
春山も気象の急変に要注意!
-r気象遭難jが多発しています~

気象の変化に対応できるよう、入山前に最新の気象情報を十分に確認すると

ともに、気象が急変した際には、冷静に判断し行動することが重要です。

1 入山前、入山中の気象情報を確認していますか。(携帯電話、ラジオ等)
2 エスケープルート (万ーの時の逃げ道)は考えていますか。
3 雪崩に対する知識と装備(雪崩ビーコン、プローブ、シャベル等)は十分ですか。
4 応急処置のための医薬品や器具は準備しましたか。
5 緊急時の連絡手段は準備しましたか。 (無線機、携帯電話などの充電も忘れずに!) 
6 山岳保険の加入は済みましたか。
7 登山計画書(登山届)はパーティー全員でよく検討し、作成しましたか。

[登山計画書(登山届)はあなたの生命を守るザイルです。 I
平成24年春の行楽期間中に遭難した104/¥ーティーのうち、 85パーティー
(82%)が登山計画書(登山届)を提出していませんでした。

・登山計画書 (登山届)の提出先

0家庭、クラブ (山岳会)、職場、学校等。

O山域の登山指導センターや案内所、登山口の登山届ポストなど。

0登山地域の都道府県警察本部地域課(室)または山域を管轄する警察署、

交番、駐在所。

(谷川岳、餌岳については条例に基づく登山届提出義務があります。)

遭難事故の発生が早い段階で警察に認知されます。

捜索救助活動が迅速かつ合理的に行われます。

捜索救助活動にかかる膨大な社会的及び個人的負担を
軽減させることができます。

家族や関係者を安心させることができます。

これまでも登山計画書 (登山届)を提出したことにより、命拾いしたとい

う事例が数多くあります。登山計画書(登山届)を提出するということは、

あなたの生命を守るザイルであると考えて必ず実行しましょう。また、登

山計画書 (登山届)の提出先には、下山の報告を忘れずにしてください。

※研修会、 講習会等の問い合わせ先

触)日本スポーツ振興センター国立登山研修所
URL http://www.naash.go.jp/tozank en/ 

(社)日本山岳協会
URL http://www.jma・sangaku.or.jp/

TEL (076) 482-1211 (.側
FAX(076)481-1534 

TEL (03) 3481-2396 
FAX (03) 3481-2395 
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連休登山の警告文

春山も雪崩・滑落・天候の急変に要注意
一万全な計薗と装備でー

平成25年4月1日 山岳遭難対策中央協議会

霊山計画書の作成と提出1:
安全霊山の第一歩

例年、大型連休前援の春山において多くの遭難事故が発生しています。
とりわけ、遭難者に占める中高年登山者の割合は7-8割と高く、転・滑落、道迷い、

転倒などの事故が多発しています。
この時期、ふもとは初夏の装いでも、山では天候が急変すれば降雪もあり 、冬山に様変

わりします。春山に対する認識が甘く、天候に関する不適切な判断や、不十分な装備で体
力的に無理な計画を立てるなど、知識 ・経験・体力の不足から、避難に至ることが多く見
受けられます。

また、仲間に連れて行ってもらうだけという人まかせな考えからか、登山中に仲間とは
ぐれて道に迷うなど、離散型の避難事故も多くみられます。

登山は、自己責任において行わなければなりません。それは計画かう帰宅するまでの一
切を自分で主体的にやり遂げると言うことです。

0登山計画の作成に当たっての留意事項
① 「道迷い避難」などを起こさないように、地形の特徴を1125000地形図で把握する。
② 事前に週間天気予報などを参考に、行動期間中の天気の推移を見極めて登山計画を

たてる。
③ 単独登山を避け登山計画書 (登山居)を提出のうえ、万全な計画・装備を持って出

かける。
O山での行動の留意事項
① 長時間の行動により想像以上に体力 ・集中力は落ちることを自覚する。
② 意識的に仲間と声を掛け合い、こまめに休憩を取り、糖分 -水分補給などで心身を

リフレッシュする。
① 常に最新の気象情報を入手したり、観天望気を行う 。

O安全な登山を実行するための留意事項
①(公社)日本山岳協会及び各都道府県山岳連盟等の講習会などを利用して安全登山に

必要な知識や技能を身につける。
② 日頃からトレーニングを怠らず体力の向上に努める。
③ 経験豊かで判断力のあるリーダーのもと、告自の体力と経験に応じた山に登る。

