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第一章

自然保護指導員制度

1.1 山 岳 団 体 と し て の 環 境 活 動
公益法人化後の定款に謳っている目的の条文として、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
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。
登山の普及振興
山岳スポーツに関連する競技会等の開催
山岳スポーツの競技力向上及び普及
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
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
山岳自然環境保護の推進
海外登山の啓発及び指導と国際交流
事業の推進に資するため、物品等の販売事業
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。
自然保護委員会は公益社団法人日本山岳協会にあって、
「山岳自然環境保護の推進」を専らの活動とする
ものであるから、公益法人の意味も踏まえ、社会にどの様に貢献して行くか、また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。
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する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、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
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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。要は「自然を護る」という抽象的
なものでなく、「山を護る」という具体的な活動に結び付けることがミッションと捉えることが出来る。
UIAA で認識してい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、動稙物種・浸食・表土流亡・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）
３）気候変動と公害
（水質汚染・空気汚染・騒音公害、排泄物）
４）ダメージを受けやすい地域や場所の過剰利用
（観光を含む入域者の増加に伴う自然の劣化）

1.2 日 山 協 の 山 岳 自 然 保 護 活 動
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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自然保護指導員の 8 月現在の登録数は 1,277 名。昨年の 101 名減となった。
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1.3

自然保護指導員制度の概要

（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。
全国で1,277 名が登録。（2016-8-1）現在）
（2）資格
1 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
個人 ⇒ 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」
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1.4

自然保護指導員規程

（目的）
第 1 条 公益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) 公益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、活動中は常に登録証（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、その状況を関係機関に情報提供するもの
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 この規程は、日山協理事会で改廃することができる。
付 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。
平成 26 年 5 月 20 日から施行する。
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1.5

自然保護委員会の活動

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
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「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。
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。また、平成 26 年 11 月には、アジア山岳連盟創立 20 周年記念総会の折りに山岳団体自然寛容連
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絡会と連携して、広島市にて「アジア山岳自然フォーラム」を開催した。
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る。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 27 年（2015 年）で第五回とな
る。この間、鹿野久雄（元環境庁審議官）、涌井史郎（東京都市大学教授）、安間繁樹(農学博士)、上田
信（立教大学教授）の各氏を招き講演会を開催し、関東地域などから自然保護指導員の参加を得た。平
成 27 年度は森孝順氏（山の ECHO 理事）を招く。
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1.6

指導員の役割例









高山植物の植生保全など「自然保護精神」の啓発や実践
自然環境に留意して美化清掃への協力
ゴミ持ち帰り（テイクインテイクアウト）の実践と啓発
指導標識板、案内板、ケルン、山小屋等公共施設の毀損防止・保全協力・情報提供
キャンプ場や山小屋などの公園施設の秩序をある利用の実践
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
各種事故を未然に防ぐため、登山中における注意喚起、案内指導
地域の山岳連盟（協会）の自然保護活動への積極参加

自然保護指導員腕章

自然保護指導員登録証
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第二章
2.1

法令と活動地域

関係法令
原生自然環境保全地域
自然環境保全地域
都道府県自然環境保全地域

自然環境保全法
環
境
基
本

自然公園法

法

国立公園
国定公園
都道府県自然公園

特別保護区
第一種特別保護地域
第二種特別保護地域
第三種特別保護地域
普通地域

生物多様性基本法
鳥獣保護区
特別保護地区
特別保護指定地域

鳥獣保護管理法
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
種の保存法

生息地等保護指定地

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
動物愛護管理法
動物の愛護および管理に関する法律
森
林
林

森林法

保安林（17 種）
保護林制度（非法的根拠）
森林生態系保護地域
生物群集保護林
希少個体群保護林

国有林

業
基

民有林

本
法

特別名勝、名勝
特別天然記念物
（動物 21 件、植物 30 件）
、
天然保護区域
（4 件）

文化財保護法

ラムサール条約

登録湿地

50 件

世界遺産条約

文化遺産
自然遺産
複合遺産

15 件
4件
0件
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1） 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。
2） 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って、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。
3） 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。土地の権限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。
2014 年（平成 26 年）3 月時点で、国立公園は 32 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
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。
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4） 生物多様性基本法
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って、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。
5） 鳥獣保護管理法（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律）
第一条（目的）この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係
る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確
保（生態系の保護を含む。以下同じ。）、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通
じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする
6） 種の保全法（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律）
第一条（目的）この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要
な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、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ことを目的とする。
7） 森林・林業基本法
第一条（目的）

この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本と

なる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を
総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
8） 森林法
第一条（目的）この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培
養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
9） 文化財保護法
第一条（目的）この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資する
とともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
10）

ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。生物多様性に富んだ重要な湿地を世界各国が
保全し、湿地の恵みを賢明に利用していくことを目的。日本は 1980 年に締約国。2006 年 1 月現在、33
カ所が登録。奥日光の湿原、尾瀬など
11) 世界遺産条約（世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約）
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（以下、世界遺産条約）は、顕著で普遍的な価値を有す
る遺跡や自然地域などを、人類のための世界の遺産として保護、保存し、国際的な協力及び援助の体制を
確立することを目的。1972 年にユネスコ総会で採択。1992 年に条約締結。1993 年から 1999 年まで、ま
た 2003 年からも世界遺産委員会の委員国。文化資産・自然遺産・複合遺産の３種。このうち自然遺産に
登録される評価基準は「自然美」「地形・地質」「生態系」「生物多様性」のいずれかを満たすこと。知床
（生物多様性、生態系）
・白神（生態系）・小笠原（生態系）
・屋久島（自然美、生態系）の 4 件。
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12）

その他の自然環境関係の国際条約

気候変動枠組条約(UNFC CC)、京都議定書、砂漠化対処条約(UNCCD)、国際熱帯木材期間(ITTO)、アジア
森林パートナーシップ(AFP)、生物多様性条約(CBD)、カルタヘナ議定書、国際自然保護連合(IUCN)、ワシ
ントン条約(CITES)、ロッテルダム条約(PIC 条約)、ストックホルム条約(POPs 条約)

2.2

法令指定地域

2.2.1 自然環境保全法の指定地域
自然環境の保全や生物の多様性の確保のために指定された地域である。ほとんど人の手の加わっていな
い原生の状態が保たれている地域「原生自然環境保全地域」と、高山・亜高山植生、天然林、特異な地
形・地質、動植物の生息自生地など優れた自然環境を維持している地域があり、極力人為を加えずに後
世に伝えることを目的として指定される地域である。国が指定する「自然環境保全地域」および、都道
府県が指定する「都道府県自然環境保全地域」からなる。

地域の指定概要は次の通り。
地域区分

規制概要
自然生態系に影響を与える行為は原則禁止

原生保全地域
自然環境保全地域

立ち入り制限地区：原則立入り禁止
及び

都道府県自然環境保全地域

特別地区：各種行為は一定の基準に合致するもののみ許可
野生動物保護地区：特定の野生動稙物の捕獲、採取は原則禁止
普通地区：各種行為は届出

行為の許可・届出
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域：環境大臣・各地方環境事務所長
都道府県自然環境保全地域：都道府県知事
2.2.2 自然公園法の指定地域
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・河川・森林・島嶼・海中・
湖沼など自然景観のほか、史跡・文化遺産の要素が含まる景勝地、自然公園法から、我が国の風景を代
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表するに足りる傑出した自然の風景地として国立公園、国立公園に準ずる優れた自然の風景地として国
定公園、優れた自然の風景地として都道府県が指定する都道府県立自然公園に区分されており。

