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富⼠⼭憲章

1 富⼠⼭の⾃然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。

1 富⼠⼭の美しい⾃然を⼤切に守り、豊かな⽂化を育もう。

1 富⼠⼭の⾃然環境への負荷を減らし、⼈との共⽣を図ろう。

1 富⼠⼭の環境保全のために、⼀⼈ひとりが積極的に⾏動しよう。

1 富⼠⼭の⾃然、景観、歴史・⽂化を後世に末⻑く継承しよう。

静岡県・⼭梨県
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1. 環境パトロール履歴 (平成 30年 4⽉〜平成 31年 3⽉、合: 合同環境パトロール)

①2018年 04⽉ 28 ⽇合 須⼭⼝登⼭歩道(⽔ヶ塚駐⾞場→涸沢出⼝→⿊塚→弁当場)
②2018年 05⽉ 01⽇ 休暇村上の駐⾞場→佐折→天⼦ケ岳→⻑者ケ岳→休暇村上の駐⾞場
③2018年 05⽉ 19⽇ 須⾛⼝五合⽬→幻の滝→須⾛⼝五合⽬
④2018年 05⽉ 19 ⽇合 御殿場⼝五合⽬→⼆ツ塚→四辻→幕岩→御殿場⼝五合⽬
⑤2018年 06⽉ 15 ⽇合 須⼭⼝登⼭歩道(弁当場→⿊塚→⼤調整池→弁当場)
⑥2018年 06⽉ 16⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→宝永遊歩道→宝永⼭→⼤砂⾛り→御殿場⼝五合⽬
⑦2018年 06⽉ 17⽇ 須⼭⼝登⼭道(⽔ヶ塚駐⾞場→⼆合五尺御殿庭下)往復
⑧2018年 07⽉ 10⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→宝永⽕⼝→富⼠宮⼝五合⽬
⑨2018年 07⽉ 10⽇ 御殿場⼝登⼭道(五合⽬→六合⽬→⼤砂⾛り→五合⽬)
⑩2018年 07⽉ 15⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→⼋合⽬→富⼠宮⼝五合⽬
⑪2018年 07⽉ 15⽇ ⻄⾅塚
⑫2018年 07⽉ 18⽇ 御殿場⼝五合⽬周辺
⑬2018年 07⽉ 20⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→頂上剣ヶ峰→富⼠宮⼝五合⽬
⑭2018年 07⽉ 21 ⽇合 シャトルバス、須⾛⼝五合⽬→新六合⽬→須⾛⼝五合⽬
⑮2018年 07⽉ 25⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→宝永⽕⼝→樹林帯→富⼠宮⼝五合⽬
⑯2018年 07⽉ 30⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→宝永⽕⼝→富⼠宮⼝五合⽬
⑰2018年 08⽉ 04⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→⼋合⽬→富⼠宮⼝五合⽬
⑱2018年 08⽉ 04⽇ ⽔ヶ塚→御殿庭下→御殿庭上→三ツ辻→お胎内→⽔ヶ塚
⑲2018年 08⽉ 08⽇ 富⼠宮⼝五合⽬、御殿場⼝五合⽬
⑳2018年 08⽉ 12⽇ ⽔ヶ塚駐⾞場
㉑2018年 08⽉ 13⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→宝永⽕⼝→富⼠宮⼝五合⽬
㉒2018年 08⽉ 14⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→七合⽬→富⼠宮五合⽬
㉓2018年 08⽉ 18 ⽇合 シャトルバス、富⼠宮⼝五合⽬→宝永⼭→富⼠宮⼝五合⽬
㉔2018年 08⽉ 19⽇ 御殿場⼝五合⽬→幕岩→⼆ツ塚→御殿場⼝五合⽬
㉕2018年 09⽉ 08 ⽇合 御殿場⼝五合⽬→幕岩遊歩道→御殿場⼝五合⽬
㉖2018年 09⽉ 16⽇ 富⼠宮⼝五合⽬→宝永⽕⼝→富⼠宮⼝五合⽬
㉗2018年 09⽉ 17⽇ 御殿場⼝五合⽬→幕岩→⼆ツ塚→御殿場⼝五合⽬
㉘2018年 09⽉ 18⽇ 須⼭⼝登⼭歩道(⽔ヶ塚駐⾞場→涸沢出⼝→⿊塚→弁当場)
㉙2018年 09⽉ 27⽇ 富⼠宮⼝五合⽬
㉚2018年 10⽉ 13 ⽇合 ⾼鉢駐⾞場→⻄⾅塚駐⾞場
㉛2018年 11⽉ 17 ⽇合 ⽔ヶ塚→御殿庭下→ガラン沢→⽔ヶ塚
㉜2018年 12⽉ 01 ⽇合 ⽔ヶ塚→南⼭林道→須⼭⼝下⼭歩道→⽔ヶ塚
㉝2019年 01⽉ 07⽇ ⽔ヶ塚周辺(旧東⾅塚遊歩道)
㉞2019年 01⽉ 19 ⽇合 ⽔ヶ塚→浅⻩塚→旧東⾅塚遊歩道→⽔ヶ塚
㉟2019年 02⽉ 02⽇ 須⼭⼝登⼭歩道(弁当場→⿊塚→フジバラ平調整池→弁当場)
㊱2019年 02⽉ 16 ⽇合 ⽔ヶ塚→⽚蓋⼭→御釜塚→須⼭⼝登⼭歩道→⽔ヶ塚
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2. カテゴリー別報告内容

