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平成28年9月10日（土）～11日（日）：南竜ケ馬場

白山のシーズンも終わろうとしています。今年の紅葉はどうでしょうが。
シーズン中に予定していた外来植物除去活動イベントは、大勢の参加者により無事得うことが

できました。参加者の皆様ありがとうございました。

表紙　「外来植物除去作業イベント」・・・・・・・・ �●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　● �…・1 
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嶺i白山保護利用警理協会

m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

登り区間の工事について（顧問「環境省中部環境事務所」白山自然保護官事務所様より）
9月13日（火）より10月末までの期間、砂防新道（登り区間）の工事を行います。
その進捗状況により、登り区間を通行止めにし、下り区間から迂回してもらう場合がありま

す。その場合は登り区間に看板を設置。市ノ瀬VCと別当出合にも周知する張り紙をします。
・平瀬道：登山道整備工事予定
・中宮道（室堂一千蛇ケ池）：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）
・赤兎山山頂周辺：補修工事予定
・観光新道に埋設している光ケーブル管路修繕：9月1日～10月中旬頃で施工を実施予定。

工事は登山者優先で行い、通行止めはありません。
・相場避難小屋修繕工事について

工期は9月中句～10月末（内1週間程度）。避難小屋の入口部分の修繕：避難小屋の利用

は可能です。但し、工事進捗によってはトイレ等の利用にご不便をかける可能性があるとの
ことです。詳しくは、岐阜県環境生活部自然環境保全課（TELO58－272－1111（内線

2699））までお問い合わせください。

▲特別会員「岐阜県」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を制定いたしました。
つきましては、当県ホームページに、周知用リーフレットを掲載いたしました。

http：／／www．pref．gifu．1g．jp／…／bosai／sangaku／11115／jourei．html

▲山小屋他
・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10月15日（土）の宿泊（翌日朝食の提供まで）です。
白山室堂ビジターセンターの軽食は、10月15日（土）で終了します。
売店での記念品やコーヒー等の販売は10月16日朝で終了します。
白山室堂（白山荘）避難小屋は10月16日（日）から利用（無料）できます。
白山山頂郵便局：7月15日～8月15日（開設）：終了しました。

白山室堂診療所：7月23日～8月31日（開設）：終了しました。
石川県自然解説員：7月16日～8月15日の間で常駐：終了しました。

・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。
コインシャワーは水の状況により利用できない場合があります。

宿泊は、10月8日（土）宿泊（翌日朝食の提供まで）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）
宿泊は、10月15日（土）宿泊（翌日朝食の提供まで）です。
南竜山荘避難小屋は10月16日（日）から利用（無料）できます。



下記について現在は利用できますが、順次冬期閉鎖していくので登山の際には事前に情報を得る

ようにしましょう。
・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：11月5日閉館予定です。
・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～市ノ瀬聞　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～別当出合間　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～大白川間）

平成28年5月24日（火）15時より冬期通行止解除しました。
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（石川県側登山バス）

（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III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回チーム白山会議
【日時】平成28年8月11日（木：祝日）13：00－15：30

【場所】石川県白山市中宮温泉　はやしや2階
【参加者】11名

【議案】法人化・公園管理団体に向けた取り組み他



環白山イトベント情報

＜報告＞
★平成28年度　白山国立公園外来植物除去登録ボランティア研修会　第2回目

白山国立公園で実施する外来植物除去を個人が自主的に実施するための登録研修です。

研修を受けられた方には登録ボランティアのIDカードが発行され、個人での除去作業が可能に

なります。
【日時】平成28年7月3日（日）13：30～15：30（過去に登録された方は14：30～）

【場所】白山市白峰　白山国立公園センター（白山市白峰ツ57乙）

【参加者】27名
H27年度の除去活動の結果、今年度の活動の内容についてスライドを使用し研修を行いました。

★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）、「第25回石徹白白山清掃ボランティ
ア登山」と合同で実施する外来植物除去イベントです。

【日時】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　【参加者】120名

★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。
【日時】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　【参加者】18名
【除去数量】○オオバコ・小屋周辺2．93kg・赤兎山山頂0．01kg・登山道2．02kg

Oシロツメクサ・大舟山分岐0．08kg O工ゾノギシギシ・小屋周辺1．05kg

★自主事業　地域PR事業　「山の日制定記念イベントおいでよ！市ノ瀬夏祭り」
【日時】平成28年8月11日（木：祝日）

10：00～16：00

【場所】石川県白山市白峰市ノ瀬
【主催】市ノ瀬夏祭り実行委員会

環白山保護利用管理協会は、外来植物除去の話や
オオバコ茶の試飲コーナーを協力しました。

★白山二県安全登山キャンペーン（別当出合）．

【日時】平成28年8月20日（土）6時～8時
【場所】白川村大白川、白山市別当出合
【参加者】白山の登山届提出を呼びかけました。
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日当出合

