヌザ ノシヨウ

6イヌシデ
ミカごノ科

嚢4 ツりバナ ニシキギ科
秦5 トテノキ

カバノキ科

�� イポタノキ

�� イロハカ I デ

���� ニガイチゴ

トチノキ雅l
ノ 葦ラ科

モクセイ科 ���� ニシキギ は 膚
カエデ科

9ウダイスカダラ
1oウダイ五ン濠

スイカズヲ科
���� Iニワ トコ

ニシキギ科
スイカズう科

���� ヌルデ
カバノキ科

11ウツギ ユキノ蔓 う“覆科

12ウリカ±デ カエデ科 プ

ウルシ科
�V�Rネジキ ツツジ科

ノイバ ヲ バラ科
ノブドウ

13ウワミ茎實ク壺 バラ科
���� エゴノキ ェゴ夏キ科
15エンコウカエデ カエデ科"遁

蕭; ォォックバネゥッギ スイカズ ヲー憲毒

���� ォトコョウソ メ7 スィカズラ科 り ÿÿ
18ガマズ塞 スイカズヲ科

���� カマツカ ノ 葦 ヲ科
���� ヵ`ヲス`リ櫑ごノシヨウ 蔓` 、カ ノ科

21キハギ
���� キブシ

���� クコ
キブシ

ハナイブごlダ

ヒノキ

暑蔓6

ブドウ科

ネムノキ マプ科 ÿÿ
蔓ズキ科

ヒノキ科 ��
フサザクラ フサザクラ篆写

���� ホオノキ

����

����

マタタビ
モク7レン科
マタタピ科

ミズキ ミズ=罵
�*�2 ミツノ 葦アケピ アケビ科

6竇 ミツノ 葦ウツギ ミツノ 篭ウツギ科
���� ミヤコザサ イネ科

マメ科

科
ナス科 Gご竇 ム ヲサキシキブ

24クサイチゴ ノ 篭う科 ���� モミジイチコ`

クマツヅラ科

���� クサギ クマツヅラ科 ���� ヤブコウジ �,

ノ 葦 ヲ科

ヤブコウジ科

り

26クマシデ カバノキ科

ヶマノ曼ズキ
�*�*

ミズキ科 的
ブナ科

ÿÿÿÿ
齟藺|

ヤブデマリ スイカズラ科
ヤマウルシ ウルシ科
ヤマダワ

29クロウメモドキ
3oコウゾ

クロウメモドキ科
クワ科

����

���2

ヤマコウバシ

クウ科

クスノキ科
ヤマザクう

���� コナヲ ブナ科ー ÿÿ ���� ャマツツジ

ノ 葦う科

ツツジ科

���� ゴ.ンズイ 璧ツノ 葦ウツギ科 ���� ヤマハゼ

���� サルトリ イノ 葦ラ 箇賽ラ科 �,
暮嚢ュ サンヵクツル ブドウ科

シモツヶ` ノ 葦ヲ科

スギ スギ科

ノ 葦う科

���� タ`ごノコウバイ

���� ズ蔓

���� タヲノキ

ェ蕗o チドリノキ 丼

ウコギ科

クスノキ科

���� ヤマブキ
ウルシ科
ノ 葦ラ科

カエデ科



2ご草 本:
寨重 名 科 名 種 名 科 名

�� アカシヨウマ ユキノシタ科 ���� ダイコ ノソウ ノ 篭`ヲ科

�� アカネスミレ スミレ科 ���� タケニダサ ケシ科 咋
aァキヵラマッ 芋 ポゥゲ科 43タチツポスミレ スミレ科

ー 蕗 し 」 ÿÿ
�, 蕗 し

4アキノギンリョウソウ ィチヤクソウ科 川誓4 タ曼曼 彊コ ヤマノイモ科
�, �� アキノタムラソウ シソ科 ���� チコ`ユリ 吻版7 吻ユリ科

�� アケポノスミレ スミレ科 ���� ツユクサ ツユクサ科

ÿÿ �� ァマドコロ ュリ科 ���� ツりガネニンジン キキヨウ科

8イカリソウ
9イゲマ

メ 科 �� ���� トモエソウ オトギリソウ科ギ

ガガイモ科 ���� ナンテンハギ マメ科
���� イヌタテ` タデ科 牢7 イタチ'ソポス蔓レ スミレ科

塚 ���� イヌホオズキ ナス科 ���� ニブごI`クサ シソ科

打 げ げ ������ イブキボウフウ セリ科 耐 s苳う 三曼ュ ナ ダ誤
���� ウマノアシガタ キごノポ'ウゲ科 ���� ニラ ユリ 科
���� ォォアブラススキ イネ科 ���� ヌスピ トノ xギ マメ科
���� オオキツネノカミソリ ヒガごノノ (ナ科 ���� ノノ xラアザミ
���� オオバギポウシ ユリ科 ���� ハごノシヨ ウヅル

キク科

キごノポウゲ科

���� オトコエシ ���� ォ蔓ナェシ科 ���� ヒトリシズカ セごノリヨウ科

���� オ ドコロ

���� カエデドコロ
ヤマノイモ科 ���� ヒナタイノコヅチ ヒユ科
ヤマノイモ科 ���� ヒメキンミズヒキ タデ科

���� カタノ 篭ミ ブごIタバミ科 �*�2 ヒヨドリバナ キク科

���� カラム曼'ノ イラクサ71誓1 �, ���� フジヵンソ`ウ マメ科
���� キキヨウ キキヨウ科 ���� フデリンドウ リ ノドウ科

���� キジムシロ ノ 葦ラ科 ���� へクソ7ブ7ズラノ所 ァヵネ科 客
���� キツネノマコ' �
キツネノマコ 科

���� クサボタ ポ'ウゲ

ホタルカズう

〓ズl キ

ムう`リ キ科�_ ����

7蔓 キン 科 es ータ r科

���� クズ マメ科 ���� ヤ シ" ウ 千ブ櫑し ÿÿ
���� コスミlノ ス,モ .レ科 ���� ヤブガラシ プドウ科

���� コバノカモメヅル ガガイモ科 ���� ヤマジノホトトギス ユリ科
���� キ ,實ノう ノ う ノ科 ���� ヤマノイモ ヤマノイモ科 戊

���� ギごノラ ノ フン科 ���2 ヤマユリ ユリ科
エー ��

������ コチャルメルソウ Lキノシタ科

���� シオテ` ユリ科 �,
���� ユウガギク

���� ヨウシュヤマコ`ポウ
キク科

ヤマコ'ポウ科

���� ジヤ ヒゲ ユリ科 ォ ���� ヨモギ キク科

ラ ノ科 ���� ラシヨウモ實ノブコズラ シソ科

���� シラヤマギク キク科 ���� ルィヨウボタこノ メギ科

���� シロヨメナ キク科 ���� ウlノモコウ 嚢曼ラ1誓嚢
���� スイブ]ズラ スイプ〕ズう科

ご畫8 ススキ ィ主科
���� センニンソウ キ ノポウゲ科

���� センボンヤリ キ チチ

轟



才直物才.r本作成

豊福匠

[期 、 天気】 成22年7 24 曜 晴れ(箋盂暑)

【畫葺=カ 蜀I】 1フ名
【講義内容概路】

[採集]

くり ヌる をm央めて荷礼I、 こその の各前を書くo
(塾 技を切り ヌつて各前を書いナ_荷ネLを1 Iナる
蜃) 荷礼を付けナ..枝をヒニール袋Iこ れて持ち掃る

