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平成26年5月24日（土）　沼津市立図書館視聴覚ホール

－本年度の拡充事業－

　　富士山の環境保全意識の高揚を図るため、富士山の自然環境や歴史・文化等をテーマに勉強会、
　自然観察会等を開催します。なお、今年度は新たに、県内で「富士山が見えない地域の親子」を対象
　としたものを、新規で2回実施します。
　　■内　　　容：①「富士山を歩こう!!」親子で巡る御殿場口新五合目自然観察会
　　　　　　 　　 ②「富士山を学ぼう!!」親子で巡る富士山文化学習会
　　■場　　　所：①富士山御殿場口新五合目～幕岩周辺をハイキング
　　　　　　 　　 ②富士山本宮浅間大社及び富士山樹空の森で実地学習
　　■実施予定日：①、②とも9月14日（日）
　　■対　象　者：賀茂郡東伊豆町在住の小・中学生及びその引率者

　　富士山における環境保全活動への理解と実践を促すため、防鹿柵等、施設の設置を含めた活動
　体験を行います。
　　■場　　　所：根原県有地（富士宮市）
　　■実施予定日：9月下旬
　　■備　　　考：草刈体験も合わせて実施する予定です。

活動体験事業

　　小学生が、郷土の誇りである富士山への理解を更に深めることができるよう、富士山を学習するため
　のリーフレットを作成・配布します。なお、これまで県内の全小学6年生に配布していましたが、配布先を
　図書館や公民館等の公共施設及び富士山に関する展示施設等にも広げるため部数を増刷します。
　　■作 成 部 数：4万5千部（予定）
　　　　　　　　　※平成25年度は4万部作成
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第1号議案　平成25年度ふじさんネットワーク事業報告　　　　　　　
第2号議案　平成25年度ふじさんネットワーク収支決算
第3号議案　平成25年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）事業報告
第4号議案　平成25年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）収支決算
第5号議案　平成26年度ふじさんネットワーク事業計画
第6号議案　平成26年度ふじさんネットワーク収支予算
第7号議案　平成26年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）事業計画
第8号議案　平成26年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）収支予算
第9号議案　「“富士の国”づくり推進会議」への参画　

1 総会　　全9議案がすべて原案どおり承認されました。

環境学習事業

学習リーフレット作成事業



勝間田主任

「各団体の環境保全活動について」　　　

○株式会社　虎屋御殿場工場環境保全課　主　　任　勝間田 賢　氏

○特定非営利活動法人　富士山クラブ　　事務局長　青木 直子　氏

　　勝間田主任からは、虎屋御殿場工場が清浄な湧水等の富士山の恵みを受けて操業しており、

　そのことに感謝しつつ清掃活動や包装紙の削減などの取組みを行っている事例について

　説明していただきました。

　　青木事務局長からは、富士山麓のごみが多いポイントをマッピングする活動の紹介や、子供

　が参加する清掃活動を行う際に、ただごみを拾って満足するのではなく、どこからごみが

　生まれたのか、どうしたらごみを減らせるのか考えてもらっている等の工夫について説明

　していただきました。

青木事務局長

2 活動発表会
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　大川氏からは、富士山麓の植生状況を把握するために行われたパトロールの結果が報告されました。
　報告の具体的な内容は、静岡県レッドデータブック掲載種13種・環境省レッドリスト掲載種
8種が107地点で1,133個体が確認され、また、指定種（富士箱根伊豆国立公園）については81
種が691点で確認されたということでした。
　品川氏からは、富士山の貴重な植物について具体的な説明がなされました。

　富士山南麓の植生状況、ニホンジカ等の野生
動物による土壌への影響等及び、富士山南麓に
おいて2,000人規模で行われているトレイル
ランが、富士山の植生や土壌に与えている影響
について説明がなされました。
　また、トレイルランの主催者に対しては、今後
は環境への影響を考慮したコース設定や定期的
なモニタリング調査の実施が求められました。

　平成26年3月16日（日）に、「富士山の日」協賛事業として、沼津労政会館ホールで「富士山勉強

会」を開催しました。

　参加者は72名。皆さん、興味深そうに耳を傾けていました。

講師：静岡県自然保護課　大川 慎一　氏
　　  株式会社　環境アセスメントセンター　品川 修二　氏

講演②「富士山南麓の森とトレイルラン大会
　　　 －トレイルラン植生保全環境調査・中間報告－」
講演②「富士山南麓の森とトレイルラン大会
　　　 －トレイルラン植生保全環境調査・中間報告－」

