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甥己白山保護利RI警理協会

喜登山道情報他登山道情報他
▲登山道他工事予定

砂防新道：一方通行路周辺登山道整備工事予定

平瀬道：登山道整備工事予定
中宮道（室堂～千蛇ケ池）：登山道整備工事予定
別当出合吊橋：補修工事予定（10月以降）

▲山小屋他
・予約が4月1日（金）9時から始まりました。

もう満室になっている日もあるので各ホームページでご確認ください。

・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）

道の駅「しらやまさん」内の予約センターでも直接受付しています。
白山室堂は6月30日の宿泊からお食事の提供が始まります。

白山室堂ビジターセンターの軽食は、7月1日より開始します。
売店での記念品やコーヒー等の販売は6月30日より開始します。

白山山頂郵便局：7月15日～8月15日（開設予定）
白山室堂診療所：7月23日・）8月31日（開設予定）
石川県自然解説員：7月16日～8月15日の問で常駐

・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）

道の駅「しらやまさん」内の予約センターでも直接受付しています。

宿泊は、7月1日より営業開始です。

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

白山南竜山荘予約センター　電話076－259－2022（代）
7月1日より営業開始です。
南竜山荘避難小屋は6月30日まで利用できます。

・甚之助避難小屋：水場、トイレは利用できます。

・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：水場、トイレは利用できます。
・別当出合休憩舎：水場、トイレは利用できます。
・別当出合の吊橋の踏板は4月20日に設置しました。

・市ノ瀬ビジターセンター：開館しました。
・市ノ瀬トイレ：利用できます。
・中宮野営場：さるこ橋通行できます。屋外トイレ・水は利用できます。

▲道路
・白山登山ピーク時の交通規制、交通規制に伴うシャトルバス運航日・運行時間

※7月9日（土）～10月10日（月）で土日祝日を中心に行われます。

・石川白山公園線（白峰風嵐～市ノ瀬間　L＝11．3km）

平成28年　4月　8日（金）午前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～別当出合問　L＝3．3km）

平成28年　4月28日（金）午前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27年　5月25日（水）午前11時より　冬期閉鎖による通行止解除しました。
国道157号線（白山市東ニロ地内）工事及び通行規制について
法面工事の為、5月9日午前9時から11月末日まで終日片側交互通行となります。

以上、詳しくは、石川土木総合事務所　076－272－1190

岐阜白山公園線（平瀬～大白川聞）
平成28年5月24日（火）15時より冬期通行止め解除しました。

以上、詳しくは、高山土木事務所　　　0577－33－1111（代表）

▲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

市ノ瀬ビジターセンター
白山室堂予約センター

南竜山荘予約センター
北陸鉄道HP（石JII県側登山バス）

（岐阜県側）　　白川村　05769－6－1311

076－259－2902

076－255－5321

076－259－2504

076－273－1001

076－259－2022

076－237－5115

▲白山白川郷ホワイトロード：有料区間は6月4日（土）9時に冬期閉鎖解除しました。

石IIl県側中宮料金所までの無料区間：4月23日（土）解除。

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

★平成28年度　第1回理事会

【日時】平成28年5月15日（日）
13：00－17：15

【場所】石川県白山市白峰　国立公園センター2階
【議案】平成27年度事業報告（案）・決算（案）、

平成28年度事業計画（案）・予算（案）など

★平成28年度　通常総会

【日時】平成28年5月21日（土）
13：30～15：40

【場所】石川県白山市白峰　国立公園センター2階

【議案】平成27年度事業報告（案）・決算（案）、
平成28年度事業計画（案）・予算（案）、
役員改選など
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★平成28年度第1回白山国立公園岐阜県中宮一里野地区地域連絡会