` 駕饅 ー

麟農�& い
蔓\蘆��〇

〔 乞燥〕
(饅 荷礼を付けたままの技を新間紙Iニ挟 ,

(葉の1枚は裏返しlこして)
遁 誓甦鬚ググ′ノ

亥
蒙

霆) 枝を挟んナ 棄丘間紙の上I-板を乗せ
板の上に重しを乗せる 蓼

仁)新間紙を 間ほと毎 交襖 ノノ ノ

〔台紙への貼り付け〕
〇 台紙Iニ紙のテープて乾燥しナ:才票本素材を貼り付Iナる

轟撃 畳

幟
ノ

/\\餐實壹�?`\ご櫑 づ評 数

萎
牢 毎 交換

標本の完成

_ _遁蔓 _.ー_ 實苳ー

霆) 科名 各 採集地 採集年
採集者名を書いナ、.ラヘルを台紙の
右下隅に貼る

右標本のラヘル
科 名 カバノキ科

粕 名 クマノ†

採蕎地 t竈 寶靂秩 郡暈潭町 宝豊| tI菓斜

操轟年 201咽年7 24

採畫看名 畫橿匠

ÿÿ ュ



【実習内容概賂】

〔操集〕
「ヤマツツジ再 の丘」の下メl」り実習の後,、 みんなでさまさ`まな /こノのヰ を切 り 蔓 りなが
ら宝登 を下りたo 標は60 重。 「あれはチドリノキ」「それはキハギ」「これはツリバナ」
と つ端から同定してゆ擲

〔乾操の準備] 棚 攣
麓の集合場所でみんなが操集した標本の素材をヒ ール袋から取り出して新間紙に

挟み込み、 つの束Iこ 分Iナる。 束のー- つは板で、 もうーつは 予冊で挟/uで縛る。 板の束
は講師の井 さノuが~持ち帰り、 野冊の束は私が担当。

燥I 成功[_,ブ' 標本素材の ー部

〔乾躊fr蕗= ヵ ÿÿ �, 櫑,.善 ォの 櫑ら20 、毎 い_し し 僻 竃
ニご膏ご �


匿 牢こ 蕗
ヵ さす栽聞紙をコ蕗ニ操しナェ。 拝
重しはいろんなものカ櫑 つナ ーーー ー董 1咽 ��

”`鰯闔'牢

60リツトルの 岳 ザ ツク。 重
さは推定1 Oキ ダラムo
持ち帰つナニ才票本素材は40枚 蕗 ー-ー ーー-ー亨毒)

りなどを藍 していつた結果、 驚ニ 蕗 ェ . と 遁,
乾燥Iこ成功しナ::のは28種o 藍 ÿÿ 箇 ー

〔同杆杆〕
譯材の乾燥に成功したら荷礼の付し蘆ていない素材の同定。 28 重中14 重Iご.は荷礼が
付いておらず,. これらI ついて,、 いろんな濫と 物を且萱らし合わせながら丁寧 Iこ 周ペ
ていつた;。 1 をもつて同定できたのは5 重。 同定できなかっナ:9圭重を除<1 9種は下 已の
通り。

ぼどあつたが^、 2の新間紙
交換作業の過程で描 重のダブ

曼 辟

アオダモ、 イタヤカエデ、 ウワミズザクラ、 キハタ"'、 キブシ,、 クマシデ、. コウゾ~、
ダ`ンコウバイ、 チドリ キ、 ツノハシバミ.、 ツリバナ、 ニワ コ、 ネジキ、 ハナイカダ、

[研修参 の感 想】
講義の冒亘亘で樹 標本作成の 的は椿才 の名前を覚えること、 まナニ、 葉の特微を観察

すること等であると教えられたが、 標本素材の乾燥と乾燥後の同定作業の過程でそれを実
感したo 標本作成という作業【 はただ蓋曼然と濫の綜や写冥を眺めたり説朋を毒売/uだりす
るのとは 吏【 ならなし櫑学習効果があるo
講義ではまた .、 標本素材の享牢 燥が才票本作成の重要なポ^イン であることを教えられナニo岩
会 I よると、 ー定の重さを加えることと、. 毎 新間紙を交襖することが` 切であるo こ

れを惹ると素材| ブ〕ビが発 したり、 が黒ずんナ三り するo 、 享乞燥l 成功し7“ニ標本は樹
種の逞いを超えてぼぼt葺]ーの 調麦呈し、 披のー番下を指で持つて垂直| ビごノと てるこ
とができるo 箋盂暑の中 、 先輩 が汗して案めナニ才票本素材| カビでも軍男かせ7牢.-こら 変であるo
ビツタリ 2〔〕 間、 ー も かさず毎 新間紙を変えたo 毎 少しずつ 周 がt孝]ー| なり 、
枝の下を持つてビ `ノと てることが'できるよう| なつナニときは安堵と達成感を党え7“ご.o

以上

櫑-13-



森林調査の測暈 7蝉: 林糞三
森林躙査

森林詞査杆 分の森林の姿を知ること榊森林の姿を知り、より良い管理を!
森林をどのように育てて つたら良いか、森林は瞳全な状態にあるか、将来どのように

変化して <のか、林業経営をどのように うのがベストか等、森林の持統的な管埋を
う ためには、 その基麓と して森林の姿を把握する こ と が必要o

森赫 彊の闌査
ー般的な森林闕査における森林 租の実測は、ポケツトコンパス(コンパスは磁針が北
向を指す性質を利 して測線の 向を捌る器棋)を いて う。

L捌董 具
姪)ポケツ トコンパス禎惠

夏.蓬畠卓ェ'夏 箇ポヶツ トコンパス 三脚

漉崑望令 遁 @ポール燧m)
ュ �� ��葺,コ 書實\ェ ,蕗曼畫顎畫プ 蕗牢 (遁寡)春 蔓(5oェn、 叉はメ ーー トル縄)

1 ニ ��崖蕎 �L @測暈杭
誓 @マジツク
I牢 @測線刈拡い 具
藁

藍 っ ー剛 蕗蓬ノ董 �� 觸
牢 蕗蕗岬"`遁 d裔權潭惠

�B其其其其其其其其其其其其其 轟 轟 ���B_ーー勾

2ポケソトコンパスの各部名称
.隼蜘勁1t

鋤 鵬 咽 ÿÿ
錨蔓櫑齟 /蕗 ÷菱 餉貫帥宗6+

層贋 ヱ �B �� ポ確櫑′′ 轟厦嚢畫〓ー__薨ーーノ 1舶炒くI5宝淵 ぁzっ 曼.
畳

(苳ヮk7麿蜘77
.型堕I 抹〓戊`譛碑p(〓 聡蒹硼つrノr献り氷牢霧e7
川川i 15う1ェ嚢んlP櫑くるノう鯛聾〓1う)

蔓購硼附漆篆” �’ .、

櫛景 /矼,ュ丁苳>\ 牢氷隼 貫 蓬 鉗 直 櫑 盛 ~ 、濠ャ′三4I く畫養蜆) �%

ÿÿ

ÿÿ苓.紊慧 霍 ごー "、` 驛實"
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篆蕗:. u丁鷺qブ苳
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企測量の 法
ポケツ トコンバスを いて測線の磁 位または磁 位 を測定するには、 コンパスの
盛盤の北端を測定 向に向け、 その時の磁針の北端が指している 盛を読み取る。
測定 法には前進法、 放射法、 交会法があり、 実際の測童ではこれらの 奢去を併 す

