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荒廃著しい至仏山南面登山道荒廃著しい至仏山南面登山道荒廃著しい至仏山南面登山道荒廃著しい至仏山南面登山道    

～～～～至仏山登山道観察会の報告至仏山登山道観察会の報告至仏山登山道観察会の報告至仏山登山道観察会の報告～～～～    

理事長理事長理事長理事長    永島永島永島永島    勲勲勲勲    

 ７月２４日、群馬支部の活動である「至仏山登

山道観察会・清掃活動」に担当係として参加する

機会を得たので、至仏山南面登山道（鳩待峠～小

至仏）の現状について報告をする。 

至仏山登山道の利用規制至仏山登山道の利用規制至仏山登山道の利用規制至仏山登山道の利用規制    

 現在の東面登山道（山の鼻～至仏山）は入山者

の安全面から山の鼻からの「登り専用の一方通行」

の規制が掛けられている。また、５月のＧＷ直後

から６月末日の間は雪解け期の植生保護のため、 

【中央部が堀状で左右に広がった南面登山道（ブナ林内）】 

登山道は全面閉鎖され入山禁止となっている。更 

に、鳩待峠及び山の鼻を午前９時以降の登山開始

は自粛することになっている。 

南面登山道の荒廃状況南面登山道の荒廃状況南面登山道の荒廃状況南面登山道の荒廃状況    

 鳩待峠に近いブナ林内や水場付近の登山道の荒

廃が深刻である。広範囲にわたり堀状に深くえぐ

られた道は左右に拡大している。これは入山者の

踏圧に加えて降雨による浸食の影響と思われる。 

 小至仏山頂南面の雪食凹地を通る登山道（木段

の西斜面）周辺は高山植物が豊富。チングルマが

多かったが、僅かであるがオゼソウやシブツアサ

ツキも観察できた。以前と比べて笹等が目だって

きて、全般に花数が少なくなった感じを受けた。 

 山頂直下の蛇紋岩が露出した登山道は、大岩が

重なり極めて滑りやすく不安定となり危険だ。事

故防止のための安全面の対策は見られなかった。 

 狭い小至仏山頂は入山者で溢れ、岩陰の高山植

物の上で休む人に注意するほどであった。 

 なお、樹林帯内の登山道の荒廃については昨年

１２月の第１１回尾瀬フォーラム（主催：尾瀬保

護財団）にて当会で指摘し、改修する旨の発言を

得ているので、引き続き注視したい。 

【１ｍ以上も深く浸食された南面登山道（水場付近）】 

至仏山に入山規制を至仏山に入山規制を至仏山に入山規制を至仏山に入山規制を    

 今年度より３ヶ年計画で至仏山環境調査専門委

員会（委員長：小泉武栄氏、事務局：尾瀬保護財

団）により荒廃した登山道の迂回ルート候補地の

調査が行われているが、東面登山道が上り専用の

一方通行となったため、南面登山道の負荷が従来

にまして増えている。入山者の多い至仏山はこれ

までの対症療法的な対策ではなく、抜本的な対策

が必要である。特別保護地区の至仏山は自然公園

法に基づく「利用調整地区」の指定を行い、入山

者の総量を規制し人為的影響を最小限にして、氷

河期残存植物の貴重な生態系を後世に伝える対策

を講じることが極めて重要である。 
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活活活活            動動動動            報報報報            告告告告 

 

GWGWGWGW 第２回残雪調査（大江湿原）第２回残雪調査（大江湿原）第２回残雪調査（大江湿原）第２回残雪調査（大江湿原）    
福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    

