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マウントクック山麓への木道 

滑り止めのネットが敷かれている 

トンガリロ国立公園 

雨でも滑らない階段 砂利の上にゴムネット 

櫻守の会  2021 年 5 月号  
登山道について                             長谷川 裕 

少し固い話になりますが、登山道は誰が作りどのような基準で整備や管理がされているのか調べてみた

ことがあります。北アルプス等では山小屋を建てられた方が周辺の登山道を整備した例や、その維持管理

は山小屋の方々が中心に行われているようです。また、かつて廃道化していた南奥駆道では民間のボラン

ティアグループ中心に苦闘の末何年もかけ復活した登山道や、新設した避難小屋があり登山者として全国

各地の山々でその恩恵にあずかってきました。 

整備の基準について環境省の自然保護官に聞いてみましたが、全国統一の基準はなく、少なくともネッ

トに掲載されている北海道地区自然保護事務所が発行した「大雪山国立公園に登山道整備技術指針」が、

環境省では唯一詳しく書かれた文献のようです。74ページに及ぶ立派な文献でその内容には全国の事例も

紹介されていますが、六甲山系周辺で問題になっている猪被害対策については、熊はいても猪はいない場

所での技術指針ですので一切記載はありません。 

また、「信州山岳環境保全のあり方研究会」（登山道問題報告書）では、登山道の整備水準について自治

体へのアンケート結果として目指している事項は、安全のための最低限の整備が圧倒的に多いと報告され

ています。代表的な意見では「遊歩道ならきれいに管理せねばならないが、登山道はある程度自己責任を

承知してくるのでは、看板の表示ぐらいといった必要最小限の管理でよいのではないか」等が記載されて

います。当会の例では桜の園（さくらの道）は遊歩道、瀧見の道、遠見の道や行者山は登山道ということ

になりますが、来られる方は登山者というよりはハイカーが大半なので難路はあまり得意でない方が多い

と思えます。整備基準としては安全優先でできれば快適にというところでしょうか。櫻守の活動では日々

歩かれる方々を頭に思い浮かべながらに参加しています。 

最後に海外ニュージランドの登山道が安全性・快適性で我が国より優れており参考になると思いますの

で紹介させていただきます。 
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＜ 2021年 4 月度 活 動 実 績 表 ＞ 

月日 
活動地･参加者     

( )内は会員外 
天候 作業内容 人

数 

3月 26日 

(金) 

青葉台 

１８名 
晴れ 

 (逆瀬台小裏とその周辺) 枯れ松の伐採 7 

 (光が丘ルート) 枯れ松、倒木、根浮き木の伐採と処理 6 

 (陽光広場とその周辺) 草及び枯草の刈り取り、老朽階段更新、側溝掃除 5 

3月 27日 

(土) 

ゆずり葉の森 

11名 

講師 2名 

晴れ チェーンソー講習会（座学＋実技） 11 

3月 28日 

(日) 

桜の園 

(亦楽山荘) 
雨 雨天中止 

  

  

4月 2日 

(金) 

桜の園 

(亦楽山荘) 

22名 

晴 

時々 

曇り 

 (桜の尾根) 植樹及び実生桜周辺の常緑樹等間伐または剪定 6 

 (赤松展望所) 枯れ松と周辺木の伐採 7 

 (どんぐりの道) 路面の整備と谷側路肩の補強 5 

 (桜の道) 桜坂入口に丸太土留め柵 2列追加、苗床の囲い設置 4 

４月４日 

（日） 
武庫山の森 雨 雨天中止   

 

４月 8日 

(木) 

桜の園 

(亦楽山荘) 

21名 

晴れ 

 (崩落地跡、四辻) 桜周辺の整備、名札取付 4 
 

 (赤松植樹地、赤松展望所) 枯れ松の伐採  5 
 

 (どんぐりの道) 路側のシダ刈り取り、谷側路肩の補修 4 
 

 (桜の道) 路肩の整備と補強、谷側斜面の常緑樹間伐 6 
 

 (エントランス広場) 看板の洗浄、階段の掃除 2 
 

4月 12日 

(月) 