【日時】平成28年6月17日（金）10：00－12：00

【場所】白山市中宮　吉野谷セミナーハウス

【議題】中宮地区・一里野地区の登山口や登山道他について現状・要望などの意見交換を行い
ました。

★平成28年度第1回白山国立公園岐阜県石徹白地区地域連絡会

【日時】平成28年6月28日（火）19：〇〇一21：00

【場所】郡上市白鳥町白鳥　白鳥ふれあい創造館

【議題】神鳩避難小屋などについて



撰白山イベント情報

＜報告＞
★日本ユネスコエコパーク拡張登録記念シンポジウム開催。

【日時】5月10日（火）14：00′）18：00

【場所】グランドホテル白山　2階　グローリーホール
環白山保護利用管理協会は共催しました。

【参加者】約200名

★平成28年度白山チプリ尾根登山道外来植物対策活動1
2015年度に実施した外来種の繁茂状況調査に基づき2016年度より除去及び防止対策を行いま

した。オオバコを中心とした外来植物への対策が主な活動内容です。初心者でも参加可能です。

【日時】平成28年6月11日（土）　7：45～12：00

【場所】白山市白峰猿壁登山口　　参加費：無料
【集合場所】市ノ瀬ビジターセンター前（7：45）

【主催】NPO法人　白山の自然を考える会　　　　協力：環白山保護利用管理能会
【参加者】27名。（翠星高校の先生と生徒さんも参加してくれました。）晴天となりました。

【除去量】計17．6kg

オオバコ10．5kg、シロツメクサ　4．6kg、ムラサキツメクサ　0．4kg

ヒメジョオン1．8kg、メマツヨイグサ　0．09kg、スズメノカタビラ　0．23kg

★平成28年度　白山国立公園外来植物除去インストラクター養成研修会

白山国立公園で実施する外来植物除去問題の伝達者。除去作業のコディネ一夕ー及びスタッフ。

上記を育てるインストラクター養成研修です。

【日付】平成28年6月25日（土）～26日（日）13：30～翌日16：30

【場所】白山市白峰　御前荘コテージ

【参加者】8名＋講師1名

★平成28年度　白山まもり隊　外来植物除去作業i n市ノ瀬　採って楽しむオオバコ茶

市ノ瀬の駐車場オオバコの除去作業。採ったオオバコをお茶にして楽しみました。

【日付】平成28年6月26日（日）
13：00　へノ　16：00

【場所】白山市白峰市ノ瀬駐車場

【参加者】約130名
【除去董】67．2kg

＜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：石II憬白山市白峰にある白山高山植物園です。

2016年は6月5日から7月20日まで公開！！（火曜・木曜はお休みです）
入場には「高山植物保全事業協力金」として大人お一人200円が必要になります。

（高校生以下は無料）
お問い合わせ：076－273－0017（事務局）、076－259－8866（公開中）

☆白山外来植物除去作業ボランティア研修講座

白山へ侵入したオオバコなど低地性植物を含めた外来植物に関する知識を学びます。
この講座を受講し、これまで1回以上外来植物除去作業を経験している方は、イベント以外でも
自主的に外来植物除去作業を行うことかできる白山外来植物除去作業ボランティアとして登録
することができます。



日時：平成28年7月3日（日）午後1時より午後3時30分まで。
場所：白山市白峰　白山国立公園センター
定員：各100人
問い合わせ、申し込み：環境部白山自然保護センター
石川県白山市木滑ヌ4　電話番号：076－255－5321　ファクス番号：076－255－5323

☆正会員「白山いぬわし自然楽校」様より
・初めての白山登山とご来光　　　　日時：平成28年7月23日（土）～24日（日）

参加費：18，000円
・白山でベルセウス座流星群を見る　日時：平成28年8月12日（土）～13日（日）

参加費：18，000円
問い合わせ先：白山いぬわし自然楽校　076－294－8388

☆賛助会員「中宮温泉旅館組合」様より
・夏の中宮水遊びday s　　　　　日時：平成28年7月16日（土）～24日（日）

問い合わせ先：076－256－7219（西山旅館）

☆賛助会員「岩間山荘」様より　ノルディックウオーキング　一里野2016
・一里野ねっかしまの森　　　　　　日時：平成28年7月10日（日）
・手取川源流尾添III周辺散策　　　　日時：平成28年8月3日（水）

