
沢登りの手引き 

１ 期待される効果 

自然・感性 克服・達成 創意・工夫 自主性・協調性 リフレッシュ・体力 

★★★ ★★   ★★ 
２ 対象及び実施時期 学校団体、自然体験活動団体、企業や子ども会などの団体 小学校高学年

以上（50 人程度まで、沢遊びは 20 人まで）７月～９月頃冬場はもちろん行いません。また、春や秋も

気温が低いので行いません。基本的に６月～９月までの間で、気温が２５℃以上の時に行います。 
３ 場所・プログラムの特徴 

交流の家の沢登りコースは、産山村を流れる川の上流にあります。そのため、巨岩が転がり、時にはそ

れをよじ登ったり、流れに浸かったりしながら上流のゴールを目指します。足場も決してよいとはいえ

ないため、想像以上にハードな活動です。しかし子どもたちにとっては、冒険心をかき立てられるとと

もに、清流の爽快感を味わえるので人気があるプログラムです。コースの途中で、水遊びや生き物観察

を取り入れることも可能です。幼児や低学年児童が多い団体は、沢遊びだけを目的にした方がよいでし

ょう。 

４ プログラムの流れ 

(1)ねらい 自然の中で仲間と楽しみながら親睦を図る。 

 (2)グループ構成 最高でも５０人まで（引率者は５名以上必要） 

 (3)コース 産山村  川コース 

 (4)課題 グループでコースをたどりながら沢登りを楽しもう。 

 (5)展開 

  ①研修指導員の指示に従い、装備品をしっかり身につける。 

  ②コースを説明する。 

   ・なるべく深いところを通らせてチャレンジ精神を養う。 

   ・制限時間内までにゴールさせる。 

   ・休憩や食事は研修指導員の判断で行う。 

  ③安全面とフィールドマナーについて指導する。 

   ・勝手な行動はしない（指導者の追い越し、深いところへ行く、ふざける等） 

   ・グループの隊列を崩さない。 

   ・石から石へ、跳んで移動しない。（転倒する原因） 

   ・危険があったら後ろの人に声をかける。 

   ・体調がすぐれないときは、無理をせずに早めに連絡する。 

   ・ごみを捨てない。 

    ④準備運動や水慣れをしっかり行う。 

  ⑤準備ができたグループから出発させる。 

  ⑥引率者は自分の配置について子どもたちを見守る。 

  ⑦滝に着いたら、遊び方について説明する。 

   ・水遊びと飛び込みの時間を分ける。 

   ・水の中に人がいるときは飛び込まない。 

   ・順番を守り、きちんと間隔を開けて飛び込む。 

  ⑧滝遊びを終えたら、下流から見て右側にある階段を上る。 

準備  30 分 

活動（約 2時間） 



  ⑨橋の向こうにある小道から川に降りて沢登りを続ける。 

  ⑩ゴールしたグループは、安全な場所で待機する。 

  ⑪着替えや靴の履き替えをし、濡れた靴の処理をする。 

             
５ 準備物 
 (1)参加者 リュック 水筒 バスタオル 軍手 ビニール袋 雨具 弁当 つばのある帽子  

  服装は長袖・長ズボンのジャージ（下に水着着用）、履き慣れた運動靴、靴下、替え靴、下着、 

  着替え用の長袖・長ズボン   

(2)引率者 時計 救急用品 携帯電話 笛 指導者用の水 

(3)貸し出しできるもの 無線機 浮き輪 ライフジャケット ヘルメット 

 ザイル 

(4)水遊び寺の服装 ヘルメット着用（下に帽子） ライフジャケット  

長袖長ズボンのジャージ（下に水着） 運動靴  

 
  
 
 

