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新緑から深緑へと移りゆくこの頃ですが、皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか？

パトロール員と署が合同で実施する活動について
今年度のパトロール員と署員とが合同で実施する活動の一つである、クリーン作戦に
ついて、日程等が決まりました（裏面をご覧下さい）。お忙しい時期とは思いますが、是
非ご参加下さいますようお願いします。
林道状況
現在のところ落石等により通行止めになっている箇所は、以下の通りです。
萢が沢林道

起点から１キロ先、土砂崩落により通行不可。

大倉沢林道・敷場沢林道・大松沢林道・小田川林道・惣次郎林道・金兵エ林道・大典沢林道

いずれも土砂崩落等により、途中から通行不可
内潟林道
土砂崩落のため通行不可。
相内川林道・大導寺林道・大長根林道・四ッ滝林道・桂川林道・山王坊林道
いずれも土砂崩落等により、途中から通行不可。
七つ滝林道
入口から１キロ先、落石により通行不可。
青岩林道
入口から１キロ先、落石により通行不可。
パトロール状況
パトロール員の葛西文夫さん（五所川原市）、田中豊忠さん（五所川原市）、古川喬さ
ん（五所川原市）、杉田英徹さん（つがる市）、阿部廣さん（五所川原市）
、藤田次男さん
（中泊町）から、パトロール記録表が寄せられましたので別紙にてお知らせします。
林道の落石情報等については、既に担当者が各現地を確認し対応にあたっています。
安全に通行出来るまでの間は、通行止めにしています。
折しも山菜シーズンの真っ最中であり、通行したい方が多いのは承知しているものの、
署では安全の確保を最優先に対応にあたっているので、決して無理をされないよう、ま
た、入林者の方への呼び掛けにも、ご協力お願いします。
葛西さん、田中さん、古川さん、杉田さん、阿部さん、藤田さん、どうも有り難うご
ざいました。
あとがき
署の敷地にはオオバボダイジュの高木が植わっていて、ＧＷ明けのわずか３週間の間に、新芽か葉
が生い茂り、先日その花が咲き始めました。
小さな花が、木全体につき風に揺られている様子を見ると、命
のたくましさを感じずにはいられません。
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クリーン作戦の実施について
深緑の候、皆さまには益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より金木支署ならびに当協力会の運営につきましては、格段のご理解とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
さて、今年度署員とパトロール員とが合同で行う活動の一つであるクリーン作戦について、下記
のとおり実施いたします。
お手数ではございますが、ご参加の有無を同封の葉書に記載のうえ、６月１６日までにご返送
下さいますようお願いいたします。
記

