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山の自然セミナー

プログラム

パート 1

自然を友達にするレクチャー

2 月 22 日
13:30

開講
事務連絡・開講挨拶

神奈川県山岳連盟
自然保護委員長

松隈

豊

主催者挨拶

神奈川県山岳連盟
副会長 相良

忠麿

氏

挨拶

県立山岳スポーツセンター
館長 伊藤 仁 氏

埼玉・千葉岳連紹介
13:45

神奈川の森と自然

神奈川県山岳連盟自然保護委員
紅葉 淳一 氏

（質疑応答 休憩）
15:00

日山協認定自然保護指導員の勧め

神奈川県山岳連盟
自然保護委員長

松隈

豊

神岳連の自然保護活動について
（報告と紹介）

神奈川県山岳連盟
自然保護委員長

松隈

豊

埼玉岳連の自然保護活動について
（報告と紹介）

埼玉県山岳連盟
自然保護委員長

岩崎

繁夫

パート 1 閉講挨拶

神奈川県山岳連盟
会長 大曾根

（質疑応答
16:30
16:45
17:00
17:15

休憩）

弘

パート 1 閉講
事務連絡（パート 3 の概要説明など）

パート２

もっと語り合おう

18:00
-21：00

夕食と懇談会

21:30

就寝

2 月 23 日
6:00

起床

6:45

朝食

7:30

パート 3 受付

パート 3 山へ行こう
2 月 17 日
8:00

パート 3 山へ行こう 開講

8：10

山岳スポーツセンター～表丹沢林道
～二ノ塔尾根～（実習・昼食）
～往路下山～山岳スポーツセンター

15：00

パート 3 閉講 （大倉 解散）

状況によりコースを変更
することがあります。

講演者プロフィール
紅葉淳一氏
元県自然環境保全センター所長、厚木市森林環境整備計画に委員長で参画、木工研究家、
http://www5b.biglobe.ne.jp/~j-momiji/
公益社団法人日本山岳協会自然保護常任委員、同公認自然保護指導員、環境省自然公園指導員、
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神奈川の森と自然
紅葉淳一
私が一番初めに接した、森に関することは、中学生の時に国語の時間、漢文で「山高きが故に
貴からず、樹有るを以って貴しとす」
「河深きが故に貴からず、水有るを以って貴しとす」でした。
意味は、山には森が、川には水があれば、それぞれ役割を果たしている大切なことと思っていま
した。しかし、最近パソコンで出典を漢文だと思って、作者を調べようと思って検索したところ、
作者不明とあり、解説は「山には、森がないと雨が降って土砂が流出し、農地が荒廃してしまう」
「川に、水がなければ、人が生きていけない」と出ていました。
その通だと思いましたが、私が教わったのは、山には森林が生育していて、林業がおこなわれ、
資源として経営されている森林があり、雨水を蓄えて少しづつ水を流して、川を使って耕地を潤
して、森林からの落ち葉が田畑を肥やしていると言うことでした。
今日は、私が経験してきた、神奈川県の森林をどのように管理し、経営をしてきたかについて、
皆様に聞いていただき、これからどのように森林と付き合うかを考える礎になると思うことを話
したいと思います。
１、戦後の森林復興
昭和１６年、第二次世界大戦に突入すると、資源のない日本では、木材を貴重な軍需用資材
として活用するため、又、昭和１８年末には、戦局は緊迫化し、航空機生産のためブナ材をそ
の用材として、緊急確保のため伐採搬出し使うなど、森林は貴重な資源として活用するため、
山奥深くまで林道を開設して森林を伐採して、木材を搬出して利用してきました。
その結果として、森林は過伐採により丸裸となってしまい、昭和２０年から２５年頃までは、
台風が来るとすぐに崩壊地が出来、水害が発生していました。
神奈川県では、昭和２５年度頃から森林の復興を積極的に実施しています。昭和２７年度に
造林面積２,１３１ｈａの最高を記録していますが、２５年から４０年までの１５年間に、２１,
５００ｈａの造林を実施しています。このように、山仕事が沢山あったので、山村にも大勢の
人達が生活し山村地域は栄えていました。
２、東京オリンピックの効果
昭和３９年に、東京オリンピックが開催されるため、その施設整備の工事が増え、資材とし
て木材が使用され、立木の伐採が追いつかなくなり、昭和３５年には外材の輸入自由化が行わ
れ、関税が廃止され輸入材が沢山入荷してきましたが、木材の使用量はウナギノボリに増加し、
神奈川県では県有林の森林資源を伐採して販売するため県有林事務所を設置、伐採量を増やし
て対応しました。明治３０年前後から先人により、植栽されたスギ、ヒノキが６０年生位に成
長していました。昭和３７年から３９年にかけて木材の需要量が著しく増加し、４０年には木
材価格が異常に高騰しました、当時の貨幣価格で、１㎥当り１８,０００円位まで上がりました。
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労務費は、１人１日伐採夫の賃金は、１,０００円位でした。現在の木材価格は、１㎥当り２
０,０００円前後です。労務費は、２０,０００円位です。これは、３０年代には、木材１㎥当り
１８人の作業員を雇い、森林の整備ができたのですが、現在は、１人の作業員しか雇用出来な
い状況だということです。木材の値上げが出来ないので、作業員を雇うことが出来ないので、
森林に手が掛けられず、植栽したまま放置され荒廃している状況なのです。
３、自然保護活動の隆盛
オリンピック景気の影響を受けて、日本経済は高度成長をしましたが、工場の生産が盛んに
なると共に水質汚濁や、工場排気ガスによる大気汚染等が問題になり、昭和４６年７月に環境
庁が設立されました。現在は、環境省に格上げされています。
これを契機として、森林の炭酸同化作用が、炭酸ガスを吸収して空気を浄化する作用がある
ということで、森林を伐採することが罪悪であると評され、木材を使用しない運動が展開され、
割りばしの不使用や、マイ箸運動がさかんになりました。
神奈川県でも、昭和４８年度から、林業施策のうち、県有林の経営事業が特別会計から一般
会計に転換されました。これも特別会計ですと、独立採算制で事業を実施しているため、毎年
一定量の森林を伐採し収益を上げ、其の額に応じて、森林整備事業を実施するのですが、木材
価格が安いため、伐採面積が増えるので、森林が荒廃すると、自然保護団体が運動をし批判さ
れ、それを一般の税金で事業を実施して、スギ、ヒノキを伐採するなと言うことになったので
す。このために、林業経営が出来なくなり、事業費が削減され手入れ不足の森林が増えました。
この変更の火付け役は、当時の環境大臣が箱根へ来たときに、大平台の正面で県有林のマツ
林を皆伐して、ヒノキ林に転換しているのを見て、皆伐は禁止しなさいと指導があったためと
聞いています。
さらに、丹沢では鹿の食害が増えてきましたので、駆除を実施しましたらバンビが可哀そう
と、新聞で報道されこれも出来なくなり、造林事業は植付け費用に、鹿柵の費用がプラスされ
２倍の額になり林業経営は、暗いトンネルの中に入ってしまいました。
その後、神奈川県では、森林の皆伐は出来なくなり、林業の採算性は最悪なものとなり、林
業経営はいまだに明るい光は見えて来ていません。又県民はもとより、国民全体が、森林伐採
は資源の無駄使いになると、割りばしまで使用できなくなり、うどんをプラスチックの丸箸で
食べる世の中になってしまいました。
４、水源環境税の導入
平成９年頃になると、森林が皆伐できなくなり、植えたままで生育してきた森林が、３５年
生位になりましたが、手入れが出来ないため、林内は日が入らず真っ暗で、下草は何も生えて
いない状態なので、雨が降ると土砂が流れ出して、神奈川県の中央を流れる相模川も濁流は、
真っ赤な土色の水となり相模湾へ流れ込み、沖合３０㎞位まで真っ赤な帯が出来ます。このよ
うに荒廃した森林を枝打ちや間伐を行い整備して、活力ある森林にするため、平成９年から、
県民一人当たり９００円の水源環境税を設定して、森林の間伐作業を実施しています。
現在は、一生縣命間伐作業を実施しているようですが、３０年以上放置された森林は、材木
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として利用するには適格でなく、せっかくの貴重な資源が、活用できるのはほんのわずかな数
量にしかならないのです。そのため木材の価格は、安くたたかれ丸太として搬出しても、収入
を上げることが出来ません。
それでも、森林は手入れをしなければなりません、間伐を実施し、下草を林内に生やして、
土砂の流失を防止しなければ、山は崩れてしまいます。森林は伐採して木材資源として使用で
きるように、経営管理しないと緑の県土は守れないのです。
５、東京オリンピックが再び
昨年の１２月１２日、東京晴海の東京ビッグサイトでエコプロダクッ２０１３が開催され、
自然保護指導員を、拝命しているので聴講しました。その時の講演の中で、日本商工会議所の
「林業復活・森林の再生を推進する国民会議」
会頭が話した次の言葉が印象的でした。すなわち、
を設け、国土の７０％の国の宝、永久に大切に守っていかなければならないもの、国民共通の
不変の思いと言われ、今の間伐だけでは不十分～荒廃を止められない。育った木材を利用し、
新たな若木を植え続けなければ、木材は「資源」として収穫～活用し、利益を得、経済循環を
つくる、それが「林業」
私が、林業職に就いた時に、体験した思いが蘇えってまいりました。これからも、自然保護
を推進するため、大いに森林を伐採し、若々しい森林が増え、森林管理の理想である、毎年の
成長量に見合う分の立木を伐採、植林することで、持続的な森林経営を実現させる森林づくり
「法正林」を普及して、林業経営で森林が整備出来るように夢見て自然保護活動に励んでいき
ます。
以上です。長時間のご清聴感謝いたします。
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両神山
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日山協の山岳自然保護活動―自然との共生をめざして
日本山岳協会では自然保護委員会のもと、山岳自然保護の重点活動として、自然保護指導
員制度を運営している。
この自然保護指導員制度は、もともと環境省で行っている自然公園指導員制度の民間活動
版として日本山岳協会が昭和 61 年（ 1986 年）から実施してきたものである。環境省の自
然公園指導員は自然公園法を適用される自然公園（国立公園、国定公園、都道府県立自然公
園）を活動地域としているところ、日本山岳協会の自然保護指導員は特に定めるところがな
