
令和元年度 沼ノ原地区周辺 作業箇所 
 

上川自然保護官事務所請負業務、 
北海道山岳整備実施  
沼ノ原登山道点検等 
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令和元年度 層雲峡地区周辺 作業箇所 

 

上川自然保護官事務所 
・登山道利用者数調査（黒岳） 

上川総合振興局 環境生活課 
・黒岳トイレ維持管理作業  
供用開始 6 月 19 日(水)、9 月 30 日(月)～10 月 4 日(金)までの間に供用終了 

・自然観察会 
7 月 27 日(土) 黒岳～間宮岳～裾合平縦走（高山植物保護対策事業含む） 
8 月 24 日(土) 黒岳・石室 

・登山道保全技術セミナー 
 8 月 17 日(土) 黒岳・雲の平（※大雪山・山守隊に業務委託） 
・登山道整備講習会 
 7～8 月の平日（日付け未定） 黒岳雲の平～中岳～裾合平 

資料１２－２ 

大雪山国立公園連絡協議会 
・黒岳ロープウェイ又はリフト 携帯トイレ普及キャンペーン 

上川町 
・黒岳トイレの管理運営 

大雪山国立公園パークボランティア連絡会 
・外来種防除活動（ルピナス） 

山のトイレを考える会 
・層雲峡ビジターセンター、 
 黒岳 7 合目登山事務所 
 トイレマップ配備 



令和元年度 白雲避難小屋・高原温泉地区周辺 作業箇所 

 

上川総合振興局 環境生活課 
・高原温泉 自然観察会・ヒグマ観察 
・銀泉台～赤岳～小泉岳 高山植物保護対

策事業 
・高原温泉沼巡り歩道 ヤンベタップ沢橋

梁設置 6 月 20 日(木)、撤去 10 月中旬 

大雪山国立公園パークボランティア連絡会 
・赤岳、緑岳 高山蝶パトロール 
・高原温泉マイカー規制期間ヒグマ対応支援 
・銀泉台マイカー規制期間利用者指導 
・赤岳、緑岳 外来種駆除活動、セイヨウマ

ルハナバチモニタリング 
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山のトイレを考える会 
・白雲岳避難小屋、高原温泉 

トイレマップ配備 

上川中部森林管理署 
・グリーンサポートスタッフを中心に森林巡視・普及啓発活動、歩

道の簡易な補修を実施（高原温泉～緑岳） 

上川自然保護官事務所 
・白雲岳避難小屋 建替え検討 
・登山道利用者数調査（高原温泉地区、銀泉台地区） 

大雪山国立公園連絡協議会 
・携帯トイレ普及キャンペーン 
（・銀泉台～赤岳・高原温泉） 

北海道山岳整備 
・ヒグマ情報センター運営 

上川町 
・携帯トイレ回収ボックスの設置・維持 
・白雲避難小屋管理運営 

北海道大学地球環境科学研究院 
・赤岳、緑岳、銀泉台 利用者アンケート調査 
・銀泉台、高原温泉 入林簿調査 
 

大雪と石狩の自然を守る会 
・緑岳 ひぐま大学 

NPO アースウィンド 
・環境省自然環境局生物多様性センター委託事業 
 赤岳、コマクサ平、黒岳 花ボランティアセミナー 



令和元年度 雲の平・北海平 地区周辺 作業箇所 

 

公益社団法人 日本山岳会北海道支部 
・6 月 1 日(土)～10 月 10 日(木) 大雪山全域 
道委託による高山植物盗掘防止パトロール実施 
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山岳レクリエーション管理研究会 
・大雪山・山守隊に協力 

大雪山国立公園パークボランティア連絡会 
・6 月 9 日(日)、6 月 27 日(木) 旭岳 9 合目～中岳分岐 登

山道整備 
・8 月 姿見の池 セイヨウオオマルハナバチモニタリング 

山樂舎 BEAR 
・大雪山・山守隊の活動に積極的に協力 

北海道大学地球環境科学研究院 
・雲の平、北海平、中岳分岐 登山道荒廃調査 
・黒岳野営指定地、裏旭野営指定地 面積・地表

面形態調査 
・黒岳、旭岳、裏旭野営指定地、層雲峡ビジター

センター、層雲峡ロープウェイ周辺 利用者ア

ンケート調査 
・黒岳 7 合目 入林簿調査 

北海道大学大学院農学研究院 
・雲の平、裾合平 植生保護ネットによる 
高山植生復元の効果の検証 



令和元年度 愛山渓地区周辺 作業箇所 
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上川自然保護官事務所 
・松仙園地区の整備工事、植生調査、積

