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平成２４年７月２７日 

 

世界遺産登録に向けた富士山クリーン大作戦 

実施計画 
 

「世界遺産登録に向けた富士山クリーン大作戦」 

プロジェクト実行委員会 

 

○目的 

  世界遺産登録に向けた気運の醸成を図るとともに、美しい富士山を後世に

いつまでも残していくという考えを広く普及啓発するもの。 

 

○実施主体 

 「世界遺産登録に向けた富士山クリーン大作戦」プロジェクト実行委員会 

 

 構成：環境省（関東地方環境事務所） 

林野庁（静岡森林管理署、山梨森林管理事務所） 

山梨県（世界遺産推進課、観光資源課） 

静岡県（自然保護課、世界遺産推進課） 

公益財団法人 富士山をきれいにする会 

富士山をいつまでも美しくする会（静岡県５市町、関係団体で構成） 

認定 NPO 法人 富士山クラブ 

 オブザーバー：文化庁（文化財部記念物課 世界文化遺産室） 

 （事務局：環境省関東地方環境事務所 箱根自然環境事務所） 

 

○協力 

  認定 NPO 法人 富士山を世界遺産にする国民会議 

 

○開催日 平成 24年８月 11日（土）※雨天中止 

 雨天の場合の実施状況は、当日午前７時以降に各会場の実施主体に

お問い合わせください。 

連絡先については、本計画書最終ページの「連絡先一覧」をご参照ください。 

 

○実施内容  

（１）吉田口（山梨県） 

実施主体：富士山をきれいにする会 

（問い合わせ先：富士山をきれいにする会 事務局） 



 

2 

 

 

①セレモニー 

場所：富士北麓公園モニュメント広場 

時間：８：３０～ 

 出席予定者：環境事務次官、林野庁関東森林管理局長、山梨

県知事、山梨県議会議長、北麓６市町村首長（富士吉田市長、

富士河口湖町長、身延町長、山中湖村長、鳴沢村長、忍野村

長） 

環境省、林野庁、文化庁、山梨県、関係市町村、地元観光

協会、山小屋組合等 

 

②一斉清掃 

場所：富士スバルライン五合目～六合目、河口湖畔 

参加人数：約１,５００人  

 

スケジュール 

時間 行動 場所・備考 

  8:00 参加者集合 富士北麓公園・大駐車場 

  8:30 出発式    〃   モニュメント広場 

① 主催者・来賓挨拶 

（環境事務次官、文化庁、山梨県知事、

富士吉田市長他） 

② 参加者紹介 

  9:10 清掃場所へ出発  

10:00 清掃作業開始  

11:30 清掃作業終了 終了後、団体ごとに随時解散 

 

（２）富士宮口（静岡県） 

実施主体：富士山をいつまでも美しくする会 

  （問い合わせ先：富士宮市観光課） 

 

①セレモニー 

場所：富士宮口五合目レストハウス 

時間：９：３０～ 

   出席予定者：環境大臣、静岡県知事、「富士山をいつまでも美

しくする会」の構成首長（富士宮市長、富士市長、裾野市長、

御殿場市長、小山町副町長） 

環境省、林野庁、静岡県、関係市町、関係団体等 
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②一斉清掃 

場所：富士山スカイライン２合目～５合目、宝永遊歩道 

参加人数：約５００人 

   

スケジュール 

時間 行動 場所・備考 

 9:00 参加者集合 富士宮口５合目駐車場 

 9:30 開会セレモニー 富士宮５合目レストハウス屋上 

①主催者・来賓挨拶 

（環境大臣、林野庁、静岡県知事、富士

宮市長） 

②富士山憲章の唱和 

10:00 清掃作業開始  

12:30 清掃作業終了  

 

（３）御殿場口（静岡県） 

 実施主体：富士山をいつまでも美しくする会 御殿場登山口支部 

（問い合わせ先：御殿場市商工観光課） 

   

