登山道に関する一元的な情報発信 取組結果報告 資料２１
大雪山国立公園 登山情報 http://www.daisetsuzan.or.jp/trail-news/
＜概要＞
○期間：令和元年７月11日～10月初旬
○目的：大雪山の登山に必要な情報、役立つ情報を集約、整理して発信。
○ねらい：登山者の利便性、マナーの向上、安全確保（遭難防止を含む）。
＜運営体制＞
①事務局（自然保護官事務所）が、協力団体のブログ等を参照してリンクを掲載
②事務局（自然保護官事務所）が収集した情報を掲載
③協力団体から事務局（自然保護官事務所）宛に、掲載依頼があった情報を掲載。
＜取組の位置づけ＞
○大雪山国立公園連絡協議会 登山道維持管理部会として実施すべき取組を先行的に実施。
＜発信媒体の特徴＞
○大雪山国立公園を登山する人すべてを対象に発信。
※大雪山国立公園連絡協議会 facebook
・大雪山国立公園のファン、関係者等が中心に閲覧。
・管理活動の結果、自然情報、イベント情報を中心に投稿。
・壮年～中高年層の利用が多く、若年層の閲覧が少ない（facebookの一般的特徴）
・情報の拡散力がある。

大雪山国立公園

登山情報 アクセス／イメージ

＜アクセス方法＞

＜ページイメージ＞

大雪山国立公園連絡協議会
ホームページからリンク

Google 等の検索エンジ
ンからアクセス

Google 検索結果順位（R1.11現在）
「大雪山国立公園 登山」 １番目
「大雪山 登山」 ４番目
「大雪山 黒岳 登山」12番目
「大雪山 緑岳 登山」３番目
「大雪山 十勝岳 登山」２番目
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＜各エリアの情報掲載状況＞
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取組結果

山域ごとの発信件数
山域

主な山名等

黒岳地域

黒岳・ニセイカウシュッペ

愛山渓地域

資料２１

閲覧数
Sessions

発信件数
8

243

愛山渓・沼ノ平

11

722

赤岳・緑岳

赤岳・緑岳

13

700

旭岳

姿見の池・旭岳・裾合平

20

378

高原温泉

大雪高原温泉

1

173

白雲～化雲

白雲・忠別・五色・化雲

13

278

十勝岳

十勝岳連峰

17

188

トムラウシ

トムラウシ山

5

115

石狩・ニペ

石狩岳・ニペソツ山

5

93

然別湖周辺

然別湖周辺

1

8

※運用期間

90日間

ページトップ
3,678
※令和元年11月25日集計
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情報発信元ごとの発信件数
情報発信元

発信件数 発信地域内訳
愛山渓（７）赤岳・緑岳（４）旭岳（４）白雲～化雲（8）

大雪山国立公園連絡協議会

43

層雲峡ビジターセンター

12 黒岳（５）愛山渓（１）赤岳・緑岳（４）白雲～化雲（２）

ＮＰＯ法人大雪山自然学校

十勝岳（15）トムラウシ（３）石狩・ニペ（２）

※ 10 愛山渓（２）旭岳（８）

8 黒岳（２）赤岳・緑岳（４）白雲～化雲（２）

旭岳ビジターセンター

5 旭岳（５）

一般社団法人大雪山・山守隊

4 旭岳（３）トムラウシ（１）

ヒグマ情報センター

2 高原温泉（１）白雲～化雲（１）

ひがし大雪自然館

2 石狩・ニペ（２）
※ 1 黒岳（１）

愛山渓倶楽部

1 愛山渓（１）

大雪山倶楽部

1 赤岳・緑岳（ 1 ）

上川町役場

1 赤岳・緑岳（１）

十勝西部森林管理署東大雪支署

1 十勝岳（１）

上富良野町

1 十勝岳（１）

新得地区登山道整備維持管理協議会

1 トムラウシ（１）
1 然別湖（１）

陸上自衛隊帯広駐屯地

51

件

りんゆう観光

合計

ＮＰＯ法人かむい

※協力団体から事務局（自然保
護官事務所）宛に、掲載依頼が
あったものは、合計４件

大雪山国立公園

登山情報 評価と課題（案）
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＜評価＞
○最新情報を提供できるため、安全確保、遭難未然防止のツールと
しての可能性が大きい。
○検索結果の上位に表示されるようになる等、一定の浸透。
＜短期的課題＞
○「登山道情報」のさらなる周知
・各団体との相互リンク、登山関係SNSやその他媒体での表示。

