
  

 

〈１〉ルールとマナーを守って安全に 
 
 

 
尾瀬では、貴重な自然を守るために守らなければならないルールとマナーがあります。

事前学習を通じて子どもたちに十分理解させましょう。 

 ① 動植物の採集はできません 

   国立公園では、すべての動植物の採集が禁止されています。たとえ、落ち葉や枯れ草

でも持ち帰ってはいけません。 

 ② 木道や登山道以外には踏み入ってはいけません 

尾瀬の自然は、厳しい環境に適応して長い年月をかけて現

在の植生が形作られてきました。高山植物やこけ類は踏み付

けなどの外からの力に弱く、特に湿原は一歩でも踏み入れて

しまうと、元に修復するまでに何年もかかってしまいます。 

このことを子どもたちに理解させた上で、木道や登山道の

外に踏み入らないように注意させましょう。 

 ③ ゴミは持ち帰りましょう 

尾瀬のゴミ持ち帰り運動は昭和 47 年から始まり、現在も続いています。尾瀬にゴミ

箱はありません。自宅まで持ち帰りましょう。ゴミを捨てないことはもちろんですが、

気付かずに落としてしまわないように注意しましょう。美しい尾瀬を守るために、落ち

ているゴミに気付いたら、拾って持ち帰る指導をしましょう。 

 ④ 公衆トイレはチップ制です 

尾瀬の公衆トイレは、自然保護のため、自然界にそのま

ま排水しても問題が生じないレベルまで浄化する合併処理

浄化槽を設置しています。そして、備付けの紙や汚泥の搬出

経費など維持管理にかかる費用の一部を利用者から負担し

てもらうため、チップ制(１回に 100 円程度の料金を希望）

を採用しています。あらかじめ小銭を用意し、利用する際は

自分でチップ箱に入れるようにしましょう。 

 また、必ず備付けのトイレットペーパーを使用し、後に使う人のために清潔を心がけ

ましょう。誤って備付けの紙以外のものを落としてしまった場合は、トイレ管理者に連

絡しましょう。 

 ⑤ 外来植物の移入を防ぐ 

靴底の泥に付着して雑草の種子が尾瀬内に持ち込まれ、

定着することを防ぐため、「種子落としマット」が設置さ

れている入山口があります。マットで靴の泥を十分に落し

て入山しましょう。 

⑥ 木道は右側通行で一列に歩きます 

立ち止まっての休憩や観察は広い場所で行いましょう。すれ違いできない登山道では

登り優先です。下りの人はすれ違いできる場所で待ちましょう。 

⑦ 挨拶は心を込め、必要に応じて行いましょう 

子どもたちが一人ずつ挨拶を行うと、返す相手は大変です。疲れた人も、気持ちよく

挨拶を返せる方法（例えば先頭と最後尾の人だけが挨拶するなど）を子どもたちに考え

させましょう。 

木道を行き交う人々 

公衆トイレ入口のチップ箱 

種子落しマット 

尾瀬のルールとマナーを守りましょう 

§３ 安全・安心のために 
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 ⑧ もし、池や川にコインが投げ入れられていても、決してまねはしないでください 