ることが多い。
���� 前進法:測董区城の境昴線を測線と し、 その磁 位 と 離を順次測定する 法で、

次の3通りがある。(D各測点に器械を据えて前 後の両測線の磁 位を測定する 法、
@ーーつ眺ぴの測点に器械を据えて前 後の両測線の磁 位 を測定する 法、 @各測
点に器械を据えて前視のみの磁 位 を測定する 法、 (互)以外は局所異常のある所で
は いることはできない。

���� 放射法:測垂区城の内部または外部で、 各測点が良< 通せる l点を選び、 その点か
ら各測点の磁 位 と 離を測る 法で、 この 法は閉合誤差によって測暈の積度を
薙かめることはできない。

���� 交会法:測量ずる区城の適当な測線を選び、 その磁 位 と宙離を測つて基線と し、
その両端から測点ヘの磁 位 を測って測線の交点を求め、 各測点の位贋を1`央定する

法。
5前進法による測量の実際

(D測量抗打設 捌量抗1こ測点蔓名を記 し、 測点に打設する。
2)ポケツ ト コ ンパスの損付 「下げ振り 」をイ吏って側量杭の上に 平に正確に据付ける。

嘔) 平 の測定 測定は磁 位 を測る。 測線(基準となる点から次の基準となる点を
結んだ線)の 向は磁北線から右回りの 度で され、 盛りは磁針の北針(南針と間
違わない穣に注意する)が指す 盛 り を 平 盛盤で ���� 分単位まで読む。

匡)鉛直 の測定 次の点のポ ルの視準 を定め、 視準した位撞の 度を度単位で測る
上向きなら(+)を、 下向なら(-)を付ける。

亘ヲ) 離の測定 2 点間の昆巨離(ボケツ 1 :ュンパス と(魯)で視準 した次の点の視準 した さ
の位置)の測定は着 (5OIn) は測暈ロ -ーブを使つて lOcm単位ま'(蕗測るo

(1宣) 平拒離換算 傾斜のある 地では、 斜宙離と傾斜 を計り、 平 離に換算する。
�/ (斜矩離

(傾斜 )
�/�� ( 平 巨離)

(ラ)ポケッ トコンパス測量野帳(例)

�O����=〓L �&�2�6�* ' 平櫑巨離〓斜櫑巨離)〈CoS 傾斜

測 線 ( 傾斜

平掲 ÿÿ
���2

����

�2 ���� 60蔓竇養O 薯 ��

�6�2 ���2 ���� l暑蔓

�2 �O��

�� �6�2ロロ譁 〇【コロ

豊盤
潰

����譁 室l翼翼轟

蕗蓋
c咽咽咽咽咽oo;其章咽;o����

ヲ÷琵
ォ蔓lヨ 牢、硼′ 遁 ュ實竇竇

瀟 幟



6製 図
l)製齟蜊前項の捌垂績果を いて、通常苳森林基本齟と同じ5凪叩う昶D1の縮 で製

麗する。
2似閑合誤差拙製魎のとき、測量の際の誤差と製麗の際の誤差が原麗で じる誤差旧胱誉

誤差) を補正す る 必要が あ る。 ※閑合誤差の許容限昇 =1/4oOヘー1/2叩(不良な 地)
3)閑合誤差の補正

し �B�B

| lー 軍

tぁコ旧コ は升ハ、 勺- -箇 い:こ7
,其

蕗養跫 ,ソゴ蕗“

麟〓 麦
Aロー轟ご _ー杆し 」 ー ー ー暮 ÿÿ���L ょ 蕗ー -し

牢 撃
ノノ

薨 ーデ �G��
躊 .,ー ー" ��

ー 櫑
繁ノ` ー ロー ー ���� ー

ノ �B ー ー �· ノ
下図 D′確�� ノ

櫑 鱸
邁 鱸
�W ノ
�� �� ′湯

駕 ノ �$ 箇 魔

�� �� 櫑櫑鞠暮 - "' ���a
ーーーノーーーー ー �%��

�$

仁)各測線の さを 直線上に順に敢り、閉合誤羞企企′をA′のところに垂直にとる
(上)

@測線の硼贅はB点なら垂直線_葦童_且" 、 C点なら垂直線墓′となる (上)

箇_z蓬_ノ三ュ_′に平 な緑をB 、 C の順に各点を通る よ う に彊| く (下)

@各線の詞睡分互...蔓_" .曼. 遁 を上で移動してを描〈 (下)
7 槙算定

測量での 槙は、傾斜の 槙でな<、平 の 租を求める。
積鐔定 法と して三斜法、 座標婁去、 眼法、 フ°ラニメ ー ク による 法とがある。

l)三斜法
平 の汀 を三 形に分け、 各三 形の塵辺と さを測り、

遁譛櫑櫑' ~箇 槙を鐔出する。
@遁櫑篆 租=@+@+@@ 芍

轡

`箋

���R�O

ーlロ轟

圏堯

壽

2)座標奢去
印経緯 の座標OL1け〓 位 と 寵が測定できれぱ決められる。
@掻緯 の閑合誤羞= 碩顎繭揮討序事〒可曼
@座標の補正〓X.Yの誤羞を姶点から各測点までの逓加 に応じて 例補正する。
@多 形の 積〓@l/2苳 {Xn(YnーlーYn+l)} は@l/2賣蔓 {Yn(Xnー1ーxn+l)}

轡両式によ り別 セに計算を い、 結果を 較して検算する。
積は絡対値をとる。この算式では、倍 稍が算出される。



トうバース計算 計算薯
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ミニ研修 地球環饒と森林 担当:d 林 喜三三
地球環境の形威

地環年齢は そ46偉年と云われています。初は、宇宙と地球 の物埋的親象によっ
て地球環堯は変化してきましたが、そこに 物が出現し、 物もその 命活駄でぁる物寅
と エネルギ ーの代識活動を通 して地球環境の形成に き く 閲与する よ う にな り ま した、
地球に 物が出現する前の 気中の 酸化屍棄浪度は翫跚以上であり、酸索はゼロに近

いものであったと 云われています。
物の出現によって じた地球 命圏の 態系は、 い時間をかけて変化し、現在の地

瑕 態系と地球環饒に っているのです。
物の誕 には謎が多いですが、今から3謄蛾5億年位前に化学物質が原姶 命体に進

化して、細胞内に核を持たない原核細胞の細菌(バクテりア)が海の中に出現し。そして
董打億年位前に光合成を う光合成細菌と細菌に近い櫃物にも分類されるラン藻類(ラン藻
櫃物) が海の中に出現 した と 云われています。

デボン紀(4俺~5俺5千年前)の後半にはシダ植物が茎の中に維管束組纈を獲得 発
達させ巨 な槙物にまで進化し、いわゆる森林景観が広がり、影を作って 物の 息する
掲所をつ< つた と云われています。
森林の 趙と環境
ん 物は地戒粟境の形成に B. 物の 種である 間は

どのような役割を果たし 地球環撓にどのよラな影
てきたか? 戀を与えているか?

