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貴県におかれましては，ますますご発展のこととお慶び申し上げます．
貴県新居浜市に属する東赤石山の赤石山荘（民営）につきまして，その経営管理者の高齢化と後
継者の不在により存続が危ぶまれているとのことを，当学会四国支部の会員及びその地域を研究
フィールドとしている会員らからの情報で知りました．
	
  当学会では，2017年9月に愛媛大学で学術大会を開催した折に，地質学的，岩石学的に大変重
要な意味を持つ東赤石山周辺において地質巡検を実施いたしました．特に最重要の観察対象であ
るかんらん岩体へのアプローチには比高約1000mの登山を要するため，赤石山荘なしでの巡検実
施はあり得ませんでした．当日は台風の影響で登山道が荒れ，予定よりも行程が遅れたものの，
赤石山荘への宿泊を介していたため，問題なく巡検を終えることができたとの報告を受けており
ます．
また研究活動においても，日本各地から多くの研究者や学生が東赤石山及び周辺の地質調査を
継続的に行っており，これまでにも国際的な研究成果を含む数多くの重要な研究がなされ，日本
の地質学研究の発展に大きく貢献している場所でもあります．また赤石山荘への複数回の宿泊を
経て作成，出版された5万分の1地質図幅「新居浜」及び同説明書（青矢ほか，2013）は，新居浜
地域の防災，環境保全，産業立地等に貢献するための基礎資料を提供するものです．近年では，
地震予知に繋がる「スロー地震」のメカニズム究明に関する研究もなされ，今後想定される海溝
型巨大地震に対する防災・減災にも寄与しています．
このようなことから，赤石山荘のような山小屋は，一般の登山者はもとより，私たち地質学を
研究する者にとっても安全な研究活動を継続していくためにきわめて重要な存在であり，今後も
存続することを強く望むものであります．
地元の関係の方々におかれましては，この件の重要性に鑑み，貴県をはじめ新居浜市などに対
しても現赤石山荘を新居浜市に移管し，老朽化した建物の跡地に避難小屋を建設し，永続的な管
理運営をしていただくことを要望し，具体的な働きかけをされていると聞き及んでおります．
日本地質学会としては，研究者が安心して活動ができる安全な研究フィールドの確保と維持の
ため，ぜひとも山小屋の存続，それに代わる避難小屋の建設等に関し，貴県のご理解と積極的な
ご支援を賜りたくお願いをする次第でございます．
なお本要望書とともに，ご参考までに東赤石山周辺での研究活動による業績を添付いたします．
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  敬具

※一般社団法人日本地質学会は，地質学の発展や普及を目指し，今から 100 年以上前の 1893 年に
創立されました．大学・研究機関の研究者や学校の先生，地質関連企業に勤務する社会人，学
生など約 3600 人が所属し，日本の地球諸科学関連学協会の中で最大規模の学会です．
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