
大雪山国立公園登山 新型コロナウィルス感染症 注意マップ

■ 大雪山国立公園で登山をする場合は、
登山中に「他人に感染させる」「自分が感染する」ことのリスクを
登山者ひとりひとりが認識して、自己の責任において対策・対応することが必要です。

そこで、「３つの密」（密閉・密集・密接）状態を 登山者が自ら回避して行動するため
注意すべきことをまとめたマップ を作成しましたので、登山する前に必ずご一読ください。

■ 登山前には、医学の専門家、全国規模の山岳団体などからの情報発信を読みましょう。
対策・対応できる自信がない場合は、計画した登山を中止、延期することも重要です。

＜医学の専門家、全国規模の山岳団体からの発信＞

○一般社団法人 日本登山医学会

○山岳医療救助機構 登山再開に向けた知識「登山実践編」Version2

○ ＜山岳四団体声明＞政府の緊急事態宣言全面解除を受けて 山岳スポーツ愛好者の皆様へ

■ 大雪山国立公園には厳しい自然環境の山が多く、事故や遭難を防止する対策が必要です。
（※気温が低い、風が強い、歩行時間が長い、霧や雲で道迷いしやすい、ヒグマ対策が必要など）

新型コロナウイルス感染症のみに注意していればよい山ではありません。

登山道の難易度や注意事項を「大雪山グレードマップ（表）・（裏）」で確認し、力量に合った登

山をしましょう。

2021年6月14日版 大雪山国立公園連絡協議会事務局

http://www.jsmmed.org/
https://sangakui.jp/medical-info/medical-info-1900/
https://jac1.or.jp/event-list/event-guide/202005268165.html
http://www.daisetsuzan.or.jp/wp-content/uploads/2021/04/35.pdf
http://www.daisetsuzan.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/31_3.pdf


【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】大雪山国立公園で登山をするときの

新型コロナウィルス対策（各場所共通）

避難小屋等の３密になる場所は、
極力使わない。

緊急避難時に使うときは、
マスク着用など対策を。

食事の前、トイレの後、ゴミ
を拾った後など、アルコール

消毒をする。

狭い登山道で人とすれ違うと
き、植物を踏まないように
足下に気をつける。
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ソーシャルディスタンスを保つ。

MAP



マップの索引図

①黒岳～旭岳

③忠別岳～
トムラウシ山～
オプタテシケ山

④十勝岳

⑤石狩連峰、
ニペソツ山

⑥然別湖周辺

②大雪高原温泉
沼めぐり登山コース

！ このマップでは、「３つの密」が
想定される場所などを中心として、
感染リスクが比較的高い場所で
注意すべきことを解説しています。

それ以外の場所についても、
感染リスクの程度を 登山者自身が
イメージして判断 できるように、
参考となる写真を掲載しています。

！



①黒岳～旭岳－１

●黒岳石室・トイレ

（トイレ外観）
（黒岳石室外観）

※黒岳石室は、2021年度は20組（最大32名）に制限し解放。
混雑予想日の利用を控えるよう要請あり（上川町・りん
ゆう観光）

●黒岳７合目登山事務所

※入林簿記載箇所が込み合う場合
があるので、距離の確保などに
ご留意ください。

●黒岳山頂

●黒岳ロープウェイ（外観） （内観）

※4室あるうちの2室が携帯トイレ専用ブースに変更。
残り2室は洋式から和式へ変更されるが、急な便意を催す
など緊急用の使用に限る。（上川総合振興局・上川町）

※トイレの維持管理のため、500円のお支払いのご協力をお
願いしております。

※黒岳トイレ内部

※例年の休日の日中など混雑しているときの様子

（和式へ変更：緊急用の使用のみ） （携帯トイレ専用ブース）

https://www.rinyu.co.jp/image/kurodake/pdf/ishigama2020.pdf
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/kurodaketoiretaiou.pdf


●定員最大25名に限定し解放
コロナ対策により、電話による事前申告（予約ではない）を行う
こと。
混雑予定日を北海道山岳整備のホームページで公開しているため、
混雑日はルートや宿泊地の変更を考慮すること（やむを得ず利用
を希望する場合は必ずテントを持参すること）。

※避難小屋、野営場、周辺登山道利用者については登山道利用協力
金をお願いしております（1,000円）。協力金は登山道周辺整備に
利用いたしますのでご協力お願いします。

解体するため
利用不可

●緑岳山頂

●赤岳山頂

※高山植物を踏み荒らさない
ように注意してください。

●白雲岳山頂

※山頂は狭い

①黒岳～旭岳－２
工事用プレハブ

テント場
事実上10張程度

●白雲岳避難小屋附帯トイレ

（外観） （内観）

●銀泉台トイレ ※和式・汲取り式、ハエ多い

●銀泉台マイカー規制 9月中旬～9月下旬(予定)
昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、シャトルバスの乗車人数は１日300人に制
限 詳細は、上川町役場ホームページ参照。

