
活動プログラムご案内



富士山クラブ宣言

私たちは、富士山が育んできた
水と緑と命をまもり、
心の故郷としての美しい富士山を
子どもたちに残していくために、
活動を続けます。
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清掃活動

…が、まだまだ富士山のごみ問題解決にはみなさんの⼒が必要です。日本のシ
ンボル、世界遺産になった富士山をさらに美しく、ごみゼロを目指して一緒に
活動しましょう。そして、この活動を富士山から全国に広げていきましょう！

所要時間 1.5時間〜2.0時間（移動時間は含みません）
対象年齢 小学生以上（小学生以下の場合はご相談ください）
活動人数 20名〜100名
活動場所 富士山周辺地域（湖沼・河川・海岸含む）
活動期間 通年

清掃活動費用 活動にかかる、調査や⾏政⼿続きなどの事前準備、当日の安全管理、
回収ごみ処分等のため、皆様に費用のご負担をお願いしております。

事務局までお問い合わせください

※100人以上で活動をご希望される場合は、別途ご相談ください。
※活動への理解を深めるため、事前学習や体験学習と組み合わせて実施することをおすすめします。
（事前学習についてはP8 体験学習についてはP5・P7をご参考ください)

参加者数約67,000人、活動回数約770回！
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外来植物駆除活動

侵略的外来植物をご存知ですか？在来・固有の植物を駆逐し、生態系を損なう
惧れのある植物です。富士山には、環境省が特定外来生物に指定しているオオ
キンケイギク・オオハンゴンソウ・アレチウリなどが生育しています。
駆除活動にご協⼒をお願いします。

所要時間 1.5時間〜2.0時間（移動時間は含みません）
対象年齢 小学生以上（小学生以下の場合はご相談ください）
活動人数 20名〜100名
活動場所 静岡県富士市・富士宮市 山梨県富士河⼝湖町など
活動期間 積雪期以外 ※重点実施期間 5⽉〜9⽉末

外来植物駆除
活動費用

活動にかかる、調査や⾏政⼿続きなどの事前準備、当日の安全管理、
駆除した植物処分等のため、皆様に費用のご負担をお願いしております。

事務局までお問い合わせください。

※100人以上で活動をご希望される場合は、別途ご相談ください。

ただの草取りにあらず。⽴派な環境保全活動です！
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トレッキング

富士山の⾒える山を歩く、火山を体感する（洞窟等）、富士山の水のしくみを
探るなど、活動のねらいや対象年齢などを考慮し、富士山の魅⼒を五感で体験
するトレッキングプログラムをご提案いたします。

所要時間 1時間〜6時間（ルートにより異なります）
対象年齢 幼児〜⼤人
活動人数 10名〜100名 ※さらに⼤人数の場合はご相談ください。

活動場所 静岡県 朝霧⾼原、⻄⾅塚、宝永⽕⼝など
山梨県 ⻘⽊ヶ原樹海、五合目周辺など

活動期間 ルートにより異なりますので、ご相談ください。

トレッキング活動費用

事務局までお問い合わせください

富士山の魅⼒を体験！
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どこを散策しようか、多彩なトレッキングルート

※上記プログラムは⼀例です。活動の目的や時間、年齢などに応じ、他にも多彩なコースがございますで、
まずはご相談ください。

※2つ以上のプログラムを組み合わせたり、自然体験プログラム、講演会などと併せて⾏うことが可能です。
※コースによって、年齢制限がございます。
※富士山五合目以上でのトレッキングには、別途、有料道路通⾏料および、富士山保全協⼒⾦がかかります。
※洞窟⾒学（⻄湖コウモリ⽳、鳴沢氷⽳、富岳風⽳、駒門風⽳など）を⾏う場合、前ページのトレッキング

料⾦に加え、別途、⼊洞料⾦がかかります。
※当団体では静岡・山梨両県がそれぞれ定めている、エコツアーガイドライン遵守した活動を⾏っています。

＊ 富士山⻘⽊ヶ原樹海エコツアーガイドライン／自然観察等ガイドライン(富士山南麓コース)
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富士北エリア

富士山南エリア

⻘⽊ヶ原樹海周辺 / 登山
⻄湖野⿃の森公園

〜⻄湖コウモリ⽳ 2h〜

〜⻄湖畔 2h〜
〜⻯宮洞⽳ 3h〜

〜富岳風⽳ 2h〜
〜鳴沢氷⽳ 3h〜

⻄湖コウモリ⽳ 1h〜
富岳風⽳〜鳴沢氷⽳ 1.5h〜
⼤室山麓 2h〜
精進湖畔 2.5h〜
パノラマ台 3h〜
⻯ヶ岳 5h〜
鍵掛峠・⻤ヶ岳 ３h〜
足和田山 5h〜
三湖台・紅葉台 1.5h〜

