
平成２７年度 愛山渓地区周辺 作業箇所 

 

資料１３ 

上川自然保護官事務所 

・三十三曲から当麻乗越間 

維持管理業務で登山道等点検 

上川総合振興局、上川南部森林室 

・滝コース 歩道崩落による歩道付け替え 

大雪山パークボランティア 

・滝ノ上分岐から永山岳間 ササ刈 

大雪山パークボランティア 

・沼ノ平半月沼周辺 ロープ柵設置 

北海道山岳整備 

流された橋の移動 
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平成２７年度 沼ノ原地区周辺 作業箇所 

 

上川自然保護官事務所 

・沼ノ原 

維持管理業務で木道等点検 

 

上川中部森林管理署、協議会パトロール 

・忠別岳シビナイコース 

笹の刈払い作業 

 

大雪山パークボランティア 

・五色岳周辺 笹・ハイマツなどの刈払い作業 

 

上川中部森林管理署、上川自然保護官事務所 

・沼ノ原～五色岳 

登山道等点検及び笹の刈払い 

 

大雪と石狩の自然を守る会 

ひぐま大学 沼ノ原 
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平成２７年度 赤岳・白雲避難小屋・大雪高原温泉 地区周辺 作業箇所 

 

ヒグマ情報センター 

・大雪高原温泉沼巡りコース 刈払い及び軽微な補修作業、 

緑沼付近木道１０基設置（協働型で資材上げをした分） 

上川総合振興局、上川中部森林管理署、上川自然保護官事務所 

 ・大雪高原温泉沼巡りコース 協働型作業 

  （登山道補修資材 角材及び丸太荷揚げ作業） 

参加者：上川総合振興局、上川中部森林管理署、上川自然保護官事務所、協議会パトロール 

層雲峡ビジターセンター、りんゆう観光、パークボランティア、旭川勤労者山岳会、日高山脈

ファンクラブ 

 

 

上川自然保護官事務所 

・白雲避難小屋 基本計画 

平ヶ岳払い作業 

 

上川中部森林管理署、協議会パトロール 

緑岳登山道 笹及びハイマツの刈払い作業と

軽微な補修作業 

上川中部森林管理署、協議会パトロール 

・赤岳登山道 笹及びハイマツの刈払い作業

と軽微な補修作業 

協議会パトロール（白雲避難小屋管理人） 

・植生保護ネット被覆 

・小補修 

平ヶ岳払い作業 

 

上川総合振興局 環境生活課 

高山植物盗掘防止パトロール 
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平成２７年度 黒岳・層雲峡地区周辺 作業箇所 

 

上川自然保護官事務所 

・層雲峡園地 園地整備 

上川自然保護官事務所 

・朝陽山登山道 協働型作業  

登山道保全技術セミナー 

参加者：上川自然保護官事務所、上川中部森林管理署、

協議会パトロール、層雲峡ビジターセンター、りんゆう

観光、パークボランティア、美瑛山岳会、日高山脈ファ

ンクラブ 講師：北海道山岳整備 

 

上川中部森林管理署、協議会パトロール 

・朝陽山登山道 笹の刈払い作業 

りんゆう観光 

・黒岳７合目から九十九沢間 散策路整備準備 

 

上川中部森林管理署 

・黒岳登山道及びその周辺の笹の刈払い及

び倒木処理、ほか軽微な補修作業、ロー

プ柵管理など。 

・１合目～７合目 年１回機械刈り作業 

層雲峡観光協会、層雲峡ビジターセンター 

・紅葉谷散策路 倒木処理 

 

上川総合振興局 環境生活課 

黒岳トイレ維持管理 

ガイドオフィス風 

大雪山全域の登山ガイド 
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平成２７年度 雲の平・北海沢周辺 作業箇所 

上川総合振興局、上川中部森林管理署、上川自然保護官事務所、協議会パトロ

ール、層雲峡ビジターセンター、旭川勤労者山岳会、日高山脈ファンクラブ、

パークボランティア、北海道山岳整備 

・雲の平地区 協働型登山道補修作業（木階段、土留工、土嚢階段などの作業） 

・北海沢周辺 協働型登山道補修作業（木階段、土留工、土嚢階段、導流工な

どの作業） 

大雪と石狩の自然を守る会 

ひぐま大学 

黒岳・桂月岳・お鉢平 

上川総合振興局 環境生活課 

黒岳～お鉢平展望  

地域戦略プロジェクト 
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平成２７年度 石狩岳縦走路 作業箇所 

上川中部森林管理署、上川自然保護官事務所 

・沼ノ原分岐～石狩岳分岐 笹の刈払い作業 

上川自然保護官事務所 

・根曲がり廊下 笹の刈払い作業 
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平成２７年度 化雲岳周辺 作業箇所 

美瑛山岳会 

・天人峡化雲岳登山道ササ刈り 

天人峡登山口～第 2公園 6.0ｋｍ 

・天人峡化雲岳登山道ハイマツ処理 

（第 2公園上部～ポン沼周辺）豪雨により中止 

 

大雪山パークボランティア 

化雲岳標柱、分岐標柱看板塗り直しペイント 

 

東川自然保護官事務所 

第 1公園～第 2公園周辺 

ハイマツ刈り 

上川中部森林管理署 

天人峡登山口第一公園 ササ刈り 
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平成２７年度 天人峡周辺 作業箇所 

