
平成27年度PV活動年間計画 

日 程 場 所        行   事 内容等 

4月 14日（火） 東川ＲＨ ○４月役員会 18時～ 

5/9（土）～10
（日） 

十勝岳温泉 ○５月役員会 
○連絡会総会（十勝岳温泉凌雲閣） 

1日目：総会 
2日目：春山研修 

5月 15日(金) 上川町 ○運営協議会総会  

5月 18日(月) 士幌町 ●セイヨウオオマルハナバチ防除活動 防除活動 

6月 2日（火） 東川ＲＨ ○６月役員会 18時～ 

6月 13日(土) 
6月 21日（日） 

十勝岳 
旭岳山頂～間宮岳 

●登山道整備 
●登山道整備 

ﾛｰﾌﾟ補強、清掃 
ﾛｰﾌﾟ補強、清掃 

6月 19日(月) ぬかびら・扇ヶ原周辺 ●セイヨウオオマルハナバチ防除活動 防除活動 

6月 表大雪・十勝岳連峰 ●高山蝶重点パトロール 現地重点パトロール 

6月 17日(水) 層雲峡温泉 ●外来種防除活動（ルピナス等） 防除活動 

7月 1日（水） 東川ＲＨ ○７月役員会 18時～ 

7/3（金）～ 5
（日） 

ヒサゴ沼避難小屋 ●登山道整備           ﾛｰﾌﾟ補強、清掃 

7 月 14 日(火)
～17日(金) 

然別湖 ●ウチダザリガニ防除   ザリガニ防除 

7月 26日（日） 旭岳裾合 ●登山道整備 ﾛｰﾌﾟ補強、清掃 

7 月 27 日(月)
～28日(火) 

雲の平 ●登山道補修作業 資材運び 

7月 30日(水) 愛山渓 ●登山道整備 ※愛山渓地区 登山道ササ刈り 

8月 1日(土)  高原温泉沼巡りコース ●登山道整備 木道資材運搬、生態調査 

8月 2日（日） 
 

大雪山全域 
 

●自然公園クリーンデー 
層雲峡温泉・旭岳温泉・白金温泉・天人
峡温泉・ぬかびら温泉（ぬかびらは 7 月
に実施予定）                    

清掃活動 
 

8月 4日（火） 東川ＲＨ ○８月役員会 18時～ 

8月 11，13，18，
20日 

旭岳周辺 ●セイヨウオオマルハナバチ防除活動週
間 

防除活動 

8月 11日(火) 十勝三股 ●植生復元 下草刈り 

8月21日(木)28
日(木) 

銀泉台入口～コマクサ平 ●外来種防除活動（オオハンゴンソウ、
フランスギク、セイヨウオオマルハナバ
チ等） 

防除活動 

8月 26日(水) 沼ノ平 ●湿原植生再生 種子採取等 

8月 27日(木) 裾合平～中岳 ●テンサー工・ヤシ土嚢設置 登山道補修資材設置 

8月 29日(土) 美瑛富士避難小屋 ●携帯トイレブースパトロール 清掃パトロール 

9月 1日（火） 東川ＲＨ ○９月役員会 18時～ 

9月 4～6日 ヒサゴ沼 
忠別避難小屋 

●登山道整備                       ﾛｰﾌﾟ緩め、清掃 

9月 11日(金) 沼ノ平 ●植生復元 播種 

9 月 12 日～27

日 

高原温泉沼巡りコース、 
赤岳銀泉台 

●マイカー規制対応                 
※土日祝日＋平日 2日程/週 

自然解説活動、 
受付補助 

9月 26日（土） 十勝岳 ●登山道整備 ﾛｰﾌﾟ緩め、清掃 

9月 27日（日） 旭岳山頂・裾合 ●登山道整備 ﾛｰﾌﾟ緩め、清掃 

10月 6日（火） 東川ＲＨ ○10月役員会 18時～ 

10月中旬 然別湖 ●ウチダザリガニ防除 防除活動 

10月中旬 三股周辺 ●植生復元 稚樹の掘り取り 

1月中旬 旭川市内 ○１月役員会および新年会  

2月中旬 場所別途 ○冬期研修会  

2月～3月上旬 愛山渓他 ●スノーモビル等乗入れ規制合同パトロ
ール、重点パトロール 

 

年間  ●事務所行事への協力（観察会・フォーラムなど） 
●層雲峡 VCにおける来館者への自然解説
等 
●協働型維持管理の協力 
●登山道情報交換会、登山道講習会等へ

 

資料６ 



の出席 

 

 

平成２７年度協働型維持管理支援 スケジュール  

日 程 場 所 行   事 内容等 

5 月 20 日（水)、

26 日（火） 

然別湖 ◇登山道整備 登山道笹刈り 

6 月 8 日（月） 美瑛町 ○表大雪地域登山道関係者による情報交

換会 

 

6 月 26 日（金） 十勝管内 ○東大雪地域登山道関係者による情報交

換会 

 

6 月 23 日(火) 朝陽山 ◇登山道保全技術セミナー 登山道講習会 

7 月 7 日(火) ユニ石狩岳 ◇登山道安全技術セミナー 登山道講習会 

7 月 9 日(木) トムラウシ山 ◇登山道整備 ※カムイ天井付近 資材運び 

7月 27日(月)～

28 日(火) 

雲の平 ◇登山道補修作業    資材運び 

8 月 1 日(土) 高原温泉沼巡り コー

ス  

◇登山道整備                          木道資材運び、ヒグマ 

生態観察 

8月 22日(土)～

23 日) 

北海沢～北海岳 ◇登山道補修作業 土留め作業 

8 月 23 日(日) 美瑛富士 ◇維持管理支援 資材運び、設置 

8 月 30 日(日) 美瑛富士 ◇登山補修セミナー 登山道講習会 

9 月上旬 然別湖 ◇然別自然休養林登山道整備 笹刈り 

10 月上旬 ニペソツ山 ◇登山道保全技術セミナー 登山道講習会 

12 月中旬 旭川市内 ○表大雪地域登山道関係者による情報交

換会 

会議 

冬期 十勝管内 ○東大雪地域登山道関係者による情報交

換会 

会議 

〇：会議等 ◇：行事  

 


