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第１０期通常総会で新事業計画を承認 

～指導員養成講座を大幅にリニューアル～ 

理事長 永島 勲 

 

 ４月６日、尾瀬自然保護ネットワークの第１０

期定期総会がさいたま市で開催された。前年度の

活動報告や会計報告と２０１３年度の事業計画案 

や予算案、定款変更などの全議案が満場一致で承

認・可決され、新年度の事業がスタートした。 

尾瀬インタープリター養成講座 
組織の発展と活動の活性化には、新しい会員を

いかに増やすかが重要である。特に自然保護指導

員の増員は急務である。 

当会の自然保護指導員は、現地で自然保護の実

践活動の中心となって活躍している。正に組織の

屋台骨である。このため今年度から指導員養成講

座のカリキュラムを大幅にリニューアルして、参

加しやすい日程とコース設定にした。 

講座名称も「尾瀬インタープリター養成講座」

（通称：尾瀬アカデミー）と改め、群馬（Ａコー

ス）・福島（Ｂコース）両県で１泊２日の講座を

７月と１０月の２回に分けて実施する。Ａ、Ｂど

ちらのコースに参加するかは、受講生の自由選択

とした。１０月の講座は尾瀬沼周辺において両県

合同で行う。さらに受講料の一部を助成し、受講

生の経済的負担の軽減を図ることにした。 

受講生募集方法も当会ホームページの有効活用

をはじめ、広く一般から募集するためのチャネル

も拡大する。各社のご協力のもとにＮＡＣＳ－Ｊ

の会報誌、山岳雑誌の山と渓谷、新聞等への掲載

や自然保護に関わりの深い団体・学校等へのパン

フレットの配置依頼を予定している。詳細は通常

総会の資料またはホームページの尾瀬インタープ

リター養成講座の開催要項をご覧ください。 

定款の変更について 
特定非営利活動法人推進法の改正に伴い、ＮＰ

Ｏ法人としてネットワークの事業や組織運営の基

本を定めた定款が、大幅に変更になった。主な改

正点は次の通りである。 

①理事の代表権の制限（第 15条） 

 理事長以外の理事は法人の業務について法人を

代表しない。 

②書面による決議権の行使（第 27条） 

 

③同上議事録の作成（第 29条） 

④会計処理の統一と厳格化（活動予算：第 44 条、

活動計算書：第 48条） 

⑤定款変更認証事項の明確化（第 50条） 

今年度から経費は事業費と管理費に分けて管理

する。勘定科目の仕分けをより正確にするため、

入山指導や調査活動等の事業活動への参加者は、

活動参加経費請求書の「事業費１」を使用する。

組織運営上（総会や理事会等）発生する経費は、

活動参加経費請求書の「管理費」を使用する。 

ニホンジカ対策に大きな動き 
尾瀬国立公園における喫緊の課題として次の３

点を挙げたい。まず、第一にニホンジカによる食

害と湿原破壊への対策、次に荒廃著しい至仏山登

山道の改修と植生保護・復元、そして東京電力尾

瀬所有地の保全管理問題である。 

環境省のニホンジカ対策は、尾瀬国立公園シカ

管理基本方針に基づき、尾瀬からシカを排除する

ことを最終目標としている。平成２１年度から特

別保護地区内の捕獲（銃とワナ）を開始した。大

清水の奥鬼怒スーパー林道沿いにシカ柵（総延長

５.２Ｋｍ）を設置し、シカの季節移動遮断などの

対策を実施してきたが、いずれも後手後手の対策

で捕獲効果は極めて限定的であった。 

シカ対策の問題点として、ハンターの絶対数不

足、足くくりワナへのシカの学習能力の高さを指

摘しておきたい。尾瀬のシカ対策は正に待ったな

しの厳しい状況に追い込まれている。 

４月１０日の新聞報道によると、環境省、林野

庁、福島県及び檜枝岐村は、四者の連携による大

掛かりなシカ捕獲に乗り出す模様である。検討し

ている対策は新方式の囲いワナの導入、大江湿原

周囲への防護ネットの設置、一般村民を含む鳥獣

被害対策実施部隊の設立、シカが出没する夜間や

開花前のパトロ－ルなどである。なお、福島県は

檜枝岐村へ、群馬県は片品村へ、シカ対策の財政

支援を既に決めている。 

これらの対策の早急な実施を強く望むとともに、

その捕獲実績を注意深く見守りたい。 

 
―――――――目 次――――――― 

通常総会で新事業計画を承認・・・・・・・・1 

2013年度定期総会報告・・・・・・・・・・・・・2 

特別講演           ・・・・・・・・・・・3 

尾瀬の自然        ・・・・・・・・・・・・・3 

至仏山調査        ・・・・・・・・・・・・・4 

尾瀬フォーラム      ・・・・・・・・・・・・・5 

事務局便り     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

 