1) 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あ
る。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、管理されている。
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、平成 26 年 3 月に慶良間諸島国立公園が制定され、平成２７年
３月に妙高戸隠連山国立公園が制定されたことで、現在合計 32 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％を占めている。

国立公園と主な山岳
15

所在地域
北海道

国立公園

主な山岳

利尻礼文サロベツ

利尻山（1721m）、

知床

羅臼岳(1660m)、知床岳(1254m)、遠音別岳(1330m)

阿寒

雌阿寒岳(1499m)、阿寒富士(1476m)、雄阿寒岳（1370m）

釧路湿原

（湖沼）

大雪

旭岳(2291m)、十勝岳(2077m)、トムラウシ岳(2141m)、富良野岳(1912m)

支笏洞爺

恵庭岳（1320m）、札幌岳（1203m）、羊蹄山（1898ｍ）

十和田八幡平

八甲田山（大岳）(1585m）、乗鞍岳(1450m)、

三陸復興

（海）

磐梯朝日

月山(1980m)、朝日岳(1769m)、飯豊山(2105m)、北俣岳(2024m)、大日岳(2128m) 、
磐梯山(1816m)、安達太良山(1710m)、西吾妻山(2015m

妙高戸隠連山

妙高山(2454m)、火打山(2461m)、焼山(2400m)、雨飾山(1963m)、黒姫山(2053m)、
飯綱山(1917m)、戸隠山(1904m)、西岳(2030m)

上信越高原

朝日岳(1945m)、一ノ倉岳(1974m)、谷川岳(1977m)、仙ノ倉山(2026m)、
三国山(1636m)

中部山岳

朝日岳(2418m）～乗鞍岳（3025m）

白山

大笠山（1822m）、笈ヶ岳（1841m）、白山（御前峰）（2702ｍ）、別山（2399m）、
大長山（1671m）、経ヶ岳（1625m)

伊勢志摩

前山（528m）、鷲嶺(548m）、（海浜地域）

日光

那須岳（茶臼山）
（1915m）、高原山（釈迦岳）
（1795m）、男体山(2486m)、女峰山
(2483m)、白根山(2578m)

尾瀬

駒ヶ岳(2133m)、燧ケ岳(芝安嵓）（2356m)、至仏山(2228m)、帝釈山(2060)

秩父多摩甲斐

雲取山(2017m)、甲武信岳(2475m)、国師岳(2502m)、金峰岳(2599m)、朝日岳
(2579m)、瑞牆山(2230m)

小笠原

中央山（319m)、乳房山(462m)

富士箱根伊豆

富士山(3776m)、三ツ峠山(1785m)、黒岳(1793m）、鬼ケ岳（1738m)、箱根山（神
山）
（1438m)、金時山(1212m)、二子山(1065m)、達磨山(982m)、天城山(万三郎山）
(1406m)、三原山(756m)

南アルプス

駒ケ岳（2966m）～光岳（2591m）

近畿

吉野熊野

大普賢岳（1780m）、八剣山（1915m）、大台ヶ原山（日出ヶ岳）（1695m）、（海）

中国

山陰海岸

（海）

四国

瀬戸内海

（海）

大山壱岐

大満寺山（608m）、大山（剣ｹ峰）
（1729m）、三瓶山（1126m）、蒜山（神蒜山）(1199m)、
朝鍋鷲ヶ山（1074m）、毛無山(1218m)

足摺宇和海

（海）

西海

（海）

雲仙天草

雲仙岳（普賢岳）（1359m）、（海）

霧島錦江湾

霧島山（韓国岳）（1700m）、桜島（湯の平）(373m)、（海）

屋久島

宮之浦岳（1936m)、永田岳（1886m)、（海浜地区）

慶良間諸島

（海）

西表石垣

於茂登岳(526m)、（海）

東北

中部

関東

九州

沖縄

2) 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、2007 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。
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国定公園と主な山岳
地域

国定公園

主な山岳

地域

国定公園
鈴鹿

藤原岳（1140m）、釈迦ヶ岳
（1091m）,御所岳（1209m）

室生赤目青山

尼ヶ岳（957m）、大洞山（984m）

ニセコ積丹小樽海岸 ニセコアンヌプリ(1308m)、（海）

琵琶湖

伊吹山（1377m）、比良山（蓬菜山）
（1173m）、比叡山（大比叡）
（848m）

日高山脈襟裳

幌尻岳（2052m）、アポイ岳（810m）

丹後天橋立大江山 大江山(832m)

大沼

駒ヶ岳（1,131m）、（湖沼）

明治の森箕面

下北半島

大釜臥山（879m）

津軽

岩木山（1626m）、白神岳（1232m）、
(海)

氷ノ山後山那岐山

氷ノ山（1,510ｍ）、蘇武岳（1,074
ｍ）

早池峰

早池峰山(1913m)、薬師岳（1644m）

大和青垣

春日山（297m）、高円山（461m）、
三輪山（466m）

栗駒

栗駒山（1626m）、虚空蔵山(1409m)

高野龍神

護摩壇山（1372m）

蔵王

蔵王山（熊野岳）（1841m、雁戸山
(1484m)

男鹿

本山（715m）、(海)

西中国山地

寂地山（1337m）

鳥海

鳥海山（新山）（2236m）

北長門海岸

（海）

越後三山只見

八海山（入道岳）（1,778m）、越後駒
ヶ岳（2002ｍ）、中ノ岳（2,085m）、
会津朝日岳（1624m）、

秋吉台

（ランドスケープ）

水郷筑波

筑波山（709m）、（湖沼）

剣山

剣山（1955m）、三嶺（1893m）

妙義荒船佐久高原

妙義山（相馬岳）(1104m)、荒船山
（1423m）

暑寒別天売焼尻

暑寒別岳（1,491m）
、雨竜沼湿原
中部

北海道
東北

網走

関東 南房総

北陸

主な山岳

（海）

近畿 金剛生駒紀泉

中国 比婆道後帝釈

四国 室戸阿南海岸

箕面山（355m）
生駒山（642m）、金剛山（1125m）、
和泉葛城山（866m）

吾妻山（1288m）、比婆山（1264m）

（海）

鋸山（329m）、清澄山（365m）

石鎚

石鎚山（1982m）

明治の森高尾

高尾山（599m）

北九州

権現山(677m)

丹沢大山

蛭ヶ岳（1672m）、丹沢山（1567m）

玄海

（海）

佐渡弥彦米山

金北山 (1172m)、

耶馬日田英彦山

英彦山(1199m)

能登半島

（海）

壱岐対馬

（海）

越前加賀海岸

（海）

九州中央山地

国見岳（1739m）、市房山（1721m）

若狭湾

（海）

八ヶ岳中信高原

八ヶ岳（赤岳）（2899m）、縞枯山
（2404m）、蓼科山(2531m)、茶臼山
(2006m)