C.的億年 こニ23千年、特にこの23百年

丘 然にょって形成ざれた F. 閘の影轡の及んだ現在
た地珀買環撓 の地球葉境

地球環境の保全のた
G.これから IOO年 めに我クはと`のよう

に対応 していく か?
�, �� 轟l轟撃2 ー ′ 'Iロ轟_ ー

H. 間の影班の及んだ未来
の地球環境

A.(D槙物の光合成活動によって 気中のCOz濃度の滅少とOz (酸素) 濫度増
(2)温室果ガスであるCOzの減少による気湿の低下
@則バ酸素)の増 によるォソン(勒盆眉の形成と、それによる紫外線の抑制
@ 物遺体の化 化による淡素の隔離と、それによるCO齟班剥ノ
@槙物の蒸散作 による 循環の多操化と気象緩和

6〇現在の 態系から隔離された化 の乱 ーー ー玲鮑江鰻濃度の上昇による気温上昇
@巖素の吸収源と貯藏庫である森林の破壊減少
@ 然昇にないフロン類の 産によるォソン届の破壊 -÷ 紫外線増

6@ い時間の中での 物の環境ヘの適応進化



@ い時間の中での 物間の相互作 による進化の多構性
D.短い時間では、環境変化に対する 物の適応進化は伴っていない。
6Dと同じ
H.(D平均気温が 2、 3度上昇

@ 態系に狂いが ずる
箇海氷 が ���� cm前後上昇

森林の欟能と地球温暖化の欟和
森林の持つ多檬な機謁、@ 物多蝶性の保全、@ ±保全、@ 材 産、@保健 化等

の機餡を最 限に発揮させる 策をとれぱ、炭素吸収のための青林コストは計算をする必
畫融蛾い欺結果として最も低コストで最 の@ 酸化炭素の吸収と貯蔵効果が得られます。
従って森林による 酸化巖棄の緩和策は、 物多様性の保全や 保全等のために森林の
保護 保全を齟り、 材 産及ぴ利 の推進を麗ることを通して達成されます。
※森林のそれぞれの機能を 度に発揮させるには、それぞれの機能を第 に考えた場合の

標林型を定めることが 事です。 物多牒性保 と 保全の 標林型は者齢段階の
天然林で、「環境林」と呼ぷことができ、 材 産の 標林型は若齢段階から成熟段階
までの 林または宥成林で「 産林」と呼ぶことができます。 林は 産磯謁、
近な環境保全機謁や保睫 化機謁等、地域の 活に密羞した森林で「 活林」と呼ぷこ
ともでき、 標林型は 林、昔成林、天然林の檬クな段階のものが含まれます。

森林による温暖化緩和策
仁)森林を 然の状態において、森林 態系の巖素の貯藏垂を最 にすることです。

この 策は、 齢段階の夫然林を 標林型とすることで、 物多權性の保全、 保全
の慟きを めることと同謁します。

これは環境林( 物多穣性の保全、 保全等の 齢段階の天然林を 標林型とする
もの)を適正に配置することによって達成されます。

(苳?夏 森林 鵜系の康紊貯蔵董をある レベノレまて` め、 そご から牧樺 した 材を出来るだけ
く使 して、多くの炭累を貯蔵する。即ち、森林 態系の場と 材利 の場の両

で巖素貯蔵董を めることです。
(三 材を利 ずることによって、材料を製造する時に必要なエネルギーの量を節減し、

雷エネルギーを化右エネルギ に代替えすることにょって化右ェネルギーの使 董
を節滅できます。その効果は短期的には えに<いですが、 期的な累積効果は き
いと云われています。
上記@と@は持続可謁な林莱、林産業、住宅産莱等の捩興にょって達成されると云わ

れまずます。
これらの 策を遭正に進めることは、持統可能な循環型社会の横築のために不可 なこ

とであり、森林の多糠な慟きを上 に発揮させることによって、庚索の吸収董と貯藏暈を
適切に める こ と ができ、地球温暖化の防 に敢って最も効果的な 策になる と 云えます。

※ご の賓料は、 林業披 養成研修 (スクー リ ンク'研修 「地珀璧温暖化と森林」) の講義内容の
ー部を取りまとめたものですo



ミニ研修 森林の地球温暖化の防 担当 �� 林 喜 三
地球温暖化のメカニズム

地球表 は太腸からの熱を吸収して暖められています。 、熱エネルギ を宇宙に放
出しています塾

地球を敢り券< 酸化巖棄等の温室効果ガスは熱を逃し難い性質をもっていて、宇宙に
出て < 熱エネルギ ーーの 部を吸収、 こ .れ1こよ って地球気温は平堆I 15°Cに保たれていると
云われています。 (温宝効果が無けれぱ地表の温度はー19`て まで下がる と云われています)
然し、温室効果ガスが増え過ぎると熱エネルギーが宇宙に逃げられな<なって気温は上昇
します。
気候変動に関する改府間パネル(却硫)杆世昴の気温は2叩5胸碩璧打)年までのI叩

年に平均 �R��74°C上昇。気象庁- p 本の平遷 〕気温は 期的には �O�R�R年当た り 約 ���� 13°Cの割合
で 上昇する と しています。

気象庁によれぱサクラの開花は5岬牌で 2 早く、カエデの紅葉は 56圧遅く、ウグ
ィスの初鳴きのも変化を観測ぃ癆尉諦のウグイスの初鳴きU932.叩6 6拷L3M、
齟36、邸3 3であり余り変化はありません‰

平 l7.5.19(2oO5)、 本付近の気候変化予測発表ーp束京気温 �O�R�R年後 児並で年平埠J気
温浙蛾t上昇、降 量蘊眺程度増加、降雪垂現在の船齠滅としています。

この原麗は 為起源による温室効果ガス灌度の増加による可能性が 常に いと結論
づけています。

地球 命囲が い歴史を通して形成してきた地球環境を、 間が 活活動の規模の拡
を通して狂ゎせてきたことにぁります。 巖、 油、 灰岩(セメント)などを、安<て
効率的な材料やエネルギーとして利 し、 酸化屍棄など温室効果ガスを 気中に 量に
徘出しているところに地球環境問題の最 の原困があるのです。
責地球温暖化のように の前に えない危機に対しては、数字やグラフで危機の予測が伝

えられても、それに対する迅遠な 動は採られていない、そのことが問題なのです。
我が軍の地球温暖化ヘの直接的寄与度は硼%が 酸化炭素、ぶ地球温暖化防 策の中

は 酸化巖素俳出重の削減にあると云ゎれています雹(温暖化ヘの寄与度 酸化淡素
���������¯ メクン22‰ 酸化 窒素 1.3%、 HFCl.2%、 �3�)�&���6�)���2��������

地球温暖化と森林
京都詰定書 COP3は、 平成9 ������������ 年 l2 彊、 平成 ���� �����2�2���� 年ー ー24 �����2������ 年の5年

間の第 約束期間に於いて、先進軍の温掌効果ガスの排出暈を基準年の平成2(嶋卯)年
と 較して先進全体で 5%、 本6%削減 ( 本6%ハ 国 ���¯ lヨこU8%など) することを
法的拘束カのある約束として定められています。

森林については、温室効果ガスの削減 標の達成に当たって、平成2(m卯)年以降の
新規植林、 再植林、 森林滅少に よ る 酸化康棄の吸収 排出の計上が義蓬付け られたほか、
森林経営活勧による吸収量を算 することが可能とされています。なお、森林経営活動に
よる吸収童については、軍毎に算 の上限が定められ、我が軍は地球温暖化対策推進 綱
(政府け打齠の削滅 標のうち3蘊‰ 紅叩万巖素トンを森林の吸収効果で賄としていま
す。



京都識定書で森林吸収源の対象と認められる森林は
印 新規檻林 ー曼過去 ���� 年間森林が な かっ た 地に槙林
(易 再槙林ーー曼19船 (平成 ���� 年咽寺点で森林で なかった 地に植林
畳曼) 森林経営-ー 持続可能蕗な万法で森林の多標な槻能を 分に発揮するためのー-連の作業

