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第９期定期総会で新事業計画を承認 

～２０１２年度の新体制がスタート～ 

理事長 永島  勲

４月１５日、尾瀬自然保護ネットワークの第９期

定期総会がさいたま市で開催された。２０１２年

度の活動計画、予算、役員改選などの全議案が満

場一致で承認・可決され、新体制がスタートした。 

役員改選と新体制 
本年度の定期総会において副理事長兼事務局

長の前田佳胤氏及び理事の鎮目安康氏が退任し

た。お二人には当会の運営に永年にわたりご尽力

を頂き、厚く御礼申し上げます。 

後任として大山昌克氏および藤田隆美氏が理

事に就任し、新事務局長には円谷光行氏が就任し

た。そのほかの理事・監事は重任した。 

また、同日付で千葉の事務局は廃止し、福島

県鏡石町に主たる事務局を

設置した。 

広報関係を強化するため

円谷事務局長、大山広報担

当理事およびＷｅｂ担当の

鈴木指導員の３者による新

広報体制とし、新編集委員

による「広報会議」も正式

に発足した。 

これに合わせて、４月か

ら当会のホームページ（ＨＰ）が全面リニューア

ルした。新ＨＰは、鈴木誠一指導員の熱意と周到

な準備により完成した。 

新広報体制の下でＨＰ（ｏｚｅ-ｎｅｔ．ｃｏｍ）は見

て楽しい映像と鮮度の高い多様かつ有用な尾瀬

情報の発信に努める考えである。ぜひ有効に活用

していただきたい。 

尾瀬の課題と活動計画 
当会は「貴重な尾瀬の自然を後世に伝えよう」

をモットーに、尾瀬を訪れるハイカーへの啓発活

動を主体に、実践活動に力を入れてきた。 

昨年の尾瀬は大震災や原発事故等の影響でハ

イカーが激減したが、尾瀬は今さまざま課題を抱

えている。深刻なシカの食害、東京電力尾瀬所有

地の管理問題、至仏山登山道の荒廃、電気自動車

利用の実験などが挙げられる。これらの課題に対

しては、現場の視点で捉え活動につなげていきた

い。 

【普及啓発活動（入山指導）】 

ハイカーへの入山指導は、土日を中心に福島県

側は御池～沼山峠口間のシャトルバス内で、群馬

県側は鳩待峠で実施する。自然（特に本州最大の

湿原）の大切さと賢明な利用を訴え続けることが

重要である。 

【調査活動】 

地球温暖化影響調査として残雪調査、高山植物

の調査、豪雨等による土壌流失が著しい至仏山南

面登山道の荒廃調査、さらに移入植物の調査やチ

ョウの調査を実施する。 

白砂湿原のオランダガ

ラシについては今年度も

除去作業に取り組む。 

秋には環境省が設置し

た大清水付近のシカの移

動遮断柵（総延長約５キロ

メートル）を調査する。 

【尾瀬自然保護指導員養

成講座】 

 今年度の養成講座は初

めて福島県側で実施する。7月下旬の入山指導と

併催する形で御池を起点にして２泊３日で現地

研修を行う。この講座は広く一般から受講生を募

集し、自然保護指導員の後継者を育成する極めて

重要な活動である。 

【特別研修会・自然観察会】 

 ７月は鳩待峠から尾瀬の南側稜線（分水嶺）を

たどり大清水平から尾瀬沼へ。さらに一ノ瀬～大

清水間の旧沼田街道の整備状況等を調査観察す

る。 

９月は①檜枝岐歌舞伎鑑賞と入山指導②昨年

夏の豪雨で甚大な被害を受けた奥只見の「恵みの

森」で浅い渓流を歩きながらブナ原生林を観察す

る。上記の通り今年度も多彩な活動が計画されて

いる。会員の皆さんの積極的な参加を強く期待し

たい。 
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2012年度 第 9期 定 期 総 会 報 告 （敬称・役職名省略） 

 

