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 9月6日(土)、山梨・静岡両県合同で「富

士山憲章制定10周年記念富士山頂合同ク

リーン作戦2008」が行われました。両県の

山岳連盟や両県関係者合わせて82名が参加

し、山頂直下やお鉢巡り道周辺の清掃を行

い、473キロのゴミを回収しました。 
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富士山憲章ニュース富士山憲章ニュース  

富士山憲章富士山憲章1010周年記念キャンペーン周年記念キャンペーン  

富士山憲章制定10周年を記念し、登山者や

観光客で賑わう夏山シーズンの富士山で、富

士山憲章のさらなる普及・啓発を呼びかける

さまざまなキャンペーンを実施しました。 

7月16日から31日の間の延べ9日間にわた

り、富士山五合目周

辺において「富士山

憲章10周年五合目重

点キャンペーン」を

実施しました。各日

とも天候に恵まれ一

般公募で集まってい

ただいた県内外のボランティアグループや地

元の児童・学生など延べ100名を超える皆さ

んと、登山道入口で、富士登山でのマナー、

環境保全意識の向上を呼びかけ、9日間で

4500人の方に啓発グッズを配布しました。 

7月28日には静岡県と合同で「ぐるり富士

山道の駅キャンペーン」を実施しました。こ

れは富士山周辺の道の駅七ヶ所でキャンペー

ン活動を実施したもので、山梨県側は「ふじ

よしだ」をスタート

し、「かつやま」、

「なるさわ」と巡っ

ていき、それぞれの

道の駅で富士山憲章

10周年啓発用エコ

バッグなどを配布

し、富士山の環境保全を呼びかけました。最

後に静岡県富士宮市の道の駅「朝霧高原」で

両県の担当者が合流し、合同で啓発グッズの

配布を行い、憲章の周知をはかりました。 

そして8月1日に

は、富士山頂にお

いて、山梨県・静

岡県合同で「富士

山憲章10周年山頂

キャンペーン２０

０８」を行いまし

た。富士山憲章推進会議関係者や世界遺産推

進担当課職員の参加のもと、啓発グッズ約

400セットを配布し、富士山世界文化遺産登

録推進の動きとも連携したキャンペーンとな

りました。 

また、富士スバルラインのマイカー規制実

施期間中、8月 10日
から18日の9日間に

わたり、山麓駐車場

において、シャトル

バス乗車客への環境

マナーの啓発のた

め、｢富士山麓キャ

ンペーン」を行いました。啓発パンフレット

など3100以上を配布したほか、富士山の天気

情報や五合目周辺の自然環境を説明するボー

ドを掲示したり、登山者には積極的に声を掛

け登山に関する情報の提供や質問・相談にも

応じました。 

富士山美化清掃活動報告富士山美化清掃活動報告  （（H20H20  66月月--88月）月）  
実施日 主催・イベント名

参加
人数

活動内容・実績 実施日 主催・イベント名
参加
人数

活動内容・実績

6/6 JATA 27 林道本栖線付近　460kg 7/31 茅ヶ崎市教育委員会 37 野鳥の森公園付近　90kg

6/8 “Touch!eco2008” 29 国道139号線県境付近　1120kg 8/3 イオン１％クラブ 27 野鳥の森公園付近　100kg

6/16 山崎中学校 88 船津口登山道付近　170kg 8/6 茅ヶ崎市教育委員会 29 野鳥の森公園付近　80kg

6/22 西部中学校 194 逢坂林道付近　310kg 8/9
富士山環境美化前期
クリーン作戦

1500 富士山5,6合目付近　330kg

6/28 富士山クラブ定例清掃 39 精進　パノラマ台頂上付近　110kg 8/9 ｢地球の歩き方」 44 本栖ペンション村付近　70kg

7/5 ボノロンの森清掃活動 71 パノラマ台登山道付近　250kg 8/9 三ツ峠周辺清掃 95 三ツ峠周辺

7/6 キューピー(株) 25 富士河口湖町産業道路付近　140kg 8/15 野口健環境学校 24 小立　くぬぎ平公園付近　220kg

7/18
フィリップモリスジャパ
ン

71 パノラマ台登山道入り口　500kg 8/16
コスモ・アースコンシャ
スアクトin Mt.FUJI

214 国道139号線御殿庭付近　3350kg

7/20 野口健環境学校 118 パノラマ台登山道入り口　340kg 8/23 富士山クラブ定例清掃 110
パノラマ台登山道、本栖ペンション村付
近、県営林道本栖線　680kg

