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特別保護地区の移入植物を除去

～尾瀬「白砂湿原」のオランダガラシ～
理事長 永島 勲

地球温暖化影響調査の一環として３年前から始

めた移入植物の調査は、調査から除去へと新たな

段階に入った。

ネットワークは１０月８日、環境省等の許可の

下に尾瀬国立公園の白砂湿原において移入植物の

オランダガラシ（アブラナ科、原産地：ヨーロッ

パ、別名：クレソン）の除去作業を実施した。

煩雑な許認可手続き
尾瀬に入山する場合は、誰もが許可なくいつで

も自由に入れるが、植物等の採取（除去）の場合

は、事前に許認可を得る手続きが必要となる。

尾瀬の特別保護地区には法律の網が幾重にも被

さっている。許可申請はその法律ごとに一つひと

つ行うことになる。

まず、①環境省（関東地方環境事務所檜枝岐事

務所）：自然公園法、福島県南会津地方振興局経

由で申請する。次に②会津森林管理署（南会津支

署）：水源涵養保安林（保安林内作業行為の同意

および国有林野入林許可）、さらに福島県関係で

は③南会津農林事務所：森林法、④南会津地方振

興局：鳥獣保護法、そして⑤檜枝岐村（教育委員

会）：文化財保護法、へ許可申請書を提出する。

作業期間や採取者 1 名が指定され、除去作業前

後には作業着手届や作業完了届（写真添付）を提

出する。申請書はＷｅｂからダウンロードするが、

各機関には申請書の作成において親切丁寧にご指

導を頂いた。

除去作業の実際
当日は入山指導を１回実施後、尾瀬沼ＶＣに立

ち寄り除去作業実施の通告をする。現地で注意事

項の確認と４人の役割分担を決めて作業に入る。

オランダガラシは白い糸のような根が長く伸び

ていて（10～15 ㎝）想像以上に抜き取りが難しい。

根や茎を切らないよう慎重に抜き取り水切りをす

る。切れた根や茎も全て拾い上げる。１時間の作

業で８.３Ｋｇのオランダガラシを除去した。

作業時に多くのハイカーから質問を受けた。そ

のつど説明をしたが、クレソンがなぜ尾瀬にある

のかと、一様に驚いていた。

移入植物は国・県による除去を
オランダガラシは明治の初め頃、食用として日

本に移入されたと言われている。繁殖力は極めて

旺盛で、切れた根や茎からも容易に発芽する。尾

瀬の流水域で生息地を拡大している。このまま放

置すれば在来種の生態系を脅かす恐れがある。

７月中旬の調査の時は、湿原の中流部にはオラ

ンダガラシは見当たらなかったが、除去作業時に

は１０株以上あった。推測であるが、豪雨の時、

別の所から流れて来たのであろう。今回の許可は

木道上からの除去のため、全てを除去することは

出来なかった。この除去は来年度の課題とする。

尾瀬では白砂湿原のほかに下田代や上田代にも

オランダガラシが侵入している。特に下田代の赤

田代寄りの「高菜堀」には大群落がある。湿原の

生態系を護るために、国や県による早期かつ広範

囲にわたる除去を強く要請したい。

【除去作業担当者】

熊田順子、小鮒守、椎名宏子、永島勲
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活 動 報 告

指導員養成講座を終えて
担当講師 永島 勲

今年度は入山者が少なく静かな尾瀬で充実した
研修ができました。受講生は尾瀬の「負の遺産」、

尾瀬沼の「導水トンネル」ではダム開発や分水問
題等々、指導員として必要な基礎知識を熱心に学
びました。葦原講師は主にシカ問題を担当、フィ

ールドでの解説時には竜宮十字路でニホンジカ３
頭を発見。３日間の全課程を修了して２名の尾瀬
自然保護指導員が誕生しました。

１．実施日：8月 26 日(金)～28 日(日）２泊３日
２．コース：鳩待峠・尾瀬ヶ原（泊）・白砂湿原・

尾瀬沼・大江湿原・三平峠・大清水・戸倉（泊）

最終日は戸倉の民宿で座学と修了式を実施
３．宿 舎：東電小屋、民宿「一仙」
４．受講生：疋田正博(所沢市)、森数啓次(船橋市)

