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謹賀新年
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あけましておめでとうございます。
今年は暖冬？　カメムシが多いのに。　大雪という話はどこへ？

皆様の地域はどのようなお正月を迎えましたでしょうか。

今年はいよいよ白山開山1300年の節目の年です。
本年もよろしくお願い致します。

表紙　「白山市白峰　西山から見た白山」
環白山保護利用管理協会（登山道構報他）
撰白山イベント情報　…　…　‥　－
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嶺i白山保護剥回書警理協会

○登山道情報他登山道情報他
▲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し、昨年12月1日から運用開始
しています。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

石川県、福井県、富山県でも登山届を出しましょう！！
※石川県も義務化するという報道がなされました。

今後、ご注意ください。

▲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　hqp：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）
白山婁堂及び白山雷鳥窪は昨年10月15日で今年度の営業を終了
いたしました。

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。

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ました。
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）
南竜ケ馬場の全ての営業は昨年10月15日の宿泊をもちまして無事終了しました。

予約受付は4月1日の午前9時からを予定しております。
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）
・石川白山公園線（白峰風嵐～市ノ瀬間　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。
・石川白山公園線（市ノ瀬～別当出合聞　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

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．mlitgQ．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）16時頃
http：／／www．data．jma．gC．jp／…／data／・・・／open－data／data＿index．html

・石II伯山公園線（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II伯山公園線（市ノ瀬～別当出合聞　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（白山市東二口地内）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　076－259－2902
（石川県側）　石川県自然保護センター　076－255－5321

http：／／www．pref．ishikawa．1g．jp／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：／／www．kagahakusan．jp／

南竜山荘予約センター　076－259－2022
http：／／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lII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 http：／／hs－Whiteroad．jp／



撰自i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　登録ボランティア一斉除去3回目（砂防新道他）

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。
’当日は始め天候もあやふやだったのですか、晴れてきて作業ができました。

日時　：平成28年10月1日（土）　8：00（市ノ瀬集合）～

場所　：白山市白峰　別当出合、砂防新道（別当出合～中飯場）、中飯場トイレ周辺
参加者：20名
除去数量：37．9kg

★平成28年度　白山チプリ尾根登山道外来植物対策活動2

NPO法人　白山の自然を考える会が13年間にわたり登山道維持管理業務を行っている

白山チプリ尾根登山道（別山市ノ瀬道）について、外来植物への対策を実施しました。
日時：当初　平成28年7月23日（土）　6：45～15：30

→　落石の為通行止めだった為変更し、

10月15日（土）となりました。

場所：白山市白峰　別山市ノ瀬登山道
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
参加者：11名

除去数量：12．78kg

記念撮影

★第1回アジア生物文化多様性国際会議

日付：平成28年10月27日（木）～29日（土）

国際会議　9：30－17：00、レセプション18：00～19：30

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

当協会はポスターセッションに参加してきました。そこで活動状況の説明を行いました。
他に2日間昼食時に白山商工会の「白山きりまんじゃろプロジェクト」のコーヒーが提供され、
取り組み内容も併せて説明PRLました。

分科会では「白山ユネスコエコパーク」の現地研修に参加した方々の発表も行われ聴講してきま
した。白山の良さや事例が理解されていました。　　　　　　　　　　　牟∴高言．＿＿，