ゆずり葉の森 

22名 

晴れ 

後 

曇り 

 (どんぐりの丘) 常緑樹の下枝伐り・間伐、枯れ松伐採 8 
 

 (コバノミツバツツジの丘) ツツジの剪定と枯れた株の除去 6 
 

 (西山堰堤とゆずり葉ピークへの園路、白瀬川第三堰堤上平) 枯れ松の伐採 8 
 

４月 17日 

（土） 
武庫山の森 雨 雨天中止    

 

4月 20日

（火） 

山手台 

18名 
晴れ 

（ご神木西側斜面）シダ伐採、常緑低木などの間伐 8 
 

（南斜面）草刈り・オオキンケイギク除去 3 
 

(アジサイロード）中学校側斜面の整備、公園のヤマモモ剪定 7 
 

延べ参加者数 112 
 

 

＜ 活 動 報 告 ＞ 

桜の園（亦楽山荘） 

3/28(日) 雨天中止 

4/2(金) 早咲きの桜見物等で多くのハイカーが来園されていました。桜の尾根や赤松展望所の尾根部で

は植樹及び実生桜の周辺の間伐と剪定、更には大径背高の枯れ松を伐採しました。一方桜坂やどんぐりの

道といった内周路では路面に堆積した落ち葉や土砂を掻き出すと共に、急坂部の階段の折れ曲がり部や局
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部的に狭い箇所の谷側路肩に崩落防止補強を、また山側路肩には丸太土留め柵を設置し、安全で安心して

通行できるよう改善をすすめました。 

4/8(木) この日も遅咲きの桜見物など多くのハイカーが園内を散策されていました。 

大峰道尾根部で桜周辺の整備を、赤松道では大枯れ松を伐採しました。更に桜の道とどんぐりの道の谷側

路肩を補修するとともに、桜の道では谷側園路脇の常緑樹を高枝用ノコギリで枝打ちし見晴らしを改善し

ました。（加賀野 記） 

 

 

ゆずり葉の森 

前回(3/9)に引き続き西山堰堤に至る園路沿い、白瀬川第三堰堤上平、ゆずり葉ピークからコバノミツバ

ツツジ回廊への園路沿い及びどんぐりの丘で 20数本の枯れ松を伐採しました。またコバノミツバツツジの

丘では樹勢が衰えたり、背が高くなり過ぎたツツジの株を剪定/間伐し、どんぐりの丘でツツジの剪定と密

生した松などの常緑樹の間伐、剪定を行いました。（加賀野 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青 葉 台 

活動地集合場所に着くと、陽光桜は早咲きにも関わらずまだまだ見頃が続いていました。例年なら作業

後に観桜会となるところでしたが、今年はまだ続くコロナ禍のため自粛となってしまいました。この活動

どんぐりの丘・枯れ松受け口切り コバノミツバツツジの丘・ 

背が高くなり過ぎた株の剪定 

白瀬川第三堰堤上平・ 

伐採した枯れ松の玉切り 

陽光広場・見頃の桜を背に 

斜面の草刈りと側溝の掃除 

逆瀬台小学校裏・大きく傾いた 

枯れ松をチルホールで牽引 
光が丘ルート・伐採した 

枯れコナラの玉切り 

 桜の道・東屋下の路肩補強 

 

どんぐりの道・崩落した路肩を補修 林間広場・エドヒガンザクラに保護柵 
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地では本年初めての活動で、先ず活動停止中に進行した逆瀬台小学校裏とその周辺の枯れ松や光が丘ルー

ト内の倒木、枝折れの伐採と処理を行いました。一方では見頃となったお花見のハイカーに備えて陽光広

場付近の草刈りと老朽化した階段の更新、側溝の掃除を行いました。（加賀野 記） 

 

