
遭難事故が多発していますり
もう一度点検 計画と対応力

冬の自然は厳しく、急変します。冬山経験豊富な信頼できるリーダーと、

事故に対応できる力を持ったパーティーであることが必要です。

冬山シーズンにおける転滑落や雪崩等による事故が後を絶ちません。

また豪雪や急激な気象の変化に対応できず、行動不能になる事例も見受

けられます。冬山は、急激な気象の変化、大雪、雪崩など厳しい自然条

件下にあり、たとえ優れた経験や技術、知識を有していても、天候の急

変等によ り遭難事故に結びつく場合が多々あります。 近年は、これまで

雪の多くなかった山域でも豪雪となる場合があり、 より正確な判断力や

十分な装備が必要になっています。登山は、計画段階から無事に帰宅す

るまで、自己責任において行わなければなりません。 日頃から(公社)

日本山岳協会及び各都道府県山岳連盟等の開催する冬山登山の研修会、

講習会等に参加し、冬山に必要な知識や技能を身に付けるとともに、 冬

山経験が豊かで適切な判断力のあるリーダーのもとで、左記に示した注

意事項等をよく参照し、万全の準備を整えて登ることが肝要です。十分

なトレーニングに裏付けられた自信と きめ細かい計画が、心に余裕のあ

る確実な行動を可能にします。『山に行ってから考えよう』は絶対に禁物

です。なお、遭難事故による家族や学校・職場、さらには広く社会に及

ぼす影響を考え、知識や経験、技術の伴わない登山者はこの時期の安易

な登山は厳に慎んでください。

また火山の噴火等、各山域特有の最新の情報を収集して登山計画を立

てるようにしてください。

エスケーブルート(万一の時の逃げ道)は考えていますか。
気象通報による天気図がとれますか。(ラジオなど)
応急処置のための知識と医薬品 ・器具は整えましたか。
雪崩に対する知識 ・心構えと装備は整えましたか。(雪崩ビーコン
など)
緊急時の連絡手段は用意しましたか。(携幣電話 ・無線など)
山岳保険の加入は済みましたか。
登山計画書はパーティー全員でよく検討し、理解していますか。
事故多発 !登山予定の山で発生した過去の事故を確認しましたか。
条例等で入山が規制されている地域でなし、か確認しま したか。

[登山計画書はあなたの生命を守るザイルです。I
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平成 26年の冬山では遭難した 211パーティーのうち 183パーティー
(約87%)が、畳山計画書の提出なし。

-登山計画書の握出先

0裏庭、クラブ(山岳会)、職場、学校など。

0山曳段霊山麓喪主と定二忠実自班、登山口のま山属点えよなど。
0嚢山虫獲忽撮濃度恩賞察室最迫感農または山援玄賞賜玄ゑ驚要量、
蕊震ι怠定慮。
(※ インターネットを使って申請ができるところもあります。)

0安全登山のための自己点検の機会となります。

0避難事故の発生を早い段階で警察が認知でき、
捜索救助活動が迅速かっ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。

$太字は『総司陣会J.成省庁・団体山信遭難対策中央協議会構成省庁 ・団体

0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。登山計画書を提出するということは、あなたの生命
を守るザイノレであると考えて必ず実行しましょう。また、登山計画書の
提出先には、下山の報告を忘れずにしてください。 防衛省 文官官科学省消防庁 林野庁総務省気象庁内閣官房警察庁環窃省

(重量)日本スポーツ復興センター (公財)臼本体育協会(株) J R来日本(株)NTT 

:遭難事故防止の筆一歩旦登 山計画書の作成と提出です。I (公社)日本山岳協会

巨亙蚕室副



。平成 26年の冬山における遭難発生状況
(平成 25年 12月 1日~平成26年 2月 28日)

ZL 
避難者 数 (人)

発生 死者 行方 重傷 軽傷 無事

件数 不明 救助

平成 26年 211 3 3 5 4 1 50 156 

平成 25年 219 3 9 6 46 47 224 

増 減 -5 -6 - 1 -5 +3 -68 

合計

285 

362 

一77

平成 22年以降、遭難者数が 5年連続して 20 0人以上に!

“自分に限って"という油断は禁物、安全登山はあなたの心

構えから 1 I 

。過去5年間の冬山における遭難の態様別発生状況(件数)

冬山に関する研修会、講習会等の問合せ先

(独)日本スポーツ振興センタ一国立登山研修所 地 (076)482-1211附

URL http://m. jpnsporl. go. jp/tozanken/ FAX (076) 481-1534 

(公社)日本山岳協会 BL (03)3481-2396 

肌 http://刊 J.jma-sangaku. or. jp/ FAX (03) 3481-2395 

登山目的にあった装備を持参しよう。
(0は必ず持参のもの。ムは状況によって持参のもの。)

ロ
ロロ 名 ロ

ロロ 名

0ズボン 10非常食

0シャツ 10救急用品(各種楽等)