ＮＰＯ法人 尾瀬自然保護ネットワーク 

2 

 

 

 

 

 
2013年度 第 10期 通常総会 報 告 （敬称・役職名省略） 

 

 

1.日時：2013年 4月 6日(土)13：10～15：20 

2.会場：大宮ソニックシティビル 902会議室 

3.出席者：２４名、委任状：３６名、正会員数：８

４名 

4.出席者氏名：伊藤、磯部、小野寺、大山、川、小

鮒、金成、坂本、椎名、鎮目、清水、鈴木、高橋

（喬）、田中、円谷、疋田、西山、藤田、永島、

長島、初谷、松前、深山、若松 

5.開会宣言：初谷 博 

  議長：磯部義孝 

書記：円谷光行 

  議事録署名人：坂本敏子、小野寺典子 

6.理事長挨拶：永島 勲 

7.議題 

 第１号議案 2012年度 活動報告 

1.事業活動報告 ：永島 勲 

 2.諸活動報告：大山昌克、鈴木誠一、円谷 

光行 

 第 2号議案 2012年度会計報告 

1.2012年度会計報告：伊藤アケミ  

2.2012年度会計監査報告 

深山美子・長島睦世 

 第３号議案 2013年度活動計画 

1.入山指導 福島県側：藤田隆美 

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.尾瀬アカデミー（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 21 日に郡山市ビックパレットにて

「尾瀬フォーラム」の開催 

 第 4号議案 2013年度予算案：伊藤アケミ  

 第 5号議案 定款の一部変更 

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）2012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）2012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 

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）、大山昌克（広報担当）、 

藤田隆美（福島担当）重任監事：深山美子、 

長島睦世、Ｗｅｂ（ＨＰ）担当：鈴木誠一 

 

 

 

４）2013年度活動計画 

①福島県側入山指導等（担当：藤田、初谷） 

 第１回目  5月 4日(土)、至仏山南面登山 

道利用調査（福島・群馬合同） 

 第２回目 5月 25日(土)～5月 26日（日） 

 第３回目 6月 15日(土)～16日(日) 

 第４回目 7月 20日(土)～21日(日) 

 第５回目 9月 7日(土)～ 8日(日) 

 特別研修 9月 27日(金)～28日(土) 

                 秋の渋沢大滝めぐり 

 第６回目 10月 12日(土)～13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 5月 4日(土) 、至仏山南面登山道利

用調査（福島・群馬合同） 

第２回目 6月 8日(土)  

第３回目 7月 13日(土) 

8月 10日（土）笠ヶ岳植生調査自然観察会 

第 4回目 10月 19日（土） 

 ※第 2 回目～第３回目の入山指導は鳩待峠にて実

施。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  

・残雪期利用調査（至仏山南面）：5月 4日 

・至仏山南面登山道の荒廃調査およびチョウの調

査（原見岩―小至仏山）7月 13日 

・移入植物調査：5 月～10 月、鳩待峠、山の鼻、

御池 

・大津岐峠のツバメオモト調査：7月・10月 

④尾瀬アカデミー（指導員養成講座） 

（担当：永島・磯部） 

  福島側第 1回現地研修 7月 20・21日、群馬側第

1回研修を 7月 13・14日にそれぞれ実施する。

第 2回研修は、10月 12・13日実施（福島側、群

馬側合同開催） 

⑤研修会・自然観察会等・8月 10日（土）の入山

指導終了後に 

・笠ヶ岳植生定点調査（調査・自然観察会） 

・特別研修会「秋の渋沢大滝めぐり」 

9月 27日～28日自然観察会 

（27日は渋沢温泉小屋宿泊） 

・大清水のシカ移動遮断柵の調査 10月 19日 

５）2013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」を開催）（円谷） 
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■特別講演(2013.4.6) 

