平成１８年度 第８号 １１月１６日発行

ここ数日の荒天で、山は一気に落葉し、冬支度を終えたようです。巷では風ならぬ風邪の便りが聞かれ始め
ましたが皆さまにおかれましてはお元気でお過ごしでしょうか？

「森林巡視員の会打ち合わせ会議」と「学習会」の開催について
今年度の最後の合同活動となる打ち合わせ会議を下記の日程で行います。詳細については別紙
をご覧下さい。今回は、打合せ会議の前に講師の方を招いて、「津軽地方に分布・生息している植物
と生き物たち」という内容で学習会を予定しています。是非皆さまのご出席をお待ちしております！
パトロール状況
パトロール員の阿部さん、三戸さん、杉田さん、田中さん、藤田さん（アイウエオ順）からパトロール記
録表が寄せられました。好天が続いた１０月は、キノコ採りの最盛期でしたが、入林者への呼びかけ
や、チラシ配りにより遭難や事故等も無くシーズンを終えることが出来ました。ありがとうございました。
今後は冬の訪れと共に入林者も少なくなると思いますが、パトロールに際しては、安全を最優先に、
無理をしないようにお願いします。また、入林者への呼びかけも引き続きお願いします。
パトロールの記録は貴重な情報でもあります。他の巡視員の方々の活動にも役立ちます。以前に
山に行かれたことがある方は、日付と場所程度の記載で構いませんのでお手数でもパトロール記録表
を送って下さるようお願いします。
パ ト ロー ル 一 覧表（ 月日順 ）
藤田 次男 ９月３日

片刈石沢

バイク１、軽２

藤田 次男

萱 部沢

釣 り人 １ 人

屏風山（出来島）

ＲＶ者１台、バイク

９月９日

三戸藤次郎 10月2日

２台。山火事防止、

収穫の秋！

田中さんより

阿部さんより

ゴミ捨ての注意をする。
阿部 廣

10月5日

三戸藤次郎 10月6日

喜良市林道〜矢櫃 バイク、軽トラ、乗用車１０数台入山。女性のキノコ採りが増えてい
山、相野股

る。無理な行動はしない様、ごみは持ち帰る様お願いする。

屏風山

空き缶等あり（２、３個程度）。山火事防止注意する。

（車力）

田中 豊忠 10月7日
藤田 次男

10月9日

喜良市林道、大深 キノコ採り多数あり。入林者がいろんな所に入っている。山火事の
沢林道

防止等注意する。軽４台、バイク３台、自転車２台。

片刈石沢

バイク２、軽３、チラシ配布

田中 豊忠 10月10日 喜良市林道〜相野 キノコ取りが最盛期で入林者が多く入っている。タバコの不始末や
股林道

ゴミ捨ての防止等を話しながらパトロールをする。軽６台、普４、バ
イク３台。

阿部 廣

10月12日 喜良市林道、矢櫃 アザミ、ハギ、リンドウ等の花が咲いています。矢櫃山上流キノコ
山、相野股

採り車両多数。タバコの火の始末、ゴミの持ち帰り、安全運転お願
いする。林道でﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ拾い署員に届ける。

三戸藤次郎 10月13日 屏風山

キノコ等の入林者あり。軽２台、バイク３台、山火事防止注意する。

（越水）

田中 豊忠 10月14日 喜 良 市 林 道 〜 矢 サモダシを入林者が多く採っている。タバコを吸って居ったのでパ
藤田 次男

10月9日

櫃、赤荷沢林道

ンフレットを渡して注意をし、協力してもらう。

青岩沢

林道通行不可

田中 豊忠 10月18日 若山林道〜坪毛沢 パトロールをしていると、五所川原市民の「歩く会」の人々が馬神山
林道

に歩いており、５〜６名の方から「ごくろうさん」と話しかけられた。
紅葉がきれいです。赤い実、ガマズミ、コマユミ、メギ、ナナカマド。

三戸藤次郎 10月19日 屏風山
（館岡）

杉田栄徹

バイク、軽自、ワゴン車等数台あり。キノコ取りの人達に山火事防
止、事故防止の声かけをした。

10月19日 相内川〜冷水沢林 宝森建設興業が重機で作業中。林道終点で軽ワゴン２台(8:30)、軽
道

トラック３台(9:00)。それぞれ夫婦が乗車。キノコを採りに来たと！
待避所７にゴミの散乱が激しかった（→現地確認するとゴミがほと
んど無く、拾って頂いたとのことでした、ありがとうございました。）。
久しぶりのパトロールは懐かしかった！

阿部 廣

10月21日 喜良市林道、矢櫃 バイク、軽トラ、軽乗用車、成田林業トラック他１０数台入山。キノコ
山,相 野股,七つ滝 採りと山ブドウ採り無理な行動をしない様お願いする。紅葉もきれ
母沢,１２本ヤス

阿部 廣

いに成りました。特にウルシの葉。

10月29日 喜良市林道、矢櫃 軽トラ、軽数台。キノコ採りに無理な行動をしない様お願いする。も
山,相 野股,七つ滝 みじの紅葉がとてもきれいでした。名前の知らない花がいろいろ元
母沢,１２本ヤス

気に咲いていました。

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 。
状 況に よ り変 わ る可能 性も あ りま す 。
大松 沢林道

崩落があ り 通行不 可

ｴﾌﾞﾘｹｯﾄ林道

起点付近 で林道路 肩決壊に つき 通行 不可

小田 川林道

東多々良 林道起 点〜猫右 ェ門起 点まで 通行不可
法面工事 の為、ゴ ミ処 理場〜ふ るさ と林道 起点ま で通行止

惣次 郎林道

小田川林 道通行 不可に つき 通行不可

金兵 ェ林道

起点から 1.9Km先 (10い ３ 林小班迄 ）倒木が あり 通行 不可

金木 山林道

敷場沢林 道起点 付近ま で通行可 能

大倉 沢林道

起点付近 で林道路 肩決壊に つき 通行 不可

内潟 林道

長沢林道 分岐よ り３ ０ ０ ｍ から 通行 止め

長沢 林道

起点よ り２ ．２ ｋ から 通行 不可

敷場沢 林道

崩落が あり 通行不 可

二斗五升林道

起点よ り３ ．０ ｋ から 通行 不可

大導寺林道

大長根 林道分岐点 手前か ら 通行不可

金平林道

起点よ り３ ．９ ｋ から 通行 不可

大長根林道

５２４ へ 3付 近 か ら通 行 不 可

柏木沢林道

起点よ り３ ．３ ｋ から 通行 不可

七ツ滝林道

入口約１㎞から落石のため通行止

桂川林道

５ ４ ９ に2付 近から 通 行不可

青岩林道

入口約１㎞から落石のため通行止

山王坊林道

５ ６ ０ ろ3付 近から 通 行不可

増泊併用林道

災害 復旧 工事 のた め１２月頃 まで通 行止

あとがき

次回は会議と学習会の報告を中心にお知らせしたいと思いま

す。 また、皆さんからの写真も少しずつ載せれればと思って います。投稿お
待 ちして いま す 。寒 さが募り ま す 。どう かお 体ご 自愛下 さい 。

事務局：冨樫、木戸口
TEL
050-3160-5875
Fax
0173-53-3197

パトロール通信追加
金木支署からのお知らせ
猟友会五所川原・金木・中里支部が狩猟のため、管内国有林への入林届を提出
していましたのでお知らせします。
入林をする際には、十分注意をする様お願いします。
期間

平成１８年１１月１５日〜平成１９年２月１５日

