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登山を実施する皆様へ 

 

1． はじめに 

背振少年自然の家における登山プログラムは、自然をダイレクトに体

感し、共に登る仲間と達成感を分かち合うことのできる活動となっていま

す。 

しかしながら、当施設で提供している登山プログラムは、多人数で登山

隊を組んで実施することが多いため、参加者の経験・知識・体力そして意

識に差が生じることが多々あります。 

 そのため、活動中に重大な事故を引き起こす危険性も潜んでいます。

多人数で実施する集団登山を、有意義かつ安全に実施するためには、

事前の準備が大変重要となります。登山プログラムを計画される際に

は、必ず本紙を読んでいただき安全の確保に努めていただきますよう、

お願いいたします。 

 

2． 登山の目的 

➢ 【本物の自然に触れる】  

➢ 【仲間と協力する】  

➢ 【精神力・克己心を培う】  

 

3. 基本事項について 

① 登山コース別標準タイム 

※標準タイムは目安です。参加者や登山道のコンディション、当日の気象条件により変動します。 

プログラム 目安時間 内容・備考 

脊振山 

直登コース 
6 時間 

自然の家→九州自然歩道出会→脊振山頂(1,055ｍ) 

→車道→自然の家 【全長約 13ｋｍ】 

鬼ヶ鼻岩 

コース 
7 時間 30 分 

自然の家→車道→（脊振山頂）→九州自然歩道→椎原峠 

→鬼ｹ鼻岩(840m)→九州自然歩道→（脊振山頂）→車道 

→自然の家 【全長約 22km】 

脊振山 

車道コース 
5 時間 

自然の家→車道→脊振山頂(1、055m)→車道→自然の家 

【全長約 12ｋｍ】 

一ノ岳 

コース 
4 時間 

自然の家→脊振ダム入口→一ノ岳山頂(695.7m)→鉄塔→脊振ダム入口 

→自然の家【全長約 8ｋｍ】 

  

 

 

 

 

登山総合マニュアル 
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② 準備物 ※あわせて活動の手引きもご参照ください。 

団体 

□救急セット 

□登山実施届 

□携帯電話 

※以下は必要に応じてご準備ください。 

□携帯トイレ 

□ウエットティッシュ 

□行動食（飴など） 

□予備の飲料水（熱中症対策用スポーツドリンクなど） 

□笛 

個人 

□ザック･･･幅広な肩紐のもの 

□レインウエア･･･セパレートタイプが望ましい 

□長袖(体温調節できるもの)、長ズボンの服装 

□ぼうし･･･つばのついたもの 

□水とう･･･ザックに入る程度の大きさ、500ml ペットボトルでも可 

□軍手、手袋（防寒性、防水性のあるもの） 

□タオル 

□ポケットティッシュ 

□防寒着(寒い時期) 

□敷物 

□ビニール袋 

施設 
□無線機 

※台数に限りがありますため、施設側で貸出台数を調整いたします。 

 

【装備例】 

   

      ▲個人装備             ▲個人衣服              ▲防寒 
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4. 登山計画 

登山は下記の手順で計画していきましょう。 

(ア) 事前計画：目安 3 か月～20 日前 

➢ 日程の決定 

    登山を実施する日にちを決めてください。尚、入所日の登山は、道路状況による入所時間の遅れや、トイレ等

の時間を確保する必要があるため、時間的余裕があまりない状況が想定されます。2 日目以降に計画されること

をお勧めします。 

➢ コースの決定 

    研修生や引率者の体力を含む健康状態や、登山の目的を鑑みてコースを決定してください。登山道の状況に

より、一時的にコースが提供できない場合もあります。 

 

(イ) 下見 

下見の際は、単に登るだけではなく、以下のポイントを重点的に調査していただき、研修生の現状に照らし合

わせ、登山計画を立ててください。 

 

 ＜下見のポイント＞ 

・コース上に設置している矢印や看板 

・緊急時の救出ポイント及びエスケープルート 

・コース上の難所（急な登り、急な下り、岩場） 

・分岐点 

・登山道の状態 

・各ポイント（要所）までの所要時間 

・トイレ、昼食の場所 

      

▲矢印の例     ▲背振山頂の駐車場   ▲脊振・蛤分岐        ▲山頂広場 
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(ウ) 組織計画 

登山をする際は、隊列を組み山頂を目指します。登山を実施する際は、必ず引率者間で役割分担をし、安全

の管理に努めましょう。 

 

＜隊列の基本形態＞ 

 

 ＜登山隊の配置と役割＞ 

配置 役割 役割 

1．先頭 
引率者＋施設職員 登山隊の先導、ペース管理を行う。 

施設職員は同行し、サポートします。 

2．最後尾 

引率者(＋施設職員※） 

※研修生が 80 名以上の場合、

申し込み(有料)が必要 

登山隊をまとめる。 

先頭と連絡を取り合い、登山隊の状況を把握する。 

3．登山隊の中間 団体の引率者 
クラス、または班ごとに配置し、研修生の点呼、体

調管理、引率者同士の無線連絡をおこなう。 

4．救出 団体の引率者 

団体で準備した車両で、体調不良や怪我をした研

修生を搬送する。 

※林道など、一般車両の進入が出来ない場所での

救出は、施設車両に乗車していただきます。 

  

 

5. 安全管理について 

登山を実施するにあたって、研修生の安全と体験の質を確保するために、以下のことを実施してください。 

(ア) 実施判断とその種類について 

登山は自然の中での活動で、天候に大きく左右されるため、活動前の実施判断が 

非常に重要となってきます。実施判断は以下の種類に分かれます。 

活動中止 
利用者に危険が及ぶと判断した場合。 

団体側からの申し出だけではなく、施設側が要請することがあります。 

実施協議 

実施にあたって、いくつかの条件を考慮する必要がある場合。 

実施に向けて団体と施設で協議を行い、最終的な実施判断は、 

原則として団体の責任者に行っていただきます。 

 



