
令和４年度　飯豊山登山情報（市町村別一覧）

福島県西会津町 山形県飯豊町 山形県小国町 新潟県新発田市 新潟県関川村

0241-45-2213 0238-87-0523 0238-62-2416 0254-28-9960 0254-64-1478

0241-45-2241 0238-72-3827 0238-62-5464 0254-26-8585 0254-64-0079
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可 可　（定員50名） 可　（定員100名） 可　（定員50名) 可 可 可 否 可（改修工事期間は不可） 可 可 可 可

6月1日～10月30日ま
で
6月、9月～10月は、
土・祝日のみ

7月1日～10月2日まで

7月1日～10月2日まで
（避難小屋利用の際は事
前に管理人へ連絡するよ
う登山者へ伝えてくださ

い）

7月1日～10月2日まで 無

6月4日～10月30日まで
土日（1泊2日）のみ
※土曜14：00～
日曜13：00まで

7月1日～9月中旬（予定） 当面の間不在（閉鎖） 7月12日～9月中旬 無 無

川入民宿組合
（高見台）

0241－39－2130

飯豊AGC（平野）
090-4042-2121

（管理人）羽田義明
090-8787-0503

※予約等問合せ先
090-7061-7295

笠井　実

飯豊山山小屋組合
（佐藤正弘）
090-3366-7696

飯豊AGC（平野）
090-4042-2121

(管理人)　金子益雄
090-4820-0815

無
090-1491-1595

管理人常駐期間のみ
（衛星電話）

NPO法人
「飯豊朝日を愛する会」

　井上邦彦
携帯090-5846-1858

mail:iide@ic-net.or.jp

新潟県新発田市観光振興
課まで連絡し確認願いま
す。

NPO法人
「飯豊朝日を愛する会」

副理事長　井上邦彦
携帯090-5846-1858

無 無

使用料
テント１張1,200円
（1泊毎）
※キャンピングカー、マ
イカー、催事用テント等
を使用して宿泊する場合

を含む

トイレ　無料

協力金
　1泊　2,500円/人
　トイレ　100円～

※管理人常駐時以外
の際の協力金はポス
トへ

※シュラフの貸出し
中止

※テントサイトなし

①協力金（素泊）3,000
円
②食事代（夕朝2食）＋
協力金
　米3合持参7,000円
　米持参なし8,000円
トイレ100円～

※管理人常駐時以外の際
の協力金はポストへ

※シュラフの貸出し中止

テントサイト料
１人1,000円（山小屋組
合）約50張

※食事の提供を希望の方
は要予約

協力金
　1泊　2,500円/人
　トイレ　100円～

※管理人常駐時以外
の際の協力金は、ポ
ストへ

テントサイト料
1人1,000円（神社敷
地）
約50張

※シュラフの貸出し
中止

無

宿泊（素泊）
大人1,500円
子供　750円（中学生以

下）

休憩
1人1日 300円
半日（4時間まで） 150円
シャワー使用料
（管理人常駐時のみ）
1人1回 200円
※毛布貸出中止

キャンプ場使用料
テント1張 500円

清掃協力費　2,000円/人
寝具貸し出しは中止（コ
ロナウイルス対策のた
め）。
基本的には寝具、食材は
持参してください。詳細
は問合せください。
4名以上の利用の方は、
事前に管理人へ連絡をお
願いします。また、感染
防止のため、登山者が事
前に混雑度を判断できる
ように、4名以上の宿泊
予定者をHPに掲載してい
ます。
https://www.ic-
net.or.jp/home/iide/ka
iragionisikoya.html

協力金
　１泊　1,000円/人
　日帰り　200円/人
　テント　1,000円/張
　トイレ　100円/人

管理協力金
1泊1名　2,500円
（収容人数約30名）
テント1人　1,000円
食事・飲料・寝具等、必
要なものは各自持参

無 無

《祓川駐車場～祓川山
荘》
●川の橋が倒壊している
ため、渡れないと判断し
た場合は他のルートへお
進みください。
●対岸へ渡る補助として
ロープを設置してありま
すが、流されやすく濡れ
ることは必至です。
●倒木が数ヶ所ありま
す。

●五段山ルートは、町が
管理していない登山道で
す。（橋も壊れていま
す）
●大日杉ルートに雪渓あ
り。

●桧山沢吊橋（ダイグラ
尾根コース）は未設置。
昨年は6月下旬に設置。
(2022年6月8日時点)