く国内の登山の対象となるあらゆる山岳地で活動が行われている。
昭和 41 年に「自然公園指導員」と改称された環境省の指導員制度ではあるが、昭和 50
年 6 月の環境庁（当時）にて自然公園指導員増員に伴う会議で日山協は 30 名の割り当てを
受けていたところ、増員を申し入れたが「山岳関係者の熱意はありがたいが、他関係機関と
の均衡上増員枠はない」と回答をうけたことから、昭和 54 年度の委員総会から日山協とし
て、全国的に統一した指導員制度を設けるべきとの要望もあり、委員会としては制度の制定
にむけて検討に入っていた。各岳連のなかには独自で指導員を認定し活動しているとの報告
もあった。環境庁の回答をうけて、日山協独自の指導員制度を採用するべきとし、昭和 61
年 4 月 1 日付「自然保護指導員規程」を理事会で承認をうけ施行されることとなった。
この日山協「自然保護指導員」は自然保護憲章の精神に則り、全国山岳地域の貴重な自然
環境とともに、登山の楽しさを後世に伝えるため、各都道府県加盟団体から推薦を受け、日
山協会長が認定・登録するとしたものです。自然保護指導員は現在 1387 名（ H25.8.1 ）の
登録を受け全国で活躍中（詳細は次のグラフの通り）です。
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指導員制度以外の山岳自然に関する日山協の活動
1 ．山のごみ処理問題について
昭和 54 年度委員総会（ 9 月 1 日開催）で「ごみ箱の撤去」について日山協名で各都道府
県関係団体に呼び掛けてはどうだろうと意見が出された。その後、委員総会の都度「山のご
み問題」では意見交換がなされている。
岳連のなかで、委員会は二次的、三次的な存在と見られがちである。ごみ拾いばかりして
いないでもっと変わったことをやったらどうかと言われているのが現状である。マンネリ化
と思っていない、現実に山からごみが無くなっていないからである、との発言もあった。
「ごみ拾い」から「ごみの持ち帰り」へと指導を転換させたが、 PR 方法として日本短波放
送の山岳気象のなかに「山に入ったらごみは持ち帰ろう」と呼びかけてはどうか、担当の遭
難対策委員会と話し合ってはどうか、の意見もでた。清掃登山は各岳連とも環境月間を中心
として定着してきている。行政とタイアップして活動している各岳連の報告もある。
「ごみ拾いの清掃登山」から「ごみの持ち帰り運動」へ、そして山頂、登山道からの「ごみ
箱撤去」の呼びかけは、自然公園から街の公園広場まで「ごみ箱撤去」は、大きな流れとな
っている。
2 ．山のトイレ問題について
昭和 57 年度委員総会（ 10 月 30 日開催）で山の屎尿処理問題について今後発展する問
題として見逃せない。登山者側だけでは解決できないことであり、行政側や専門家による討
論に関心を持つべきであり、行政への働きかけを日山協でしてほしいと意見が出された。
昭和 61 年度委員総会（ 11 月 8 日開催）では、「山における屎尿処理問題」も提案が今
年で 5 回目となるが、関連する諸問題が多岐多様にわたる為急速に何らかの取り決めること
は大変困難なことで、その一つとして「水質汚染（浄化）対策運動について」 1 項から４項
にわたる内容が提案され、委員総会、委員会で検討を重ねた。
平成 3 年度委員総会（ 11 月 9 日開催）で採択され、成文化した「山岳等自然域における
トイレの整備について」は日山協内の手続きをふんで平成 4 年 (1992 年)5月 25 日付けで環
境庁自然保護局長あて要請書を提出し、関係出版社にも依頼文を提出した。
なお、平成 4 年度委員総会で検討し採択された「谷川岳肩の小屋の再建についての陳情
書」は平成 4 年（ 1992 年） 11 月 6 日付けで委員総会における総意として日山協会長名で
群馬県知事、県議会議長、労働商工部長あて群馬岳連を通して提出した。肩の小屋は再建さ
れ平成 5 年 11 月 4 日に開所式が行われた。
平成 10 年 6 月に第 1 回全国山岳トイレシンポジウムが「美しい山を次世代に、環境に配
慮したトイレ、屎尿処理に向けて」をテーマに山梨県で開催され、参加者一同の名で「山梨
アピール」採択した。
平成 12 年（ 2000 年） 7 月、全国駒ヶ岳サミット「山岳環境シンポジウム」が山梨県で
開催される。
中高年登山者の増加と言われて久しい、生涯学習や自然を学び、自然との共生と歓迎すべ
き点であるが、集団登山による登山道の裸地化、踏みはずし、トイレ問題が起因する水場の
汚染といった「オーバーユース」による自然環境の破壊、高山植物の盗掘等の問題が多く発
生している、問題解決へ向けて、登山者への啓蒙をはじめ、旅行業者への啓蒙活動、行政へ
のトイレ設置、高山植物保護条例の制定の働きかけなどの更なる活動が必要である。
平成 12 年度委員総会(7月 8 日で日開催 ) は「高山植物等の保護に関する条例（案 ）」 を
日山協委員会で作成し、爾後の検討資料として提示した。
叉、環境庁は山小屋のトイレ問題を改善するため補助金制度（二千万円以上の改善事業に
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つきその半額）を平成 11 年度（ 1999 年度）よりスタートさせた。 12 年度は数ヶ所のト
イレが改善される予定と報告があった。平成 13 年 (2001 年)9月にこの制度を利用し 12 年
度に完成した新越山荘の完全燃焼式改善といれの稼働状況の調査研修を行った。
この委員総会は、新しい試みとして地元委員の研修を兼ねた形で開催となった。詳細は総
会報告書も発行された。
平成 13 年度委員総会で「日山協のトイレマナー、四つの約束」のアピール」を採択した。
叉、資料「山岳トイレの改善事例集」を活用して「見たり、聞いたり、試したり報告」で日
山協委員会まで連絡するよう依頼した。さらに平成 15 年 5 月に「山のトイレ見たり聞いた
り試したり」の山のトイレ使用レポートを募集した。
平成 13 年 (2001 年)5月、 2001 世界山岳都市会議開催記念として全国山岳トイレシンポ
ジウムin松本が長野県で開催され「山をきれいに、トイレをよくする松本宣言」を参加者一
同の名で採択する。
平成 14 年 (2002 年)9月富山市で第 4 回「トイレシンポジウム」が開催された。
平成 15 年度委員総会で富山県の「トイレネットワークシステム」の創設等の新しい動き
が紹介された。携帯トイレネットワーク（縦走者のため次の山小屋に屎尿処理を依頼する）
方式で、山小屋にバイオ等の改善トイレを設置、登山道は管理が難しいので携帯トイレを利
用、 41 ヶ所に設置されたボックスに回収するというものである。その先駆けは、平成 12
年の利尻岳である。
平成 15 年（ 2003 年） 6 月委員会はエコエネルギー利用による山小屋トイレとして夏沢
鉱泉を研修した。合併処理循環式で合併浄化槽の必要電力を自然エネルギーでまかない浄化
された水は雨水と合せ循環・再利用し、給電は風力発電と太陽光発電というものである。
平成 20 年（ 2008 年） 2 月「山岳トイレ技術シンポジウム＝山岳トイレ技術の現状と将
来」として、神奈川県で開催された。
平成 23 年 (2011 年)7月 22 日の「山はみんなの宝！全国集会」、11月30日の「山はみん
なの宝！全国大会」では開催に協力し、山岳トイレ問題に発する山岳自然保護に取り組んで
いる。
3 ．白神山地入山規制問題について
平成 7 年度委員総会は白神山地の入山規制について討議された。平成 5 年 12 月に世界
遺産に登録されている。平成 7 年 6 月に白神ン山地の現地調査に入り、 9 月 19 日付で日山
協委員長、青森岳連会長名で意見書を提出する。 10 月 21 日付で環境庁長官、林野庁長官、
青森県知事あて、日山協会長名で要望書を提出する。 21 日、環境庁、林野庁、文化庁が
「白神山地世界遺産地域管理計画の決定について」を発表した。平成 8 年 10 月青森県山岳
連盟、青森県勤労者山岳連盟、日本山岳会青森支部主催の「白神山地問題を考える登山者の
集い」における討論をふまえて登山者自身が自ら規制することを申し合わせ「申し合わせ」
と「要望事項」を 11 月 5 日付けで主催三者連名で青森営林局長あて提出する。青森営林局
指導普及課長より平成 9 年 6 月 30 日付けで「白神山地世界遺産地域の核心地域への入山取
り扱いについて」正式にきめられ公表されたと連絡がある。
4 ．山岳関係諸団体との連携について
日本を代表する山岳団体（日山協・労山・都岳連・HAT-J・日本山岳ガイド協会・山の
ECHOの自然県境部門が協働）の枠組みで、活動を展開している。主な内容は次の通り。
平成 14 年（ 2002 年）の国際山岳年を機に組織された「山岳団体自然環境連絡会」（日
山協、日本勤労者山岳連盟、日本山岳会、日本ヒマラヤ協会、東京都山岳連盟、日本ヒマラ
ヤン・アドベンチャー・トラスト、山のＥＣＨＯ）を通して他団体との協議を深め広い視野
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に立った自然環境保全に取り組んできた。
平成 14 年 (2002 年)4月、国際山岳年記念フォーラム「我ら皆、山の民―私たちは、なぜ
山にひかれるのか」として東京都で開催され。
7 月 6 日富士山エコ・フォーラムが静岡県富士宮市、山梨県富士吉田市で開催され「富士山
からのメッセージ 2002 」を採択する。
平成 15 年（ 2003 年） 4 月「国際山岳自然環境集会 2003 」が東京都で開催される。 4
月 8 日、パブリック・フォーラム「国際山岳年・山やまの未来 」、 4 月 12 日国際山岳年自
然環境集会「世界の山岳自然保護を語る」が開催される。平成 19 年 10 月（ 2007 年）松
本国際自然環境会議が長野県松本市で開催され「地球温暖化」をテーマに、日本、ネパール、
韓国、アメリカから「温暖化による動植物の生態系への影響」「温暖化と氷河地形の変貌」
「温暖化が森林に与える影響」等の講演が行われ、UAAA総会参加の各国からも自然保護の
現状について報告があった。
山の野生鳥獣目撃レポートプロジェクトを山岳団体自然環境連絡会を通した連携活動とし
て主導している。山岳環境を守るため環境変化を野生鳥獣の生息の動きを通して掴み取るべ
く、多くの方々の参加を頂き、集約されたレポートによりアピールして行きます。レポート
は質問に答えて頂くアンケート形式で調査期間は 2009 年４月から 2014 年 3 月までの予定
です。
平成 21 年（ 2009 年） 6 月谷川岳周辺で行われる予定の「ツールド TANIGAWA