7/24 茅ヶ崎市教育委員会 34 野鳥の森公園付近　140kg 8/27 峡南高校 140 本栖湖周辺 40kg

7/26 Teaｍ　RECO 50 パノラマ台登山道入り口　300kg 8/28 ｢地球の歩き方」 44 本栖ペンション村付近　260kg
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 富士山の麓で見つけました・・・ヌルデの葉に耳？・・・これは、「虫

こぶ」です。（左の写真中央） 

アブラムシの仲間（ヌルデシロアブラムシ）がヌルデ（ウルシ科ウルシ

属）に寄生し五倍子（ふし）（ヌルデミミフシ）と呼ばれる虫こぶを作り

ました。その中は空洞でアブラムシたちがたくさんいます。ヌルデミミフ

シには、大量のタンニンが含まれていて、古くから薬用や染料に用いられ

てきました。お歯黒の材料でもあります。五倍子で染めた、黒みがかった

茶色を空五倍子色といいます。 

古今和歌集にも「世をいとひ このもとごとにたちよりて うつぶしぞめ

の 麻のきぬなり」と詠まれています。 

長い歴史の中で生まれ大切に育まれてきた日本の伝統色、日本人の感性の

豊かさを感じますね。ヌルデと五倍子、かぶれる人もいますので、気をつ

けて下さい。 

 もうひとつは、木材や落ち葉などの有機物を分解して養分をとって

いる「分解型」きのこです。枯れ木などによく見られます。しいた

け、なめこなども分解型です。右の写真は、カワラタケといって名前

のように瓦をふいたようにみえます。 

 木材や落ち葉はきのこなどの微生物によって分解され、無機物にな

ります。すなわち土に返っていきます。それらは再び植物に吸収され

利用されるといった物質循環が森ではおこなわれています。なんの無

駄もない自然界は素晴らしいですね。森があり、動物が住み、きのこ

が生えるという環境は、私たちにとってもたいせつなことなのです

 もう、秋ですね。秋といえばきのこ。富士山の麓でもあちらこちら

にみられます。地球上に見られるきのこの種類は数万種といわれてい

ます。きのこは生態系のしくみの中で「分解者」に分類され、自然界

で重要な役割を果たしています。 

 きのこは栄養のとり方によって大きく2つに分かれます。 

 ひとつは、樹木ときのことが養分や水分をやりとりする共生関係を

もつ「共生型」きのこ。例えば、アカマツの木の下に生えるマツタケ

や、雑木林でよく見られるタマゴタケ（左の写真）です。まだカサの

開いていない幼菌で、鮮やかな赤が目を惹きます。 

自然のものさし自然のものさし    

はかりしれない

富士山の自然(3) 
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「教えて！ふじさん博士」＆富士山麓を｢山歩」しよう「教えて！ふじさん博士」＆富士山麓を｢山歩」しよう  

