
白山外来植物除去マニュアルH28V。r．1．。。

∵∴子∴∴∴∵∴∴∴へ‾∴千 一‘∴∴∴∴∴∴‘‾ ↑∴・∴∴∴ 千言∴∴ �∴∴∴　∴へ∴∴・ ��� �Vl �∴∴「 
d‾二麟ンi ����J �∴「 

：∴ �∴＋ �� � �ノ： 
∴∴ �÷∴： �裏一一 

二二′i／ 缶∴三 

エー”上で ∴∴： �� � � 

∴＿1、、r �貴，ヽ 亨、／一一一 一㌧一定 挙討 ∴‘l ヽ： たく＼＼〇一 �∴ � � �㍉　∴ 

圧 ���∴∴ 、i � �●i � 
l 　　t＼＼＿ ） 1，●手， �∴；「∴千 言∴・． 譲護 ����；「 詣幸 二∴； ‘当＼＼ ㌢享 ．ヽ �＋∴＼一言 一．∴ 、∴∴∴ ‾‾‾？∵“ 

∴∴：「云十 重薗一遍国騒 �撃謀 �� � ��し－：、－‾f ∴∴ 

÷∴し �� � �考 

：う．、 ●∴ 羊 � 1｝－ 主∴∵　一一山‘IC 嵩盤’‾翁事衰圭 �翠繁 華愛護 ��．ニー」も �� 

〈●‘　　記が●： ヽ ���子：ふさ 子∴主二、 ��‾ヽヽ ∴一ヽ＿∴ ∴∴｝● 

蕗豊轟整墜 �邁轟 �単’三㌦； ヾ∴一〇∴ヽ”“ ∵∴ 

′／掃照1 

）ゝ、q一一ヽ●一 幸薬喜一′ ∵∴「 �ーノIr l∴ i頚． �書．／ 

1㌔窪ま雷 ��∴∴　　　　　　一審ヽ ∴子 

∴∴●　∴ヽ ∴十十〇∴i ��蘭／串 ●：∴．＼ 

石川県・環白山保護利用管理協会

i讃習を話し、琵国造受けた方のみが、 �躯ゝ躯　　の肌去　　を行うことが 

を行うことはできません。 できます。許容を受けていない　は、、去 
・白山は活火山です。外来植物の除去 �を含め、登山される　には、必ず 

さい9〈〈 登山届を提出し、ヘルメットを持参して下 



白山の外来着物とは？

もともとは白山の山の上には生育していなかったと思われる糧物です。

オオバコやスズメノカタビラなど低地性の雑物も外来纏物となります。

どのように魅入したか？

人の衣膿や義などに義子が付着して持ち込まれたはか、遇雑小量や登

山道整備の照に葉材などに種子が付着して持ち込まれたと考えられます。

糠せ、外実績額を論去するのか？

一面に広がるなど接続を柵なうはか、近縁な高山種物と交雑する可鱗

畦があるなど白山の生能楽に影着を与える可能性があるためです。

1ボランティア活動期間

平成28年8月中旬（寵可畿）～平成28年11月5日（金）

2　除去対纂となる外来植物

オオバコ（オオバコ科）及びスズメノカタビラ（イネ科）

3　除去作業範囲及び除去方法

（1）オオバコの除去作業範囲
①　登山道沿い（青竜水平道を隙く）

韮茎と裏金坦捻

蟻 白山禅定邁

琵敬除去作業禁止牟

②　南竜ヶ馬場、南竜水平道、旧甚之助避難小屋、申飯場、別当出合
（宝堂のオオバつは除去しません）

地上部の切除

注憲　蘭蓮華史巻雲轍ま顕賓曳竣薬療除去鯖叢嚢虫…

（2）スズメノカタビラの除去作業範囲
①　室堂及び青竜ヶ馬場

壁土班璽迦塗

邁憲　嚢豊麗識語寄与

諾珪

登山道治l



平成28年度の外来植物除去作業重点区域 � � 

・富里ビジターセンター山頂側のスズメノカタビラ � � 

・旧甚之助避難小屋より上、雨竜水平道、南竜山荘及び南 �竜ビジタ �ーセンター 

周りのオオバコ � � 

釈迦雪　　：詰世評ン 

室堂　　・・トンビ岩コース　大畠 
観光新道 

単定道　　　　　　　南書誌叢 

∴南竜キャンプ場 

∠享　別当覗享．∴南竜水平道 

r　　別当出合芋飯場　甚之助避難小屋 

－除去作業禁止 

●　除去作業禁止 

ノ別山　　　－除去作業重点 
‘000　　　　　0　　　　　1甑：消　　　　夏脚

区間
場所
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駄光鳩∴／∴∴幼顔綿痛

4　除去作業実施時における注意事項等

（1）登山届の提出とヘルメット持参

白山は活火山です。外来植物の除去作業を含め、登山される
際には、必ず登山届を提出し、ヘルメットを持参して下さい。

（2）保険（重要）

保険はかけませんので、事故が起こった際には各自で対応さ
れるようお願いします。

（3）除去用具の貸出

①　用具の種類
・採集許可証、ゼッケン、はさみ、横切

・除去した植物を入れるポリ袋

②　貸出場所（2か所）
・市ノ瀬ビジターセンター（TEL．076－259－2504）

作業前日の17：00までに市ノ瀬ビジターセンターに電話し、除去作業

実施の旨、連絡すること。
市ノ瀬ビジターセンターの開館時間（8：45）前に来館する場合は、その

旨を伝え、用具の受取方法について確認すること。

・雨竜山荘

作業当日、直接、南竜山荘に行き、借用。



（4）除去作業の実施中

㊥　ゼッケンの着用
・除去作業を実施する際は、他の登山者に誤解を与えないようゼッケンを

必ず着用すること。

㊨　対象植物、対象地域以外の除去作業の禁止
・今回、対象としている植物以外の除去作業は絶対禁止。また、調査等の

ため除去しない場所と指定してある場所では除去作業は絶対禁止。

③　安全
・安全に注意しながら除去作業を行うこと。

㊨　一般登山者への応対