その他のエリア
東海自然歩道散策 ※1h〜
三ッ峠登山 2h〜

※東海自然歩道散策は本栖湖〜
忍野村まで多彩なコースがあ
りますので、ご相談ください。

富士・御殿場
丸⽕自然公園散策 2h〜
御殿場駒門風⽳ 1h
樹空の森散策 1.5h〜

富士宮周辺
⻄⾅塚周辺 1h〜
須山⼝周辺 ２h〜
県⽴富士山麓山の村周辺 1h〜
朝霧⾼原〜陣⾺の滝 4h〜
富士山本宮浅間⼤社 1h〜
田貫湖 1h〜
白糸の滝 1h〜

北側富士山体
5合目〜6合目 3h〜
お中道〜御庭 2h〜
御庭〜奥庭 2h〜

⼤沢崩れ往復 5h〜
3合目〜奥庭 3h〜

南側富士山体
富士宮⼝5合目〜宝永⽕⼝ 2h〜
御殿場⼝5合目〜双⼦山 2h〜
須走⼝5合目〜小富士 2h〜



体験活動
富士山の自然を様々な形で感じ、楽しく学ぶことができる多彩なプログラムを
提供しております。皆様の活動は、環境教育スタッフがサポート致します。

自然観察費用 体験活動実施に当たっては、活動参加費用に加え、材料および機器貸与費
用がかかります。予めご了承ください。

事務局までお問い合わせください

※当団体では静岡・山梨がそれぞれ定めている、エコツアーガイドライン遵守した活動を⾏っています。
＊ 富士山⻘⽊ヶ原樹海エコツアーガイドライン／自然観察等ガイドライン(富士山南麓コース)

富士山麓の自然を楽しく学ぼう！

プログラム 所要時間 催⾏人数
（目安）

活動場所

屋外 屋内

ネイチャーゲーム 1時間より 70人程度 ○ ○

クイズラリー 1.5時間より 70人程度 ○

いきもの観察 1時間より 30人程度 ○

ネイチャークラフト 1時間より 50人程度 ○ ○

オリエンテーリング 1.5時間より 100人程度 ○

※上記プログラムは⼀例です。活動のねらいや、対象年齢を考慮した内容で
アレンジ可能です。
他にも環境学習ワークショップ等、多彩なプログラムを用意しております
ので、ご相談ください。

※少人数でも実施可能です。
※2つ以上のプログラムを組み合わせたり、トレッキング、講演会などと

併せて⾏うことが可能です。
※プログラムによっては、幼児も参加できます。お気軽にご相談ください。

フォト
フレーム

⽊の実の
マスコット

- 7 -

クイズラリー

ネイチャーゲーム

いきもの観察



講演会・出張授業

富士山環境保全のために、当クラブが取り組んでいるごみや外来生物などの問
題について、現場最前線にいるスタッフが講演、また、学校での授業を実施い
たします。活動の事前学習として⾏うことも可能です。

所要時間 1時間程度（応相談）
対象年齢 小学生以上（小学生以下の場合はご相談ください）
活動人数 制限なし（応相談）
出張地域 全国各地

講演会・出張授業講師派遣費用（1講演あたり）

事務局までお問い合わせください

富士山の今を知り、環境について考えよう！
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森づくり活動

富士山の麓に1500本の広葉樹の苗⽊を植えました。
苗⽊は植えたままでは育ちません。雑草に負けないように人間が⼿入れし
なければいけません。富士山の麓に豊かな緑を増やすために、森づくり活
動にご協⼒ください！

所要時間 1.5時間〜2.0時間（移動時間は含みません）
対象年齢 小学生以上
活動人数 20名〜50名（⼤型バス1台程度）
活動場所 静岡県 富士宮市内
活動期間 6⽉〜9⽉ ※重点実施期間 梅雨⼊り前・秋頃

森づくり活動費用 活動にかかる、事前準備、当日の作業指導や安全管理、資器材の維持
管理のため、皆様に費用のご負担をお願いしております。

事務局までお問い合わせください

富士山の麓に豊かな緑を育てましょう！
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⽵林整備活動

富士山南麓では、放置⽵林が深刻な問題となっています。⽵林は適正な管理を
⾏うことで生育⾯積の拡⼤が抑制されるとともに、整備された⽵林は豊かな恵
みも与えてくれます。
私たちと一緒に⽵林を整備しながら、⽵を楽しみましょう！

所要時間 2時間〜
対象年齢 中学生以上
活動人数 20名〜40名
活動場所 静岡県 富士宮市内
活動期間 通年 ※重点実施期間 秋頃〜春

⽵林整備活動費用 活動にかかる事前準備、当日の作業指導や安全管理、資器材の維持管
理のため、皆様に費用のご負担をお願いしております。

事務局までお問い合わせください

放置⽵林拡⼤問題と、⽵材の活用に取り組みます！
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STEP

