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植樹地について 
現在、森倶楽部２１では、「堤平（つつみ

っていら）」を起点に西斜面と北西の植樹地

の育樹活動を行っている。（地図参照）  

「堤平」は研修・交流施設やコテージを

備えた「長峰山森林体験交流センター」の

入口の駐車場から 30ｍほど東斜面を下った

所で、以前は畑地として利用されていたそ

うである。 

植樹地については通信でその都度活動報

告を行っているが、この度 2 回にわけて植

樹地の活動を特集する。 

次回は生育状況の調査報告をする予定。 

1. 植樹実施の経緯 

2011 年 9 月に長野県から「森林（もり）

の里親促進事業」の候補地として長峰山

を考えたい旨の相談があり、企業である

長野朝日放送株式会社が里親となり安

曇野市と森倶楽部２１が里子として、2

年間の契約書を取り交わして、実施する

ことになった。 

森倶楽部２１では初めての植樹で、チ

ョウが来る森を育てることを目的とし

た。2 年契約なので、1 年目の 2012 年に

植樹地 A、2 年目の 2013 年に植樹地 B の

植樹を計画した。 

2. 植樹地の選定と準備（地ごしらえ） 

植樹地 A は、チョウ類生態研究者の浜

先生とも相談し、候補地として以前に旧

明科町がオオムラサキの植樹であるエ

ノキを植えたことがある堤平上部の西

側斜面を選定した。 

この場所は旧明科町の林道整備で出

た残土が捨てられた場所で、最初は草地

であったがしだいにニセアカシアが繁

茂、その刈取りを 2 年ほど行ったあとに

エノキが植樹された。生育しているエノ

キはそのまま活かし植樹地とした。 

植樹地 B は、北側のスギ林の上部で、

ニセアカシアが繁茂しホオノキやカス

ミザクラ等が見られた場所を伐り開き

植樹地とした。 

いずれも 300本の苗木の植樹をするた

め 0.15haの面積を確保してその範囲を全

伐し、地ごしらえをした。その作業にそ

れぞれ 6 日と 4 日が必要だった。延べ 34

人の人工数。 

3. 植樹の準備 

 

植樹の準備として、1.5m ほどの竹を用意

し縦横 2ｍ間隔に 1 本ずつ打ち込んで

300 本の苗木を植える場所の目印とした。

この準備にもかなりの労力が必要だっ

た。 

更に、シカ、ノウサギの食害を防ぐた

めに両植樹地の周囲を防護ネットで囲
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った。安曇野市の職員との共同作業で、

10 数人で半日の作業だった。 

 植樹種の選定は、チョウの食樹とし、

植樹地Aはコナラ 150本、エノキ 150本、

植樹地 B は樹種を増やして、クヌギ 180

本、カシワ 20 本、ウダイカンバ 20 本、

キハダ 30 本、トチノキ 30 本、エノキ 30

本とした。 

4. 植樹 

植樹地 A は 2012 年 4 月 29 日（日）に

一般の参加者 80 人が 4 班に分かれて、

上部半分にコナラ、下部半分にエノキを

植えた。エノキは湿地を好み、コナラは

乾燥に強いためである。 

植樹地 B は、2013 年 4 月 29 日（月）

に一般参加者 63 人で、植樹地上部にク

ヌギとカシワ、下部西側にウダイカンバ

とトチノキ、下部東側にキハダとエノキ

を植えた。 

5. 維持、管理 

 毎年、夏前に 1 回の草刈りをして、冬

前に防護柵の補修をしている。植樹直後

は夏になると苗木が草に覆われていた

が、植樹地 A では植樹木が背丈以上にな

り、下草刈りも必要ないくらいに育って

いる。植樹地 B は、上部のクヌギ、カシ

ワの成長が遅く、まだ草刈りが必要であ

る。下部に植えたキハダの成長が良くな

い。活着率は、60％程度と推定している。 

 今年の秋には、正確に調査をして、今

後の育成の方針を立てる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月の活動から 
8 月 7 日（火）【蝶の森活動】 

9:30～12:00 活動場所：蝶の森 参加会員 6 人 

草原周囲の森の林床が茂ってきていることから、林床整

備を行うことにした。草原拡張部分（長峰山山頂側）約 100

㎡は将来残したい樹種の若木を残しながら草刈りを行っ

た。同時に、北側の森の整備も同様に 200 ㎡ほど行った。

手ガマで刈り取り、森の周辺に棚積みして次回搬出する。 

また、チョウの道も草が繁茂しているので刈払機をかけ

る予定。 

猛暑の夏だが、今日は久しぶりに曇り空、それでも汗は

相当なものだった。 
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8 月 21 日（火）【蝶の森活動】 