１．日時：2012 年 4 月 15 日(日) 13：１0～15：15 
２．場所：大宮ソニックシティビル 809会議室 
３．出席者：２６名、委任状：３９名、正会員数：88 名 
４．出席者氏名：葦原、伊藤、磯部（義）、牛木、 

大橋（文）、大山、加藤、川、小鮒、坂本、 
椎名、鎮目、東雲、清水、鈴木、高橋（喬）、 
円谷、疋田、西山、藤田、永島、長島、松前、 
初谷、松村、深山 

５．開会宣言：初谷博 
   議長：永島勲 

書記：円谷光行 
  議事録署名人：小鮒守、松村一徳 
６．理事長挨拶：永島勲 
７．議題 
 第１号議案 ２０１１年度 活動報告 

①事務局報告 ２０１１年度活動履歴：永島勲 
改正ＮＰＯ法:円谷光行 

  ②活動報告：永島勲 
 第２号議案 

①２０１１年度会計報告：伊藤アケミ  
  ②２０１１年度会計監査報告：深山美子 
 第３号議案 役員改選 
第４号議案 ２０１２年度活動計画 

  ①入山指導 福島県側：円谷光行 
  ②入山指導 群馬県側：清水博之 

③地球温暖化の影響調査：初谷博 
  ④指導員養成講座：円谷光行 
  ⑤尾瀬を守る会活動計画：髙橋喬 
   ２０１３年４月に郡山市で尾瀬フォーラム 

の開催を計画 
 第５号議案 ２０１２年度予算案：伊藤アケミ 
上記の全議案が満場一致で可決承認されました。 

８．議題の主な内容 
 １）２０１１年度 活動報告 

    永島勲が福島と群馬の活動を一括して報告、 
改正ＮＰＯ法は円谷光行が報告した。 

 ２）２０１１年度会計報告は伊藤アケミが行い、 
   会計監査報告は深山美子が行った。 
 ３）役員改選 
   退任理事：前田佳胤（副理事長兼事務局長）、 

鎮目安康（会報担当・編集委員長） 
   新任理事：大山昌克（さいたま市、広報担 

当）、藤田隆美（白河市、福島担当） 
新事務局長は定款第 56条により円谷光行 
が任命され就任した。 
重任理事：永島勲（理事長）、磯部義孝（副 
理事長）、伊藤アケミ（会計担当）、椎名 
宏子（群馬担当）、清水博之（群馬担当）、 
髙橋喬（尾瀬を守る会事務局長）、円谷光 
行（事務局長）、初谷博（福島担当） 
重任監事：深山美子、長島睦世 
Ｗｅｂ（ＨＰ）担当：鈴木誠一 

前年度をもって千葉事務局は廃止し、新事 
務局を福島県鏡石町の主たる事務所に設置 
しました。 

 
４）２０１２年度活動計画 
①福島県側入山指導等（担当：藤田、円谷） 

   第１回目  5月 4日(木)、大江湿原の残 
        雪調査、シカ足跡調査等 

   第２回目 5月 26日(土)～27日(日) 
   第３回目 6月  9日(土)～10日(日) 
   第４回目 7月 2１日(土)～22日(日) 
   第５回目 9月 １日(土)～ 2日(日) 
   特別研修 9月 29日(土)～30日(月) 
                 奥只見のブナ林観察会 
   第６回目 10月 13日(土)～14日(日) 
  ※第２回目～第６回目の入山指導は御池～沼山峠間

のシャトルバス内で添乗解説を行い、午後は調

査活動や観察会等を実施する。 

②群馬県側入山指導等（担当：清水、椎名）  
第１回目 6月 16日(土) 

 第２回目 7月 15日(日)  
第３回目 10月 6日(土) 

  ※第１回目～第３回目の入山指導は鳩待峠にて実施

し、午後は調査活動や自然観察会等を行う。 

  ③尾瀬国立公園における地球温暖化の影響調
査活動（担当：初谷） 

  ・自生植物分布の経年変化や生物季節の観測 
調査 

・ライブ画像によるモニタリング調査  
・残雪量調査（大江湿原）：5月 3日 
・至仏山南面登山道の荒廃調査およびチョウ  
の調査（鳩待峠―オヤマ沢田代）：6月 16日 