１．調査日：5月 3日（日）晴れ 9:00～10:30 
２．調査地点：大江湿原 
３．調査概要： 
 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ中の継続調査２年目となり、残雪の
定点計測とシカの移動経路確認、さらに尾瀬沼（元
長蔵小屋裏）湖岸周辺に以前に投棄され岸を擁壁
として埋め立てられたのか空き缶が崩れて岸辺に
押し流されたのを拾いながら継続調査を行った。 
 今年の４月には２回雪が降ったため、残雪は昨
年よりも平均で３３㎝も多く、小木が雪の重みで
まだ跳ね上がれぬ状態。また数日好天が続き解け
たためか、シカの横断の蹄跡はあまり確認できな
かった。     ≪残雪調査結果≫ 

 定点計測地点 今年５月３日 昨年５月４日 

１ 大江湿原入口地点 １１５ ㎝ １１０ ㎝ 

２ 小渕沢田代分岐点 １２５ ㎝ １１０ ㎝ 

３ 
ヤナギランの丘 

分岐点 
１２６ ㎝  ８３ ㎝ 

４ 三本カラ松分岐点 １６０ ㎝  ９５ ㎝ 

  平    均 １３２ ㎝  ９９ ㎝ 

 
【大江湿原・残雪調査】 

 岸辺周辺は寒さとカラマツの木陰で約５㎜ほど
の氷が張っている中を、磯部副理事長は釣用の胴
長を着用して氷を割り、空き缶・ガラス瓶などを
１個１個ゴミ挟みで２袋を拾い上げた。今年で約
７割程度清掃できたので、来年で岸辺は綺麗な沼
になるものと望みと喜びを持って作業は終わった。    

 
【空き缶・ガラス瓶等の拾い上げ】 

４．参加者：磯部義孝、永島 勲、椎名宏子、伊藤
アケミ、安部晃樹、亀山良吉、松澤 登、円谷光行 
 
福島県側福島県側福島県側福島県側    第１回入山指導等報告第１回入山指導等報告第１回入山指導等報告第１回入山指導等報告    

福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    
１．日時：5 月 29 日（土）～30 日（日）晴れ  
  7:00～11:00 添乗解説・入山指導・資金ｶﾝﾊﾟ 
  11:30～15:00 尾瀬自然ガイド実践 
２．場所：添乗解説等→尾瀬御池～沼山峠駐車場 

自然ｶﾞｲﾄﾞ実践→沼山峠登山口～尾瀬沼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀ 

３．資金カンパ総額：９，９４０円 
４．活動概要： 
◆29 日：前夜に、本格的な添乗解説や入山指導は
７ヶ月ぶりとなるため、尾瀬沼までの木道沿いの
残雪・危険箇所・ミズバショウの開花状況・添乗
解説の留意点等々の確認を行って、朝から緊張感
と春の尾瀬に迎えられて活動が開始された。 
 今年は、４月の寒さのため植物や樹木の生育状
況は１週間ほど遅れている中、午後から指導員の
ガイド実践研修として沼山峠登山口から尾瀬沼ビ
ジターセンターまで、対象者１０人を想定して一
人３０分単位で「尾瀬自然ガイド」を、歩きなれ
ている木道を磯部副理事長から要所での適切な助
言や説明を頂きながら、実りある研修ができた。 

この尾瀬自然ガイドの実践は、今後予定される
活動として、毎回尾瀬御池でのテーブルを設置し
て啓発活動最中にハイカーから尾瀬自然ガイドを
依頼された場合の対応策の活動として行われたも
のである。 
◆30 日：通常どおりの活動を行い、毎回啓発活動
用の七つ道具を預かって頂いている御池ロッジ職
員に御礼を申し上げて尾瀬を後にした。 
５．参加者：磯部義孝、高橋 喬、初谷 博、小林 
 ミヨ、亀山良吉、藤田隆美、円谷光行 
 