 ①セレモニー 

場所：御殿場口第２駐車場  

＜開会セレモニー＞ 

時間：１０：００～ 

 出席予定者：御殿場市副市長（支部長） 

環境省、林野庁、静岡県、御殿場市、御殿場登山口支部関係者 

    ＜閉会セレモニー＞ 

時間：１１：４５～ 

    出席予定者：環境大臣、御殿場市長、御殿場市副市長（支部長） 

環境省、林野庁、静岡県、御殿場市、御殿場登山口支部関係者 

 

②一斉清掃 

場所：富士山スカイライン御殿場口入口から双子平 

参加人数：約５００人 

 

スケジュール 

時間 行動 場所・備考 

 参加者集合 御殿場口第２駐車場 

10:00 開会セレモニー 御殿場口第２駐車場 

① 支部長挨拶（副市長） 
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② 富士山憲章唱和 

10:15 清掃作業開始  

11:45 閉会セレモニー 御殿場口第２駐車場 

・主催者・来賓挨拶 

（環境大臣、御殿場市長） 

11:55 清掃作業終了  

 

（４）須走口（静岡県） 

実施主体：富士山をいつまでも美しくする会 須走登山口支部 

（問い合わせ先：小山町商工観光課） 

 

   ①セレモニー 

場所：道の駅「すばしり」  

時間：９：００～９：２０ 

 出席予定者：小山町長、 

環境省、林野庁、静岡県、須走登山口支部関係者、一斉清掃協力

団体 

 

②一斉清掃 

場所：ふじあざみライン、５合目駐車場周辺、小富士周辺、

冨士浅間神社周辺等 

参加人数：約５００人 

 

   スケジュール 

時間 行動 場所・備考 

8:45 参加者集合 道の駅すばしり 

 8:45 受付 作業物配布  

9:00 開会セレモニー 道の駅すばしり 

①主催者・来賓挨拶、来賓紹介 

②富士山憲章唱和 

③参加団体紹介 

9:30 清掃作業開始  

11:15 清掃作業終了  

11:30 閉会セレモニー ①主催者挨拶 

②閉会 

③啓発品等配布 

11:45 昼食  

12:45 解散  
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（５）富士山頂 

  実施主体：富士宮市 

（問い合わせ先：富士宮市観光課） 

 

   ①セレモニー 

場所：浅間大社奥宮 

時間：１１：００～ 

   出席予定者： 

環境省、林野庁、山梨・静岡関係市町村、富士山をきれいにする会、

山小屋組合等関係団体 

 

  ②富士山頂一斉清掃 

場所：浅間大社奥宮周辺 

時間：１０：００～ 

参加人数：約３００人（登山者にもゴミ袋を配布） 

 

スケジュール 

時間 行動 場所・備考 

  9:30 参加者集合 富士宮口山頂 

10:00 清掃作業開始  

 11:00 

11:30 

山頂セレモニー 富士山頂浅間大社奥宮付近 

①主催者・来賓挨拶 

②奥宮で祈願 

（清掃の啓発と遺産登録に向けて） 

③富士宮の伝統文化の奉納（銭太鼓） 

④世界文化遺産登録に向けたパネル展

会場へ移動（銀明館） 

12:30 清掃作業終了  

 

（６）富士山麓（山梨県） 

実施主体：環境省、NPO 法人 富士山クラブ 

（問い合わせ先：NPO 法人 富士山クラブ） 

参加人数：約１００人 

 

（７）吉田口登山道（山梨県） 

実施主体：環境省、富士山吉田口旅館組合 

（問い合わせ先：環境省 富士五湖自然保護官事務所） 

参加人数：十数人 
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○関連イベント 

 

＜環境省＞ 

・開催日：平成 24 年８月５日（日）、12日（日）～17日（金） 

・場 所：環境省生物多様性センター 

・内 容：世界遺産登録に向けたパネル展 

・問い合わせ先：環境省 富士五湖自然保護官事務所 

 

