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特定非営利活動法人

環白山保護利用管理協会

会報　第25号

平成29年　4月1日発行
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祝　特定非営利活動法人設立

蛙Jjieを奮山 
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白山市白峰「白山国立公園センター」からの白山眺望（平成29年3月25日撮影）

す‾‾‾　‾‾‾m－‾‾‾‾－　‾観

ご　　挨　　拶

〆i　拝啓　日頃より当協会に多大なご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

今年は、白山も開山一千三百年を迎える節目の年であります。

当協会も活動を確かなものとすべき法人化に向けて取り組んで参りましたが、平成二十九年
三月十七日に特定非営利活動法人の設立ができました。これを機に従来にもまして、白山国立

公園の関係行政機関と周辺地域の四県六市一村、地元環境団体、民間会社など様々な人々が、

地域や立場を超えて連携し、協働する組織体として強化してまいります。
そして、貴重な白山の自然・景観・文化の保全に努めるとともに、持続可能な地域振興の

ために努力してまいります。
これからも皆様方の一層のご支援とご指導・ご鞭擬を賜わりますよう、お願いを申し上げま

して、ご案内とご挨拶にかえさせていただきます。
敬　具

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会
理事長　　　林　　　　繁

表紙　「白山国立公園センター」からの白山眺望・ご挨拶

環白山保護利用管理協会（登山道椿報他）・・・・・・
環白山イベント情報・・・・・・・・・・・・・・・・
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甥己白山保護i軸RI警理協会

○登山道情報他登山道情報他
▲特別会員「石川県」様より

白山における登山について、登山届を義務付ける条例が県議会で可決承認され、平成29年
7月1日から運用開始します。岐阜県は平成28年12月1日から運用開始しています。

登山届を出しましょう！I

▲山小屋他：詳しくは、各施設にお聞きください。
・白山室堂　http：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）
・白山雷鳥荘　http：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）

白山室堂及び白山雷鳥荘の今シーズンの予約受付は4月1日

午前9時からです。
4月30日までは、白山荘が冬期避難小屋として無料で利用できます。

上紫雲輩誉慧山賊九号，。裏書＿

輩喪章
二二二三－‾嶋正数、‾）‾、一一一rrl

国許誓書葦誓言一定

闊熱熱野－－萄

2階の冬期入口より出入りする際は、雪が吹き込み、ドアが閲かなくなりますので、

きちんとドアを閉め、焚火は禁止です。マナーを守ってご利用下さい。
水場は白山荘裏手の水源のみとなりますが、凍結により利用できない場合も考えられます。

白山荘横の屋外トイレは閉鎖しています。

白山南竜山荘　http：／／city－hakusan．com／hakusan／

白山南竜山荘予約センター　電話076－259－2022（代）
南竜ケ馬場の今シーズンの予約受付は4月1日午前9時からです。

営業期間は7月1日から10月15日（ケビン・野営場は9月30日まで）の予定です。

甚之助避難小屋

殿ケ池避難小屋

中飯場トイレ
別当出合休憩舎
別当出合の吊橋の踏板

市ノ瀬ビジターセンター
市ノ瀬トイレ
中宮野営場

昨年10月17日閉鎖。休憩室・冬季トイレ使用可。
水場なし．トイレは避難中屋内のトイレをご利用下さい。

昨年10月25日閉鎖。
昨年10月25日閉鎖。冬季トイレ使用可。
昨年10月28日撤去。通行止め。
昨年11月7日（月）閉館。

昨年秋閉鎖。
昨年秋閉鎖。

▲道路

（石川県側）
・石Il伯山公園線（白峰風嵐～市ノ瀬聞　L＝11．3km）

平成28年11月24日（木）16時より　冬期閉鎖による通行止しました。
・石II伯山公園線（市ノ瀬～別当出合間　L＝3．3km）

平成28年11月24日（木）16時より　冬期閉鎖による通行止しました。
・主要地方道岩間一里野線（‾L＝5．5km）

平成28年11月24日（木）16時より　冬期閉鎖による通行止しました。
以上、詳しくは、石川土木総合事務所076－272－1190

（岐阜県側）
・岐阜白山公園線岐阜県大野郡白川村大字大白川～大字平瀬（L＝13．2Km）

平成28年11月7日（月）　冬期閉鎖による通行止め。
詳しくは、高山土木事務所　TELO577－33－1111（代表）



（福井県側）
・福井県小池公園（刈込池）

小池公園管理事務所・キャンプ場は昨年11月15日閉鎖。
（その他）

白山周辺の道路状況については、下記をご覧ください。

石川県自然保護センターHP

h同P：／／www．pref．ishikawa．lgJp／hakusan／tozaninf／roadinf．html

白山砂防　ライブ情報（別当出合などの映像がリアルタイムで見ることができます。）
h批）：／／www．hrr．m柾goJp／kanazawa／hakusansabo／021ivecam／index．html