福島県側福島県側福島県側福島県側    第第第第２２２２回入山指導等報告回入山指導等報告回入山指導等報告回入山指導等報告    

福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    
１．日時：6 月 12 日（土）～13 日（日）晴れ 
  7:00～11:00 添乗解説・入山指導・資金ｶﾝﾊﾟ 
  11:30～12:10 シカ食害調査 
２．場所：添乗解説等→尾瀬御池～沼山峠駐車場 
    シカ食害調査→大江湿原入口～三本ｶﾗﾏﾂ 
３．資金カンパ総額：８，６０２円 
４．活動概要： 
◆12 日：可憐なミズバショウを見ることを楽しみ
に訪れたハイカー達は、今春最高の開花状況での
ウイークエンドだったと思う。 
 このような状況のなか、通常どおりの添乗解説
活動を済ませて、「シカ食害調査」に入った。ニ
ッコウキスゲの定点食害調査は、昨年と全く同じ
方法で行った。また昨年より花芽が少ないうえ食
害も多く、被害の大きさを知ることとなった。調
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査内容は、別途報告書により行う。 
◆13 日：「ハイカーへの添乗解説・入山指導を朝
５時３０分から開始」と磯部副理事長の提案で、
４時起きしての朝食は現地で合間を見てとること
にした。朝早くから出かけてくるハイカーは、自
然への意識も高く質問等も多々あると思い、添乗
解説はいつもより集中力を高めて真剣に行った。 
５．参加者：磯部義孝、高橋 喬、坂本敏子、伊藤 
 アケミ、小林ミヨ、藤田隆美、円谷光行 

 
【シカによるニッコウキスゲの食害調査】 

 
群馬側群馬側群馬側群馬側    第１回入山指導第１回入山指導第１回入山指導第１回入山指導等活動等活動等活動等活動報告報告報告報告    

群馬側群馬側群馬側群馬側担当理事担当理事担当理事担当理事    清水博之清水博之清水博之清水博之    
１．日時：2010 年 6 月 19 日（土）曇り・時々雨 
     8:00～10:00 鳩待峠 
     10:00～15:00 鳩待峠～山の鼻～牛首 
２．状況： 
 前日(18 日)と夜半の激しい雨もあり、入山者は
少ないと予測していたが８時を過ぎたころから鳩
待峠には、ツアー客とみられる団体がバスで続々
と入って来た。 
 昨年と同様にリーフレットの配布と入山案内を
行ったが、用意したリーフレットも過去最高数の
４００部ほど配布した。 

 
【リーフレットの配布と入山案内】 

①①①①    尾瀬ヶ原では、「上ノ大堀」～「牛首」にかけ
て木道が整備され、休憩ベンチも増えていた。 
②②②②    鳩待峠～山の鼻～牛首の間ではごみ収集をし
たが、菓子類の包紙と吸殻がほとんどで、中には

帽子やペットボトルもあった。 
③③③③    ミズバショウやリュウキンカの盛りが終え、ワ
タスゲ、ズミが見ごろでヒメシャクナゲ、タテヤ
マリンドウ、ミツガシワ、コツマトリソウ、ハク
サンチドリ、ユキザサ、エンレイソウなどの花が
多く見られた。 
④④④④    最近、尾瀬は平日も群馬県内の小・中学生が学
校の行事として多勢来ることから、一般の人が円
滑に歩行出来ないと敬遠されているとのこと。
（乗り合いﾀｸｼｰの運転手談）最高でも、５～６人
程度で行動すれば良いのだが・・・。 誰が指導
するのかナア？ 
⑤⑤⑤⑤    至仏コースは、残雪期のため６月３０日まで閉
鎖されていた。 
３．参加者：伊藤アケミ、大山昌克、小鮒 守、 
 坂本敏子、清水博之、永島 勲、松澤 登 
 
フォロフォロフォロフォローーーーアップ研修会（アヤメ平）アップ研修会（アヤメ平）アップ研修会（アヤメ平）アップ研修会（アヤメ平）    

担当理事担当理事担当理事担当理事    前田佳胤前田佳胤前田佳胤前田佳胤    
 梅雨の晴れ間に恵まれた７月１０日（土）尾瀬
破壊と修復の地「アヤメ平」でのフォローアップ
研修会が行われた。鳩待峠から横田代までの登山
道は木道の切れている部分が荒れていてドロドロ
の状態が見られた。横田代に出ると解放感満喫、
一面ワタスゲの白さと草の緑が美しいコントラス 