●東北電力による加治川
ダム工事のため、当面の
間赤谷林道、湯の平登山
道、おういんの尾根は通
行止め（湯の平登山道の
つり橋架設も無し）。

●ルート上危険箇所（斜
面切れ落ち、トラバース
等）があるので注意必
要。

●登山口（東俣彫刻公園
ゲート）トイレなし、最
終トイレは大石ダム。

●西俣登山道通行止め

●水道水
（地蔵山直下水場まで水
場がありません。ここで
必ず水の補給をしてくだ

さい。）

炊事棟有り
トイレ有り

●地蔵山直下の水場
●剣ヶ峰水場（小屋
手前下）水量不安定
で足場危険のため、
地蔵山直下の水場で
補給してください。

●7月1日～予定
避難小屋脇の水場使用可
（配管凍結が解ければ水
場提供可）

※種蒔山から小屋脇まで
配管して水を提供してい
る
(現在は出ていない)

●8月～
避難小屋脇の水場使
用可（予定）

※管理人が6ⅿ近く地
面を掘削して湧き水
を出す。

●新長坂ルート（祓川～
松平峠～疣岩山）…祓川
山荘、松平峠手前に水場
有り
●新ルート（祓川～上ノ
越～疣岩山）水場無し

●飯豊町観光協会(電
話：0238-86-2411)・山
形県飯豊町商工観光課観
光交流室まで連絡し確認
願います。

●水場は小屋から50m
●小屋定員53名
●トイレ有り

●門内清水は７月下
旬より利用可能。そ
れまでは雪田の融雪
水を利用。
●バイオトイレは10
月中旬頃まで使用可
能。

●水場利用可能
●バイオトイレは10
月中旬まで使用可
能。

●東俣登山道は行程中、
水の確保が難しい。朳差
小屋の東側を10分ほど
下った付近に水場（湧き
水プール）
残雪期は使用不可。

●デマンドバス（予約
制）
野沢駅～弥平四郎集落
（約60分）
料金:300円（町外者）
予約:0241-48-1300
（予約受付時間:
8時00分～17時00分）

●西会津タクシー
野沢駅～弥平四郎または
祓川駐車場（約60分）
電話：0241-45-3126

●めざみ交通
電話：0238-72-2137
大日杉小屋までJR米坂線
羽前椿駅よりタクシーで
約１時間

7/1～8/31
小国駅～飯豊山荘間
バス運行有（500円）
※（  ）は火曜日
　小国駅～飯豊山荘
 　8：25 →　9：11
  12：02 → 12：48
　　　　　（12：55）
  15：42 → 16：28
　　　　　（16：35）
　飯豊山荘～小国駅
 　9：15 → 10：01
　　　　　（10：08）
  13：00 → 13：46
  16：40 → 17：26

タクシー
越後下関駅から登山道起
点（ゲートまで）利用
所要時間20分
料金約4,500円

荒川タクシー
　電話　0254-64-1042
※登山口（東俣彫刻公園
ゲート）は携帯電話不通

警察関係
喜多方警察署
西会津交番
0241-45-2049

飯豊交番
0238-72-2245
中津川駐在所
0238-77-2110

小国警察署
0238-62-0110
南部駐在所
0238-64-2306

新発田警察署
0254-23-0110

村上警察署 下関交番
0254-64-1031

消防関係
西会津消防署
0241-45-3119

西置賜行政組合
消防署飯豊分署
0238-72-2222

西置賜行政組合
消防署小国分署
0238-62-2154

新発田消防署
0254-22-3701

村上市消防署関川分署
　0254-64-2579

病院関係
西会津診療所
0241-45-4228

飯豊町立健康保険
中津川診療所
0238-77-2330

公立置賜総合病院
0238-46-5000

小国町立病院
0238-61-1111

新潟県立新発田病院
0254-22-3121

新潟県立坂町病院
0254(62)3111

登山道起点（ゲートより）車
で40分程度

喜多方警察署　0241-22-5111
山都駐在所　0241-38-2044
相川駐在所　0241-38-2178

新発田警察署　胎内分庁舎　0254-43-0110

喜多方消防署山都分署
0241-38-2119

胎内消防署　0254-43-3311

●飯豊山登山アクセスバス
　7月15日（金）～9月12日（月）間の金～月曜日、8月11日（木、山の日）のみの運行
　料金　片道　大人1,000円　小学生500円  未就学児無料
　山都駅発～いいでのゆ～川入着
　 8：50　→　9：15　→　9：35
　13：40　→　14：05　→　14：25
　川入発～いいでのゆ～山都駅着
　10：30　→　10：50　→　11：15
　14：45　→　15：05　→　15：30
※新型コロナウイルス感染症拡大等により運行を中止することもあります。