｢尾瀨の保護を上手に伝える自然解説｣ 

会津高原ネイチャースクール校長 長内 覚氏 

 総会終了後、全国のエコガイドが自立するために、

研修会やセミナーを開催、特に尾瀨を中心に幅広いエ

コガイド、尾瀨認定ガイド分野でご活躍されている長

内氏をお迎えし、ご講演を頂きました。 

 当ネットワークが活動を実践するに当たり、尾瀨の

保護、保全の大切さや現状の課題等を分かりやすく、

また上手に伝え、訴えていくかを念頭に、講演テーマ

を設定しました。【以下主な内容】 

 自然解説は、一般的な解説（ガイド）の知識に加え、

解説をする技術がかみ合って、初めて上手な解説が出

るようになる。相手の年齢、経験値を考えながら行う。

まずは、相手が守りたくなる、保全したくなるような

話を、ゆっくりとしたテンポで始める。花、湿原、環

境の説明場面では①今は、希少なのか？たくさんある

のか？②増えているのか?絶滅傾向なのか?③入手可

能なのか?入手困難なのか?④どのような良いことが

あるのか⑤もし購入をしたら、いくら位なのか?⑥ど

のような役目があるのか?（生物多様性など）⑦どの

ような得をするのか?（自分と他人）などをポイント

に、大切な生き物、大事な環境の一翼を担うものであ

ることを印象づけながら、説明をすることが必要。 

さらに「限定で

ある、限りがあ

る、ここだけに

しか見られな

いなど、聞く相

手が失いたく

ないと、自ら思

えるようなガイドをすること。 

 尾瀬での具体的な啓蒙の仕方としては、①木道や登

山道でゴミを拾う場合は、さり気なく拾う②ゴミが大

き過ぎて持ち運べないケースは、後でビジターセンタ

ーへ連絡しましょうと、会話を繋げる③拾いたくない

ものの場合は、無理にはやらせない④湿原に入り込ん

でいるカメラマン、木道上で邪魔なカメラマン、また

無知なカメラマンに対しては、まずは、いい写真撮れ 

 

ましたか、などとほめるような会話をすること。その

上で、保護のためによろしく、皆んなで大事にしたい

ですねと、会話に繋げる。決して頭越しの強い口調に

ならないよう気をつけること。植物の“採取”をして

いるハイカーの場合は、①挨拶をしたり、植物名を聞

くなどの口火を切り、分かりやすく、この地にあるも

のの大切さを話していく。②相手が“盗掘の業者”の

場合は、無理せず、警察へ知らせる。無知なハイカー

か否かを見極めて、言葉をかけながら対処すること。

③ペット同伴者の場合は、まず、ワンちゃんをほめる。

次に犬の持ち込みが、動植物に影響があり、また森に

は可愛いワンちゃんに付く、大量のダニの存在を話す。

（法的に犬の入山規制等がなく、お願い要請にならざ

るを得ない）また、トイレチップ制には、どのような

仕組みで、いかに活用されているかを説明することが

肝要。 

 最後に長内氏は数々の体験、経験値から、保全、保

護を上手に伝えるには、ひとり一人が自然の中で「自

分自身が楽しむと、みんなに必ず伝わる」と結論づけ

られました。講師のこのモットーは、私たちの今後の

活動への新たなメッセージとなりました。 

（理事/事務局長：円谷光行） 

 

 

 

 

春の舞姫・春の女神と呼ばれるチョウ 

―アゲハチョウ科ヒメギフチョウ― 

新緑も深まり、私たちの活動もいよいよ始まります。

今回は尾瀬から多少離れますが、群馬を代表するヒメ

ギフチョウを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

―2013/04/29-エイザンスミレで吸蜜のヒメギフチョウ― 
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昭和の初期には渋川市、沼田市でどこにでもいたこ

のチョウは一度１９７０年代に県内では絶滅し、１９

８１年再発見され、１９８６年に県の天然記念物に指

定されています。このチョウは４月後半から孵化し、

２週間ほど成虫の姿が見られますが、個体数が激減し

ています。私は春の舞姫・ヒメギフチョウを守り育て

る活動も、赤城山で行っております。 

＊なお、下段の表は、昨年までに尾瀬で見られた、チ

ョウの発生時期をまとめてみました。今年は、どんな

チョウに出会えるか楽しみです。（指導員：小鮒 守） 

 

 

■ 積雪期における 

“至仏山登山者の実態調査” 

         群馬県担当理事 清水 博之 

福島県担当理事 藤田 隆美 

実施日：5月 4日（土） 快晴/ほぼ無風 

調査地点：鳩待峠駐車場・至仏山南面登山道 

調査目的：残雪期である 5月連休の至仏山南面 

登山道の利用状況を調査。至仏山入山者（鳩待峠口）

の利用実態の把握を通じ、今後の活動に供する。 

 

