
地方連盟 クリーンハイクを行った山域 コース合計 参加会数 参加者数 可燃ゴミ(㎏) 不燃ゴミ(㎏) 合　　計(㎏)

北海道

道北地区

連盟

北海道石狩管内濃中山道：嵐山（北邦野草園）～半面山 1 1 13 5 7 17

北海道

道央地区

連盟

札幌近郊　小樽周辺　夕張山地　支笏湖周辺　遊楽部岳　室蘭

登別周辺
7 7 133 10.7 41.15 51.85

北海道道東地区連盟   　    

青森県連盟

【会名、ゴミKg、実施時期は５月～６月】青森

労山 階上岳 0.01ｋｇ、弘前労山岩木山 70ｋ

ｇ （山頂に堆積したゴミを下ろす）、

弘前HC 岩木山ほか９回 8.7ｋｇ

     78,78

岩手県連盟 大槌城山公園、三石山、大白森、　小白森、岩手山、姫神山 6 4 78 4 50 54
【参加会】釜石労山　、アウトドアを楽しむ会、いわて生協山の会、盛

岡山友会

秋田県連盟   　    

ゴミの実態やクリーンハイクと同時に行われた活動とクリーンハイクに参加した人の意見

 

2012年全国いっせいクリーンハイク活動集計

滝の沢側の駐車場にゴミがあった。

 【小樽労山】小樽赤岩遊歩道、会員9名、一般1名、可不燃ゴミ

7.55Kg：オタモイから赤岩峠カラモンの休息場所のゴミが多かった。

【□グループ・デ・ローシェ】占冠村赤岩青巌峡、会員10名、一般15

名、可不燃ゴミ合計30Kg：高速道路(占冠-夕張)の開通により車の

通行が激減した影響でゴミも激減した。今年は村役場の商工観光課

占冠・占冠観光協会の方々が参加してくれた。雨天の為一般クライ

マーの参加が少なかった。収集したゴミは村役場の処理の関係で分

別しなかった。【中央労山】神居尻山樺戸山地、 会員41 名、一般1

名可燃ゴミ1Kg 不燃ゴミ0.5Kg 合計 1.5Kg：近年一部の登山者の多

い山以外は、ゴミが殆ど無くきれいな状況になっています。清掃登山

のあり方を考え直す時期に来ているように思う。【札幌ピオレ山の会】

札幌岳冷水コース、 会員12 名、一般4 名

可燃ゴミ1Kg、 不燃ゴミ0.5Kg：悪天候のため冷水小屋から引き返し

た。【札幌北稜クラブ】銭函天狗岳 会員5 名、一般1 名、不燃ゴミ

1Kg：雨にも関わらず一般登山者の方も来ていただき、有意義な登山

だったと思います。思いのほかゴミが少なかった。【札幌登攀倶楽

部】神威岳（定山渓）、会員7 名、一般5 名、可燃ゴミ0.8Kg 、不燃ゴ

ミ1Kg：神威岳は山菜の取れる山で、其の為か登山口ゲー

トの駐車スペースにタバコの吸殻などが多く目立った。登山者よりも

山菜取り山に入る人のマナ

ーの問題のような気がする。【ハイキングクラブ みどりの風】積丹

岳、 会員22 名、可燃ゴミ8.4Kg 、不燃ゴミ2.1Kg：３年前に比べ比較



山形県連盟 　        

宮城県連盟
水沼山～上品山　舟形山　升沢遊歩道　不忘山　後烏帽

子岳　泉ケ岳　焼石岳東成瀬口
8 6 146 1.9 4.2 6.1

福島県連盟

 

①雄国沼（雄子沢登山口～雄国沼～金沢峠） ３名 燃え

るゴミ１ｋｇ 燃えないゴミ０．８ｋｇ

②裏磐梯（五色沼探勝路～桧原湖探勝路） ５名 燃える

ゴミ０．５ｋｇ

③猫魔ヶ岳（八方台～猫魔ヶ岳） ２名 燃えるゴミ１ｋｇ 燃

えないゴミ０．５ｋｇ

④雄国山（八方台→猫魔ヶ岳→雄国沼→雄国山→ラビ

スパ） ６名 燃えるゴミ１ｋｇ

⑤磐梯山（裏磐梯スキー場～天狗岩～弘法清水） １１名

燃えるゴミ０．５ｋｇ 燃えないゴミ０．５ｋｇ

6 6 32 4 1.8 5.8 実施日：２０１２年６月１０日(日)