O防寒衣(セーター ・羽毛服)10テーピングテープ

0アンダーウェア上下

O防風防水透混パーカ

。レスキューシー ト

Oテノレモス ・水筒

0防風防水透iIil¥オーバーパンツ 10食器類

。杭l子 ・防寒相(回出申m 10ナイフ

0靴下(ソックス)・予備靴下10ホイッスノレ

0手袋(グロープ)・予備手袋10ヘッドランプ

0オーバーミトン 10予備電池 ・電球

O主主山靴 10ローソタ

0ロングスパッツ

Oわかんじき

0アイゼン

Oピッケル

0スノーシャベル

O雪崩ビーコン

0携帯ゾンデ彬(プロープ)

Oルックザック

0ゴーグJレ

0ライター ・マッチ

01降計

m;i!3l:;l-十

。コンパス

o 1/25000地形図

。ルー ト図

0登山計問、!i

m在記具

0身分証明容

0シュラフ(スリーヒシグバッグヲ 10緊急速絡主主

Oシュラフカバー 10携帯電話(予備電池)

0""'7:;;ト 10健康保険紅

0ロールペーパー

Oタオル ・手拭

Oポリ袋

O装備監理袋

品

0ツェノレト

Oスノーyー

Oコンロ

0燃料 ・予備燃料

:t 

0コッフエノレ ・炊事用具

Oラジオ

0天気図用紙

Oトランシーパー(予備氾池)

O標織布 ・竹

O修理用具一式

0ザイル(ロープ)

0カラピナ

0スリング各種

A伸縮式ストック

ムハーネス

D.サプサ.ック

Aテント一式

ム大型スノーシャベノレ

D.ランタン

D.カメラ

ムサングラス

ム油性太字ペン

&各種登務用具r

D.GPS 

ム携帯トイレ

ムヘルメット

※この装備リストは冬山の標準的な装俄です。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。

EI宙開唱謹.刊誌をI長離縁側嘩謹議長~



[ 最新の気象状況把握が冬山登山の命綱 1 
~大雪、なだれ、急激な気象変化などに細心の注意を~

冬山の天気は、平地とは比較にならないくらい急激な変化をし、悪天が数日継続することも少な

くありません。特に低気圧が通過し、その後、強い冬型の気圧配置になる場合、強風や吹雪、短時

間での大雪、なだれ、急激な気温低下が起こります。登山の数日前から、最新の気象情報で天気や

雪の状況などを確認し、ゆとりある計画を立てることが必要です。さらに、登山中も常に最新の気

象情報を利用し、気象の急変等に備えた適切な判断が何より重要と強く認識してください。

気象情報の入手先 匂・“・ ー-.
.- .噌胡.~岨副悼a・・

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 |でごT2詰正ぷ了

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 暗戸圏三

可能です。 I .，~_~.二 一

(公社)日本山岳協会のホームページに、以下の入手先等を

まとめていますので、御利用ください。
(http://www.jma-sangaku.or.jp/tozan/plan/weatherforcast/) 

-

刷・h岨“‘函=・…~…..….一一一
一一一"ー .. ...........… 
同副嗣陣山崎岨圃凪圃岬h

与ヨ
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)

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、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

6診路、気象等の各種情報を見ることができます。
(http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/) 
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)

※火山情報にも注意

国去言語省
防災情穏健供1::.ノター

国土交通省の防災情幸勧A一一
防災情綴 而1

火山には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所があります。登山する山が火

山の場合は、火山にどのような危険があるのかを確認して、登山計画を立てましょう。
気象庁や地元自治体が発表している最新の情報を入手し、十分注意して登山してく

ださい。気象庁では、『噴火警報」や f火山の状況に関する解説情報Jなどを火山ご

とに整理した「火山登山者向けの情報提供ページJ(下記 URL)を公開していますので、

登山前には、必ずご確認願います。

(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/map_O.html) 



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い。
警察庁生活安全局地域課

冬山情報 。イン予ーネットh坑p://www.npa.gojp/ 
イン9ーネット http://wwwjma.gojp乙jma/index.html 

北海道金山減 北海道警察本部地減企画課 (011)251-0110内 3525

女イン事ーネット http://www.police.pref.hokkaido.lgjp/info/chiiki/sangaku/sangaku--top.html 

手IJ 尻岳
l!肉一台

(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 (引附ト0110内 3523

十勝岳 女イ:"，-~ドット http://www.asahikawahonbu.police.pref.hokkaido.l副p/kakukalchii“/anzentozan/anzentozan.html 
八 甲 田山系 青森 1/ (017)741-7411 青森県警察本部地域課 (017) 723-4211 肉 3563

盛岡 1/ (019)622-7868 岩手県警察本部地減課 (019)653-0110肉 3584

J¥ 幡 平

秋田 1/ (018)823-8291 秋田県警察本部地域課 (018)863-1111 内 3593

鳥海 山系
山形 1/ (023)622-2262 山形県警察本部地域課 (023)626-0110肉 3573

秋田 1/ (018)823-8291 秋田県警察本部地域課 (018)863-1111 肉 3593

仙台管区気象台 (022)297-8104 
宮城県警察本部地域課 (022)221-7171 肉 3593

蔵 王山系
。イン9ーネットhttp・//www.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内 3573

