
資料２－２③

施設 場所 整備主体
1962 昭和37年 鹿ノ沢小屋設置（汲取トイレ含） 鹿ノ沢小屋 鹿児島県
1965 昭和40年 花之江河小屋設置（汲取トイレ含） 淀川小屋 鹿児島県（国補助）
1970 昭和45年 高塚小屋設置（汲取トイレ含） 高塚小屋 鹿児島県（国補助）
1971 昭和46年 石塚小屋設置（汲取トイレ含） 石塚小屋 鹿児島県（国補助）
1979 昭和54年 白谷小屋設置（汲取トイレ含） 白谷小屋 屋久島町

花之江河（宮之浦岳Ｒ）～竹の辻公園境界（永田歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

木道、土留柵、標識類 淀川登山口～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
花之江河（宮之浦岳R）～竹の辻公園境界（永田歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

標識類、土留丸太 尾之間歩道入口～蛇之口滝（尾之間歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁 淀川（淀川橋） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

大株歩道入口（縄文杉R）～焼野三叉（縦走路） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

標識類 蛇之口滝分岐点～割石岳乗越（尾之間歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
標識類 割石岳乗越～淀川登山口（尾之間歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
標識類、土留丸太、階段 花之江河～荒川支流（花之江河ヤクスギランド線） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段、土留丸太、標識類 花之江河～栗生林道合流点（栗生歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
標識類、土留丸太等 太忠岳登山道入口～太忠岳（現ヤクスギランド入口～山頂） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
淀川小屋建て替え 淀川小屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）

1988 昭和63年 階段 淀川小屋～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
焼野三叉（縦走路）～安房岳・投石岳鞍部（宮之浦岳R） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

花之江河（宮之浦岳R）～竹の辻公園境界（永田歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

トイレ 淀川登山口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
楠川分かれ（縄文杉R）～焼野三叉（縦走路） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

標識類、土留補修 花之江河～石塚小屋（花之江河ヤクスギランド線） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
1992 平成4年 新高塚小屋設置 新高塚小屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）

駐車場 白谷雲水峡入口（※当時国立公園外） 鹿児島県
階段、デッキ、標識類、トロ道板張等 小杉谷～縄文杉 鹿児島県（国1/2、県1/2）

1994 平成6年 トイレ（水洗） 白谷雲水峡入口（※当時国立公園外） 鹿児島県
トイレ（浄化槽） 荒川登山口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段補修、標識類 大株歩道入口～ウィルソン株 鹿児島県（国1/2、県1/2）
休憩所 縄文杉先 鹿児島県（国1/2、県1/2）
植生保護デッキ、編柵工 縄文杉 林野庁
土留階段 淀川登山口～黒味岳分岐 鹿児島県（国1/2、県1/2）
管理棟 白谷雲水峡入口（※当時国立公園外） 林野庁
階段 淀川登山口～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段 縄文杉～高塚小屋 林野庁
木道、階段 花之江河～翁岳 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（沢津橋） 林野庁
木道、階段、標識類 翁岳鞍部～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段、標識類 花之江河～焼野 鹿児島県（国1/2、県1/2）
土留階段、階段、木道 淀川登山口～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（荒川橋） 林野庁
階段、板張 縄文杉周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（苔の橋） 林野庁
休憩所 ヤクスギランド内（２箇所） 林野庁
休憩所 ヤクスギランド内（１箇所） 林野庁
屋根、デッキ 新高塚小屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段、板張、橋梁、トロ道板張 楠川分かれ～縄文杉 鹿児島県（国1/2、県1/2）
植生保護デッキ外踏出防止柵等 縄文杉、高塚小屋周辺 林野庁
休憩所 ヤクスギランド内（１箇所） 林野庁
木道、標識類 花之江河～焼野 鹿児島県（国1/2、県1/2）
休憩所 小杉谷小学校先 林野庁
階段、板張 ウィルソン株周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段、板張 新高塚小屋周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
著名杉命名板、解説板 ヤクスギランド内 林野庁
板張、橋梁設置 小杉谷分岐～大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道 花之江河周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
丸太工、階段工 花之江河、小花之江河 林野庁
枕木交換 小杉谷小学校跡～大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段 縄文杉～高塚小屋先 鹿児島県（国1/2、県1/2）
トイレ（浄化循環） 大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（天柱橋） 林野庁
木道、土留丸太 花之江河～黒味岳分岐 鹿児島県（国1/2、県1/2）
丸太工、階段工 花之江河、小花之江河 林野庁
龍神杉歩道整備 登山口～龍神杉 屋久島町
枕木交換、トロ道板張 小杉谷小学校跡～大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段、石積 新高塚小屋～坊主岩 鹿児島県（国1/2、県1/2）
解説板 ヤクスギランド内 林野庁
龍神杉歩道整備（デッキ等） 龍神杉 屋久島町
周辺整備（階段、木道、標識類等） ウィルソン株 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段、石積 坊主岩～平石岩屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）
龍神杉歩道整備 登山口付近 屋久島町
橋梁掛替 小杉谷小学校跡～小杉谷荘跡周辺 鹿児島県
植生保護デッキ補修、木柵、丸太筋工 縄文杉 林野庁
橋梁掛替 小杉谷荘跡周辺 鹿児島県
トイレ（オゾンし尿処理・改築） 大株歩道入口 鹿児島県
土留、排水溝等整備 花之江河 林野庁
トイレ（バイオ） 小杉谷山荘跡 屋久島町（企業寄付）
木道、階段、石積、水切等 平石～淀川登山口 環境省

