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２０１２年度の活動を振り返って 

～風評被害のその後と深刻なニホンジカの食害～ 

理事長 永島  勲 

 今年度の活動を振り返るに当たり、まず活動に参

加された会員の皆様に深く感謝申し上げます。入山

指導は福島・群馬合わせて８週実施し、延べ 117名

の会員が参加した。５月に大江湿原の残雪調査と尾

瀬沼ゴミ回収、地球温暖化影響調査として６月にキ

リンテ～大津岐峠間のツバメオモト調査、７月に至

仏山南面登山道荒廃調査などを実施。９月に只見の

恵みの森で特別研修会、１０月は奥鬼怒スーパー林

道のシカ柵の調査など、多彩な活動を実施した。 

尾瀬の入山者数は回復の兆し 
２０１１年度の尾瀬の入山者数は、３・１１の 

大震災や原発事故の風評被害等により大幅に減少

したことは既に報じたとおりである。 

２０１２年度は、落ち着きを取り戻した社会情勢

や被災地への支援の高まり等により、グループ入山

者をはじめ旅行会社のツアー客や子供たちの入山

も多く見られたが、入山者数回復の足取りは鈍く、

２０１０年の入山者数には及ばなかった。 

２０１２年 尾瀬国立公園入山者数 （環境省発表 単位:人） 

年 度 沼山峠口 大清水口 鳩待峠口 年間合計 

2010年 74,000 19,000 194,900 347,000 

2011年 45,500 17,300 169,200 281,300 

2012年 61,000 18,000 195,000 324,900 

前年比 ＋15,500 ＋700 ＋25,800 ＋43,600 

前々年比 ▲13,000 ▲1,000 ＋100 ▲22,100 

尾瀬の自然ともに歩んできた檜枝岐村では、尾瀬

檜枝岐温泉観光協会が「悠遊湯キャンペーン」を実

施した。その内容は、平日の宿泊費の 2,000円引き、

村内の指定店で食事やお土産に利用できる商品券

（500円）のプレゼントなどで、入山者数の回復に

寄与したものと思われる。 

当会の福島県側の活動は檜枝岐の民宿「ひのき屋」

を常宿にしているが、その恩恵に預かった会員も多

かった。 

深刻なシカの食害に抜本的な対策を 
昨年夏の大江湿原のニッコウキスゲの開花量は、

極めて少なかった。ニホンジカの食害がますます深

刻さを増している。シカは臆病な性格で夜行性のた

め、昼間に湿原で見ることはほとんどない。『今年

はキスゲの花が少ないね』とハイカーの声を良く耳

にしたが、その裏にシカ問題が潜んでいることに気

付く人は少ない。 

尾瀬のニホンジカ対策は環境省の関東地方環境 

事務所が事務局とな

って、尾瀬国立公園

シカ管理方針（平成

21年 3月 11日制定）

に基づき、同シカ対

策協議会で決定し、

実施している。この

基本方針は尾瀬から

シカを排除すること

を最終目標としてい

る。今年度の被害状

況からすると、捕獲

を徹底しないと尾瀬

の湿原生態系は回復

不能になる恐れがある。尾瀬の湿原がシカ牧場とな

らないことを祈るばかりである。 

シカ捕獲の実動部隊は地元猟友会の会員（ハンタ

ー）である。雪の山奥での捕獲作業は極めて厳しい

作業であることは想像に難くない。 

狩猟人口の減少が叫ばれて久しいが、尾瀬におい

てもハンターの絶対数が足りないと考える。捕獲数

を増やすためには制度面を含めた抜本的な対策が 

必要である。財政面のさらなる支援に加えて、尾瀬

地区内の生息数の把握や越冬地と新たな移動ルー

トの解明などが挙げられる。 

シカ 

の食害

は今や

全国的

な問題

である。

鳥獣保

護法（狩

猟制度）

の見直

し、猟友

会の支援 

として免許の取得・更新費用の減免など、打つ手は

沢山あるはずだ。これまでの後手後手の対策では、

脆弱な尾瀬の湿原生態系は壊滅的な被害を受け、将

来に大きな禍根を残すことになる。 
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柵沿いに無数のシカの足跡 
（奥鬼怒スーパー林道の彦之丞沢橋

付近で 2012年 10月 6日撮影） 

                     

    】 

 

