
《東原の森づくり　取組状況》

第1回　（H22.7.3） 夏 第2回　（H22.10.16）　秋 第3回　（H23.5.8）　春 第4回　（H23.10.23）　秋 第5回　（H24.6.9）　春 第6回　（H24.9.29）　秋 第7回　（H25.5.18）　春 第8回　（H25.10.5）　秋 第9回　（H26.5.17）　春 第10回　（H26.10.4）　秋 第11回　（H27.6.20）　春

☁のち☂　　総勢　124名 ☁のち☀　　総勢　135名 ☂のち☁時々☀　　総勢　104名 ☂　　総勢　130名 ☂　　総勢　128名 ☀　　総勢　129名 ☀　　総勢　146名 ☀　　総勢　175名 ☀　　総勢　159名 ☀　　総勢　209名 ☁時々☀　　総勢　181名

メイン山
道の整備

丸太階段設置 2ヶ所　15段
(広場への上り口)

ﾈｰﾐﾝｸﾞ「絆の道」標柱設置

広場の
整備

記念植樹、標柱設置 丸太ﾍﾞﾝﾁ設置　4基 ﾈｰﾐﾝｸﾞ「ふれあい広場」標柱設置
記念樹の支柱設置

どんぐりポット苗づくり 「アルプホルン演奏会」

遊歩道の
整備

上部への歩道の整備（約30m）
上部周回路（約50m）の開設
丸太階段設置　　  10段

記念植樹地までの歩道整備 丸太階段設置 4ヶ所　28段
　
崩れた遊歩道を段切り、踏固める 丸太階段凹みに土を入れ平にする

ﾈｰﾐﾝｸﾞ「明日への道」標柱設置
どんぐりポット苗づくり

国道側
台地

の整備

ｻﾝｼｭの植樹、支柱設置 旧国道からの急斜面に丸太階段設置
　　　　　　　　　　　　　　　2ヶ所　　20段 「絆の道」から台地に上がる坂道の段切

り

植樹用地の整備
H27植樹祭ﾘﾚｰ植樹ｸﾇｷﾞ400本

植栽木の周りの下草刈り

竹林の
整備

破砕機で処理 桜の木周辺の侵入竹、伐倒 山側侵入竹の伐倒、破砕
伸びた筍(指定分)の伐倒、破砕

竹林の作業箇所を拡大

竹の利用 ﾚｸ準備:お椀用ｶｯﾄ、ﾃﾝﾄ前に搬出
ﾎﾟｯﾄ用3mにｶｯﾄ×15本を運搬
ﾚｸ準備:お椀用ｶｯﾄ

ﾚｸ準備:筍煮の容器用、ｶｯﾄ縦割り ﾚｸ準備:なめこ汁お椀用にｶｯﾄ ﾚｸ準備:ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ用にｶｯﾄ15本 竹パウダーの有機堆肥づくり説明

きのこの
栽培

きのこの植菌作業　（しいたけ、なめこ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100本
広場・国道側台地から植菌用に伐倒雑
木の運搬(ﾊﾞｹﾂﾘﾚｰ方式)

なめこ初収穫
しいたけ原木移動作業

しいたけ初収穫（来春追加植菌予定） なめこ本格的に収穫 シイタケ、なめこ　ホダ木植菌　仮伏せ シイタケ、ほだ木の本伏せ シイタケ追加植菌

その他

協定4者による「森づくり宣言」 竹ﾎﾟｯﾄに腐葉土を詰めﾄﾞﾝｸﾞﾘで苗木作り
10/13 導入路に看板設置
10/27 入口両側に植栽(あじさい等)

桜の木周辺の刈り払い機作業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ大学校「地球環境ｺｰｽ」の
　　　　　課外ｶﾘｷｭﾗﾑとなる(13名参加)
桜の木にかかるクズの除去

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ大学校「環境ｺｰｽ」の
　　課外ｶﾘｷｭﾗﾑ　（参加 21名）
上部広場に「あずまや」基礎工事

上部広場「あずまや」お披露目 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ大学校「環境ｺｰｽ」の
　　課外ｶﾘｷｭﾗﾑ　（参加 38名）
　　植樹参加

H27.7.31 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ協定の更新

親子森林
ﾚｸﾚｰｼｮﾝ

流しそうめん、ﾁｪﾝｿｰ体験
竹のお椀、箸作り

餅つき
なめこ汁（なめこ収穫体験）
竹のお椀、箸作り

筍堀り体験、筍煮付け作り
竹串、竹の器作り

焼き芋（U字溝、炭、使用）
なめこ汁(薪かまど使用)
竹のお椀、箸作り

ちまき作り
（笹の葉刈り、竃、炭使用）

木の年輪ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ作り
（U字溝、炭、使用）
木の押しﾋﾟﾝ作り

シイタケ、なめこ　植菌
タケノコ掘り体験
タケノコメッタ汁

「おらんぼーとアルプホルン金沢」の
演奏会
なめこ汁・どんぐりポット苗

間伐材を利用した鉛筆立て作り
たけのこ、他山菜の天ぷら
たけのこ入りめった汁

間伐材を利用したネームプレート作り
なめこ入りめった汁
焼栗

ちまき作り
（笹の葉刈り、竃、炭使用）

《夕日寺の森づくり　取組状況》

第1回　（H20.11.9） 秋 第2回　（H21.5.16）　春 第3回　（H21.7.11）　夏 第4回　（H21.9.12）　秋 第5回　（H21.10.25）　秋 第6回　（H22.6.19） 春 第7回　（H22.10.17）　秋