【No.2-3別添】屋久島山岳部における整備等一覧
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標識類

土留柵、標識類

土留丸太、標識類

標識類、土留補修、トロッコ道板張

標識類、土留丸太、階段工

木道、土留柵、標識類
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平成8年1996
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平成10年1998
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平成12年2000

平成13年2001

平成14年2002

平成15年2003

平成16年2004

平成17年2005

平成18年2006

平成19年2007
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龍神杉歩道整備（標識類） 登山口～龍神杉 屋久島町

平成19年2007
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【No.2-3別添】屋久島山岳部における整備等一覧
年度

橋梁掛替 小杉谷小学校跡～楠川分かれ手前 鹿児島県
駐車場 自然館前（※国立公園区域外） 鹿児島県
トイレ（水洗） 自然館前（※国立公園区域外） 鹿児島県
携帯トイレブース ヤクスギランド内（蛇紋杉手前） 林野庁
トイレ（簡易水洗処理槽・改築） 荒川登山口 鹿児島県
休憩所 荒川登山口 鹿児島県
トイレ（簡易水洗処理槽・追加） 荒川登山口 鹿児島県
橋梁掛替 小杉谷小学校跡～大株歩道入口 鹿児島県
植生保護デッキ、木柵、根茎保護等 大王杉手前～縄文杉 林野庁
トイレ（バイオ） 小杉谷山荘跡 屋久島町（企業寄付）
ゲート設置 荒川三叉路 屋久島町
根茎保護デッキ、丸太柵等 大王杉手前～縄文杉先 林野庁
携帯トイレブース 淀川小屋、花之江河、翁岳 環境省
トイレ（土壌処理式）
（携帯トイレブース１室）

新高塚小屋 環境省

トイレ改修（簡易水洗化、ソーラー） 淀川登山口 屋久島町（企業寄付）
バス停屋根 自然館前（※国立公園区域外） 屋久島町（県1/2、協力金1/2）
木道、石積 縄文杉周辺 鹿児島県
階段、橋梁掛替（淀川橋） 淀川登山口～投石平 環境省
石積 黒味分れ～黒味岳山頂 環境省
携帯トイレブース 大王杉 環境省
避難小屋 高塚小屋 屋久島町（企業寄付）
植生保護デッキ撤去 縄文杉 林野庁
高塚小屋建て替え 高塚小屋 屋久島町
北デッキ撤去 縄文杉 林野庁
南デッキの一部撤去 縄文杉 林野庁
デッキ 縄文杉 環境省
南デッキ撤去、植生保護ネット 縄文杉 林野庁
デッキ 縄文杉 環境省
休憩所 淀川登山口 環境省
登山道整備工事 鹿之沢小屋～焼野三叉路間 環境省

2021 令和３年 う回路 大王杉 環境省（県施工委任）

※オレンジセル＝縄文杉ルート（荒川口-高塚小屋）、水色セル＝宮之浦岳ルート（淀川口～宮之浦岳）、紫セル＝縦走ルート（宮之浦岳～高塚小
屋）、緑セル＝レク森

2013 平成25年

2015 平成27年

2019 令和元年

平成20年2008

平成24年2012

平成28年2016

平成21年2009

平成22年2010

平成23年2011