⑨ 静けさや鳥のさえずりも自然の一部です 

往来する人の多い道では、熊よけの鈴など音の出るものを身に付けたり、大声で話し

たりしないようにしましょう。 
 

２ 安全のための注意 
   

尾瀬は、年間 30 万人を超える人が訪れ、登山道や山小屋も整備されて危険の少ない所

ですが、標高が高い山地であることを考慮して、次の点に注意しましょう。 

 ① 時間に余裕をもった計画を立てましょう 

   ガイドブックに書かれた時間は、山歩きに慣れた大人の歩行時間です。現地では、引

率する児童・生徒の状況をよく見て、無理のない行動に努めましょう。そのために、時

間に余裕をもった計画を立てることが大切です。 

 ② できる限り早い出発と早い到着を心掛けましょう 

   夏場には夕立の心配があります。山における危険の第一は、雷と雨に濡れることによ

る体温低下です。早め早めに行動することで、予定時間に余裕をつくり、目的地に早く

着くようにしましょう。 

 ③ 天候の急変と雷雨に注意しましょう 

   山間地のため、天気が変わりやすく、急に雨が降り出したり気温が下がったりします。

雨具を必ず携帯し、天候の変化に応じてすぐに使えるようにさせましょう。 

  高山帯の尾瀬では７月から８月は午後の雷雲の発生率と通過率が高くなります。宿

泊を伴う場合は、可能な限り早めに宿舎に到着できるようにしましょう。雷に遭遇した

場合は、雷鳴が遠くであっても、雷雲の移動は早く危険範囲は広いので、直ちに避難し

ましょう。建物があれば建物内に、森林帯では大木の真下を避けます。 

 ④ 水分補給を十分に行いましょう 

   大量の汗をかいて脱水症状に陥ると、命に関わる危険性があります。小まめに水分を

とることを指導しましょう。 

 ⑤ 木道や階段で滑って転倒しないよう注意しましょう 

   濡れた木道、階段の丸太や岩は滑りやすく、転倒して思わ

ぬけがをする場合があります。木道や下り坂では、走ったり

せずに、足元に注意を払いながら歩かせましょう。 

 ⑥ 危険動植物に注意しましょう 

   森林帯には登山道脇に触るとかぶれてしまうウルシの木

もあります。ウルシを見付けたら子どもたちに教え、不用意

に触らないように注意しましょう。 

また、夏季にはバスの乗車中や乗換え時にハチやアブが近

寄ってくることもあります。無用に刺激せずに虫よけクリー

ムなどで肌を守りましょう。 

まれに、熊・シカなど野生動物と遭遇することも考えられま

すが、危険情報を把握しているガイド等の指示に従いましょう。 

⑦ 集団が長くならないよう気を付けましょう 

現地では登山道や木道を一列で歩くことになります。引率者の目が届くように、一班

の児童生徒の数が 10 人以下になるよう班を編成し、一班に１名以上の引率者を配置し

ましょう。  

木道工事の様子 

ツタウルシ 

ヤマウルシの葉

安全のための注意 
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熊についての注意－尾瀬におけるツキノワグマの保護管理－ 

（尾瀬保護財団ホームページ掲載資料から抜粋）  

尾瀬を訪れる際は自然の中で生息するツキノワグマと共存し、

熊による人身事故を防ぐためにも次のことに注意しましょう。 

① 熊に出会わないために 
（熊も人には出会いたくありません） 

・熊は人の気配を感じると先に逃げるなどして人と出会うのを避けるのが普通です。 

・鈴や笛など音の出るものでなるべく早く自分の存在を伝えましょう。 

・熊よけの警鐘が設置されている場所があります。 

・採食中の熊は人に気付かないことがあります。  

・朝夕の暗い時間帯は熊の活動が盛んです。 

  尾瀬では５～９時、16時～19時の時間帯で目撃情報が多くなっています。 

・樹林の中…木の芽や木の実を木に登って食べています。（早春、秋） 

・山すその湿原…ミズバショウの実などを食べています。（７～８月） 

・ササが茂っているところ…タケノコを食べています。（６～７月） 

・川の近くの拠水林付近…木道を横切って行く熊が多く目撃されています。 

② 熊に出会ってしまったら（「トラブル」に発展しないため冷静に） 

・距離が遠い場合は、あわてずゆっくりその場から遠ざかりましょう。 

・近くにいる場合は熊の動きを見ながらゆっくりと後退しましょう。 

・大声を出さないようにしましょう。熊を刺激してしまいます。 

・写真撮影はストロボの光などが刺激となり危険です。 

・熊は人間より速く走ることができ、逃げるものを追いかける習性があります。 

・見えていなくとも子熊の近くには親がいます。その逆の場合もあります。 

・子熊を守ろうとする親熊は人間を襲うことがあります。 

③ 熊の目撃情報を事前に知りましょう  

・過去数年分の目撃記録が閲覧できます。最新の目撃記録をもとに危険箇所を事前に確認し 

  ておきましょう。 

・現地で最新の目撃情報を知ることができるほか、付近で目撃情報が寄せられた場合は危険 

  情報とともに歩道を一時通行止めにすることがあります。 

慌てない ～まず落ち着こう～ 

騒がない ～熊を刺激しないで～ 

走って逃げない ～逃げると追いかけます～ 

子熊には特に注意 ～子を守る親熊は命がけ～ 

自分の存在を知らせる 

朝夕の暗い時間帯は要注意 

熊に出会いやすい場所 

ビジターセンターから 

尾瀬保護財団のホームページから  http://www.oze-fnd.or.jp/ 

木道上のフン 

（ツキノワグマ） 

熊よけ（山ノ鼻～鳩待峠） 
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〈２〉備えあれば憂いなし（持ち物と服装） 
 