シカの食害でニッコウキスゲの開花量が激減、深
刻な被害の大江湿原 （2012年 7月 21日撮影） 

                        】 
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■地に墜ちた一流ブランドの山小屋 

－あれから 10 年― 

副理事長  磯部 義孝 

尾瀬と言えば何を思い出すだろうか。尾瀬に行った

ことのある人なら、誰でも脳裡に浮かぶ思い出の一つ

や二つはあるだろう。澄み渡る青空、そして湿原を彩

る花々など思い起こせば尾瀬を散策しているような

気持になるのは私だけだろうか。思い出は山、湿原、

沼、木道そして楽しく泊まった山小屋等も思い出の一

つだろう。 

「尾瀬に行ってきたのよ。山小屋に泊まったのよ」

と誇らしげに話す人がいた。「どこの小屋」と尋ねる

と、「もちろん○○小屋よ」と言う。「良かったね」と

しか言えなかった。新聞もあまり読まない、テレビ、

ラジオのニュースも見ないし聞かない。しかし尾瀬は

知っている。それだけ尾瀬は有名で日本を代表する一

流ブランドの自然である。 

しかし、その一流ブランドを食い物にする心無い人

もいる。表では自然保護を訴え、各地での講演会や学

校等で講演をして「尾瀬を守っているのは私たちです

よ」とかっこ良く尾瀬を、そして小屋をＰＲする。口

先だけの自然保護としか言いようがない。 

代々にわたる尾瀬の保護活動も、三代目後半より四

代目に引き継がれると同時にその歴史に幕を引くこ

ととなった。三代目の没後、小屋の経営を引き継いだ

夫人の頃から不法投棄が始まっていたものと思う。環

境省は見て見ぬふりをしていても、ハイカーの目は誤

魔化せなかった。環境省が動かないのでついに福島県

警の調査が入り、一連の不祥事が暴露された。（2002

年 5 月） 

代々自然保護に携わってきた山小屋経営者が法廷

で裁かれるという日本の自然保護史上、希な前代未聞

の事件があった。たまたま私は、地裁若松支部での裁

判を傍聴することが出来た。傍聴者が多いため抽選に

よる傍聴であった。法廷の被告人席には終始うつむく

四代目社長の姿があった。 

判決は小屋に対して罰金 120 万円、従業員に懲役 6

か月執行猶予 2 年という軽微な判決であった。事の重

大さと判決内容には納得のいかない結末であった。し

かし小屋に対する社会的制裁はかなり大きなものが

あったと思う。以前は小屋の看板をバックに記念撮影 

をするハイカーの姿が多く見られたが、その後あまり

見られなくなった。 

その後見晴地区でも代々続く山小屋が、小型焼却炉

等による不法焼却など後を絶たない。尾瀬で生計を立

てるのであれば、それなりの秩序を保って小屋の経営

をして欲しい。 

決して批判をしているのではない。超一流ブランド

の国立公園尾瀬を大切に利用して欲しいと願うばか

りである。  （暴言多謝・一人の尾瀬バカより） 

 

        

 

■福島県側第６回（最終回）活動報告 

2012 年 10 月 12 日（金）～14 日（日） 

福島県側担当理事  藤田 隆美 

10 月 12 日（金）：晴 

尾瀬御池ロッジに前泊をした。 

13 日土曜日（雨のち晴れ）は早朝 5 時 30 分よりバス

添乗解説（尾瀬御池～沼山峠登山口）、入山指導、活

動資金協力のお願いなどを行った。その後、初谷、小

鮒、藤田の 3 人はキリンテ駐車場から大津又峠に向か

う登山道に生息するツバメオモトの分布調査活動を

した。 

 永島、円谷、大山は御池から広沢田代の紅葉状況を

観察した。伊藤、椎名、小林、坂本、疋田は、沼山峠

駐車場から七入りまで旧沼田街道の自然観察を行っ

た。この日の宿泊は桧枝岐村のひのき屋。 

夜間から降りだした雨が午前 9時ころまで降り続き、

風も強く、桧枝岐村では最低気温 2.9℃まで下がり、

たいへん寒い日であった。燧ヶ岳には初冠雪があった。 

ツバメオモトの分布調査では、登山道が沢筋を通って

いるので風を感じないで歩くことが出来たが、しだい

に高度が上がり、稜線を歩く時などは風が強く、南面

から吹き付ける風の音と、木々を揺らす風の力が恐い

程であった。この道は古くから地元の人々が出作り小

屋へ通う道であり、強い風の日でもできるだけ風を避

けるルートを選んで作られたように感じた。 
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＜ツバメオモトの葉の先が茶色に変色してきた＞ 

ツバメオモトは、寒さのために葉が茶色に変色してい

た。わずかに残された丸い実は、瑠璃色に輝いて宝石の

ようであった。前回 6月 9 日の調査では積雪が多かった

ために最も標高の高い部分の個体確認が出来なかった

が、今回は確認後位置の略図を作成した。 

  

＜瑠璃色に輝くのがツバメオモトの実（黄色の葉はカエデ）＞ 

10/14 日（日）：曇 

バス添乗解説、入山指導、活動資金協力のお願いなど

を実施した。 

参加者（敬称略） 

永島 勲 高橋 喬 磯部義孝 椎名宏子 

初谷 博 円谷光行 大山昌克 疋田正博 

伊藤アケミ 坂本敏子 小林ミヨ 大橋文江 

 藤田隆美 （以上 13 名） 

 

                         

                       

■尾瀬の植物（11） 

 トガクシショウマ 深山に咲く優雅な花 

    メギ科 トガクシショウマ属 

 

 

