設立 20 周年 これまでの歩み
当会の活動と三嶺山域に関する出来事
特定非営利活動法人三嶺の自然を守る会
年・月・日

活 動 内 容、山 域 で の 出 来 事

2000.10.31

「徳島・三嶺を守る会」設立

2000.10～

三嶺ロープウエイ計画の中止を求める署名活動

2001.３

東祖谷村長宛 32,749 筆

会長

渡部孝氏 会員 50 人

知事宛 26,578 筆

備
設立総会

考
徳島中央公民館

徳島労山、高知労山等と連
携して活動、村は計画白紙
に

2001.1.18

第一回三嶺塾

50 人

講師：森本康滋氏

徳新掲載

2001.2.25~28

写真展「名峰三嶺と東祖谷山村の風景」 1,740 人来場

県立文化の森 21 世紀館

2001.6

東祖谷高山植物園計画地で希少種ハイイロマメシジミ発見

徳島新聞 朝日新聞掲載

2002.2.20

三嶺ロープウエイ問題報告書「コメツツジに抱かれて」500 冊 A4

2002.4.14

三嶺トイレクリーン作戦

2002.9

全国山岳トイレシンポ（富山）当会パネラーとして報告

NHK 徳島局現地取材

2003.1.8

県主催 三嶺植生回復検討会（有識者、関係団体等）

山頂トイレ、植生等協議

2003.4.29

東祖谷山村 いやしの温泉郷がオープン モノレール建設

ロープウエイ計画代替計画

2003.5.31

三嶺山頂トイレ調査・県へ便槽に雨水流入防ぐ改修を要望

県は改修を行う

2003.6.26

講演会「登山事故防止対策」 150 人 講師：直井英明氏

郷土文化会館

2004.4.16

NPO 法人化「特定非営利活動法人三嶺の自然を守る会」

県より認証受ける

2004.9

9 月に台風相次ぎ月末の 16 号の際

ウラジロモミ多く倒木

2004.9.26

三嶺エコツアー 39 名参加

2005.7.26

県に三嶺山頂裸地化について保全の要望書提出 渡部会長他

2006.3.28

調査書「三嶺の自然を次世代へ」1000 部製本

徳島新聞、NHK 報道

2006.7.29.30

東祖谷エコツアー(一泊二日)22 名参加 講師：小串重治氏

落合峠、東祖谷村内

2006.8.6

三好市長と県内自然保護 4 団体が確約書交わす（当会含）モノレール高所地開発について

2007

三嶺山域においてシカ食害が急激に拡大

80 余名で 500 ㎏の汚物下ろす

フスベヨリ谷が大崩壊

2008 年まで 38 回開催

77 ページ 500 円販売

徳島新聞 NHK 報道

NHK 報道

講師:木下寛氏，佐藤久夫氏，増谷正幸氏，早田健治氏

写真記録始める

写真は報告書、パネル展使
用

2007.10.14

2 回目の三嶺トイレクリーン作戦

25 名

汚物 315 ㎏撤去

徳島新聞掲載

2007.11.18

三嶺山頂に植生回復用ネット敷く（県事業）

毎年点検補修の活動中

2007.10.20.21

祖谷そば探訪ツアー（一泊二日）そば刈、ハデ掛け、そば

2017 年まで毎秋実施

打
2008 年度

県委託 三嶺山域等公園パトロール 4 月～3 月

毎年実施

2008.5.17

「オカリナとスライドで楽しむ三嶺」80 人 演奏武市隆司

ときわホール

氏
2008.8.26

第 38 回三嶺塾（最終回）もう一つの登山の楽しみ星座観察

22 人

県民活動プラザ

2008.10.4~5

白髪避難小屋補修資材持ち上げボランティア活動（県依

16 人（香川から 7 人）

頼）
2009.3

「祖谷そばの話」製本

農作物から見た東祖谷の変遷等

東祖谷中生徒に配布

2009.5.16

「音楽で楽しむ三嶺の自然」95 人 オカリナ武市隆司氏他

2009.10.31~11.1「 四国山の日」イベント

ときわホール

①シンポジウム②山の日イベン

当会 四国山の日賞

ト
2010.1.24

シンポジウム「深刻化する剣山山域のシカ食害」 140 人

2010.6.1

農林水産大臣賞受賞 全国森林レクリエーション協会

三浦雄一郎会長より授与

2010.7.31

飯泉県知事 三嶺シカ食害視察 当会知事案内（2 名）

総勢 18 人

2010.11

三嶺中腹で樹木ガード活動 41 名

2010.7.19

シカ食害観察ツアー

2011.1.11