▲その他
・火山観測データ

気象庁ホームページで全国の火山観測データについて下記から見ることができるようにな

りました。白山も載っています。「関東・中部地方の火山で白山を選択」

掲載開始：平成28年12月21日（水）
http：／／www．data．jmagoJp／…／data／…／open－data／data＿index．html

▲白山についてのお問い合わせは、

環境省白山自然保護官事務所　076－259－2902
（石川県側）　石川県自然保護センター　076－255－5321

http：／／www．pref．ishikawaJgJp／hakusan／index．html

市ノ瀬ビジターセンター　076－259－2504
日山室堂予約センター　076－273－1001

http：／／www．kagahakusan．jp／

南竜山荘予約センター　076－259－2022
http：／／city－hakusan．com／stay／nanryu．html

（岐阜県側）　白川村　05769－6－1311
http：／／shirakawa一g0．0rg／kankou／areaO2／

▲白山白川郷ホワイトロード：無料区間も含め昨年11月24日（木）に冬期閉鎖しました。
詳しくは、白山林道石川管理事務所　076－256－7341

岐阜管理事務所　05769－6－1664
HP httD：／／hs－Whiteroad．jp／

填白山イトベント情報

＜報告＞
★正会員「白山商工会」様より

正月「白山きりまんじゃろ蜘排」特別販売を下記で行いました。
天気は曇り一時小雨でしたが、500杯近く飲んでいただいたそうです。
日時：平成29年1月4日（水）10時～15時

場所：石川県白山市鶴来　白山比畔神社境内内
跳～　　　　　　1°－i

★雪だるままつり2017　白峰

環白山地域の食べ物の飛騨牛串（1本400円）、
とんちゃん（1杯350円）、けいちゃん（1杯350円）

の販売と当協会のPR、外来植物除去活動のPRと
オオバコ茶の試飲を行いました。
日時：平成29年2月3日（金）10：00～21：30

場所：白山市白峰

∴lノ／‾最適 �言，∴ ，高貴辱∴鳥 
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★一般社団法人日本損害保険代理業協会贈呈式

平成28年度グリーン基金の寄付先団体に承認され、

贈呈武に出席しました。
日時：平成29年2月21日（火）13：00～14：00

場所：金沢市　ホテル金沢

★石III県自然解説員研究会総会

正会員「石川県自然解説員研究会」の総会が下記で行われ出席してきました。

日時：平成29年3月11日（土）14：00－15：45

場所：白山市中宮　吉野谷セミナーハウス

★第6回白山火山防災協議会

標記の件に出席してきました。全て承認されました。
日時：平成29年3月15日（水）14：00～15：15

場所：白山市民交流センター
内容：避難計画（案）について

県地域防災計画の修正について

市村地域防災計画の修正について

★平成28年度　白山国立公園富山県地域連絡会

富山県の白山国立公園内の登山道や避難小屋などを検討する会議に出席してきました。
日時：平成29年3月21日（火）

14：00～15：30

場所：南砺市　城端庁舎2階
議題：（1）平成28年度事業及び

白山国立公園状況報告について

（2）今後の計画について

（3）その他

」　律盛請託 �「 �‾｝1i雄蝶 ∴「寧 
豊＿一 �〕＿＿〈 
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★平成28年度　チーム白山会議
日時：平成29年　3月25日（土）

13：00～17：00

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：平成28年度事業報告（3月20日現在案）について

平成28年度事業決算見込み（3月20日現在案）について
平成29年度事業計画（案）について
平成29年度事業予算（案）について
NPO法人組織（案）について

その他（外来植物除去、ドローンの法律・規制について、
ロゴマーク、パンフレット、将来ビジョン、白山開山

1．300年事業など）

★特定非営利活動法人（NPO法人）

山県地域連絡会

第2回チーム白山会議

平成28年12月28日（水）　特定非営利活動法人申請
平成29年　3月13日（月）　特定非営利活動法人認証

3月17日（金）　特定非営利活動法人登記申請（設立日）

第1期　平成29年3月17日（金）～3月31日（金）



＜これから＞
☆正会員「石川県巨樹の会」様より

第30回全国フォーラム石川・金沢大会「巨木を語ろう」
日時：平成29年9月30日（土）10：00－16：30　総会・フォーラム

場所：石川県文教会館
日時：平成29年10月1日（日）巨樹探訪ツアー4コース

申込・問い合わせ：「第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会」実行委員会
事務局「石川県巨樹の会」076－239－4633

