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ロゴマーク、外来植物除去事業公認キャラクター決定！！
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←　公認キャラクター「オオバコマン」

新　発　売！

手拭い

白山白川郷ホワイトロード三方岩岳から見

た白山のシルエットです。
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白山開山1300年の節目の年。夏山シーズン開幕です。
NPO法人環白山保護利用管理協会となったことを記念して、ロゴマークと公認キャラクター

を決定いたしました。環白山グッズも新しいデザインの手拭いも作成いたしました。

今後も当協会の活動に御協力いただき、白山を盛り上げていきましょう。 

表紙　rNPO環白山保護利用管理協会ロゴマーク、公認キャラクター、手拭い」・1
NPO環白山保護利用管理協会（登山道隋報他）　…　…　……　‥　2，3
環白山イベント情報　…　…　…　〃　…　…・・…　‥　3，4，5，6
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NPO輯己白山保護刺Rl警理協会

S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！！

▲「釈迦新道」通行禁止のお知らせ

林道にかかる橋で大規模な崩落があり、当面の聞通行止めとなります。

迂回路はありません。

詳しくは、白山自然保護センター　TEL．076－255－5321

▲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）

麿窯÷轟8繋中
腰姦三善琴二　二言「
幽艶時寧一三三千

営業期間は6月30日から10月15日の予定です。
白山雷鳥荘　h龍P：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）

営業期間は7月1日から10月13日の予定です。
白山南竜山荘　http：／／city－hakusan．com／hakusan／

白山南竜山態予約センター　電話076－259－2022（代）
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
その他の状況については

：休憩室・冬季トイレ使用可。
：水場なし．トイレは避難小屋内のトイレをご利用下さい。
：水・トイレ使用可。

水・トイレ使用可。
設置済み。

開館中。
水・トイレ使用可。
石川県自然保護センターHP

http：／／www．pref．ishikawa．1g．jp／hakusan／tozaninf／roadinf．html

▲道路

（石川県側）
・石川白山公園線（白峰風嵐～市ノ瀬聞　L＝11．3km）

平成29年4月27日（木）11時より　冬期閉鎖による通行止解除しました。
・石川白山公園線（市ノ瀬～別当出合聞　L＝3．3km）

平成29年5月24日（水）11時より　冬期閉鎖による通行止解除しました。
・主要地方道岩間一里野線（L＝5．5km）

平成29年7月10日（木）16時まで　道路工事による通行止。
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29年5月31日（水）から　災害規制による通行止。
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・キャンプ場は平成29年5月13日開園。



（富山県側）
・桂湖ゲート：5月24日　11時開通

・ブナオ峠：5月31日　11時開通

・桂湖ビジターセンター：5月26日　オープン
・桂湖湖面開き、大笠山開山祭：6月2日（桂湖ビジターセンター）

（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。）
ht隊〕：／／www．hrr．mlitgoJp／kanazawa／hakusansabo／021ive（冶m／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」
http：／／www．data．jmagojp／・・・／data／…／open－data／data＿indexhtml

▲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
白山室堂予約センター　076－273－1001
http：／／wwwkagahakusanJp／

南竜山荘予約センター　076－259－2022
h同P：／／city－hakusan．∞m／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：6月11日（日）に全線開通しました。