 日本の固有種で一属一種の多年草。長野県の戸隠山

で最初に発見され、葉の形が漢方でいう升麻に似ている

ことからこの名が付きました。本州以北の日本海側の多

雪地帯に分布し、ブナなどの落葉広葉樹林の谷筋や傾斜

地のごく限られた場所に生息しています。環境省の準絶

滅危惧種に指定されており、現在では戸隠山でさえ簡単

に見ることが出来ない貴重な花なのです。 

 

雪解けを待ちきれず、横に

這った太い根茎から花茎を伸

ばし茎の上部で長い 2 個の茎

葉が対生し、その先端に 3 枚

の小葉を付ける。草丈は 30～

40cm で開花後に背丈は伸びる。 

5 月上旬から 6 月上旬にかけて二つに分岐した茎葉の

間から細く長い花茎を伸ばし、3～4 個の淡紅紫色の美し

い花を下向きに付けます。希に白花もあります。6 枚の

大きな萼片があり、花弁は萼片の中心にある円筒形のも

ので雄しべ 6 個、雌しべ 1 個からなる。 

果実は液果で開花後に固く熟し、中には数個の種子が

ある。 

長野県や宮城県などの生育地では絶滅あるいは絶滅

寸前の地域もあり、種の保存が叫ばれています。 

尾瀬では、燧ヶ岳の斜面と裏燧林道の谷筋や林下の傾

斜地など、ごく限られた場所で見られますが、盗掘や写

真撮影による踏み荒しが目立ち、生育地の荒廃が危惧さ

れています。 

この貴重なトガクシショウマが、幻の花にならぬよう

保護に努めなければなりません。（指導員：深山美子） 

参考資料： 

・日本の高山植物（山と渓谷社）・牧野新植物図鑑（北隆館） 

・原色植物大図鑑（北隆館）・高山植物（東京新聞/白旗史朗） 
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■年次総会開催のお知らせ 

日時 平成 25年 4月 6日(土) 

13：10～17：00 

   （理事は 12：30に集合） 

会場 大宮ソニックシティビル「902号室」 

特別講演（総会終了後） 

 「尾瀨の保護を上手に伝える自然解説」 

講師：会津高原ネイチャースクール校長  

長内 覚氏 

夕刻 17：30より大宮にて懇親会を予定 

■本年度の活動スタート！ 

群馬県側・福島県側合同活動 

2013/05/04：鳩待峠 AM7時集合 

残雪期における至仏山南面登山道利用調査 

 

■《訃報》 

当会の副理事長や事務局長としてご尽力を頂い

た前田佳胤氏が 2012 年 12 月 25 日にご逝去され

ました。ご生前の大きな足跡と多大なるご協力に

感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り致しま

す。 

 

 

 

◆4月に郡山市で「第 2回 尾瀬フォーラム」 

～これからの尾瀬をテーマに開催～ 

理事 髙橋 喬（尾瀬を守る会事務局長） 

本会など尾瀬の自然保護関連 4 団体で構成する尾瀬を守る会

（大石正光会長）は来る 4 月 21 日（日）、下記の要領で「第 2 回 尾

瀬フォーラム」を開催します。第 1 回フォーラムは 2002 年 5 月 11

日に同じく郡山市で開催され、多くの市民の参加が得られました。 

国立公園になって間もない尾瀬は、早急に解決すべき複数の大き

な問題に直面しています。東電が福島第 1 原発事故の補償費捻出の

ため、尾瀬の環境保護費を大幅に減額することが考えられること、

この原発から遠く離れた桧枝岐村の民宿が風評被害による宿泊客

（その多くが尾瀬の入山者）の大幅減少に見舞われていることに加

え、シカによる食害問題も解決の兆しさえ見えないまま。 

こうした現状を踏まえ、パネルディスカッションでは会場から

活発な発言をいただくことにしています。 

本会の理事、指導員、一般会員の皆様のご提案、ご参加をお待

ちしております。 

 

第 2回「尾瀬フォーラム」開催要領 

1） テーマ：「これからの尾瀬を考える」 

2） 開催日時：2013 年 4 月 21 日（日） 

   13 時～16 時 30 分（開場/12 時 30 分） 

3） 会場：福島県郡山市「ビックパレットふくしま」3Ｆ小会議室 

JR 郡山駅バス停 1 番乗り場 

福島交通バス「ビックパレット」下車 

4） 開会宣言・総合司会：曽根 久子氏 

（福島県自然保護協会理事） 

5） 会長ご挨拶：大石正光氏 

＜第 1 部＞司会：高橋 喬（尾瀬を守る会理事・事務局長） 

6） 基調講演：「尾瀬の現状と今後の保護のあり方」 

 尾瀬自然保護ネットワーク理事長・永島 勲 

7） 特別講演：「尾瀬のシカ食害調査とその対策」（仮） 

 福島大学教授 木村 勝彦氏 

＜第 2 部＞パネルディスカッション 

「国立公園としての尾瀬の自然保護の在り方を考える」 

司会：大石 正光氏 

パネリスト：福島大学・木村教授、桧枝岐村・星村長 

    白田氏（守る会理事）、横田氏（同）、 

    永島氏（尾瀬ネットワーク理事長） 
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