祖母傾

祖母山（1756m）、傾山（1602m）

天竜奥三河

（河川）

日南海岸

（海）

妙法ヶ岳(665m)、飯盛山(745m)、養老
山（859m）

甑島

（海）

飛騨木曽川

（河畔）

奄美群島

（海）

愛知高原

（河畔）

沖縄海岸

（海）

沖縄戦跡

（海）

中部 揖斐関ケ原養老

九州 日豊海岸

（海）

沖縄

三河湾

（海）
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3) 都道府県立自然公園
自然公園法およびそれに基づく都道府県の条例の規定に基づき、その都道府県を代表する優れた風景地
について知事が指定する自然公園の一種である。環境大臣が指定する国立公園・国定公園とともに、自
然環境の保護と快適で適正な利用を目的として設定されている。311 公園、合計約 197 万 ha が指定され
ている。
関東地区都県立自然公園
地
域

茨
城

栃
木

群
馬

埼
玉

東
京

千
葉

神
奈
川
山
梨

都県立自然公園公園名
奥久慈
花園花貫
高鈴
太田
御前山
大洗
笠間
吾国愛宕
水戸
益子
太平山
唐沢山
前日光
足利
宇都宮
那珂川
八溝
赤城
榛名
妙義
狭山
奥武蔵
黒山
長瀞玉淀
比企丘陵
上武
武甲
安行武南
両神
滝山
高尾陣場
多摩丘陵
狭山
羽村草花丘陵
秋川丘陵
養老渓谷奥清澄
九十九里
印旛手賀
高宕山
嶺岡山系
富山
大利根
笠森鶴舞
丹沢大山
陣馬山相模湖
真鶴半島
奥湯河原
四尾連湖
南アルプス巨摩

主な山岳
男体山(654m)、八溝山(1022m)
花園山(798m)、竪破山（620m）
高鈴山(623m）、神峰山（594m）
国見山（292m）
御前山(156m)、鶏足山(431m）、
(海）
仏頂山(431M)、雨巻山 533m)、高峯(520m)
難台山（553m)、吾国山（518m）
（河川）
雨巻山(533m)、高館山（301ｍ）、高峯（520m)、仏頂山（43m）
大平山（345m）
唐沢山(241m)
薬師岳（1420ｍ）、夕日岳（1526ｍ）、地蔵岳（1483ｍ）
両崖山（246m）、大岩山(417m)、行道山(442m)
古賀志山(582m)
(河川）
八溝山(1022m)
赤城山（1828m）
榛名富士（1391m）、掃部ケ岳（1449m）、烏帽子岳（1363m）
白雲山(1081m)、金洞山(1104m)、金鶏山(856m)
(湖沼）
伊豆ヶ岳(850m)、棒ノ折山(969m)
堂平山（876m)、飯盛峠(816m)
宝登山(497m)
物見山(286m)
城峯山(1038m)、
武甲山(1304m)、西酉山(1718m)
(ランドスケープ)
四阿山(771m)
(丘陵地域）
(丘陵地域）
(丘陵地域）
(丘陵地域）
(丘陵地域）
(丘陵地域）
大福山（285m)
(海）
(湖沼）
高宕山(315m)、八良塚(342m)
嶺岡浅間(334m)
冨山(349m)
(河畔地域）
(丘陵地域）
仏果山(747m)、不老山(928m)
陣馬山(855m)
半島原生林(海）
城山(626m)
大畠山(1117m)、蛾ヶ岳(1279m)
駒ヶ岳(2967m)、アサヨ峰(2799m)、櫛形山(1908m)
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2.2.2.1 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

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。

保護規制計画
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る。
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）といえる。

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%)

2.2.2.2 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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2.2.3
1)

鳥獣保護管理法に関係する地域

鳥獣保護区

鳥獣保護区は野生生物の保護・管理を目的に生息地を含む区域を保護区として設定する制度の一つであ
る。鳥獣保護区の指定者は環境大臣または都道府県知事であり、それぞれ国指定鳥獣保護区（国設鳥獣
保護区）、都道府県指定鳥獣保護区（都道府県設鳥獣保護区）と呼ばれる。鳥獣保護区では、鳥獣の捕獲
が禁止されるほか、保全事業も実施される。
区分
鳥獣保護区
（法第 28 条）
特別保護地区
（法 29 条）

特別保護
指定地域
（令第 2 条）

区分
鳥獣保護区
特別保護区
特別保護指定区域

制度の概要
鳥獣保護を図るため、必要があると認
められる地域に指定するもの。
鳥獣保護区の区域内において、鳥獣保
護及び生息地の保護を図るため、必要
があると認められる地域に指定するも
の。

特別保護区の地域内に於いて、人の立
ち入り、車の乗り入れ等により、保護
対象となる鳥獣の生息、繁殖等に悪影
響が生じるおそれがある場所について
指定するもの。

国指定（国設保護区）
箇所数
面積（千 ha）
85
586
70
160
2
1
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規制の概要
狩猟は認められない。
≪要許可行為≫
・工作物の新築等
・水面の埋め立て、干拓
・木竹の伐採
＊1ha 以下の埋立、干拓や住宅の設置な
ど鳥獣の保護に支障がないとして政令
に定める不要許可行為あり。
≪要許可行為≫
・植物の採取、動物の捕獲等
・火入れ又は焚火
・車馬の使用
・動力船の使用
・犬等を入れること
・撮影録画等
・野外レクレーション等
都道府県指定
箇所数
面積（千 ha）
3,714
3,066
544
144
3
6

2.2.4
1)

種の保存法に関係する地域

生息地等保護指定地

北岳キタダケソウ生育地保護区の例

設定日：H6.12.26 設定面積：38.5haの全域（山梨県中巨摩郡芦安村）
・南ｱﾙﾌﾟｽ北岳山頂部南東斜面。標高2,750m以上の高山帯で高山植物群落地帯。
・キタダケソウの生育には、生育基盤である地形・地質の維持並びにキタダケソウ群落及び周辺植生の確保が必要。
・当該区域における各種行為は、地形、地質、植生等の生育環境への影響について特に配慮が必要。
・積雪期以外の期間（毎年６月１日から11月30日まで）について登山道を除く全域を立入制限地区に指定。

2.2.5

自然公園とそれぞれの指定地
知床国立公園の地域例（１）
国立公園計画地域図

野生鳥獣保護区図

環境省知床アトラスから
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知床国立公園の地域例（２）

2.3

森林について

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。
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。日本は降水が豊富で、温暖湿潤な気候であるた
め、どこでも木が育つ国土であるうえ、南北に長い国土のため沖縄の亜熱帯から北海道の亜寒帯までの
気候の違いにより、また、標高 3000ｍをこえる山もあるため高山植物など標高によってもさまざまな森
林が見られる。
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2.3.1 森林の機能
森林は、木材を生産する役割のほかに、野生生物が生息する場所となったり、雨水を地面に通すことに
よって水源を保つこと、地面に根をはることによって土砂災害を防ぐこと、二酸化炭素を吸収し酸素を
つくること、自然を楽しんだりを学ぶことなど、公益的な役割を果たす機能を備えている。
森林の持つ機能
機

能

機能の種類

機

能

水源かん養

渇水緩和、洪水緩和水質浄化

環境保全

災害防止

土砂崩壊防止、土砂流失防止、なだれ
防止、落石防止、浸食防止

保健文化

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ・保養、スポーツ、芸術・創
造、自然とのふれあい、精神安定の場、
景観、環境教育、生態系（生物多様性）木材等生産
維持

機能の種類
二酸化炭素吸収、酸素供給、気温緩和、湿度維
持、霧害防止、風害防止、飛砂防止、雪害防止、
潮害防止、塵埃吸着、汚染物付着、騒音防止、
火災延焼防、災害時の避難場所の提供、火災延
焼防止
木材生産、その他森林生物の生産
（特用林産物、薬草、動物、 林間作物、昆虫
等）