 

■参加者（１４名） 

伊藤アケミ、大山昌克、小鮒 守、坂本敏子、鎮目安

康、清水博之、円谷光行、永島 勲、長島睦世、疋田

正博、藤田隆美、松前雅明、および清水氏の友人 2名。 

■活動経過と概況 

5 月 4 日（土）鳩待峠 7：00 集合。入山者と車両の

駐車状況調査を開

始。13名は、鳩待峠

を 7 時 20 分にアイ

ゼンを装着後出発。

途中にある積雪量

測定ポイント 2か所をチェック。9時 30分小至仏山山

頂近くにて、5 名体制で入山者の利用状況を調査。他

8 名は至仏山頂にて 10時 20 分より、入山者利用状況

の調査を開始。鳩待峠駐車場には 12時 50分に帰着。 

 調査結果 

4月 26日の戸倉・鳩待峠道路の開通後の降雪は、至

仏山では 80ｃｍ積雪を記録。5月 4日、鳩待峠登山口

の積雪深は 150㎝。午前 7時の気温 0℃、午前 8時 2℃。

入山者全体の 8割程度がスノーボードやスノーシュー。 

Ａ：分水嶺（鳩待峠）に 100 台を超す駐車 

6 時 50

分に は早

くも 駐車

場が満車。

（内訳：第

一駐 車場

25台、第二

63 台、山小屋従業員用 13 台、路上駐車 0）鳩待峠

総駐車台数＝101台 

Ｂ：300名近くの“至仏山”入山者 

入山者数は、7 時～8 時が約 120 名。8 時～9 時

が約 60名（尾瀬ヶ原方面に 10名、大半は至仏山）

8 時前後には、登山口が渋滞のため行列化。10 代

後半から、30歳前後の人が大半、また 8割が男性。

未就学児童と共に至仏山方面に向かう家族連れも

散見。登山届投入ボックスでは、多くのグループ

が、ポストインしてから登山を開始している様子。

全体の入山者総数は、およそ 200名～300名。（調

査ポイントでの数値から推測） 

調 査 場 所 積雪深 調査時間 

鳩待峠駐車場 150㎝ 7時 10分 

標高 1,700m地点 200㎝ 8時 05分 

標高 1,800m地点 350㎝ 8時 35分 
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表）目的別の入山者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：確認できなかったゴミ、スノーモービル 

 