谷川

連峰ロングトレイルランニング」について意見書を山岳団体自然環境連絡会より、みなかみ
町長あて 2 月 16 日付けで提出する。大会は中止となる。全国各地で開催されている「トレ
イルラン」と「自然との共生」との整合は今後の検討課題となろう。なお、登山月報第 481
号に「各地で起きているトレイルランの各種開催への取り組みについて、賛否両論あり、常
務理事の基礎調査や学習をおこなうこととする。また若年層の参加が趨勢となっており、将
来性のある種目と考えられる」としている。
平成 22 年（ 2010 年） 7 月「山岳トイレ補助金制度廃止に対する意見書」を環境大臣へ
提出し、①補助金制度は日本の山岳環境改善に大きな貢献があった②建設費の受益者負担で
あるべきという考えは妥当か③トイレ・登山道・道標・避難小屋等も同様に保護と利用両側
面から山岳自然をかんがえるべき④新しい補助のあり方を追及すべき時期との 4 つの意見を
述べた。
平成 24 年（ 2012 年） 3 月東電の原発事故からくる尾瀬の肩替り管理報道について「尾
瀬国立公園の自然環境・生態系保全を継続的・安定的に行うための意見」を環境省へ提出し、
尾瀬地域の国有化や国の主導管理の実現を訴えた。
5 ．教育宣伝活動
自然保護指導員研修会を平成 22 年（ 2010 年） 11 月から主催し、平成 24 年度で第三
回を実施した。この間、鹿野久雄氏（元環境庁審議官 ）、 涌井史郎氏（東京都市大学教授 ）、
安間

繁樹

氏 ( 農学博士 ) などを招聘して講演会を開催し、関東地域などから自然保護指

導員の参加を得た。
平成 23 年（ 2011 年） 1 月 14 日には、日山協創立 50 周年記念事業に一環として、国
際山岳自然保護大会2011in東京を開催し、 IAA 自然保護委員長リンダ・マクミラン女史など
の講演を一般公開で開催した。
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山岳自然保護の活動とは（活動の方向性について）
日本山岳協会の公益法人化に向けて、自然保護委員会の方向性を含め活動の転換について提案する。
１）Conservation から Mountain Protection へ
自然保護や環境保全は概念の域を超えず、意味が余りにも広く捉えられて、捉えどころがない。
「名は
体をなす」との金言もあること。自然保護団体、環境保護団体、自然環境保護団体とか呼ばれる団体

「守る会」的なイメージが強
の意味は自然環境における野生生物の保護等の活動を目的とし、
い団体というのが一般的な解釈である。
公益法人化後の定款に謳っている目的の条文は公益法人化前と比べ簡素化された内容となっている。
即ち、第三条「目的」の項に「わが国の山岳スポーツを統轄する団体として・・・中略・・・安全と
環境に配慮した正しい登山を指導普及し、もって国民の心身の健全な育成に寄与することを目的とす
る。」とある。「団体として」「環境に配慮した正しい登山の指導普及」「国民の心身の健全な育成に寄
与」という点で自然保護委員会の責務を負うことになる。また、第四条「事業」の（５）の項に「山

岳自然保護の推進」とある。
定款

抜粋

第２章
目的及び事業
【目 的】
第 3 条 この法人は、わが国の登山界の統轄に関する事業を行い、これを代表する団体として、安全登山と環境および
山岳文化に配慮した登山の普及振興を図り、もって国民の心身の健全な育成に寄与することを目的とする。
【事 業】
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１） 登山の普及振興
（２） 山岳スポーツに関連する競技会等の開催
（３） 山岳スポーツの競技力向上及び普及
（４） 登山及び山岳スポーツに関連する指導者及び競技運営員の養成及び資格認定
（５） 山岳遭難の予防と遭難対策に関する調査研究と指導及びこれに付随する事業
（６） 山岳自然環境保護の推進
（７） 海外登山の啓発及び指導と国際交流
（８） 事業の推進に資するため、物品等の販売事業
（９） その他この法人の目的を達成するために必要な事業
２．前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

公益法人化ということであるから、委員会として定款の文言を踏まえ、社会にどの様に貢献して行く
か、統括団体として加盟団体（４７都道府県＋アルファー）に向けどの様にリードして行くかの点で、
責任と義務が生じることになる。
日本山岳協会は登山とスポーツクライミングを両輪としているが、我々の活動の主軸は登山で、山岳
自然を活動フィールドにものとの解釈には違うところはない。定款にある責務は、山岳自然の保護の
推進とともに、団体の目的とする「国民の心身の健全な育成」面から「山岳自然とのふれあい」とか
「山岳自然の上手（適正）な利用」といった面が含まれている。
自然公園法の目的に、「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、
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国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」と
あり、自然環境の保護と利用の両立を謳っている。このことからも、山岳という自然フィールドを持
続的に利用してその恩恵を享受しようとする登山団体にあっては、保護と利用の両面が一体的に求め
られるのである。
日本山岳協会が加盟する国際的組織の動きも決して見逃がせないところである。スポーツクライミン
グが IFSC に分離独立（2007 年）して、UIAA は登山に特化した国際団体となっている。この 2 つの
国際組織に対し、両方に加盟して登山とスポーツクライミングの両方を標榜する各国団体が多く、日
本山岳協会もそのひとつである。自然とか環境の視点でこれら２つの団体をみてみると、UIAA に
Mountain Protection Commission（MPC）との名称の委員会がある。 平成 22 年の 50 周年記念事
業の国際環境フォーラムに来日講演した、リンダ・マクミラン女史は当時 President of Conservation
commission の肩書であったが、その委員会自体は現在では改組され名称がなくなった。ちなみに、
リンダ女史は現在では President of Mountain Protection Commission となっている。
UIAA のこの委員会の活動ははっきりとは分からないが、山岳の環境保護について精神的な面での活
動に止まっているかと思われる。
山岳自然の課題を挙げると
１）生物多様性の衰退
（森林破壊・過放牧・過度な焼き払い、動物種・浸食による表土流亡や植生・山岳地の原生の減退）
２）地上景観の異常変化
（採鉱・水力発電・道路・鉄道・鉄塔・通信塔・スキー場・観光開発に伴う施設）
３）気候変動と公害
（水質汚染・空気汚染・騒音公害、トイレなど）
４）ダメージを受けやすい地域の過剰利用
（観光を含む入域者の増加に伴う自然の劣化）
自然保護委員会の主な現状の活動
１）自然保護常任研修会
２）自然保護委員総会
３）自然保護指導員研修会
４）クリーンキャンペーン
５）関東ブロック自然保護交流会
６）山岳団体自然環境連絡会
今後の展開
１）自然保護指導員の位置付け・レベルアップ（価値と魅力の向上）
２）全国的活動・キャンペーン
３）企業協賛など外部ファンドの利用
４）他委員会都の連携（Jr・普及委員会などとの連携による若年層の啓発活動）
５）行動する活動の掘り起こし（山を守る活動とは何か、精神的でなく肉体的な努力を求めて）
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自然保護の関係法と入山の心得、憲章、カントリーコード
山岳自然保護に関係する法律
環境基本法