○事務局体制に限りがある。

・情報の取りこぼしが一部あり（繁忙期など）。地域で情報の密度に差がある。

○みんなが情報発信に参加する雰囲気と仕組みづくり

・メンバーから事務局に対する情報掲載依頼は２件のみ
・メンバーが登山道情報の管理ページにログインして情報を入力し、
事務局で承認後掲載される機能を構築・運用することも一案。

＜中期的課題＞
○外国語対応（英語の併記）。地図表示等システムの改善。

【参考】情報発信内訳
番号 山域

更新日

情報内容区分

内容

写真 情報提供者

７合目～８合目などに残っている

なし 層雲峡ビジターセンター

開花情報

八合目を過ぎた箇所、チシマキンバイソウほか

なし 層雲峡ビジターセンター

登山地情報

ニセイカウシュペの写真（ｆｂに誘導）

なし ＮＰＯ法人かむい

令和1年7月26日 開花情報

７月下旬とは開花している植物が違う

なし ＮＰＯ法人かむい

令和1年8月23日 紅葉情報

ゆっくり進んでいる

なし 層雲峡ビジターセンター

５日、東斜面ほか見頃

なし 層雲峡ビジターセンター

13日、山頂、雲の平、お鉢平で確認

なし 層雲峡ビジターセンター

1 黒岳地域

令和1年7月10日 雪渓情報

2 黒岳地域

令和1年7月17日 雪渓情報

3 黒岳地域

令和1年7月21日 登山地情報

4 黒岳地域
5 黒岳地域
6 黒岳地域

令和1年9月8日 紅葉情報

7 黒岳地域

令和1年9月16日 紅葉情報

8 黒岳地域

令和1年9月20日 積雪情報

黒岳地域合計
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注意喚起情報 山頂付近15㎝～１ｍの積雪

なし りんゆう観光

８件

1 愛山渓地域

令和1年7月10日 交通情報

大雨で国道39号線に至る道が通行止め

なし 層雲峡ビジターセンター

2 愛山渓地域

令和1年7月21日 ヒグマ情報

安立間岳と比布岳の間で目撃

なし ＮＰＯ法人大雪自然学校

3 愛山渓地域

令和1年7月31日 登山地情報

愛山渓温泉への夏道開通

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

4 愛山渓地域

令和1年7月31日 登山地情報

5 愛山渓地域

令和1年8月3日 登山地情報

登山道崩壊

令和1年8月7日 ヒグマ情報

当麻岳と足立間岳の間で糞

３点 ＮＰＯ法人大雪自然学校

沼ノ平紅葉

1点

6 愛山渓地域

注意喚起情報 イズミノ沢の渡渉注意 橋が折れ曲がっている
昇天の滝、村雨の滝コース閉鎖

大雪山国立公園連絡協議会事務局

1点

愛山渓倶楽部

7 愛山渓地域

令和1年8月26日 紅葉情報

8 愛山渓地域

令和1年8月26日 登山道情報

巡視結果の様子まとめ

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

9 愛山渓地域

令和1年9月4日 紅葉情報

沼ノ平紅葉

1点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

令和1年9月8日 登山道情報

イズミノ沢に新しい橋設置

1点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

沼ノ平降雪

２点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

10 愛山渓地域
11 愛山渓地域
愛山渓地域合計

令和1年9月20日 積雪情報

開花情報

草紅葉

1点

部分的に色づき
1300～1900ｍ以上で積雪

大雪山国立公園連絡協議会事務局

11件

1 赤岳・緑岳

令和1年7月10日 開花情報

銀仙台～赤岳の雪渓と高山植物の状況

なし 層雲峡ビジターセンター

2 赤岳・緑岳

令和1年7月11日 開花情報

緑岳～赤岳～銀泉台の開花状況

なし 大雪山倶楽部

3 赤岳・緑岳

令和1年7月12日 開花情報

緑岳情報 第一花園、第二花園で木道見える（fbに誘導）

なし ＮＰＯ法人かむい

4 赤岳・緑岳

令和1年7月17日 ヒグマ情報

高原温泉→緑沼 ヒグマ目撃情報

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

5 赤岳・緑岳

令和1年7月17日 開花情報

銀仙台から赤岳第一花園の開花状況（fbに誘導）