2018 年度に最も報

告されたカテゴリー

環境パトロール中に、富
⼠⼭エコレンジャーが
「⾃然環境への負荷」や
「来訪者の安全⾯」で気
づいた内容を「特記事
項」として環境パトロー
ルの報告書に記載した。
その「特記事項」を、カ
テゴリー別に集計した。
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① 歩道、⾞道、駐⾞場、トイレ、施設

①-1 歩道・登⼭道の関連施設
・⼤規模トレラン・レース後に補修の丸太階段は、⽊が腐り不安定。(4⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・崩落歩道の修復、枯損⽊の処理、荒廃や危険区間の歩道移設(4⽉、2⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・登⼭道整備・補修、特に朽ちてきた橋の補修と階段の補修(6⽉、御殿場⼝新五合⽬より幕岩)
・従来はなかった場所に新たな歩道の設置(7⽉、富⼠宮⼝ 8合⽬。8⽉、宝永⼭)
・外来植物駆除⽤マットを意識的に利⽤する登⼭者は少ない(7⽉、富⼠宮⼝、須⾛⼝)
・宝永⽕⼝周辺は落⽯危険があるが、標識・案内板は倒れていたり、劣化で読めない(7⽉、宝永⽕⼝)
・宝永⼭のガイド・ロープが破損(8⽉、宝永⼭)
・宝永⽕⼝周辺では、岩に地名や⽮印をペンキで記⼊した箇所がある(8⽉、宝永第三⽕⼝)
・標識や地図に、異なる場所の「御殿庭上」が重複表⽰されている(8⽉、宝永第三⽕⼝)
・元祖七合⽬の⼭頂寄りは休憩スペースがなく、ロープ外を利⽤。改善要望(8⽉、富⼠宮⼝)
・登り⼝・⼤⽯茶屋間の登⼭道でケーブルが露出した箇所が多く、注意喚起が必要(8⽉)
・開⼭期間中は携帯トイレの回収箱があるが、携帯トイレの販売はない(8⽉、御殿場⼝)
・歩道の閉鎖箇所が複数あったが、駐⾞場の⼊り⼝に注意喚起の掲⽰がない。(10⽉、⻄⾅塚)
・通⾏困難な侵⾷箇所が未対応のまま。歩道の⼊⼝や現場に注意喚起がない(11⽉、須⼭⼝)
・林内は⾒通しがよく容易にに⼊り込め、⼤枝の落下など危険。注意喚起が必要(⾃然休養林)
・通⾏⽌めや未整備の旧遊歩道にマーキングがなされ、容易にアクセスできる(⾃然休養林)

(7⽉、倒れやすい案内標識、第⼀宝永⽕⼝縁) (8⽉、休憩スペースがなくロープ外、富⼠宮⼝)

