2019 年

第 22 回労山自然保護講座要項

テーマ「大規模開発による山岳自然破壊影響を探る」
2019 年５月８日
主催：日本勤労者山岳連盟 自然保護委員会
主管：徳島県勤労者山岳連盟
今、日本全土に於いて大企業による大規模な開発計画が進んでいます。それ
は 自 然 を 著 しく 傷 つけ る もの です 。 南ア ルプ ス をト ンネ ル で穿 ち 貫く リニ ア
計画、和歌山県のメガソーラー設置計画、京都などの産廃問題、四国徳島県、剣
山系への大規模風力発電計画等です。こうした計画・工事により残土処理、減水
や汚濁問題、ブナ林枯死、急峻な地形への山頂部での崩壊、景観への影響等多々
問題発生が予測されます。今回の自然保護講座は、四国剣山系における大規模
風力発電計画に伴う問題点を学習し、現地も視察する事とし下記の日程で開催
することとしました。
剱山は四国徳島県を代表する山です。豊かな自然をどうしたら守れるか考え
る場としたいと考えます。山陽・近畿は下より各地方連盟からの積極的な参加
を期待しています。

■日
■会

程
場

■宿泊場所

■参加費

2019 年７月６日（土）～７日（日）
神山温泉ホテル四季の里会議室
徳島県名西郡神山町神領本上角 80-２ 〒771-3310
TEL088-676-1117
コットンフィールド（貸ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ、ｷｬﾝﾌﾟ場）
徳島県名西郡神山町神領西上角
〒771-3310
TEL088-676-0803 （会議場所から南へ徒歩５分）
５０００円／マイクロバス利用含む

【スケジュール】
７月６日（土）
14:00-18:00 講座（徳島県連：天神丸風力発電について講師 1 人を検討中）
18:00-20:00 入浴と食事（神山温泉、ホテル内レストラン）
20:00
コットンフィールドに徒歩移動（5 分）、交流会
21:30 就寝

７月７日（日）
５:00 起床、朝食
６:00 コットンフィールドから神山温泉駐車場へ移動
６:15 神山温泉駐車場でマイクロバス乗車、自家用車分乗
７:45 ファガスの森・高城着
８:00-11:15 高城山登山（ファガスの森からピストン、地形地質、景観、
動植物等観察）
11:45 マイクロバス乗車、自家用車分乗
13:00 神山温泉駐車場、解散
■神山温泉へのアクセス（７月６日土曜日）
〇徳島阿波おどり空港とＪＲ徳島駅前から
Ａ＝徳島県連のチャーターしたマイクロバスに乗車
11:30 空港 玄関 前 の貸 切バ ス乗 降場 → 12:00 徳島 駅前 ホテ ルサ ン ルー ト
徳島の西側→13:15 神山温泉
Ｂ＝徳島バス利用
ア：空港から徳島駅前
11:05 空港玄関前➀番乗り場発のリムジンバス→11:33
徳島駅前→イ．に
又は 11:10 空港玄関前➀番乗り場発のリムジンバス→11:38 徳島駅前→
イ．に
イ：徳島駅前から神山温泉
11:45 徳島駅前徳島バスのりば④番乗り場神山高校行き→12:45 バス停
「神山温泉前」下車、徒歩 5 分で神山温泉
〇自家用車：各自で神山温泉へ
＜注＞ファガスの森に向かう剣山ｽｰﾊﾟｰ林道は未舗装
のやや悪路なので低床の車は遠慮すること、神山温泉
からマイクロバスか他車に分乗すること
■神山温泉からの帰路（７月７日日曜日）
〇徳島阿波おどり空港とＪＲ徳島駅前へ
Ａ＝マイクロバス利用
13:15 神山 温泉 駐 車場 →14:15 徳島 駅前 ホテ ルサ ンル ート 徳島 の西 側 →
14:45 空港（東京へ、15:20ANA284、15:25JAL460）
Ｂ＝徳島バス利用
ア：神山温泉から徳島駅前へ
14:45 バス停「神山温泉前」→15:49 徳島駅前
イ．徳島駅前から空港へ
15:55 徳 島 駅 前 徳 島バ ス の り ば ④ 番 乗り 場 発 の リ ムジ ン バ ス → 16:23
空港（東京へ、17:30JAL462）