2.3.2 保安林
公益目的を達成するために、伐採や開発に
制限を加える森林のことである。農林水産
大臣または都道府県知事が森林法第 25 条
に基づき保安林として指定する。この場合、
森林とは木竹の生育に供される土地を指し、
現時点で生育しているか否かは問われない。
目的に合わせて、水源かん養保安林、土砂
流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林など
17 種の保安林がある。

2.3.3 保護林
保護林は原生的な天然林などを保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生
生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とした国
有林野のこと。また、世界自然遺産の知床・白神山地・小笠原諸島及び屋久島についても、登録以前よ
り、森林生態系保護地域として、厳格に保護・管理されている。
国有林野事業では、国立公園法（昭和 6 年）や史跡名勝天然記念物法（大正 8 年）の時代以前から大正
4 年から保護林制度が施行され、適切な保護・管理が行われている

保護林制度
種類
森林生態系保護地域

生物群集保護林
希少個体群保護林

目的
我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護・管理することにより、森林生態系
からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術
の研究等に資する。
地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の
維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資する。
希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の
持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資する。

24

生態系保護地域

最近は人の手入れが行きとどかないので、やせ細っている森林が目立つようになっています。例えば、スギ、ヒ
ノキ、カラマツ、アカマツ、クロマツなどは成長が早く、建物の材料などに利用できる針葉です。しかし、こうし
た木を良く成長させるためには、いらない枝を切ったり（枝打）
、巻きついた蔓を切ったり、不良樹などを取り除
く（除伐）
、成長させる木だけを間引く（間伐）などの人の手入れが必要なのです。
こうすることで森林に日がさして明るくなり、地面には樹木以外の植物も育ちやすくなります。そのため、土が
雨で流されることを防ぐことができ、土砂災害に強い森林となります。人の手入れがされていない森林では、日が
さしにくいために暗く、地面に植物が育ちにくくなり、土がむき出しとなり、雨で流れ出やすくなるばかりでなく、
日が当たらないので、良い材にならない。このように、人が森林の手入れを行うことは、森林そのものを強くし、
土砂災害が起こりにくい国土をつくることにもつながると考えられる。
森林の公益的機能の貨幣評価は総額で概ね 75 兆円に上るとされているけれども、産業（林業）として
深刻な経営難が叫ばれている。平成 23 年に政府は「森林・林業再生プラン」を発表し、今後 10 年間を
目途に、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを進めるとしている。この成果を期待し、我々は国
民としての立場から、健全な森林・健全な林業の再生を応援したい。
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第三章

自然地域の利用

3.1 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。
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。
自然公園年間利用者の推移

環境省データから

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。
自然地の利用
（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・・・）
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・・・）

3.2

（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」、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
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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」登山が起こりる。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る。そして、2007 年頃から現在まで続く第三次登山
ブームとなった。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ある。
「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る。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る。警察庁生活安全局地域課が平成 28 年 6 月 16 日に発表した
「平成 27 年中における山岳遭難の概況」のなかで、発生件数、遭難者、死者・行方不明者が、統計の
残る昭和 36 年以降で最も高い数値となった。」(3 年連続の増加）とし、依然と増加する山岳事故の厳し
い状況を指摘した。
「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」との指摘もある。

一方、「登山におけるモラルとかマナーが低下」とか、「オーバーユーズ

等の利用者自身による自然への影響」が懸念されている。

27

3.2

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る。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。
山の認識

3.3

山岳自然の課題

山岳自然の共通的に指摘される課題を挙げると次のようになると考えられる。
1）生物多様性の衰退
（森林破壊・過放牧・過度な焼き払い、種の減退、浸食、植生衰退、山岳地の原生の減退、
里山の過疎化、人工林の荒廃、外来生物、動物生息域の変化、動植物の絶滅危惧）
2）地上景観の異常変化
（森林破壊、採鉱、水力発電、道路、鉄道、鉄塔、通信塔、トンネル、スキー場、観光開発に伴う施設）
3）気候変動と公害
（温暖化・異常気象、自然災害、酸性雨、オゾン層破壊、干ばつ・砂漠化、水質汚染、大気汚染、スモ
ッグ、騒音公害など）
4）ダメージを受けやすい地域の過剰利用
（観光過剰開発、入域者の増加に伴う自然の劣化、山岳トイレ、登山道疲弊）
山岳地域に限らず、地球全域で温暖化、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、環境を汚染・破壊する原因は多様・複雑になってきた。これらの問題を解消するに
は、個人の領域をはるかに超えている。
しかし、オーバーユーズ等の利用者（登山者）自身による問題も、環境を汚染・破壊する一つの原因で
あることには間違いはなく、身近で重要な課題である。
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第四章

山でのルールとマナー

「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
要である。
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。

4.1

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。

1) 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
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至
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。

護 憲 章
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。
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。

2) 山はみんなの宝憲章
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「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。

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。

古くから日本人は、山を畏れ敬い、山のもたらす豊か 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。
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 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費用につ
となっています。
いて、応分の負担をします。
森林におおわれる山は、澄んだ空気と清らかな水をも 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
たらし、多様な生きものとともに、私たちの生活を守
します。
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、 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。
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。

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。

3) 富士山憲章
静岡・山梨の両県は、平成 10 年 11 月 18 日には、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。
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4.2 カントリーコード
利用の心構え、禁止事項、注意事項、利用マナー等で構成され、利用にあたってのマナー向上を目指して策
定された地域ルール集。英国 1930 年代頃のレッカーのルール・マナーを定めたことに倣う。
富士山カントリーコード
美しい富士山を後世に引き継ぐ
6 車道外へ車両等を乗り入れない
ゴミは絶対捨てずに、すべて持ち帰る
7 溶岩樹型等の特殊地形を壊さない
8 駐車場ではアイドリングをしない
ゴミになるようなものを最初から持っていかない
登山道をはずれて歩かない
9 動植物を採らない
登頂記念の落書きをしない
10 トイレなど公共施設をきれいに使う

1
2
3
4
5

小笠原カントリーコード
1
2
3
4
5

貴重な小笠原を後世に引き継ぐ
ゴミは絶対捨てずに、すべて持ち帰る
歩道をはずれて歩かない
動植物は採らない、持ち込まない、持ち帰らない
動植物に気配りをしながら、ウォッチングを楽しむ

6
7
8
9
10

さんご礁等の特殊地形を壊さない
来島記念などの落書きをしない
全島キャンプ禁止となっているので、キャンプはしない
移動は、できるだけ自分のエネルギーを使う
水を大切にし、トイレなど公共施設をきれいに使う

南アルプス・カントリーコード
お願い 1 この地域の高山植物や動物は、数回の氷河
期を経て､今もなお山岳の厳しい環境に耐えています。
これらの動植物が、いつまでも見られるよう、一人一
人がやさしい気持ちで自然に接し、採ったり、傷つけ
たりしないようにしましょう。
お願い 2 登山道以外の場所には貴重な高山植物や多
くの野生動物たちが生息しています。登山道を外れて
の歩行や写真撮影は、行わないようにしましょう。
お願い 3 犬などのペットを持ち込むことは、ライチ
ョウやオコジョなどの小動物に脅威を与えたり、野生
動物の間に伝染病を持ち込む恐れもあります。ペット
は持ち込まないようにしましょう。