今回は、忍野八海で有名な忍野村の山を歩いてみましょう。富士山を正面にする

と、背面には高座山～杓子山～石割山～大平山が屏風のように忍野の里を取り囲んで

いて、その盆地形状を実感できます。今回ご紹介するのは、富士山の展望地として知

られる杓子山を麓からぐるりと回る、少々健脚向きのルートです。 

富士吉田駅から富士急山梨バスで内野行きに乗り、役場前バス停で下車。小学校と

中学校の脇をそれぞれ通り過ぎ鳥居地峠を目指しますが、中学校を過ぎたあたりから

急坂になりますのでのんびり行きましょう。鳥居地峠で右の林道に入り高座山を目指

します、ここから続く稜線は富士山の展望に恵まれ写真愛好家にも有名なエリアです。

山頂直下はかなり急で滑りやすいですから、あわてずに。転んだときのために軍手は必携かもしれません。小ピークをい

くつか越えると不動の湯からの道をあわせ、杓子山への登りにさしかかります。杓子山頂は360度の大展望（晴れていれば

ですが…）、存分に景色を堪能してください。この先「子ノ神」といわれるピークが忍野村の最高地点です。ここから三

角点のある鹿留山までは往復20分ほどです。子ノ神の手前で立ノ塚峠に下りますが、急な山道が続きますので、富士山に

見とれてばかりでなく足元にも十分注意をしてください。峠からの景色も楽しんでから、樹林帯の林道を富士山側に下り

ましょう。内野バス停までも、富士山を正面に望みながらの道中です、ぜひ天気のよい日に。 

脚に自信が無い方でも、登山口・下山口の近くまでタクシー利用をすれば問題ないでしょう。９月ともなれば早くも秋

の気配が漂っていますので、防寒対策は怠り無く。 

 

富士吉田駅→21分→役場前バス停→45分→鳥居地峠→45分→高座山→70分→杓子山→40分→鹿留山→60分→立ノ塚峠→60

分→内野バス停→23分→富士吉田駅（歩行時間はあくまでも目安です） 
 
問合せ先…忍野村役場 地域振興課 0555(84)3111 

 第３回 富士山は９月に雪が降る？の巻 

ふじおｰ そうだったのですね。富士山の初雪はいつ頃ですか？  

博士ｰ なかなか、いい質問だね。「初雪」は、その年の最高気温(平均気 

   温の最高)が出た後で、最初に降った雪のことを言うのだよ。  

博士ｰ 富士山の「初雪」の平均日は９月１４日なのだよ。しかも記録がある

中で一番早いのは1933年7月8日というのがあるんだよ。    

ふじおｰ えっ、山開きをして一週間でもう「初雪」が降ったのですか。で 

    は、今年とか去年とか最近では、いつ初雪が降りましたか？ 

ふじさん博士 ふじお 

ふじおｰ 博士こんにちは、前から疑問に思っていたのですが、初雪はいつ 

     降った雪のことを言うのですか？年が明けて最初に降った雪のこ 

     とを言うのですか？？  

博士ｰ 実は２００４年からは、いつ「初雪」が降ったのかわからないのだよ。 

ふじおｰ いつ「初雪」が降ったか分からないというのは、どういうことですか？  

博士ｰ２００４年の9月まで富士山の山頂にある富士山測候所雪に人がいて、気象観測をしていたのだよ。測 

    候所の人が雪の降ったことを観測できれば初雪になるのだよ。2004年10月から無人化されてしまった 

        から、「初雪」の記録もないのだよ。  

写真：内野の集落から見た杓子山  

ふじおｰ えーそれじゃぁ、2004年からは富士山にいつ「初雪」が降ったかわからないのですか。  

博士ｰ残念ながらそうなるな。でも「初冠雪」なら分かるよ。富士山の「初冠雪」は、その年の最高気温が 

    出た日の後に山が雪などで白くなったことを甲府の気象台から観測できれば、「初冠雪」となる。   

ふじおｰ では、富士山の「初冠雪」はいつごろですか？   

博士ｰ「初冠雪」の平均日は10月1日となっている。ちなみに今年の初冠雪は8月9日で、94年ぶりに初冠雪の 

   記録が更新されたのだよ。  

ヒョウによって白くなった富士山  

これも「冠雪」になる 
  

ふじおｰ  そうなんですか。94年ぶりとはすごいですね。 
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富士山レンジャーレポート富士山レンジャーレポート  