◎ゴミの実態、クリーンハイクと同時に行われた活動○震災後の放

射線測定を行った。一般に登山口から山頂にかけ高くなり、その値は

北東に広がる傾向があった。(石巻労山)○ゴミは年々減少している

が、登山道の損壊や道標の損傷が目立った。(朋友会)○残雪が多

かったため、ゴミはほとんど見られなかった。逆に雪解け個所に咲く

花々の綺麗さに目を奪われた(同人すばる)○登山道上にはゴミは全

く認められなかった(りんどう)○山開き直後であったためか、可燃ごみ

はほとんどなかったが、ガラスの欠片が数か所に散乱しているのが

気になった(AWC4628)○川原子・猪野沢両口から同時開始。前者は

登山道が整備され入山者が多いためかアメやガムの紙ゴミが多い。

山頂に瓶の欠片が散乱し危ないので丁寧に拾い取った(山歩会)◎ク

リーンハイク参加者の意見○退色した赤布の残骸が多く、回収作業

が追加された。シーズン前の倒木除去と刈り払い作業も加わった(朋

友会)○「ゴミを捨てない、持ち帰る」ことの徹底を改めて申し合わせ

た。併せてこのことを他の入山者にも伝えてゆく。(りんどう)川原子登

山道に比べ猪野沢登山道は刈り払いが行われてなく藪状態だったた



群馬県連盟

 

谷川クリーンフェスティバル、7/1(日)：【山域、会、参加

人数、ゴミKg】西黒尾根、館林HC、3人、0.4Kg。西黒尾

根、一般参加、10人、0.4Kg。巌剛新道、太田HC、13人、

0Kg。巌剛新道、前橋HC、15人、0.3Kg。巌剛新道、館林

HC、2人、0Kg。巌剛新道、甘楽町、3人、0.2Kg。巌剛新

道、もっくり、3人、0.3Kg。天神尾根、太田HC、23人、

1.1Kg。天神尾根、前橋HC、10人、0Kg。天神尾根、館林

HC、4人、0.9Kg。天神尾根、高崎労山、6人、0.7Kg。

天神尾根、甘楽町、6人、0.3Kg。天神尾根、もっくり、4

人、1.2Kg。天神尾根、一般、27人、1.2Kg。白毛門、前橋

HC、3人、0Kg。白毛門、前橋HC、3人、0Kg。自然観察

(沢)、前橋HC、24人、1.2Kg。自然観察(沢)、館林HC、1

人、0Kg。自然観察(天神)、太田HC、15人、0.6Kg。自然

観察(天神)、前橋HC、2人、0Kg。その他コース、館林

HC1人、前橋労山2人、やまなみ3人、一般6人(ゴミ

4Kg) 本部・救助隊 太田HC2人 前橋HC3人 館林

7 8 200   12.8

栃木県連盟
日光：中禅寺湖　太郎山　いろは坂　高山　戦場ヶ原・鳴

虫山・他２山　那須：南月山　大間々台～剣が峰
8 5 94 27 17.3 44.3

茨城県連盟         

 

7月第一日曜日谷川岳山開きの日、谷川クリーンフェスティバルとし

て実行した。参加会は12会のうち8会、157人と一般参加43人の合

計200が参加した。ゴミは少なく登山者のマナーも浸透してきた。



埼玉県連盟

 