活動後 20 分 

沢登り とっておき MEMO 
(1)下見を必ず実施しましょう。ルート、危険箇所、水温、遊びのポイント、所要時
間、疲労度などを確認しましょう。 

(2)引率者全員がねらいとそれに応じた運営をできるように打ち合わせをしっかし
ておきましょう。担当者だけがわかっていても効果がありません。 

(3)参加者の主体性を引き出しましょう。指導者から押しつけられた活動では、苦
痛以外何も残りません。また、列を作り黙々と歩かせるスタイルもどうかと考
えます。 

(4)引率者の役割について 

  ・最後尾(リーダー)は現状を把握し、本部・事務室と連絡を取り、他の指導者
または引率者に指示を出す。 

  ・先頭、中間（副リーダー）は現場待機、避難などを研修生に伝え、誘導する。 

  ・本部は傷病者が出た場合は、近くの指導者・引率者が対応し事務と連絡を
取り対応策を検討する。 

 (5)自然へ優しい活動（ローインパクト）になるように、フィールドマナーに気を付
けましょう。 

 (6)トイレについて交流の家で済ませておきましょう。 

 (7)荒天時の判断は、参加者の実態やその後のプログラムのことも考えて、交流
の家職員と相談の上、その指示に従って下さい。 

 (8)緊急時の体制を整えておきましょう。 

 (9)靴の脱水や、乾燥を希望する場合は、交流の家職員にご相談下さい。 

   ※夏場については、天日干しをした方がよく乾燥します。 



沢登りのルート 
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このポイントに滝があります 

このポイントは、少し深くなっているので、水泳を楽しんだり、飛

び込みにチャレンジしたりできます。 

ここで一度滝の手前

の階段を上り道に上

がります。 

橋の向こう側の小道

を下り、また川に戻

る。 

川はここまで上る。 

スタート地点 

入り口看板 

バスを止める駐車場（温泉横） 
徒歩で駐車場まで

歩きます。 

御湯船温泉館 

ゴール地点 



沢遊びの手引き 

１ 期待される効果 

自然・感性 克服・達成 創意・工夫 自主性・協調性 リフレッシュ・体力 

★★★ ★★   ★★ 
２ 対象及び実施時期 学校団体、自然体験活動団体、企業や子ども会などの団体 

冬場はもちろん行いません。また、春や秋も気温が低いので行いません。基本的に６月～９月までの

間で、気温が２５℃以上の時に行います。 

３ 場所・プログラムの特徴 

交流の家の沢遊びポイントは、仙酔峡の上流にあります。ポイントまでは、大きな滑りやすい岩が続

いていますので、途中まで登山を行います。登山を行った後、道をそれて小川のせせらぎが聞こえる方

に進めば、とてもきれいな水たまりがあります。水深は深いところで３ｍを越え、岩場から飛び込んで

遊ぶには最適です。また、水に浮かんだまま上を見上げると高岳と中岳がそびえ立ち、ロケーションも

最高で人気のプログラムです。低学年児童が多い団体には、お勧めの活動です。 

４ プログラムの流れ 

(1)ねらい 自然の中で仲間と楽しみながら親睦を図る。 

 (2)グループ構成 最高でも２０人まで（引率者は５名程度必要） 

 (3)コース 仙酔峡 →登山→水たまり 

 (4)課題 グループで水浴びをしたり、飛び込みにチャレンジして楽しもう。 

 (5)展開 

  ①研修指導員の指示に従い、装備品をしっかり身につける。 

  ②フィールドを説明する。 

   ・活動エリアを明確に示す。特に沢の反対側は監視員がいるところまで。 

   ・飛び込んでもいいところと、タイミングについても確認をしておく。 

   ・休憩や食事は研修指導員の判断で行う。 

  ③安全面とフィールドマナーについて指導する。 

   ・準備運動や水慣れはしっかり行う。 

   ・飛び込みの順番を守る。 

   ・合図がなければ決して飛び込まない。 

   ・危険があったら後ろの人に声をかける。 

   ・体調がすぐれないときは、無理をせずに早めに連絡する。 

   ・ごみを捨てない。 

  ④指導がすんだら活動を展開する。 

  ⑤引率者は自分の配置について子どもたちを見守る。 

  

 