５．講 師：葦原義人、永島 勲
なお、疋田指導員は１０月１５日、群馬側の入

山指導に参加し、積極的に啓発活動を行いました。

指導員養成講座に参加して
指導員 疋田正博

積雪期の尾瀬地域の長期登山を行うため、サー
クル活動として水芭蕉のシーズンを軸に山小屋で
アルバイトをしながら、四季を通して尾瀬に入山

してから４０年が経過します。
４月に退職し時間的余裕ができたので、若き日

にお世話になった尾瀬の自然を後世の人々に残し

ていくためのお手伝いが出来ればと考え、自然保
護指導員養成講座に参加しました。

８月２６日から３日間にわたり永島、葦原両氏

の指導のもと、自然保護指導員として必要な尾瀬
の自然、自然保護、尾瀬の歴史などの基礎知識及
び尾瀬の現状と課題等について、現地研修を通し

て学び、自然保護の困難性と必要性の認識を深め
ました。

貴重な自然の宝庫、日本の自然保護運動の発祥

地といわれる尾瀬は、過去に幾多の危機に遭遇し
ましたが、先人達の熱意と努力によって何とか克
服してきました。しかし、過剰な利用やサービス

等に起因する憂慮すべき状況の改善は遅々として
進まず、また近年、ニホンジカの食害、湿原の攪
乱など自然破壊の現象が顕在化しており、早急に

実効ある対応を実施しないと極めて重大な局面を
迎えることになります。

究極的な保護対策は、「尾瀬を守る会」が平成

１４年に提言した事項を行政、事業者及び利用者
が真摯に受け止め、危機感を共有してそれぞれが
出来ることを実践することと考えます。

自然保護指導員として、尾瀬の自然科学、歴史
及び保護等の幅広い知識を蓄積するとともに継続
的に実践できる体力と気力を養い、多くの入山者

が心に秘める自然への憧れや興味を刺激し啓発す

ることにより、尾瀬の自然の素晴らしさや大切さ
を入山者に関心を持っていただくための活動に取
り組んでまいりますので、先輩諸氏のご指導とご

協力をお願い申し上げます。

福島県側 第５回入山指導等報告
福島県側担当理事 円谷光行

１．日時（場所）：10 月 8 日（土）晴 6:40～11:00
添乗解説・入山指導・NW 活動資金協力依頼、10:30

～11：30 オランダガラシ除去作業（白砂湿原）、
13：00～15：30 ツバメオモト温暖化生育調査（キ
リンテ・標高 1332ｍ～1734ｍの地点）、11:00～

13:30 自然観察（御池田代湿原～上田代湿原）
２．NW 活動資金協力依頼：４，５００円
３．活動概要：

◆8 日：①通常の入山指導・添乗解説等のほか理
事長を中心とする移入植物オランダガラシ(クレ
ソン)の除去作業を４名で行い、8.3 ㎏を採取しま

した。今回は白砂峠側の浅くて緩やかな流れのあ
る水辺で、木道沿いから手の届く範囲で除去を行
いました。

特別保護地区内での植物除去のため、許認可の
事務手続きは関東地方環境事務所を含めて、６機
関への申請を済ませてからとなりました。

尾瀬御池での啓発活動

②ツバメオモト温暖化生育調査は、初谷理事担当
で年 2 回、今回は 3 名で行われました。

この調査は、キリンテから大津又峠に向かう登
山道沿いに大群生している地点を特定し、今年か
ら 5 年間にわたり観察を続けて群落の移動や植生

の変化を見るものであります。
ツバメオトモの分布変化を明確にすることによ

って、この地域が地球温暖化の影響をどのように

受けているかを確認して指標とするために行うも
のです。
◆9 日：２日間、美しい紅葉の世界を楽しむため

多くのハイカー達が訪れました。震災、台風によ
る影響で一時ハイカーが減少し、関係機関等が大
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変心配しましたが、徐々に足を運ぶ人々が増えて