【西部】東吾野駅→ユガテ→越上山→顔振峠→吾野駅(3

会41名)所ハイ13、ヤホホ11、新座17 。小殿→岳寺→根

の権現→吾野駅(1会6名飯能労山)。東吾野駅→天覚山

→大高山→前板→吾野駅(2会19名)峠9、ビスターリ10。

西吾野駅→関八州見晴台→高山不動尊→吾野駅(1会

11名)山なみ11。西吾野駅→北川岩場（周辺清掃）→吾

野駅(1会6名)日和田アルペン6。正丸駅→旧正丸峠→

関八州見晴台→吾野駅(1会2名)橡(ﾂﾙﾊﾞﾐ)2【南部】西吾

野駅→関八州見晴台→高山不動尊→西吾野駅(3会32

名)三郷14、わらび10、あすなろ8。【中部】正丸駅→正丸

峠→長岩峠→伊豆が岳→正丸駅正丸駅→正丸峠→長

岩峠→伊豆が岳→正丸駅(2会26名)大宮労山13、くまざ

さ3。正丸駅→大蔵山→伊豆が岳→正丸駅(2会10名)浦

和9、日進1。正丸駅→大蔵山→正丸峠→長岩峠→伊豆

が岳→正丸駅(1会5名)岩ツバ5。  西吾野→正丸駅(1会

5名)ハイジ11、【北部】皆野駅→破風山→皆野駅(3会47

名)熊トレ12、深谷こまくさ25、秩父アルペン8【西部】東

吾野駅→ユガテ→越上山→顔振峠→吾野駅(3会41名)

所ハイ13、ヤホホ11、新座17 。小殿→岳寺→根の権現

→吾野駅(1会6名飯能労山)。東吾野駅→天覚山→大高

山→前板→吾野駅(2会19名)峠9、ビスターリ10。西吾野

駅→関八州見晴台→高山不動尊→吾野駅(1会11名)山

なみ11。西吾野駅→北川岩場（周辺清掃）→吾野駅(1会

6名)日和田アルペン6。正丸駅→旧正丸峠→関八州見

晴台→吾野駅(1会2名)橡(ﾂﾙﾊﾞﾐ)2【南部】西吾野駅→関

12 21 206 45.5 160.8 206.3

東京都連盟

臼杵山　本仁田山　高水三山　大岳山　戸倉三山　草戸

山　日の出山　雷電山　越上山　関東ふれあいの道　伊

豆ケ岳　高尾山　三つ峠　秋川丘稜　高川山　陣馬山

城山　八国山　足尾植樹　岩茸山

14 37 292 29.5 100.8 130.3

千葉県連盟 房総丘陵：七里川渓谷 1 8 34 480 0 480

○全体として登山道にゴミは非常に少なかった。○多くのゴミは登山

道までの一般道・車道で収集された。○県市町村や駅の担当者の対

応は非常に協力的だった。    ○「ゴミゼロデー」に呼応したクリーンハ

イクをゼッケンや腕章を付けアピールし、花種を配ったのは一般ハイ

カーに好評だった。○今後は従来と異なるクリーン企画が必要にな

る。

 第39回のクリーンハイクが6月3日(杉並区は6/24済、町田グラウス

は秋に予定)に一斉に行われた。朝からの雨模様、実施が危ぶまれ

たが徐々に雨も上がり、10地区、33会、226名の参加でクリーンハイ

クが行われた。ごみの状況は近年状況と変わらず、登山道にはほと

んど無く、林道終点や登山口、山小屋の裏側などや林道脇などに多

く見られ、不法投棄(トラック)もあった。ゴミの回収総量は144.3Kg。内

訳は可燃ごみ：57.9Kg、不燃ごみ86.4Kgの結果だった。今後の課題

として①物品配布の見直し(地区連盟で購入し都連盟に請求を検討)

②実施場所の重複防止(メールにより地区に連絡、事前に連絡をもら

う)③クリーンハイクゼッケン作成の要望検討

 



神奈川県連盟
東丹沢一帯：戸川林道　西山林道（二俣まで）　戸川公

園周辺　大山
12 21 291 59.5 220.9 280.4

山梨県連盟 　 　 　 　 　 　 　  

長野県連盟

長野県佐久地方の山(「佐久地方の野山を美しくする日」

の合同企画として実施)(蓼科山、みどり池、かぶと岩、八

風山、茂来山、黒斑山)

6 6 103 9.3 50 59.3

東信地方の各会で6コースを分担して6月に実施。今年(2012年)で第

37回目の「クリーンハイキング」となった。毎年恒例の行事として定着

し、一般参加者も良く知っていて参加する人(常連として)が多い。

石川県連

 

【会名、日時、山名、参加人数(うち一般)、ゴミKg】小松ブ

ルーベル山の会、6/3、大日山、45(22)。金沢ハイキング

クラブ、6/3、医王山、27。チャムラン山の会、6/10、銀

杏峰(福井県)、26(10)。小松ブルーベル山の会、9/8-

9、別山、14。めっこ山岳会、9/30、獅子吼(雨天中止)。

金沢ハイキングクラブ、9/30、白山・平瀬道(雨天中止)。

こだま山岳会、10/20、赤兎山～杉峠、16(6)。チャムラ

ン山の会、10/21、越前禅定道（市ノ瀬～六万山～慶松

平、19(8)。でんでん虫倶楽部、10/21、鳴谷山(1596m)、

9(5)。白山フウロ山岳会、10/27、杉峠～赤兎山、

21(11)。

8 8 177 4.154 0.034 4.188

　