 今シーズンの富士登山の賑わいは驚異的です。山梨県側

（吉田口登山道）からの登山者数は、7月8月の2ヶ月間で25

万人に迫り、過去最多を大幅に更新しました。「最も多くの人

が富士山に登った」年となったのは間違いありません。過去

10年間のデータも使いながら、今シーズンの登山者数の動

向を分析するとともに今後の富士登山のありかたについて考

えてみたいと思います。なお、データは、吉田口登山道6合

目安全指導センター前通過者数をカウントし、富士吉田市富

士山課によって集計されたものです。 

 

① 増加トレンドが明確に 

   図1は、過去10年間の7･8月における登山者数の推移を示

したものです。平成17年度までは15万人前後で横ばい傾向

であったの

が、最 近 3

年 間 に わ

たり直線的

な伸びを示

し て い ま

す。今シー

ズンの記録

的 な 登 山

者数も突発的な数値ではなく、明確な増加トレンドの延長上

にあることがわかります。表1は、最近3年間の登山者数の基

礎統計を示したものです。平成20年シーズンは、シーズン総

計・日最大が過去最多を更新し、日平均は4千人に迫りまし

た。この記録に貢献したのは、7月の登山者数です。今シー

ズンは7月の登山者数が10万人に迫り、その勢いが衰えない

まま8月にさらなる登山者が訪れました。今年は梅雨明けが早

かったことも大きく影響しました。 

 

② 過去最多の要因は 

   それでは、これだけの登山者数を集めた要因はどこにある

のでしょうか。短期的に登山者数を規定する要因は、天候要

因と休日要因が最も大きいと考えられます。今シーズンは、カ

レンダーの並びと天候のサイクルが好条件で重なりました。 

しかし、これだけでは近年の増加トレンドは説明できません。

「富士山に登りたい」と考える潜在的な需要そのものが増加し

ているのかもしれません。すなわち流行やブームといった現

象で、社会的な要因を加味する必要があります。新聞等の報

道では、原油高に伴う観光の安近短志向や若い女性を中心

とした幅広い年齢層の来訪、世界遺産登録運動の影響、山

小屋トイレなど登山環境の整備といった要因が取り上げられ

ましたが、こうした富士山特有の現象が複合的に重なり、多

くの登山者を集めているように思えます。 

 