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 h同D：／／hs－Whiteroad．jp／

填白山イベント情報

＜報告＞
★第6回白山ユネスコエコパーク協議会：出席しました。

日時：平成29年5月　8日（月）14：00～14：30

場所：白山市　白山市民交流センター

★平成29年度第1回白山二県合同山岳遭難防止対策連絡会議：出席しました。
日時：平成29年5月16日（火）13：30～15：00

場所：白川村　道の駅白川郷

★JICA　ベトナム国ランビ工ン生物圏保護区管理能力強化に係る研修：受け入れしました。
日時：平成29年5月19日（金）10：30－11：30

場所：白山市　松任文化会館



★環白山保護利用管理協会　理事会：承認されました。
日時：平成29年5月20日（土）10：00－10：20

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：第11期事業報告（案）について、

第11期事業決算（案）について
その他

環白山保護利用管理協会　通常総会：承認されました。
日時：平成29年5月20日（土）13：30・）14：00

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：第11期事業報告（案）について、

第11期事業決算（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　第1回理事会
：承認されました。

日時：平成29年5月20日（土）10：45～12：20

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：第1期事業報告（案）について、

第1期事業決算（案）について
第2期事業計画（案）について、
第2期事業予算（案）について
ロゴマークについて、

公認キャラクターについて、

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
：承認されました。

日時：平成29年5月20日（土）14：25～15：10

場所：白山市白峰　白山国立公園センター
議案：第1期事業報告（案）について、

第1期事業決算（案）について
第2期事業計画（案）について、
第2期事業予算（案）について
役員の選任について、

その他

報告：ロゴマークについて、公認キャラクターについて

ロゴマーク表彰式

講演会「白山国立公園における外来植物対策活動とその成果」
アルスコンサルタンツ（株）　　稲葉　弘之

★平成29年度　外来植物除去事業

正会員　オオバコの会様より平成29年度活動資金として
50，000円が当協会に贈呈されました。

ありがとうございました。

白山国立公園センターより

白山の眺望

第1回理事会

通常総会

ロゴマーク表彰式

講演会



★平成29年度　白山国立公園石徹白地区地域連絡会：出席しました。
日時：平成29年5月25日（木）

19：00～20：30

場所：郡上市白鳥　白鳥ふれあい創造舘
石徹白地区の白山国立公園内の登山道や避難小屋などを検討

★平成29年度　白山山開き（平瀬）：出席しました。
日時：平成29年6月6日（火）　10：00′）11：45

場所：白川村平瀬

★白山観光協会削立70周年記念式典：出席しました。
日時：平成29年6月17日（土）16：00～19：00

場所：白山市　グランドホテル白山

★五箇山自然文化研究会　世界文化遺産菅沼集落で茅場（かやば）整備
日時：平成29年6月18日（日）

9：00～11：30

場所：南砺市　菅沼集落茅場
参加者：　23名

★オオキンケイギク駆除活動

日時：平成29年6月18日（日）
13：00～16：00

場所：南砺市　桂湖
参加者：　33名

茅場（かやば）整備

石徹白地区地域連絡会

オオキンケイギク駆除

★平成29年度白山国立公園での外来植物除去イベントの結果

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

受講者：　46名

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

参加者：13名

0　6月24日（土〉～25日（日）：インストラクター養成研修会13：〇〇一翌日16：30
：白山市白峰

受講者：10名

0　6月25日（日）：市ノ瀬園地駐車場除去作業13：00－16：00
：白山市白峰　市ノ瀬園地駐車場

参加者：124名

ボランティア研修会　　　　チブリ尾根除去 インかテククー研修会 市ノ瀬除去



＜これから＞
☆正会員「白山高山植物研究会」様より

白山高山植物園オープンガーデン開園：白峰で白山に咲く可憐な高山植物を見ることができます。

期間：6月4日（日）～7月17日（月：祝）9：〇〇一16：00

休演日：火・木曜日　　入園料：大人200円（高山植物保全協力金）、高校生以下無料
問い合わせ：現地直通、開園中のみ　076－259－8866

☆特別会員「岐阜県」「郡上市」様より
「山の日」シンポジウムin郡上　つなげよう悠久の歴史に息づく白山の自然と文化
～未来につなぐ白山ユネスコエコパーク～

シンポジウム　：7月7日（金）13：30～16：30　入場無料
エクスカーション：7月8日（土）要申込、参加費無料

問い合わせ・申し込み：岐阜県環境生活部環境企画課　058－272－1111（内線2697）

☆正会員「石川県巨樹の会」様より

第30回全国フォーラム石IIi・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

☆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こ協力が必要

です。是非、ご参加をお願いいたします。　参加には、申し込みが必要です。

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。）

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　8日（火）：赤兎山　8：00－15：00（無料）※2

0　9月2日（土）～3日（日〉：室堂14：00－翌日午後（参加費4．〔XX）円：予定）※1

0　9月9日（土）～10日（日）：商竜ケ馬場14：〇〇一翌日午後（参加費4，〔朋円：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。

※2　NPO環白山保護利用管理協会　事務局　076－273－2822

編　集　後　記

登山者や関係者の皆様のシーズン中の安全を祈念いたし
ます。ロゴマークと公認キャラクター「オオバコマン」をよ

ろしくお願いいたします。（I ke）