日本の環境政策の根幹を定める基本法、複雑化・地球規模化する環境問題に対応。３件の基本
理念を謳う：①環境の恵沢の享受と継承、②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の
構築、③国際的協調による地球環境保全の積極的推進
第一条(目的) この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及
び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活
の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
自然環境保全法
自然公園法やその他の自然環境の保全のための法律と共に自然環境の適正な保全を総合的に推進するこ
とを目的として、次を定める：

①自然環境保全基本方針の制定、②原生自然環境保全地域の指定と保

全、③自然環境保全地域の指定、保全および生態系維持回復事業、④都道府県による自然環境保全地域
の指定と保全。
第一条(目的)

この法律は、自然公園法 （昭和三十二年法律第百六十一号）その他の自然環境の保全を

目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の
自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、
将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与
することを目的とする。
自然公園法
自然公園は、環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道府県知事が指定する都道府県立自然公園が
あり、いずれも自然環境の保護と快適で適正な利用が推進されている。土地の権原に関わらず地域が指
定されているため、公有地のほか、民有地が含まれている。
国立公園は環境省が管理し、国定公園・都道府県立自然公園は都道府県が管理する。
2010 年（平成 22 年）4 月時点で、国立公園は 30 箇所、国定公園は 56 箇所、都道府県立自然公園は 312
箇所指定されており、面積の合計は、日本の国土の約 14%、東京都では 36%を占める。
この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、
休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
第一条(目的) この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、
国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
自然環境保全地域は自然環境の保全を目的としていることに対して、自然公園については自然環境の保
護と同時に利用増進を図ることを目的としている点が異なる。自然環境保全地域等の区域は、自然公園
13

の区域に含まれないものとされている。また、原生自然環境保全地域は保安林の区域も原則として指定
対象外とされている。

自然を取り巻く法律

日本の国立公園
日本を代表するすぐれた自然の風景地を保護するために開発等の人為を制限するとともに、風景の観
賞などの自然と親しむ利用がしやすいように、必要な情報の提供や利用施設を整備しているところです。
自然公園法という法律に基づいて国（環境省）の指定を受け、管理されています。
昭和６年（１９３１年）に国立公園法が制定され、昭和９年（１９３４年）に日本で最初の国立公園
として、瀬戸内海、雲仙、霧島に指定されました。昭和３２年（１９５７年）には国立公園法を全面的
に改定して自然公園法が制定され、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園といった現在の自然公園
体系が確立されました。2007 年に当時日光国立公園の一部だった尾瀬地域に会津駒ヶ岳、田代山地域を
編入した「尾瀬国立公園」が新たに指定され、平成２４年（２０１２年）には霧島屋久国立公園が一部
拡張され、「霧島錦江湾国立公園」と「屋久島国立公園」に再編されたことで、平成 24 年（2012 年）3
月末現在合計３０公園、約２０９万 ha が指定されている。日本の国土面積の約５．５％を占めています。
日本の国立公園は、「日本を代表する傑出した自然の風景地を保護し、自然とのふれあいを増進する」
ことを目的として、自然公園法に基づいて環境大臣が指定する（法第 5 条）。自然環境を改変する各種の
行為が要許可行為として規制されており、また、自然とのふれあいの場として各種の利用施設が整備さ
れている。環境省が出先機関を設置し、許認可をはじめとする各種の管理を行っている。
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国定公園

日本において国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定し、都道
府県（知事）が管理する。
１９５０年７月の琵琶湖国定公園（７月２４日）佐渡弥彦国定公園（現佐渡弥彦米山国定公
園・７月２７日）、耶馬日田英彦山国定公園（７月２９日）の 3 箇所の指定をはじめとし、２
００７年８月までに６２箇所の国定公園が指定されてきたが、その後に国立公園に昇格したも
のもあるため、現在は５６箇所の国定公園が存在している。最も新しいものは２００７年８月
３日に指定された、京都府の丹後天橋立大江山国定公園である。
丹沢大山国定公園は、昭和４０（１９６５年）３月２５日指定され、その後昭和６０年（１９
８５年）９月に外周部を県立丹沢大山自然公園から編入し、拡張しました。
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自然公園公園計画

公園の景観又は景観要素の保護、利用上の安全の確保、適正な利用の増進、並びに生態系の維
持又は回復を図るために必要な施設整備や様々な対策に関する計画であり、次の図で構成され
ている。

※利用調整地区は特別地域（特別保護地区・第１種～第３種特別地域）の中で指定できる。
※都道府県立自然公園には特別保護地区及び海域公園地区の制度がない
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保護規制計画
公園内における特定の行為を規制することで、開発や過剰な利用から保護するための計画で、特別保護
地区、第１種・第２種・第３種特別地域、海域公園地区、普通地域のように様々な規制の強さをもつ地
域を公園内に設けている。
地種

説明

記事

特別保護地区

公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持
している地区で、最も厳しく行為が規制されます。
特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうち
で風致を維持する必要性が最も高い地域であって、
現在の景観を極力保護することが必要な地域。
農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが
必要な地域。
特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低
い地域であって、通常の農林漁業活動については規
制のかからない地域。
特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景
の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園
区域外との緩衝地域（バッファーゾーン）といえま
す。

許可制

第１種特別地域

第２種特別地域
第３種特別地域

普通地域

(海域公園地区)
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許可制

許可制
許可制

届出制

面積(ha)
国立公園
国定公園
269.300
66.490
(13%)
(5%)
240.726
171.103
(12%)(
(13%)
474.358
(23%)
477.101
(23%)

382.798
(28%)
629.648
(47%)

5890.694
(29%)

93.253
(7%)

自然公園の対象（景観又は景観要素）
多くが山や川、森林、植物群落などといった自然物からなる地域や場所で、山岳景観、河川
景観、森林景観、島嶼景観など次の事象が自然公園には含まれる。今後、景観評価の中で、生物
多様性の保全が重視されることになろう。
（自然要素）
１）海（海岸線・海洋・海食崖景観、島嶼、流氷）
２）湖沼（湿地・原野

山地湿原）

３）山岳（山、火山、渓谷、渓、氷河地形、原生林、地層）
４）野生動稙物（鳥獣、高山植物）
５）自然現象
６）ランドスケープ
（人文要素）
１）史跡、文化遺産など

自然公園の面積
面積とういう尺度で自然公園を捉えると次の表となる。この表から、単純に求めると自然公園１つ当
たりの面積は国立公園が国定公園の約２．８倍の広さとなっている。自然公園の国土に占める割合につ
いて世界ではデンマークの４３．９%、パナマの１７．１１％、ベネズエラの１４．３６%、ブータンの
１４．２１%に次ぐ。
自然公園は国土面積１４．４％を占めるが、３７％が私有地の上に成り立っている。
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日本の国土は、総面積が約３，７８０万ヘクタールで、約７０%が山岳地帯で、約６７%が森
林である。 すなわち、「森林イコール山」ということになる。

国土の１４％が自然公園に対し、森林面積は国土の６６％（約７割）
森林域を山域と考えると、自然公園に入らない山域が自然公園の３．６倍もあることになる。
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自然公園の利用
平成２４年の環境省の調査によると、日本の自然公園利用者は国立公園で３０，９０４．３万人、国定
公園で２７，００１万人、都府県立自然公園で２２，８８６万人、合計で８０,７９１万人となっている。
日本の総人口は１２７,３３６千人であるから、１年に国民１人当たり１０回弱が自然公園を利用し

ていることになる。ちなみに、同データによると、丹沢大山国定公園の場合でも、１，９１３千人と
なっている。
下のグラフは環境省の統計データを示すが、昭和４０年代に驚異的な増加をみて、昭和年のピークから
暫時減少をしている。

日本の国立公園政策が自然の景観地を保護すると同時に「利用の増進」を図ってきたことをバックグラ
ウンドに、有名山岳観光地の多くで過度の観光開発がなされ、それにともなって登山者や観光客が殺到
してオーバーユーズによる自然荒廃が看過できない状況になってきていることは、今や関係者の間で共
通の認識になっている。