山手台 

好天に恵まれ、日中は気温も上がり汗ばむほどの天気でした。 

前月の活動日の後で、桜も満開を経てほとんど散ってしまいました。

代わって低木では、コガクウツギ、エニシダ、ガマズミ類が咲いてい

ます。高木では他地区では珍しいクロバイが白い花を咲かせています。 

活動は、ご神木の西側斜面やアジサイロードの中学校側斜面での常

緑樹の間伐やシダ伐採という地道な作業が主となりました。また南斜

面では恒例の草刈りも始まりました。（岡 記） 

武庫山の森 

雨天中止（4/4） 

4月 4日に予定していた桜見学会（宝塚第一小学校区まちづくり協議会の行事に協力）は雨天延期に

なり、5月 2日に自然観察会を行うことになりましたが、宝塚市がコロナのまん延防止等重点措置の

対象地域に指定され再延期になりました。 

雨天中止（4/17）（横山 記） 

 

チェーンソー講習会 

3月 27日（土）姫路市の愛林興業株式会社より講師の先生をお迎え

して、櫻守の会主催のチェーンソー講習会をゆずり葉の森で開催しま

した。座学の後、実技会場へ移動し、枯れ松を使って受け口と追い口

の作り方、クサビの使い方、ソーチェーンの目立て方法等を学んで、

実践的な内容の濃い講習会になりました。受講者の皆さんからアンケ

ートを取って不具合点を改善して、更に良い講習会にして行く予定で

す。（近藤茂 記） 

 

＜ お 知 ら せ ・案 内 ＞ 

 

櫻守の会の活動休止について                       運営委員会 

運営委員会では、「兵庫県に緊急事態宣言」が発出された場合又は「宝塚市まん延防止等重点措置」が

適用された場合は、その期間の活動を休止することを決めています。この度「まん延防止等重点措置」に

引き続き「緊急事態宣言」が発出されることを受けて、4月 22日～5月 11日までの期間の活動を休止する

ことにしました。なお再開の日はメールやショートメール等で改めて皆様に連絡いたしますが、「緊急事

態宣言」が延長された場合は、活動休止期間も延長されることをご承知ください。 

 

運営委員会報告（３月度）                     代表  近藤 茂 

2021年 3月 30日（火）  10：00～12：00   ぷらざこむ１  

１．新型コロナウイルス対応･･･3 月 30 日時点では「当面感染対策を十分とりながら、活動を続ける」こと

で合意したが、その後感染が急拡大したため、上記のように 4月 22日から活動を休止することにした。 

 

追い口の入れ方の指導を受ける 

中学校境界での整備 
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２．総会開催に向けての準備･･･この下の「第 22回 櫻守の会総会の開催方法について」をお読みくださ

い。 

３．環境学習の内容を高めるために･･･分科会を開催して、会から各学校へ提案する年間計画の概略を決め

た。また推進するにあたり新規スタッフの拡充が必要であり、4 月度会報にスタッフ募集の記事を掲

載した。 

４．樹木調査の今後の進め方･･･近日中にチーム会議を開催して、調査の纏めを作成する目的の再確認、目

的に沿った内容にするための手段と日程、会員への提供方法などについて協議する。 

５．当会の活動のあるべき姿についての検討･･･「現在の活動内容で良いのか、見直すべき点は！」との点

に関して、「各活動地のあるべき姿（方向性）を明示し、また会員の構成（年齢や性別）を考慮する

と、自ずと活動すべき内容も決まってくる」との意見もあった。また「女性会員を増やす・参加率を

上げる」目的で女性会員の方に行ったアンケートの回答結果から、皆様がいろいろな意見をお持ちで

あることを確認した。当該問題は非常に重要な課題であり、総会を実際に開催した場合は、皆さんの

意見を直接お聞きする場を設ける予定である。継続審議とした。 

 

