
 
平成 28年度 白山まもり隊 白山外来植物除去作業ボランティア募集について 

 
ね ら い  本来、白山の高山帯・亜高山帯には生育して

いないオオバコやスズメノカタビラといった外
来植物（低地性植物）が白山の生態系を脅かして
いることから、これらの除去を進めていく必要
がある。 

      この白山外来植物除去作業ボランティアの募
集は、白山自然保護センターや環白山保護利用
管理協会が主催するイベント型の除去活動に参
加希望のボランティアを募集するほか、自然公
園法に基づく許可を、そのつど取ることなく、自
主的な除去活動を随時行うことができるボラン
ティアを募集するもの。 

 

■白山奥山ワーキング 白山まもり隊（いしかわ県民大学校教養講座） 
 日 時 タイトル 内 容 場 所 (住 所) 定員 

①  

5 月 22 日(日) 
13:30-15:30 

自主参加型白山外来植物 
除去作業ボランティア研修 
講座 

白山へ侵入した低地性
の植物除去に関する知
識を学び、除去ボランテ
ィアの登録を行います。 

白山市鶴来総合文化会館 
ｸﾚｲﾝ 

100 

7 月 3 日(日) 
13:30-15:30 

白山国立公園センター 100 

②  
6月 26日（日）
13:00-16:00 

白山外来植物除去作業 
採って楽しむオオバコ茶 
in 市ノ瀬 

市ノ瀬の駐車場のオオ
バコ除去作業。採ったオ
オバコをお茶にして楽
しみます。 

市ノ瀬ビジターセンター 
（白山市白峰(市ノ瀬)） 

100 

③  
8月 27日（土） 

～ 
28日（日） 

白山外来植物除去作業 
アカミタンポポの根っこの
長さ比べ in 室堂 

白山に侵入してきたオ
オバコやアカミタンポ
ポなど外来植物の除去
作業を行います。 

白山室堂 
（白山 室堂） 

50 

④  
9月 10日（土） 

～ 
11日（日） 

白山外来植物除去作業 
オオバコの茎ですもう勝負
in 南竜ヶ馬場 

南竜ビジターセンター 
（白山 南竜ヶ馬場） 

50 

 
注 これまで一度も白山で外来植物除去作業に参加したことがない方が、自主参加型白山外来植物除去 
作業ボランティアに参加するためには、②の平成 28年 6月 26日（日）13:00～16:00 市ノ瀬で実施予定
の除去作業に参加する事が必須になります。 
 
参 加 費 ：①② 参加費無料   ③④ 1人 4,000円（食費のみ） 
 
申込方法 ：電話、ＦＡＸ、Ｅ－mail 
 
募集期間 ：平成２８年４月２２日（金）～ それぞれ定員に達するまで 
 
主  催 ：石川県（白山自然保護センター）、環白山保護利用管理協会 
 
協  力 ：環境省、白山市、白山比咩神社、（一財）白山観光協会、（一財）白山市地域振興公社、 

石川県自然解説員研究会 
 
問合せ＆申込先 石川県白山自然保護センター 
         〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ４ 

TEL. 076-255-5321（月～金曜日の 8:30～17:00にお願いします） 
FAX. 076-255-5323 
E-mail hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 

平成28年4月21日 

白山自然保護センター 

担当者 野上 達也 

直 通 076-255-5321 

H27アカミタンポポの根っこの長さ比べ in 室堂 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
白山に侵入したオオバコなど低地性の植物の
除去作業を行うボランティアを募集します。 
 

 自主参加型白山外来植物除去 
作業は、いつでもご自身が白山にお
出掛けになった際に、自主的に外来
植物除去作業を行なっていただける
ようにしたものです。 
外来植物除去作業は、研修を受け、

登録をしたボランティアが、環境省
や土地所有者の許可を受けて実施し
ます。研修を受講されていない方は、
除去作業を行うことができません
ので、ご注意下さい。 

 
注 これまで一度も白山で外来植物除去作業に参加したことがない方は、
平成 28 年 6 月 26 日（日）13:00～16:00 に市ノ瀬で実施の除去作業に  
参加する事が必須になります。 
 

石川県白山自然保護センター･環白山保護利用管理協会 
 
問合せ・申込先 

 石川県(白山自然保護センター) 
  〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ 4 
  TEL. 076-255-5321（平日の 8:30～17:00 にお願いします） 

  FAX. 076-255-5323 
  E-mail hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 

白山のシンボルマーク 

 平成２8年 ５月 22日（日） 13：30～15：30 
白山市鶴来総合文化会館クレイン 

平成２8年 ７月 3日（日） 13：30～15：30 
白山国立公園センター 
 

研修 
講座 

 

山のまなび舎 白山奥山ワーキング 
いいししかかわわ  

自自然然学学校校  



 

 

 
オオバコなど白山に
侵入した外来植物の
除去作業を行って 
もらうボランティアを
募集します。  
要申込 
（4月 22日から 

電話、FAX、E-mailで受付） 
 

 日 時 タイトル 内 容 場 所 (住 所) 定員 

①  

5 月 22 日(日) 

13:30-15:30 
自主参加型白山外来植物 
除去作業ボランティア 

研修講座 

白山へ侵入した低地性の植

物除去に関する知識を学び、
除去ボランティアの登録を
行います。 

白山市鶴来総合文化会館ｸﾚｲﾝ 100 

7 月 3 日(日) 
13:30-15:30 

白山国立公園センター 100 

②  
6 月 26日（日）
13:00-16:00 

白山外来植物除去作業 
採って楽しむオオバコ茶 

 in 市ノ瀬 

市ノ瀬の駐車場のオオバコ
除去作業。採ったオオバコを

お茶にして楽しみます。 

市ノ瀬ビジターセンター 
（白山市白峰(市ノ瀬)） 

100 

③  
8 月 27日（土） 
～28 日（日） 

白山外来植物除去作業 
アカミタンポポの根っこ 

の長さ比べ in 室堂 
白山に侵入してきたアカミ

タンポポやオオバコなど 
外来植物の除去作業を行い
ます。 

白山室堂 
（白山 室堂） 

50 

④  
9 月 10日（土） 
～11 日（日） 

白山外来植物除去作業 
オオバコの茎ですもう 

勝負 in 南竜ヶ馬場 

南竜ビジターセンター 
（白山 南竜ヶ馬場） 

50 

※③④参加費 1 人 4,000 円（食費のみ）、①②参加費無料。 
 
注 これまで一度も白山で外来植物除去作業に参加したことがない方が、自主参加型白

山外来植物除去作業ボランティアに参加するためには、②の平成 28年 6月 26日（日）

13:00～16:00市ノ瀬駐車場で実施予定の除去作業に参加する事が必須になります。 
 
石川県白山自然保護センター･環白山保護利用管理協会 
 
問合せ・申込先 

 石川県(白山自然保護センター) 
  〒920-2326 石川県白山市木滑ヌ 4 

  TEL. 076-255-5321（平日の 8:30～17:00 にお願いします） 

  FAX. 076-255-5323 

  E-mail hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 

山のまなび舎 白山奥山ワーキング 

白山奥山ワーキング 白山まもり隊 

白山外来植物除去作業 
 ボランティア募集 

いいししかかわわ  
自自然然学学校校  

白山のシンボルマーク 
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