自然公園（山岳自然）の利用とは
自然公園法が、自然の風景地を保護するとともに，その利用の増進をはかり，国民の保健，体育および
教化に資することを目的先に述べたが、ここでの利用は「国民の保健，体育および教化に資すること」
と即ち、
（保健・体育としての利用）
１）観光（探勝、写真、絵画・・・・）
２）野外活動（自然学習、観察会、バードウォッチング、キャンプ、ピクニック、バーベキュー・・・）
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３）ハンティング（釣、狩猟、山菜採り、茸狩り、
・・・）
４）スポーツ（トレラン、トレイルウォーク、スキー、スノボ、バイク、カヌー、ダイビング・・・）
５）登山（縦走、クライミング・・・）
（それ以外の利用）
１）生業（林業、農業、狩猟、漁業、採集、観光）
２）学術研究（市民科学者）
３）信仰（登拝、巡礼）
４）管理（送電線、無線基地、放送塔・・・）
５）資源利用（発電、温泉、鉱物、木材、薪炭・・）

登山人口
明治時代になって黎明した「近代登山」、丹沢山塊ではアーネスト・サトウに続いて、小島烏水や岡野

金次郎などによって行われ始めた。往時の登山は学術的というべきか探検的な登山の様態をし
ていた。その様子は、明治３９年の日本山岳会会報「山岳」第一年第一号に発表された高野鷹蔵の登
山記「塔ノ岳」に記されています。この記録は丹沢をはじめて世に知らしめたものです。1921 年

（大正 10 年）の槇有恒のアイガー東山稜登攀をきっかけとして、大正末期にアルピニズムの
時代に入った。
「先鋭的な登攀」が実践され、
「岩と雪の時代」
「バリエーションの時代」と呼ば
れ、より困難なルートの制覇を目指す登山が行なわれた。戦乱期で途絶えた登山も再びブーム
を迎え、１９６０~７０年代になって、職域や地域の社会人をグループに山岳部や山岳会が作
られ、
「先鋭的な登攀」を続ける一方で、ハイキングから縦走登山、岩登りまで、好みと能力に
あわせて広く楽しむようになった。１９９０年代前半には中高年を中心とした第二次登山ブー
ムとされる中高年世代を主体とする「名山」登山が起こります。このブームの背景には、バブ
ル時に海外旅行三昧をしていた人々が、バブルがはじけ社会景気が悪化して時代でも経済的に
“非日常感”を味わえ、健康への強い願いからと登山を盛んにおこなったと考えられます。そ
して、２００７年頃から現在まで続く第三次登山ブームとなります。中高年が主流であった登
山に若者が注目しはじめ、２００９年から２０１０年にかけ「山ガール」といった言葉が注目
を集めました。このきっかけとなったのが、
「山スカ」に代表されるファッションアイテムや、
トイレなど環境整備の進んだ山小屋なで山岳施設です。
「ツアー」と呼ばれる「お金」を出せば
安直に登山ができる商業登山ブームが拍車をかけて、登山人口がふえてきました。
一方、２０００年代以降になって、経営合理化などで実業団スポーツの廃などから山岳部や山岳
会が次第に衰退し始め、登山者の組織（クラブ）減るとともに、それの所属しない人々の登山
が増えています。規律や拘束の多さを敬遠する風潮が強まり、近年の「山ガール」に代表される登山
人気もあって個人指向が進み未組織登山者が増えているとされます。長野県警察本部地域課によると、
県内の遭難件数・人数は２０１１年、２２７件・２５１人で過去最多。２０１１年まで５年間の遭難者
に占める未組織登山者の割合は８割前後で推移している。同課は「未組織登山者にも経験豊富な人はい
るが、基本的な知識が身に付いていない人が多いのでは」としています。また、登山におけるモラルと
かマナーが低下してるのではないとか、オーバーユーズ等の利用者自身による自然への悪影響が大きな
問題となっています。
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山の認識
人の生活（文化）を中心において山を見てみると、次の図のおようになります。人家の裏山（里山）が
あって、薪炭などの生活物資や落葉など農業材料（肥料）などを得ていた。里山の背後は奥山がせまり、
地域により神聖な場所ともいなされていた。奥山の先も「嶽（ダケ）
」呼ばれる区分があったようだ。日
本の登山は多くの場合、里山を経て奥山に向かう、更にはダケに登るといったもので、この範囲が山と
いうことになる
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山岳自然の課題
今やオーバーユース等の利用者自身による問題や、地球温暖化、酸性雨・霧など地域・国境を越えた地
球規模の環境問題も重視されるようになり、自然を汚染・破壊する原因は多様・複雑になってきました。
山岳自然の共通的に指摘される課題を挙げると
１）生物多様性の衰退
（森林破壊・過放牧・過度な焼き払い、動物種・浸食による表土流亡や植生・山岳地の原生の減退）
２）地上景観の異常変化
（採鉱・水力発電・道路・鉄道・鉄塔・通信塔・スキー場・観光開発に伴う施設）
３）気候変動と公害
（水質汚染・空気汚染・騒音公害、トイレなど）
４）ダメージを受けやすい地域の過剰利用
（観光を含む入域者の増加に伴う自然の劣化）
丹沢山塊では、山岳環境が疲弊しピンチです。平成１６～１７年度丹沢に行われ大山総合調査の結果か
ら丹沢山塊の様子が科学的に明らかになりました。この結果を踏まえ丹沢再生計画が進められています。
総合調査で挙げられた課題を箇条書きにすると次のようになります。
１）増えすぎた鹿：生息数は３０００頭ともいわれます。奥山では下草が食べられ、生きものの種類や
数が減り、里山では農作物にも被害が出ている。
２）ブナ林の衰退：立ち枯かれが目立っています。虫害や大気汚染など環境変化が原因とされている。
３）渓流：土砂の流出や河床の浸食で生きものが孤立してしまうなどの問題が生じている。
４）増える外来生物：丹沢とその周辺でも特定外来種が増えている。
５）人工林の荒廃：間伐などの管理が遅れた地表は下草も生えず、乾燥するなどして雨で流れ出す。
６）里山の過疎化：手入れ不足の森林や農地が増え、自然環境と暮らしが減退している。
７）オーバーユーズ：登山道が荒てしまうなどが問題になっている。

入山の心得とは
「もの」は使うことにより、消耗や、綻びが生じるものです。登山に自然のフィールドがあることが大
前提ですから、登山の楽しみを子子孫孫へ永く伝えていくためにも、登山者にできる環境への配慮が必
要です。
１）人としての責務：山岳自然を尊び、愛護するとともに、今ある自然を将来へ伝えるとの責務が登
山者自身に求められるのではないでしょうか。
２）利用者負担：得た恩恵に対して、相応の礼をつくすことが必要ではないでしょうか。自然環境を
保全するための取り組みや費用について応分の負担を考えるべきではないでしょうか。
３）自己責任：自然の厳しさなどを理解し、自らの責任を自覚して行動するべきでないでしょうか。
４）環境教育：周りの人々と一緒に体験を通して学び、生きる力を育むべきではないでしょうか。
５）行動指針：山でのルールとマナーを尊重し、それらを実践することが必要ではないでしょうか。
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簡単なことかから見直そう入山の心得
入山の心得とは、地域の応じたものです。すべてを理解することはすぐにできることではありません。
自分自らすぐ始められることを見つけ出して、実践してみることです。まず簡単ことから始めましょう。
例えば、

入山の心得例（自然保護）
私は、決められた登山道を以外に踏み込まない。
登山者が階段やぬかるみを避けて登山道のまわりを歩いたため、生えていた植物が踏まれて
枯れてしまい、荒廃地が広がってしまった場所があります。
私は、トイレを利用し、紙を持ち帰ります。
山は多くの人に利用される水源です。山にある公衆トイレでは、排水を周囲に流さずに微生
物の力でし尿を分解していますが、紙類は分解しにくいため、持ち帰りが必要です。
私は、植物の採取をしません。
採取され続けたことにより山から消えてしまった植物があります。山の植物は山の環境に適
応しているため、他の場所では生育できないものもたくさんあります。
私は、野生動物にえさを与えません
人の食べ物の味を覚えたり、警戒心の薄い野生動物が増えています。野生動物と人との距離
が縮まることは、様々な事故につながります。
私は、ゴミは持ち帰ります
ごみは景観をそこねるだけでなく、土壌、動植物など自然への影響があります。
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山岳自然保護活動に関係する憲章
自然保護憲章、富士山憲章、磐梯山憲章、屋久島憲章などがある。共同体の構成員相互の連帯感や共感
を醸成することに主眼があり、法的な規制力を担保していない。一般に、簡潔な表現で、肯定的な目標
を掲げている。
自然保護憲章
１９６８年(昭和４３年）４月に行われた「自然公園制度のあり方に関する自然公園審議会答申」にお
いて、
「自然保護憲章」の制定に関する国民運動を推進すべき旨を指摘されたことなどに呼応して、1974
年(昭和４９年)１月１８日に、国民の各界を代表する全国的な団体３９団体と３２人の学識験者より成
る自然保憲章制定国民会議準備委員会が結成、自然保護憲章制度国民会議(森戸辰男議長)が組織され、
１９７４年（昭和４９年）６月５日にわが国の全国的組織１４９団体で組織する自然保護憲章制定国民
会議で全国民的な憲章として制定に至った。
自 然 保 護 憲 章
自然は、人間をはじめとして生きとし生けるものの母胎であり、厳粛で微妙な法 則を有しつつ調和
を保つものである。
人間は、日光、大気、水、大地、動植物などとともに自然を構成し、自然から恩恵とともに試練をも
受け、それらを生かすことによって、文明を築きあげてきた。
しかるに、われわれは、いつの日からか、文明の向上を追うあまり、自然のとうとさを忘れ、自然の
しくみの微妙さを軽んじ、自然は無尽蔵であるという錯覚から資源を浪費し、自然の調和をそこなって
きた。
この傾向は近年とくに著しく、大気の汚染、水の汚濁、みどりの消滅など、自然界における生物生存
の諸条件は、いたるところで均衡が破られ、自然環境は急速に悪化するにいたった。
この状態がすみやかに改善されなければ、人間の精神は奥深いところまでむしばまれ、生命の存続さ
え危ぶまれるにいたり、われわれの未来は重大な危機に直面するおそれがある。しかも、自然はひとた
び破壊されると、復元には長い年月がかかり、あるいは全く復元できない場合さえある。
今こそ、自然の厳粛さに目覚め、自然を征服するとか、自然は人間に従属するなどという思いあがり
を捨て、自然をとうとび、自然の調和をそこなうことなく、節度ある利用につとめ、自然環境の保全に
国民の総力を結集すべきである。
よってわれわれは、ここに自然保護憲章を定める。
自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。
自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。
美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。
一