講師：富士山エコレンジャー連絡会　吉永 耕一氏

富士山エコレンジャー富士山勉強会22

大川氏 品川氏

吉永氏

講演①「富士山麓植生保全パトロールの結果報告」講演①「富士山麓植生保全パトロールの結果報告」



　　平成26年6月14日（土）、県富士総合庁舎で、エコレンジャー17名が参加して、総会・報告会が行われました。

・仁藤会長挨拶　

・平成25年度事業報告

　（富士山エコレンジャー活動報告まとめ）

・平成25年度事業報告

・平成26年度事業計画

・退会者の報告、役員改選、登録要項の改正

・その他

　　本年4月25日～27日にかけて富士山麓において実施されたトレイルランニングレース「ウルトラトレイル・

　マウントフジ」の登山道周辺環境に及ぼす影響調査をした結果について報告会を行いました。

　　エコレンジャー連絡会では裾野市の須山口登山道と富士宮市の天子山系において調査を行った結果について報告が

　あり、また、県自然保護課からは小山町の明神峠自然環境保全地域内で調査を実施した結果について報告がありました。

　　調査結果では踏圧による土壌硬度の上昇やルート逸脱による登山道の複線化や植生の踏みつけ等が確認された

　との報告がされました。（詳細な調査報告書がほしい方は事務局まで御連絡ください）

　　例年、富士山エコレンジャーの新規募集については8月～9月にかけ実施していますが、昨年度からは特に期限

　を設けず常時募集をしています。

　　規約を改正し、年間を通し活動しているエコレンジャーの活動への同行や、富士山に関連する講習会の参加等に

　よっても単位が取得できる様になりました。

　　より現場で実践的に活動できる様、本年度は合同活動を活発化させるとともに新規エコレンジャー募集に力を

　入れることとしています。

　　10月以降は例年行われている講習に代わり、現地学習・活動型の講習会の開催を検討しています。

　　エコレンジャー活動に御興味のある方は是非積極的に御参加ください。（エコレンジャー活動の合同活動の

　日程等についてはお気軽に事務局までお問合せください）

富士山エコレンジャー33

会場の様子

 〈総会〉

 〈報告会〉

1　富士山エコレンジャー連絡会総会・報告会及び研修会

2　新規エコレンジャーの募集について

富士山エコレンジャー
活動内容

富士山エコレンジャー
活動内容

・富士山への来訪者に対するマナー啓発
・富士山への来訪者への自然解説等の情報提供
・富士山周辺の動植物の保護とその情報収集　　など
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■内　　容　登山者にごみ袋を配布し、富士登山を
　　　　　　しながら登山道沿いのごみを拾って
　　　　　　いただきました。
■日　　時
　平成26年7月24日（木）
　        10：00～15：00（ごみ袋の配布）
　　        7月25日（金）
　　        7：00～13：00（ごみの回収）

■実施場所　富士山須走口五合目
　　　　　　登山道入口付近

■対　　象　富士登山者　
■ごみ拾い参加者　　241名
■アンケート協力者　360名
■ごみ回収量　7.7㎏

■内　　容　富士山麓周辺道路沿いで、ボラン
　　　　　　ティアによる清掃活動を行います。

■日　　時　平成26年11月1日（土）
　　　　　　9：30～12：00（予定）

■実施場所　裾野市須山付近

■対　　象　小学生以上の方（小学生は保護者同伴）

■定　　員　60名（予定・先着順）

■集合場所　裾野市立富士山資料館
　　　　　　第2駐車場 9：30
　　　　　　三島駅からの送迎バス 8：30（予定）

■申込方法　以下の事項について御記載の上、
　　　　　　静岡県自然保護課（FAX番号 054－221－3278）まで御送信ください。
　　　　　　（電子メール shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jpへの送信でも結構です。）
　　　　　　○住所・氏名・年齢・電話番号・三島駅からの送迎バス利用希望の有無

■参 加 費　無料

寄付金の目録贈呈富士山自然環境保全活動について44 静岡県からの
お知らせ

（1）富士山クリーンアップ登山大作戦を実施しました

（2）平成26年度 第2回富士山ごみ減量大作戦の参加者募集



【1】今年度の富士山登山道の開通期間

【3】3つのルール

【2】富士登山における安全確保のためのガイドラインについて

世界遺産　富士山富士山登山道の閉鎖後の注意事項55 静岡県からの
お知らせ

　　 平成26年度の富士山五合目以上の登山道開通期間は、静岡県側は9月10日まで、　山梨県側は9月14日 
　 までの予定です。

　　 富士山における遭難事故の防止や自然環境を保全するため、環境省、静岡・山梨両県、地元市町村及び    
　　観光事業者など関係機関等で構成される「富士山における適正利用推進協議会」では、「富士山における
　　安全確保のためのガイドライン（以下、ガイドラインといいます）」を平成25年7月に策定しました。