お願い 4 先のとがったストックは危険であるばかり
か、他の利用者に迷惑を及ぼしたり、植物や歩道を痛
める場合があります。使う場所を考える、ゴムキャッ
プの利用など、心がけましょう。
お願い 5 自分で持ち込んだゴミは全て持ち帰りまし
ょう。
お願い 6 登頂記念は写真におさめ、記念看板の設置
や岩などへの落書きはしないようにしましょう。
お願い 7 山小屋、避難小屋などの施設は遭難救助の
基地ともなる大切なところです。みんなできれいに大
切に使いましょう。

秩父多摩甲斐国立公園カントリーコード
1
2
3
4
5

ゆっくり静かに自然を楽しむ
計画や準備は万全にする
土地所有者や管理者の善意を尊重する
駐車場でのアイドリングをしない
ゴミは絶対捨てずに、すべて持ち帰る

1
2
3
4

動植物を採らない
野性動物にエサをやらない
ゴミを捨てない、ゴミは持ち帰る
登山するときは登山届けを出す

6
7
8
9
10

登山道や遊歩道からはずれて歩かない
動植物はとらない
山火事をおこさない
キャンプはキャンプ場でおこなう」
トイレなどの公共施設をきれいに使う

屋久島カントリーコード
5
6
7
8

キャンプは決められた場所でする
決められた道を歩く
森の中ではたき火をしない
島の人々の文化や暮らしを尊重する

4.3 ルール
自然保護を目的にした入山（入域）ルール
利尻ルール
1 携帯トイレを使うこと
2 ストックにキャップを付けること
3 植物の上に座らない、踏み込まない
白神登山ルール
1
2
3
4

植物を採取しない
歩道を外れて歩かない
ペットの同伴はダメ
ゴミは持ち帰る

5 トイレは入山前に済ます
6 焚き火は禁止です
7 遺産地域内は禁漁区です
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知床ルール （別称：しれここルール）

東京都自然公園利用ルール
（個人利用全般について）
1 ごみは必ず持ち帰りましょう
2 登山道を外れないようにしましょう
3 動植物、鉱物を大切にしましょう
4 野生動物にエサを与えたり、
むやみに近づかないようにしましょう
5 自然の音を聞きましょう
6 山に入るときは行き先を知らせておきましょう
7 集団で行動するときは周りに気を配りましょう
8 喫煙をするときは他の利用者に配慮しましょう
9 登山道具使用の際は自然や施設を傷めないように
注意しましょう
10 生態系に影響を与えるおそれがある動植物を持ち込まな
い
ようにしましょう

（ペット同伴の個人利用）
11 同伴する動物はしっかりと管理しましょう
12 病気のペットは同伴させないようにしましょう
13 フンの後始末は必ずしましょう
（トレランの個人利用）
14 追い越し・すれ違いのときは歩きましょう
15 混雑時は歩きましょう
16 登山道の路面状態が悪いときは歩きましょう
17 高尾山の自然研究路１号路は歩きましょう
18 登山道は歩行を目的に整備されていることに留意しま
しょう
19 自然環境が脆弱な地域への乗り入れは控えましょう
（個人利用のマウンテンバイク）
18 登山道は歩行を目的に整備されていることに留意しま
しょう
19 自然環境が脆弱な地域への乗り入れは控えましょう
20 原動機付き車両の乗り入れはやめましょう

伊吹山利用と保全のローカルルール
（お花畑の植生保護等）
・人の踏みつけによって、お花畑が失われています。
歩道を外れて花畑へ立ち入らないでください。
・ロープや柵が設置されている場所ではそれを越えて
立ち入らないでください。
・写真撮影時や観察時などに、歩道を外れたり柵を越
えて立ち入ったりしないでください。
また、歩道沿いの植物の踏みつけに注意してください。
・写真撮影時や観察時などに、他の利用者の通行のさ
またげにならないように配慮してください。
・東遊歩道は、岩やぬかるみがあり歩きにくく危険な
ので、注意が必要です。下り専用として利用してくだ
さい。
（希少動植物の保護）
・ドライブウェイでは、動植物保護のためガードレー
ルより外に立ち入らないでください。
・猛禽類への餌付けなど野生動物に食べ物を与えることは、生
態系を乱し野生生物に悪影響がありますので、絶対にしないで
ください。
・動物の撮影や観察を目的として、接近や刈り払い等、
動物の行動に影響を与える行為をしないでください。
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（自然環境への配慮）
・動植物の採集は禁止されています。また、石や落ち葉も
伊吹山の生態系の一部です。持ち出さないでください。
・外来種、園芸種を持ち込まないでください。外来種や園
芸種が広がると、伊吹山在来種に影響を与え、お花畑の消
失につながります。
・野生動植物への影響や他の利用者への配慮から、駐車場
から先（天然記念物指定区域内）へは、ペットを持ち込ま
ないでください。
・たき火、バーベキュー、コンロ使用など、火の使用は厳
禁です。また、喫煙者は灰皿を携帯してください。
（天然記
念物指定区域内では、喫煙しないでください。
）
（ごみ、騒音等）
・ごみは全て持ちお持ち帰りください。
・休憩場所などで大声や大きな音を出さないでください。
・喫煙者は灰皿を携帯してください。
（天然記念物指定区域
内では、喫煙しないでください。
）
・トイレは登山口や山頂駐車場にあります。野外排せつはし
ないでください。
・山での宿泊は山小屋や宿泊施設を利用してください。お
花畑の踏みつけにつながりますのでテントでの野営は御遠
慮ください