2020年度 11月 

福岡市立背振少年自然の家 

 

5 

<気象条件による活動実施の判断基準> 

気象警報・注意報の種類 気象状況と対応方法 

すべての警報 →活動中止 

大雨注意報 

・降雨が確認される 

① 1 時間に 20ｍｍ以上→活動中止 

② 1 時間に 20ｍｍ未満→実施協議 

③ 降雨が確認されない→実施協議 

強風注意報 平均風速 10ｍ／s 以上→活動中止 

雷注意報 

① レーダーナウキャスト雷活動度 2 以上→活動中止 

② 活動エリア上空で雷光・雷鳴が確認される→活動中止 

③ レーダーナウキャスト雷活動度１以下→実施協議 

濃霧注意報 
① 100ｍ先が確認できない→活動中止 

② 100ｍ先が確認できる→実施協議 

その他 
➀ 気温が 28 度以上→活動中止 

 WBGT(熱中症指標計)が 25～28℃以上→実施協議 

 

<その他の状況による活動中止判断基準> 

■局地的に短時間で気象が悪化すると予想されるとき 

 ・雨量の急激な増加や雷雲や積乱雲の発生、到達が予想される 

■台風が接近しているとき 

■団体より中止の申し入れがあったとき 

■活動に不適切または不可能と自然の家責任者が判断したとき 

 

<気象警報・注意報以外で協議を実施する場合> 

■実施日が雨天または雨天が予想される場合 

■実施日に積雪がある場合 

■団体または施設側より協議実施の申し入れがある場合 

  

(イ) 実施判断の時期 

【入所日に登山を予定している場合】 

入所前日 

・気象情報の収集 

・雨天時の対応の協議（団体内） 

例：少雨であっても雨天時プログラムへ変更する 等 

・電話による施設との協議 

登山当日 ・最終判断を施設に電話連絡 ※出発前にご一報ください。 
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【入退所日以外に登山を予定している場合】 

入所日まで ・気象情報の収集 

実施前日の 

担当者会議 

・雨天時の対応の協議（団体内） 

例：少雨であっても雨天時プログラムへ変更する 等 

・気象情報の収集 

・施設職員と実施についての協議 

登山当日 ・最終判断を施設職員と共に行う 

 

(ウ) 天候に関する情報収集 

インターネットを利用し、脊振山周辺の気象情報を収集してください。 

警報・注意報、またそれ以外の情報に関しては施設職員より助言をさせていただきます。 

 

<参考サイト> 

気象庁 
http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

天気図、気象警報・注意報、レーダーなど 

GPV気象予報 
http://weather-gpv.info/ 

雨雲の動きなど 

日本気象協会 http://www.tenki.jp/ 

てんきとくらす 

脊振山の天気 

http://tenkura.n-

kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=40150001&type=15&ba=ks 

 

(エ) 雨天プログラムの準備 

天候不順により、実施日当日に雨天プログラムへの変更を余儀なくされる場合があります。 

計画の際には、必ず雨天プログラムも考慮した上で活動の準備を行ってください。 

 

(オ) 緊急時の対応について 

登山中に、研修生が登山続行不可能な状態や、救急車を要請しなければならない事態も想定されます。 

緊急時の対応についても、事前に団体内で協議してください。 

救急車を要請した場合でも、施設到着まで約 40 分程度かかるため、直接病院へ搬送する方が早い場合も

あります。 

近隣病院の情報は背振少年自然の家ホームページ、または『利用団体のご案内』をご覧ください。 

 

(カ) 配慮を要する研修生に対してのフォロー 

研修生に配慮を要する方がいる場合、参加の可否や搬送車両の動きを含めて事前に計画をお願いします。 

また、その情報は確実に『配慮確認書』『登山実施届』の提出を以て、施設と情報共有をしていただきますよ

うお願いします。 

  

http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://weather-gpv.info/
http://www.tenki.jp/
http://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=40150001&type=15&ba=ks
http://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=40150001&type=15&ba=ks


2020年度 11月 

福岡市立背振少年自然の家 

 

7 

6. 登山実施届 

登山（下見も含む）を実施する際には、『登山実施届』をご提出ください。 

＜使用目的＞ 

・入山、下山の確認 

・登山隊の人数把握 

・不測の事態発生の際の情報共有 

 

7. 事前指導 

(ア) 歩き方の基本 

登山では、歩幅を小さく、足裏全体を地面につけて歩くことがポイントです。（フラットフッティング） 

足場が悪い岩場では、浮石や落石に注意しましょう。 

急な登りは、両手を使ってバランスを保ちましょう。（三点支持） 

 

(イ) 隊列は崩さない 

隊列が伸びる又は分断されると、道迷いの原因になります。 

また、間隔を詰めるために小走りになると、ペースが乱れ、体力の消耗を早めます。 

一定のペースを保ち、前の人との間隔は 1～2ｍで歩くようにしましょう。 

 

(ウ) 水分はこまめに 

喉が渇く前に、こまめに水分補給をしましょう。 

水分補給の際は、大量に摂取せず、少量ずつ飲むようにしましょう。 

 

(エ) 両手はあけておく 

転倒した際や、急な登りの際に両手が塞がっていると、怪我のリスクが高まります。 

荷物はザックに収め、ポケットに手を入れて歩かないようにしましょう。 

特に寒い時期は、防寒・防水性の高い手袋を着用してください。 

 

(オ) トイレは事前に済ませておく 

活動のフィールドは、基本的には登山道になっております。 

トイレの場所も限られておりますので、登山出発前に必ずトイレは済ませておいてください。 