(8⽉、宝永⽕⼝、摩耗した注意喚起、不安定な⼤岩と分かり⾟い注意喚起) (切断ロープ、宝永⼭)
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(8⽉、御殿庭、繰り返される岩に書かれた地名や⽮印)(8 ⽉、ケーブル露出、⾃然休養林 Iコース)
①-2 歩道・登⼭道
・⼤規模トレイルラン・レース利⽤の歩道は、侵⾷が進む (4、6、9、2⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・レース後の登⼭道は４⽉中旬の⼤⾬で⾮常にぬかるんで歩くのに苦労した(5⽉、天⼦ヶ岳)
・御釜塚の崖上の狭い歩道のスリップ多発地点は、通過に不安定なまま(2⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・登⼭道周辺の荒れ⽅がひどく、道が分かりにくい場所がある(6⽉、須⼭⼝登⼭歩道〜⼆合⽬)
・宝永第三⽕⼝から幕岩上まで 複線化した箇所や拡幅箇所が多い(8⽉、⾃然休養林 Hコース)
・歩道の複線化や拡幅を例年報告しているが未対策 (8⽉、富⼠宮⼝宝永遊歩道)
・世界⽂化遺産の登⼭道で複線化・拡幅、無植⽣域拡⼤(8⽉、須⼭⼝下⼭歩道幕岩上・お胎内)
・樹林帯の歩道は、複線化と植⽣損傷が⼤幅に⽬⽴った(8⽉、⾃然休養林 Iコース)
・来訪者が多い歩道に⼤⽊が折れて今にも倒れてきそうな箇所(9⽉、⾃然休養林 Iコース)
・倒⽊が歩道を塞ぎ通過できず、歩道外の植⽣部分を通過(8⽉、9⽉、2⽉、⾃然休養林、他)
・度々の改修にもかかわらず遊歩道が荒廃し、歩きにくいところがある(10 ⽉、⻄⾅塚)

(6⽉、春の⼤⾬で登⼭道が荒廃、複線化、須⼭⼝) (8⽉、複線化、拡幅、⾃然休養林 Hコース)

(8⽉、拡幅、複線化が進む世界遺産の須⼭⼝) (8⽉、複線化と植⽣損傷、⾃然休養林 Iコース)

(8⽉、複線化、宝永遊歩道) (8⽉、レース利⽤後の侵⾷が進む。2⽉、狭い崖上の歩道、須⼭⼝)
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①-3 ⾞道・駐⾞場
・第三駐⾞場が観光バスで満杯になり、乗⽤⾞の駐⾞が危惧される(5⽉、須⾛⼝五合⽬)
・連休は近年なく混み駐⾞場はいっぱいになり、路上駐⾞の⾞もあった(7⽉、御殿場⼝五合⽬)
・第⼀駐⾞場は、⼀般⾞両が駐⾞禁⽌。トイレ利⽤が夏⼭シーズン中は不便(御殿場⼝新五合⽬)

(5⽉、御殿場⼝) (8⽉、第⼀駐⾞場は⼀般⾞両駐⾞禁⽌で⽇曜にガラ空き状態、御殿場⼝)

② 動植物

②-1 植物
・パッチに外来種のセイヨウタンポポと固有種フジハタザオが同居(5⽉、⾃然休養林 I コース)
・外来種のハルザキヤマガラシが⼤調整池やフジバラ平調整池で多数(6⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・外来種のセイヨウタンポポ、ヒメジョオン、オオキンケイギク(7⽉、御殿場⼝五合⽬周辺)
・第 1、第 2駐⾞場にイネ科の外来種。第 3駐⾞場は外来植物が少ない(7⽉、御殿場⼝五合⽬)
・樹林帯では、移⼊種のオオバコ群⽣(5⽉、⾃然休養林 Iコース)
・要注意植物セイヨウタンポポ、カモガヤ、ハルザキヤマカラシ(9⽉、富⼠宮⼝五合⽬周辺)
・移⼊種のシロツメクサ・オオバコも多数⽣育(9⽉、富⼠宮⼝五合⽬周辺)
・セイヨウタンポポのほか、ヒメジョオン、シロツメクサなどの外来種(10 ⽉、⻄⾅塚駐⾞場)
・「絶滅危惧 II類」の周辺を移⼊種オオバコ類が取り囲んでいた(10 ⽉、⾼鉢駐⾞場)
・枯損⽊が多く、歩道外の枯損⽊に接触し、幹が頭上に落下した(4⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・植⽣の中に幾筋もの⿊い線があり、⼀度壊された⾃然が回復するのは難しい(7⽉、⼆ツ塚)
・踏み跡が植⽣の中を頂上へと辿り、踏みつけられ損傷している(8⽉、⼆ツ塚下塚)
・複線化、侵⾷でダケカンバの根が浮き、今にも倒れそう(8⽉、⾃然休養林Hコース)
・強⾵のため、根こそぎ倒れている⽊があった(10⽉、11⽉、⾃然休養林)
・葉のついた⼤きなブナが幹折れしていた。幹の腐朽や強⾵の影響か(12 ⽉、⾃然休養林)
・以前、スズタケで蔽われていたが、現在は無くなり林内の⾒通しが良い(⾃然休養林)
・⼀部、新たにスズタケが成⻑しているところもあるが、シカの⾷害が懸念される(⾃然休養林)
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(5⽉、セイヨウタンポポ、7⽉オオキンケイギク、御殿場⼝)(6 ⽉、須⼭⼝のハルサキヤマガラシ)