【小松ブルーベル山の会】登山道にはごみは殆どなかった　登山口

の駐車場にゴミが多くみられたので下山後数名で拾った。ビール缶4

本　可燃ゴミ家庭用ごみ袋1袋分【金沢ハイキングクラブ】ビン3本

ペットボトル10本　カン15本　金属ゴミ3.4㎏　合計8.8㎏　登山道よ

り休憩所や展望台でゴミが目立つ　観光客が捨てる方が多い。【チャ

ムラン山の会】 ゴミ70g（飴やチョ コの包み、ちり紙、プラスチック

片、ストックのキャップとリング　　ゴミは非常に少ない【小松ブルーベ

ル山の会】 登山道整備　特にゴミはなかった【こだま山岳会】あめの

包み紙２～３個、山頂にゴミを入れたレジ袋２個　全体にきれい【チャ

ムラン山の会】0.34Kg(たばこのすいがら３つ、菓子や飴の包み５つ、

くつぞこ ゴミは殆どない【でんでん虫倶楽部】小さいゼリー容器1個

福井県連盟

【会名、日時、山名、報告者、参加人数】あしハイキング

クラブ 、6/24、剣ケ岳。ケルン山の会、6/9、大長山。

山っ子の会、6/10、桧谷。和楽路山の会、6/25、荒島

岳、能郷白山。わさびくらぶ、6/9、経ヶ岳。

5 5  1 1 1 　回収ゴミ引受けなど上市町 観光課とは良好な協力関係を継続。

静岡県連盟

日本平H・Cコース　高草山　真富士山　安倍城跡　高山

（牛ヶ峰）　御座山　　愛鷹山　　そばつぶ山　　御殿場5

合目　　薩埵峠　びく石　富幕山　湖西連峰　秋葉山表参

道　富士山御殿庭周辺　車山（長野県）

15 20 217 58.1 89 147.1 マスコミに向けてはＰＲ不足で取材etc.は実現しなかった。

神奈川県連のクリーンハイクは、県連統一と県後援による一般市民

参加で実施した。近年は、登山道のゴミも少なくなったが、林道などに

は不法投棄のごみが散見される。清掃以外の取り込みとしては、登

山道整備と水質調査を行った。登山道整備は県職員達と５２名が参

加し、登山道の補修等を行った。



愛知県連盟

　御在所岳、藤原岳（６月）定光寺　山星山　武豊自然公

園　継鹿尾山　栗栖山　海上の森～赤猿峠　猿投山　西

尾の森　尾張三山　弥靭山　道樹山（９月）：【山域、参加

会員数、参加一般数、日時、可燃ゴミKg、不燃ゴミKg】御

在所岳、424、251、6/3(日)、142.5Kg、285.4Kg。藤原

岳、127、42、6/3(日)、5.3Kg、15.2Kg。（9月実施分は集

計中）

13 9 1103 208.8 360.6 569.8

岐阜県連盟

【会名、日時、山名、参加人数(うち一般)、可燃ゴミKg、不

燃ゴミKg】みのハイク、左門岳（根尾　上大須）、参加18

人、可燃ゴミ1Kg、不燃ゴミ1Kg。瑞浪労山、屏風山、20

人、、可燃ゴミ2Kg、不燃ゴミ3Kg。中津川労山、恵那山富

士見台、9人、、可燃ゴミ6Kg、不燃ゴミ7Kg。大垣労山、

養老山、22人、、可燃ゴミ6Kg、不燃ゴミ2Kg。岐阜ケルン

金華山、34人、、可燃ゴミ34Kg、不燃ゴミ185Kg。

5 5 101 49 209 272

三重県連盟 　  　 　 　 　

滋賀県連盟

【山域、会名、日時、参加人数、ゴミKg】竜ヶ岳(鈴 鹿)、

鈴鹿山歩会、5/20,参加10人、ゴミ12Kg。御池岳(鈴

鹿)、鈴鹿山歩会、5/20,参加10人、ゴミ12Kg。飯道山(甲

賀)、綾野山歩会、5/27、21人、29.5Kg。綿向山(鈴鹿)、

滋賀山友会、5/27、8人、6.5Kg。伊吹山(伊吹)、滋賀山

友会、6/3、31人、16.5Kg。天狗山(金勝ｱﾙﾌﾟｽ)、滋賀山

友会、6/3、16人、4.7Kg。静ヶ岳(鈴鹿)、湖南岳友会、

6/3、32人、1.5Kg。笹間ヶ岳(湖南ｱﾙﾌﾟｽ)、ケルン、

6/3、12人、4Kg。北比良峠(比良)、ちごゆり、6/3、16

人、36.4Kg。比良岳(比良)、比良雪稜会、6/3、69人、

193.7Kg。三上山(野洲)、ﾃｸﾃｸｸﾗﾌﾞ、6/3、31人、3.2Kg。

鏡山(竜 王)、彷徨倶楽部、6/3、14人、2.1Kg。

13 10 274 329.3 0 329.3

 

"今年は昨年に比べて30 名も多い参加者がありました。特に、比良

雪稜会が担当された比良岳会場では、同会の熱心な参加勧誘と大

津市の広報に清掃登山の案内を掲載して頂けたことなどが奏効し

て、一般の方44 名を含む69 名もの参加者がありました。狭い登山

道で安全な作業を行うために、スタッフの苦労も並大抵ではなかった

でしょう。他の会場においても、それぞれにこの行事を盛り上げるた

めの努力をされたことと推察します。清掃登山という意義のある行事

を毎年継続するのみに留まらず、少しでも工夫を重ねてより広い層

の人びとが参加できる運動にしたいものです。

みなさんから頂いたゴミの状況及び登山道の整備状況等の情報は、

７月末を目処として管轄の自治体に写真を添えて報告させて頂きま

す。私たち登山者だけが得ることのできるこのような情報は、自治体

にとって貴重なものです。滋賀県連盟と自治体との連携を密にしてい

くことは、湖国の山々の自然保護に大きく寄与するでしょう。今後も私

たちは誇り高い緑の番人としてこの活動をますます発展させていき

 

