第２号

平成１７年９月１６日発行

朝夕、寒暖の差が激しい日々が続くようになりました。皆さま体調を崩しておりませんか？
また、台風１５号から低気圧に変化した雲の影響により、台風１４号以上の雨に見舞われた県内で
す。皆さまの家族や家屋に被害はありませんでしたか？

パトロール員と署が合同で実施する活動について
前号のパトロール通信でご報告いたしました、パトロール員と署員との合同ﾊﾟトロールについて、下記
のとおり開催いたします。
なお、出欠の確認や集合場所等の詳細については後日、改めて往復葉書にてご案内いたします。
記
１．期
日
２．活動場所
３．活動内容
４．そ の 他

平成１７年１０月１２日（水）
尾別林道から袴越山までの登山道
歩道の草の刈払い及びゴミ拾い
使用する鉈、鎌、ゴミ袋、デレキは署で準備します。
昼食の準備は各人でお願いいたします。

パトロール報告
前号で「パトロール報告」掲載しなかったため、本号のウラ面で報告いたします。
皆様方のご協力により多数の報告が寄せられております。ご報告頂いたパトロール員の皆さまありがと
うございます。件数が多すぎるため、文字が小さく読みづらいと思いますが、今年度の８月分までをまとめ
て一覧表にしました。
昨年度の報告書と比べ、林道に入ってる車両、山菜採りが少ないように感じられます。春の雪解けが
遅かったのが影響していると思われます。
今後は、キノコシーズンを迎え、山に入る人が増えると思います。林道等で山菜採りの方を見かけた
際には 無理をしないよう 呼びかけをお願いいたします。

金木支署管内の予定
９月２２日（木）

「森と湖に親しむ旬間」の行事
場所：飯詰ダム
飯詰小学校の子供たち対象に実施

あとがき
今年は、全国各地で蜂刺され災害が多発しております。９月１日に「広島県の田んぼで、農業の
男性（７７）がハチに刺され、間もなくアレルギー性ショックのため死亡した。」との報道がありました。
皆さま「ハチ」には十分注意をして、山を歩いてください。

パ
巡 視 者

月 日 天候

パトロール場所

入林者の状況及び特記事項

ロ
喜良市併用林道

１２本ヤス神木手前左側法面が崩れて大きい石が路上に転んでいた。七ッ滝手前大深沢林
道起点まで自動車で行ける。釣りの人たちがいました。でも大雪のため七ッ滝方面に行け
ず、川釣りを楽しむことが出来ず残念でした。母沢には雪解けの水が満水でした。サル元
気、白ウサギ元気。

権現崎歩道

山菜採り２名

喜良市併用林道

大深沢林道起点までしか行けませんでしたので、歩いて七ッ滝に行きました。小動物が日当
たりにて遊んでいました。白ウサギはフキノトウを食べていました。ウグイス、山鳥が元気に
鳴いていた。また、蝶々も蜂も飛んでいた。男性が１人バイクでゴミを２袋を山の中に捨てま
した（ナンバーはメモした）。途中、ミズバショウの花が沢山咲いていました。道路は傷んでい
ませんでした。

藤田 次男 4月29日 晴

カヤベ沢

山菜採り１名

田中 豊忠

5月1日 晴

青森〜金木

道路の脇にまだ雪が多い：空き缶等が少ない

田中 豊忠

5月1日 晴

青森〜金木：鹿の子〜高橋 金木〜青森の道なので車の数が多い。山火事・ゴミ等をお話しして防止話をした。

小関 光雄

5月6日 曇

鰺ヶ沢蟹田線、十三湊や 十三湊やすらぎの駐車帯、公衆トイレ施設付近の保安林に空き缶などのゴミ散乱、不法投
棄あり。五所川原県土整備事務所に連絡し、お願いした。
すらぎの駐車帯

田中 豊忠

5月8日 曇

阿部 廣

4月2日 晴

藤田 次男 4月23日 晴

阿部 廣

4月24日 晴

田中 豊忠 5月10日

曇／雨

田中 豊忠 5月11日 曇
小関 光雄 5月12日 晴
小関 光雄 5月13日

今年初めて湯の沢に行く。大倉沢の所で雪と落石土砂等で行き止まり。水くみの車を何台
か見る。
矢櫃林道の沢は道路が悪い。終点まで行けない。倒木が３〜４本ある。入山者自動車２台、
軽３台、バイク１台
雪がかなり多い。車は終点まで行くことが出来る道路は悪くない。道の脇に花（エンレイソ
ウ・イチリンソウ・ミズバショウ）が咲いている。車３台、軽２台、バイク２台、自転車１台
青森五所川原線沿線：屏風 青森との郡界手前約600m。石の塔林道入口、法面から車道側に倒木あり。路側へ交通の
山内真部線沿線
支障のないように移動した
十三湊やすらぎの駐車帯と周辺、保安林のゴミを回収されていることを確認した
鰺ヶ沢蟹田線沿線

