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管理運営メニューと関係者の整理表（中部山岳国立公園立山地区） 

 

 文化財保護法 行為の許認可・届出受理等 富山県 
富山市・立山町・黒部市・朝日町 

自然再生・生物の保護増殖 緑化・修景 立山黒部アルペンルート建
設時の工事跡地の復元・緑化 

立山ルート緑化研
究委員会 

立山黒部貫光株式会社 
専門委員 

国立公園の保全・管理 環境省中部地方環境事務所長野自然環境事務所 フィールド管理 
（森林管理・里地管理・動植
物管理・沿岸・河川環境管理
等） 

国有林の保全・管
理 

黒部地区国有林野の環境保
全、高山植物の保護及び自然
保護パトロールの実施。 

黒部地区国有林野
保護管理協議会 

富山森林管理署 
黒部市、民間事業者（2社） 
組合・協会等（1団体）、山小屋（2軒） 

  グリーンパトロールの実施、
利用者への自然保護、美化清
掃の普及啓発 

薬師岳雲の平国有
林野保護管理協議
会 

富山森林管理署 
民間事業者（3社） 
山小屋（6軒） 

 動植物管理 山野草を山へ戻す、 
岩魚放流・草刈り、 
自然保護パトロール 

大蓮華山保勝会 

  黒部峡谷のイワナ放流 黒部観光旅館組合 山小屋、温泉旅館（9軒） 

  室堂周辺の外来植物の除去 立山黒部環境保全
協会 

富山県、黒部市 
民間事業者（13社）、組合・協会等（4団体） 
山小屋（10軒） 

 植生保護 積雪期における植生保護の
ために仮設ロープ柵設置 

富山県 
 

立山センター（立山黒部環境保全協会に委託） 

 管理運営メニュー 行為・活動の内容 実施主体名・組織構成 
計画の策定・見直し・変更 公園計画の策定 計画検討・見直し 環境省中部地方環境事務所長野自然環境事務所 

  計画決定・変更 環境省 

 管理計画の策定 計画検討・見直し 環境省中部地方環
境事務所長野自然
環境事務所 

富山森林管理署、富山県、黒部市、富山市、学
識経験者等からなる管理計画検討会で意見聴
取 

計
画
関
係 

  計画決定・変更 環境省中部地方環境事務所長野自然環境事務所 

 

行為規制 
事業認可・承認等 

自然公園法 
鳥獣保護法 

行為の許認可・届出受理等 
公園事業執行（変更）承認 
申請指導及び審査 

環境省中部地方環境事務所長野自然環境事務所 

  上記事務の一部 富山県  

 森林法 行為の許認可・届出受理等 富山森林管理署上市・立山・宇奈月各森林事務所 
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黒部地区国有林野
保護管理協議会 

富山森林管理署 
黒部市、民間事業者（2社） 
組合・協会等（1団体）、山小屋（2軒） 

グリーンパトロールによる美化清掃 

薬師岳雲の平国有
林野保護管理協議
会 

富山森林管理署 
民間事業者（3社）、山小屋（6軒） 

廃棄物の収集運搬処理による環境の美化、保全。
「クリーンパトロール」による日常的なゴミ拾い

立山黒部環境保全
協会 

富山県、黒部市 
民間事業者（13社）、組合・協会等（4団体） 
山小屋（10軒） 

 美化清掃 

登山道周辺の清掃美化活動 
アルペンルート沿いの清掃活動 

北アルプスを美し
くする会 

大町市、白馬村、小谷村、山小屋、事業所等（53
団体） 

利用施設の整備・運営管理 集団施設地区 集団施設地区内の直轄施設
の整備・管理 

環境省中部地方環境事務所長野自然環境事務所 

 

 車道 車道（3路線）整備・管理 富山県道路公社 

  登山道（1 路線）の整備・管
理 

民間事業者（1社） 

  登山道の補修・点検パトロー
ル・草刈り等 

立山黒部環境保全
協会 

富山県、黒部市 
民間事業者（13社）、組合・協会等（4団体） 
山小屋（10軒） 

   大町登山案内人組
合 

個人（41 人） 

   宇奈月方面山岳遭
難対策協議会 

個人（21 人） 

   大蓮華山保勝会 個人（72 人） 

 広場・園地 園地（12 箇所）の整備・管理 富山県 

 宿舎・避難小屋 避難小屋（1 棟）の整備・管
理 

富山県 

  山小屋・宿泊施設等（約 40
軒）の整備・管理 

民間事業者、富山県 

 

 野営場 野営場（10 箇所）の整備・管
理 

富山県 

  立山黒部アルペンルートの
除雪 

立山黒部アルペン
ルート除雪組合 

富山県・県道路公社 
民間事業者（3社） 

利
用
関
係 

 歩道（登山道） 登山道（18 路線）の整備・管
理 

富山県 
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 公衆浴場 露天風呂の整備・管理等 鐘釣温泉露天風呂
施設整備協議会 