一般参加者293名　①参加者集について：参加目標を、愛知県連の

会員600名、一般参加者300名の目標を掲げてきたが、昨年以上に

近づけることができた(各会の組織数との対比では、13山岳会が過

半数以上の参加者を得ることができた。)各登山口で、実行委員12

名で一般参加者への呼びかけを行い、これに応えて昨年以上の参

加者が得られた。また労山以外の会単位での参加や、計量場所など

にゴミを持って来てくれた一般登山者など、昨年以上に一般参加者

が増えている。参加者の増加は各会実行委員会をはじめとする各会

の努力の成果であるとともに、各会で新入会員を迎えていることの反

映でもあるといえる。②広報関連について：NHK、毎日新聞、読売新

 ○ 上大須地区の左門岳にて清掃登山を実施した　入山者が少ない

せいかゴミも少ない。

最近はゴミが少ないように感じる。麓では不法投棄とおぼしき不燃ご

みがみつかった。

以前は笹に覆われていた広い範囲（頂上～笹原峠）は、笹枯れのた

め、地面がむき出しになり、古いゴミを回収することもできた。○一般

登山者ではなく　地元の入山者のものではかというゴミも多い○久し

ぶりの運動となった登山で、少し体がきつかったが、山がきれいに

なって嬉しいし、自分自身気持ちが良い。参加して良かった。登山者

のモラル向上により登山道の環境は良くなっていますが、心無いドラ

イバーから捨てられる車道下のゴミまでは手が届かないので山岳会



京都府連盟

京都府内の山岳（北山）行者山、桟敷岳、水井山、横高

山、天ケ岳（西山）愛宕山、小塩山、天王山（東山）大文

字山（南山）甘南備山、大吉山、日野山（亀岡）行者山

（福知山）親不知、鬼ケ城（舞鶴）青葉山、由良ケ岳（丹

後）法沢山

24 18 538 192.2 307.6 499.8

奈良県連盟
生駒山、額井岳、矢田丘陵、龍王山、高見山、葛城山、

金剛山、大天井岳
8 6 182 71.7 142.2 213.9

和歌山県連盟
 雲山峰　　生石山　　三石山　　龍門山　　葛城山　　高

尾山　　雨の森・鏡石
12 9 210 69.5 46 115.5

大阪府連盟

【大阪の山：２０か所、兵庫の山：４か所】剣尾山　妙見山

ポンポン山　竜王山　箕面1・2　池田・五月山　猪名川

天王山　交野山　私市　　飯盛山1・2　生駒山1・2　高安

山　ニ上山　金剛山　岩湧山　和泉葛城山　　千刈貯水

池　百丈岩　烏帽子岩　釈迦岳1・2

44 57 837 515 862 1,377

 【活動】山道にはほとんどゴミがないが山頂付近にあるところもあっ

た。谷や河に不法投棄ゴミあり。回収した会もある。里山は枯れ木、

倒木など多く、クリーンハイク下見で整備した。行政への協力要請

（ゴミ袋の提供、回収）京都市、亀岡市、福知山市、向日市で実施。

（例年なみ）土壌調査の土壌サンプル採取１４の会で実施（山頂付

近）。【意見】可燃、不燃ゴミという分類があわないのでは。京都市で

は資源ゴミ（リサイクルする）、埋め立てゴミに分けている。

【活動】登山道脇に家電製品、タイヤ、布団、プラスティック製品、建

設機械の部品等不法投棄が目立った。クリーンハイクと同日ではな

いが一環事業として自然保護セミナー、谷水・湧水の水質調査を実

施した。 【意見】不法投棄が自然を損ねている。行政に巡回、回収

等働きかけが必要。

 昨年までは、登山道のごみは少ないので、条件が許せば（危険なの