まいりました。
今年度最終活動は、１４名の指導員に参加して

いただき、添乗解説・入山指導・調査活動にも熱

が入り、充実した活動が出来ましたことを感謝申
し上げます。
◆予定された 9 月 4 日～5 日の活動は、台風の影

響で中止をいたしました。また、特別研修は当初
参加予定者が、震災や諸都合のため実施間近にな
り減少し中止いたしました。中止となった９月の

２事業活動は、次年度への移行を予定しています。
４．参加者：磯部義孝、伊藤アケミ、牛木一朗、

熊田順子、小林ミヨ、小鮒 守、坂本敏子、椎名

宏子、鈴木誠一、高橋 喬、円谷光行、永島 勲、
初谷 博、藤田隆美

群馬県側 第３回入山指導等報告
群馬県側担当理事 清水博之

１．日時：2011 年 10 月 15 日（土）雨のち曇

7:30～9:30 鳩待峠、9:30～14:00 山の鼻・尾
瀬ヶ原

２．状況：鳩待峠のバス・タクシーの乗降を第２

駐車場に試験的に行った期間が終え、戸倉・鳩待
峠間の乗り入れが解除された初日の週末であった
が、数日前からの雨の予報で一般の入山者は少な

かった。反面、ツアーによる入山者は多く、紅葉
は最盛期であった。尾瀬ヶ原では、一面クサモミ
ジに染まっていた。

（１）９時半ごろまで雨が強くて７～８時台の入

山者（日帰り？）は少なく、９時台になるとツア
ーのバスが増えて活気を呈した。

雨のため鳩待山荘の休憩所の片隅を支配人のご

好意で借りることができ、１５０部ほどのリーフ
レットを配布して入山案内を行った。子供づれは
少なく、温泉小屋泊まりの人が多くいた。

新指導員の疋田さん：初活動

ツアー客？のほとんどと言っていいほど、尾瀬
ヶ原へ向かうようである。

（２）７月末の豪雨で被害を受けた木道、橋等の
整備、補強工事も進んでいたが、回復までにはか
なりの日数を要するものと思われる。

１０月２８日で、山の鼻のビジターセンターは
翌年４月まで閉鎖される。
（３）この日は、気温が高かったがチョウの姿は

見られなかった。
（４）今年の紅葉はすばらしく、とくに鳩待峠～
山の鼻間ではカエデ（ミネカエデ、イタヤカエデ、

ハウチワカエデ等）、トチ、ブナ、コシアブラ、
ミズナラなど色あざやかで、ツリバナ（実）やマ
ユミが意外と多いことを認識した。

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、前田佳胤、疋田正博
※今回の活動で平成２３年度の群馬側の活動は、

予定どおり終了しました。参加して頂いた皆様に
感謝いたします。

課 外 活 動

尾瀬ヶ原豪雨の影響
副理事長 前田 佳胤

７月２８日～２９日の大豪雨それに続く８月の
台風は、尾瀬に大きな傷を残しています。

木道が数十基流され、竜宮小屋は床上浸水しま

した。
９月１７日～１８日鳩待峠～山の鼻～牛首～ヨ

ッピへと歩いて、水害から１カ月以上経った状況

を確認しました。
鳩待峠から下って行くと、木の階段が終わる地

点でブルーシートが目につきます。よく見ると階

段の下はえぐられ、あるべき土がありません。危
険なので山側を通行するよう、立て看板がありま

した。登りに階段の隙間からみると宙に浮いた状
態であるのが良く判ります。流された土は盛り土

することが難しいので木の階段を支える支柱を強
化し対応するようです。貴重なシラネアオイは、
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株ごと流されてしまったのではないかと心配です。

さらに下っていくと川上川の流れが変わってい
ました。流れが木道の近くに寄ってきています。
地形が変わってしまっているのです。

山の鼻～牛首の間では大きな変化は見られませ
んでしたが、三叉からヨッピ橋間では流された木
道が修復されないまま、片側交互通行になってい

ます。

今年の東電は福島第１原発の事故により尾瀬の
メンテナンスに掛ける費用負担が難しいうえ、尾
瀬林業の職員の一部は福島第１原発の作業に動員

されているので、修復作業に長時間を要するので
はと心配しました。が急ピッチで修復作業が行わ
れており一安心です。

参加者：鎮目安康、松澤 登、前田悦子、前田佳胤

尾瀬らしい自動車利用社会実験
副理事長 前田 佳胤

平成２３年１０月３日～９日の間、環境省と群
馬県が連携して、尾瀬の入山口である鳩待峠と大

清水で、尾瀬らしい自動車利用社会実験を行いま
した。この実験は期日を変えながら３年間続けら
れます。

１０月８日（土）～９日（日）社会実験を見学
に、鳩待峠と大清水に出かけました。
１）鳩待峠ではいつもバスや乗り合いタクシーの

乗降、観光バスの駐車場となっている第１駐車場
（鳩待山荘、売店前）には車の乗り入れが禁止さ

第１駐車場への乗り入れ禁止

れ、２００ｍ位下にある第２駐車場に乗降場所が

変更になりました。第１駐車場は、車の無い静か

第２駐車場の風景

な落ち着いた雰囲気の入山口を目指す、という狙

い通り、静かな尾瀬入山口になり、今年最も多か
った(？)入山者は、鳩待山荘前の広場をバスやタ
クシーを気遣うことなく至仏山へ、尾瀬ヶ原へ、

あやめ平へと出かけて行きました。
２）大清水での実験は、マイクロバス（電気自動
車、１０座席、早稲田大学所有）を一の瀬休憩所

まで走らせ、鳩待峠に集中している入山者を三平

峠経由での入山に分散させる狙いがあります。こ
のため、危険回避の意味も含め廃道になっていた

旧沼田街道を整備し、大清水～一の瀬休憩所間を
遊歩道のように楽しく歩ける道にしました。今回
の実験で使用された電気自動車は、性能があまり

高くなくバッテリー、車高など改良が行われる予
定だそうです。
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