   尾瀬沼は標高 1,600ｍを超える山地のため、夏でも気温が低いことがあります。登山に必要

な持ち物と服装を基本に、季節や朝夕の気温変化に対応できるように準備させましょう。 

 

 

   □弁当 □水筒（ペットボトル可） □おやつ □雨着（レインウェア） 

   □折り畳み傘 □帽子 □名札 □着替え（薄手の長袖、Ｔシャツ、靴下） 

   □防寒着 □軍手（予備も） □敷物 □新聞紙１枚程度 □タオル □ハンカチ 

   □ちり紙 □ビニール袋（濡れた服やごみを入れる、数枚） □筆記用具 

   □100 円玉５枚くらい（トイレチップ代） □しおり □学習マップ 

   □常備薬（必要な場合） □腕時計（グループに１個） 

（宿泊の場合） 

□洗面用具（歯ブラシのみ） □宿泊用の着替え □懐中電灯 

   ※トイレ代 尾瀬の公衆トイレは、維持管理費用の一部を利用者から負担していただく

チップ制(１回に 100 円程度の料金を希望）を採用しています。トイレに

用意されているチップ箱に、使用の都度一人ずつお金を入れるようにして、

環境保全のために負担していることを理解させましょう。 

 

 

 □救急医薬品 □簡易トイレ（エチケット袋） □懐中電灯 □地図 □本手引書 

□布製のガムテープ（雨具、靴などの補修用） □トランシーバー（あれば望ましい。

ガイドに依頼することも可能） 

※救急医薬品 外傷用の消毒薬やばんそうこう、胃腸薬は必須です。乗り物酔いが心配

な子には酔い止め薬を持参させましょう。持病を持つ子の常備薬につい

ては、事前に保護者と相談して確認しておきましょう。 

 

 

① 帽子は必需品です 

炎天下での日射病や熱中症を防止する 

ため、つばのある帽子を必ず被らせまし

ょう。 

② 夏でも長袖シャツと長ズボンを着用し

ましょう 

シャツは、長袖でボタンを留めるタイ

プの速乾性素材のものが適しています。

長袖を着用することで紫外線による日焼

けや、ウルシなどによるかぶれ、虫刺さ

れ、転倒時の裂傷を防止できます。 

ズボンは、膝にゆとりのあるものが起

伏のある場所での歩行に適しています。 

速乾性のものが望ましく、体操着でもか

まいません。 

山では 低量をコンパクトにまとめ、重ね着で体温調節することが基本です。標高や

持ち物（例） 

引率用携行品（例） 

服 装 
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天候の変化によって、着たり脱いだりさせましょう。 

③ Ｔシャツ・下着は吸汗性に優れ、乾きやすいものを 

真夏の木道歩きでは長袖シャツを脱いで、Ｔシャツでも構いません。着替えや汗をか

いたものをビニール袋に入れておくことも忘れずに。 

④ 靴下は厚手のものを 替えも忘れずに 

靴下は足首まで保護できる、厚手のものを用意させましょう。靴ずれ防止のために、

靴ひもをしっかり結ぶことや靴下のしわに注意させます。靴が当たると思ったら予防の

ために、ばんそうこうを貼るなど、靴ずれができる前に対応しましょう。 

⑤ 足元は、履き慣れた底の厚い運動靴で固めましょう 

靴底が厚く滑りにくいもの、防水性のものが適しています。長靴の場合は、厚手の靴

下を履くなど、靴の中で足が遊ばないよう工夫が必要です。 

⑥ 夏でも防寒着の用意を忘れずに 

夏でも朝晩は冷え込むため、薄手のウインドブレーカーなどを用意するとよいでしょ

う。上下セパレートタイプの雨着でも代用可能です。必要に応じてトレーナーやフリー

スなども持たせましょう。 

⑦ 手袋は軍手が便利です 

手袋は手を汚さないだけでなく、防寒やけがの防止にもなります。複数用意しておき、

ぬれたら交換するとよいでしょう。 

 