自然を大切にし、自然環境を保全することは、国、地方公共団体、法人、個人を問わず、最も重要
なつとめである。
二 すぐれた自然景観や学術的価値の高い自然は、全人類のため、適切な管理のもとに保護されるべき
である。
三 開発は総合的な配慮の元で慎重に進められなければならない。それはいかなる理由による場合で
も、自然環境の保全に優先するものではない。
四 自然保護についての教育は、幼い頃からはじめ、家庭、学校、社会それぞれにおいて、自然につい
ての認識と、愛情の育成につとめ、自然保護の精神が身についた習性となるまで、徹底をはかるべ
きである。
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五 自然を損傷したり、破壊した場合は、すべてすみやかに復元につとめるべきである。
六 身近なところから環境の浄化や緑の造成につとめ、国土全域にわたって美しく明るい生活環境を創
造すべきである。
七 各種の廃棄物の排出や薬物の使用などによって、自然を汚染し、破壊することはゆるされないこと
である。
八 野外にごみを捨てたり、自然物を傷つけたり、騒音を出したりすることは、厳に慎むべきである。
（昭和４９年６月５日

自然保護憲章制定国民会議）

富士山憲章
静岡・山梨の両県は、平成 10 年には、日本のシンボルである富士山を世界に誇る山として、後世に継
承するための全国的運動の原点となる「富士山憲章」を制定しました。
富士山憲章
富士山は、その雄大さ、気高さにより、古くから人々に深い感銘を与え、「心のふるさと」として親し
まれ、愛されてきた山です。
富士山は、多様な自然の豊かさとともに、原生林をはじめ貴重な動植物の分布など、学術的にも高い価
値を持っています。
富士山は、私たちにとって、美しい景観や豊富な地下水などの恵みをもたらしています。この恵みは、
特色ある地域社会を形成し、潤いに満ちた文化を育んできました。
しかし、自然に対する過度の利用や社会経済活動などの人々の営みは、富士山の自然環境に様々な影響
を及ぼしています。富士山の貴重な自然は、一度壊れると復元することは非常に困難です。
富士山は、自然、景観、歴史・文化のどれひとつをとっても、人間社会を写し出す鏡であり、富士山と
人との共生は、私たちの最も重要な課題です。
私たちは、今を生きる人々だけでなく、未来の子供たちのため、その自然環境の保全に取り組んでいき
ます。
今こそ、私たちは、富士山を愛する多くの人々の思いを結集し、保護と適正な利用のもとに、富士山を
国民の財産として、世界に誇る日本のシンボルとして、後世に引き継いでいくことを決意します。
よって、静岡・山梨両県は、ここに富士山憲章を定めます。
1 富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。
1 富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。
1 富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。
1 富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。
1 富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。
平成 10 年 11 月 18 日
静岡県
山梨県
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山はみんなの宝憲章
「山はみんなの宝」憲章は、山岳関係者ばかりでなく広く国民一般に、山域の環境保全の重要性を理解
してもらうとともに登山者等が山域を利用する際の行動指針を共有することを目的として、多くの団体、
個人の賛同を得て、同制定員会（座長 櫻井正昭氏）によって 2013 年 6 月 27 日に制定されました。
2010 年、環境省内部の事業仕分けにより山小屋のトイレ補助金が廃止されそうになった際、補助金存続
のアピールを行なうために集まった山岳関係者等の間で、補助金の存続ばかりでなく、広く山域の環境
保全の必要性を国民一般に訴え、登山者等の行動指針を策定する必要性が議論されたのがこの憲章制定
のきっかけとなった。
山はみんなの宝憲章
日本は、四方を海にかこまれた山国です。雪をいただいた高い山から、身近な里山まで、山は私たちのふ
るさとの風景として親しまれてきました。
古くから日本人は、山を畏れ敬い、山のもたらす豊かな恵みに感謝して生きてきました。美しい日本の山
は、世界に誇る私たちの共有財産であり、心のよりどころとなっています。
森林におおわれる山は、澄んだ空気と清らかな水をもたらし、多様な生きものとともに、私たちの生活を
守っています。山の自然がおりなす四季の移ろいは、私たちに、やすらぎ、まなび、ふれあいの場を提供
し、すこやかな心と体を育んできました。
この大切な山では、森林の荒廃、生態系の損傷、入山者の遭難など、自然の保護と利用にかかわる様々な
問題がおきています。このような山をめぐる課題に、私たちは真摯に向きあい、みずから考え行動しなけ
ればなりません。
このため、山の自然と文化を守り、山の恵みを次代に引く継ぐため、ここに「山はみんなの宝」憲章を定
めます。
1. 私たちは、山をうやまい、山に親しみ、山の意自然と文化を守り、次の世代に引き継ぎます。
1. 私たちは、自然のもたらす豊な恵みに感謝し、山の自然環境を保全するための取り組みやひようにつ
いて、応分の負担をします。
1. 私たちは、山の厳しい自然と謙虚に向き合い、安全な利用を心掛け、自らの意責任を自覚して行動し
ます。
1. 私たちは、未来を担うこどもたちとともに、山での楽しい自然体験を共有し、生きる力を育みます。
1. 私たちは、地域の山ごとにルールとマナーが作られるよう、その取り組みを支持するとともに、適正
な利用の普及啓発に取り組みます。
平成２５年６月２７日
｛山はみんなの宝｝憲章制定委員会

山岳自然保護活動に関係するカントリーコード
自然公園などを訪れる者が守るべきルールやマナーを明文化したもので、もともとは、イギリスにおい
て 1930 年代頃から制定され始めた、田園地帯を訪問する人間が守るべきルール・マナーをまとめたもの
を指す。富士山、秩父甲斐多摩、小笠原などで、公園管理者などが定めている。法的な規制力を担保し
ていない。否定的な内容「べからず」集的な内容となっている。
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富士山カントリーコード
富士山地域環境保全対策協議会では、美しい富士山を後世に引き継ぎ、豊かな自然や文化
をふれあい資源として持続的に活用していくため、次のような富士山を訪れるみんなのル
ール（１０箇条）を、
「富士山カントリーコード」として定めています。

「富士山カントリーコード」の内容は、次の１０項目
１ 「美しい富士山を後世に引き継ぐ」
日本一高く美しい富士山を、いつまでも美しく、我が国の自然風景の象徴として後世へ引き継ぎます。
２ 「ゴミは絶対捨てずに、すべて持ち帰る」
富士山の美しい景観の中では少しでもゴミが落ちていると大変目立ちます。 また、空気の薄い富士山
では清掃も重労働で危険な作業です。 ゴミの持ち帰り運動に協力し、自分で持ち込んだゴミはすべて
自宅まで持ち帰ります。
３ 「ゴミになるようなものを最初から持っていかない」
近くに見えても頂上まではきつい道のりです。
疲れないためにも、無駄な荷物は極力省き、ゴミを出さないようにします。
４ 「登山道をはずれて歩かない」
登山道でない場所を歩くと、崩れやすいばかりか、植生を傷めることにもなります。
登山道をはずれて歩かないようにします。
５ 「登頂記念の落書きをしない」
登頂記念の石の落書きは、山頂の景観を著しく壊すことになります。
石の落書きはしません。
６ 「車道外へ車両等を乗り入れない」
オフロード車やオフロードバイクの車道外への乗り入れは、植生を傷め、動物の生息を脅かします。
車道でない場所へは車、バイクを乗り入れないようにします。
７ 「溶岩樹型等の特殊地形を壊さない」
溶岩樹型などは富士山の歴史を物語る古文書です。
特殊な地形について学び、大切にします。
８ 「駐車場ではアイドリングをしない」
アイドリングによる排気ガスはきれいな空気を汚します。
駐車場での無駄なアイドリングはしません。
９ 「動植物を採らない」
自然の中で生きる多様な動植物は、すべて富士山の自然の仲間です。
富士山の動植物を大切にします。
１０ 「トイレなど公共施設をきれいに使う」
トイレをはじめ、公共施設は、一人が汚すと後から使う人達が不快です。
一人ひとりが気をつけて、汚さず、壊さずに使います。
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公益社団法人）日本山岳協会公認自然保護指導員制度及び
環境省自然公園指導員制度について
１．社団法人日本山岳協会公認自然保護指導員
（1）制度
昭和 61 年（1986 年）4 月 「日山協自然保護指導員制度」が施行される。
2013 年度 全国で 1,461 名が登録している。
（2）資格
1