★平成28年度　第3回理事会

日時：平成28年10月30日（日）
13：3〇・一15：50

場所：石川県白山市白峰　国立公園センター
報告：平成28年度中間事業報告・決算見込み
議案：法人化について、その他について

議案は一部修正がありましたが、全て承認されました。

★平成28年度　臨時総会

日時：平成28年12月4日（日）
13：30～15：20

場所：石川県白山市白峰白山国立公園センター
議案：法人化について（8件）、その他

議案は一部修正がありましたが、全て承認されました。

7ツワ会議：ポスターセガiyでの説明

これからNPO（特定非営利法人）の申請手続きに入ります。　　臨時総会



★平成28年度　設立理事会

設立総会にてNPO法人化が承認され、設立理事が選任されましたので、引き続き設立理事会
が開催されました。

日付：平成28年12月4日（日）14：45～14：55

場所：白山市白峰白山国立公園センター
議案：理事長（設立代表者）、副理事長、事務局の選任について

理事長は林氏が互選されました。

副理事長3名も互選され曽我氏、国吉氏、宮下氏となりました。

事務局体制は、現状に引き続き三谷事務局長と池内事務局長代理で、島事務局長補佐
が加わりました。

★平成28年度　第4回理事会

日時：平成28年12月4日（日）15：20～15：35

場所：石川県白山市白峰　国立公園センター

議案：新入会員の加入について
正会員に2団体が加入されました。

豊実精工株式会社様 株式会社エコシステム様

★パプアニューギニア国研修員の受入れ

日時：平成28年11月11日（金）

13：30～15：30

場所：石川県白山市白峰　国立公園センター
「環白山保護利用管理協会」について講義を行いました。

★白山火山防災地域勉強会・意見交換会への参加
日時：平成28年11月15日（火）

第4回理事会

八〇707ニュー‡◆ニア研修員受入れ

場所：白山市鶴来　クレイン
午前は、白峰小学校5・6年生の発表と講演「火山活動と温泉観光」田村洋一氏がありました。
2015年に箱根山大涌谷噴火があった時の地元の取り組みやその後の取り組み、他地域との

連携の提案などの話がありました。
午後は、関係者による意見交換会で、グループワークを行いました。

参加したグループBは、風評被害・情報発信について現状の説明や討議を行いました。
この他に、防災教育と避難についても他のグループで討議されました。

★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11月17日（木）

19：00－20：30

場所：郡上市白鳥　白鳥ふれあい創造舘
議題：神鳩避難小屋が今年度一部改修（エントランス床板、

看板や冬季用外側はしご、雪囲い、ベンチの設置。）

されたこと、携帯トイレなどについて話し合いました。　　石徹白地区地域連絡会

★白山国立公園石II憬中宮一里野地区地域連絡会

日時：平成28年11月18日（金）

16：00～17：15

場所：白山市一里野　岩間山荘

議題：・中宮地区の課題について（御仏供水など）
・一里野地区の課題について

（開山1300年：尾口地区の下山仏など）
・共通（標柱の整備、2次交通など） 中宮一里野地区地域連絡会



＜これから＞
☆正会員「白山商工会」様より

正月「白山きりまんじゃろ如排」特別販売のお知らせ
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
今年で4回目となる新年の特別販売です。

主・言「「こ∴ 　∴千㌧∴ �驚※ �駆逐露瑳 
事、、∴i一 　．冨’ 
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☆正会員「白山いぬわし自然楽校」様より

初めてのスノーシュー中宮DE山鍋　日時：平成29年1月22日
河内スノーシューDEチ］］フォンデュ　　日時：平成29年2月12日
一里野スノーシューDEチーズ7台斤ユ　日時：平成29年2月26日

日時：平成29年3月12日
いずれも　参加費：5，000円

問い合わせ先：白山いぬわし自然楽校　076－294－8388

スノーシュー：H27年の様子

☆正会員「石川県自然解説員研究会」様より

【第14回写真展「石川の自然」】私たちの「ふるさと」石川県には、いつまでも残しておきた
い自然がたくさんあります。四季折々それぞれにみせる自然のすぼらしさを皆さんに伝える活動

の中で写した写真をご紹介します。

日時：平成29年2月4日（土）～12日（日）9：00－17：00　2月6日（月）：休館日

場所：能美市立博物館（能美市倉室町戌80）
入場料：無料　　　主催：石川県自然解説員研究会　　　後援：北国新聞社

☆雪だるままつり2017　白峰

今年も出席します。販売品は、牛（飛騨牛車）豚（とんちゃん）
鶏（けいちゃん）の予定です。
日時：平成29年2月3日（金）15時′－21時

場所：石川県白山市白峰地内

S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」

H28年の様子

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。

右の写真は今秋、新装となったJR高山本線、高山駅から見た

白山です。JRでは地元からの要望を受け、駅の東側を「乗鞍口」、

西側を「白山ロ」と命名しました。わずかに白山が顔を覗かせて
いますが、雪でもない限りたいていの人は見逃してしまいそうな

姿です。北陸からの白山を見慣れているかたがたからすれば、
これでも白山？と思われるでしょうが、エコパーク登録を機に

最近では高山市でも荘川地区を売り出し中のようです。

編　集　後　記

昨年は、当協会の活動に御協力いただきありがとうござい
ました。表紙に書きましたが、今年はいよいよ白山開山
1300年の節目の年です。この機会に白山について学んだ

り考えてみてはいかがですか。今年もよろしくお願いいたし
ます。（I ke）
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