別紙様式 ２

２－１
平成２５年度 「レクリエーションの森」年間活動実績
屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

１ 施設等の整備等
施設名
番号
なし
２ 森林の景観対策等
作業名
林小班
なし

林小班

面積

面積

工種

施設の概要

作業の目的等

設置主体名

備 考

実施主体等

３ その他
① 協議会職員による巡視及び安全点検日誌への記載
② 現地及び案内板に危険場所の明示
③ 入口で利用者への注意喚起
④ ゴールデンウィークや夏期シーズン等に駐車場整理の人員配置
⑤ 倒木撤去処理等
ア、ヤクスギランド150分コース蛇紋杉から太忠岳登山道を約15分入った登山道
発見日 平成25年8月3日 直径約 1.2m、長さ約 10mのヤマグルマ１本、撤去日 平成25年8月9日
イ、 白谷管理棟から約 30ｍ手前の県道上部斜面約15 mの地点、
発見日 平成25年8月18日 直径約 0.6ｍ、長さ約 8mの ハリギリ（枯木）１本、撤去日 平成25年8月21日
安 全 対 策
ウ、白谷苔むす森より約 100m先の歩道 発見日平成25年10月20日
直径約2mを含む4本に幹分かれした直径約 30ｃｍのヤマグルマの一部（歩道に横倒しになり通行に支障
となる部分の切除） 発見日平成25年11月3日
エ、ヤクスギランド駐車場近くの町道脇に突っ立ったままの栂の落枝、直径約 50cm、長さ約 ８ｍ
発見日平成25年11月25日、撤去日 平成26年3月15日
オ、白谷楠川歩道渡渉点 発見日平成25年12月29日 直径約 1m、長さ約 10mのヤマグルマ １本、
撤去日平成26年1月3日
カ、白谷駐車場 発見日 平成26年1月9日 直径約 1m、長さ約 10mのイスノキ １本、
撤去日 平成26年1月10日
受益者負担の
収受・活用

ソフト対策

収受 ： ゲート方式、リーフレット・併用リーフレット・絵葉書付き領収書の配布
活用 ： 施設の維持補修、白谷雲水峡・ヤクスギランドのリーフレット各 100,000部と白谷雲水峡の絵葉書
付領収書個人用 100,000部、団体用 50,000部印刷、 トイレの維持管理
① 屋久島町教育委員会と連携した森林教室の実施 （屋久島世界自然遺産登録20周年記念イベント）
ア、平成25年10月4日、神山小学校5・6年生34名、引率教諭4名、エコツアーガイド4名（於；ヤクスギランド）
イ、平成25年10月24日、一湊小学校全校生51名、引率教諭8名、エコツアーガイド5名（於；ヤクスギランド）
② 地元自治体等との自然観察会、ウォーキング等の実施（屋久島世界自然遺産登録20周年記念イベント）
平成25年11月9日開催の第20回超自然屋久島ツーデーマーチ白谷雲水峡原生林トレッキング
５kmコースにエコツアーガイド13名を配置、同コース参加者数93名（島内19名、島外74名）
③ 小中学生への作文募集、審査、展示、HPでの応募作品の紹介及び審査発表、
（屋久島世界自然遺産登録20周年記念イベント）
ア、募集期間 平成25年9月2日～平成25年10月31日
イ、展示 ＜屋久島環境文化村センター交流ホール＞ 平成25年11月14日～平成25年11月21日
＜安房総合センターロビー ＞ 平成25年12月3日 ～平成25年12月15日
ウ、各学校別応募作品数
中央中学校 7作品、岳南中学校 2作品、一湊小学校 51作品、宮浦小学校 32作品、
神山小学校 12作品、永田小学校 7作品、安房小学校 3作品
エ、応募総数 町内２中学校より9作品、５小学校より105作品、総数114作品
④ 白谷避難小屋の維持管理及び同トイレし尿の搬出（搬出回数13回、総搬出量8,690ℓ）
⑤ 雨量計の確認（平成25年年間雨量 ； 白谷雲水峡 6,261.0mm、ヤクスギランド 7,923.5mm）
平成25年年間最大雨量月 ； 白谷雲水峡 10月 1,884.5mm、ヤクスギランド 6月 1,893.0mm
平成25年年間最大雨量日 ； 白谷雲水峡 10月25日 337.5mm、ヤクスギランド 6月9日 406.5mm
⑥ 白谷雲水峡（苔むす森）、ヤクスギランド（荒川橋上流）のポスターＢ１サイズを各３００枚作成・発行
⑦ ホームページの更新
休養林内で見られる四季折々の草花や鳥類・昆虫等の紹介、台風情報、、冬場の積雪状況、
世界自然遺産登録20周年記念イベント（無名ヤクスギ樹名募集やその結果及び命名式、夏休み
森林教室＆ネイチャークラフト、アサヒビールボランティア活動のようすや小中学生作文募集、
審査発表及び全作品の紹介）等本協議会関連の各事業をタイムリーに紹介
（HP更新回数；ヤクスギランド228回、白谷雲水峡46 回）
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屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