なし ＮＰＯ法人かむい

6 赤岳・緑岳

令和1年7月24日 開花情報

緑岳コースの開花状況の詳細

なし 層雲峡ビジターセンター

6 赤岳・緑岳

令和1年8月23日 登山道情報

赤岳

なし 層雲峡ビジターセンター

7 赤岳・緑岳

令和1年9月5日 紅葉情報

雪渓消失、登山道の水たまりに注意

緑岳登山道、ナナカマド、ウラシマツツジなど

なし 層雲峡ビジターセンター

8 赤岳・緑岳

令和1年9月13日 注意喚起情報

11日に緑岳の岩場で救助事例発生、注意を

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務所

9 赤岳・緑岳

令和1年9月16日 交通情報

銀仙台で実施中

なし 上川町役場

10 赤岳・緑岳

令和1年9月16日 トイレ情報

赤岳山頂に９月14日～23日まで設置

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

11 赤岳・緑岳

令和1年9月16日 紅葉情報

赤岳の紅葉状況（写真はｆｂに誘導）

なし ＮＰＯ法人かむい

12 赤岳・緑岳

令和1年9月21日 トイレ情報

赤岳山頂に携帯トイレブース倒壊により設置中止

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

13 赤岳・緑岳

令和1年9月30日 紅葉情報

銀仙台から赤岳の紅葉終わり、10月３日ゲート閉鎖

なし ＮＰＯ法人かむい

赤岳・緑岳合計

13件

【参考】情報発信内訳
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1旭

岳

令和1年7月10日 登山道情報

旭岳周辺の登山道状況

なし 一般社団法人大雪山・山守隊

2旭

岳

令和1年7月12日 開花情報

姿見の池遊歩道チングルマ、エゾノツガザクラ（蚊、ブヨ）

なし ＮＰＯ法人大雪山自然学校

3旭

岳

令和1年7月13日 ヒグマ情報

旭岳 天女ガ原登山道 糞を確認、朝夕は注意

１点 ＮＰＯ法人大雪山自然学校

4旭

岳

令和1年7月16日 開花情報

裾合平 チングルマ 満開はもう少し先

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

5旭

岳

令和1年7月17日 登山道情報

旭岳周辺の登山道状況

なし 一般社団法人大雪山・山守隊

6旭

岳

令和1年7月20日 トイレ情報

羽衣の滝遊歩道のトイレ故障 使用不可

なし ＮＰＯ法人大雪山自然学校

7旭

岳

令和1年7月24日 開花情報

裾合平 チングルマ ピークを迎えている

なし 旭岳ビジターセンター

8旭

岳

令和1年7月26日 登山道情報

周辺登山道の状況（ブログへ誘導、地図付き）

なし 一般社団法人大雪山・山守隊

9旭

岳

令和1年8月9日 開花情報

姿見の池～裾合平 秋の花開花、野鳥、シマリス

なし ＮＰＯ法人大雪山自然学校

10 旭

岳

令和1年8月19日 開花情報

姿見の池 エゾオヤマリンドウ７割ほど開花

なし ＮＰＯ法人大雪山自然学校

11 旭

岳

令和1年8月19日 ヒグマ情報

姿見の池～裾合平の登山道（糞２か所）ほか

３点 ＮＰＯ法人大雪山自然学校

12 旭

岳

令和1年8月21日 開花情報

姿見の池～裾合平花情報（エゾオヤマリンドウ見頃）

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

13 旭

岳

令和1年8月29日 登山道情報

旭岳温泉から姿見の池 壊れた木道、泥濘 スパッツか長靴

なし 旭岳ビジターセンター

14 旭

岳

令和1年9月5日 紅葉情報

姿見の池 紅葉３割程度 裾合平は進んでいる

なし ＮＰＯ法人大雪山自然学校

15 旭

岳

令和1年9月12日 登山地情報

裾合平 紅葉が見頃 寒さが厳しいので装備注意

2点

旭岳ビジターセンター

16 旭

岳

令和1年9月19日 紅葉情報

裾合平 紅葉のピーク

2点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

17 旭

岳

令和1年9月19日 登山地情報

18 旭

岳

令和1年9月24日 登山道情報

姿見の池周辺、長靴がお勧め

なし ＮＰＯ法人大雪自然学校