しかし、我が国には「新規新槙、再植林」の対象地は僅かしか存在していません、この
ため森林吸収量の殆どを 「森林経営」 が われる森林で礦保する こ と と な り ますo

「森林経営」 〓森林を遭切な状態1こ保つため �������� 年以降に われる森林施業、 吏新 (地
掠 地表掻き起 植栽等) 保青 (下メI1 瞼伐等) 間伐 主伐
森林吸収垂の 標達成するため、 平成 ������ ���� ���� 「森林の間伐等の実施の促進に関する

特別措置法] (間伐等促進法) が公布 施 され、 平成 ���� 年度から第 約束期間の終了す
る 21年度までの �� 年間、 こ.れまでの年間 ���� 万 �K�Dの間伐に加え (平成 12ー ー16 年の �� 年間
「累急間伐事業対策」 ������ 万 ha、 �� 年延 平成 17ー l9 の �� 年間 「閘伐推進 �� カ年対策1 ����

万 hzョ1)毎年 ���� 万 �K�Dを迫加 し、 毎年 ���� 万 ha、 �� 年間で ������ 万 �K�Dの間伐の実施を 標とす
る 「美しい森林づく り」 が推進されています。
※C Oz吸収暈は樹種によ って異な り 、 ���� 年間で ベる と ス ギ 林で約 ������ �W���K�D

フ`ナを主体とする天然林では約 ���� �W���K�Dで、 針葉樹は広葉樹の約 �� 倍にな り ます。 成
の良い針葉樹や、 れの き届いた森林の輯 はCosを浪 吸収します。

���� 年 スギ �� 本当 た り 約 �����N�Jを吸l1 。
間1 が Coz年間排出量〓 32硼g〓スギ ���� 本吸牧量
家 1台 C oz年間排蔓出量=2300鱚=ス ギ ������ 本吸収董 ���������K�D��

1世帯当た り COz年間排出量=6500鱚〓スギ ������ 本吸収垂 ���������K�D��
※樹 や櫃 の現存量や純 産量の乾燥重量の約 50%が巖棄。 ` 森林 態系は炭棄の き

な貯箴庫です。 巖素に ���������� を掛ける と 酸イヒ炭素の重量が得られます。
本の 性樹 の寿命は 200ー 300 年位の ものが多い。 森林は撹乱 と 修復の繰 り 返 し。

これが 為的により計 的に われるのが 林であります。
東 本 震災と原発

原発はC Oz等を排出 しない、温暖化対策のち7〕 り 礼た'っ たーp太腸光等ク リ ー ンコニネルギ-ー
は、 天候や時問帯で発電量が変動するた.め、 代理は 油、 屍、 液化天然ガス ���/�1�*�� によ
る 発電に穎る しかあ り ません。

1且室効果ガス排出董を �������� 年ま でに �������� 年よ り 25‰削減する。 地球温腰化の政府の
標を 直す考え。

政府は 25蕗‰削減 標達成のため中 的コニネルギ -ー基本計 で ���� 年までに原発 ���� 基以上
新設計 。 また、 定期検査期間の短縮などで親在の ���� ポイ ン ト彊lき上げて 90%にする万
針でしたo

今回の地震で福蟲第ー- 、 第 原発 ���� 基の稼慟が停 し、 原発全体の �� 割弱に当たる計
������ 万キロ ワ ツ ト の出カがーー度1こ失われま した。

全発電量に占める カの割合を ���� 年の 66%カュら ���� 年1こは 25%1こ半減させる 、 1京
発は 26% から 53櫑洲こ、 太腸光や カ、 カ等の 然エネルギー は 8%から 2l%に引き上げ
る万針でした。 (しかし、 原発 標はすでにまぼろし)



1寺別寄稿l
宝登 「咽拳の丘」に花 を植えることの 罰さ

糠町町灘会醫員 島瑠美

2m0年5 を初回とし、埼 森林インストラククー会主催による、ロープウェイ 頂駅
隣接の県造林伐採跡地に約砒旧株のヤマツツジが植樹されましたこと、とても喜ぱし<思
います。おめでとうございます。

2叩7年6 に宝登 県造林伐採跡地の植栽計画策定委員会が開催されました、冬称を
「醒季の丘」とし、当然のことながら、委員 は岩 洋会 に決定しました。
私も「 濃町接と栓等を守る会」の会員として、 2回、宝登 の框 をはじめ、南

北樫通り、 の モミジ公聞などの整備のお 伝いをさせていただきました。それほど気
負うこともな<、会員だからと参加させて項いておりましたが、そんな中であっても、こ
の会の会員となり、 然環境と櫃樹 緑化について、考えを新たにする機会が多クありま
した。

今年、 私が拝 した 「季の丘」 では、 埼 森林イ ンス ト ラク タ ー 会が槙樹されたヤマ
ツツジ達が、 地にしっかり根をつけ、新緑の中に の花が嬉しそうに「皆さん て
て、私たち元気に映き揃ってますよ」と っているようでした。この地を訪れた観光客の

ヶも、 いに を楽しんで帰られたことでしょう。
会員の皆穣が槙樹なさいましたヤマツツジが、少しずつ年韓を重ね、数 年後とは ゎ

ずに となり、毎年みごとな花を披露し続けることと礦信しております。
ヤマツツジの植樹というのは、地道な体カのいる活動であることは重ク承知しておりま

すが、今回櫃樹いただきました皆糠のお気持ちを充分に受け め、後クまでもヤマツツジ
が成 できますよう、私達地元住民も、 供を育むように、会員の皆穣とー緒に 守って
いきたいと思ってお り ます。

また2m1年5 に、 灌は「群 埼 県を代表する観光地」として、埼 県で初め
てミシュラン グリーンガイド ジャポンに掲栽されました。皆糠が槙樹し作り上げた「鱧
季の丘」も、多分に関わっていることと思います。

震災以降、町民の 気もやや蕗ち込んでおりましたが、これを契機に 濡の覇光 農
産業が繁栄し続け、未来に希望を託し、何 年も先のより良い 潜町ヘ、カ強いステツプ
で進んでいってほしいと期待しています。

おわりに、 この原稿を書く にあたり、 l994年に出版なさいま した岩 洋先 の 「森林と
然環撓 緑からの伝 」を識み返し、先 の造諾の探さに敬服いたしましたと共に、今

後も末永く「闔季の丘」の ヶに愛情を持ち続けて項きますようお願い申し上げます。
(前町諦会譁 )



埼 インス ラクター会の植樹に参加して
溺の花と緑を守る会会 野 正

私達の会は冬称の適り、観光地 瀞の 然や緑を守るベ<結成された組繊です。
瀞は今吏 うまでも無<、宝登 神社や岩畳を中 とした荒川のライン下り カヌー

ラフティングなど多彩な 所がありますo
今年はミシュラン つ星に宝登 神社が選定され、 瀞を含む秩 地城がジオパークに

も認められたため、空前の多客に恵まれておりますo
Lめ址ハ50托拍年前期待して植樹された宝登 の杉や檜は、時代の変化により価値が
変して荒れ となっていたところ、 澤町 樺の努 により、開発が認められて将来に向
けて観光地の に変 するべ<、多<の団体により植樹が開始されました。
これに先 ち、 町では策定'委員会 (インス ヲク 会の岩 洋会 が委員 ) と して私達
の会も委員として参加し、何回も討識され まかな樹種が選ぱれて植付が始まったのです。