山岳遭難対策中央協議会構成省庁・団体 *太字は「幹事会J稿成省庁・団体

内閣官房警察庁環焼省気象庁消防庁 林野庁総務省防衛省 文部科学省

(独)日本スポーツ振興センター (株)NTT (公財)日本体育協会

(社)日本山岳協会 群馬県山梨県静岡県富山県長野県



[ 過信は禁物、下山する勇気が生死を分ける
~春山は突如として冬山と化すことがある。なだれにも注意~

この季節は、高気圧と低気圧が交互に通過し、時折、低気圧が急発達しながら通過するなど、天

気の変わりやすい時期です。このため、雨や雪、気温の急変、突風や落雷、霧など、春山では、命

にかかわる急な天気変化も珍しくありません。突如として冬山と化し、猛吹雪となることもありま

す。また、ふもとは初夏の装いでも、登山コースの周辺には雪が残っている場合があります。なだ

れに巻き込まれて遭難する事故も毎年のように発生しています。

安全に春山を楽しむためには、登山の数日前から週間天気予報などを参考に、行動期間中の天気

の推移を見極め、積雪等、登山ルートの最新状況を確認した上で登山計画をたてることが大切です。

連休だからといって、自然を無視した無理な登山計画は命取りです。登山中も常に最新の気象情報

等に気を配り、天気の急変が見込まれる場合には、速やかに下山する等、安全サイドに立った適切

な判断が生死を分けると強く認識してください。

気象情報の入手先
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常に最新の気象情報を利用することが大

切です。ラジオやテレビの他、インターネ

ットや携帯端末を利用した情報の入手も可
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(公社)日本山岳協会のホームページに、

以下の入手先等、まとめていますので、ご

利用ください。

(http://www.jma-sangaku.or.jp/tozan/plan 
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口気象庁ホームページ (PCサイト)
気象庁ホームページでは、 警報・注意報、 公益社団法人 日本山岳協会のホームページ(気象情報のページ)

天気予報の他、地上・高層天気図、気象衛星、
アメダス、気象レーダー、ウインドプロファイラ(上空の風)等の様々な気象情報を確認することが
できます。
(http://www.jma.go.jp/jma/index.html) 

口国土交通省防災情報提供センターホームページ (PC・携帯)
国土交通省防災情報提供センターホームページでは、河川、道路、気

象等の各種情報を見ることができます。
(http://w附 .mlit. go. jpjsaigaijbosaijohoj) 

また、携帯端末向けホームページでは各種防災情報を見ることができ
ます 。
(http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html) 

口民間気象会社等のサービス
民間気象会社等では、特定の山を対象に気象情報提供サービスを行っ

ているところがあります。
(詳細は、各民間気象会社等にお尋ねください)

。
国主窃省

貯災情綴提供ゼノター

国土交通省の防災情報がこ5
防災情報

防災情報提供センター
携帯端末向けホームページ(Top)



主な山岳地の登山についての問い合わせ

山 岳 気象 情 報 山 岳 情 報

主な山域の
各地域の情報は地方気象台にお問い合わせ下さ 警察庁生活安全局地域諜

冬山情報
し、。 。イン脅ーネyトhttp・Ilwww.npa.gojp/

。イン事ーネット http://wwwjma.~ojp/jma/index.html 

北海道金山減
北海道警察本部地域企画課 (011)2514110 | 
。イン告ーネットh悦p:/I www.police.pref.hokkaido.lgjp/info/chiiki/sangaku/sangaku--top.htm I 