ことはしない）不法投棄ゴミの回収にも取り組んでほしいとお願いし

ていたが、今年は自治体に不法投棄

ごみの報告および回収要請を呼びかけている。現在各地域で要請

中。

◎登山道近くのゴミの実態やクリーンハイクと同時に行われた活動な

ど(雲山峰)＜山中渓コース＞登山道脇が整備(草刈)されて、今年は

ペットボトルや缶のゴミが目立って多かった。<紀伊コース>今年も高

速道路下の空き地にゴミが目立った。<六十谷コース>墓の谷・井関

峠の2コースに分かれて行動したが、昨年と同様にゴミの量は少なく

なっていた。(生石山)ガケ下など従来拾わなかった場所のゴミを拾っ

たので、そこそこの量たまった。山上で紀州山友会・有田山の会合同

でアピール文の読み上げを行った。(三石山)ゴミは少なくなっていま

すが、林道が多いため、道脇に不法投棄と思われるゴミ、テレビなど

があり、役所へ連絡することにします。(龍門山・葛城山)龍門山では

ゴミが減っているようだが、葛城山では意外とゴミが多く感じられた。

杉林の中にも缶やビン等が散乱していたが拾う余裕もなかった。(高

尾山)登山口付近ではビニルひもや缶が多かった。◎クリーンハイク

参加者の意見など(雲山峰)＜山中渓コース＞登山道脇が草刈され

て、今まで目に付かなかった缶やペットボトルが多く見つかった。<紀

伊コース>昨年と同様に高速道路トンネル近くで、登山者以外と思わ

れるゴミが多く投棄されていた。(生石山)労山活動の一端がわかった

という意見が聞けた。(三石山)ゴミは少なくなっている。(葛城山)参加



兵庫県連盟
六甲山系、武庫川ハイキングコース（過去1年間実施回

数６回の集計）9/5 10/3 12/5 2/6 4/10 6/5
132 163 3,599 989 972 1,961

鳥取県連盟
クリーンハイクの件ですが、鳥取県連、従来から労山の

みでの取り組みはしていません
　 　 　 　 　 　

地元の山岳、自然保護関係者や行政機関で構成する大山の美化を

推進する会、大山の頂上を保護する会の両組織に所属。美化推進で

は１０月２１日の一斉清掃に参加し、大山夏山登山道の清掃を３人で

担当、レジ袋４袋分のごみを回収。１０月２日にあった頂上保護（植生

復元）の作業にも９人が参加、頂上避難小屋で資材整理などに当た

りました。

島根県連盟 　 　 　 　 　 　 　 　

岡山県連盟 黒髪山　熊山　鬼ノ城山　泉山　和気鷲の巣　備中岩場 26 9 262 74.7 65.6 140.3

◎登山道近くのゴミの実態やクリーンハイクと同時に行われた活動な

ど＊新見HC　吉祥寺　愛宕山　二子山　角山から黒髪山への登山

道の整備をした。

＊玉野HD　クリーンハイク後登山教室を開いた「岩場の登り方」

「ロープワーク」「リュックをつないだ搬出j方法」「ストレッチ」など

* SCMC  山の歌合唱◎クリーンハイクに参加した人の意見など＊

SCMC　登山口に至るアプローチに投げ捨て等ゴミ多い。林道そば車

で入れる所に

持ち込みゴミ（産業廃棄物様のゴミ）があった。　いずれにとっても残

広島県連盟

【会名、日時、山名、報告者、参加人数】広島、6/3、牛

田山、室崎、19。やまぼうし、牛田山、6/3、花岡、26。

呉、6/3、灰ヶ峰、市野、14。県北、6/3、岩屋寺山、添

田、8。佐伯、6/3、窓ヶ山、植木、10。福山とんど、6/3、

蔵王山、和田8。

6 6 85 18.7 46.9 65.6