  ・白砂湿原の移入植物調査：7月 21日、白砂 
    湿原のオランダガラシ除去：10月 13日 
  ・大津岐峠のツバメオモト調査：10月 13日 
  ④指導員養成講座（担当：円谷、初谷） 
   現地研修を７月 20(金)～22（日)に福島県

側（御池、裏燧林道・尾瀬ヶ原・尾瀬沼） 
で実施する。 

  ⑤研修会・自然観察会等 
・7月 15日～16日：15日の入山指導終了後、 
鳩待峠～アヤメ平～富士見小屋（泊） 
16日は富士見小屋～皿伏山～大清水平～尾 
瀬沼～旧沼田街道～大清水の調査観察会 

  ・檜枝岐歌舞伎鑑賞会：9月 1日 
  ・特別研修会「奥只見のブナ林を探る」：9 

月 29日～30日、29日は蒲生岳の登山、30 
日は恵みの森（ブナ林）の自然観察会 

・大清水のシカ移動遮断柵の調査：10月 6日 
 ５）２０１２年度予算は伊藤アケミが報告した。
９．閉会宣言：椎名宏子 

総会終了後「特別講演会」を開催しました。
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■特別講演(2012.4.15) 

「尾瀬・大江湿原周辺における               

植物へのシカ食害の影響」 

講師 ：福島大学教授 木村 勝彦氏 

 総会終了後、植物生態学、年輪年代学専門の木村教授を講師に

お招きし「尾瀬・大江湿原周辺における植物へのシカ食害の

影響」と題して、3 年間の調査を基にした特別講演をお願い

しました。 

 昨年 7 月、3 本カラマツ前でニッコウキスゲ食害調査活動中

に、教授から突然同様な調査をしますね、と声を掛けられたこ

とが縁で、このたびの講演をお願いしたところ、快く引き受け

ていただきました。 

 調査期間は 2009年から 2011年。コドラート調査は個体識別

とデータの収集に長時間を要するため最低限の調査をされた。

帯状調査は直線状に張ったメジャーの片側１ｍ幅を調査区とし、

6 地点で総 316ｍを調査。シュート数は被食あり、なし、開花、

非開花に分けて計測されました。 

 

 調査結果から、被食を受けてもニッコウキスゲの生存には無

関係で、ほとんど枯死することなく成長を続けている。被食は

大きい個体から食べられ、被食されたシュートは翌年に小さく

なっている。また、開花が少ないようにも見えるが、あまりは

っきりしないようである。また、芽出し直後の葉の被食は極め

て少なく、開花後は増大している。花と実はほとんど食われて

いないが、調査区間の違いが大きいので判断に難しい面がある

としている。 

 同教授は残された大きな課題としては、個体性の問題、他の

植物との被食調査、そもそもシカは何を食べているのかの調査

（糞の分析）を必要としていると話されました。 

 現実感が湧き出た内容で、多くのことを学ぶことができまし

た。次回からの保護活動に大いに役立つものとなりました。 

                               （円谷） 

 

 