私達は埼 森林インストラクター会の 回の植樹に参加させていただきました。
樹種は「ヤマツツジ」でしたが、今年(平成23年)春現地に出向き碓認した処、 肌を
〈染めて、 事に嘆いたいる姿を て嬉し〈、参加して良かつたと思いました。

遠 の 紊エ′が、時間 と経賽をか けて我が町の に植樹していただける と い う こ と は 変
有難いことで、町民の少ない参加で申し訳ない気持ちでいっぱいです。

皆コ|蓑の好意によ り 、. 滞が多〈 の に愛される場所になる もの と確1 し、 でき る限り の
協 を していき7"こいと思つてお り ますo



ツツジの丘再 事業に参加して
飯塚 明 (秩 市在住)

森林インス ラクターの資格をとって間もなく、全国の会 でもあつた岩 先 から
直 に雷話をいただき、埼 諜林インストラク ー会にも れていただきましたo専 分
野を持つた も多いのかもしれませんが、みなさんとても良い たちで、安 して参加す
ることができました。時クの学習もとても楽し<、ためになりました。
私は秩 に住んでいるので、宝登 の ツツジの丘再 にはなるペく参加しようと思つ

ていますが、事情で充分には参加できませんでした。でも、年も 較的若く?、家も近い
ので、ずつと ツツジの丘を 守る係りの になれたらなと思う気持ちもありますo

春にはこの ツツジの丘の防 帯の草地にアマドコロの花が嘆き、この丘より 逼を下
れぱ、イカリソウなどの の野草に会え、 滸の模の に下りていく 然観察のすぱら
しいコースとなります。ロープウエイと併 して 然観察の 逼コースができれぱ、 尾

のようにいろいろな に親しめる になると思いました。
秩 の ツツジは朱 の濃淡で、ややひなびた 合いのものが多いですが、群 の

城 あたりでは朱 にピンクの 合いを帯びた華やかな感じの ツツジに会う事が多いo
秩 でもよ<さ棚け ぷ緋 の花で ぷりな閨芸のキリシマツツジに近い個体もありますo
もうひとつ、秩 にはオオヤマツツジという 紫 でおしベの数のちがう ツツジの仲間
も しています。これはとても数が少ないのですが、挿し でふやして、 ツツジの丘
にも植えて、 ツツジの花 の変異を観察できたらいいなと愚いました。

第三回檀樹を終えて



森林測量の経醜
池 雄

平成 �� 2年 �� 、 宝登 のイ ンス ト ラ ク - 会 つ蕗つ じ植梱地辻或において測実習を
いま したo
森林測量は 分達が管埋している森林の姿を知るための基本的な謂査として意義があ

り、また、参加したメンバーもこの実習を適じ、測量に対する知識や披術を埋解する上
で貴重な機会となりました。

当 は、現在当会の顧間である 林さんにご指輻いただきました。 林さんはこの道
の専 家ですから願つてもない先 でしたo最初に測重機器の使い万等基礎的知識につ
いて説朋を受けた後、早遠、測董を開始しましたo

測量万法の概要を述ベますと脈洲量区城のスクートとなる観測点に抗を打ちます。そ
の杭の上に三脚にセットされたポケットコンパスを「 準器」の氣泡を真ん中に来るよ
う謁堅し 平に据え付けますe頌斜地での作業なため、腓憚瑞包を合わせるのにも 苦
労ですo次に2番 の観測点に垂直に てた2メー ルの ポールをコンパスの望遠
壺監群賤薊ス「 平 盛盤」で 位 度を測り由就書封凰「船直 盛盤」を ることに
より 低 度を測定しますo観測点から観測点の距離をメジャーで測ります。敢得した
データを野帳(記録幅)に記録します 1梟孔越川掴詫をメンバーが、ポールを垂直に
て保持する者、望遠錆でポールの 標点を視準する者、コンパスの 盛を読む者、メジ
ヤーで距離を計測する者等、其ヵの役割を決めて観測点から故の観測点ヘと進みデータ
を集めて きました。 堤が悪<悪戦苦閘する場 もありましたが適切な指彗のお陰で
順謂に昼前に終了させました。その後の作業としては、取得したデータを基に、 地に
おける 平距1曼推の換算 ( 平昆巨離=斜距青1荳×1頃斜 とのこと)遁、 測量地の製図、 積算定
等が必要とのことでしたが、我ク急排えの測量 にはデータを煎るまでが積 杯。後は

林さんにお任せすることになります。不憤れなメンバーが多かったこともあり、計測
したデー については誤羞が多かつたことと思われますが、 変有意義な体朧ができま
したo
今 で洞退拒Sを利 した測量なども われているようて持2敷森林測量における精度

についてはポケットコンパスと べ ー短があるようです。また、このような機会が
あったら是 参加して、より正碓なデータを顛得できるよう技量を向上させたいと思い

コ ンパス測圭賣曼こ

1



ヤマツツジ再 ヘ想い

齋藤 隆

平成2 O年1 0 �� �� のこ と。 「熊 の森」 の植樹を済ま してから、 熨茱そろって 瀞町
と皆野町界にある旧防 帯を登つて <と、ロープウエー駅平 に つておられ岩 会 が、

敷年経過 した.伐跡地を指さ しながら 「ここにヤマツツジを植よ う と思う が榊」、 という よ う な

趣旨`のこ と をおつ しやつた。 私は 「いいと思いますo」、 と即答 した。 私は秩 市出 だから

供の時に何度も この地を訪れてレ る。 そのヒ の 瀞の春は、 桜並 の ソ メ イ ヨ シノ が有冬であ

った。 で~も、 私には宝登 登 道の両1則を覆つてレ たヤマザク ラの万が印象探い。 だから、 ヤ

マツツジの再 をイメージして、肯定的に応じたのである。

再 事業の地癖えー ′1′直え付けへー下刈 り の -〕 作業は、 結コ溝ハ ドだっ た。 伐採で“無造作に放

置されたヒ ノ キ末 枝条の は、 1項なまで1こ絡み合つてlz たから簡単に崩せなかった。 もつ

れた をほぐすコ|羨に 本づつ順序良< 引抜く 法で、 根気良<作業を進めた。 引抜く 際にカ余

つて尻餅を掲< もレ た。 炎天下のイ′牒では、熱中症予防のため、 こまめに 分補給した。 ま

た、 棘のある クマイ チゴ"やモ ミ ジイ チゴにも 、` ずつ7”こ。ヤマ ウノレシやツ ウルシにかぶれた

もいた。 植樹は、 清細Tの 澤町 さんを始め、 花と緑を守る会会員、 西川コI蔓撲の吉 さん

等多数の に参加して戴いた。 町 さん差し れの饅頭が、 美昧だった。

保菅イ′牒は、植棒1′後もアカメガシワ等の陽性樹種が勢カを伸ぱしてきた. し、 下部区域を強勢

で覆つてレ た ミ ヤコザ'サは、 会 の 夫で衰えは したが、 まだ復活するかも しれなレ から、

再 が薙かになるまで 綱t売しなけれぱな らな1 。

私の 供達は、 中学 になるまで、 私の仕事の都合で転屠を繰り返し、 箇所に定着するこ

とが出来なかつた,。 だから放郷といえる場所を持つていない。 それ故か、 彼らは「熊 の森」

作り の誘いを受け、 の故郷作り にと 、 妻 帯同での参加を決めた。 今後は、 折に触ーれ「熊

の森」 を訪れるだろ う。 「ヤマツツジ再 の丘」 は、 その経路脇1こあるから、 そこでヤマツツジ

の花に出会 う こ と 1こなるだろ う。 そ う している う ちに、 孫(こま ご)の脳裏にも、 ヤマツツジ
が、 浩の春の花と してイ ンプ'ツ ト されるのかも しれなレ 。