(9⽉、カモガヤ、富⼠宮⼝) (10 ⽉、オオバコの群落、⾼鉢駐⾞場)

(1⽉、スズタケが枯れ⾒通し通い林内、東⾅塚)

②-2 動物
・「熊出没注意」の標⽰(8⽉、宝永遊歩道、10⽉、⻄⾅塚、1⽉、⽔ヶ塚)
・蛾が多く、メボソムシクイ、ヒガラなど、すぐ近くまで来て捕⾷(8⽉、富⼠宮⼝五合⽬)
・雪上には、ニホンジカ以外にキツネ、ニホンリス、テン、ヤマドリの⾜跡(1⽉、須⼭⼝)
・フジバラ平から、黑塚東側の歩道上に、ニホンジカ集団の⾜跡(2⽉)
・半⽇で 15 頭のニホンジカを⽬視(2⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・⽚蓋⼭南⻄には、新しいニホンジカの痕跡が数多く残されており、越冬地か(2⽉)

(8⽉、宝永遊歩道の「熊出没注意」) (2⽉、ニホンジカの⾜跡、越冬地か、⽚蓋⼭)

⽣態系への影響を考慮したニホンジカの適正
密度は 3〜5頭/km2程度といわれている。
⼀⽅、静岡県が調査した富⼠⼭国有林のニホ
ンジカ推定⽣息密度(平成 25 年度〜27 年度
調査)は、62頭/km2。「シャープシューティ
ング」や「くくり罠」など使った個体数調整
が⾏われているにもかかわらず、環境パトロ
ールで、出会う機会が多い。
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②-3 動植物
・⼤量の蛾の幼⾍が発⽣し、⽊々の葉が⾷い荒らされていた(6⽉、東海⾃然歩道)
・歩道周辺で親しめる貴重な動植物を適切に保護したい(8⽉、⾃然休養林)
・ニホンジカの⾷害、樹⽪はぎが⾒られ、倒⽊の懸念(9⽉、⽔ヶ塚・弁当場間)
・シカ保護柵外にはスズタケほとんどないが、柵内ではスズタケが群⽣(1⽉、⽔ヶ塚周辺)

(8⽉、歩道脇の貴重な植⽣、⾃然休養林) (1⽉、シカ防除柵の内外で植⽣が違う、腰切塚)