公財）日本体育協会公認スポーツ指導者（山岳） 又は

2 自然観察等に造詣が深く、自然保護に理解がある者
（4）委嘱
県岳連加盟協会の推薦 ⇒ 自然保護委員会の審議 ⇒ 県岳連理事会の承認 ⇒
県岳連会長が日山協に推薦 ⇒ 日山協理事会で承認
（5）委嘱の期間
年齢制限なし 任期は 5 年間、5 年ごとの更新
年度ごとの認定。途中については認定日から起算して 3 月 31 日までの期間を１年とする。
（6）資格の喪失（解職）
1

自然保護関係法令に違反する等自然保護の精神に反する行為をしたものと認められる者

2

日山協又は所属岳連の定款諸規定に違反した者

3

登録の更新を行なわなかった者

（7）任務留意事項
指導員は、山岳環境の現状について必要に応じ、その状況を関係機関に報告する。
（8）更新
任期満了前（5 年目）の 3 月 15 日までに日山協会長に申請する。
任期満了前の秋ごろ 更新と新規申請を受付 ⇒ 自然保護委員会で審査 ⇒
県岳連理事会で承認 ⇒ 県岳連会長が日山協に推薦 ⇒ 日山協理事会で承認
更新手続き費用

2000 円納付

後日

日山協より事務経費 500 円が県岳連に還付される。

（9）新規 随時受付
手順： 個人 ⇒ 所属山岳団体（クラブ・山岳会の代表の了承を得て）⇒ 山 岳 連 盟 加
盟協会の推薦（自然保護委員会へ） ⇒

自然保護委員会で審査

⇒ 県岳連理事会

で承認 ⇒ 県岳連会長が日山協に推薦 ⇒ 日山協理事会で承認
新規登録料 4000 円（登録料 2000 円、腕章代 2000 円）を納入する。
後日 日山協より事務経費 500 円が県岳連に還付される。
（10）基準規程
1

社団法人日本山岳協会自然保護指導員規程

2

社団法人日本山岳協会自然保護指導員規程取扱細則

3

神奈川県山岳連盟自然保護委員会規程案

4

「日山協自然保護指導員の役割と指導にあたっての対応」

5

「日山協自然保護指導員の手引」

２．環境省自然公園指導員
（時期改選期Ｈ28 年まで新規募集なし）
基本的に国立・国定公園利用者に対し公園利用の際の遵守事項、マナー、事故防止等の必要な助
言及び指導を行うとともに、必要な情報の収集及び提供を行うことが任務。 平成 24～25 年度に
は、2,789 名が任務を行っている。
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社団法人日本山岳協会自然保護指導員規程
（目的）
第1条

社団法人日本山岳協会（以下「日山協」という。
）は、自然保護憲章を尊重し、登山者の立場で山岳
地域の自然環境を永く後世に引き継いでいくことを目指し、その保全と保護を推進するため自然保護
指導員（以下「指導員」という。）の制度を設ける。

（資格）
第2条

指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちで都道府県山岳連盟又は協会（以下「所属岳連」
という。
）会長が推薦し、日山協会長が認定・登録した者とする。

(1)

財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者（山岳）

(2)

自然察等に造詣が深く、自然環境保全のため指導又は啓発活動ができると認められる者。

（責 務）
第３条

指導員は、登山活動中は常に身分証明書（様式第 1 号）を携帯及び腕章（同第２号）を着用し、山
岳自然環境の状況把握に努めるとともに、必要に応じ所属岳連の構成員又は一般登山者に自然環境の
保全等について協力を求めるものとする。

2

指導員は、日山協及び所属岳連が実施する講習会・研修会等に出席し、自然環境保全等に関する知識・
技術の研鑽に努めるものとする。

3

指導員は、山岳環境の現状について必要に応じ、別紙（様式第 4 号）によりその状況を関係機関に報
告するものとする。

（登 録）
第4条

指導員は、日山協に登録されることにより、その資格を生じる。

2

指導員の登録の手続き及び登録料は、別に定めるところによる。

（登録更新）
第5条

指導員は、原則として 5 年毎に登録更新を行うものとする。但し、第 1 回目の登録更新に当たって
の期間の計算は、指導員認定の日から最初の 3 月 31 日までの期間を 1 年として計算する。

2

更新の時期は、5 年毎の 4 月 1 日とする。

3

更新の手続き及び更新料については、別に定めるところによる。

（資格の喪失）
第6条

指導員は、次の各号のいずれかに該当する等指導相応しくないと日山協会長が認め、常務理事会が

承認したときには、その資格を喪失する。但し、指導員が死亡したときは本文の規定にかかわらず、死亡
をもって資格を喪失したものとみなす。
(1)

自然保護関係法令に違反する等自然保護の精神に反する行為をしたものと認められる者。

(2)

日山協又は所属岳連の定款諸規定に違反した者。

(3)

登録の更新を行わなかった者。

（規程の改廃）
第７条
付

この規程は、日山協理事会で改廃することができる。

則

この規程は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。
平成 17 年 11 月 14 日、第 5 条の一部改訂
平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
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社団法人日本山岳協会自然保護指導員規程取扱細則
（目的）
第1条

この細則は、社団法人日本山岳協会（以下「日山協」という。）の自然保護指導員規程（以下「規定」
という。）に基づく自然保護指導員（以下「指導員」という）の認定及び登録手続き等を定めること
を目的とする。

（推薦）
第2条

都道府県山岳連盟（山岳協会）
（以下「所属岳連」という）会長は、規程第 2 条に定める指導員の推
薦を行うとするきは、指導員認定推薦申請書（様式第 1 号）に第 6 条に定める登録料を添えて、日山
協会長に提出するものとする。

（認定）
第3条

日山協会長は、所属県岳連会長から指導員認定推薦申請書を受理したときはその内容を審査し適格
であると認められるときは、日山協常務理事会に諮り指導員に認定する。

2

前項の規程により指導員として認定したときは、その旨を規程第３条に定める身分証明書及び腕章を
添えて所属岳連に通知するものとする。

3

前２項にかかる審査事務は、日山協自然保護委員会（以下「委員会」という。）が処理する。

（登録）
第4条

日山協会長は、指導員として認定したときは指導員認定台帳（様式第 2 号）に

登録番号・生年月

日・氏名・性別・住所・所属団体名その他必要事項を記載するものとする。
2

登録番号は、所属岳連毎に所属岳連のコード番号及び認定順の一連番号の組み合わせとする。登録
番号の設定は、委員会が担当する。

（登録更新）
第5条

所属岳連会長は、登録更新を要する指導員について、指導員登録更新申請書（様式第 1 号）に所定

の登録更新料を添えて、期間満了前の 3 月 15 日までに日山協会長に申請するものとする。
2

登録更新の事務は、第３条の規定に基づき行うものとする。但し、更新者については日山協常務理
事会の審議は省略できる。

3

日山協自然保護委員会は、審査の結果更新が適当でないと認められる者があったときは日山協常務
理事会に諮り更新の可否を決定する。

4

更新時の登録番号は、最初の登録に用いた番号を継続使用する。ただし、指導員が所属岳連を移動
したときは、この限りではない。

（登録料）
第6条

指導員規程第 4 条に定める登録料は、4000 円（登録料 2000 円及び腕章代 2000 円）とする。但し、

登録料 2000 円の内 500 円いついては、所属岳連の事務費として還付するものとする。
（登録更新料）
第7条

指導員規程第５条に定める登録更新料は、2000 円とし、うち 500 円を取扱い事務費として所属岳連

へこうふ還付する。
（規定の改廃）
第8条

この細則は、日山協理事会で改廃することができる。

付

則

この細則は、平成 2 年 7 月 12 日から施行する。

付

則

この細則は、平成 11 年４月 1 日改正。

付

則

この細則は、平成 17 年 11 月 14 日から施行する。

付

則

この細則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
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日山協自然保護指導員の役割と
活動にあたっての対応
平成17年11月15日
日山協自然保護委員会
1. 日山協自然保護指導員の役割
(1) 高山植物等「自然保護」の精神に反する盗掘、踏みつけ等の行為への指導。
(2) 自然環境に留意して紙くず、空缶、汚物等の美化清掃。
(3) 指道標、案内板、ケルン、山小屋等公共施設を毀損しないような指導。
(4) キャンプ場、山小屋等において、秩序を保ち他人に迷惑をおよばさないための指導。
(5) 登山中又は山小屋における、火の使用及び喫煙等の火災予防上の注意指導。
(6) 各種事故を未然に防ぐため、登山中における適切な指導。
(7) 当該山域の興味地点、特色ある動植物、地質及び自然現象等についての説明、でき得れば解説。
2 .
(1)
(2)
(3)