 ⑥ある程度の時間で活動を終える。 

  ⑦着替えや靴の履き替えをし、濡れた靴の処理をする。 

  ⑧帰りのバスの中で活動を振り返る。 

             
 
 

準備 50 分 

活動（約 2時間） 

活動後 40 分 

 

 



５ 準備物 
 (1)参加者 リュック 水筒 バスタオル 軍手 ビニール袋 雨具 弁当 つばのある帽子  

  服装は長袖・長ズボンのジャージ（下に水着着用）、履き慣れた運動靴、靴下、替え靴、下着、 

  着替え用の長袖長ズボン 

(2)引率者 時計 救急用品 携帯電話 笛 指導者用の水 

(3)貸し出しできるもの 無線機 浮き輪 ライフジャケット ヘルメット ザイル 

(4)沢遊び時の服装 ヘルメット着用（下に帽子） ライフジャケット  

長袖長ズボンのジャージ（下に水着） 運動靴  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

沢遊び とっても大事な約束事 
(1)下見を必ず実施しましょう。 

 ルート、危険箇所、水温、遊びのポイント、活動時間、疲労度などを確認しましょう。 

 (2)引率者全員がねらいとそれに応じた運営をできるように打ち合わせをしっかりして
おきましょう。担当者だけがわかっていても効果がありません。 

 (3)みんなが水遊びや水泳をする時間と、飛び込みを行う時間をしっかり分けましょ
う。水の中に人がいるときは飛び込んではいけません。指導者の合図を聞いて飛
び込むなどのルールを設けましょう。また飛び込む際は間隔を開け、飛び込むポイ
ントに人がいなくなったことを確認して飛び込む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)飛び込みを行う際は、左側の岩場から行うようにして下さい。右側は、下に岩が出
てきているので危険です。 



スタート 

沢遊びポイントまでのルート 

  

                                           

   

旧ロープウェー駅 

 

売店兼インフォメー

ション（トイレ有り） 

仙酔峡

駐車場 

広場 

階段 

休
憩
所 

仙酔尾根（高岳）へ 

スタートをしたら下の写

真の「仙酔峡まで０.５５

㎞」のポイントを目指し

て山登りを頑張りましょ

う。ここまで来たら道を

はずれて、沢を目指し

て左に左折します。 

 

こちらへは行きません 

谷 

階段有り 

ゴール 

水たまりまでは、目印

に沿ってトラバースす

る。（等高線に沿って

歩く） 

目指す終点ポイントはこ

こです。下流から数えて

３つめの水たまりが目指

すポイント。水は青く澄み

渡り、深くても底まで見え

るくらいきれいです。 

 

中岳登山ルートです。ア

スファルトで舗装してあ

ります。また、道自体が

階段になっているところ

もあります。 

こちらのルートは

通りません。 



沢遊びポイントと監視の位置 
 があります。ここか ら先は危険 

下流  

 

  

 １５ｍ程度 

 

 

 

  

 

 

 

 上流 

滝 

大きな水たまり。深いとこ

ろでは３ｍ以上あります。 

深い 

浅い 

滝 

降り口・登り口 

飛
び
込
み
禁
止 

飛び込み場（低） 

飛び込み場（中）

 

飛び込み場（高）

 

ここは河床。小さな

水たまりがあったり、

小さな川があり遊び

場としてもＯＫ。 

少し滑りやすいので

注意。 

 
監視員１ 

① 子どもたちへの声かけ 

（勇気づけ） 

② 足場の滑り具合の確認 

③ 監視員２と連携して安全

確認 

④ 飛び込みの合図を送る 

監視員２ 

① 子どもたちへの声かけ 

② 飛び込んだ児童の補助 

（浅場への誘導） 

③ 監視員１と連携して安全確認 

 

監視員３ 

① 全体の監視 

（滝の近くに近づきすぎ

ていないか？） 

② 水の中に残っている児

童はいないか注視 

③ ふざけている児童はい

ないか見守る 
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