★平成28年度　白山国立公園外来植物除去登録ボランティア
一斉除去①（砂防新道・南龍ケ馬場）

平成28年度に白山国立公園外来植物除去登録ボランティア研修会を受講された方のみの一斉

除去作業です。
【日時】平成28年8月20日（土）8：00（市ノ瀬集合）～

【場所】白山市白峰　砂防新道・商龍ケ馬場
【参加者】8名　【除去数量】13．5kg



★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。

【日時】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　【参加者】42名
【除去数量】○アカミタンポポ　4．6kg（湿重量※）　○シロツメクサ1．2kg（湿重量※）

○スズメノカタビラ　0．5kg（湿重量※）　※水洗いし、泥を落として計量。

★自主事業　地域PR事業　「いしかわ環境フェア」

【日時】平成28年8月27日（土）28（日）
9：30′）16：30

【場所】石川県金沢市　石川県産業展示館4号館

【主催】（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議

環白山保護利用管理協会のブースでは、外来植物除去の話や

オオバコ茶の試飲、グッズ販売をしました。
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★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。

【日時】平成28年9月10日（土）～11日（日）14：〇〇一翌日午後

【場所】白山市白峰　南竜ケ馬場　【参加費】4，000円　【参加者】63名
【除去数量】オオバコ17．75kg

★平成28年度　外来植物除去作業（オオキンケイギク）in桂湖

海外産植物（オオキンケイギク）の外来植物の除去作業を行いました。

【日時】平成28年9月24日（土）
【場所】富山県南砺市五箇山　桂湖　【参加者】18名

【除去数量】317kg

＜これから＞

☆正会員「白山いぬわし自然楽校」様より
白川郷・大白川渓谷原生林トレッキング　日時：平成28年10月22日（土）～23日（日）

参加費：18，900円（トヨタ白川郷自然撃校泊）
紅葉の手取湖畔を歩く　　　　　　　　日時：平成28年10月30日（日）

参加費：4，000円
市ノ瀬・岩屋俣谷探勝路（子持ちかつらを見る）日時：平成28年11月3日（日）

参加費：4，000円
問い合わせ先：白山いぬわし自然楽校　076－294－8388

☆正会員「白峰観光協会」様より
・ぶらり白峰特急バス

日時：平成28年10月16日、23日、30日、11月6日、いずれも日曜日

料金（往復）：3，200円（大人）、1，600円（小学生以下）
要予約：北陸鉄道予約センター076－234－0123

観光に関する問い合わせ先：白峰観光協会076－259－2721
・白山白峰温泉まつり

日時：平成28年11月6日（日）10：00－15：00

場所：白峰温泉総湯・菜さい前他
問い合わせ先：白峰観光協会076－259－2721



☆正会員「巨樹の会」様より
・第57回秋季巨樹探訪会（羽咋市七尾市方面）

日時：平成28年10月29日（土）8：30－17：00

場所：羽咋市（気多大社他）、七尾市、中能登町　集合：金沢駅金沢港ロ（西口）8：15
料金：4，500円　　参加申込：10月10日まで
申込・問い合わせ：事務局（三浦・林）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　一里野2016
・三方岩トレッキング　　日時：平成28年10月3日（月）

集合場所：一里野スキー場あいあーる前

参加費：2，500円＋1，080円
・ゴンドラ山頂～桧倉　　日時：平成28年11月3日（木祝）

集合場所：一里野スキー場あいあーる前
参加費：2，500円＋950円

申込・問い合わせ：岩間山荘北村祐子090－2125－9321

☆賛助会員「中宮温泉旅館組合」様より

秋の中宮紅葉DAYS　日付：平成28年10月8日（土）～16日（日）

紅葉早朝ウオーク　　　日付：平成28年10月16日（日）、23日（日）
問い合わせ先：076－256－7219（にしやま旅館）

☆第1回アジア生物文化多様性国際会議のお知らせ

日付：平成28年10月27日（木）～29日（土）

場所：石川県七尾市和倉温泉「あえの風」
主催：ユネスコ、生物文化多様性条約事務局、国連大学、石川県、七尾市

（別紙ちらし参照）

☆「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10月15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

m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」

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ハイキングコースやポイントの掲載をホームページ
上で紹介してします。

編　集　後　記

岐阜県は、白山における登山について登山届を義務付ける
条例を制定いたしました。岐阜県に限らず、石JIl県、福井県、

富山県でも登山届を出しましょう！！但し、条例・罰則があ
るのは岐阜県なので注意してください。（i ke）
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