第 22回 櫻守の会総会の開催方法について                運営委員会 

 これまで毎年総会には 30名を超える多くの会員の出席をいただき、諸課題に対して皆様の意見を直接お

伺いして、会の運営及び活動方針を決めてまいりました。本年度開催の総会では、「櫻守の会の活動はどう

あるべきか！」と言う基本的事項について皆様の考えをお聞きする予定でしたが、新型コロナウイルスの

感染が急拡大していることより、室内で多数の人が参加する会議は避けた方が良いと判断して、昨年度に

引き続き今年も書面による総会とさせていただくことにしました。具体的には下記の要領で進めさせてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

１．会員の皆様に総会の議案書をお送りしています。議案書を読んでいただき、同封した郵便はがき（議

決権行使書兼委任状）に賛否又は委任状を書いていただき、5月 10日までにご投函ください。委任状

の場合、委任対象者が議長ほか複数名いるのが通常ですが、今回は代表の近藤 茂 1名とさせてい

ただきました。また否認された場合は、下方の欄にその理由をお書きください。今後の活動の参考に

させていただきます。 

議案の内容について質問や不明な点などがありましたら、遠慮なく電話かメールでお問い合わせくだ

さい。 

問い合せ先  代表 近藤 茂  080-5709-3630  kondo3410@suisui.ucom.ne.jp 

２．回収されたハガキの内容を集計して、5月 17日に運営委員による確認会を開催します。 

３．確認された内容を、会報 6月号に掲載します。 

 

パソコン教室開始のお知らせ                        近藤 茂 

３～４年位前まで「パソコン何でも相談室」（同好会）を開催していましたが、諸般の理由で中断しまし

た。今回は下記の要領でパソコン教室（同好会）を開催します。 

講 師 ：近藤 茂    場所：ぷらざこむ１   

日 時 ：月に 1回、2時間程度、日時は参加希望者のご要望を聞いて決めます 

期 間 ：数か月間と考えています    

その他 ：ノートパソコンをお持ちの方はご持参ください 

パソコンについて分からない事・知りたい事がある方は何でもご相談をしてください。私もそんなに熟

知していませんが、一緒に解決して行きましょう。また今回は、Wordを使って、櫻守の会のパンフレット

（桜の園のパンフレット＆入会案内）を編集できるまでの勉強をしたいと思っています。 

参加希望者は  近藤 茂まで 080-5709-3630 又は kondo3410@suisui.ucom.ne.jp  

 

file:///C:/Users/koich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YWXZFV5/kondo3410@suisui.ucom.ne.jp
mailto:kondo3410@suisui.ucom.ne.jp
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会員消息                                  事務局 

入会  安田一彦さん             よろしくお願いします。 

退会  井上勁さん、土橋壽雄さん、田所仁章さん、石田陽介さん、井村秀男さん、宇野秀和さん 

長年にわたり有難うございました。 

 

自然観察会                               竹島 洋子 

春の自然観察会を亦楽山荘周辺で実施します。散歩がてら気楽にご参加下さい。特に新入会員の方はで

きるだけご参加願います。 

日 時 ：2021年 5月 10日（月） 9：30から 12：00 

集 合 ：廃線跡入り口 トイレ前  9:30集合 

行く先 ：廃線跡と亦楽山荘 

ルート ：廃線跡～第三トンネル手前～親水広場～もみじの道～城ケ丘 

～隔水亭～東屋～さくらの道～親水広場 

解 散 ：12：00 

 

武庫川エコハイク 第 168回「武庫川もう一つの源流を歩く」   エコグループ・武庫川 

今回は武庫川のもう一つの源流・波賀野川源流地帯を歩きます。 

中世の山城跡が点在する大沢ロマン、歴史の森を訪ねます。 

★お願い：マスク着用で「三密状態」を防止する活動にご協力願います 

コロナ感染症拡大予防対策で「中止」もあり得ますので最新の情報で確認ください 

日 時 ：2021年 5月 8日（土）  雨天中止 

集 合 ：JR福知山線「古市駅」改札口前 9時 45分 

 （参考：快速篠山口行・尼崎 8:43･･･宝塚 9:02･･･古市 9:37着） 

ルート ：JR古市駅前～波賀野新田～見内～東谷池～肩越えの辻(560m)～音羽山(530m) 