③ よりよい富士登山のために 

   かつて経験したことのない登山者数の増加に伴いいくつ

かの課題が懸念されます。代表的には登山道における混雑

と 渋 滞、安 全

対策です。混

雑 や 渋 滞 に

よって事故のリ

ス ク は 飛 躍 的

に高まります。

ま た、登 山 者

の満足度や登

頂率が下がる

ことも考えられます。ケガ人や急病人の発生リスクは増加し、

環境保全への懸念も生じます。 

富士山の適正な登山者数を示す容量は明確には示されて

いませんが、これまでの研究や施設の計画容量から考えて

も1日あたり4000人－6000人が混雑の目安といえます。図2

に示したように1日あたりの登山者数はばらつきが極めて大

きく、極端な混雑ピークが発生します。5000人を超える日は

登山シーズンの3割程度ですが、この混雑日に登る登山者

は 実 に 14 万

人を超えてい

ま す。な お、

マイカー規制

によるアクセ

ス要因は登山

者 数 へ の 影

響はなく、規制期間中の方が登山者数は多いことがわかりま

す。マイカー規制は渋滞対策には有効ですが、登山の混雑

対策にはならないと考えられます。 

混雑緩和策としてはピークカットと平日への分散が効果的で

す。今年のように登山者が増えても週末と盆前後にピークが

来る構造は変化していません。逆に考えれば、短期的な需

要予測が可能であり、この時期を外すことで渋滞に巻き込ま

れず、快適な登山が楽しめます。７月下旬～８月上旬の週

末やお盆期間を外した、週の中日には深刻な混雑はなく、

アクセスもスムースで山小屋にも快適に宿泊できます。「ウ

イークデイ 有給取得で 富士登山」これを今後の富士登山

の常識としたいところです。 

第17回 

数字で見る 

今シーズンの富士登山 

富士山レンジャーとは？ 
 

(1)来訪者等に対する利用マナーについての普及啓発及び指

導、富士山の自然等についての解説 

(2) 植物等の不法採取やゴミの不法投棄の不正行為に対する

監視及び是正指導 

(3) 指導標、案内板などの自然公園施設の点検 

(4) その他知事が必要と認める業務 
 

等を業務とする、山梨県独自の制度です。現在、４名が富士山

北麓地域において各種活動を行っています。 

0

50

100

150

200

250

300

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

(千人) 図１ 過去10年間の登山者数の推移 

0

2

4

6

8

10

12

Jul.1th Jul.2th Jul.3th Jul.4th Jul.5th Aug.2th Aug.3th Aug.4th Aug.5th

H18

H19

H20

図２ 平成18年～20年の日登山者数

(千人) 

表１ 過去3年間の登山者数基礎データ 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
7月小計 62,544 63,483 98,455
8月小計 104,818 130,524 148,611
シーズン総計 167,362 194,007 247,066
日最大(max) 8,639 10,364 11,141
日最小（min) 372 286 775
日平均(μ) 2,699 3,129 3,985
標準偏差(σ) 2,033 2,489 2,625



富士山五合目自然解説 
 

ご案内ご案内  

 

  五合目の自然を楽しんでみよう。 

 

富士山環境学習支援プログラム 
 

 

富士山環境学習支援プログラムとは？ 

 多くの人が富士山とふれ合い、知識を深め、富士山を

愛する心や環境保全の意識を育むことを目的として富士

山ボランティアセンターが実施する教育支援事業です。

謝礼や交通費は一切必要ありません。 

プログラムの特徴 

１ 目的によって選べる３つのプログラム 
 「体験型学習」「環境学習会」「出張講座」の3つのプロ

グラムを用意。正課の授業や課外活動などにも幅広く対

応できます。 

２ 専任スタッフによる講義・解説 
 富士山の環境保全に現場で取り組む富士山ボランティ

アセンター職員や富士山レンジャーが講師として対応。

富士山の環境保全の今が学べます。 

３ 柔軟で細やかな対応 
 テーマや進行については担当教員とじっくり相談して

決めます。学校の教育課程や目的・ねらいに沿った効果

的な学習会を実施いたします。 

 

対  象 児童・生徒・学生・一般 

実施日 原則平日（年末年始を除く） 

※業務等の都合により実施できないことがあります 

実施時間 9：30～16：30の時間帯での実施       

受講料 無料                         

申し込みについて 

①原則として１か月前までに富士山ボランティアセ

ンターまでお電話にて問い合わせください。            

②希望プログラム・実施日・時間・内容について相

談のうえ決定。予約確定

後、申し込み書を送付い

たします。 

＊打合せ・下見等が必要

になる場合がございます    

＊スケジュールの都合か

らご希望に対応できない

場合もありますので、あらかじめご了承ください。            

ご利用にあたって 
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富士スバルライン終点の富士山五合目では、富士

山五合目自然解説員のガイドによる無料の自然解説

を５月１日から１１月３０日まで行っています。 

「御中道コース」では五合目から奥庭駐車場まで御

中道を歩いていただき、五合目の植物や火口跡など

多くの自然を満喫できます。また、夏山シーズン中は、

六合目まで往復し登山気分を味わえる「登山体験コー

ス」も実施しています。五合目を訪れる際には、是非、

ご利用ください。事前に予約が必要ですので次の

ところへ申し込んでください。 

 

 

富士山五合目総合管理センター0555-72-1477 

富士山ボランティアセンター   0555-20-9229 



富士山憲章富士山憲章1010周年協賛事業募集中周年協賛事業募集中!! 