 
【ワタスゲの白さと草の緑が美しいアヤメ平】 

トを見せている。タテヤマリンドウも可愛い花を
咲かせていたが、中に白花が…。近年の尾瀬は色々
な花に白花が増えている。温暖化や環境変化がも
たらしているのだろか？アヤメ平の修復は４０数
年をかけ地道に取り組まれているが、その成果は
遅々としている。壊された自然の復旧には１００
年単位の月日が必要なのだろう。 

 
【１９８６年６月 破壊されたままのアヤメ平の湿原】 
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 翌１１日は尾瀬ヶ原へ。鳩待峠から山の鼻に向
かう途中「クマ」の足跡がくっきりと残っていた。
山の鼻から牛首に向かう木道に沿ってニッコウキ
スゲが咲いていたが、シカの食痕が数多く見られ
た。また木道近くに咲くニッコウキスゲを写真に
撮る際にアングルを決めるためだろうか、明らか
に人間による湿原の踏み荒らしが２か所確認され
た。心ない自称カメラマンの猛省を促したい。 
 池塘をみるとヒツジグサにはまだ早いようだが、
オゼコウホネがここ数年では一番多く黄色い花を
水面から覗かせていた。また、湿原ではヒオウギ
アヤメ、ヒメシャクナゲ、ニッコウキスゲ、ワタ
スゲなど季節を彩る花などを楽しむことができた。 
 今回の研修会では新たに作成した入山報告書の
テストも行った。活動日以外でも尾瀬に行った時
に気が付いた事を何でもメモし、データとして集
積、現状をレポートする予定であるが、尾瀬ヶ原、
尾瀬沼双方で使用できるよう改善・修正し会員の
皆さんに配布、協力を呼び掛けたい。 
 
参加者：葦原義人、大山昌克、亀山良吉、川 一男、 
 椎名宏子、鎮目安康、永島 勲、前田悦子、 
 前田佳胤、松澤 登 （あいうえお順、敬称略） 
 
福島県側福島県側福島県側福島県側    第第第第３３３３回入山指導等報告回入山指導等報告回入山指導等報告回入山指導等報告    

福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事福島側担当理事    円谷光行円谷光行円谷光行円谷光行    

１．日時：７月１６日（土）晴れ 
  7:00～11:00 添乗解説・入山指導・資金ｶﾝﾊﾟ 
 ７月１７日（日） 
  5:30～11:00 添乗解説・入山指導・資金ｶﾝﾊﾟ 
  12:30～13:10 シカ食害調査 
２．場所：添乗解説等→尾瀬御池～沼山峠駐車場 
    シカ食害調査→大江湿原入口～三本ｶﾗﾏﾂ 
３．資金カンパ総額：１２，５１９円 
４．活動概要： 
 通常どおり添乗解説後に、大江湿原で調査を開
始した。昨年は小渕沢田代分岐点までは木道沿い
のみにパラパラとニッコウキスゲが咲いていたが、
驚いたことに花がないし、花芽もない。小渕沢田
代分岐点とヤギランの丘分岐点の中間までほとん
ど花がない。大江湿原に咲き乱れた４～５年前の
光景は、想像できないほどであった。 
 これは何だ、言葉にならない尾瀬の状況でした。
対策については機会を設けて発表したい。 
 尾瀬を訪れるハイカーは年中で最も多い３連休
だったが、以前から訪れているハイカーは食害に
よって咲くことができない大江湿原の光景をどの
ように感じて尾瀬を後にしたのか、どの程度の危
機感を抱いただろうか。 
５．参加者：磯部義孝、永島 勲、高橋 喬、初谷 博、 
 坂本敏子、深山美子、伊藤アケミ、小林ミヨ、 
 円谷光行 