・作業中、一般の登山者からの問い合わせがあった場合には丁寧な対応

をすること。外来植物についての説明やなぜ除去作業をする必要がある

かなどを説明すること。

⑤　窒堂及び南竜ヶ馬場での除去作業
・室堂及び甫竜ケ馬場で除去作業を実施する際には小屋の従業員に一声

かけてから作業を行うようにすること。また、作業を終えた際にも一声

かけること。

（5）用具類の返却

①　用具矧ま、原則、信用したところに返却すること
（ただし、市ノ瀬ビジターセンターで借りた場合は、白山自然保護
センター本庁舎に返却可）。

②　返却場所
・市ノ瀬ビジターセンター及び白山自然保離センター本庁舎

下山後、市ノ瀬ビジターセンターまたは白山自然保護センター本庁舎
で返却。ただし、市ノ瀬ビジターセンターの開館時間（8：45－17：00）、白

山自然保護センター本庁舎の開館時間（平日8：30－17：15）外に来館する

場合は所定の場所に返還すること。

（6）除去植物の回収

①　途中で放棄しないこと

②　回収場所
・市ノ瀬ビジターセンター及び白山自然保震センター本庁舎

（南竜山荘では回収しません）

③　分別
・除去植物は作業場所、種類ごとにまとめ、ポリ愛に入れること。

④　報告書
・ポリ裳には誰が、いつ、どこで除去したものかわかるように

白山外来槌物陰去作業結果報告書を入れること（作業結果報告

書は濡れないよう、ビニール裳等に入れること）。



市ノ瀬ビジターセンター及び白山自然保護センター本庁舎の連絡箱

開館時間外に除去用具等の貸出及び返還、除去植物の回収を行う連絡箱を、市ノ瀬ビジ
ターセンターと白山自然保護センター本庁舎に設置します。

市ノ瀬ビジターセンター
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建物の裏口の方へお回り下さい。

登録ボランティア一斉除去作業

集　　合　　市ノ瀬ビジターセンター前（原則8：00から受付）

日　　時　1回目：平成28年　8月20日（土）8：00－15：00（甚之助・南竜を予定）

2回目：平成28年　9月22日（木）8：00－15：00（別当出合・砂防新道を予定）

3回目：平成28年10月1日（土）8：00－15：00（未定（取り残した場所））

作業範囲　　原則、別当出合、砂防新道、旧甚之助避難小屋～南竜山荘　他

（複数人の班に分かれ、作業範囲を分担する。）

持ち物　　登山に必要な装備、作業しやすい服装、飲み物、昼食、登録IDカード
（ゼッケンや除去道具はこちらで準備します）

その他　○大まかな参加人数を把握するため、事前にお申込みください。（メール、
FAX、電話）当日は、受付でお名前をお伝えください。

○途中までのご参加でも構いません。参加できる時間帯があれば　ご参加下
さい。



オオバコ（オオバコ科）PIa〝taeOaSiatha

分布：日本全土
椛の時期：4～9月

日本を含め、束アジア各地の低地から高地まで、人
が踏みつけるような道はたや空き地などに普通に生
える多年草。漢字では大葉子。幅の広い葉にちなん
で名付けられた。高さ10－20cmの茎の先端に白い小
さな花を多数、穂状につけ、雌しべが熟したあとに雄
しべが出てくる。
種子は水にぬれると粘りけをおびる。また、種子

はセキ止めの薬になる（事前子（しやせんし））。
平成17年度の調査で　白山窒堂（標高2，450m）

で分布が確認された。

スズメノカタビラ（イネ科）ha am〟

分布：日本全土
花の時期：3－11月

人家周辺や空き地、畑地などいたるところで普通
に見られる1－2年草で、高さ10－25cmになる。世界
の暖帯、温帯に広く分布する。

スズメノカタビラの名は、花をスズメに着せた単衣
の着物にたとえたもの。

白山高山帯保全対策調査（平成13年度～15年度）
で、白山室堂（標高2，450m）まで分布が確認され、
その後、平成22年8月には白山比畔神社奥宮（標高
約2．700m）でも確認された（確認された個体は除去
済み）。
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問合せ先

石川県白山自然保護センター　野上（平日8：30－17：15）
〒920－2326　石川県白山市木溜ヌ4

TEL．076－255°5321　EAX．076－255・5323

E－mailnogami＠prer．ishikawa．1g．jp

市ノ瀬ビジターセンター　（8：45－17：00）
〒920－2501石川県白山市白峰（市ノ瀬）
TEL．076－259－2504　　EAX．076－259－2531

環白山保護利用管理協会　稲葉
〒920－2121石川県白山市鶴来本町4－5・3（白山市鶴来支所前）
TEL．090・4327・2196　EAX．076－273・2422

E・mail：inaba＠ars－C．CO．jp

白山における外来植物除去作業は、平成16年度から石川県白山自然保
護センターが実施し、平成19年度からは石川県白山自然保護センターと
環白山保護利用管理協会が共催で実施しています。また、平成23年度か
らは、「白山生態系維持回復事業」の一環として行われています。

オオバコマン

嶺穏
H28．5．22作成