いずれも、集合場所：一里野スキー場あいあーる前　参加費：2，500円

申込・問い合わせ：岩間山荘北村祐子090－2125－9321

☆「NPO法人　白山の自然を考える会」様より
・2016年度　白山チプリ尾根登山道外来植物対策活動1

オオバコを中心とした外来植物への対策が主な活動内容です。初心者でも参加可能です。

外来植物対策活動2　別山市ノ瀬登山道
日付：平成28年7月23日（土）　時間：7：00～16：00

場所：白山市白峰　別山市ノ瀬登山道　　　　　　　　参加費：無料
集合場所：市ノ瀬ビジターセンター前〈7：00〉
主催：NPO法人　白山の自然を考える会　　　　　　協力：環白山保護利用管理協会

申し込み先：白山の自然を考える会　北市　080－6357－7843
・2016年度　白山チプリ尾根登山道維持管理活動

今年度は下草刈り込みと登山道整備について集中作業日を設け、参加者を募集します。

チプリ尾根登山道は、白山の登山道の中でも原生林が最も残されているエリアの一つです。

美しい自然の中で登山道整備に汗を流し、一緒に白山の自然保護について考えて見ませんか？
下草刈り込み集中作業　2回目（猿壁登山口～チプリ避難小屋）
日時：2016年9月11日（日）　小雨決行　申し込み締め切り：9月4日（日）

※天候不良の場合は9月17日（土）に延期します

集合場所：市ノ瀬ビジターセンター前　6：45　　　　参加費：無料
主催：NPO法人　白山の自然を考える会
申し込み先：白山の自然を考える会　北市　080－6357－7843

☆平成28年度　白山国立公園外来植物除去イベント（石徹白）

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で実施する
外来植物除去イベントです。
日付：平成28年7月24日（日）
場所：岐阜県郡上市石徹白
参加費：500円（予定）
申込・問い合わせ：環白山保護利用管理協会稲葉090－4327－2196



☆平成28年度　白山国立公園外来植物除去イベント（赤兎山）

福井県大野市と勝山市にまたがる赤兎山に侵入した低地性の植物（オオバコ）の除去作業を行う
ボランティアを募集します。
日付：平成28年8月9日（火）　8：00－15：00

集合場所：小原林道ゲート入口　　参加費：無料　　　定員：50名
日程：8時　受付開始、8時半　開会及び作業の説明、9時半　登山開始、

11時　赤兎山避難小屋到着・作業開始、14時　作業終了・下山、
15時登山口にて計量・解散。

持ち物：登山に必要な服装・持ち物、昼食、飲み物
除去道具・ゴミ袋・手袋はこちらで用意します。

申込み・お問合せ　環白山保護利用管理協会　事務局　池内
TEL．076－273－2822　FAXi076－259－2614

☆平成28年度　白山まもり隊　外来植物除去作業in白山室堂　アカミタンポポの根っこ比べ

オオバコやスズメノカタビラなどの低地性植物やアカミタンポポなどの海外産植物といった

白山の外来植物の除去作業を行います。
日付：平成28年8月27日（土）～28日（日）14：00～翌日午後

場所：白山市白峰　白山室堂
参加費：4．000円（予定）
募集期間：平成28年4月22日（金）～定員になり次第締切

申込み・お問合せ　　石川県白山自然保護センター
〒920－2326石川県白山市木港ヌ4　TEL．076－255－5321FAX076－255－5323

☆平成28年度　白山まもり隊　外来植物除去作業in白山南竜ケ馬場

オオバコの茎で、すもう勝負

オオバコやスズメノカタビラなどの低地性植物やアカミタンポポなどの海外産植物といった
白山の外来植物の除去作業を行います。

日付：平成28年9月10日（土）～11日（日）14：00～翌日午後

場所：白山市白峰　南竜ケ馬場
参加費：4．000円（予定）
募集期間：平成28年4月22日（金）′）定員になり次第締切

申込み・お問合せ　石川県白山自然保護センター
〒920－2326石川県白山市木滑ヌ4　TEL．076－255－5321FAX．076－255－5323

0山の日制定記念・白山開山1300年記念企画　「白山眺望　ポイント」
2016年8月11日の山の日制定記念と2017年白山開山1300年記念の企画として、

環白山地域や他の地域から白山が眺望できるポイントの掲載をホームページ上で紹介してします。
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名古屋市からの「白山」

付近　からの「白山」

編　案　後　記

来年は白山開山1300年。環白山保護利用管理協会でも

準備を着々と行い、がんばっていきます。（i ke）