～火とぼし山(501m)～三角山(418m)～大沢城跡(422m)～禄庄城址(325m)～ 

大沢八幡神社～JR篠山口駅前（解散：15時頃） 

◆約 11㎞ 健脚向き(標高差 350mアップダウンの厳しいコースです） 

お問合せ：携帯 090-7763-6763（上田）   URL：http://ecomukogawa.web.fc2.com/ 

 

ヘルメットのネームをご確認ください                   道具担当 

名前が剥がれたり不鮮明になっている方は道具担当までご連絡ください。 

新しい名前シールをお渡しします。 

すでに把握済の方（敬称略）：森田・上田・岡・平松・吉田・加賀野・林 

☎：090-8219-7420 またはE‐mail：yasuhiro.y@fork.ocn.ne.jp 山岡まで 

 

 

＜ 櫻 守 ひ ろ ば ＞ 

 

亦楽山荘 桜紀行（１）コヒガンザクラ                 陰山 隆太郎 

桜の園の桜を花が咲く順に巡る旅です。対象の桜は園内に限定します（廃線跡と親水広場は除外）。 

 

コヒガンは桜の園で一番早く咲く桜です。山に自生する桜では早や咲きのエドヒガンより 1週間程早く

春分の日前後に咲き始める年が多い様です。今年（2021年）は記録的に早く 3月 15日に開花していまし

た。 

緊急事態宣言中につき 

休止します。 

http://ecomukogawa.web.fc2.com/
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コヒガンは樹高２ｍほどの小ぶりの木でも花が密に咲くというミニサイズの桜で、一般には里で栽培さ

れていますが、もともとは伊豆や房総の山地に自生していたもので、エドヒガンとマメザクラの自然雑種

と考えられています。桜の園のコヒガンはもちろん自生ではなく、開園後に櫻守の会が植えたものです。 

櫻守の会の 10周年記念誌の植樹記録によると開園 5年後の 2004年に 25本、翌 2005年に 10本植樹とな

っており、当時を知るベテラン会員の記憶によると「あちこちに沢山植えた、すぐに花が咲いたので皆で

喜び合った」というハッピーな植樹だったようです。2007年入会の私はこのハッピーな植樹を体験してい

ないので、前記の植樹記録を読み解いて、コヒガンを植える前後の経過を下記の様に勝手に想像してみま

した。 

桜の園開園前（櫻守の会発足前）の 2シーズンを含む 5シーズンに、主にヤマザクラの苗 935本を植え

ています（内 410本は市民参加の 5回の植樹会で植樹）、どうやら園内に桜 1000本を植えるという目標が

あったと思われます。目標に近づいた 6シーズン目の植樹は、運搬容易な軽い苗ではなく、苗を 2～3年育

てた根に土が付いた重い「植木」を植えたようで、一度に植える数が 20、30、30本と少なくなりましたが、

6 シーズンの合計は 1015 本になりました。山の桜は上手く根付いたとしても花が咲くのは何年も先の話、

苦労して沢山植えたけど、さっぱり咲いてくれないという達成感のなさが問題になったかもしれません。 

目標達成後の 7シーズン目の植樹には、1000本植樹を記念すると同時に会員の士気を高める為に、植え

るとすぐに花が咲くように育てられた接ぎ木のコヒガンが選ばれたと想像しています。8シーズン目（2005

年）のエドヒガン他 20本とコヒガン 10本を最後に、桜の園の初期の植樹活動は終了したようです。 

   

植えて 10 年後の 2014 年には、桜坂下(トンネル上)に 8 本、桜坂上の緩斜面に 10 本程、コナラ林に 3

本、林間広場に 2本、計 23本が花を咲かせていました。35本植えて 10年後 23本生存は成績優秀といえ

ますが、徐々に元気がない木が増えていました。植えて 17年目の今年では、桜坂下に 4本（1本は八重咲）、

桜坂上に 3本（4本は林間広場に移植）、コナラ林に 1本、林間広場に 3本、計 11本に減っていました。

内 4本は園路からほとんど見えないので、思い切って移植して 1カ所に集めた方が存在感が増すかもしれ

ません。 

 