19 旭

岳

令和1年9月29日 紅葉情報

姿見の池紅葉ピーク過ぎ、山麓や旭岳温泉が見ごろ

なし 旭岳ビジターセンター

20 旭

岳

令和1年9月30日 交通情報

旭岳から天人峡登山道通行規制案内設置

なし 旭岳ビジターセンター

旭岳合計
1 高原温泉
高原高原合計

注意喚起情報 中岳温泉 湯船北側斜面崩壊、浮石、岩に注意

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

20件
令和1年7月10日 ヒグマ情報

沼めぐりコースの最新情報（ヒグマ情報センターＨＰ等に誘導）なし ヒグマ情報センター

１件

1 白雲～化雲

令和1年7月10日 登山地情報

注意喚起情報 白雲岳避難小屋周辺 キツネに注意

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

2 白雲～化雲

令和1年7月12日 登山地情報

忠別岳付近 一部ササ・ハイマツ被りあり

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

3 白雲～化雲

令和1年7月12日 開花情報

高根ケ原 高山植物見ごろに

３点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

4 白雲～化雲

令和1年7月12日 開花情報

天人峡第一公園 ワタスゲ満開

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

5 白雲～化雲

令和1年7月16日 登山道情報

注意喚起情報 ヒサゴ沼付近 残雪多く、道迷い注意

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

6 白雲～化雲

令和1年7月16日 登山道情報

注意喚起情報 ロックガーデン道迷い注意（ペンキの薄れ）

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

7 白雲～化雲

令和1年8月2日 ヒグマ情報

白雲岳避難小屋周辺 ヒグマ出没

なし ＮＰＯ法人かむい

8 白雲～化雲

令和1年8月9日 ヒグマ情報

白雲岳避難小屋周辺 ヒグマ出没

なし 層雲峡ビジターセンター

9 白雲～化雲

令和1年8月10日 登山道情報

白雲岳～トムラウシ 野営指定地、登山道等の状況

なし ＮＰＯ法人かむい

10 白雲～化雲

令和1年8月19日 ヒグマ情報

白雲岳避難小屋周辺 ヒグマ出没

なし ヒグマ情報センター

11 白雲～化雲

令和1年8月29日 登山道情報

注意喚起情報 板垣新道分岐～白雲岳避難小屋 道迷い注意

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

12 白雲～化雲

令和1年9月16日 登山地情報

紅葉情報

寒さも厳しいので十分な装備を、ダケカンバの色づき悪い

2点

13 白雲～化雲

令和1年9月26日 登山地情報

白雲岳避難小屋水場情報（９月５日、11日の状況）

１点 層雲峡ビジターセンター

白雲～化雲合計

13件

大雪山国立公園連絡協議会事務局

【参考】情報発信内訳
1 十勝岳

令和1年7月19日 登山地情報

2 十勝岳

原始ケ原のワタスゲがピークに、滝コース通行止め

3点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

令和1年7月22日 登山地情報

北向沢の雪、ハシゴの状況

1点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

3 十勝岳

令和1年7月26日 登山地情報

美瑛富士の水場の状況

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

4 十勝岳

令和1年7月26日 登山地情報

双子池の水場の状況

２点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

5 十勝岳

令和1年7月26日 登山地情報

双子池～三川台

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

6 十勝岳

令和1年7月26日 登山地情報

注意喚起情報 つりがね山 登山道崩落に注意

7 十勝岳