― 注意看板（小至仏山南面稜線）― 

過去にはテント宿泊者等によるゴミの散乱、特別保

護地区内でのスノーモービル使用などの不適切な公

園利用が見られたが、今回は 3ｍを超す積雪深のため、

捨てられたゴミ、携帯トイレ投棄の確認はできなかっ

た。また特別保護地区の植生への攪乱も見られなかっ

た。テントは一張のみ。 

活動は、群馬県側の計画に、福島県側がジョイント

参加。交流をしながら、会員の親睦をさらに深める初

めての試みでした。今後も、このような企画を設けて

なお一層交流を深めて行きたいと考えている。 

■盛会だった第 2 回『尾瀬フォーラム』 

―ニホンジカ食害対策など 

保護の在り方を討議― 

理事：髙橋 喬 

（尾瀬を守る会理事・事務局長） 

第 2 回「尾瀬フォーラム」が 4 月 21 日午後、福島

県郡山市のビックパレットで開催され、予想を上回る 

約 110名の参加者が詰め掛ける盛会ぶりだった。 

この朝、ホテルで目覚めて部屋のカーテンを開けて

みると、一面の銀世界。夜来の雪が降りやまず、なに

よりも参加者の出足が鈍るのではと気をもんだ。 

守る会の大石会長とタクシーでホテルを出発。運転

手さんによると、郡山の人たちはとっくにレギュラー

タイヤに履き替えているというが、さすがは雪国。マ

イカーもすいすい走っていた。 

9時 50分頃に会場に着くと、ネットワークの磯部副

理事長を始め守る会の白田、横田、曽根の各理事、磯

部さんの組合の男女 2人の事務員さんが、開会の準備

を進めていた。 

磯部副理事長には会場の確保をはじめ、さまざまな

ご協力をいただいた。また、副理事長と守る会の白田、

横田、曽根の 3理事には、地元マスコミへの取材依頼、

公民館やスポーツ用品店へのポスター掲示の依頼な

どに奔走していただいた。 

会場では尾瀨ネットワークの椎名理事はじめ、各理

事の方々に多大なご助力をいただいた。さらに開催地

として、ネットワークの福島県内の会員の皆さんには、

知り合いの方々に会場へのご参加を呼び掛けていた

だいた。 

これらの方々にフォーラムを企画した当事者とし

て、心から感謝の意を表したい。 

フォーラムはネットワークの永島理事長の基調講

演「尾瀬の現状と今後の保護の在り方」で始まったが

テーマを入山者動向、シカ食害問題、登山道の荒廃、

移入植物など 9項目と欲張りすぎたためか、ややフォ

ーカスがぼやけてしまったように思う。会場から質問

が出なかったのも、何を聞いたらよいかテーマの選択

に迷ってしまったからでは？ 

 
―多数の質問が会場参加者より出たパネルディスカッション― 

特別講演で福島大学の木村勝彦教授は、大江湿原の

ニッコウキスゲのシカによる食害調査の結果を発表。

開花数が減少傾向にあることを報告した。 

桧枝岐村の星 光祥村長は、シカ食害の防護対策に

ついて、広範囲で取り組む必要性があると強調。国、

福島県、桧枝岐村が、今後は一斉に捕獲・防護対策に

乗り出すことを明らかにした。 

グループ別 
調  査  場  所 

鳩待登山口 小至仏付近 至仏山頂 

調査時間 7時～9時 10時～11時 10時 30分 

山スキー 40名 30名 21名 

ボーダー 20名 28名 １名 

一般登山者 140名 52名 41名 

合  計 200名 110名 63名 
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■当会ホームページ上に、皆さんがお持ちの 

写真投稿が出来ます！（会員限定） 

皆さんがお持ちのお気に入りの「尾瀬写真」を、当

会ホームページで会員にお見せ頂けませんか。ホーム

ページトップ画面より、素敵な写真、思い出の写真が

投稿可能です。「尾瀬 My Photo-私のとっておきの

一枚」コーナーを設置しましたので、是非お使いくだ

さい。 

なお、会員限定です。合言葉は、“自然保護”です。

現在は、4 月開催された“通常総会”、“尾瀬フォーラ

ム”の会場スナップ写真を入れてあります。積極的な

ご投稿をお願いします。思い出を共有しましょう。 

      

■尾瀬自然保護指導員養成講座の 

名称が変更になります！ 

今年度より、長年親しんだ「尾瀬自然保護指導員」

の名称変更を行い「尾瀬インタープリター養成講座」

になります。愛称「尾瀬アカデミー」に衣替えを行い

ます。講座はフィールド研修を主体に実施します。ま

た新会員増大、講座内容にも一段の充実をはかります。

応援お願いします。会員の皆さん、新会員候補のご紹

介をお願いします。 

■2013 年度（平成 25 年度）活動始まる！ 

ホームページ上にも、ご案内をしていますが、 

5/4 至仏山南面登山道利用調査を皮切りに、活動がス

タートしました。本年も積極的なご参加をお待ちして

います。 

＜スケジュール＞ 

5/4：至仏山南面登山道利用調査 

 スノーモービル禁止区域である特別保護地区の監

視、キャンプテント状況もチェックします。 

 

5/25-26：福島側にて、尾瀬沼周辺の自然観察を始め、 

外来種植物動向、自然ガイド実践を予定。 

6/8：群馬側にて、入山指導、尾瀬ケ原自然観察、シカ

動向調査、外来種動向、またチョウの調査も予定。 

6/15-16：福島側にて、入山指導、ブナ林自然観察、外 
来種動向調査などを予定。 

7/13：至仏山南面登山道調査。今年は蛇紋岩質の「原

見岩」から「小至仏山」までのチェックを予定。 

7/20-21：福島側にて、ニッコウキスゲ、ツバメオモト

の生育調査、シカの動向、外来植物調査など計

画。 

■尾瀬アカデミー開講決定（旧指導員養成講座） 

今年度の受講者は、現地研修 2回の参加を条件とし、

また受講者の利便性に鑑み、福島側、群馬側の双方で

開催します。第 2回目は両県側合同で群馬側にて開催。 

（群馬側）第 1回 7/13-14：鳩待峠 11：00集合 

（福島側）第 1回 7/20-21：御池 10：00集合 

（福島/群馬合同）第 2回 10/12-13 

（群馬側）大清水 11：00集合 

（福島側）御池 11：00集合 

“たくさんの新会員、ご紹介をお待ちしています” 
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