上川総合振興局 環境生活課 

地域戦略プロジェクト 

・天人峡第一公園コース 

・天人峡くるみの沢スノーシュー 

大雪山自然学校 

東川町「旭岳青少年野営場運営業務」 

内容：受付、利用方法の説明、物品の貸出し、

野営場の維持管理、野営場の維持管理（清掃、

草刈、サイトの補修） 

東川自然保護官事務所 

勇駒別ビジターセンター実施設計 

勇駒別園地維持管理業務 

 

 

東川自然保護官事務所 

天人峡園地実施設計業務 
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南部森林室 
姿見園地～中岳温泉
森林巡視 

 

大雪と石狩の自然を守る会 
「ひぐま大学」旭岳温泉～裾合平 
「グリーンフォーラム」旭岳温泉～天女
ヶ原～姿見の池～旭岳 

東川自然保護官事務所 

勇駒別線道路補修、沼ノ平姿の池線道路、層雲峡勇駒

別線道路、中岳裾合平線道路 維持管理業務 

大雪山自然学校 

東川町大雪山国立公園保護協会委託業務「自然保護対策業務」 

旭岳、姿見園地、天女ヶ原登山道、旭岳温泉自然探勝路 

登山道や案内看板の補修、清掃、草刈、利用者へのマナー普及啓発、

利用者への情報提供、解説、協力金の呼びかけ、長靴の貸出し、イ

ンターンシップ、ボランティアの受け入れ 

平成２７年度 旭岳周辺 作業箇所 

大雪山パークボランティア 
登山道ロープ張り、標柱ペイント、 
裾合平、中岳周辺にテンサーと植生ネット設置（講
師：北海道山岳整備） 

上川総合振興局 環境生活課 
旭岳姿見の池、中岳温泉コース 地域戦略プロジェクト 
高山植物盗掘防止パトロール 

山樂舎 BEAR 

旭岳～中岳温泉 環境保全登山 

姿見園地 登山道保全技術セミ

ナー（参加：上川総合振興局環

境生活課、北海道山岳整備、大

雪山倶楽部、大雪山自然学校、

東川エコツーリズム推進協議

会、美瑛山岳会、東川自然保護

官事務所） 

東川エコツーリズム推進協議会 

・山の日制定記念登山ツアー 

・姿見ガイド 

・東川町内留学生向け姿見一周ガイ

ドツアー 

大雪山国立公園研究者ネットワーク 

調査予定区間で登山道荒廃に関する

写真データを収集し、3次元化を行っ

ている 
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平成２７年度 三川台・トムラウシ山周辺 作業箇所 

大雪山パークボランティア 

登山道踏み込み防止のロープ張り、標

柱ペイント、清掃 
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平成２７年度 十勝岳～美瑛富士周辺 作業箇所 

東川自然保護官事務所 

登山道補修セミナー（美瑛富士登山道） 

参加団体：美瑛山岳会、旭川山岳会、北海道大学

大学院、上川中部森林管理署、その他 講師：北

海道山岳整備 

美瑛山岳会 

・美瑛富士避難小屋清掃、残置ゴミ回収、ドア補修 

・美瑛富士登山道のササ刈り 

・美瑛富士登山道補修（段差処理、導流工、簡易木道） 

・北向沢徒渉点補修（鉄製ハシゴ維持管理、登下降用ロープ

維持点検、側道補修） 

・十勝岳新得コース 分岐看板設置 

上川南部森林管理署 

十勝岳の巡視、植生保護等の啓蒙活動 

山のトイレを考える会 

美瑛富士トイレ管理連絡会設立 

美瑛富士 仮設携帯トイレ設置 

 

美瑛町 

十勝岳山開き 

東川自然保護官事務所 

美瑛地区登山道協働型維持業務（GW） 

委託先：美瑛山岳会 参加団体：北海道山岳整備、

旭川山岳会、大雪山自然学校、旭岳ビジターセンタ

ー、層雲峡ビジターセンター、上川中部森林管理署、

美瑛町、その他 

 

上川総合振興局 環境生活課 

美瑛富士 地域戦略プロジェクト 

東川自然保護官事務所 

辺別岳～オプタテシケ周辺ハイマツ刈り 

上川中部森林管理署 

美瑛富士登山道 ササ刈り 
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平成２７年度 望岳台・十勝岳温泉周辺 作業箇所 

上富良野町 

扇遊歩道整備（上富良野町、かみふらの十勝

岳観光協会、十勝岳温泉旅館協会、上富良野

十勝岳山岳会） 

美瑛山岳会 

十勝岳避難小屋防災資材収納棚設置 

十勝岳登山道補修、保護ロープ着脱 
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平成２７年度 富良野岳・原始ヶ原周辺 作業箇所 

上川南部森林管理署 

巡視、植生保護等の啓蒙活動 

富良野山岳会・富良野市・東川自然保護官事務所 

原始ヶ原滝コースの丸太橋の確認、補修（富良野山岳

会） 大雪山パークボランティア 

カミホロ～十勝岳周辺のロープ着脱、ペイント作業、清掃 

上川総合振興局 環境生活課 

富良野岳 地域戦略プロジェクト 

高山植物盗掘防止パトロール 
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