黒部市 
民間事業者（1社） 
組合・協会等（2団体） 

 公衆便所 山岳トイレの維持管理・清掃
 

立山黒部環境保全
協会 

富山県、黒部市 
民間事業者（13社）、組合・協会等（4団体） 
山小屋（10軒） 

 博物展示施設 ビジターセンター2 施設（立
山自然保護センター・欅平）
の整備・管理 

富山県 

  立山自然保護センターの展
示部分の維持管理 

民間事業者（1社） 
指定管理者制度により富山県より受託 

 駐車場 駐車場 1箇所（称名）の整備・
管理 

富山県 

観光・地域振興 黒部観光旅館組合 山小屋、温泉旅館（9軒） 

 立山山荘共同組合 立山周辺の山小屋 

 

国立公園内の関連事業者間の連絡・調整 

立山観光旅館組合 立山周辺の山小屋、旅館、民間事業者（1社） 

 観光誘致・広報他 富山県観光連盟 各市町観光協会 
民間事業者（5社） 

自然情報等の提供 自然解説、植生保護、雷鳥保
護等の広報・情報発信 

立山自然保護セン
ター 

富山県より受託された立山黒部貫光（株）職員 
富山県ナチュラリスト協会員 

 周辺の自然情報の発信 欅平ビジターセン
ター 

黒部市より受託された職員 

利用者サービス 
 
 

利用情報提供・問
い合わせ対応 

立山黒部アルペンルート沿
いの交通機関、利用施設、利
用状況等に関する情報提供 

立山黒部アルペン
ルート 
 

民間事業者（7社） 

  電話問い合わせへの対応 富山県 立山センター（職員 1名、臨時採用２～３名） 

 自然観察会・体験ツアー・登山会・研修等の実
施 

富山県ナチュラリ
スト協会 

県が認定した自然解説員からなる任意団体
（344 名） 

  立山自然学校 個人（3人）、その他講師数名 

  立山カルデラ砂防博物館 
  大沢野町野外活動指導者協会 

  大蓮華山保勝会 

 運輸施設 鋼索鉄道（2施設）、 
鉄道（3施設）、自動車（3施
設）の整備・管理 

民間事業者（4社） 

 

  共通乗車券の発券、割引乗車
券の設定等 

立山黒部アルペン
ルート 

民間事業者（7社） 
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  大町登山案内人組合 

  千年の森自然学校 

  黒部市ナチュラリスト研究会 

  滑川勤労者協議会 

  山岳博物館友の会 

  富山市山岳会  

  小矢部山岳会 

  魚津岳友会 

  あそあそ自然学校 

  ＮＰＯ法人富山県自然保護協会 

  (財)日本野鳥の会（富山県支部） 
  NPO 法人立山自然保護ネットワーク 

  立山ガイド協会 

  NPO法人とやまの自然と緑の会 
  民間事業者（2社） 
利用者管理 
 

利用者安全管理 火山ガス自噴に対する安全
対策 
関係機関の連絡調整等 

立山室堂地区安
全対策連絡協議
会 

環境省長野自然環境事務所 
富山県・富山県道路公社 
立山町、民間事業者（3社） 
立山山荘協同組合 
公立学校共済組合立山保養所 

  遭難事故の未然防止や事故
発生時の組織的な捜索救助
活動 

宇奈月方面山岳遭
難対策協議会 

個人（21 人） 

  観光客の安全を図るため、誘
導案内、巡視等の実施。 

黒部峡谷欅平周辺
安全対策協議会 
 

国交省黒部河川事務所、富山森林管理署 
環境省、富山県、黒部市 
民間事業者（1社） 

  遭難救助、登山届の受理、遭
難の未然防止（装備不足登山
者への勧告） 

富山県警山岳警備
隊（上市警察署室堂
警備派出所） 

夏期は立山総合活動拠点施設、剣沢野営管理所
に一部の隊員が常駐。冬季は馬場島に一部の隊
員が常駐。 

交通規制 立山黒部アルペンルートに
おけるマイカー規制の実施 

富山県公安委員会 

利用者誘導・コン
トロール 

ライチョウ保護を目的とし
たスキー規制区域の設定・管
理 

環境省・林野庁・富山県・立山黒部環境保全協会立山支部 

 

 

 アルペンルート早期開通期
の利用規制区域の設定と管
理 

民間事業社（２社） 
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普及啓発・利用者指導 北アルプスを美し

くする会 
大町市、白馬村、小谷村、山小屋、事業所等（53
団体） 

 林野庁 

 

 春山事故防止対策
協議会 

富山県ほか 

調査研究・モニタリング ライチョウの行動・生態調査の実施 富山雷鳥研究会 

 外来植物侵入状況の調査、除去 
緑化事業について意見交換 

ＮＰＯ法人富山県自然保護協会 

 ブナの活力度を調査 NPO法人立山自然保護ネットワーク 
 気象・積雪観測・調査、地形・火山活動・火山

湖の調査、植生調査 
立山カルデラ砂防博物館 

 

 立山黒部アルペンルート建設時の工事跡地の復
元・緑化の研究・調査。 

立山ルート緑化研
究委員会 

民間事業者（1社） 
専門委員 

 