0 滸 宝登 「聞季の丘」ヤマツツジの植樹に参加して

佐薩永治

1、ヤマツツジ植樹祭
私が森林インストラク ーになり、はじめて埼 森林インストラクター会
の活動に参加したのが、平成22年5 15 のヤマツツジの植樹でした。
会 のあいさつで、ヤマツツジの写真をみせながら、ヤマツツジついて、
説朋されてから、ツルハシやスコツブでヤマツツジの苗 を植樹、
埼 インストラクター会の 達とも、交流出来、 、天気も良<、 滸まちが

望でき、楽しい でしたo

2、ヤマツツジの植樹地の下刈り
前回、7 22 に植樹したところの下刈りをしましたが、とにかく暑い、
炎天下の作業で、少し勤いただけで、汗だ<だ<でした。
皆で昼 を 陰でとつた後、駐 場まで、歩いて降りながら、植 の研修会
、インス ラク ー会の皆さんの対植 の知識、スキルの さには駕きましたo

ÿÿ ラサキ科 ホ ル ズ"ラ



「ヤマツツジ再 の丘」植栽事業Iニ参加して
杉 茂

平成21年1 24 に最初の地捺え作業が始まりました。前年の秋に現地
の下 を いましたが、ススキ、 ケニグサ、ササ、モ竃ジイチゴ、タラノキ、
アカメガシワなど背丈が2メー ル程の薇の状態で、急順斜の斜 ではありま
すが,、 さほと~ 間がかからないものと予想していま した。 しかし、 いざ作業を
開始してみると思ったほど順謂には進みませんでした。この植栽地は、杉林を
皆伐したあと数年間放置されていた所で、 た は や硬い樹 は えてい
ませんが、伐採された杉の がすベて搬出されたのではな<、不要なものは置
き去りにされていたのです。この丸太が数年間の間に や薇に覆われて全<
えなかったのですo作業を始めてみると、丸太に を取られたり、埋もれた重
い丸太を掘り起こして づける作業は 変な重労慟でした。そのため、当初の
予定通りには進まず、3年がかりの仕事になつてしまいました。

森林インストラクターとなって初めて地拮えから植栽までの作業と 順を体
験できたことは、私にとつては 常に貴重な経諌となりました。1年 、2年

に植栽したヤマツツジがきりつとしたオレンジ の花を僕かせる姿に愛着を
感じます。今後、10年、20年渦ぎたときとのような姿になるのか楽しみで
す。 瀞の 全体で な団体が森づ<りを進めていますが、やがて花や紅葉
を にた<さんの が訪れるようになることを願いつつ、四季それぞれに楽し
める森づ<りに向けて今後の維持管理作業に参加したいと思います。

3年 の植樹作業

ÿÿ����ÿÿ



私の夢
武 訓

岩 会 に伺つた話によりますと、かつては宝登 周辺には ツツ
ジが し、5 の開花期には萌えたつ新緑に映えた美しい紅 の
ツツジフ)蔓た〈 さん|苳哭いていたそ う ですo

しかし今はところどころに点在するだけになってしまつたとのこと
でしたo

それを間いた私は、 ツツジが咽哭き |ュれる美しい 景を再現し7"こい
ものだとのおもいになり、 この事業に参加いたしましたo
地拮えをして植樹した翌年の5 、次の植樹の準備に に登つて来

た時、もうた<さんの紅 の花が嘆いているのにはとてもびっくり、
来年の開花期が今から楽しみです。

私の夢は杆胴学 年 の孫娘が き<なつた晴兼この宝登 に登り、
の斜 に紅 の ツツジが嘆き乱れる光景を前にして、ジイと

仲間の 達で植えたんだよと話す姿を思い浮かベる とです。
そのようなことを想像していると、真夏のつらい下刈り( 当たり

が良いのでツル 染′宙草や灌 が想像以上に繁茂し、す< ~に ツツジを
覆ってしまいます)も、さして苦にならずに作業を頭張ることができ
るのです。

1年後のヤマツツジ



「ヤマツツジ再 の丘」表 板作成の経緯
宮 児

困難を極めた地捕え、植樹、下刈り つる切りを繰り返して、平成23年の3
回 の植揖祭の時にはそれまでに植えたヤマツツジがきれいに映き競つていた。
そして植輯地の標 板を作ろうという話になり、標 塙を何にするかが議論さ
れた。通蜆なら埼 森林インス ラクター会を名称の中に れるところである
が、他の団体による植樹地を含めた「四季の丘」という名称があるので、植樹
地塙に植糯団体冬を付けるのはおこがましいという意 から、かつてこの地に
た< さんロ美いていたヤマツツジを再 したという意昧を込めた 「ヤマツツジ再

の丘」という塙称に決まった。
次に標 板を 持ちさせるにはどう したら良いフ0= という話1こなつた。 j萬朽しに
<い材料の使 、 よけの屋根板の設置、防腐処理に壇して 字の制作 法が
重要鱚抹漿つたo

字の制作 法と しては皐やペンキによる 載、 印刷 したフイノ~レムの貼り つけ
な どがあるが彫刻によ る刻字がも つ と も 持ちする と 考え られたo
会 から「誰か彫刻する はいないか?」と訊かれ、思わず「やります」と
ってしまった。もともと 版画が好きで年賀状や50cm程度の表札などまで
は作つたことがあり、それなりの彫刻 もあるが、今回は きさが き<て作
業場所の薙保が困難であることと仕事が忙しいこと等の障害があつた。なるベ
< い作業期間、それも来年l 以降、2 から3 までを願っていたが、本
報告書作成に合わせることになつてしまつた。 刻字 法と しては、 字 を彫る
陰刻のなかで、筆圧の強い部分を深く彫る 法にすることにした。会 の書と
材料の 次第、期限内に制作を完了させる覚悟をしたところである。

案内板の設置



瀟町宝登 「四季の丘」について
星野 芳男

滸町宝登 にて森づ<りを実施することについて正式に決定されたのは、平成2O年1
0 26 でした。この は、鐘撞堂 で「森の中の薬草」研修が われ、終丁後に参加者
19各が現地を視察しました。既に、当会ではときがわ町「森林インストラクターの森」で
森づ<り作業に取り組んでおり、それヘの参加者が毎回10冬前後、吏に参加者の届住地は
県南地区が多いという状況の中で 游を加えて2か所の森づくりをやっていけるのかと危惧
しま したo
宝登 の森づ<り作業は、平成21年1 24 の地掠え作業で始まりました。現地は、

起伏は少ないものの、かなりの傾斜地かつスギの伐採跡地で、塊り株があちこちに残り、ク
マイチゴやニガイチゴが繁庚して植樹場所を整備するのにとても苦労しました。しかし、と
きがわ町「森林インストラクターの森」に参集するメンバーの森づ<りヘの情熱は 配を
掃し、5 16 にヤマツツジ約220株を 瀞町町 、役場朧員および町民有志のご協
を得て植樹することができました。この分は、活着率が90%以上と く、22年春には虹
季の丘を朱 に染めましたo