次回以降（２）エドヒガン、（３）ヤマザクラ他、（４）カスミザクラ他、（５）桜の風景 の予定です。 

 

 

情報掲示板                                事務局 

北摂里山博物館より、4月 6日の「武田尾の桜」空撮映像です。音響が入っていないのが残念ですが、

是非ご覧ください。 

https://youtu.be/elTEyuxciCw     Ctrlキーを押しながらクリックしてリンク先を表示 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/elTEyuxciCw
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武庫山のムベ ムベの群落 

もっと知りたい  ～ ムベ ～ 

（郁子/ 別名トキワアケビ、ウベ） アケビ科、ムベ属  常緑つる性木本 

４月、武庫山でおびただしいほどのムベ

の花が咲きました。街中では垣根やフェン

スに咲いているのをたまに見ることがある

が、こんなに沢山の花が山の中に咲いてい

るのを見るのは、初めてで驚きというか感

動しました。ムベのツルを山で見るのは珍

しくないけれど、大抵小さくて刈り取られ

る定めだと思っていた。 

ムベはよくアケビと対比されるのだが、

果実はよく似ているが花や葉は全く違いま

す。花は雌雄同株で薄黄緑色又は淡紅色の花（花びら状のものはがく片）を下向きにつけるが、雌雄の区

別が分かりにくい。そのほとんどが雄花で雌花はめったにない。秋には紫色の実がなるが、結実するには

2株以上が必要で、また、掌状複葉の小葉が 7枚以上つけることが必要だから果実を見るのは難しいけれ

ど、この何とも言えない可愛い花が一面に咲いているのを見るのは壮観だった。 

百人一首に 

「吹くからに秋の草木の しをるれば むべやまかぜをあらしといふらむ」（文屋康秀） 

（ちょっと風が吹くだけで秋の草木が折れるのでなるほどそれで山から吹く風を嵐というのだろう） 

このむべは植物のムベとは関係なさそうですね。             （文と写真 竹島洋子） 

 

＜ 活 動 予 定 （ 5月・6月 ） ＞ 
 

月別行事予定表 
 

5月 場所等 6月 場所等 

5月 2日 日 武庫山の森 休止 6月 2日 水 桜の園（亦楽山荘） 

5月 5日 水 桜の園（亦楽山荘）休止 6月 4日 金 廃線跡草刈（予備） 

5月 10日 月 自然観察会 休止 6月 6日 日 武庫山の森 

5月 12日 木 桜の園（亦楽山荘） 6月 9日 水 ゆずり葉の森 

5月 15日 土 武庫山の森 6月 15日 火 山手台 

5月 17日 月 総会（書面開催） 6月 17日 木 桜の園（亦楽山荘） 

5月 18日 火 山手台 6月 19日 土 武庫山の森 

5月 21日 金 ゆずり葉の森 6月 24日 木 青葉台 

5月 23日 日 桜の園（亦楽山荘） 6月 26日 土 会報印刷（ぷらざこむ） 

5月 25日 火 青葉台 6月 27日 日 桜の園（亦楽山荘） 

5月 27日 木 廃線跡草刈      

5月 29日 土 会報印刷（ぷらざこむ）    
 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞ 

とうとう 3度目の緊急事態宣言が発出されることになってしまった。自由を阻害され、大きな経済的ダメージを

受けることになる。SNS全盛の時代、情報が飛び交い、やり場のない怒りに社会全体が寛容さを失いつつあるよう

なところが恐ろしい。ともかくワクチン接種券は届き始めたが、救世主となるかどうか。基本は一人一人の心がけ、

知性と理性が求められる。こんな時こそ明るく前向きに活動再開を待ちましょう。(瀧本 記） 