雪量モニタリング 
適正利用推進協議会の開催（予定） 

上川自然保護官事務所請負業務、 
北海道山岳整備実施 
・登山道点検等業務 

大雪山国立公園パークボランティア連絡会 
・沼の平植生復元モニタリング 
・愛山渓登山道整備（ササ刈り） 

山のトイレを考える会 
・愛山渓倶楽部 トイレマップ配備 

山のトイレを考える会 
・愛山渓倶楽部 トイレマップ配備 

上川自然保護官事務所請負業務、大雪山・山守隊実施 
・たまには山へ恩返し in 愛山渓 



 
 

山のトイレを考える会 
・旭岳ビジターセンター 
 トイレマップ配備 

令和元年 旭岳周辺 作業箇所 

上川総合振興局 環境生活課 
・8 月 31 日(土) 裾合平 登山道保全技術セミナー 
※大雪山・山守隊に業務委託 

・姿見の池探勝路 多言語解説文の作成 

東川自然保護官事務所請負業務、北海道山岳整備実施 
・沼ノ平～姿見の池線、中岳温泉～間宮分岐線 
登山道点検等業務 
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東川自然保護官事務所 
・登山道利用者数調査

（旭岳、裾合平） 

大雪山自然学校 
・姿見展望台、第一展望台のベンチ・テーブルの制作・設置 
・姿見園地 分散排水工、床止工、段差処理工 

旭川東警察署 
・姿見駅 安全登山普及活動 

大雪と石狩の自然を守る会 
・旭岳～裾合平 ひぐま大学 
 

大雪山国立公園連絡協議会 
・７月４日～16 日 中岳温泉  
携帯トイレ普及キャンペーン 
 

NPO 法人 ezo rock 
・旭岳姿見園地周辺 
ボランティア募集、マッチング、派

遣、コーディネート 



 

令和元年度 天人峡周辺 作業箇所 資料１２－７ 

東川自然保護官事務所 
・登山道利用者数調査（天人峡） 



 

令和元年度 十勝岳・美瑛富士周辺 作業箇所 

東川自然保護官事務所 
・登山道利用者数調査 
（十勝岳、美瑛岳、美瑛富士） 

公益社団法人日本山岳会北海道支部 
・7 月 21 日(日)美瑛富士携帯トイレブース点検・清掃活動 

山のトイレを考える会 
・6 月 23 日(日)携帯トイレ用テントブース設置。 
詳細は資料８に記載。 

・白金温泉、望岳台、吹上温泉、トイレマップ配備 

美瑛山岳会 
・十勝岳登山道 規制・保護ロープ着脱 
・始動標識の点検 
 

上川南部森林管理署 
・十勝岳 グリーンサポートスタッフによる巡視 
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大雪山国立公園パークボランティア連絡会 
・8 月 18 日(日)美瑛富士携帯トイレブース点検・清掃作業 

東川自然保護官事務所 
・美瑛富士携帯トイレブース設置 



 

令和元年度 富良野岳周辺 作業箇所 

上川南部森林管理署 
・富良野岳登山口 
グリーンサポートスタッフによる巡視等 

大雪山国立公園パークボランティア連絡会 
・富良野岳 高山蝶パトロール 
・富良野岳 セイヨウオオマルハナバチ防除 
・原始ヶ原 湿原植生復元モニタリング 
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東川自然保護官事務所 
・登山道利用者数調査（原始ヶ原、十勝岳温泉） 
・原始ヶ原湿原における植生復元手法の評価検討業務 

富良野山岳会 
・原始ヶ原滝コース橋の整備 

山のトイレを考える会 
・十勝岳温泉凌雲閣 トイレマップ配備 

大雪と石狩の自然を守る会 
・カミホロ～十勝岳 ひぐま大学 