「祖谷そばとジャズを楽しむホットな集い」 40 人

2011.7.16

シカ食害観察バスツアー 白髪山（高知）25 人

2012.1.21

講演会「登山の安全対策を考える」 105 人 講師：佐藤孝雄氏

2012.8.4～5

東祖谷エコツアー

2012.⒒.17~21

写真展 「シカ食害と三嶺の風景」

2012.10.14

白髪分岐で樹木ガード活動

2012.10.18~19

県職員 NPO 体験研修 シカ食害観察、祖谷そばの現状 13

当研修毎年実施（一泊二

人

日）

白髪分岐

塔ノ丸

アスティー 徳島新聞掲載

三嶺山域、白髪分岐、塔ノ丸他 継続実施中
25 人バスツアー

徳新新聞取材
徳島市沖洲公民館

依光先生の食害解説、樹木ガード活動

武家屋敷他（一泊二日）13 人

アスティー会議室

一般参加者募る

鴨島中央公民館

20 人 マイクロバス

マイクロバス 2 台

四ツ小屋谷から入山

2012.11.3

三嶺樹木ガードボランティア 45 人

森林管理署、県連携

2013.3.３

講演会 「徳島の希少種植物について」25 人 講師木下覚氏

ろーきんホール

2013.4.18

東祖谷西山で希少種植物盗掘から保護する柵を設置

毎年補修・点検活動

（160m）
2013.6.12

H25 年度環境省地域環境保全功労大臣賞 受賞

徳島新聞掲載

2013.10.13

野外フォーラム「山の食害を考える」45 人 あいあいらん

「四国山の日」分科会

ど
2013.12

剣山・三嶺写真で見るシカ食害報告書製本

2014.2015.2019 年に同様の報告書製本

2014.3.３

剣山国定公園制定５０周年式典 400 人パネルディスカッションパネラーの一人に暮石

2014.6.1

剣山クリーンハイク 頂上直下シコクシラベ広範食害 県内最高地点の樹木被害を徳新掲載

2015 .1.22

四国森林技術研究発表会

2015.3

日亜ふるさと振興財団賞状助成金贈呈式 日亜化学工業に於

2020 年度まで連続受賞

2015.6.27

講演会「今なぜ山のトイレマナーか」70 人

剣山の新トイレ啓発活動

2015.8.6

三嶺山頂部 防シカ柵補修

2015.9.30

名頃登山道補修（1600m）枯死木を深掘箇所に敷く 17 人

徳島森林管理署と連携

2015.12.20

写真報告書「剣山・三嶺の食害 見て撮り山歩き」200 冊

B5 80 ページ徳島新聞掲載

2016.6.9

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰受賞 総理大臣官邸

当会 3 名出席

2016.8.11

山の日イベント 三嶺食害観察ツアー 12 人

一般参加者対象

2016.11.11

名頃登山道補修（1780m）階段を設置し側面に緑化ネット

森林管理署と連携

2016.12.３

塔ノ丸樹木ガード活動 ガード持上げ、14 人 185 本巻く

ガード巻き累計 3,500 本達成

2017 年度

山のトイレマナーアップ

2017.3.7～13

写真パネル展「剣山山系 ニホンジカによる食害状況」貞光道の駅 ゆうゆう館 A1×33 枚

暮石.内田.国見 四国森林管理局
講師：上幸雄

8 人 コメツツジの保護柵

優秀賞

毎年 柵補修活動中

11 人

啓発プレート、剣山系 17 か所水質調査、登山者にアンケート

2017.9.24

カヤハゲ植生ネット設置活動（高知側主催）設置場所は徳島県内

2017.9.25 日

課外授業「山のシカ食害」東祖谷小学校

2016~2018

登山道標識設置作業（県依頼事業）名頃登山道、菅生登山道、天狗峠周辺、牛ノ背周辺

2018.8.18

ドローンによる土壌浸食調査

2018.10.31

登山道標識 10 基分資材 ヘリコプターで空輸

2019 年度

県クラウドファンディング 三嶺登山道補修事業 当会協力

県事業で実施

2019 年度

那賀山系シカ食害調査・写真報告書作成

図書館、関係者に配布

2019.11.16

剣山アカカンバ群落食害調査 9 人

4.5 年生 12 人

三嶺中腹、ジロウギュウ
資材受取

250 冊

県担当 森氏指導で調査

14 人（当会）

講師に暮石
シカ食害対策協議会等報告
スキー場跡からお亀岩小屋

アカカンバ群落全滅（枯
死）
以上