4 楽しく安全に活動しましょう！

活動の実施

STEP

1
様々なプログラムをご用意しています。清掃活動、外来植物駆除活動、森林保全活動、
トレッキングなど、ご希望の活動プログラムをお選びください。
参加人数・活動に合わせてお⾒積書を作成致します。
費用やスケジュールによって、複数の活動を実施することも可能です。
（例 午前：トレッキング 午後：外来植物駆除活動 など）

活動内容の決定

STEP

2
活動日程を決めていただきます。ご希望の活動日をお知らせください。
活動希望日はいくつか候補を挙げて下さい。
土日・祝日（特に5⽉〜10⽉）はスケジュールが埋まりやすいのでご注意ください。

活動日程の決定

STEP

3 参加人数・活動内容をもとに、具体的な活動場所、当日の合流場所、スケジュール
などを決定致します。
天候に合わせた催⾏判断についてなどを活動当日までにご説明・調整致します。

活動詳細の決定

STEP

5 当日の様⼦や活動成果をホームページに掲載致します。
御請求書を作成・発送しますので、指定銀⾏⼝座への振り込みをお願い致します。
当日の現⾦払いなどの対応も可能ですので、事前にご相談下さい。

活動後
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スケジュール プラン①
保全活動のみ

プラン②
がっつり保全活動

プラン③
トレック＆保全活動

10：00 ー ー 富士山クラブと合流
トレッキング開始

11：00 ー 富士山クラブと
合流･事前学習 ↓

12：00
富士山クラブと
合流･事前学習

昼食
昼食 トレッキング

終了・昼食

13：00 活動開始 活動開始 事前学習

13：30 ↓ ↓ 保全活動開始

14：00 ↓ ↓ ↓

15：00 活動終了 活動終了
ふりかえり 活動終了

15：30 帰路へ 帰路へ 帰路へ

Ｑ：例えば…仲間と富士山清掃に参加したいけど、どんな日程を⽴て
たらよいのでしょうか…？

Ａ：以下の⾏程プランを参考にご検討ください。地元での昼食の注⽂や
活動後の入浴場所などもご紹介できます。

活動の目的や時間に合わせて実施可能です。
お気軽にご相談ください。

- 12 -



- 13 -

活動中の服装と持物は、イラストとチェックリストを参考に用意しましょう。
1.帽⼦は必ずかぶってください。日よけ、防寒だけでなく、

ケガや⾍刺されなども防ぐことができます。

2.⻑袖⻑ズボンを必ず着用し、⾍刺されや草負けを防ぎましょう。
おしゃれより、汚れても構わない服装を優先してください。

3.⿊っぽい服装は避けましょう！ハチに狙われ易くなります。
整髪料や⾹⽔もハチは⼤好き。⾹りが漂うのはＮＧです。

4.靴は、スニーカー、トレッキングシューズ、⻑靴など、
サイズの合った、履きなれたもの使用しましょう。

5.軍手は持参＆持帰りをお願いしています。
外来植物駆除では、活動後回収するので、使い古しでOKです。

6.活動中は両手が空くよう、タオルや飲物、お弁当、
貴重品などの荷物はリュックサックやサブバックに⼊れましょう。

7.貴⾦属、腕時計、財布、携帯電話、電⼦マネーなどの
貴重品は、肌⾝離さず、各自で管理しましょう。

服装・持物チェックリスト
【服 装】 用途、素材など 備 考

□ 帽⼦ 紫外線や熱中症予防
頭部保護 防寒

夏場は、熱中症予防のため、通気性のよい物を用意しましょう。
冬場は、ニット帽＋ネックウォーマーで防寒しましょう。

□ ⻑袖 速乾性の⾼い化繊やウール推奨 【晩春〜初秋】暑い日は、Tシャツ＋アームカバーでもOKです。
【晩秋〜初春】保温性の⾼い肌着と併用しましょう。

□ ⻑ズボン 速乾伸縮性素材推奨 ジーンズなど綿素材で厚手の物は
汗や雨でぬれると動きにくいのでおすすめしません。

□ 靴下 厚手で吸汗透湿素材の物 踝や踵が出てしまうタイプはケガの恐れがあるためNGです。

□ 靴 運動靴 トレッキングシューズ 新品を用意する方は、よく履き込みましょう。
清掃や外来植物駆除では、⻑靴も便利です。

□ 軍手 活動全般に使用 ケガ防止 ゴム製の軍手は手の汚れを気にせず活動できます。
外来植物駆除には、使い古しの軍手をご用意下さい。

□ 防寒着 天気の急変に備え
保温と防風の両方を用意

【保温】フリースやダウンジャケット
【防風】ウインドブレーカーなど

□ レインウェア 防⽔透湿性のよい物がおすすめ ビニール合羽は破れやムレに注意しましょう。（傘の使用NG）

【持 物】 用途、素材など 備 考