山形 1/ (023)622-2262 山形県警察本部地減課 (023)626-0110肉 3573
山形県小国警察署 (0238)62-0110 

飯豊連峰新潟 1/ (025)281-5871 新潟県警察本部地場課 (025)285-0110肉 3576

会イン9ーネット http://www.police.pref.niigatajp/ 
福島 1/ (024)534-2162 福島県警察本部総合運用指令~ (024)522-2151内 3633

*:イン宮ーネットhttp://www.police.pref.fukushimajp/ 

巻機 山連 峰新潟 1/ (025)281-5871 新潟県警察本部地域課 (025) 285-011 0 内 3576
前橋 1/ (027)231-2237 *:イン告ーネット h社p://www.police.pref.niigatajp/ 

苗 場 山 長野 1/ (026)232-2034 

谷 JII 岳 新潟 1/ (025)281-5871 群馬県警察本部地域課 (027)243-0110肉 3564
前橋 1/ (027)231-2237 女イン9ーネyトhttp://www.police.pref.gunmajp/

草 津 白根山 長野 1/ (026)232-2034 

丹沢山 系横浜 1/ (045)621-1991 
神奈川県警察本部地減総務課 (045)21ト1212内 3532

Oイン舎一ネット http://www.police.pref.kanagawajp/mes/mesg0004.htm 
甲府 1/ (055)222-2347 山製県警察本部地減課 (055)221-0110内 3565

*:イン9ーネット h枕p://www.pref.yamanashijp/police/ 

南アルプス静岡 1/ (054)286-3411 静岡県警察本部地峻課 (054)271-0110内 3576

富 士 山 Oイン9ーネット h社p://www.pref..shizuokajp/police/kurashi/sangaku/ 
長野 1/ (026)232-2034 

北ア ルプス 長野 1/ (026)232-2034 長野県警察本部地織課 (026)235-3611 (直通)

中央アルプス *:イントネット http://www.pref.nagano.lgjp/police/ 

南アルプス 岐阜 1/ (058)271-4107 山梨県警察本部地域諜 (055)235-2121 内 3576

J¥ ケ 岳 *:ィン9ーネット http://www.pref.yamanashijp/police/ 

富山 1/ (076)432-2311 富山県警察本部地域課 (076)441-2211 内 3863

北ア ルプス
女イン9ーネット http://police.pref.toyamajp/ 

岐阜 1/ (058)271-4107 岐阜県警察本部地域課 (058)271-2424内 3584

*:イントネット h吐p:/(www.pref.gifu.lgjp/Jlolice 
大峰山系

奈良 1/ (0742)22-2555 
奈良県警察本部地減課 (0742)23-0110内 3574

大 台山系 。イントネット ilt!R・//ww'il'.j)olice.Qref.narajp/ 

大 山 鳥取 1/ (0857)29-1312 
鳥取県警察本部地域課 (0857) 23-011 0 内 3578

女イン9ーネットh悦p・//www.pref.tottori.lgjp/policedaisen/ 
松山 1/ (089)941-0012 愛媛県警察本部地域課 (089)934-0110内 3573

石鎚山系
Oイン9ーネット http://www.police.pref.ehimejp/ 

高知 1/ (088)822-8881 高知県警察本部地域課 (088)826-0110肉 3565

*:イン9ーネット http・//www.police.pref.kochi.lgjp/ 

脊振 山系 佐賀 1/ (0952)32-7025 佐賀県警察本部地域課 (0952)24-1111 肉 3583
多良 山 系 Oイン聖ーネット http://www.police.pref.sagajp/seian/anzen/matidukuri/_3538.html 

屋 久 島鹿児島 1/ (099)250-9913 鹿児島県屋久島警察署 (099)206-0110肉 3576

女http://www.pref.kagoshimajp/ja10/police/shinsei/sonota/oshirase_34.html
女印のあるホームページから霊山計画書の提出ができます。
。印のあるホームページから釜山計画書織式をダウンロードすることができます。



登山計画書(登山届)
年 月

血且

目的の山域・山名

入山日 最終下山田I (予備日含む)

氏名 l~ð.， I_^"1 住所 | 緊急連絡先・氏名
役割| |性jJljl年令|一一一一一-----・・ M ・・ M 回国 J 

生年月日 1'-"'1 ' '"1 電話(携帯電話) 1 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百サークルについて記入してください。

団体名

所属

代表者氏名

代表者住所

代表者電話

代表者携帯電話

捜索費用にあてる保険加入の有無

山岳連盟(協会)緊急連絡先

氏名

住所

電話

救助体制

ありなし 保険会社名

ある 名) なし

日



(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)

食料(日分) (予備食含む)

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

山域の害事山指導センターや案肉所、登山口の登山届ポストなど

号事山地域の都猶府県警察本部抽域課(北海道を除き県庁所在地にあります)

または山域安管轄する警察署、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

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-san..aku.or.io/ 