        

○平成20年が富士山憲章制定10周年にあたることから、憲章の一層の普及と憲章制定10周年記念であることの周知を図る

ため、地元市町村、地域団体及び企業等（以下「主催団体等」という。）が主催する富士山憲章の趣旨に沿った事業・イベン

トを広く募集します。 

 
協賛事業の基準  

(1)実施時期 平成20年7月～12月に実施される事業・イベント（以下「事業等」という。）とする。 

（作品募集等の事業等については、募集期間の一部がこの期間の範囲内であればよい。） 

(2)内容等 ・新規又は既存の事業等を問わず、憲章の趣旨に沿うものであり、その内容・目的が明確であること。 

       ・不特定多数を対象として実施する事業等であること。 

       ・主催団体等は営利・非営利団体を問わないが、事業等は非営利事業であること。 

       ・特定の宗教活動又は政治活動を含まないこと。 

募集 

(1)協賛事業の承認を得ようとする主催団体等は、別紙様式１「富士山憲章制定10周年記念協賛事業応募票」を山梨県又は静岡県実行

委員会に郵送・FAX又はE-mailで提出する。入場料又は参加料等が発生する場合は、収支計画書を添付すること。 

(2)募集期間は、平成20年5月1日から10月31日までとする。ただし、募集期間内であっても原則として事業等実施日の2ヶ月前までを応募

期限とする。 

承認 

(1)憲章制定10周年記念共同事業実行委員会会長は、応募票の提出があったとき、事業内容等を審査し、主催団体等に承認又は不承

認を通知する。 

(2)承認後、主催団体等は事業等の名称に加えて「富士山憲章制定10周年記念協賛事業」と表示する。 

(3)憲章制定10周年記念共同事業実行委員会は、協賛事業の内容等について県庁ホームページ等への掲載依頼を行う。 

(4)事業内容に変更があった場合は、憲章制定10周年記念共同事業実行委員会会長に連絡する。また、変更内容によっては、承認を取

り消す場合がある。 

報告 

主催団体等は、協賛事業終了後、速やかに憲章制定10周年記念協賛事業終了報告書（様式２）を提出するものとする。この報告書には

事業実施内容が確認できるプログラム、チラシあるいはこれに代わる書類を添付しなければならない。 

その他 

協賛事業の詳細に関する問い合わせ及び事前申込が必要な場合の申込は、主催団体等が応じるものとし、その旨パンフレット等に記載

する。  

問い合わせ先・送付先 

 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1  

山梨県観光部観光資源課内 富士山憲章制定10周年記念共同事業実行委員会事務局 

 「富士山憲章制定10周年記念協賛事業」係宛 TEL055-223-1521 FAX055-223-1670 

  E-mail／kankou-sgn@pref.yamanashi.lg.jp 
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富士山憲章１０周年事業コーナー富士山憲章１０周年事業コーナー  

 ７月２７日(日曜日)に富士山憲章制定10周年記念協賛

事業である、富士五湖青年会議所主催の’’～日本の宝

を、世界の宝に～「トレジャーウォーク2008」’’が開催され

ました。 

 当日は青年会議所の会員やその家族、一般の参加者

等約50人が参加しました。スタート地点の北口本宮冨士

浅間神社で

は、トレジャー

ウォークの成

功と参加者の

安全の祈願が

行われました。 

 その後、中ノ

茶屋までバス

で移動し、ゴー

ル地点の五合

目を目指し、吉

田口登山道を歩いて行きました。 

 途中の各合目等では山梨県世界遺産推進課職員による

富士山の歴史・文

化に関する解説

や、富士山レン

ジャーによる富士

山の環境保全の

取り組みや動植

物についての解

説が行われまし

た。 

ゴール地点の

五合目では、富士

山の世界文化遺産登録への機運を高めるため横断幕に参

加者全員が署名を行いました。 

富士山憲章10周年協賛事業レポート 

 
(富士山ボランティアセンター 細田） 



○富士山憲章10周年記念 

  「富士山親子ふれあい自然教室」 
親子で奥庭周辺を散策し、 

少し早い秋の富士山の自然とふれあおう。 

 