□ リュックサック 20リットル程度の物がおすすめ ⾝体と荷物の量に合ったサイズを用意しましょう。

□ サブバッグ 小物や貴重品の収納に 活動中は必ず⾝に着けて下さい。

□ タオル 軽量速乾素材の物 汗を拭くほか、頭や首に巻けるよう、2~3枚あると便利です。

□ 飲物 ⽔分補給に 活動時間に合わせて1リットル以上用意しましょう。
夏場はスポーツドリンクの併用をおすすめ。

□ 着替え 下着も含めて用意しておくと安心 ぬれないようにビニール袋などに⼊れておきましょう。

□ 袋 汚れた軍手や着替え等の持帰りに スーパーのレジ袋など、1~2枚あると便利です。

□ その他 保険証のコピーや常備薬
お弁当、⾏動⾷など

保険証のコピーは、ケガや急病に備えて用意しましょう。
常備薬がある方は、必ず持参しましょう。

※季節や天候（気温）、活動内容に合わせて、動きやすく汚れてもよいものを用意しましょう
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活動費用の支払い方法を教えてください。

プログラム内容･日程･人数規模が確定し次第、ご担当者様宛
に⾒積書をEmailなどでお送りいたします。請求書は活動後
2週間以内にお送りいたします。

お支払いは請求書に記載の指定銀⾏⼝座への振り込みをお願
いします。

なお、現地での支払いをご希望される場合や、請求書の送付
期日に関するご要望につきましては、事前にご相談ください。

参加者のみなさんからの声
打ち合わせや下⾒にもとても丁寧に対応してくださったおかげで、当日は安心して活動することができ
ました。生活用品などの多くのごみが捨てられていたことに強い憤慨を抱いた⼦どももいて、今回の清
掃活動をとおして、数多くのことを感じ取ってくれたと感じました。富士山での体験を、自分たちが暮
らす地域の環境美化に繋げていきたいです。本当にありがとうございました。
（中学校 清掃活動：2015年）

ぼくは、⻘⽊ヶ原樹海のことをあまり知らなかったので、散策して富士山のこと、溶岩のこと、植物
のことなど、いろいろなことが分かりました。⻄湖コウモリ⽳では、とてもびっくりしたこともあり
ました。富士山の自然は本当にすばらしいと思います。今度は家族と⼀緒にまた樹海にきて、今日教
えてもらったことを、ぼくがみんなに教えてあげたいです。本当にたのしかったです。ありがとうご
ざいました。
（小学校 ⻘⽊ヶ原樹海トレッキング：2014年）

汚れた軍⼿などは処分してもらえますか？

すべてみなさんにお持ち帰りいただいています。

ただし、外来植物の駆除活動の場合だけは、軍手に外来植物
の種等が付着している可能性があるので、私たちが回収し処
分をしています。

飲み物の空き容器、お弁当のごみなども同様にお持ち帰りを
お願いしています。

もりの学校マスコット
チロ活動現場の下⾒を⾏うことはできますか？

できます。ご希望の場合にはあらかじめご連絡ください。

ただし、スケジュールの都合等でご希望に添えない場合もあ
りますのでご了承ください。
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Tシャツ

缶バッチ

全5柄7色 全6サイズ

ウサギ (桃) XXS（Youth-S)

コウモリ(紫・橙) XS（Youth-M)

トリ (紺・生成) S （Youth-L)

シカ (⻩緑) M

リス (水) L

全 て ア メ リ カ ン サ イ ズ XL

1枚 ￥1,000(税込)

トイレットペーパー
（富士山クラブ支援グッズby林製紙）

全5柄
ウサギ (桃)

コウモリ(紫)

リス (⻘)

シカ (緑)

イノシシ(⻩)

1個 ￥300(税込)

3個セット
絵柄つき

各1個×3種
￥200(税込)シングル

ダブル

お土産、記念に！活動着に！お揃いでいかがですか
グッズはもりの学校もしくは活動現場で販売しています。
売上の一部は、富士山クラブの活動資⾦に充てられます。



http://www.fujisan.or.jp

fc-info@fujisan.or.jp

富士山クラブ 本部・もりの学校
〒401-0332
山梨県南都留郡富士河⼝湖町⻄湖2870
TEL : 0555-20-4600
FAX：0555-20-4601

富士山クラブ 静岡事務所
〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3645-116
TEL&FAX ：0544-58-9120