＜林野庁＞ 

・実施主体：林野庁 関東森林管理局 静岡森林管理署 

・開催日：（グリーンサポートスタッフによる活動） 

７月～１０月の４か月間 

（土、日、祝日及び水曜日の週３日） 

      （職員による活動） 

      ７月２５日～２６日、８月２日～３日 

 ・場 所：静岡県側登山道（３ルート）、遊歩道周辺及び国有林内 

 ・内 容：森林保護員（グリーンサポートスタッフ）等による環境

整備（ごみ拾い・歩道の補修等）、ごみ不法投棄防止及

び安全マナーの啓発活動 

・問い合わせ先：林野庁 関東森林管理局 静岡森林管理署 

 

＜山梨県＞ 

・開催日：平成 24 年８月６日（月）～平成 24 年８月 11 日（土） 

・場 所：富士ビジターセンター 

・内 容：①富士山世界文化遺産パネルの展示 

      ②富士山世界文化遺産両県県民会議の取組み事例紹介 

（写真等展示）等 

③DVD の上映会 

・問い合わせ先：山梨県企画県民部世界遺産推進課 

 

＜静岡県①＞ 

・開催日：平成 24 年８月 11 日（土） 

・場 所：富士宮口五合目駐車場 

・内 容：パネル展、啓発物品（パンフレット等）の配布 

・問い合わせ先：静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課 

（以下、静岡県②③まで同じ。） 
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＜静岡県②＞ 

・開催日：平成 24 年８月 11 日（土） 

・場 所：富士宮口、御殿場口、須走口 他 

・内 容：一斉清掃参加者へ啓発物品（缶バッチ、ニュースレター）や俳句、

短歌の募集チラシ等の配布 

 

＜静岡県③＞ 

・名 称：富士山みがきあげ作戦 

 ・開催日：平成 24 年８月 11 日（土）を中心に開催 

 ・実施主体：静岡県、ふじさんネットワーク、関係市町 

 ・場 所：富士山ビューポイント（静岡県山麓から富士山が見える箇所）及

び構成資産 

・内 容：地元企業・団体や住民等による自主的な清掃活動 

 

 ＜静岡県④＞ 

・開催日：平成 24 年７月 24 日（火）～８月 24日（金） 

・場 所：県立朝霧野外活動センター 

・内 容：世界文化遺産登録に向けた取組の紹介や富士山パネル等の展示 

・問い合わせ先：静岡県文化・観光部文化学術局世界遺産推進課 

 

＜富士宮市＞ 

・開催日：平成 24 年８月 11 日（土）～平成 24年８月 19 日（日） 

・場 所：銀明館（富士山頂）  

・内 容：パネル展 

・問い合わせ先：富士宮市観光課 

 

＜小山町＞ 

・開催日：平成 24 年９月（日程は未定） 

・場 所：道の駅「すばしり」 

・内 容：富士山世界遺産登録に向けたパネル展 

・問い合わせ先：小山町商工観光課 
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一斉清掃箇所等位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(1) 

一斉清掃箇所             

セレモニー開催場所 

 

(1) 吉田口（山梨県側） 

(2) 富士宮口（静岡県側） 

(3) 御殿場口（静岡県側） 

(4) 須走口（静岡県側） 

(5) 富士山頂 

(6) 富士山麓（山梨県側） 

(7) 吉田口登山道（山梨県側） 

(1) 

(2) 

(5) 

(4) 

(3) 

(6) 

(7) 
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○連絡先一覧 

 

連絡先 電話番号 

環境省 関東地方環境事務所 

    （国立公園・保全整備課） 

 

048－600－0816 

     箱根自然環境事務所 0460－84－8727 

     富士五湖自然保護官事務所 0555－72－0353 

林野庁 関東森林管理局 

     静岡森林管理署 

 

054－254－3401 

     山梨森林管理事務所 055－253－1336 

山梨県 世界遺産推進課 055－223－1316 

    観光資源課 055－223－1576 

静岡県 世界遺産推進課 054－221－3746 

    自然保護課 054－221－2545 

富士山をきれいにする会 事務局 055－231－3106 

090－7634－1358 

（雨天時の実施確認用） 

富士宮市観光課 0544－22－1155 

御殿場市商工観光課 0550－82－4622 

小山町商工観光課 0550－76－6114 

0550－76－1111 

（雨天時の実施確認用） 

NPO 法人 富士山クラブ 0555－20－4600 

 

 


