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2017．10．26 高山市荘川町ダナ高原からの白山（撮影：森下宏記氏）
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旧年中はお世話になりました。
皆様のご健康とご多幸を心からお祈りいたしております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
白山開山1301年。以前にも増してこれからも白山を盛り上げていきましょう。

表紙 「白山眺望ポイント 高山市荘川町ダナ高原」
NPO環白山保護利用管理協会（登山道情報他）
環白山イベント構報・・・・・・・・・・・・・

・・・1

・ 2，3

4，5、6

NPO墳白山保護刺HI警理協会
○登山道情報他登山道情報他
▲特別会員「岐阜県」「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それぞれの県議会で可決承認されて
います。登山届を捷出しましょう！！

▲山小屋他
・白山室堂

詳しくは、各施設にお聞きください。
http：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター
・白山雷鳥荘

電話076−273−1001（代）

http：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター 電話076−273−1001（代）
防寒対策と装備を十分にして登山計画を立て、登山届も必ず提出
しましょう。
白山荘が冬期避難小屋として無料で利用できます。建物2階の
「冬期入口」より出入りできますが、ドアをしっかり閉めず、
雪が吹き込んでドアが閲かなくなったり、毎年マナーの悪い方が
目立ちます。また、焚火も禁止です。
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です。凍結して利用できない場合もあります。
白山荘横のトイレ（汲み取り）は、閉鎖しました。
4月1日から予約を開始し、5月1日から営業する予定です。
・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）
4月1日から予約を開始し、7月1日から営業する予定です。
・甚之助避難小屋
：10月16日で閉鎖（小屋内の冬期トイレは使用可※水場なし）
・殿ケ池避難小屋
：水場なし．トイレは避難中屋内のトイレをご利用下さい。
・中飯場トイレ
：10月25日頃閉鎖。水場なし。
・別当出合休憩舎
：10月25日頃閉鎖。水場なし、休憩舎裏手の冬期トイレ使用可。
・別当出合の吊橋の踏板：11月 9日撤去。

詳しくは、石川県自然保護センター 076−255−5321までお問い合わせください。
・市ノ瀬ビジターセンター：11月 6日（月）から閉館中。
・市ノ瀬トイレ
：11月 6日（月）から閉館中。
・中宮展示館
：11月11日（土）から閉館中。
・ブナオ山観察舎
：11月20日（月）より開館。
・中宮道橋
：撤去。
▲登山道

特にありません。

▲道路他
（石川県）
・石川白山公園線（白峰風嵐〜市ノ瀬聞

L＝11．3km）

平成29年11月20日（月）17時より 冬期閉鎖による通行止。
（参考 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。）
・石／I伯山公園線（市ノ瀬〜別当出合聞 L＝3．3km）
平成29年11月16日（木）12時より 冬期閉鎖による通行止。
（参考 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。）

・主要地方道岩間一里野線（L＝5．5km）

平成29年11月20日（月）17時より 冬期閉鎖による通行止。
（参考 平成29年 6月27日（火）11時より 通行止解除。）
登山道の岩間道・噴泉塔へは、競落のため現在は通行止めとなっております。
詳しくは、道路に関して
石川土木総合事務所
TEL．076−272−1188
登山道に関して 白山自然保護センター TEL．076−255−5321
（岐阜県）
・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11月13日（月）17時より 冬期閉鎖による通行止。
※解除予定日は平成30年5月31日（木）の予定です。
詳しくは、高山土木事務所 TEL0577−33−1111（代表）
（福井県）
・福井県小池公園（刈込池）

小池公園管理事務所・キャンプ場11月15日（水）閉園

・小原ゲート

11月13日（月）からゲート閉鎖。（来年は6月中旬ゲートオープン予定）
（富山県）
・桂湖ゲート
11月13日（月）10時閉鎖（参考H29 5月24日11時解除）
・桂湖ビジターセンター11月 5日（日）営業終了（参考H29 5月26日オープン）
問い合わせ：桂湖ビジターセンター

TEL：0763−67−3120

h軸P：／／いいNW．gOkayama−kankou．com／index．html

・ブナオ峠ゲート

現在通行止め（参考H29 5月31日11時解除）

問い合わせ：砺波土木センター

TEL：0763−22−3526

http：／／www．pref．toyama．jp／cms＿SeC／1501／kjOOO14191−000−02．html

（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。
白山白川郷ホワイトロード

平成29年11月13日（月）より全線開通期間閉鎖。
（参考 平成29年 6月11日（日）に全線開通）
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 http：／／hs−Whiteroad．jp／

石川県自然保護センターHP
http：／／www．pref．ishikawa．1g．jp／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。）
http：／／www．hrr．mlit．gC．jp／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ます。
http：／／www．data．jmag0．jp／…／data／…／open−data／data＿index．html

白山は、「関東・中部地方の火山で白山を選択」
★火山名 白山 火山の状況に関する解説情報（臨時） 第9号
平成29年12月6日16時00分 気象庁地震火山部
＊＊（見出し）＊＊

＜噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）が継続＞

白山では、11月29日に火山性地震が増加しましたが、その後減少しており、現時点で火
山活動が舌発化する様子は認められません。
＊＊（本

文）＊＊

1．火山活動の状況
白山では、11月29日03時頃から火山性地震が大幅に増加しましたが、29日夜以降は
減少しています。29日05時06分の地震の後、震度1以上を観測する地震は発生していま
せん。低周波地震や火山性微動は観測されていません。監視カメラによる観測では、噴気は観
測されていません。その他山頂付近の状況に変化はみられません。
以上のように、現時点で火山活動が舌発化する様子は認められません。
12月6日15時現在の火山性地震の回数は以下の通りです。
火山性地震
11月 29日
370回
30日
10回
12月
1日
6回
2日
6回
3日
4回
4日
12回
5日
1回
6日（15時まで）
0回
地震回数は速報椿であり、精査の結果、後日変更することがあります。
2．防災上の警戒事項等
引き続き活火山であることに留意してください。
11月29日の地震活動の活発化を受けて発表していた火山の状況に関する解説情報（臨時）
はこれで終了します。今後は火山活動の状況に変化があった場合に、随時お知らせします。
＜噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）が継続＞
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
（石川県側） 石川県自然保護センター