 

   にわか雨が多い尾瀬では、十分な雨対策が必要です。夏季でも 

気温が低いので、衣服がぬれると体温の低下を招き、体調を崩して

しまいます。 

① レインウェアはセパレートタイプが望ましい 

レインウェアは、上下分かれたセパレートタイプのものが動き 

やすく、防寒着としても利用できるので適しています。 

② 天候に合わせて折り畳み傘を用意しましょう 

傘は、小雨の時や道幅のある木道などで重宝しますが、かさば

るのが難点です。持参する場合は、ザックに入る折り畳み傘が

よいでしょう。 

③ ザックカバーで荷物の防水をしましょう 

雨によりザック内の荷物をぬらさないようにするために、ザックカバーを用意すると

よいでしょう。大きめのゴミ袋でも、ガムテープで細工して代用できます。着替えなど

がぬれないよう、ザックの中身を複数のビニール袋に分けて入れることも指導しましょう。  

 

 

① ザックは、肩ベルトが太いものがよいでしょう 

   ナップサックなどの肩ひも（ベルト）が細いタイプは避けましょう。 

 かがんだり、振り返ったときに、体とザックの重心が離れて転倒の原因 

になることを防止するウエストベルト、チェストベルトが付いたタイ 

プが便利です。バンダナやマジックテープで両肩のベルトを胸の前で結

んでもよいでしょう。 

② 飲み物はペットボトルに入れると便利です 

雨 対 策 

持ち物（装備・携行品）の注意点 

レインウェア着用
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水筒は、重くなりがちです。500mℓ程度のペットボトルが便利です。水を 1 本とスポ

ーツドリンクを 1 本、暑い日は更に 1 本用意するとよいでしょう。水はけがの際に傷口

を洗うのにも使えるため、少し余分に用意しておきたいものです。なお、山小屋で飲料

水を補給することができます。 

 ③ 弁当は食べやすく、携帯しやすいものを 

おにぎりやサンドイッチなど、取り出しやすく、食べやすいものが

よいでしょう。また、水質保全のため、山小屋で弁当箱を洗うことは

できません。容器を持ち帰ることを考えて、小さくまとめることがで

きる包装にしましょう。 

④ おやつ、非常食は高カロリーのものを                         

体力を使う山歩きでは、おやつが体調や気力を整えてくれます。高カロリーなチョコ

レートやあめなどが望ましく、休憩時に少しずつ摂取するとよいでしょう。また、おや

つは、緊急時の非常食としても役立ちます。ゴミが出にくく、食べやすいものを用意し

ましょう。 

⑤ 宿泊の場合は、懐中電灯を用意しましょう 

   山小屋は午後９時の消灯以降は真っ暗になるため、夜中にトイレに行ったりするのに

枕元に懐中電灯を置くと安心です。小さいもので十分でしょう。 

⑥ ビニール袋や新聞紙は重宝します 

ビニール袋はゴミ入れ、着替え入れ、濡れもの入れなど多くの用途があります。また、

濡れた靴を履くときに、靴下の上に履くと足が濡れなくてすみます。 

新聞紙はザックの背当てが薄い場合にクッションとして使えます。寒い場合にシャツ

の下に巻いたり、敷物の代用にしたり、集めて丸めればそえ木にもなります。 

 

 

山小屋は、民宿や旅館と異なり、多くの登山客に対して宿泊や休憩の場所を提供する公

共性の高い宿泊施設です。また、国立公園特別保護地区内にある施設では、周辺の環境を

守るための制限事項があります。事前にルールとマナーを十分確認して、子どもたちを指

導しましょう。 

① 居室では静かに過ごしましょう 

山小屋には、多くの登山客が宿泊し、休息しています。居室では、できるだけ静かに

過ごすようにします。また、指定された消灯時間は、必ず守るようにしましょう。 

② 洗面・入浴ができます 

尾瀬では、石けん、シャンプー、歯みがき粉などの使用はできません。入浴はお湯で

汗を流す程度と考えてください。タオルは、各自が準備するようにしましょう。 

③ 食事は決められた時間に 残さず食べましょう 

食事は、食堂に集まり、指定された時間にとります。利用客が多いときは、交代制に

なる場合もあるので、事前に確認しておきます。配膳と片付けは、セルフサービス方式

のところが多いようです。尾瀬では生ゴミの処理が困難です。できるだけ残さずに食べ

ましょう。 

  ④ トイレ利用は正しく 

      トイレは水洗で、温水洗浄便座が備え付けられています。尾瀬の厳しい環境では紙類

の分解が難しいため、洗浄後に使用したトイレットペーパーは流さずに回収します。 

 