１

期

日

：

平成１８年６月２７日（火）

小雨決行

但し、雨天の場合は、６月２９日（木）に順延します。
(順延の場合は、朝７時３０分頃、署から各参加者に連絡します。）
２

集合場所

：

飯詰ダム管理棟駐車場（別紙図面を参考にして下さい。）

３

集合時間

：

午前９時３０分

４

活動場所

：

石の塔林道、県道五所川原線

５

活動内容

：

石の塔林道沿いに不法投棄されているゴミの収集と看板の設置

６

そ の 他

：

手袋、ゴミ袋、デレキは署で用意します。
昼食の準備は各人でお願いします。

※

ご不明な点があれば、恐れ入りますが事務局まで御連絡願います。
事務局： 冨樫、木戸口
TEL ０５０−３１６０−５８７５
Fax ０１７３−５３−３１９７

パトロール報告一覧表
巡 視 者 月 日 パトロール場所

入林者の状況及び特記事項

藤田 次男 4月15日 カヨベ沢

軽自動車２台、バイク１台

藤田 次男 4月16日 横泊

山菜採り ７人

葛西 文夫 4月22日 三角山

軽２普３台。行者ニンニク採り、多数入林していた。ゴミは見あたらない。道路もきちんと整備
されていた。

藤田 次男 4月23日 権現崎

山菜採り４人、海岸でたき火していたので、消火をきちんとして下さいとお願いする。

葛西 文夫 4月25日 尾崎山（下前）

海岸の通行止めのところに車１０代以上、釣り人や山菜採りの人らしい。福寿草は斜面に
いっぱい咲いていた。ごみは無し。

葛西 文夫 4月29日 三角山

ライトバン２台軽トラ２台、山菜採りらしい。

葛西 文夫 4月29日 尾崎山

ニリンソウ、キクザキイチゲ花がきれいだ。福寿草もまだ見られた。

杉田栄徹

5月1日

今泉母沢林道〜 林道入口に普通車有り。３人の婦人が山菜採り。途中軽トラ２台、家電製品粗大ごみ有り。
早池林道分岐
→今泉森林官により確認済み、今後町と対応協議

葛西 文夫 5月2日 柴崎城趾
阿部 廣

5月3日

普通車２台、軽トラ１台、山手を尾崎山まで歩く。遊歩道はきちんと整備されていた。海岸線
は高波のため通行止めであった。

喜良市川併用林 バイク、軽トラ等１６台ほど入林、１２本ヤス、七つ滝には家族連れがいました。たけのこ、ゼ
道
ンマイ採り始めでした。

藤田 次男 5月3日 青岩沢

ＲＶ車４台、バイク２台

藤田 次男 5月4日 カヨベ沢

軽２台、乗用車３台

喜良市川併用林 宮城ナンバーの夫婦１２本ヤスにお参り。家族連れ目立つ、たばこの火の不始末お願いす
道
る。
軽１，軽トラ２，バイク１角石沢橋付近にごみ散乱（古タイヤ、灯油缶等）。青森署との境界近
5月8日 県道内真部線
くの駐車帯沢方向に大分ごみ散乱。→森林官が確認済み、駐車帯のごみは１６年度クリー
古川 喬
ン作戦実施した箇所に再び・・・。
喜良市林道〜常 雪が道路脇にあるが、終点まで通行可能。落石土砂が少々有り。入林者軽７台バイク２台。
田中 豊忠 5月8日 家戸沢林道
アザミ、ウド、バッケ。

阿部 廣

5月6日

阿部 廣

5月9日

喜良市川併用林 山菜採り釣り人３０数台入林。七つ滝、常家戸方面で釣り多い。火の用心、ゴミ捨て等に協
道
力お願いする。
喜良市〜大深沢 ごみの不法投棄と山火事防止等を注意する。クロサンショウウオの産卵見る、カエルの卵、
木の芽がいろいろ出ている。

田中 豊忠 5月9日 〜矢櫃林道
杉田栄徹

5月10日

相内川〜冷水沢 ファミリーと個人２名渓流釣り渓流釣り。軽トラ２名、夫婦連れ山菜採り。入林者は疎ら、登山
林道
道の看板が壊れていた。

田中 豊忠 5月11日 県道内真部線

ごみか粗大ごみ、その他のタイヤ等があり。タケノコ採り入林し、軽３台バイク３台。

喜良市川併用林
１０数台入林。沢の上より転落したらしく、１３：３０頃救急車が来る。
道

阿部 廣

5月13日

古川 喬

5月13日 金木山林道

林道起点より約１．４キロ地点法面土砂崩壊あり、通行不能。→担当が確認済み、対応中。

古川 喬

5月13日 喜良市林道

軽１，軽トラ２，バイク２、。路肩決壊有り→確認中

藤田 次男 5月14日 片刈石

ＲＶ車３台、バイク２台、軽２台、みちのく松陰道入口広場にゴミ袋放置

喜良市林道〜矢 コゴミ、ウド、ワサビ山菜採り多い。軽６バイク３台。山火事、ごみ等注意するヤマザクラ、カメ
田中 豊忠 5月14日 櫃林道
ノキ、ワサビ、シラネアオイ、オオバキスミレ等咲いている。終点までは雪があり行けない。
金木林道〜大倉 落石と倒木により車が行けない。山菜採り入山している。バイク２，軽６台。→担当が確認済
田中 豊忠 5月17日 沢林道
み、対応中
喜良市林道〜矢
入林者５〜６人。山火事、ごみの不法投棄の防止を呼び掛ける。
田中 豊忠 5月19日 櫃林道

田中 豊忠 5月21日 金木林道

落石により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

金木林道〜喜良
入口が落石で入山できない、山菜採りの人々が入っている。普２，軽６、バイク３台。
田中 豊忠 5月25日 市林道
矢櫃林道・相の
股林道
喜良市林道〜相
田中 豊忠 5月26日 野股林道

軽２，軽トラ２、ワゴン車１。軽ワゴン１。山火事防止、遭難、ごみの投棄等注意及び協力をお
願いした。
ムラサキヤシオ咲いている。たばこを吸っている人がいたので、ポケット灰皿を配り協力をお
願いする。タケノコ採り多い。

藤田 次男 5月27日 片刈石

ＲＶ車３台、軽４台、バイク１台

古川 喬

5月26日

金木林道〜喜良 山菜採りの人だと思うが、入口の落石箇所を通行止めの看板があるにもかかわらず人が通
田中 豊忠 5月29日 市林道
れる道が出来ている。車６台バイク３台。

