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故土会長を偲んで11
　ふじさんネットワーク通信等でお知らせしたとおり、土 隆一会長におかれましては、去る
4月2日に逝去されました。
　最期まで富士山の環境保全について気にかけ続け、職務に復帰して力を尽くすことを望ん
でいらっしゃったとのことです。
　故土会長は、平成11年10月のふじさんネットワーク設立以来、15年以上の長きに渡り一貫
して会長を務められ、富士山を後世に引き継いでいくため、献身的な御努力と、多大な御貢献
をされました。
　その生前の御功績に対し心から敬意を表するとともに、深く感謝の意を表するため、4月
28日にふじさんネットワーク会長職務代理者から御遺族へ、感謝状を差し上げました。
　限られた誌面ではありますが、ここに、故土会長の御遺徳を偲びたいと思います。

年　月

平成11年 10月

平成13年 4月

平成13年 8月

平成14年 11月

平成15年 11月

平成16年 8月

平成18年 5月

平成18年 6月

平成20年 11月

平成21年 8月

平成23年 10月

平成24年 1月

平成24年 11月

平成25年 6月

内　　　　　容

故土会長に関わるできごと

ふじさんネットワーク設立・会長に就任

富士山の適正利用のあり方検討委員会委員長就任

静岡県環境審議会委員就任

富士山講演会「水の山　富士山を語る」
講師（演題：「富士山の地下水のしくみ」）

富士山憲章5周年記念フォーラム「われらの富士山環境行動」
全体討論進行役

静岡県環境審議会委員長就任

富士山世界文化遺産静岡県学術委員会副委員長就任

富士山世界文化遺産二県学術委員会委員就任

富士山憲章制定10周年記念「富士山憲章功労者表彰」受賞

富士山世界文化遺産静岡県学術委員会委員長就任

富士山世界遺産センター（仮称）基本構想策定委員会委員就任

富士山世界文化遺産学術委員会委員就任

地域文化功労者として文部科学大臣表彰受賞

富士山、世界文化遺産に登録



平成19年　ふじさんネットワーク総会 平成21年　富士山公開セミナー

平成23年　富士山の湧水観察会 平成24年　富士山エコレンジャー認定式

平成24年　地域文化功労者文部科学大臣表彰受賞 平成25年　富士山ピンバッジ新デザイン授賞式

故土会長グラフィティ
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平成27年5月23日（土） プラサヴェルデコンベンションホールＢ

自然観察会平成27年度総会22

　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。昨年度は県内の全小学6年生及び公立図書館に配布し

ましたが、追加配布の要望があったため、部数を増刷します。

　・作成部数：4万5千部（予定）

　　　　　　※平成26年度は4万2千部作成

　
　富士山環境保全活動推進事業費補助金について、昨年度に行った正会員へのアンケート調査結

果に基づき、補助限度額を1件5万円以内から10万円以内に増額します。また、富士登山に係る安

全対策への啓発（安全装備の広報等）を、補助対象活動に追加します。

加えて、富士山環境設備整備補助金（仮称）の制度創設について検討を進めます。

制度案のイメージは、以下のとおりです。

・補助限度額：1件10万～100万円以内

・補助対象活動：富士山憲章の理念に基づいて行われる非営利活動で、富士山の自然環境及び生

態系の保全に直接的な効果を持つ事業のうち、次のいずれかに該当するもの。

○登山道の修復、自然保護に資する注意板の設置、有害鳥獣の防護柵設置、

　湧水の保全設備設置、動植物の生態調査

本年度の拡充事業

現在空席となっている会長の選任について、以下の方針が承認されました。

①次期会長の選任について、幹事会に一任する。

②会則第7条2項により、役員は正会員のうちから総会において選任することとなっているので、

幹事以外の者が次期会長候補に選任された場合は、同時に役員となることについて、総会の議

決があったものとみなす。

③会長が決まるまでの間は、秋山雅幸副会長が会長職務代理者となる。

会長の選任について

第1号議案　平成26年度ふじさんネットワーク事業報告
第2号議案　平成26年度ふじさんネットワーク収支決算
第3号議案　平成26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26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27年度ふじさんネットワーク事業計画
第6号議案　平成27年度ふじさんネットワーク収支予算
第7号議案　平成27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27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　ふじさんネットワーク役員の改選