第五章

具体的な対応例

地域ごとに専門の救助隊が組織されていることが

初心者・一般者への対応
第三次登山ブームと呼ばれる昨今、山には多くの

多く、迅速な対応が期待できます。通報の際は、以

登山者が訪れます。中には登山を始めたばかりの方

下の項目をメモ等に取り、的確に把握することが肝

もいます。近年の警察庁のまとめによりますと、年

要です。

に 2,000 件程の事故が起きて、280 人を超える命が

・ 遭難者の氏名、年齢、性別、連絡先

失われています。事故原因には「道迷い」が 4 割以

・ 遭難現場の詳しい位置、遭難発生時刻

上を占め、知識や経験不足とも思われる事故が多く

・ 受傷部位と程度、意識の有無

起きています。

・ 原因（落石、滑落、病気など）
・ 単独かグループか、グループ名称

初心者の危険な行動で一番目につくのが、地図や
コンパスを持たず、ガイドブックやパンフレットを

・ そこにいる人たちでどこまで対応可能か

たよりに歩く登山者です。迷わなければ問題はあり

・ ヘリのピックアップが可能か
最近の登山コースには番号標識が設置されるよ

ませんが、いったん道を間違えてしまうと、自分が
どこを歩いているのかわからなくなる危険性があ

うになり、緊急時の地点情報を的確に伝えることが

ります。最新の登山地図を持参するよう、注意喚起

できます。

をしましょう。
植物･キノコ採取

午後も遅くなってから山頂を目指す初心者も多
いようです。谷あいの登山道や樹林帯の中では夕暮

自然公園法では、国立･国定公園の特別地域にお

れが早く訪れることを知らず、都会の感覚で「行け

ける指定植物の採取には許可が求められます。また、

るところまで行ってみよう」という考えのようです

特別保護区では、落葉などの採取さえも、一層厳し

が、非常に危険です。そういう人は懐中電灯など持

い条件で許可が求められます。自然公園法の該当地

っていない場合がほとんどです。

域（国立・国定公園、県立自然公園）以外にも、行

山では携帯電話が通じないことも、山慣れした人

政が決める条例での規制もあります。ただし、自然

には常識ですが、初心者には意外なことのようです。

公園とはいってもその土地には持ち主がおり、そこ

山頂なら通じることがありますが、道に迷って、日

に生えている植物やキノコも土地の所有者のもの

が暮れるのはたいてい山麓や山腹で、携帯電話は通

と考えられます。地域で土地を所有する財産区のよ

じません。また、電波の届かない場所で電源を入れ

うに、地域の人たちに山菜やキノコとりを認めてい

ていると、通常より早く電池を消耗します。

る例はありますが、原則として、土地の所有者の許
可なしに植物やキノコを採ることはできないこと

指導員の注意喚起が、山の事故を減らすことにつ
ながります。普通の登山者なら声をかけにくいとこ

をご承知おきください。
（国有林や県有林でも同じ

ろですが、指導員の腕章をしていれば、話を聞いて

です。
）

くれる場合も多いようです。勇気を出して、声かけ

植物やキノコの食用の可否について、素人判断は

をいたしましょう。

禁物である。口にすることを極力避けることが得策
である。

怪我人や病人を見つけた場合
まず、どの程度の怪我や病気なのかを確認してく

昆虫採集

ださい。重篤・重症と思われる場合などでは、周り

国立･国定公園の特別保護地区では、植物やキノ

の方の協力を求めてください。その場にいる人だけ

コ同様、昆虫採集も禁止されています。見かけたら、

で救助ができそうで、ふもとに近い場所ならば一緒

以下のような対応をしましょう。

に下山するのが一番ですが、場所によっては山小屋

それ以外の場所では、自然公園法･条例の規定は

まで行って救助を求めることも必要です。山小屋な

特にありません。
（同法には指定動物の採取･捕獲を

どの連絡先を把握するようにしましょう。

禁じる制度があります。
）また、そこに生息する昆

携帯電話が通じる場合（稜線なら通じることが多

虫がその土地の所有者のものであるともいいきれ

い）は、119 又は 110 番に通報してください。山岳

ませんので、特別保護地区以外での昆虫採集は、法

事故が多い場所では、警察･消防の指導のもとに、

的に禁じられたものではありません。
（ただし、天
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然記念物に指定されているエリアでは、昆虫採集は