実施日：平成20年10月11日（土）～12日（日）一泊二日 

集合場所：山梨県立富士ビジターセンター 

日程： 

第1日(10/11) 12：50 受付（ビジターセンター玄関にて） 

         13：00 富士ビジターセンター発（バスにて移動） 

        13：40 五合目着 

       13：45 お中道～御庭～奥庭駐車場～奥庭 自然観察 

        17：30 奥庭荘着 

        18：00 夕食 

        19：00 室内研修 

             21：00 就寝 

第2日(10/12)  7：00 朝食 

        8：30 五合目から精進口登山道を利用し下山開始 

       11：30 二合目付近にて昼食 

        12：20 二合目～大室山山麓 自然観察 

        15：30 富士宮鳴沢線交差点着（その後バスにて移動） 

        16：00 閉校式 

参加対象：小学校５年生から中学校２年生までの親子 

募集人員：２０人 

募集期間：平成２０年１０月６日（月）まで（定員になり次第締切） 

参加者負担金：５０００円（山小屋宿泊料の一部、傷害保険料等） 

問い合わせ：富士山ボランティアセンター TEL0555-20-9229 

 ○富士山憲章10周年記念 

  「富士山特別学習会～めざそう富士山通～」 

多くの人が富士山とふれ合い、知識を深め、富士山を守り

継ぐ心や環境保全の意識を育むことを目的として、富士山

に関する総合学習プログラムを実施します。 

 

実施日時： 10月18日(土） 13：30～16：00 

集合場所：富士ビジターセンター受付カウンター前  

 ※ビジターセンターまでの移動手段はご用意できません。 

集合時間：13：00～13：15 

実施内容： 

第1部 富士ビジターセンター 館内見学（25分程度） 

第2部 環境学習会（60分程度） 

第3部 富士山自然解説園においてミニエコツアー（30分程

度） 

        ※荒天時、第３部は中止します。  

第4部 富士山と世界遺産に関する学習（30分程度） 

募集人員：各回40名（応募多数の場合は先着順とさせてい

ただきます。） 

募集対象：小学校高学年以上 

募集期間：平成20年10月17日(金)まで 

参加費：無料 

問い合わせ： 

富士山ボランティアセンターTEL0555-20-9229 

Page 7 

お知らせお知らせ  

○本でめぐる富士山 

～大噴火から保護活動まで～ 
近年、山麓の清掃活動や世界文化遺産登録をめぐり話題

になっている富士山を取り上げ、県立図書館所蔵資料の

中から富士山に関連するものを紹介。 

 

開催日：平成20年11月22日(土）まで (月曜休館） 

      火～金 9：00～20：00 土日 9：00～18：00 

開催場所：山梨県立図書館 1階ロビー 

入場：無料 

問い合わせ：山梨県立図書館 TEL055-226-2586 

○「きのこ写真展」 
「人と自然の共生」をテーマに山梨県内に生息しているきの

こを写真やパネルで展示。 

 

開催期間：平成20年9月20日(土)～11月23日（日） 

開催時間：9:00～17:00(最終入館16:30 但し、最終日の最

終入館は15:00) 

開催場所：山梨県環境科学研究所 本館１階ホール 

入場：無料 

問い合わせ：山梨県環境科学研究所 TEL0555-72-6203 

学ぼう 
 楽しもう 

１ 富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。 

１ 富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。  

１ 富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。  

１ 富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。 

１ 富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。 

 

平成10年11月18日 山梨県・静岡県 
富士山憲章は、富士山の自然環境の保全の理念や行動規範を示し、環境保全の

実践活動を呼びかけ、国民的な規模で、運動の展開を図っていくことを目的として

います。 

富士山憲章 
発行：富士山ボランティアセンター 

（山梨県観光資源課富士山山岳担当） 

ＴＥＬ：０５５５－２０－９２２９ 

ＦＡＸ：０５５５－７２－４１１４ 

山梨県富士河口湖町船津剣丸尾６６６３－１ 

e-mail: fujisan@eps4.comlimk.ne.jp 

本誌のバックナンバー、メルマガの購読は 

「富士の国やまなし観光ネット」へ！ 

http: www.yamanashi-kankou.jp/fujisan3776 

富士山ボランティアセンターは、富士山の環境保

全活動を推進するための活動拠点であり、富士山憲

章山梨県推進会議（山梨県と地元市町村等から構成

される）によって運営されています。 