　　（参考）
　　 富士登山における安全確保のためのガイドライン（富士登山オフィシャルサイトに掲載されています）
　　 http://www.fujisan-climb.jp/basic/1_07basic_safetyclimbing_guideline.html

　　 登山道開通期間以外の富士山五合目以上では、以下の3つのルールが特に重要です。

　　①万全な準備をしない登山者の登山禁止
　　　　充分な知識やしっかりとした装備、計画などを持った方の登山は妨げませんが、万全な準備をしない
　　 登山者の登山は禁止です。
　　　　登山道開通期間以外は特に気象条件が厳しく、加えて登山道は全面通行止め、救護所・トイレも閉鎖、
　　 携帯電話が通じにくいなど、安全確保が困難です。

　　②「登山計画書」を必ず作成・提出
　　　　登山は自己責任です。しかし、万が一の遭難、行方不明時の迅速な救助のため、登山する際には、行程、
　　 メンバー、装備、緊急連絡先などを記載した「登山計画書」を必ず作成・提出してください。
　　　　なお、「登山計画書」を提出したからといって、登山道の通行を許可したことにはなりません。

沼津市より

　五合目以上にある山小屋や公衆トイレ
は、登山道開通期間以外は閉所されていま
す。万全な準備をした登山者が登山を行う
場合、自然環境保全のため携帯トイレを持
参してください。
　また、自らの排泄物は回収し、必ず持ち
帰ってください。
　※回収ボックス等は設置していません。

③登山者として携帯トイレ持参はマナー
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静岡県くらし・環境部環境局自然保護課内

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号  電話054-221-2963  ファックス054-221-3278

E-mail 3776fuji@pref.shizuoka.jp　URL http://www.fujisan-net.gr.jp/

● 設　立  平成11年10月23日
● 会　長  土  隆一
　　　　 （静岡大学名誉教授）
● 会員数  493団体・個人
　　　　 （H26.7.31現在）

88 「自然観察会」・「活動体験」参加者募集「自然観察会」・「活動体験」参加者募集

【申込先・問合せ先】ふじさんネットワーク事務局（静岡県 くらし・環境部 環境局 自然保護課内）
　　　　　　　　電話：054－221－2963
【申し込み期限】定員に達ししだい、募集を締め切ります。　　　　　　　
【住　　　   所】〒420-8601　静岡市葵区追手町9番6号　静岡県 くらし・環境部 環境局 自然保護課内
　　　　　　　　ふじさんネットワーク事務局　あて　　　　　　　　　　　
【Ｆ　  Ａ　 Ｘ】054－221－3278   【電子メール】3776fuji@pref.shizuoka.jp

各コースとも参加費は無料です。また、ふじさんネットワーク負担で保険に加入します。

参加希望者は、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、参加コース（コース②を希望の場合は送迎バス利用の有無）を

明記の上、はがき、ＦＡＸ又は電子メールによりお申込ください。

番号 コース名 内　　容　　等
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①

　

　

　

 
 
 
 
 
 

②
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体

験

富士山高鉢山～ガラン沢
～旧料金所ゲート

富士山の草原性植生
保全活動体験
（草刈）

（防鹿柵設置）

日　時 ： 平成26年9月27日（土）10:00～15:00
　　　　 予備日 10月11日（土）
 
内　容 ： 富士山の草原性植生を保全するため、朝霧高原
　　　　根原県有地で草刈や防鹿柵設置を行います。
 
定　員 ： 先着100名（高校生以上）
　　　　（1日屋外での作業が可能な方）
 
持ち物 ： 昼食、飲み物、雨具、軍手、
　　　　 草刈用の道具（持っている方）
 
集合場所 ： マイカー参加者
   10：00までに会場（朝霧高原） 集合
　　　　 送迎バス利用者 「JR富士駅南口」8:30発
　　　　　　　　　　　  「JR富士宮駅口」9:00発
 
指　導 ： NPO法人富士山自然の森づくり
 
その他 ： 静岡県・富士宮市と共催で行います。

日　時 ： 平成26年10月5日（日）8：45～16：00
 
内　容 ： 富士山自然休養林を歩きながら（約5ｋｍ）
　　　　 動植物の観察をします。
 
定　員 ： 先着40名
　　　　 （小学生以上・小学生は保護者同伴）
 
持ち物 ： 昼食、飲み物、雨具、筆記用具、
　　　　 ルーペ・双眼鏡（持っている方）
 
集合場所 ： JR三島駅北口(貸切バス8：45出発)
 
案　内 ： 富士箱根伊豆自然観察指導員連絡会
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