から解放されることも、法律や条令違反ではありま

禁じられています。
）

せんのでご留意してください。

昆虫採集が自然保護に反するかどうかは、意見が

また、犬の挙動を察知したサルなど野生動物の防

わかれています。マニアや業者による大量捕獲によ

衛本能から攻撃行動を起こし、ペットを連れている

って、一部の種類の個体数が減少していることは否

人を含めパニックを引き起こすことになります。野

めませんが、子供が昆虫採集や飼育を通じて自然に

生動物が出没がする地域では、ペットを連れている

親しむのは大事なことともいえます。

人に注意の喚起が必要です。

卵塊ごと採取していくような「悪質な」捕獲を見つ
バイクや自転車での登山道の走行

けた場合は、その場所が自然公園に指定され自然保

バイクはもちろん、マウンテンバイク（悪路走行

護を図っていくべき場所であることなどを説明し、
元の場所に戻すよう協力を求めてください。昆虫採

ができるタイヤの太い自転車）による登山道の走行

集する親子連れなどを見た場合は、その程度にもよ

が禁じられている場所があります。これは、登山道

ると思いますが、きびしく注意して自然に親しむ芽

を地権者から借りる際、
「歩道」という条件で契約

をつみとってしまわないよう、言葉遣いには十分に

しているためです。
ただし、長距離自然歩道など里山のルートについ

配慮しましょう。

ては、山道（舗装されていない土の道）であっても、
市町村が土地を所有する公道の場合もあり、一概に

ペット連れ登山

禁止とは言えないこともあります。いずれにしても、

犬などのペットを自然公園内に連れて入ること
を禁じる法律はありません。近年では、飼い犬が野

狭い道をバイクや自転車で通行するのは他の歩行

鳥に脅威を与える、疥癬（カイセン）症など病気を

者にとっても危険ですから、マナーとして、通行の

持ち込むなどの問題が指摘され、環境省は自然公園

自粛を呼びかけましょう。

法の改正による規制を検討しました。しかし、関係
山でのトイレのルール

団体の反対などでペット連れそのものを規制する

「お花摘み」
「キジうち」の言葉にもあるように、

には至らず、リードから解放することを規制するな

繁みにかくれて用を足した経験は、山好きな方なら

どにとどまった経緯があります。

誰でもあると思います。しかし、多くの登山者が訪

しかし、実際にペットの犬を連れて登山すると、
上記のような問題のほか、狭い登山道でのすれ違い

れる場所では、し尿による水源の汚染が環境の劣化

の際の危険性や、犬が病気やダニを持ち帰るなどの

につながります。

問題も指摘されています。
環境配慮型の山岳トイレが整備され、快適な登山

このようなことから、自然公園の登山道で犬など
のペットを連れている人を見かけたら、以下のよう

が楽しめるようになりましたが、これらのトイレは、

な対応を心がけましょう。

水も電気も極力抑えた設計となっており、し尿を処
理するため、処理速度は遅く、紙などし尿以外の物

・ リードをはずしている人を見たら、リード

が混入するとさらに処理が困難になるほか、清掃や

をつけてもらう。

薬剤投入など日常管理も非常に手間がかかり、多く

・リードつきの犬については法的な規制はない
が、特別保護地区に通じるような登山道で犬

のボランティアによって支えられているのが実情

連れの登山者に会った場合は、犬が自然環境

です。山はみなさんの暮らしをささえる水源地です。

に影響を及ぼすとともに犬が病気を持ち帰る

以下のルールを守るとともに、登山者のみなさんへ

おそれを説明し、次回からはなるべく犬連れ

の注意喚起も行ってください。

登山は自粛してもらうよう協力を求める。
（聞
いてもらえない場合は、無理には協力を求め

・ 登山口のトイレに入ってから登山する。

なくてかまいません。
）

・ やむを得ず野外で用を足す場合、沢など水源地

なお、上記の内容はすべてペットとしての犬を指

は避け、し尿は穴を掘って埋めるとともに、紙は

しており、猟犬、介助犬、盲導犬、山岳救助犬など

必ず持ち帰る。

は対象ではありません。また、猟犬や山岳救助犬な

・ 山岳トイレを使う場合も、使用済ぺーパーやナ

ど訓練された犬が、その業務や訓練のためにリード

プキンなどトイレゴミを必ず持ち帰る。
34

火の始末、車を河原に乗り入れないなど、マナー遵

・ トイレ維持管理のため、利用者負担には応じる

守は当然です。また、民有地の河原では、所有者が

（小銭を用意）
。

立ち入りを認めていない場合もあります。
焚き火については、特別保護地区では禁止されて

林道の通行

います（ガスコンロなどで火を燃やすことや喫煙は、

山には林道があり、かつては誰でも車で通行でき
ましたが、現在は多くの林道入口にゲートが作られ、

法律上「焚き火」にはあたりません）
。それ以外の

車やバイクは進入できなくなりました。これは、林

場所では、法的に規制はありません。ただし、山火

道が林業や森林保全の関係者用に限定して作られ

事防止の観点からもマナーとしても、跡を残さずに

たもので、通常の道路のような安全基準を満たして

きれいに始末するよう、指導をお願いします。

おらず、通常の道路走行よりはるかに危険で、自己
生ゴミは土に返るからいいと残していく人がい

責任が大きく伴うところです。
また、密猟や不法投棄をまねくという指摘もあり

ますが、生ゴミ目あてに野生動物が出没して問題に

ました。林道のゲートが開いていることもあります

なっている事例もあります。ゴミはすべて持ち帰り

が、これは林業関係者などが作業で頻繁に出入りし

をお願いします。

ているためにたまたま開いているだけで、作業が終
川の流水で食器洗いをしている人もいますが、油

われば閉められ施錠されます。ゲートが開いている
からといって車で入ると、出られなくなる恐れがあ

や洗剤を河川に流すことは河川の富栄養化など環

ります。また、ゲートがない林道でも、原則として

境汚染の原因につながることが考えられますので、

許可を受けていない一般車が入ることができませ

避けるべきです。食器の汚れはすべて紙でふき取り、

ん。

家に帰ってから洗うのがマナーです。また、キャン
プ場の炊事場でも、合成洗剤ではなく分解の早い石

なお、林道を歩いて通行するのは自由ですが、落
石や路肩崩れなどには十分注意してください。

鹸を使うよう心がけたいものです。

水場

動物へのエサやり
丹沢の大山や塔ノ岳の山頂には、人間にエサをね

山中にはいくつかの水場があり、市販の登山地図
にも記載されています。
「この水飲めますか」と聞

だるシカが出没します。かわいいからとエサをあげ

かれることがあると思いますが、これらの水場は管

たくなりますが、絶対に与えないでください。山麓

理者がいるわけではありませんので、自己責任が原

でのサル、タヌキなども同じです。

則であることをご説明ください。
「山でのトイレの

人間からもらうエサの味を憶えた野生動物は、野生

ルール」に記したように、ほとんどの水場では大腸

では生きていけません。畑やゴミ捨て場を荒らすこ

菌が検出されており、注意が必要です。また、晴天

とにつながり、最後には「有害鳥獣」として駆除さ

が続くと水が枯れることもあります。

れてしまいます。エサやりは決して野生動物のため
にならないことをご理解ください。お互いに距離を
保つことが、共存の道なのです。

キャンプ、河原遊び、焚き火
自然公園内では、キャンプ場以外で許可なくテン

怪我や病気の動物を保護した場合

トを張ることは自然公園法･条例違反になります。

春から夏にかけては、動物の子育ての季節です。

これは、法律上はテントが「仮工作物」にあたり、
設置には許可または届け出が必要になるからです。

動物の子供が１匹でいるのを見かけることがあり

必ずテント指定地を利用するように指導してくだ

ますが、絶対に連れて帰らないでください。注意し

さい。だからと言って、発見したテントをすぐに撤

ていただきたいのは、動物の子供の「誤認保護」で

収させる、というわけにもいかない場合が多いと思

す。

います。自然公園法や条例違反にあたることを説明
危険な動植物（スズメバチ）

し、次回からはキャンプ場を利用するようにお願い

野外で最も危険な動物は、スズメバチです。集団

してください。テントを設営しない河原遊びについ
ては、法律上は「河川の自由使用」の原則があり、

で襲われた場合は、死に至る場合もあります。スズ

自由です。ただし、ゴミの持ち帰り（生ゴミも含む）
、

メバチは、５月ごろから女王蜂が１匹で巣づくりを
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野生鳥獣を見かけた場合

開始します。梅雨に雨があまり降らなかった場合、
多くのスズメバチが巣づくりに成功するため、被害

大型動物（シカ、ツキノワグマ、カモシカ）ほか

が増える傾向にあります。特に性格が攻撃的になっ

ライチョウなど、山で野生鳥獣を見かけたときには

て危険なのは秋以降です。スズメバチは脅威を感じ

「山の野生鳥獣目撃レポート」へ連絡をお願いしま

ると周囲をまとわりつくように飛んだり、カチカチ

す。
「山の野生鳥獣目撃レポート」は日山協が参加

と顎を鳴らします。このような状況ではとにもかく

する山岳団体自然環境連絡会が主導でインターネ

にも姿勢を低くして現場を素早く離れることです。

ットを利用して情報を集めています。

危険な動植物（毒ヘビ、毒虫）

小動物への配慮した登山用具の使用
登山道でカウベル（熊避け鈴）の音がよく聞こえ

毒のある動物に刺されたり噛まれたりした場合、
最も大事なポイントは、それがどんな特徴を持つ動

てきます。最近のテレビ報道などで熊との遭遇事故

物だったのか、しっかり観察することです。毒ヘビ

が報じられていますから、登山者などの身を守るた

でも、種類によって血清が異なるためです。

めには携帯の必要かと思われます。もともと、金属
音で動物への回避行動を促すものですから、オコジ
ョなどの小動物にも脅威となり、棲息に影響するこ

危険な動植物（マダニ）

とが考えられます。

マダニそのものが毒をもっているわけではなく、

また、夜間行動で使用するヘッドランプも光の刺

マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板
減少症候群（SFTS）
」を予防するためには，マダニ