●山都タクシー　電話：0241-38-2025
　山都駅～川入集落      　  山都駅～御沢野営場（約22㎞）
　片道約7,000円　           片道約8,000円

●民宿　村杉荘　電話:090-7064-4334

●日出谷駅から約10㎞地点、旧実川集落に男・
女・身障者トイレ（公衆電話併設）あり。
●登山道は林道終点よりアシ沢と本流の出合に下
降した本流との合流点から渡渉あり。　水量のあ
る場合は渡渉不可。
●メジャールートでないため利用者が少なく、荒
天時には道が不明瞭になる。特に下降時は迷いや
すいため注意が必要。（上級者向き）

●実川登山道入口のアシ沢渡渉点が第一の水場。
●オンベ松尾根の標高約1000ｍ地点（登山道より
東側50ｍ入る）に最後の水場「月心清水」があ
る。
●御西小屋付近の水場は（小屋より登山道を少し
飯豊山側へ向かい約200m下る）が残雪の状況によ
る。

●最寄のJR駅（日出谷・豊実）からタクシー(JR
磐越西線日出谷駅から林道ゲートまで約12㎞。）
※小荒集落先にて車両は通行止め（日出谷駅から
通行止め箇所までは約6ｋｍ）
●林道ゲートから登山道入口までは約10㎞。

阿賀タクシー　電話：0254-92-2450
津川タクシー　電話：0254-92-2440

津川警察署　0254-92-0110

阿賀町消防署　0254-92-0119

奥胎内ヒュッテ⇔足ノ松尾根登山口を乗り合
いタクシーが運行。
【運行期間】
土日祝のみ：6月4日～9月25日
【料金】
片道1人700円（但し小学生未満は無料）
　
◆足ノ松尾根登山口行
奥胎内ヒュッテ（発）
１便5:30、２便5:50、３便6:10
足ノ松尾根登山口（着）
 １便5:40、２便6:00、３便6:20
　
◆奥胎内ヒュッテ行
足ノ松尾根登山口（発）
１便14:50、２便15:10、３便15:30
奥胎内ヒュッテ（着）
１便15:00、２便15:20、３便15:40

新潟県立津川病院　0254-92-3311
救急指定病院

有隣病院　0241-24-5021
中条中央病院　0254-44-8800

登山道の状況
（危険箇所・通行規制

等）

●三国岳～切合小屋～草履塚間の残雪で一部雪庇や急斜面があるため、アイゼンの持参を
推奨。
●小白布作業道は緊急避難道のため登山不可。(チェーンポールで規制し車両進入不可)
林道一の木線駐車禁止。

●奥胎内ヒュッテ前から足ノ松尾根登山口ま
での市道は一般車両通行止め（乗り合いタク
シーを御利用ください）。
●足ノ松尾根中腹の水場は、利用可能（往復
１５分、急坂注意。）

水場の状況

●加治川ダム駐車場（約
30台）
●バス：新発田駅前
～東赤谷
（45分　約600円）
●タクシー：新発田駅前
～加治川治水ダム
（40分　約7,000円）

　詳細については新潟県
新発田市観光振興課まで
問い合わせ願います。交通機関の状況

緊急時
連絡先

山小屋
テントサイト
トイレ
管理費

清掃協力費
1人2,000円

テント1人1,000円

山小屋（管理人）
連絡先

新潟県胎内市商工観光課まで連絡し確認願い
ます。

0241-38-3899 0254-43-7392

山小屋名

使用の可否

管理人の常駐期間
(予定）

F　A　X

電　　話 0241-38-3831
0254-43-6111（代
表）

市町村名 福島県喜多方市 新潟県胎内市 新潟県阿賀町

0254-92-3330

0254-92-0081

６月５日～10月15日
※新型コロナウイルス感染症の感染防止のた
め、常駐管理はせず、巡回管理とする。

※門内小屋改修工事に伴う利用制限
避難小屋：Ｒ4，7.10～8.18利用不可
テント場：Ｒ4．7.10～8.30利用不可