③ 登⼭者・来訪者

・夏休み期間の⼟曜⽇ということで，たくさんの登⼭者が⼭頂を⽬指していた(8⽉、富⼠宮⼝)
・宝永⽕⼝から宝永⾺の背まで、混雑⽇の 11時から 12時は、およそ400⼈前後の通過者(8⽉)
・連休中の⽇曜に登⼭者の数がとても少ない。警備の⼈「去年の半分以下」(8⽉、⽔ヶ塚)
・ヘルメットを着⽤している来訪者 1 名だけ(8⽉、富⼠宮⼝)
・ネパール⼈グループに出会い、軽装だったため話しかけた(8⽉、富⼠宮⼝)
・疲れのため登⼭道の端を⽰すロープにつかまって下りていた。危険(8⽉、富⼠宮⼝)
・トレーニング中のランナー合計２０〜３０⼈くらいと会う(7⽉、御殿場⼝)
・今回もトレーニングしているランナーが合計で２桁(7⽉、御殿場⼝)
・登⼭者が多い中、訓練の為と多くのトレイルランナーが通過していった(8⽉、宝永⽕⼝)
・樹林帯で出会った 15 ⼈程度のトレイルラン・グループ(8⽉、⾃然休養林 Iコース)
・団体ツアーの登⼭客が多く⾒られた(7⽉、富⼠宮⼝)
・平⽇(⽉曜⽇)にも、旅⾏会社主催の団体ツアーが多い(7⽉、富⼠宮⼝)
・富⼠宮⼝から宝永⽕⼝経由で頂上を⽬指す団体が多数あった(8⽉、宝永⽕⼝)
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(宝永⼭で休憩中の来訪者) (トレーニング中のランナー・グループ)

(団体ツアーも多い) (宝永⽕⼝縁をランナーが下っていく)

④ マナー違反、違法

④-1 ゴミ
・⽔源付近でゴミがかなり散⾒された(4⽉、⽔ヶ塚)
・⼤会後、⽮印などの表⽰が残っていた。主催者はきれいに⽚づけてほしい(5⽉、天⼦ヶ岳)
・登⼭歩道ではあまり⾒かけないゴミが調整池周辺にたくさん残置されていた(6⽉、須⼭⼝)
・ブル道に「使⽤済みティッシュ」、「空⽸」等たくさん捨ててあった(7⽉、富⼠宮⼝)
・⼭⼩屋の⽅が「お盆期間に外国⼈が増えると⼤量のゴミがでる」と話していた(7⽉、須⾛⼝)

休⽇の宝永⽕⼝、宝永⼭(2018年8⽉18⽇)
混雑⽇の昼前 1時間で約 400 ⼈が通過
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・配布されたゴミ袋に、ゴミを⼊れての放置は１件のみ確認(7⽉、富⼠宮⼝)
・売店によると「コンテナ内に⼤量の合⽻を外国⼈が勝⼿に捨てる」とのこと(8⽉、富⼠宮⼝)
・⻑年残置の古いタイヤが今年も⾒られ、対応は取られていない(8⽉、御殿場⼝)
・古いクズ籠が残置され、周辺には古いゴミと⽐較的新しいゴミ(1⽉、⽔ヶ塚周辺)
・公衆トイレの洗⾯台にゴミ袋が放置(2⽉、⽔ヶ塚)

(2⽉、公衆トイレに放置されたゴミ袋、⽔ヶ塚)

④-2 歩道外活動
・スカイライン開通後、斜⾯に数⼗⼈の来訪者。スキーやスノーボード利⽤(4⽉、富⼠宮⼝)
・登⼭道のロープ外で休憩をしていた登⼭者をロープ内に移るように誘導(8⽉、富⼠宮⼝)
・⽮印以外の場所を歩く⼈が⼀⼈いると、その後ろの⼈は続き登⼭道が広がる(8⽉、富⼠宮⼝)
・先頭は歩道を歩いたが、後続のランナーは歩道外の複線化部分(植⽣)を⾛った(8⽉、休養林)

(8⽉、⽮印の歩道外を歩く⼈、富⼠宮⼝) (8⽉、後続のランナー植⽣部分を⾛る、休養林)

④-3 ⼈⼯物
・⽯積みアートやケルンが 5 箇所⾒られた(8⽉、宝永第⼀⽕⼝底から宝永⼭)
・林内に樹⽊で造られた⼩屋⾵の構造物があり、利⽤⽬的は不明(1⽉、浅⻩塚)

(8⽉、宝永⼭、宝永⽕⼝周辺の⽯積み) (1⽉、⼩屋⾵の構造物、浅⻩塚周辺)
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④-4 危険⾏為
・登⼭者が多い場所で「ドローン」を⾶ばす準備をしている⼈がいた(8⽉、宝永⼭)
・⼤勢の登⼭者が下⼭している「⼤砂⾛り」を逆⽅向に上る⼈がいた(8⽉、御殿場⼝)

(8⽉、ドローン⾶⾏⾃粛のお願い、宝永⼭) (8⽉、⼤砂⾛り下⼭道を登る⼈、御殿場⼝)