和l 尻岳 (0162)23-2678 北海道警察

大雪山 系
旭川 H 

(0166)32-6368 旭川方面本部地域課 (0166)35-0110 

十勝岳 。イン告ーネット http://www.asahikawahonbu目police.pref.hokkaido.lgjp/index.html

八 甲 田 山系 青森 11 (017)741-7411 青森県警察本部地減課 (017) 723-4211 

盛岡 11 (019)622-7868 岩手県警察本部地域課 (019)653-0110 
j¥ 幡 平

秋田 11 (018)823-8291 秋田県警察本部地域課 (018) 863'-1111 

鳥 海 山 系
山形 11 (023)622-2262 

山形県警察本部地減課
秋田 (018)823-8291 

(023)626-0110 
11 

仙台管区気象台 (022)297-8104 
宮城県警察本部地域課 (022) 221-7171 

蔵王山系
。イン告ーネット http・Ilwww.police.pref.miyagijp/hp/tiikisitu/tiiki/chiikika1.html

山形地方気象台 (023)622-2262 
山形県警察本部地域課 (023)626-0110 

山形 11 (023)622-2262 山形県警察本部地域課 (023)626-0110 
山形県小国警察署 (0238)62-0110 

飯 豊 連 峰 新潟 11 (025)281-5871 新潟県警察本部地域課 (025)285-0110 

。イン9ーネット http://www.police.pref.川gatajpl
福島 11 (024)534-2162 福島県警察本部総合運用指令課 (024)522-2151

。イン9ーネットhttp://www.police.pref.fukushimajp/ 

巻 機 山連峰 新潟 11 (025)281-5871 新潟県警察本部地域課 (025)285-0110 
前橋 11 (027)231-2237 。イン書ーネット http://www.police.pref.niigatajp/ 

首 場 山 長野 11 (026)232-2034 

谷 )11 岳 新潟 11 (025)281-5871 群馬県警察本部地域課 (027)243-0110 
前橋 11 (027)231-2237 。イン9ーネット http・Ilwww.police.pref.gunmajp/

草津白根山 長野 11 (026)232-2034 

丹沢山系 機浜 11 (045)621-1991 
神奈川県警察本部地減総務課 (045)211-1212 

。イントネット http://www.police.pref.kanagawajp/mes/mesg0004.htm 
甲府 11 (055)222-2347 山梨県警察本部地域課 (055)235-2121 

。イン9ーネットhttp目Ilwww.pref.yamanashijp/police/

南 アル プス 静岡 11 (054)286-3411 静岡県警察本部地機諜 (054)271-0110 

富 土 山 。イントネット http://www.police.pref.shizuokajp/osirase/sangaku/ 
長野 11 (026)232-2034 

北 アルプ ス 長野 11 (026)232-2034 長野県警察本部地域課 (026)235-3611 (直通)

中央アルプス 。イン告ーネットhttp://www.pref.nagano.lgjp/police/ 

南 アルプ ス 岐阜 11 (058)271-4107 山梨県警察本部地域課 (055)235-2121 
j¥ ケ 岳 。イントネット http://www.pref胤 manashijp/policel

富山 11 (076)432-2311 富山県警察本部地域室 (076)441-2211 

北 アルプ ス
。イントネット http://police.pref.toyamajp/ 

岐阜 11 (058)271-4107 岐皐県警察本部地域課 (058)271-2424 
。イン9ーネット h坑口:Ilwww.pref.gifu.lgjp/police/

大 峰 山系
奈良 11 (0742)22-4445 

奈良県警察本部地減課 (0742)23-0110 

大台山系 。イントネット http://www.police.pref.narajp/ 

大 山 鳥取 11 (0857)29-1311 
鳥取県警察本部地域課 (0857)23-0110 

。イントネット http://www.pref.tottori.lgjp/policedaisen/ 
松山 11 (089)941-0012 愛媛県警察本部地域課 (089)934-0110 

石鎚山 系
。イン聖ーネットhttp://www.police.pref.ehimejp/ 

高知 11 (088)822-8881 高知県警察本部地減課 (088)826-0110 
。イントネット http://www.police.pref.kochi.lgjp/ 

屋 久 島
鹿児島 11 (099)250-9913 鹿児島県屋久島警察署 (0997)46-2110 

携帯トイレを装備に追加! 汚さず楽しむ春の山



春の行楽期における山岳遭難事故発生概要 春山登山装備チェックリスト

登山目的にあった装備を持参しましょう過去5年間における山岳遭難発生状況
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80 

160 

140 
120 

100 

80 

60 
40 
20 。

H20 

※「春の行楽期』とは、ゴールデンウィーク期間中をいう.
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過去5年間の遭難態様の比率
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日 5~

