使う
あなたも
日本一

目指そう！日本一美しい「山のトイレ」

トイレを利用しましょう

がまんできず、隠れて用を足す方がいらっしゃいますが、
し尿

が水場や渓流を汚すおそれがあります。
また、
入ってはいけな

山中には電気や水が無く、
自然界の処理能力にも限界があり、
さまざまなトイレ問題を抱えています。
私たちは、石鎚山公衆トイレ休憩所設置を機に、美しさ日本一の山のトイレを目指して取り組んでいます。
皆さんも日本一のマナーで、石鎚山のトイレをご利用ください。
ご協力をお願いします。

石鎚山環境保全応援団（五十音順）
●アサヒビール株式会社

四国工場

● 石鎚山系レクリエーションの森保護管理協議会
● いしづち森林組合

● 石鎚登山ロープウェイ株式会社
● 井関農機株式会社

● 一般社団法人久万高原町観光協会
● 一般社団法人西条市観光物産協会
● 伊予鉄バス株式会社

● 宇和島自動車株式会社

● 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟
● 愛媛県森林組合連合会

● 愛媛三段ブロック株式会社
● 愛媛信用金庫

● 愛媛建物株式会社
● 面河渓を愛する会

石鎚山公衆トイレ休憩所（環境配慮型トイレ）の使い方

１

トイレの
場所だよ

チップ投入箱に
100円または
クーポン券を入れる
協力金（100円ま
たはクーポン券1
枚以上）をお願い
します。

● 株式会社アイ・エヌ・エス

至 面河

使用後、
足踏みポンプを
1回踏んで水を流す

天狗岳

洗浄水は量が限られて
います。踏み過ぎない
ようにしてください。

至 土小屋

標高1,982m
（西日本最高峰）

100

次に使う人のことも考えて、
自分できれいにしましょう
み ん なで 使うトイレで
す。地上の公衆トイレの
ように、頻繁に清掃がで
きず、
地域のボランティア
さんのおかげで成り立っ
ています。

トイレットペーパーは分
解しにくく、便槽に堆積し
ます。施設を長持ちさせ
るため、分別にご協力く
ださい。

チェック!

ティッシュペーパー・生理用品も
分別箱に入れてください。

●出入りの際、
戸はきちんと閉めてください。

● 濡れた物はコンクリートの土間に置き、

板間には置かないでください。

●火気取扱注意
（禁煙）

● 掃除、
整理整頓に努め、持参した飲食物、

その他物品、
ゴミは全て持ち帰ってください。

石鎚山系の
自然環境保全のために！

使用した
トイレットペーパーは
分別箱に捨てる

● 株式会社伊予銀行

緊急時の避難場所として通年開放しています。

破損箇所を発見した場合は、
お手数ですが下記
協議会までご連絡ください。

2

● 株式会社井関松山製造所

休憩所の利用について
公共の休憩所です。
譲り合ってご利用ください。

3

至 成就社

（三の鎖）

石鎚神社
頂上社

利用しましょう。

洗浄水が凍結するので11月中旬から4月中旬までは使用できません。

（二の鎖）

（頂上）

にあうこともありますので、
前もってトイレの位置を確認し、

冬期、
トイレは閉鎖します。

石鎚山公衆トイレ
休憩所

至 堂ヶ森

● 株式会社石鎚観光

●トイレの利用について
水に溶けないティッシュペーパーや
ナイロン袋などのゴミが捨てられる
ことがあります。
山のトイレに重大な機能不全を引
き起こす原因になりますので、絶対
に便器に捨てないでください。

絶対ダメ!

トイレットペーパー

分別箱

分別箱を設置していますが、
できるだけお持ち帰りいただくようお願いします。

ティッシュ
ペーパー

ナイロン袋

吸い殻

トイレは登山前に済ませ、登山中は環境
配慮型トイレもしくは携帯トイレをご利
用ください。
山頂トイレは一部を携帯トイ
レブースに改修しています。使用済みの
携帯トイレは各自でお持ち帰りください。

●受益者負担へご協力を

石鎚山のトイレは車道がない山岳地に
あり、
維持管理に多額の費用と労力がか
かります。
皆さんから頂いたチップは、
清
掃やメンテナンス費に充てます。
ご協力
をお願いします。

●石鎚山環境保全応援団募集

【石鎚山環境保全応援団】

私たちは、
真剣に
「石鎚山のトイレ」
を考えています。
環境配慮型トイレ

石鎚山公衆トイレ休憩所を新しくつくりました！
汚水（し尿）は、微生物の働きを利用して浄化

石鎚山の登山道に環境配慮型トイレ

こんな
し、処理水を循環させて便器洗浄水に再利用
仕組みに
なっています しています。自己完結型の自然環境に負荷が

を作りました。石鎚山中には電気と
水道が無く、環境配慮型トイレは微

生物の働きで汚水を浄化しているた

め、通常のトイレほど処理能力はあ

修理に多額の費用と労力がかかりま

す。
トイレの快適な利用のため皆さ
んのご協力をお願いします。

汚泥

①
［便槽］

トイレットペーパー等を分別するワケ

浮遊物

・嫌気菌がし尿を分解し、
固体を液化
・浮遊物を分離

処理水

②［沈殿分離槽］

・接触材で嫌気性分解を促進
・細かい個体分を吸着・除去

便器洗浄水に
再利用

りません。また、場所柄、故障すると

蒸発
し尿

石鎚山の自然環境保全に賛同する企
業・団体・個人を募集しています。

トイレットペーパーの主原料が難分解性物
質のセルロースだからです。
セルロースは、
微生物が分解できないので、
便槽内に汚泥
として堆積してしまうのです。
施設の寿命を
延ばすため、
分別にご協力ください。

少ないトイレです。

足踏みポンプで汲み上げ

ビジネスマーケティング部
● 株式会社エイト日本技術開発四国支社
● 株式会社愛媛銀行
● 株式会社愛媛新聞社
● 株式会社愛媛新聞旅行
● 株式会社上浮穴産業
● 株式会社ダイキアクシス
● 株式会社テレビ愛媛
● 株式会社明屋書店
● 株式会社フジ
● 株式会社プライサー
● 株式会社程野商店
● 株式会社松山バーク
● 株式会社三崎建築設計事務所
● 株式会社山装
● 株式会社米北測量設計事務所
● 久万広域森林組合
● 久万高原町商工会
● 公益社団法人愛媛県浄化槽協会
● 西条商工会議所
● 四国通建株式会社
● 四国電力株式会社
● 宗教法人石鎚神社
♪
● 太陽石油株式会社
● 大王製紙株式会社
● 東予信用金庫
● 熟田津山岳倶楽部
● 伯方塩業株式会社
● 萩野鉄店有限会社
● 星企画株式会社
●やまきふ共済会
● 有限会社アウトドアーズコンパス
● 有限会社ヤングドライ新居浜

頂上周辺

い所に入り、
希少な植物を踏み荒らしたり、
滑落など危険な目

注意！

ティッシュペーパー等は、
山のトイレでは分解できません。

寄付（年間）…１口 ３万円（団体）
１口 1万円（個人）
お問い合わせ

石鎚山クリーンアップ協議会
久万高原町ふるさと創生課（事務局） TEL.0892-21-1111（代）
西条市観光振興課
TEL.0897-52-1690
愛媛県自然保護課
TEL.089-912-2366

③［土壌処理槽］

・汚水はトレンチ管から土壌内に浸透し、
土壌菌によって好気性分解
・きれいになった処理水は洗浄水に再利用

このマナー書は、石鎚山環境保全応援団の協力金で作成しました。