 
ニッコウキスゲ「開花状況」調査比較表 （ ）内は食害本数 

木道左右 調査地点 年度 
①大江湿原 

入口地点 

②小渕沢田代 

分岐点 

②と④の 

中間地点 

④ヤナギラン 

の丘分岐点 

⑤三本カラマツ 

分岐点 

右側 

№１ 

２１ ８（ ０） ０（０） １６（４） ０（０） １９（０） 

２２ ６（３５） １（０） １（５１） ０（０） ６（２０） 

増減 ▲２（３５） １（０） ▲１５（４７） ０（０） ▲１３（２０） 

№２ 

２１ １１（６） １（０）  ６（０） ４（１） 

２２ ２（２１） ０（１７） １（９） ２（４） 

増減 ▲９（１５） ▲１（１７） ▲５（９） ▲２（３） 

左側 

№３ 

２１ ０（０）  ４（１） ２４（３） １４（１） １５（０） 

２２ ２（２２）  ０（０） ３（７６） １（２９） ５（２２） 

増減 ２（２２） ▲４（▲１） ▲２１（７３） ▲１３（２８） ▲１０（２２） 

№４ 

２１ ０（０） ５（０）  

 

 

３（０） ２２（４） 

２２ ０（５） ０（６） ４（２２） ６（４） 

増減 ０（５） ▲５（６） １（２２） ▲１６（０） 

 
 
至仏山登山道観察会・清掃活動報告至仏山登山道観察会・清掃活動報告至仏山登山道観察会・清掃活動報告至仏山登山道観察会・清掃活動報告    

担当理事担当理事担当理事担当理事    永島永島永島永島    勲勲勲勲    
１．日時：平成２２年７月２４日(土) 
     ７時～１３時  天候：晴れ 
２．場所：鳩待峠～小至仏山（南面登山道） 
３．状況： 
 夏休に入りグループや家族連れの入山者が多く、
鳩待峠は早朝から賑わっていた。 
 登山道は鳩待峠に近いブナ林内や水場付近（オ
ヤマザワ田代下）の荒廃が著しかった。登山道は

掘状に深くえぐられ、左右に拡大した道の一部で
崩壊も見られ、雨天時の土壌流失の激しさが窺え
た。詳細については本号の巻頭文をご覧ください。 
 回収したゴミ類はペットボトル、キャンディや
菓子類の包紙、ティッシュペーパー、ビニールの
切れ端などで、ビニール袋（小）がほぼ一杯にな
った。 
４．参加者：伊藤アケミ、大山昌克、坂本敏子、 
 永島 勲、松澤 登 
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尾瀬の植物（尾瀬の植物（尾瀬の植物（尾瀬の植物（６６６６））））    
秋の湿原を彩るエゾリンドウ、オヤマリンドウ秋の湿原を彩るエゾリンドウ、オヤマリンドウ秋の湿原を彩るエゾリンドウ、オヤマリンドウ秋の湿原を彩るエゾリンドウ、オヤマリンドウ    
リンドウ科リンドウ科リンドウ科リンドウ科    多年草多年草多年草多年草    
 
 両種とも花は筒状釣鐘形で５裂し、裂片間に低
い三角形の副裂片がある。がく片５裂、雄しべ５
本、雌しべ１本（柱頭２裂）からなり、果実は蒴
果で熟すと２裂に裂け、翼のある多数の種子を散
らす。根茎には強い苦味があり、中国では古くか
ら健胃剤として竜胆（りゅうたん）と呼ばれ、リ
ンドウはこの名が変化したもの。又、熊の胆より
もっと苦いことから竜の胆にたとえたとする説も
あります。 
 