金木山林道
喜良市併用林道〜矢櫃林
道
喜良市林道〜常家戸沢林
道

軽トラ１台、男２名、たばこ吸いながらの山菜採り発見、ポケット吸い殻入れとパンフレット渡
し、山火事防止と無理しない様、事故防止の協力御願いした。

田中 豊忠 5月21日 晴

やまなみトンネル付近：六
郎沢入り口駐車帯
国道３３９号、竜泊ライン、
小泊ダム
カヤベ沢
青森五所川原線、飯詰ダ
ム付近
矢櫃林道・相の股林道

田中 豊忠 5月21日 曇

金木林道

通行止めの看板があるが、車が入っている。車１１台、バイク３台

藤田 次男 5月22日 晴

カヤベ沢

山菜採り１名

田中 豊忠 5月31日 曇

吉良市・相の股・矢櫃林道 入山者多い。山火事ゴミ等の話をして回る。

藤田 次男

6月2日 晴

片刈石沢

軽自動車２台、バイク１台

葛西 文夫

6月2日 晴

富野沢林道・甚兵林道

車１台、バイク１台。タケノコ採りと出会う。

葛西 文夫

6月3日 晴

坪毛沢林道

軽１台。まだ、残雪あり。

葛西 文夫

6月7日

尾別林道・滝の沢林道

車２台、軽７台。タケノコ採りがいた。

藤田 次男 6月15日 晴

増泊林道

バイク３台、ジープ１台、軽３台

田中 豊忠 6月16日

晴・雨

吉良市・大深沢・矢櫃林道 山は東の風で雨と霧。タケノコ採りの人々に注意を呼びかける。

葛西 文夫 6月16日

晴／曇

小関 光雄 5月13日
小関 光雄 5月13日
藤田 次男 5月14日 晴
小関 光雄 5月18日 曇

晴／曇

国道３３９号から小泊ダム方面へ。女性二人、法面で山菜採り。無理しないよう注意した。
車２台、軽３台
自転車、女１人、ダム付近の法面で山菜採り。無理しないよう注意し、粗品のタオルを渡し
て 声がけ した。
ゴミ捨て見あたらず、山菜も送れているので、入山者少ない。

尾別林道

一葉ラン有り。登山道ゴミなし。

田中 豊忠 6月18日 晴

金木林道〜湯ノ沢林道

土砂や倒木を片づけながら入林している人がいる。

田中 豊忠 6月24日 曇

金木林道〜湯ノ沢林道

通行止めのロープを解いてミズを採ってる人がいる。

藤田 次男

折越内林道

バイク１台、軽２台

田中 豊忠 7月13日 晴

金木林道〜大倉林道

大倉林道の道が悪い。入林している人に注意を呼びかける。

小関 光雄 7月13日 晴

青森五所川原線

小関 光雄 7月14日 晴

竜泊ライン

田中 豊忠 7月17日 晴

小田川山林道

たばこを吸いながらの山菜採り発見、ポケット吸い殻入れとパンフレットを渡し。山火事防止
と無理をしないよう事故防止を呼びかけた。
竜泊ライン坂本台より眺瞰台方面約１．５キロ地点。車道にこぶし大の落石あり。交通に支
障があるため撤去した。
ダム、冷泉等をパトロールした。釣り人、山菜採りが入林している。

藤田 次男 7月17日 晴

片刈石沢

軽４台、バイク１台

田中 豊忠 7月24日

晴／曇

金木林道〜湯ノ沢林道

道路が悪いので事故防止のお願い、盗掘、山火事、ゴミ等の協力をお願いしてきた。

田中 豊忠 7月28日

曇／晴

小田川山林道

ダム、湖、冷泉等をパトロール。魚釣り、山菜採りの車７台、バイク２台

田中 豊忠

曇／晴

吉良市林道・常家戸林道 道路良い。山菜採りの車１台。

7月3日 晴

8月4日

小関 光雄 8月11日 晴

国道３３９号〜小泊ダム

小関 光雄 8月24日 晴

青森五所川原線沿線

堀面からの崩落土砂、車道にあり。
飯詰ダム付近のゲート前、郡界付近、車道に土砂流出有り。 法面で山菜採り。無理しない
ように声がけした。