山小屋に宿泊する場合の留意点 
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〈３〉もしものときは…（安全確保） 

 

 

① 子どもたちの服装、持ち物を確認しましょう 

帽子、リュック、雨具は必須です。足元の確認も忘れずに。 

② 教師など引率する側も服装、持ち物（引率用携行品を含む）を確認しましょう 

事前にチェックリストを作成しておくようにしましょう。 

③ 学校との連絡方法を確認しておきましょう 

奥只見・銀山平地区では携帯電話（NTT ドコモに限る）の使用が可能ですが、奥只見

湖から尾瀬の間では携帯電話が使用できません。尾瀬では休憩所やビジターセンター、

山小屋に設置されている公衆電話（衛星携帯電話、有料）を活用して、学校と連絡を取

りましょう。交通機関のトラブルの場合は、装備されている業務用無線で営業所へ連絡

できます。 

 

 

意識がない、はっきりしない場合や骨折や脱臼などにより自力で下山できない場合は、

活動を中止して救助を要請します。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 寄りの消防、主な医療機関 

① 消防 

南会津地方広域市町村圏組合消防本部（南会津町田島）      ℡：0241-62-2141   

緊急時の対応（至急医療機関に搬送が必要な場合）

応急・救命措置

救助隊の要請 

救急搬送 

重いけがや急病で動けない、意識がない場合は、 寄りのビジターセンターや山小

屋に駆け込み、救助を求めましょう。山小屋などは、簡易無線や衛星電話で連絡を取

り救助隊の派遣を手配してくれます。要救護者の状況について正確に伝えるようにし

てください。 
※ 尾瀬では、その地区ごとに山小屋等で組織する地区救助隊が組織されています。 

各地区救助隊事務局：尾瀬沼…尾瀬沼ヒュッテ、山ノ鼻（尾瀬ヶ原）…尾瀬ロッジ     

緊急性を要する重傷者については、山小屋から消防への連絡により群馬県、福島県

又は新潟県の防災ヘリが搬送します。防災ヘリや救急車までの搬送は、地区の救助隊

が行いますので、その指示に従ってください。 

悪天候または夜間によりヘリが飛べない時は、救助隊が担架で沼山峠又は鳩待峠まで搬

送し、救急車に引き継ぎます。 

救助隊が到着するまでは、引率用携行品にある救急医薬品を利用して可能な応急措

置、救命措置を実施します。ＡＥＤは御池休憩所、沼山峠休憩所、尾瀬沼ビジターセ

ンター、尾瀬沼山荘、山の鼻ビジターセンター、鳩待峠休憩所、東電小屋、元湯山荘

に備えられています。 

喘息等持病のある子は、事前に保護者と相談の上で薬を持参させるなどしましょう。 

尾瀬とその周辺では、 

携帯電話は使えません 

出発日までに確認すること 

万が一事故が発生した場合は 
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利根沼田広域東消防署                                       ℡：0278-56-2300 