この後、2年をかけて引き続きヤマツツジを植樹。23年5 には予定地に総計約570
株を植樹し全体が終了しました。しかし、成 に圭っていないために低 、菫および雜草の
被圧がかかるので、未だ数年は下刈りを必要とします。今年8 に下刈りを実施しました際
は、ヤマツツジが低 その他に覆われて朋薙に判別できないものもあり、植えっぱなしとい
うわけにはいきません。宝登 では、多数の企業や団体が森づくりを実施していますが、贔
屓 に ても当会の植栽地「四季の丘」は、森林インス ラククー諸 が敗り組んだだけあ
つて、他の場所よりもきれいに整備されており、将来は寄屠町の 尾 に匹敵するヤマツツ
ジの冬所になるのではないでしょうか。それまでには密槙をしていますので、間引きが必要
になりますが、間引いたヤマツツジは、ときがわ町「森林インストラクターの森」に移植し
て けぱいいでしょう。

「 瀟」という 葉から何を連想するかと えぱ、 般には「岩畳や船下り」ですが、今
まで、私はあの きな「まんじゅう」でした。いつも腹の空いた時に ベるまんじゅうの美
昧しさが強烈だったのでしよう。しかし、これからは「まんじゆう」でな<「闔季の丘のヤ
マツツジ」です。我が家から 瀞に <には、国道17号および140号経由で往榎135
紬、約2時間を所要としますが、宝登 で森づ<りを始めて3年になりますと、以前のよう
な「遠い」という感じは少な<なりました。宝登 では、初めてツノハシバミの実を まし
た。 また、 アケビの実を採取して味わいま したo (種 ばかりで、 ベる部分は僅かでし7“こ)
新しい発 が沢 あり、埼 県の良さを実感した 滸町。今後も、宝登 「闔季の丘」の森
づ<り作業に参加し、後世に残るヤマツツジの櫑を作っていきたいo



「四季の丘」広葉樹林再 に参加して
芳野 光夫

森林インストラククー会に 会した平成20年の10 、暁薊 刊項輯罰堯汗
修会が、深 市の鍾撞堂 で われましたo研修後岩 会 より、宝登 の植
樹の話があり、希望者で現地を に <事になりました。半分観光気分で付い
て き、ロープウェイに乗り 項駅から直下の伐採地跡s硼船aの現地でヤマツ
ツジを植える事など説朋されました。観光地で有塙な場所の景観菫備事業に参
加でき、 植えたヤマツツジの は後ノ、7まで`花を咽哭かせてくれると思う と、 是
参加したいと思いました。

翌年の1 24 地掠えが始まりました。草や を刈った後、埋まっている倒
の処理に思いの他 間取り、 変だったのが思い出されます。平成2ば息22

年の五 の植樹祭には仕事で参加できませんでした。また平成22年7 の研
修会での標本作成の事など思い出されます。

全作業の3分の1ほどしか参加できませんでしたが、その都度 られる野の
花や、 や蝶など、楽しい事がいつぱい有りました。是からもまた、下刈り
などの作業が続<事だと思います。植えた を括らすことなく 切にして、毎
年嘆<花を に きたいと思います。

地 は鳫野です

_ご壺漬3_
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宝登 「躓季の丘」槙栽基本 針

(経緯及び 的)
宝登 は岩畳とともに、 濃観光の中 地として年間を通じて多<の観光客が訪れ

ています。しかし、 正時代から槙林された県造林のスギ ヒノキの 林が 部分
を占めていることから、景観が単謂で 態系も単純なものとなっています。
現在、これらの植林 が伐採時期を迎えていますが、この宝登 の森林所有者、近

隣住民から伐採跡地については再びスギ、ヒノキを植林するのではな<、広葉樹林化
を望む声が き<なっています。また、 項部の眺望を遮断しているスギ ヒノキに
ついても伐採後は眺望を確保してほしいとの要望があります。

時代とともに、 林を取り春<状況が 材資源重視の考え万から、環境を重視した
考え に変化してきていますが、森林は 砂の崩壊を防 したり、洪 謂節 気浄
化などさまざまな機能を有しています。また現代社会においては、私たちの にうる
おいを与え、重要な教育 レクリェーションの場でもあります。さらに地球規模での
気候の安定化ヘの寄与は計り知れません。

万、観光地として歴史の い 濡ですが、近年の交通機関の発達、レジヤーの多
様化等により、 込観光客は横ぱいで推移しています。町をあげて、 湖の魅カアツ
プに敗り組んでいるところですが、岩畳と並び核となる宝登 ヘの事業展開が きな
課題と なつていま すo

このようなことから 瀧町のシンボルでもある宝甕 の県造林伐採跡地に 季の
変化に當んだ広葉樹などを植栽し、町民や観光客に親しまれる にするとともに、1
OO年先を 据ぇた秩序ぁる植栽を実施してもらぅことを 的にこの基本 針を策定
したものでありますo

今後、 伐採跡地について、 埼 県森林づ< り 協定等に基づき、 環境貢献を う 企業
団体におかれては、この基本 針の趣旨を尊重いただき、ご協カをお願いするもので
す。
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植栽上の留意事項

�� 前者が槙栽した植栽地に次者が槙栽を実施する際、同 樹種は隣接して植
栽していただき7'こいo

(跋の植栽地のことを考えていただきながら、槙栽していただきたいは

�� 同 樹種を植栽する場合、列状、塊状(集団‰ 喇衛戎していただきたい。
なお、他の樹種を混植することも考えられる。

�� 造路拾い 参遣拾いには、 季を感じられる樹種(花)を、樹 は潅 、
低 の樹種を植栽 していただき たいo

�� 作業適は、 将来遊歩遭となるこ,とに配儘して作設してlzげこだきたいo
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あとがき

2011年は、国連の定めた国際森林年です。
国際的なテーマは「 クのための森林」であり、 本国内のテーマは「森を歩
<」である。サブテーマは「未来に向かって 本の森をいかそう」と「森林
林業再 元年」となつています。
「国際森林年」をきっかけに 本各地ではテーマにのっとり 治体や、企業、

市民団体などにより檬ヶな森林に閲わる活動が企画され実施されています。
平成21年の1 からスクートした埼 森林インストラククー会の「ヤマツ

ツジ再 の丘」の森づ<り作業も3年間が経過しましたが、いみじ<も国際森
林年と歩をいつにする活勤と な り ま したo

宝登 「四季の丘」の 部のO.2ヘククールのスギ、ヒノキの皆伐跡地の
置き去りにされた倒 処埋から始まった地掠え、炎天下の下刈り作業等、 齢
者の多い森林インス ラククー参加者諾 にとっては 変厳しい作業となりま
したが、 満の町民のボランテイアを交えた槙楢会により植樹されたヤマツツ
ジの2年 、3年 の美しい開花を の当たりにし苦労の甲斐があったことを
しみじみと実感しており ます。
また 滸町宝登 「醒季の丘」は禄クな団体の広葉樹植樹等のボランティア

活動により森林環境の保全、 然公 としての景観整備が進められております。
埼 森林インストラクター会の「ヤマツツジ再 の丘」の森づ<り活勤は、諸
団体による森つ<り活動と共に、次の世代に豊かな森を引き継ぎ、森に関わる

を育む貴重な活動であると 負しております。
最後に「ヤマツツジ再 の丘」の森づくりの植樹にご 援項きました 滸町
、町役場職員、 瀞の花と緑を守る会の皆様、 瀞の町民の皆懐、ヤマツツ

ジの苗の選定 収集にご尽カ項きました造園店様に感謝の意を表し絡稿と致し
ます。

事務局 黛 治男
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