076−259−2902
076−255−5321

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

市ノ瀬ビジターセンター
白山室堂予約センター

076−259−2504
076−273−1001

hqp：／／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／

環白山イベ：ント情報
＜報告＞
★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
○登録ボランティア一斉除去3回目
日時：平成29年10月14日（土）8：00（市ノ瀬集合）〜15：00

場所：白山市白峰 別当出合、砂防新道（別当出合〜中飯場）、
観光新道（別当出合〜作業用道路立体交差）
参加資格：登録ボランティアの方
参加者：18名
除去量：61．67kg

一斉除去3回目

★第2期第2回理事会を開催
日時：平成29年10月28日（土）13：〇〇一17：00
場所：道の駅白III郷内会議室

「Tr J￣

出席：理事9名、顧問環境省白山自然保護官事務所3名、
事務局2名。
報告・平成29年度事業中間報告及び収支中間報告
・白山ユネスコエコパーク協議会の現況報告
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議案・公益社団法人松任法人会の入会について
：承認されました。
・その他 出席理事（団体）の近況報告、今シーズンの状況など

理事会後、意見交換会（委員会）を行いました。
環白山ローカルルールについて（勉強会）、パンフレットの改訂について、
環白山グッズについてなど。
★石徹白地区地域連絡会に出席
日時：平成29年11月8日（水）19：00〜20：45
場所：郡上市白鳥 白鳥ふれあい創造舘
内容：1．神鳩避難小屋携帯トイレについて
2．白山開山1300年祭関連事業の報告について
3．石徹白大杉公園内の外来種子除去マットと
入山カウンターについて
4．その他

石徹白地区地域連絡会

★宮保地区振興会講演会で講演
白山開山1300年にちなんで、白山の自然と匪史について写真で紹介しながらお話をしました。
下山仏の話や禅定道、伝説、高山植物、外来植物など。
日時：平成29年11月12日（日）14：00−15：30

場所：白山市宮保町公民館
★白山火山防災学習会・ワークショップに出席
日時：平成29年11月15日（水）

10：30−16：30
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場所：金沢市 金沢勤労者プラザ
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★【第5回「白山登山道ミーティング」】に出席
日時：2017年11月18日（土）16：00−17：45

場所：白山市中宮 吉野谷セミナーハウス
主催：NPO法人白山の自然を考える会

三一−−′《「

∴ ト∵一

：∴三㌢：尊書
白山登山道ミーティング

★白山二県合同山岳遭難防止対策連絡会議に出席
日時：平成29年11月24日（金）13：30〜15：30

場所：石川県庁1104会議室
★白山国立公園石川県中宮一里野地区地域連絡会に出席
日時：平成29年12月4日（月）10：00〜12：15

場所：白山市一里野 岩間山荘
議題：中宮地区・一里野地区の登山口や登山道他について

★環白山グッズ
「くくり」様での販売が終了しました。（平成29年10月24日）
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中宮一里野地区地域連絡会

1

＜これから＞
○正会員「白峰観光協会」様より
雪だるま2018
「雪だるま みているみんなが ニッコニコ」
日時：平成30年 1月27日（土）
場所：桑島

雪露蒙凄

、‖′／へ 工手＼

肥潜るまあ乱もるおん常がニッコ＝刊

2月 2日（金）
場所：白峰
当協会は2月 2日（金）白峰に出店予定です。
○正会員「NPO白川郷自然共生フォーラム」様より
トヨタ白川郷自然撃校のトレッキングの魅力
スノーシュートレッキング（1〜3月）

：詳しくはHPまたはちらし参照。
申込・問い合わせ：トヨタ白川郷自然撃校
05769−6−1187

https：／／toyota．eco−inst．jp／

○特別会員「石川県」様より
・楽しもう！白山麓days

冬のブナオ

雪遊びdays

日時：平成30年1月4日（木）〜10日（水）
場所：白山市尾添 フナオ山観察舎
・石川県白山ろく民俗資料館

平成29年12月11日（日）〜平成30年3月9日（金）：冬期休館
問い合わせ：石川県白山ろく民俗資料館 0−76−259−2665

0平成30年度 外来植物除去作業予定
申し込みは来年4月中旬以降になります。
参加を考えている方は、予め予定を入れておいてもらえれば幸いです。
ボランティア研修会1回目
5月26日（土）
除去作業 市ノ瀬
−6月24日（日）
ボランティア研修会2回目
7月 8日（日） 白山市白峰 白山国立公園センター
除去作業 室堂
8月25日（土）〜26日（日）
除去作業 南竜ケ馬場
9月 8日（土）〜 9日（日）
他については来年度に入ってからお知らせできると思います。
営ホームページ内に、下記を作成しています。
山の日制定記念・白山開山1300年記念企画
「白山眺望 ハイキングコース」
「白山眺望 ポイント」
高山市ダナ高原を追加しました。

S卦報 当協会の理事、正会員「白山モンブランの会」代表である森下宏諸氏（59歳）が
12月24日に亡くなられました。
生前の活動に感謝をいたすとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。
心からご冥福をお祈りいたします。
編

集

後

記

白山開山1300年、あっという間に1年が過ぎてしまい
ました。
新たな年が始まりました。今年も頑張ろうと思います。
よろしくお願いいたします。
（i ke）

