第１３回『秋吉台野火の祭典』実 施要領
１． 趣

旨

日本最大のカルスト台地秋吉台で、住民と秋吉台を活動の場とする美祢地域内
外のグループ自らが「秋吉台野火の祭典（夜の山焼き）」を実施し、秋吉台を全
国に 発信 することを目 的とする。
２． 実施 主体

美祢市観光協会

協力 団体（敬称・ 順不同）
美祢市総合観光部・観考会・美祢市商工会青年部・秋吉台の自然に親しむ
会 ・ 秋吉 台観 光 案内 ボ ランテ イ アの会 ・ 山口 県オリ エンテ ーリン グ 協会 ･山
大ユースホステルクラブ・宇部市厚南区西ヶ丘壮年会・ライオンズクラブ
・秋吉台草原ふれあいプロジェクト・美祢市消防本部・秋芳洞商店会・秋
吉 台商店会･美祢市職員組合
３ ．日

時

平成２ ３年３月５日（土） 夕方７時より 実施予定。

《雨 天等により中止の場合は、３月１２ 日（土）に 延期 、その 後は順延。 》
４． 場

所

秋吉台若竹山周辺（野火）

剣山 斜面（火文字）

５． 実施 内容
◎若 竹山 を中心として 周辺約５０ｈａ の区域を山焼き当日現状 のまま 焼かず
に残し、周囲の山焼きが終わった後の３月５日夕方７時から野焼きを行う。
◎ 隣の 剣山に於いて空中に 『火 』 の一文字を造り夜空に浮 かび上がらせる。
（所要時間約６０分）
６． 安全 対策
◎観 覧客 は、主に秋吉台展望台 ・秋吉台緑地公園 付近 とし、若竹山 ･剣山の野 焼
き範囲より、約５０ｍ外側地点から係員をつけて進入禁止とする。付近の駐
車場 （台上）は交通整理を行い、本部をカ ルスト展望台に設置する。
◎祭典本番の火入れ作業に参加するためには、３回予定されている「火入れ参
加者 事前研修会」に１ 回以上参加し、安全講習 を受けなければな らない。
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第１３回『秋吉台野火の祭典』準 備予定表
【秋吉 台若竹山周辺防火帯草刈り作業及び 用具準備作業】
１、日

時

平成 ２３年２月６日（日） 小雨決行
（集

合）９時

程 （受

２月１３日（日 ）

秋吉台ユー スビレッジ

（作業場所）秋吉台上若竹山周辺
２、日

予 備日

外

付）

８時３０分〜９時

（オリエンテーション 及び作 業班分 け）９時〜９時３０分
（作業場所へ移動）

９時３０分〜

（作業場所で最終打ち合わせ後作業 ）

９時４０分〜１２時

（作業終了後秋吉台ユースビレッジ 集合 ）
（昼

食）

１２時〜１３時

※（火入れ参加者事前研修会）

１３時〜１３時３０分
（解

３、 注意 事項

散）

作業で きる服装及び用具持参

【秋吉 台山焼 きに伴う秋 吉台若竹山周辺火道 迎え火作業 】
１、 日

時

平成２３ 年２月２０日（日 ）（予定）
予備日
（集

２月２６日（土）・２月２７日（日） 以後順延
合）８時００分

秋吉台科学博物館前

（作業場所）秋吉台上若竹山 周辺
＊ 準備するゼッケン着 用
２、日

程 （受

付）

７時３０分〜８時３０分

※（火入れ参加者事前研修会）

８時〜８時３０分

（オリエンテーション及び作 業班分 け）８時３０分〜９時

３、注意 事項

（作業場所へ移動）

９時１０分〜

（ 現地にて迎え火・火入 れ作業 ）

９時３０ 分〜終了後解散

作業で きる火に強い服装及び軍手
研修会参加者は８時までに必ず受付を済ませ る事

【野火 の祭典準備・ 祭典本番】
１、日

時 平成２２年 ３月５ 日（土）１９時実施

＊別 紙当日進行予定表のとお り
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第１３回『秋吉台野火の祭典』当 日進行予定表
（祭典準備）
１２ 時３ ０分〜１３時 ３０分
１３ 時〜 １３時３０分

受付（秋吉台ユースビレッジ）
※火 入れ参加者事前研修会
（参加者は研修開始までに必ず受付を済ませる事）

１３ 時３ ０分〜１３時 ４５分
１３ 時４ ５分〜１４時

作業受け持ちオリエンテーション
現地移動
（１）火文字設置作業
（２）竹筒トーチ設置作業
（３）観覧客対策作業
（４）立ち入り 禁止区域の綱張り作業

１６ 時３ ０分

作業終了（ユースビレッジ まで移動）

１６ 時４ ５分

夕食休憩

（祭典本番）
１８ 時

集合（秋吉台展望台前・本部）

１８ 時〜 １８時３０分

作業進行 オリエンテーション

１８ 時３ ０分〜１９時

準備・火文字班現地出発現地準備
野 火範囲 の安全確認 （観覧 者の立ち入り
が ないかの確認 ）

１９ 時〜 １９時５分

開

会（会長あいさつ）

１９ 時５ 分〜１９時１ ５分

松 明点火・竹筒燈火点火移動若竹 山

１９ 時１ ５分

若竹山周辺点火

１９ 時１ ５分〜２０時

野 火（夜の山焼き） 実施

２０ 時０ ０分（予定）

終了

２０ 時０ ０分〜

片 付け

※祭典本番の火入れ作業に参加するためには、火入れ参加者事前研修会に１回以
上 参加 し、安全講習を受けなければならない 。
※実 施の 最終決定は、午後１時に おこなう。
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