【各会の特記事項および気付き事項】○登山道にはゴミは非常に少

ない。登山口付近のクルマの駐車場、道をはずれた谷間や斜面、頂

上の岩場の茂み、休憩所・東屋などにビン、カン、ペットボトルや弁

当ガラ、菓子の袋、タバコの吸い殻が捨てられている。（やまぼうし、

広島、福山とんど、呉、佐伯、県北）○山道はほとんどゴミもなく山ユ

リが咲いていた。林道に少々ゴミも落ちていたが目立たない程度。地

域人々が大切に保護しているのであろう。(県北)○昨年から清掃ボ

ランティアが草刈や清掃に入っており、大型ゴミや家庭ゴミは見当た

らなかった。イノシシの掘り起しや山野草の被害を受けており、頭数

の繁殖が危惧される(福山とんど)○「憩いのもり」から「南登山道」は

工事中であった。これからキレイに整備されると思う。近年どこの山も

キレイに他も保たれているようである(佐伯)○神田山荘前の道路に

家庭ゴミやガラスコップ、バイク用タイヤ、タンクが放置されていた。

(広島)○屋上展望台の下に冷蔵庫らしきものあり。手に負えない．

(呉)【自然保護への取り組み】○全国連盟の「2012年全国いっせい

クリーンハイクアピール」の目的、意義について説明、自然とのかか

 自動車道路の通る六甲山は、道路際に不法投棄ゴミがまだまだ多

い。しかし、登山道のゴミは少なくなっている。クリーンハイクと同時

に行った活動としては、１０月２日に六甲山系河川の水質調査を行っ

た。また６月３日には、武庫川廃線跡ハイキングコースのハイキング

道の整備、コース際の草刈を行った。さらに会単独ではあるが、六甲

山の登山道の整備も行っている。



山口県連盟

【会名、日時、山名、参加人数,可燃ごみKg、不燃ゴミKg】

こんぱす、4/29、寂地山、16名、2Kg、2Kg。やまびこ、

4/29、寂地山、6名、1Kg、2Kg。杣道、6/14、長野山、4

名、2Kg、1Kg。

2 3 26 6 4 10

4/29の寂地山はカタクリの花が咲き、山は登山者でにぎわっていま

した。

しかし登山道にゴミはほとんどなく「探して」歩く状態でした。

登山者のマナーは定着している状況。

香川県連盟 香川県内 8 9 257 240 2.517 2.757 道路沿いに、家財製品・産業廃棄物の投棄が多い。

徳島県連盟
　剣山(剣山登山ルート、夫婦池、西島周辺の登山道

下)、日の峰、
4 6 84 1305 0 1,305

道下の樹木ガード約１１０本の成果でした。阿波あすなろ山の会関係

28名、ロイヤル山岳会・亀さんランナーズ2名徳島ハイキング22名、

徳島市勤労者山の会7名、山と友の会1名　合計60名今年は、夫婦

池周辺を清掃しました。沢山のゴミが回収されましたがまだまだ残っ

ているそうです。来年度はもっと本格的にする必要がありそうです。そ

の他、あすなろ山の会は丸石小屋の清掃も行いました。小松島ハイ

キングは地元の日の峰清掃を実施しました２４名の参加。７００キロ

のゴミだったそうです。(軽トラ７回分）山と友の会は6/24三嶺と天狗

塚で清掃活動をします。

高知県連盟 　 　 　 　 　 　 　

愛媛県連盟
【山名、会、参加人数】石鎚山、1会、28名。堂ヶ森、1

会、2名、鬼ヶ城山系、1会、40名。
3 3 70 0 0 0 なし

福岡県連盟

 福知山、篠栗、九千部、英彦山、若杉山、油山、四阿

屋、高良山、長岩山、発心山、鷹取山、女山、尺岳、小袋

山、平尾台、髙塔山、戸の上、犬ヶ岳、宝満山、砥石岳、