激を与えます。LED ランプが発売されて以来、ヘ

に咬まれないようにすることが重要です。マダニは

ッドランプの明るさは、20lm 程度の緊急用から

活動が盛んな、春から秋に多くの発生し、植物上で

10,000lm 近くにもなる大光量モデルまでさまざま。

吸血源の動物が通りがかるのを待ち伏せするが見

光量が高ければ（明るいほど）行動は快適になりま

られることから、森林や草むら，藪などに入る場合

すが、不用意の照射が小動物などの住処に脅威を与

には長袖，長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避

えるかも知れないことを考えるべきです。

け，ズボンやシャツの裾などを入れ込んでマダニの
入り込みを防ぐ。これまでのところ、SFTS の患者

ストックの使用

は、西日本を中心に発生していますが、SFTS ウイ

高齢化などからの体力不足を補うための登山用具

ルスを保有したマダニが全国でも見つかっている

のひとつにストックが使われています。行動中の歩

という。マダニに咬まれた後，数週間程度は体調の

行を安定させ転倒防止にも効果がありますが、場合

変化に注意をし，発熱等の症状が認められた場合は

によって他人を傷つける危険な道具ともなります。

医療機関で受診する。

また、登山道の疲弊を招く原因ともなります。使用
に当たっては、他人や自然に配慮して、必要外はザ
ックへ収納するなどして、最小限の使用に止めるべ

危険な動植物（クマ）

きです。また、雪上などの方向を除き、石突にはゴ

怖い動物と聞いて誰もが連想するのがクマ（ツキ

ムキャップをつけることが望まれます。

ノワグマ、ヒグマ）です。日本にはヒグマとツキノ
ワグマが生息しています。ヒグマは北海道に、ツキ

狩猟と特定鳥獣保護管理

ノワグマは本州と四国の山地を生息地としていま
す。昔は九州にもツキノワグマが生息していました

自然公園の中でも、狩猟が行われています。猟期

が、50 年ほど前から生息は確認されていません。

はおおむね、毎年１１月１５日～２月１５日（その

エサのほとんどは若芽や木の実などの草食性で、警

年によって変わることがあります）で、狩猟鳥獣に

戒心も強く、クマから襲ってくることはまずありま

指定された動物を対象としています。

せんが、子連れのクマの場合は注意が必要です。す

山麓部で、農作物を荒らすなどの被害があった場合

るどいツメと大きな歯を持っていて、時速 40 キロ

に、許可を受けて原因となる鳥獣を捕獲する「有害

メートルで走ることもできると言います。突然の出

鳥獣駆除」や、山岳地で自然植生を保全するために

会いで、引っかかれたり押し倒されたりすると大け

行われるシカなどの「管理捕獲」が、猟期以外の期

がをします。また、死亡事故も報告されています。

間でも実施されています。
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アクセス問題
国立公園や国定公園を含む日本の自然公園でさ
え、その３７％が私有地といわれております。そう
した私有地では場合によって入域を拒否されるこ
とが起きています。いわゆる、アクセス問題です。
地権者の意見を尊重し、利用ルールなどつくりそれ
を守り、地権者の理解と信頼を得る努力が伴います。
ほかのアクセス問題には、景観や生物多様性の維持
のほか、地元の人々の生活や文化などからくるもの
もあります。難しい問題が絡みますが、問題解消に
は、謙虚で地道な対応が求められます。
情報の提供
野生鳥獣、自然植生などの観察ほか、登山道や道
標や山岳トイレなど施設の異常、危険個所などの情
報について、関係先への情報提供をしましょう。
山の野生鳥獣レポートの閲覧は次の URL から。
www.jma-sangaku.or.jp/conservation/yaseichoju/
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補足資料

山菜狩り（採取時）について
自然頃恵みを山菜の味わいに感じることがあります。自然の中で自然とともにあるとき、古来から伝
わる食文化の自然食として通して、山菜について正しい理解をしてみたいと思います。植物は動くこと
ができず逃げようがありません。よって有毒成分によって自己防衛する仕組みが発達したと考えられて
います。私たちは食文化としての山菜を捉える時、植物の防衛力（毒）に対抗するための特殊な酵素を
出してその毒を中和する身体的機能を獲得してきた動物たちと比べ、人間の無防備ぶりを認識し、知恵
と経験で作られてきた食文化を通して自然について考えたいと思います。
◎山菜採取のマナー
１． 山菜採取地の多くは地元住民により入会権が確立されていますので入山に際しては充分注意し
て下さい。（地元の親類縁者や知人の方の同行が有れば良いトラブルは少ない。）
又、国立公園や国定公園で採取した場合は自然公園法で罰せられます。
２． 山菜狩り（採取）にはその道に詳しい人と同行するようにして下さい、何事も素人判断は非常
に危険です。
・・・毒の有る誤採取・誤食の防止。
３． 自分で判断してはっきり食べられると解かる山菜のみ採取する。
４． 山菜採りのルールを守ろう。（掘った穴は元の様に土を掛け埋め戻す、ねこそぎ採取はやめ、
必ず１本の芽は残すこと。）
誤食が考えられる山菜例
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※ 毒の山菜を誤食した場合の処置について
１） 毒草と云われる植物に於いては熱加工や乾燥によっても毒成分は分解しない。
２） 山菜を食べた後に激しい腹痛や下痢、胃痛、嘔吐等の症状が出た時はすみやかに然るべき医療機にて
診察を受けること。
３） 応急処置としては食べた食物を吐かせる事、…ＰＥ袋のなかに吐かせ医療機関に渡す、
４） 吐かせるためには「牛乳」
「緑茶」
「木炭の粉末を入れた水」
「多量の水」等多く与え胃の中の物を吐か
せる、
（胃を守る、毒性を薄め、毒の中和に効果有り）
５） 山菜の料理前の分別、洗浄の祭に確認を行って下さい。
（ゴミや毒草の混入防止の為）
６） 上の表以外の毒草（木）にはアセビ（馬酔木）エゴノキ、オキナグサ、福寿草、キンポウゲ類、シキミ、
ヒガンバナ、クサノオウ、クロウメモドキ、タケニグサ、トウダイグサ（ノウルシ）
、ソテツ等、又、ナン
テンやオニバシリ等の実に毒成分が含まれる。ヤマゴボウ（おみやげとして市販されているヤマゴボウは
栽培したオニアザミの根です）
、･･･身近ではジャガイモの芽の部分も有毒です。
これらの植物の中には薬品の成分として利用されているものも有ります。
７） 食べられる山菜（木）の中にはトゲのある物に注意、そのトゲに皮膚の炎症や化膿を起こす起因と
なる「毒」成分が含まれる植物の中に「タラの木」
「イラクサ」などあります。
（皮膚の炎症や化膿の発生は人により異なります。
尚、 写真及び山菜の説明文は山渓フィールドブックス 木原浩氏著書「山菜」及び永岡書店 後藤雄佐氏・星川清親氏共著
「山菜取りの楽しみ」から引用いたしました
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補足資料

山歩きのルール（装備・道具の使用マナー）

●装備・道具の使用について
各々の装備について、装備本来の用途の域を超えた使い方が目立ってきました。特に最近のトレイルランレー
スなどでは顕著に行き過ぎた使用が散見されている。
不適切な使用は周囲の生態系への悪影響や、他人への迷惑につながります。各装備の目的と用途を理解し、マ
ナーを守り自然にやさしい登山をしたものである。
●道具の使用を考える
1．ヘッドランプ・ハンドランプ
自転車バイク用に 10,000 ルーメンという明るさのものが市販されるようになりました。これは自転車バ
イク用という目的に叶ったものであろうが、登山で使用するのには決して適当とは言えない。高性能を自
慢げに使用する例があるように見受けるが、考えものと言えるのではない。それは、山の中で何百メート
ルも先を照らす必要など全くありません。山登りのスタイル別に必要な明るさはおおよそ次の通りといわ
れています。
①ハイキング： 60～80 ルーメン
②早朝・夜間行動を想定した登山：100～150 ルーメン
③夜間行動するときやルートファインディングを重要視する： 200 ルーメン～400 ルーメン。
登山尾安全を確保する以上に周囲の動物への影響を配慮し、必要な明るさとその使用を考えるべきです。
また、山小屋やテント場で他の人の迷惑にならないように無用な照射を避けた使用も大事なマナーです。
2． クマ鈴（カウベル）
トレイルレース中、数珠繋ぎ状態の中でマ鈴を鳴らしたままの人が多くいます。あるレースでは参加者 2
千数百人中、何百人もの人が状況に関係なくクマ鈴を鳴らして行動している例も見受けます。
クマ鈴の目的は、クマとの不意の遭遇を避けるために存在を知らせるため鳴らすものです。小動物たちに
とって鈴の音の響きは生活圏を侵す脅威となりかねないことも考えるべきです。
トレイルレースに限ら、大勢の人が一様にクマよけ鈴をザックにつけて走ったり歩いたりと、登山するこ
とは耳障りな騒音をまき散らしていることだけにしか過ぎません。夜間や早朝に山小屋内で鳴らしながら
準備することも耳障りな迷惑行為です。
単独や少人数でのクマの生息地へ入域する時に、鈴を鳴らして自分たちの存在を知らせることが本来の熊
鈴の目的であることを忘れてはなりません。
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公益社団法人日本山岳協会
〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育会館
電話 03-3481-2396
FAX 03-3481-2395
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