④－5 道路ランニング
・多くのランナーが⾞を気にすることなく⾞道を⾛っている(8⽉、富⼠⼭頂往復マラニック)
・スカイラインを⾛り⾞両の通⾏に影響を与えていた(8⽉、富⼠⼭⼭麓⼀周フットレース)

④-6 私的マーキング
・数多くのマーキングテープが破け、幹や枝に絡みついていた(8⽉、11⽉、休養林)

④-7 その他
・歩道の両側に野外排泄の跡が 2 箇所あった(8⽉、宝永⼭⾺の背から宝永⼭⼭頂にかけて)
・多くの⼈がストックを使い、ガイドも含めキャップ無しの⼈も多かった(8⽉、富⼠宮⼝)
・登⼭道脇の多くの溶岩の⽳に⽯が詰められている。宗教儀式か(7⽉、富⼠宮⼝)

(8⽉、枝に絡みつく私的マーキング、休養林) (8⽉、野外排泄痕、宝永⼭)

⑤ マナー普及
・シャトルバスでビデオ上映し、「マナーガイド」を配布。説明とお願いをした(7⽉、須⾛⼝)
・富⼠⼭保全協⼒⾦のデスクに、⽇本語・英語版マナーガイドブックを補充した(7⽉、須⾛⼝)
・外来植物駆除⽤マットとブラシ使⽤を実演し登⼭者に協⼒のお願い(7⽉、須⾛⼝)
・ロープ外で休憩中の登⼭者に「危険ですからロープの外へ出ないよう」お願い(7⽉、須⾛⼝)
・登⼭道で⽇本語版「富⼠⼭へ登る⼈のために」を配布し保全協⼒のお願い(7⽉、富⼠宮⼝)
・富⼠⼭総合指導センターにポルトガル語のマナーガイドブックを補充した(8⽉、富⼠宮⼝)
・世界遺産ガイドなどによるガイドツアー企画、啓蒙活動、今年度4回実施(御殿場⼝)
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(7⽉、シャトルバスで保全ビデオの上映、「マナーガイド・ブック」紹介とお願い、須⾛⼝)

(7⽉、外来種駆除マットの説明、須⼭⼝) (8⽉、ストック・キャップ装着のお願い、宝永⽕⼝)

⑥来訪者・登⼭者⽀援
・登⼭者へ⾼⼭植物の解説をしながらの登⼭(7⽉、須⾛⼝)
・下⼭道間違いの登⼭者へ、須⾛まで下りて河⼝湖⽅⾯バス利⽤をアドバイス(7⽉、須⾛⼝)
・裂傷を負った⽅に救急⽤品で応急⼿当をし、補助しながら多⽬的広場まで同⾏(7⽉、須⾛⼝)
・登⼭者へストック・キャップ取り付けのお願いとキャップの差し上げ(8⽉、宝永⼭)
・シャトルバスで富⼠登⼭の説明(天気、⾼⼭病、登⼭道、トイレ、⾃然保護)(8 ⽉、富⼠宮⼝)
・トレイルステーションの責任者に、来訪者への「倒⽊」注意喚起を依頼(9⽉、御殿場⼝)

⑦登⼭道周辺の地形・地質変化
・歩道直下の崩壊崖の崩落が 2018 年 1⽉より進む(4⽉、須⼭⼝登⼭歩道)
・幕岩付近は例年のように、流れてきた砂で覆われて路⾯が平らになっていた(5⽉)
・春の⼤⾬で登⼭道やその周辺がひどく荒廃した(6⽉、須⼭⼝登⼭道 1.5合⽬辺りまで)
・宝永第⼀⽕⼝では⼤岩が今にも第⼆⽕⼝へ落下しそうな状況(8⽉)
・幕岩南の砂沢右岸斜⾯は崩壊が進み樹⽊が倒壊している(8⽉)

(8⽉、幕岩下流の砂沢右岸の崩落拡⼤) (2⽉、歩道下の崩壊崖崩落進む、須⼭⼝)

来訪者へ「ストック
の先端にはキャップ
を」とお願いし、ゴ
ミとして回収したキ
ャップを差し上げ、
喜ばれる。
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3. 場所別特記事項