☁　　215名 ☁　　80名 ☁一時☂　　90名 ☂　　86名 ☀　　118名 ☂のち☁　　42名

〇 金沢信用金庫百周年にちなんだ
　　100本の苗木を植樹
〇 コナラ、コブシ、ヤマザクラ、ヤマ
　　ボウシ、カエデなど計11種類

植樹地の下草刈り 植樹地の下草刈り 植樹地の下草刈り
〇 「いしかわ里山里海ﾌｪｱ」参加事業
〇 追加植樹　苗木２５本
〇 植樹地の下草刈り

植樹地の下草刈り 「熊警報」発令により中止

20.11.4
「夕日寺保全再生協定」締結

21.4.27
配水管敷設工事実施

21.9.28
「夕日寺保全再生変更協定」締結

「下草刈り」を森林組合に委託

第8回　（H23.5.7）　春 第9回　（H23.9.25）　秋 第10回　（H24.6.9）　春 第11回　（H24.9.29）　秋 第12回　（H25.5.18）　春 第13回　（H25.10.5）秋 第14回　（H26.5.17）春 第15回　（H26.10.4）秋 第16回　（H27.6.20）　春

☀　　44名 ☀　　50名 ☁のち☂　　53名 ☀　　51名 ☀　　63名 ☀　　57名 ☀　　42名 ☀　　49名 ☁時々☀　　54名

植樹地の下草刈り、補修、整備、施肥 植樹地の下草刈り、補修、整備、施肥 植樹地の下草刈り、補修、整備、施肥 植樹地の下草刈り、補修、整備、施肥 植樹地の下草刈り、補修、整備
植樹地の下草刈り、補修、整備
次回以降に補植する準備

植樹地の下草刈り、整備
植樹地の下草刈り、整備
侵入木（ニセアカシア）の枝切り

植樹地の下草刈り、整備

23.11.1
（継続）「夕日寺保全再生協定」締結

26.11.4
（継続）「夕日寺保全再生協定」締結

　　　H22.6.30　ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ協定締結
 　　　　　　（金沢市東原町町会、金沢市、北陸電話工事㈱、(財）きんしん環境財団）　 …　企業、地域、行政が力を合わせ環境問題に取組むﾓﾃﾞﾙｹｰｽを目指す

毎回継続して実施 雨水対策 側溝溝切り（含、修復）、笹の除去、低木、藤ﾂﾙ切断、運搬

毎回継続して実施 地表整地作業 笹（含、地下茎）の除去、落葉処理 不用木伐採、玉切り、藤ﾂﾙ切断

毎回継続して実施 ﾙｰﾄ沿笹の根切り(長さ30ｍ、幅1m) 笹（含、地下茎）の除去、落葉処理 不用木伐採、玉切り、藤ﾂﾙ切断 丸太階段凹み補正

毎回継続して実施 倒した雑木の運搬集積 落葉処理

毎回継続して実施 入口植栽地花壇の草むしり

毎回継続して実施 倒竹・枯れ竹除去、間引き 運搬集積、枝払い



《東原の森づくり　取組状況》

第11回　（H27.6.20）　春 第12回　（H27.10.3）　秋 第13回　（H28.5.21）　春 第14回　（H28.10.15）　秋 第15回　（H29.5.20）　春

☁時々☀　　総勢　181名 ☀　　総勢　147名 ☀　　総勢　149名 ☀　　総勢　173名 ☀　　総勢　159名

絆の道
の整備

ふれあい
広場

の整備

明日への
道の

の整備

希望の森
の整備

ﾈｰﾐﾝｸﾞ決定、「希望の森」
希望の森への侵入階段設置

お手播きのﾔﾏｻﾞｸﾗの植栽と
標柱の設置

竹林の
整備

竹の利用 ﾚｸ準備:竹馬用真竹の切出し（東原町会） ﾚｸ準備:竹細工材料の切出し（東原町会）

その他

ちまき作り 猪肉のメッタ汁づくり 筍入りメッタ汁づくり 猪肉のメッタ汁づくり
猪肉のメッタ汁づくり
峰が城址への散策路調査と開拓

親子森林
ﾚｸﾚｰｼｮﾝ

ちまき作り体験
（笹の葉刈り、竃、炭使用）

葛のつるを利用し、ﾊﾛｳｨｰﾝ、ｸﾘｽﾏｽの
ﾘｰｽ作り

竹馬づくり
竹を利用した工作
木を利用したﾌﾞﾗﾝｺ遊び

間伐材を利用したおもちゃ
　　　　　　「くるりんカー」づくり

《夕日寺の森づくり　取組状況》

第16回　（H27.6.20）　春 第17回　（H27.10.3）　春 第18回　（H28.5.21）　春 第19回　（H28.10.15）　秋 第15回　（H29.5.20）　春

☁時々☀　　54名 ☀　　総勢　52名 ☀　　総勢　68名 ☀　　総勢　65名 ☀　　総勢　58名

植樹地の下草刈り、整備 植樹地の下草刈り、整備 植樹地の下草刈り、整備 植樹地の下草刈り、整備 植樹地の下草刈り、整備

毎回継続して実施 雨水対策 側溝溝切り（含、修復）、笹の除去、低木、藤ﾂﾙ切断、運搬

毎回継続して実施 地表整地作業 笹（含、地下茎）の除去、落葉処理 不用木伐採、玉切り、藤ﾂﾙ切断

毎回継続して実施 ﾙｰﾄ沿笹の根切り、笹（含、地下茎）の除去、落葉処理 不用木伐採
玉切り、藤ﾂﾙ切断、丸太階段凹み補正

毎回継続して実施 落葉処理、植栽木の周りの下草刈り

毎回継続して実施 倒竹・枯れ竹除去、間引き 運搬集積、枝払い

毎回継続して実施 入口植栽地花壇の草むしり