動物u輩
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名

登山装備チェックリスト (0は必ず持参するもの。δは状況によって持参するもの。)
ロ
ロロ

口10シャツ |口10ヘッドランプ(予備111池・電球|口10トランシーパー (予腕地)

口10アンダーウェア上下 |口10ライター・マッチ |口10携帯電話(予備活池)

口10靴下(17'Jス)・予偽=靴下 |口10テノレモス ・水筒 |口10修理用具一式

口10手袋(グロー7コ・予備手袋 |口10食器類 |口10ツェノレト

口10帽子・防寒相(目醐) 1口10ナイフ |口10ザイノレ(ロープ)

口10防寒衣(セサー・79-J.) 1口10ホイッスノレ |口10スノーソー

口10防風防水(透湿)パーカ |口10タオノレ・手拭 |口10スリング各種

口10防風防水(透湿)オーバーパ:--11口10ローソク |口10標識布・竹

口16GPS 

口|ムサブザック

口16テント一式

口|ムハーネス

口|ムサングラス

口|ム各種登事態用具

日ム伸縮式ストック

口|ムランタン

日ム油性太字ペン

口lムカメラ

口|ム携帯トイレ

口
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ロ10ズボン 口10非常食

34 

H23 
(年)

H24 

30.35 

口 0オーバーミトン 口 Oロールペーパー

口 Oロングスパッツ 口 O装備整理袋 (スh7パ79)

口 0登山靴 (防水性の高いもの) 口 Oポリ袋

ロ0カラビナ 口 O時計

口 0シュラフ (ストピングパ7'1) 口 O高度計

ロOシュラフカバー 口 Oコンパス

口 Oマット 口 01/25000地形図

口 。ノレックザック 口 Oノレート図

口 0 ピッケノレ 口 O笠山計画書

口 0アイゼン 口 O筆記具

口 0 ゴーグノレ 口 O身分証明書

口 0雪崩ビーコン 口 O緊急速絡粟

口 Oプロープ(携帯ゾンデ棒) 口 O健康保険証

口 Oスノーシャベノレ 口 Oコンロ

口 0救急用品(各種薬等) 口 O燃料・予備燃料

口 0テーピングテープ 口 Oラジオ

口 Oレスキューシート 口 Oコッフェノレ・炊事用具

過去5年間における中高年遭難者数
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口10天気図用紙

15 

※この装備リストは春山登山の標準的な装備です、対象とする山の難易度、

登山方法により必要な装備は変わりますので、事前にパーティーで装備

の要否や追加装備の有無をよく検討して ください。。
H20 H21 ・ H22 H23 H24 (年)

転落・滑落、道迷い、転倒に注意しましょう! 念入りに装備確認春の山



登山計画書(登山居)
年 月 日

御中

目的の山域・山名

入山日 |最終下山日I (予備日含む)

占. 氏名
役割!

住所 | 緊急連絡先・氏名
性別|年令卜------------~-:~-~~[LL~-:~-:-------------I

電話(携帯電話) I 住所または電話(携帯電話)

日程 行動予定

(1 ) / 

(2) / 

(3) / 

(4) / 

(5) / 

荒天・非常時
. 

対策

エスケイブルート

。所属している山岳会・サークルについてを記入してください。

団体名

所属 山岳連盟(協会) 緊急連絡先

代表者氏名 氏名

代表者住所 住所

代表者電話 電話

代表者携帯電話 救助体制 ある ( 名) なし

捜索費用にあてる保険加入の有無 あり なし 保険会社名



(概念図)

テント(型・人用・張)

ツエルト(人用・張)

ロープ(m・本)

通信機器(台・MHZ)

携帯電話番号

食料(日分)

非常食(日分)

燃料(日分)

(その他連絡事項)

提出先 塞庭、クラブ(山岳会)、職場、学校など

山域の登山指導センターや案内所、登山口の登山届ポストなど

登山地場の都道府県警察本部地埠課(窒)

または山域杢管轄する警察署、交番、駐在所

注意 登山計画書を提出したところには、必ず下山の報告をすること

(予備食含む)

条例に基づく登山届出(提出義務があります)は所定の届出先に提出すること

※登山計画書の記入例については、(公社)日本山岳協会のホームページまで

htto:/ /www.ima-sane:aku.or.io/ 