その他特記

すべき事項

① レク森サポーターアサヒビールとの共同ボランティア活動の実施
（屋久島世界自然遺産登録20周年記念イベントとして町の行政無線等を通じて参加者を公募しての実施）
平成25年11月30日(土)、ヤクスギランド・手摺りの苔落とし及び滑り止めの取り替え
参加者数；アサヒビール14 名、地元関係機関27 名、森泉ブランド開発研究会 1１名（一般参加）
ボランティア平和の会 5名（一般参加）、その他一般参加者 11名 （一般参加者計 27名）
（参加者総数 68名）
② ①以外の団体ボランティア活動の実施
・ (株)レモンガスボランティア活動
平成25年6月2日、白谷雲水峡木道・手摺りの苔落とし作業、参加者数 6名
③ 著名ヤクスギの診断結果に基づく樹勢回復措置の実施
ア、対象木及び場所 ； 紀元杉、屋久島町尾之間耳嶽国有林 81林班小班
イ、契約相手方 ； 日本樹木医会鹿児島県支部 支部長 末吉政秋
ウ、工期 ； 着工平成25年5月8日～竣工平成25年6月8日
エ、樹勢回復措置内容
・ ＤＯパイプ、ＤＯキャップ、パーライト設置
・ 土壌改良材、ココピート・バーミキュライト散布
・ 施肥業務 グリーンパイル設置
・ 施肥業務 ＯＫＦ２（液肥）、メネデール混合液投入
・ 丸棒（土止）柵設置
・ 高所作業車による石灰肥料の波面散布
④ レク森第3回検討会の開催
ア、日時 平成26年3月10日 午後 1時 30分 ～ 3 時 30分
イ、場所 屋久島離島開発総合センター２階第１会議室
ウ、出席者数；有識者委員８名、関係機関委員６名、全委員１４名出席
エ、主な協議内容 ； 計画した白谷飛流歩道のバリアフリー化事業について、歩道の勾配等問題点が
指摘され、紀元杉バリアフリー化遊歩道の整備を優先する方向で事務局で再検討することを決議
⑤ 職員研修の実施
・救急講習（心肺蘇生法とAED装着の研修）
研修日時； 平成25年4月16日 17:40～18:40 場所；宮之浦保健センター
講師；熊毛地区消防組合屋久島北分遣所（駐車場整理員を含む全職員14名参加）
⑥ 携帯トイレ普及への協力（両地区に携帯トイレブース、携帯トイレ回収箱を設置）
⑦ 屋久島山岳部保全募金の協力（両地区に募金箱を設置、その窓口として業務に協力）
⑧ 「ヤクスギランド」の呼称についての聞き取り調査の実施（屋久島世界自然遺産登録２０周年記念イベント）
平成25年8月1日～8月31日まで、「ヤクスギランド」の呼称について同所で聞き取り調査した結果、聞き取り
総数 2,594名のうち「違和感有」 594名（23%）、「違和感無」 1,927名（74%）、わからない73名（3%）であった。
⑨ 屋久島世界自然遺産登録２０周年記念イベント夏休み森林教室＆ネイチャークラフトの開催
共催 ； 屋久島森林生態系保全センター、屋久島森林管理署、屋久島レク森協議会
場所 ； ヤクスギランド（午前中、森林教室）、屋久島森林生態系保全センター（午後、葛でかご作り）
日程 ； 8：15 保全センター集合、8：30 同出発、9：45ヤクスギランド着、
9：45～12：30 50分コース散策(昼食含む )、12：30 ヤクスギランド発、13：45 保全センター着、
14：00～17：00 ネイチャークラフト（葛でかご作り）
参加者数 ； 大人15名、中学生１名、小学生16名、幼児 3名、総数35名
⑩ 屋久島世界自然遺産登録２０周年記念イベント無名ヤクスギの樹名募集
共催 ； 屋久島森林管理署、屋久島森林生態系保全センター、公益財団法人屋久島環境文化財団、
屋久島レク森協議会
ア、募集する無名ヤクスギの選定 平成25年7月3日、白谷雲水峡において4カ所の対象木を決定
イ、無名ヤクスギの樹名募集の方法 応募期間を平成25年9月1日～9月30日まで、応募資格を同期間内
に白谷雲水峡を訪れた方とし、管理棟前の東屋に投票用紙・投票箱を設置、期間内に投票箱に投函
したものを有効票として実施、投票用紙総数 189枚 （うち有効枚数 183枚；但し1枚の投票用紙に
4カ所のヤクスギの愛称を記入する方法による）
ウ、自然文化体験セミナー島と生きる屋久島カルチャー（屋久島環境文化財団主催）「無名木名づけ会」
（屋久島森林管理署、屋久島森林生態系保全センター、屋久島 レク森協議会共催）の開催
期日 ； 平成25年9月23日（土）
日程 ； 8：20 屋久島環境文化村センター集合・出発、9：10白谷雲水峡着、9：15 開会行事
9：30 観察開始、11：30 辻峠着（順次太鼓岩へ）、12：00 昼食・休憩、13：00辻峠出発
15：40 環境文化村センター着、15：50 閉会行事、 16：30 環境文化村センター解散
参加者数 ； １４名
エ、無名ヤクスギ愛称決定
屋久島森林生態系保全センターで開催された選考委員会（平成25年10月8日）を経て、無名ヤクスギ4カ
所の愛称が次のとおり決定、平成25年10月26日屋久島森林生態系保全センターに於いて命名式が挙行
された。「シカの宿」（横浜市の森弥々さん（小学5年）命名）、「武家杉・公家杉」（屋久島町 服部大介さん
命名）、かみなりおんじ（屋久島町 酒井拓さん（小学2年）命名）、「女神杉」（屋久島町 田中咲枝さん命名）