9:30～12:00 活動場所：蝶の森 参加会員 8 人 

森林内の下草刈り及び整備はこれで今年３回連続と

なった。ここ数年やっていなかったので施業の必要な

場所はまだたくさんある。残したい樹木は程よく伸び

ており、刈り取る稚樹もそう太くないので今が適期と

思われる。１年くらい掛けて根気よく行いたいと思う。

残す木や林縁の整備について周りの人と相談しながら

楽しく作業を行った。 

 

 

8 月 26 日（日）【絆の森活動】 

9:30～14:20 活動場所：水田跡地・蝶の森 参加会員 11 人 

水田跡地を水辺のビオトープとして今後も維持する

必要があるか検討するため、NPO 法人川の自然と文化

研究所理事長の吉田利男先生を講師としてお招きし、

水生昆虫の調査を行った。その結果トンボのヤゴ等が

多数見つかり、今後も年 1 回の池の泥上げなど必要最

小限の手入れを継続し維持していくことにした。 

また、周辺の木が茂ってきて全体に暗くなっている。

池が上空から見えないと水生昆虫が訪れないので、安

曇野市にお願いしてドローンで撮影してもらい、必要

な個所の伐採、枝打ちを行うようにしてはとの提案が

あった。 

午後のミニ自然観察会は初めて一般参加者 3 名があ

った。参加者の方は、個人的に長峰山を歩いているよ

り、解説をしてもらったことで草花や昆虫に気が付い

たと大変喜んでおられた。この観察会については、も

う少し広報に力を入れれば自然に興味のある方の参加

が見込めそうである。 

 

 

 

長峰山 NEWS 
オミナエシ（女郎花）は秋の七草のひとつです。 

日当たりの良い草原に生える花で、近年自生地は非

常に減少しています。長く土の中に眠っていた種

が、草原の手入れをすることでよみがえりました。

これからも大切に守っていきたい花のひとつです。 

 名前の由来：黄色い小花が粟
あわ

飯
めし

（別名：女
おみな

飯
めし

）に

似ているからとする説、美女「おみな」を圧倒「へ

し（圧し）」する美しさからとする説などがありま

す。 
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2018年 9月・10月活動予定 
※未定の活動は例会時に相談しえ決めます。 

 

  日 行     事 集 合 場 所 時 間 

9 月 

2（日） 長峰山自然観察会 天平の森駐車場 9:00～ 

4（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

9（日） 
安全技術講習 きより館 9:00～ 

矢ノ沢草刈り きより館 13:00～ 

11（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

12（水） 例会 松南地区公民館 19:00～ 

14（金） 押野山竹林下見 ファーマーズ駐車場 10:00～ 

16（日） 森の小道歩道草刈り 長峰山山頂駐車場 9:00～ 

18（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

22（土） 理事会 笹賀公民館 9:30～ 

23（日） 
森林の里親促進事業 天平の森駐車場 9:00～ 

森林の里親促進事業準備 天平の森駐車場 9:00～ 

26（水） 安曇野市「さとぷろ。学校」 第 6講 啼鳥山荘 9:00～ 

30（日） 木曽福島城山視察研修 木曽福島駅 9:00～ 

10 月 

2（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

3（水） 長野県環境保全協会 20周年記念交流会 ホテル国際 21 10:30～ 

6（土） 
ぼくらの学校 市民活動サポートセンター  未定 

安曇野環境フェア 堀金体育館 未定 

7（日） 
  〃   〃 未定 

矢ノ沢山の神社祭典 矢ノ沢山の神社 未定 

9（火） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

10（水） 例会 三郷交流学習センターゆりのき 19:00～ 

14（日） 矢ノ沢地区森林整備協議会総会 矢ノ沢公民館 9:00～ 

16（火） 蝶の森活動 蝶の森駐車場 9:30～ 

19（金） 長野県林業士養成講座 天平の森研修棟 未定 

21（日） 森林の里親促進事業 天平の森駐車場 8:30～  

28（日） 絆の森活動 天平の森駐車場 9:30～ 

31（水） 安曇野市「さとぷろ。学校」 第 7講 啼鳥山荘 9:00～ 

 
 
会員を募集しています！ 

 

見学や入会の申し込みは、 

随時受け付け中です。 

お気軽にお問い合わせください。 

一緒によい汗ながしませんか？ 

 

 

◇会費 正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円 
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