② 主な医療機関（救急搬送の場合は、状況により搬送先が異なります。） 

檜枝岐診療所（檜枝岐村字下ノ台）                ℡：0241-75-2341 

福島県立南会津病院（南会津町永田）             ℡：0241-62-7111 

沼田病院                                                   ℡：0278-23-2181 

(2) 尾瀬における事故の傾向 

尾瀬地域における傷病事故の原因の大多数は、木道での転倒や転落です。 

全事故件数の７～８割を占めています。 

(3) 応急措置の注意点 

   ① 頭部打撲には細心の注意を 

頭部を強打して脳や延髄を損傷しているおそれがある場合や意識がない場合は、動

かさずに救助隊を呼びます。おう吐物による窒息の危険があるので負傷者を１人にせ

ず、容態を観察することも大切です。 

   ② 脱臼、骨折は医療機関へ 

○ 脱臼は、骨折と区別が難しいので、むやみに整復を行わずに患部の冷却と固定を

行い、速やかに医療機関へ運びましょう。 

○ 打撲によって首、腰、背中に強い痛みがある場合は歩行可能であっても、脊髄損傷

のおそれがあるため歩かせることは避けましょう。四肢に少しでもしびれがあれば、

安静にして救助を要請します。 

○ 木の枝などが深く刺さった場合は、異物を抜かずにガーゼと包帯・テーピングで固

定して、医療機関に運びましょう。 

③ 軽症の場合は救急医薬セットで対応します 

○ 打撲、捻挫は、「安静・冷却・圧迫・拳上」が原則です。痛みが治まるまで安静に

し、湿布などで患部を冷やし、包帯やテーピングで損傷部位を固定し、安静時は患

部を上げておきます。 

○ ハチに刺された場合は、針を除去の上、毒を絞り出して抗ヒスタミン剤なんこう

の塗布や患部を冷やして安静にします。ハチ毒に過剰なアレルギー反応を起こすア

ナフィラキシー・ショックに注意しましょう。なお、尾瀬沼周辺は標高が高いため、

スズメバチは生息していません。 

    ④ 病気の場合は、安静にして様子を見る 

発熱、頭痛、腹痛、吐き気がある場合は、涼しい場所で安静にさせます。特に熱中

症や脱水症に注意しましょう。真夏だけでなく、湿度が高い樹林帯の中や厚着によっ

て起こる場合があるので、体温調整やこまめの水分補給を心がけます。 
 
 
  
 ① 公共交通機関の利用に際しては、他の乗客の迷惑にならないようにしましょう。 

② 奥只見ダムでの船への乗換えでは、駐車場から船着場までの移動に 10 分程度かかるので、

時間に余裕をもって行動しましょう。なお、船の中は、トイレも水もありません。 

③ 乗船時には、子どもたちの集中を保って事故を防止するためにも、船上で、できる課

題を与えるとよいでしょう。なお、船内放送が聞き取りにくいことがあるので、資料編

65～66 ページに掲載した船内放送抄録を参考にしてください。 

④ 尾瀬口船着場での船から路線バスへの乗換えでは、船の到着時間に合わせて路線バス

が待機していますので、順番に乗車します。交通事情によりバスが遅れる場合は、路肩

の待機スペースに並んで、バスを待ちましょう。 

公共交通機関の利用に際しての注意 
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〈４〉尾瀬下見のポイント 

 
学校で尾瀬自然教室等を実施する場合には、必ず下見を行うと思います。以下に下見で

大切なポイントを紹介しますので、参考にしてください。 

 
１） 行程での移動時間に気を付けて確認を 

バスを降りて、船着場まで歩いてどのくらい時間がかかるかを確認しましょう。例えば

70 名の子どもたちがバスを降りてから集合し、移動にどのくらいの時間が必要かを実際に

現地に行って考えてみましょう。 初の人と 後の人の移動時間のずれを考えることが大

切です。余裕のある行程を組めるように配慮しましょう。 

 
２） 休憩場所やトイレの確認を 

子どもたちは、移動に時間がかかるだけでなく、気分が悪くなったり、トイレに行きた

くなったりします。移動する行程で休む場所やトイレの場所を確認しましょう。人数が多

いと、休憩する場所も考えなければなりません。トイレの数も、男性用、女性用がそれぞ

れいくつあるか確認するとよいでしょう。また、集合写真などの撮影場所も確認するよう

にしましょう。 

 
３） ビジターセンターの人や宿泊所の方とよく打ち合わせを 

電話だけでは細かい打合せができません。お世話になる施設の方としっかりと打合せを

することはとても重要です。その際、誰か一人でも名刺を持っていくとよいでしょう。打

合せでは、ビジターセンターと宿泊施設の活動日程を調整し、できるだけ無理な日程を組

まないようにすることが大切です。 

 
４） 全行程を安全に移動できるか確認を 

尾瀬は山です。季節や天候によって気温や登山道の状況が変わってきます。下見の日が

晴れているから、本番も同じとは限りません。木道は濡れていると滑ってしまい、乾いて

いるときのようなスピードで歩くことはできません。天候が悪い場合を考えながら、全行

程を確かめておくことが大切です。 

 
５） 実際に歩きながら必要な持ち物チェックを 
尾瀬を日帰りする場合と一泊する場合とでは、荷物の内容が違ってきます。当然一泊す

るときの方が多くなります。本番では一泊の予定でも、下見では時間がなく日帰りで見て

くる場合がありますが、その場合でも一泊したときのことを考えながら持ち物をチェック

しておく必要があります。荷物はなるべく少ないほうがよいのですが、本番で必要なもの

がなくて困らないようにしたいものです。 

 
 