■活動報告（2012.5.4） 

GW第４回 残雪調査（大江湿原）および 

尾瀬沼の清掃活動 

福島側担当理事代行 円谷 光行 

１．調査日：５月４日（金）小雨のち時々晴  

２．調査地点：大江湿原 

３．調査概要：ゴールデンウィークの後半で全国的に荒れ模様

の中、今回で４年目となる残雪調査および清掃活動を実施した。

尾瀬御池から沼山峠までの道路除雪は進んでなく、田中（地名）

坂道の途中から沼山峠展望台までのショートカットを行いな

がら山道を徒歩で向かった。天候が不安定であり安全確保を要

するため、尾瀬沼ヒュッテの職員によるガイド同行を急遽依頼

し、慎重に活動を行った。 

今年の残雪量は、2009 年の調査開始年より最も少なく、ま

た湿原でのニホンジカ等が通過した足跡などは、見つからなか

った。 

数日間の降雨が、例

年より雪解けを早めた

ものと思われた。 

 また、元長蔵小屋裏

の岸辺から１０ｍ・幅

２５ｍの沼底に沈んで

いる空き缶やビンの回

収活動を行った。尾瀬

沼の水流の影響で沼底から浮き出たと思われる空き缶・空きビ

ン等を回収したが、これまでの回収量と比べると大幅な減少と

なっていた。 

過去の清掃活動継続による成果が、顕著に現れていると考えて

いる。 

４．参加者：安部晃樹、磯部義孝、伊藤アケミ、大山昌克、 

鹿野キミイ、小鮒 守、円谷光行、松前雅明 

 

No 年度地点 2012 2011 2010 2009 

１ 大江湿原入口地点 100㎝ 120cm 115cm 110cm 

２ 小淵沢田代分岐点 100㎝ 140cm 125cm 110cm 

３ ヤナギラン分岐点 80㎝ 130cm 126cm 83cm 

４ ３本カラマツ分岐点 80㎝ 140cm 160cm 95cm 
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新しいホームページがスタートしました。 

是非「お気に入り」にご登録を！ 

今後とも内容充実に努めてまいります。 

●新ＵＲＬ 

http://www.oze-net.com 
  または検索エンジンで 

尾瀬ネットワーク  検索 

⇒ 皆様の声をお聞かせ下さい。 
ホームページより入力できます。 

●お問い合わせ info@oze-net.com 
 携帯端末・スマートフォンでもご覧になれます。 
 
上毛新聞社様のご厚意により、上毛新聞ホームペー
ジ＜尾瀬国立公園＞のコーナーに5月より尾瀬自然
保護ネットワークのホームページがリンクされて
います。 

●活動予定 
6/9-10：福島側入山指導 
6/16： 群馬側入山指導 
7/15-16：群馬側入山指導 
7/20-22：指導員養成講座 
7/21-22：福島側入山指導 
 

 詳しくはＨＰ又は活動予定表をご覧下さい。 
 

 

 

 

 

☆尾瀬でチョウを探してみませんか？ 
～なぜ、 尾瀬でチョウ を観察するのでしょうか～ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

●環境変化を「蝶相」を通じ、早期に把握することができ

ます。  

チョウは「指標生物」として、 非常に有効  

―環境変化に敏感― 

理由は，①種の識別のしやすさ（明瞭な斑紋） 

②昼光性（見つけやすい） 

③植食性（食べる草が決まっている） 

などです。 

●種の数が多いほど 

（多様性）環境評価値は上がります。 

具体的には環境指数という 

数値で自然度合を測ります。 

特に自然種の挙動は環境変化のバロメーターです。 

分類 点数 主な蝶たち 

都市種 1点 アゲハ･モンシロチョウ･イチモンジセセリ 

準都市種 2点 .キアゲハ･スジグロシロチョウ・キチョウ 

自然種 3点 カラスアゲハ･クロヒカゲ・モンキアゲハ 

 

☆尾瀬でよく見られるチョウ 

ｷﾍﾞﾘﾀﾃﾊ・ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ・ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ・ｺﾋｮｳﾓﾝ など 

☆尾瀬のチョウを楽しく数えてみましょう！ 

（写真：コヒョウモン） 

（撮影 2011年 7月 24 日 尾瀬・山の鼻） 

                  指導員 小鮒 守 

 

 

 

 

事務局便り 

尾瀬自然講座（チョウ）  
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（１）本部事務所（事務局） 

〒969-0404 

福島県岩瀬郡鏡石町旭町 19 円谷方 

     電話・FAX 0248-94-5003 

（２）群馬支部 

 〒370-0001 

群馬県高崎市中尾町 762-16 清水方 

     電話 027-361-8055 

Web： http://www.oze-net.com 
お問い合わせ   info@oze-net.com 
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