☆賛助会員「岩間山荘」様より
ノルディックウオーキング白山一里野温泉2017のちらしができました。

当協会も後援しています。

お問い合わせ・申し込み：北村祐子090－2125－9321（添付ちらし参照）

☆平成29年度白山国立公園での外来植物除去イベントの予定

平成29年度も白山国立公園の各地でボランティアを募集して、外来植物の除去作業を実施
します。石川県、福井県、岐阜県において実施予定です。多くのボランティアのご協力が必要

です。是非、ご参加をお願いいたします。

イベントの詳しい日程・内容は決まり次第、随時HPに掲載追加致します。

とりあえず日程が決まったので掲載します。（時間は昨年のもの：参考にしてください。）

参加には、申し込みが必要です。

0　5月21日（日）：ボランティア研修会1回目13：30～15：30（無料）※1
：白山市鶴来　鶴来総合文化会館クレイン）

0　6月17日（土）：白山チプリ尾根登山道外来植物対策活動　7：45～12：00
：白山市白峰　猿壁登山口）

0　6月24日仕）～25日（日）：インストラクター養成研修会13：00～翌日16：30
：白山市白峰）※1

0　6月25日旧）：市ノ瀬園地駐車場除去作業13：00～16：00（無料）※1
0　7月　8日（土）：ボランティア研修会2回目13：30～15：30（無料）※1

：白山市白峰　白山国立公園センター

0　7月23日（日）：美濃禅定道（石徹白大杉、神鳩ノ宮避難小屋、銚子ケ峰）
石徹白清掃登山と合同

0　8月　上旬　：赤兎山　8：00～15：00（無料）

0　9月2日（土）～3日（日）：室堂14：00～翌日午後（参加費4，（XD円：予定）※1

0　9月9日（土〉～10日（日）：南竜ケ馬場14：00－翌日午後（参加費4，∞0円：予定）※1
0　講師派遣：上記の他に当協会では講師派遣と作業道具を貸し出ししています。

○　その他：外来植物除去PR活動を行っています。
※1石川県白山自然保護センターで4月21日から受付します。（先着順）

（TEL．076－255－5321，Fax．076－255－5323，E－mailnogami＠pref．ishikawa．1g．jp）

・ボランティア研修会1回目、2回目：各定員100名。
・市ノ瀬園地駐車場：定員100名、室堂・南竜ケ馬場：各定員50名。
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☆平成29年度　外来植物除去事業

正会員　白山商工会「白山きりまんじゃろプロジェクト」様より平成29年度活動資金
161，920円が当協会に贈呈されました。ありがとうございました。

☆白山開山1300年

白山市のイベント情報を添付します。
お問い合わせ：一般社団法人白山市観光連盟

076－259－5893

（添付ちらし参照）

☆特定非営利活動法人（NPO法人）

第2期　平成29年4月1日（土）
～平成30年3月31日（土）

ri／〇・一一一一・一・二一ノー 
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都営地下鉄の吊り広告

平成29年度から会費（一口）が下記となります。

会員の方にはあらためて通知いたします。

正会員　　　　　　8，000円（旧5，000円）

賛助会員（団体）　5．000円（変更ありません。）
賛助会員（個人）　2．000円（変更ありません。）
学生　　　　　　1，000円（新規）
正会員入会金　10，000円（旧5，000円）

☆環白山保護利用管理協会　理事会

日時：平成29年5月20日（土）10：00～

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：平成28年度事業報告（案）について、平成28年度事業決算（案）について

その他

環白山保護利用管理協会　通常総会
日時：平成29年5月20日（土）13：30～

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：理事会と同様

☆特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会　第1回理事会
日時：平成29年5月20日（土）10：45～

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：平成28年度事業報告（案）について、平成28年度事業決算（案）について

平成29年度事業計画（案）について、平成29年度事業予算（案）について
NPO法人組織（案）について、その他

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会　通常総会
日時：平成29年5月20日（土）14：15～

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：理事会と同様

編　集　後　記

白山市白峰では、まだ1mほど雪が残っています。なかな
か肖えません。昨年の白山公園線（風嵐～市ノ瀬）開通は早
かったのですが、今年は、例年通りの連休前くらいになりそ

うです。（I ke）