尾瀬の山小屋の営業期間は例年５月の連休から 10 月中旬ですが、雪の状況によって前後

する場合があります。魚沼ルートの新潟県側の道路の開通は５月末、定期船・予約バスの

運行期間は６月１日から 10 月中旬までの予定です。他のルートで下見をする場合は、福島

県檜枝岐村又は群馬県片品村に開通状況を確認してください。 

行程での移動時間に気を付けて確認を 

休憩場所やトイレの確認を 

ビジターセンターや宿泊所の方とよく打合せを 

悪天候を想定して全行程を安全に移動できるか確認を 

必要な持ち物の確認を 

ルート開通時期に注意 
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〈５〉学習ガイドの活用 

 

「魚沼から行く尾瀬ルート」では、魚沼市から学習ガイドの同行が可能です。ガイドを

依頼する場合は、事前打合せを十分に行いましょう。 

 

 
 

① ガイドは、本環境学習プログラムを学んだ者が担当し、プログラムの趣旨に沿って、 

教師の学習指導を充実させるとともに、子どもたちの気付きを促す問いかけを行うよ

うに心掛けます。 

② 一緒に行動することで、現地の学習や緊急事態の対応に協力が得られます。 

③ 天候や危険情報などによって計画変更が必要な際に、安全確保の面からアドバイス 

を受けることができます。 

④ 現地学習の行程やタイムスケジュール作成について相談することができます。 

⑤ 事前学習において、奥只見～尾瀬の概要、尾瀬のルールとマナーなど、現地学習の 

  際の注意点に関するアドバイスが受けられます。 

⑥ 事故防止のノウハウや現地の 新情報の提供、緊急時の連絡・手配など安全確保に 

ついて支援を受けることができます。 

 

 

① 現地活動時の教師とガイドの役割分担 

② 現地活動スケジュールなどと必要ガイド数 

③ 子どもたちの持ち物、服装及び引率に必要な装備 

④ 交通機関、宿泊先の予約 

 
 
  

学習ガイドを依頼する際は、有料となりますが、日程等によりその経費が異なりますの

で、魚沼・小千谷地域理科教育センター（℡:025-792-3143）に相談してください。また、

事前学習についても、併せてアドバイスを受けることができます。 

 