【備考】
〇ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ････那賀郡 那賀町所有、ファガスの森平井さん仲介で運転手付きで
借用、18 人乗り、借用料２日間で５万円
〇神山 温泉････ﾎﾃﾙ四季の里会議室（35 人、ﾏｲｸ・ｽｸﾘｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ借用料：
１万円）、予約済
・温泉入浴･･･\600・レストラン夕食･･･ｶﾚｰ、丼物、定食など 800-1700 円
飲料･･･日本酒、ﾋﾞｰﾙ、ﾜｲﾝ、梅酒、ｼﾞｭｰｽ、茶 etc
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照
〇ｷｬﾝﾌﾟ場ｺｯﾄﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ････12 人ｷｬﾋﾞﾝ 2 棟、6 人ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ 1 棟予約済 約\3500/
人、食堂なし、水洗ﾄｲﾚ、2 段ﾍﾞｯﾄﾞ、寝具あり、自炊設備、冷蔵
庫（交流会用の飲料、ﾂﾏﾐは各自持参する、徳島も少し準備する）
７/７朝食自炊（ﾊﾟﾝ、ｺｰﾋｰ、ｼﾞｭｰｽなど簡単食、徳島が準備する）
朝食込で約\4000／人
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照
〇昼食････登山に向かう途中ｺﾝﾋﾞﾆで仕入れ又は登山口ファガス森で（登山前
予約して）下山後食事
〇地元講演者：飯山直樹さん（ＮＰＯ徳島保全生物学研究会）
仮題「剣山系風力発電計画と徳島の自然」40 分
〇参加者数：キャパシティー：ホテル会議室は最大 35 人
＊定員になり次第締め切りと致します。
【マイクロバス代】
＊アクセス用マイクロバス代の徴収２日間で 1000 円／参加者１人当
コットンフィールド宿泊は定員 30 人分であるが、追加５-６人はＯＫ。
徳島からの参加者は理事長：天野、自然保護：片山、
講師：飯山直樹氏
飯山、プラス１人の予定。内宿泊は天野とプラス１＝２人。
全国連盟：理事長・自然保護委員 ３名程度

マイクロバス運行スケジュール：７月６，７日
徳島県勤労者山岳連盟
担当：天野和幸 090-4500-3393
2019/4/24 現在予定
乗客：日本勤労者山岳連盟の自然保護講座参加者 25-30 人
（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ以外に乗用車分乗）
７月６日（土）
11:00-11:30
11:30
12:00
13:15

徳島阿波おどり空港の貸切ﾊﾞｽ乗降場で待機、乗車
空港発
徳島駅前（ホテルサンルート西）で乗車
神山温泉駐車場で全員下車
（神山温泉会議室で「全国自然保護講座」に参加）
ﾊﾞｽ運行終了

７月７日（日）
6:00-6:15 神山温泉駐車場で待機、乗車
6:15
出発、ﾌｧｶﾞｽの森へ
6:25
ｺﾝﾋﾞﾆ立ち寄り
7:45
ﾌｧｶﾞｽの森着、乗客は高城山登山
11:45 までﾌｧｶﾞｽの森で待機
11:45
出発、
13:00
神山温泉駐車場
14:15
徳島駅前（ホテルサンルート西）
14:45
徳島空港で下車
ﾊﾞｽ運行終了
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ：18 人乗り

２０１９年

月

日

「第 22 回全国自然保護講座」申込書
都道府県連盟：
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連絡先
 会（クラブ）名：

連絡先
 会（クラブ）名：

連絡先
 会（クラブ）名：

連絡先

申込期日：

６月 20 日（月）迄に下記宛にメール又はＦＡＸでお申し込みくだ
さい。

申込先：

全国連盟

自然保護委員会

〒162-0814
電話
ｆａｘ

東京都新宿区新小川町５番２４号
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