志清水山、三池山　　　【参加者の中で114名は会員外

の参加】

38 29 824 449.4 627 1076.4

佐賀県連盟       　

長崎県連盟

【会名、日時、山名、参加人数(うち一般)、ゴミKg】長崎あ

ゆみハイキングクラブ、6/10、烽火山、48(8)、缶ビン

3Kg、可燃ゴミ3Kg、不燃ゴミ2Kg.。佐世保こもれびハイキ

ングクラブ、6/10、弓張岳、5、缶ビン7Kg、可燃ゴミ

3,4Kg、不燃ゴミ1,8Kg.。長崎カルチャー山の会、6/2、彦

山、15(2)、缶ビン3Kg、可燃ゴミ2Kg、不燃ゴミ5Kg.。長崎

南陵山岳会、6/3、矢上普賢岳、16(1)、缶ビン3,2Kg、不

燃ゴミ4,5Kg.。長崎ミラン山の会、5/27、寺岳、18、缶ビ

ン11Kg、可燃ゴミ10Kg、不燃ゴミ5Kg.。オレンジハイキン

グクラブ、6/15、五家原岳、19、缶ビン6Kg、可燃ゴミ

15Kg.。東都山岳会、6/10、金毘羅山、10(2)、缶ビン

2Kg、不燃ゴミ5Kg.。長崎ヘバルナ山の会、10/14、天門

峯 5(1) 缶ビン5Kg 可燃ゴミ2Kg 不燃ゴミ3Kg 長崎朝

12 8 136 35 67 102

【長崎あゆみハイキングクラブ】登山者の意識が高まっていて、この

まま続けて捨てないでほしいなと願いたい。あゆみは6月と11月の2

回山域を変えてやっています。【佐世保こもれびハイキングクラブ】登

山道にはなく、林道や駐車場横の林に多く見られました。【長崎カル

チャー山の会】歩道・車道では煙草のポイ捨てが多い。山道は少な

い。ただ山道を外れるとゴミが散見された。【長崎南陵山岳会】登山

道の途中の墓地にゴミが多くあった。【長崎ミラン山の会】休み所や

展望のいい場所には缶・ビン・ビニール類があった。神社では地元の

供え物やビニール類があった。【オレンジハイキングクラブ】五家原山

頂付近と仏の辻付近に多くあった。また入り込んだ場所に放置された

大型ビニールや空缶、空瓶が多かった。【東都山岳会】登山口を少し

登ったところまでビニール、ビン、弁当がらなどがあった。バッテリーも

うずもれていた 【長崎ヘバルナ山の会】古い缶・ビン・ペットボトル

登山道にはゴミが少なくなった。宝満山のコースで、バッテリー25キロ

を回収した。発心山コースは、荒れていた。車道には前回よりゴミが

多くなっていた。



熊本県連盟

【会名、日時、山名、報告者、参加人数】4山岳会、

4/15、高塚山(日球磨郡五木村)、51。天草アルパインク

ラブ、6/10,念珠嶽(天草)8。

2 5 59 604 0 604

大分県連盟  　 　  　 　　 　

宮崎県連盟 　        

鹿児島県連盟 　「実施できなかった」 　 　 　 　 　 　 　

沖縄県連盟 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

合　　　計 472 522 #### 5900.8 4459.401 10360.16

　

　

　

　

 【高塚山】ゴミは主に一升瓶です。その他洗濯機、ワイヤー、茶碗の

かけら等で昔の山作業場の跡のようでした。五木村より軽四輪のト

ラック1台と人吉球磨ハイキングより軽四輪1台で合わせて６００Ｋｇ

集めて役場が回収しました。

あまりの多さに登山口までを二往復しました。今回は役場の方々の

協力で大変助かりました。