※エゾリンドウ（蝦夷竜胆）※エゾリンドウ（蝦夷竜胆）※エゾリンドウ（蝦夷竜胆）※エゾリンドウ（蝦夷竜胆）    
 サハリン、千島に自生し、日本では北海道と本
州中部以北に分布する。山岳地帯から亜高山帯の
湿った草地に生育し、全体が大きく茎は赤みを帯
び、葉は対生、披針形で裏面は白色を帯び、茎頂
と葉のわき数段に、十数個の濃い青紫色の花をつ
ける。花は曇りの日には平開せず、花が開く晴れ
た日には昆虫がたくさん訪れる。切り花用のリン
ドウはこの種を品種改良したものです。和名は蝦
夷地（北海道）に生えるリンドウの意です。 
 

    
※オヤマリンドウ（御山竜胆）※オヤマリンドウ（御山竜胆）※オヤマリンドウ（御山竜胆）※オヤマリンドウ（御山竜胆）    
 日本特産種。本州、四国の亜高山の草地や林縁
に生育する。やや小形で葉は広披針形で対生、３
脈が目立ち裏面は粉白を帯びる。花は濃い紫色で
主に茎頂とその下の葉のわきに数個つけ、晴天で
もわずかに開くだけである。和名の御山は山に対
する表敬語で、山にあるリンドウということです。 

 
 
※尾瀬には※尾瀬には※尾瀬には※尾瀬には    
    上記の２種のほか、小さなタテヤマリンドウ、
赤い果実がきれいなツルリンドウ、燧ケ岳にはト
ウヤクリンドウなどがあります。 
 参考資料：牧野新日本植物図鑑（北隆館）、日本野生植 

  物（小学館）、野草の名前（山と渓谷社）、野草大図 

  鑑（北隆館）、日本の野草（学習研究社） 

（指導員：深山美子） 

 

＝＝＝＝事務局より事務局より事務局より事務局よりお知らせお知らせお知らせお知らせ＝＝＝＝    
≪≪≪≪マロニエ医療福祉専門学校学生がゴミ回収マロニエ医療福祉専門学校学生がゴミ回収マロニエ医療福祉専門学校学生がゴミ回収マロニエ医療福祉専門学校学生がゴミ回収≫≫≫≫    
 マロニエ医療福祉専門学校教員である当会指導
員岡田 岳氏が学生を連れて尾瀬に入り、学生達の
協力を得て沼尻付近のゴミ捨て場から過去の遺物
であるゴミ回収に取り組み、運びだしました。 
 岡田氏と学生たちは 1 日目に至仏山に登り普段
の運動不足から筋肉痛の身体に鞭打って、2 日目
に重たいゴミをもって文句も言わず、むしろゴミ
の回収をしているときに「なんでこんなことを！」
「怒りを感じる！」などの意見があったそうです。 
 ネットワークではマロニエ医療福祉専門学校学
生達の行動に対し「感謝」の意を表し、今後の活
動に繋げて頂くよう理事長名で「感謝状」を贈呈
しました。 
 
≪≪≪≪尾瀬に関する新刊本の紹介尾瀬に関する新刊本の紹介尾瀬に関する新刊本の紹介尾瀬に関する新刊本の紹介≫≫≫≫    
「国立公園は誰のものか」―ルポ新尾瀬を歩く― 

木村英昭／足立朋子 著 
（彩流社刊、２２００円＋消費税） 

筆者は、朝日新聞郡山支局および会津若松支局
勤務の現役記者。 
 ２００７年から２００８年の１年間朝日新聞福
島版に連載された記事で、尾瀬国立公園認可の動
きに関して主として福島県側の人の動きや国立公

園への思いを纏めてある。 
 本文中には、尾瀬を守る会の活動や「ＮＰＯ尾
瀬自然保護ネットワーク」「椎名宏子さん」の記
述もある。 
 
≪事務所移転≫≪事務所移転≫≪事務所移転≫≪事務所移転≫    
福島県から８月１９日に事務所移転が確認され、

８月３０日に登記が完了しました。 
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