令和1年7月26日 ヒグマ情報

つりがね山でヒグマの親子目撃

1点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

8 十勝岳

令和1年8月8日 トイレ情報

美瑛富士登山道情報、携帯トイレ資材ヘリ運搬

2点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

9 十勝岳

令和1年8月23日 登山道情報

富良野岳～原始ケ原方面 ササ被り

なし 大雪山国立公園連絡協議会事務局

10 十勝岳

令和1年8月28日 交通情報

十勝岳新得コース 林道通行止め

なし 十勝西部森林管理署東大雪支署

11 十勝岳

令和1年8月28日 登山道情報

登山道補修工事のお知らせ（十勝岳温泉～安政火口）

地図1点
上富良野町

12 十勝岳

令和1年8月29日 トイレ情報

美瑛富士避難小屋 携帯トイレブース部分使用開始

7点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

13 十勝岳

令和1年9月12日 登山地情報

美瑛岳・美瑛富士の紅葉進む

2点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

14 十勝岳

令和1年9月12日 トイレ情報

美瑛富士携帯トイレブース完成

2点

大雪山国立公園連絡協議会事務局

15 十勝岳

令和1年9月13日 登山道情報

十勝岳新得コースの状況（地図付き）

８点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

16 十勝岳

令和1年9月24日 注意喚起情報

十勝岳 雪あり

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

17 十勝岳

令和1年9月29日 トイレ情報

美瑛富士携帯トイレブース冬囲い

３点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

十勝岳合計

登山道情報

資料２１

紅葉情報

ササが登山道を覆う

スリップ・滑落の危険

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

17件

1 トムラウシ

令和1年7月10日 トイレ情報

南沼野営指定地に携帯トイレブース設置

１点 新得地区登山道整備維持管理協議会

2 トムラウシ

令和1年7月12日 注意喚起情報

ロックガーデン道迷い注意（ペンキの薄れ）

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

3 トムラウシ

令和1年7月29日 登山地情報

カムイ天上に設置 たまには山へ恩返しｉｎトムラウシ

２点 一般社団法人大雪山・山守隊

4 トムラウシ

令和1年8月16日 登山地情報

南沼～三川台 開花状況

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

5 トムラウシ

令和1年8月16日 登山地情報

南沼野営指定地水場の状況、トイレブースほか（地図）

３点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

トムラウシ合計

トイレ情報

５件

1 石狩・ニペソツ

令和1年7月11日 登山地情報

ブヨ沼～音更山～石狩岳登山道＆自然情報（７月8日）

なし ひがし大雪自然館

2 石狩・ニペソツ

令和1年7月11日 登山地情報

ブヨ沼～音更山～石狩岳登山道＆自然情報（７月9日）

なし ひがし大雪自然館

3 石狩・ニペソツ

令和1年7月29日 登山道情報

糠平国道に石狩岳登山口等への案内看板設置

１点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

4 石狩・ニペソツ

令和1年8月5日 その他

ひがし大雪自然館 来館50万人達成

なし ひがし大雪自然館

5 石狩・ニペソツ

令和1年9月3日 登山道情報

ニペソツ山幌加温泉コース巡視（地図付き）

４点 大雪山国立公園連絡協議会事務局

白雲山・天望山で陸上自衛隊が救助訓練（８月23日）

なし 陸上自衛隊帯広駐屯地

石狩・ニペソツ合計
1 然別湖周辺
然別湖周辺合計

５件
令和1年8月16日 その他
１件