ガイドを依頼するメリット 

事前打合せなどで確認する事項の例 

経費及び連絡先等 

学習ガイドと一緒に学ぶ子どもたち 

57



平成23年シーズン予定（円） 

  
奥 只 見 ～   

尾瀬 口  船 

尾 瀬 口 ～ 

沼山峠 バス 

奥 只 見 ～ 

沼山峠 計 

大人片道 1,150 1,500 2,650 

大人往復 2,170 3,000 5,170 

子ども片道 530 750 1,280 

子ども往復 1,060 1,500 2,560 

フリーきっぷ（大人片道）     2,500 

フリーきっぷ（子ども片道）     1,200 

学割料金（50人以下） 船 26,500 バス 42,000 68,500 

学割料金（50人超） 中型 53,000 2台 84,000 137,000 

※ 子ども料金は小学生に限る   

※ 学校で貸切り船・バスを頼む場合は、学割料金欄を参照     

尾瀬・魚沼ルート料金表 

〈６〉交通アクセス 

主な区間の所要時間 

  奥只見からは、船と予約（路線）バスを利用することで、短時間かつ快適に入山口（沼山峠）ま

で行くことができます。奥只見から沼山峠までは、乗換え時間を加えて約２時間の行程です。 

  奥只見～沼山峠間の船・会津バスは、セットでの予約となりますので、受付窓口の魚沼市観光

協会（℡：025-792-7300）に早めに申し込んでください。（団体予約は、２月１日からの受付と

なりますが、大規模校の場合は２月１日以前に相談しておくとよいでしょう。） 

※１ 土・日・祝祭日に運行。平日は団体貸切り運行（予約時に 

     運行時刻の変更可） 
 
※２ 団体貸切り運行の例（予約時に前後30分程度運行時刻の変更可） 

奥只見観光 
（定期船） 

会津乗合自動車（予約バス） 

奥只見 尾瀬口 
尾瀬口 

船着場 
鷹ノ巣 小沢平 御池 沼山峠 

（往路）         

早朝便※1 7:50 8:30 8:40 8:45 8:50 9:25 9:45 

定期便1 9:30 10:10 10:15 10:20 10:25 11:00 11:20 

臨時便※2 12:30 13:10 13:15 13:20 13:25 13:55 14:20 

定期便2 15:20 16:00 16:05 16:10 16:15 16:50   

シャトルバス           16:50 17:10 

（復路）         

早朝便※1 9:20 8:40 8:30 8:17 8:10 7:45   

定期便1 10:55 10:15 10:05 9:52 9:45 9:20 9:00 

臨時便※2 14:00 13:20 13:15 13:10 13:05 12:30 12:10 

定期便2 16:50 16:10 16:05 15:52 15:45 15:20 15:00 

  

尾瀬・魚沼ルート時刻表 平成23年シーズン予定(6月1日～10月15日運行) 

料金 大人900円 子ども450円 鳩待峠～戸倉シャトルバス 

午前便 午後便 

鳩待峠発 戸倉着 鳩待峠発 戸倉着 

8:40 9:15 12:45 13:20 

9:35 10:10 13:40 14:15 

10:20 10:55 14:30 15:05 

11:00 11:35 15:25 16:00 

11:50 12:25 16:30 17:00 

左表は、Ｂダ
イヤ時刻表 
 
Ａダイヤの場
合 は、17:10
発が最終便
に追加される
(運行日は別
途確認)。 

区     間  距  離 所用時間 

小出IC ～   

 長岡IC 40.1㎞ 30分 

 新潟中央IC 97.5㎞ 72分 

 沼田IC 78.6㎞ 62分 

 奥只見ﾀｰﾐﾅﾙ 約32㎞ 60分 

 只見 約61㎞ 2時間 

御池～只見 約75㎞ 2時間30分 

戸倉～沼田IC 86㎞ 90分 

御池～会津若松IC 114㎞ ３時間45分 

会津若松IC～新潟中央IC 95㎞ 82分 

奥只見～尾瀬口  40分 

尾瀬口～沼山峠 約30㎞ 65分 

西那須野
塩原IC 

R252 

尾瀬への路程図 

  交通規制に注意 

御池～沼山峠は、許可車両以外は全期間通行できません。 
               （マイカー、学校借り上げバス等は、御池駐車場に駐車し、シャトルバスに乗換え） 

鳩待峠～戸倉は、規制対象車両の通行が規制される期間があります。（29人乗り以下で車長７m以下の車両は、規制対象外） 
               （交通規制期間の規制対象車両は、戸倉駐車場で待機。鳩待峠～戸倉間は、シャトルバスで移動。） 

    ※ 御池、鳩待峠、戸倉の各駐車場は、有料です。 
 
奥只見湖畔の国道では、大型バスが通行できない区間があります。（銀山平船着場～尾瀬口船着場） 

船・予約バスの利用 

予約は早めに 

R352 ｼﾙﾊﾞｰﾗｲﾝ 

山ノ鼻 

温泉小屋 

沼山峠 

七入 R352 
檜枝岐 

尾瀬沼 尾瀬沼東岸 
見晴 

沼尻 

富士見峠 

鎌田 

戸倉 

富士見下 

三平下 
鳩待峠 

大清水 

関越道 

沼田IC R120 

水上IC 

R17 

小出IC 

只見 

会津若松IC 

奥只見湖 

奥只見 

銀山平 尾瀬口 

 尾瀬ヶ原 

小沢平 御池 

 
北陸道 新潟中央IC 長岡IC 磐越道 

  （児童･生徒及び引率教員以外の保護者は学割対象外 要別途料金）

※ 平成23年シーズン予定 
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