●高原温泉マイカー規制 9月下旬～10月上旬
（予定）昨年度は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、シャトルバスの乗車人数は１日2
40人に制限。
詳細は、上川町役場ホームページ参照。

●赤岳山頂手前9合目
携帯トイレブース設置

（9/12(土)～9/22(火・祝)

●白雲岳避難小屋

https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/mobile/section/sangyoukeizai/chs81200000015es.html
https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/mobile/section/sangyoukeizai/chs81200000015es.html


●天人峡
羽衣の滝

●天人峡 滝見台
※狭い

●旭岳山頂

※利用者が集まりやすい

●間宮分岐

※利用者が集まりやすい

●中岳分岐

※利用者が集まりやすい

●裏旭野営指定地

●中岳温泉

※利用者が集まりやすい

●裾合分岐

※利用者が集まりやすい

●旭岳ロープウェイ内

●旭岳石室

※緊急時以外の宿泊は
ご遠慮ください

●旭岳石室
携帯トイレブース

●姿見の池 園地

※利用者が集まりやすい

①黒岳～旭岳－３

収容人数20人

●愛山渓温泉登山者用トイレ

（外観） （内観）



②大雪高原温泉沼めぐり登山コース ●高原沼休憩箇箇所

●大学沼休憩箇所（混雑時）

●緑沼休憩箇所（混雑時）

●ヒグマ情報センター （外観）

（内観）
ヒグマ対策レクチャー時

（写真は10人程度聴講時）

●公衆便所（外観）

※和式・汲取り式、ハエ多い

●高原温泉マイカー規制 9月下旬～10月上旬（予
定）昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、 シャトルバスの乗車人数は１日240人に制限
詳細は、上川町役場ホームページ参照。

●緑沼
携帯トイレブース設置
※マイカー規制期間中9/18(金)～

●えぞ沼手前
携帯トイレブース設置
※マイカー規制期間中9/18(金)～

https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/mobile/section/sangyoukeizai/chs81200000015es.html


③忠別岳～トムラウシ山～オプタテシケ山 ●忠別岳避難小屋（外観）
密閉状態になるため注意

（内観）

●ヒサゴ沼避難小屋
※密閉状態になるため注意

●ヒサゴ沼避難小屋トイレ

●化雲岳山頂

●忠別岳避難小屋トイレ

●短縮登山口バイオトイレ

●温泉登山口トイレ（外観） （内観）

●南沼野営指定地
※利用者が集まりやすい

●携帯トイレブース

（外観） （内観）

収容人数30人

●沼ノ原登山口仮設トイレ

●三川台

●トムラウシ山頂
※利用者が集まりやすい（内観）

（外観）

※汲取り式



④十勝岳－１

●吹上温泉登山口トイレ

●三段山山頂
●美瑛岳山頂

※山頂は狭い

●十勝岳温泉登山口トイレ

●美瑛富士周辺登山道

※ハイマツに覆われ
道狭い・すれ違い注意

●十勝岳避難小屋

※密閉状態になるため注意

●十勝岳望岳台防災シェルター トイレ

●美瑛富士
山頂

●双子池野営指定地

※トイレはありません

●オプタテシケ山頂

※山頂は狭い

●美瑛富士
携帯トイレブース

●美瑛富士避難小屋

※密閉状態になるため注意

収容人数25人 ●美瑛富士野営指定地

収容人数20人



④十勝岳－２

●十勝岳山頂

※利用者が集まりやすい

●原始ヶ原トイレ２基

●富良野岳山頂

※山頂は狭い

●木階段100段以上
※狭い・すれ違い注意

●三峰山山頂

山頂は狭い

●上富良野岳山頂

●上ホロカメットク山山頂

●上ホロカメットク野営指定地

●上ホロカメットク
トイレ２基

●上ホロカメットク避難小屋
収容人数30人

※密閉状態になるため注意



⑤石狩連峰、ニペソツ山

●ニペソツ山
幌加温泉登山口トイレ

●音更山山頂

●ブヨ沼野営指定地

●ユニ石狩岳山頂

●石狩岳山頂

●携帯トイレブース

（外観）

（内観）

●石狩岳シュナイダー登山口トイレ

●ニペソツ山山頂
山頂は狭い

（外観）

（内観）

（外観） （内観）



⑥然別湖周辺

●白雲山山頂

※登山者が集まりやすい

●南ペトウトル山山頂

●東ヌプカウシヌプリ山頂

●白雲山登山口トイレ

（外観）

（内観）

●白雲山士幌高原
登山口トイレ●扇ヶ原展望台トイレ

●然別湖畔トイレ

●天望山山頂

●西ヌプカウシヌプリ山頂

※山頂は狭い

※山頂は狭い