情報の提供
登山路、案内板、指道標、その他公共施設が利用上危険にあるときの関係機関への通報。
空缶、その他汚物等環境汚染が著しいときの関係機関への通報。
登山者が指導に従わず秩序を乱し、健全な利用が阻害されるときめ関係機蘭への通報。

3. 指導にあたっての対応
(1) 高山植物等の踏みつけ、盗掘への対応
① 注意するにあたり、言葉を選び、常に笑顔を忘れない(おい、こらはNG)。
② (日山協)自然保護指導員であることを明らかにして、
③ 踏みつけや、採集禁上の理由を丁寧に説明して理解と協力を求める。
④ 現状回復に心掛ける。
(2)悪質な違反者を見つけたら
① (日山協)自然保護指導員には、取り締まりの権限はないので、 トラブルに巻こまれないよう
にする。
② できれば予め離れた所から、現場の写真を写しておく。
③ (日山協)自然保護指導員であることを告げ、相手の身分を聞いて(或いは証明できるものを把
握し)関係機関に連絡する。
④ 意図的な違反者に対しては、自己の安全上の注意が必要なので、警察や関係機関への通報にと
どめる。
(2) 一般的登山者への対応
① 予め当該山域周辺の情報を把握し、コース等の状況を登山者に間かれたら指導する。
② 当該山域に見られる動植物等について、できるだけ前以て調べ、説明するようにしたい。
③ よくわからない事については、はっきりと知らない旨を伝えた方がよい。
(3)その他
指導に際しては、日山協自然保護指導員の腕章を必ず着用し身分証明書を携行する。
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自然保護内規第 H19-R001 号

修正

日山協公認自然保護指導員及び環境省自然公園指導員の
活動状況の報告についての取り扱い細則
（目的）
第1条 この細則は、神奈川県山岳連盟における、社団法人日本山岳協会公認自然保護指導員及び環
境省自然公園指導員（以下、指導員と総称する）の活動に際し行う報告書作成について細部
の手続きを定める。
なお、この細則は、社団法人日本山岳協会指導員規程、及び自然公園指導員設置要綱（環境
省）に特に記載のない細部の取り扱いに限り定める。
（報告の種類と意味）
第2条 指導員は、次に掲げる書類（以下、報告書と総称する）を作成し、報告しなければならない。
(1) 指導員活動状況（リアルタイム情報）報告書：指導員は所定の活動地域で利用上の危険
や自然環境が阻害されている箇所（落石崩落危険、施設の損壊、環境汚染、生態系阻害
など）を発見し、その早急な対処が必要と判断したものについて、速やかに様式-1 にて
報告する。
(2) 指導員活動状況年間報告書：活動年の 4 月 1 日から同年の 3 月 31 日までの 1 年間の活動
状況を様式-2 にて報告する。ただし、途中月から活動開始となる場合はその月から同年
の 4 月 15 日までの報告とする。
(3) 丹沢大山クリンピア 21 関連美化活動兼自然観察報告書：
（2）項の報告に添付して、活動
年の 4 月 1 日から次年の 3 月 31 日までの 1 年間の美化活動及び自然観察につき、様式-3
にて報告する。ただし、途中月から活動開始となる場合はその月から同年の 12 月末日ま
での報告とする。
(報告書の取扱い)
第3条 指導員は、第 2 条の報告書を表-1 に従い、提出するものとする。
表-1 報告書提出時期・期限及び提出先・報告先
報告書名
指導員活動状況（リアル
タイム情報）報告書

指導員活動状況年間報
告書
丹沢大山クリンピア 21
関連美化活動兼自然観
察報告書

提出時期・期限

提出先・報告先

様式

随時

直接、次の宛て提出とする。
県内： 神奈川県環境農政部 緑政課 自然公園班
県外（国立公園）
：該当地域自然環境事務所
県外（国立公園以外）
：該当地域の都道府県自然公園関
係主幹課

様式-1

4 月 15 日

神奈川県山岳連盟会長（同自然保護委員会委員長）

様式-2

2 月 15 日

神奈川県山岳連盟会長（同自然保護委員会委員長）

様式-3

第4条 神奈川県山岳連盟会長は、提出を受けた報告書（指導員活動状況年間報告書及び丹沢大山ク
リンピア 21 関連美化活動兼自然観察報告書）を取りまとめるものとする。また、神奈川県
山岳連盟会長は、環境省自然公園指導員の指導員活動状況年間報告書を自然公園指導員設置
要綱に従い、4 月 30 日までに所管（神奈川県環境農政部 緑政課）へ、美化活動につては集
計のうえ 2 月 15 日までに丹沢大山クリンピア 21 事務局へ、それぞれ報告する。
第5条 神奈川県山岳連盟会長は、提出を受けた報告書から得たデータを集計し、山岳自然環境の保
全へ資する情報として有効利用を行うものとする。
付 則 この細則は 2007 年 11 月 6 日を以て適用する。
付 則 この細則は 2008 年 11 月 26 日を以て一部変更にて適用する。
付 則 この細則は 2012 年 11 月 26 日を以て一部変更にて適用する。
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報告書様式-1 リアルタイム情報
作成
年
月
日
公園管理者への情報提供
氏名

連絡先

国立公園名又は国定公園名

① 現地の状況

② 現場の位置（できるだけ詳しく）

③ 発見日時

④ 対応についての提言

●記入上の注意（提出時に以下を抹消してもかまいません。
）
（1）この様式は、速やかな対応が必要な事柄に関する報告に使用して下さい。
（2）報告は、ハガキ、封書、メール等どんな手段でも結構です。
（3）連絡先は、地方環境事務所又は都道府県から連絡が取れる（電話、ＦＡＸ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、住所）を記入して下
さい。
（4）①②③はできるだけくわしい内容を記載して下さい。なお、②につて、可能な場合は位置を示した地図を添
付してください。
（5）④は現地の状況から必要とされる対応策があれば記載して下さい。
（6）この報告は、該当地域により、下記の提出先へ直接提出してください。
（この報告書の報告先）
県内の場合： 神奈川県環境農政部 緑政課 自然公園班
〒231-8588 横浜市中区日本大通１ FAX: 045-210-8848 e-mail: szkoen.258@pref.kanagawa.jp
県外の場合： （国立公園）該当地域自然環境事務所（ http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/ ）
（国立公園以外）該当地域の都道府県自然公園関係主幹課
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報告書様式２ 年間活動報告
（平成

年度）

自然公園指導員活動状況報告書
＜住所＞

＜氏名＞

＜証明書番号＞

＜委嘱時に登録した公園＞
＜実際に活動した公園＞
（複数可）

＜年間活動日数＞

延日数

日

＜主たる活動内容の概要＞
（記入例）利用者指導、情報の収
集・提供等
特記事項

（活動中に特に気になったこと等について記載）

●記入上の注意
（１） この報告書は、神奈川山岳連盟で取りまとめ、県知事又は関係する機関に報告します。
（２） 活動の期間は、年度（4月1日から翌年報告日）ごととします。
（３） 住所は、都道府県及び市町村まで記載して下さい。
この他、国立・国定公園の管理に参考となると思われる事項（自然情報提供など）については、様式は
定めませんので、自由な様式で御報告して下さい。
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日

日

日

月

月

日

月

月

日

月

＜活動月日＞

＜団体名＞

別表-1

＜地域名＞

人
人

女子

人

女子

男子

人

人

女子

男子

人

人

男子

女子

人

人

女子

男子

人

男子

＜参加メンバー＞

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

＜美化活動＞
＜収集ゴミ＞
＜放置ゴミ発見情報＞
可燃物
不燃物
場所
推定量
Kg
Kg
Kg

＜代表者＞

丹沢大山クリンピア 21 美化活動報告書

＜連絡先＞

作成

年

月

日
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委員会受付

連盟記載欄

5

4

3

2

1

氏

年

名

委員会審査

〒

理事会承認

（連絡者氏名

住

所

会長承認

所属山岳会

結果通知

費用払込

、 [電話・メール]：

電 話

月

印

日

）

年齢

日山協手続き

性別

社団法人日本山岳協会自然保護指導員規定（及び同細則）に従い、推薦者を下表の通りお知らせしますので、
登録審査の程、よろしくお願します。

代表者氏名

協会名

社団法人 日本山岳協会公認 自然保護指導員 推薦書

神奈川県山岳連盟 会長殿
（送付先：同 自然保護委員会 委員長）

発行日付 平成
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第３回山の自然セミナー テキスト
発行元 神奈川県山岳連盟 自然保護委員会
発行日 平成 26 年 2 月 22 日