○学習リーフレット作成事業

○会員活動補助事業

全9議案がすべて原案どおり承認されました



新役員は以下のとおり決まりました。よろしくお願いいたします。

副会長

幹　事

監　事

※日本放送協会静岡放送局長については、6月12日付けで本保晃様から桜井茂樹様に交代となりました。

（任期2年）

公益財団法人柿田川みどりのトラスト 会長 漆畑　信昭

特定非営利活動法人富士山ナショナル・トラスト 理事 関　　隆文

常葉大学 教授 山田　辰美

静岡県 環境局長 秋山　雅幸

株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社東部総局 局長 原　　和也

住友林業株式会社　富士山「まなびの森」 CSR推進室長 飯塚　優子

日本放送協会静岡放送局（※） 局長 桜井　茂樹

富士急行株式会社 代表取締役社長 堀内　光一郎

富士山本宮浅間大社 宮司 中村　德彦

富士山をいつまでも美しくする会 会長 

特定非営利活動法人富士市のごみを考える会 理事 

富士箱根伊豆自然観察指導員連絡会 副会長 

アサヒビール株式会社静岡支社 

マックスバリュ東海株式会社 支社長 

瀧口　達也

小野　由美子

細倉　哲穂

藤川　武司
総務部環境・
社会貢献次長

高畑　力
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発表Ⅰ

「富士山の自然を守る総合的取組」
講師：静岡県立富岳館高等学校　望月基希教諭と環境科学研究部

発表Ⅱ

「富士山の森　生物多様性の保全と復元への取組み」
講師：NPO法人　富士山の森を守るホシガラスの会

　　  志賀亞之副理事長

・望月基希教諭と環境科学研究部の皆さんからは、特定のキノコから抽出され、植物を活
性化させる物質AHX（アザヒポキサンチン）と炭化ペーパースラッジで試作したチッ
プによる植物の生育促進の実験結果について、発表していただきました。

・志賀亞之副理事長からは、会の活動内容の報告として、生物多様性、水源涵養機能の復
元と保全などの目標を示した上で、ニホンジカの食害対策、外来種の駆除といった具体
的な取組みについて発表していただきました。

・発表会の様子については、5月24日の静岡新聞朝刊にも写真入りで掲載されました。
講師の皆様と参加者の皆様、ありがとうございました。

活動発表会33

望月基希教諭と環境科学研究部の皆さん 志賀亞之副理事長



活動回数　　年12回以上とする（月1回ペース）
報告書提出　実施した活動結果は必ず事務局に提出する
認定回数　　下記の活動を実施し活動報告書を提出した回数

①月1回の活動を基本とするが、内4回は5合目以上とする。
②全員研修活動　4回（講師　正副会長及び現エコレンジャー…担当は別途）
③UTMF4回目コースの前後調査延べ6回を予定
④シャトルバス同乗による活動を1回以上（富士宮口・須走口）
⑤自主エコレンジャー活動の実施（複数活動とする）
⑥富士山エコレンジャー連絡会主催の活動
⑦富士山エコレンジャー連絡会より要請した活動

・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

富士山エコレンジャー44

会場の様子

平成27年6月13日（土）、県富士総合庁舎で、
エコレンジャー12名が参加して、総会が行われました。
〈総会〉
・仁藤会長挨拶　
・平成26年度事業報告
（富士山エコレンジャー活動報告まとめ）
・トレイルランニング経過報告
・平成27年度事業計画
・役員改選、県への確認事項等

富士山
エコレンジャー
活動内容

　 月　　日  　　　　　　　 内　　容 　　　　 備　　考

 7月 4日（土） 第一回　全員研修会 富士宮口5合目以上

 8月 26日（水） 第二回　全員研修会 須走口5合目以上

 9月 19日（土） 第三回　全員研修会 富士宮口5合目以上

 9月  UTMF実施前後調査（延べ4回を予定） 

 10月  UTMF 1ヵ月後調査（延べ2回を予定） 

 11月 7日（土） 第四回　全員研修会 御殿場口5合目

※閉山期間中の4～6月及び12～3月については、自主活動とする。

開催日未定（決定次第連絡）

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  平成27年度活動計画（現会員の活動強化を図る）について

3  平成27年度活動日程
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編集・発行／

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
● 会長職務代理者 秋山雅幸
　　　　 （静岡県環境局長）
● 会員数  492団体・個人
　　　　 （H27.7.31現在）

55 「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

自
然
観
察
会

活
動
体
験

①

②

③

コース名 内　　容　　等番
号

日　時： 平成27年10月11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

日　時： 平成27年10月3日（土）10:00～ 15:00
　　　   予備日10月4日（日）
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を行います。
定　員： 先着50名（中学生以上）
　　　   （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
その他： 静岡県・富士宮市と共催で行います。

日　時： 平成27年10月31日（土）9:30～ 12:00
内　容： 富士山の環境保全対策を推進するとともに、環境保全意識の
　　　   高揚を図るため、ボランティアによる清掃活動を実施します。
定　員： 先着60名（小学生以上）
持ち物： 軍手、飲み物、雨具、タオル、作業しやすく汚れてもいい服装
集合場所： マイカー参加者　9:30までに会場（富士山資料館前の広場）集合
　　　   送迎バス利用者　「JR三島駅北口」8:30発
その他： 静岡県・裾野市と共催で行います。

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）

秋の富士山
ごみ減量大作戦

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、③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。
（スマートフォンからのメールは届かない場合があります。）

【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】 定員に達し次第、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
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