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～尾瀬を守る会 会長よりメッセージが届いています～ 

特別寄稿 

尾瀬に入山者数の制限と入山料の徴収を 

尾瀬を守る会 会長  大石 正光 

（公益財団法人 緑の地球防衛基金理事長） 

   

湿原に季節を彩る花々が可憐さを競っている尾瀬

は、歌にも歌われ、小学校の教科書でも取り上げられ

るなど、その名はもはや知らない人がいないといって

もいいくらいです。しかし、毎年多くの観光客が訪れ、

回復不可能なほどに破壊されてしまった自然がある

ことを、訪れる人々のうち、どれだけの人が知ってい

るでしょうか。 

「尾瀬を守る会」は、自然遺産である国立公園尾瀬

について、広く一般市民を対象に自然保護に関する普

及・啓もう活動などを行ってきました。この豊かな自

然環境と景観の維持保全を図り、自然と人が共存でき

る豊かな社会を実現することを目的に、1997年(平成

9年)に発足しました。 

尾瀬は国立公園になってから、初めての尾瀬国立公

園管理計画書が昨年 8 月に環境省から発表されまし

た。守る会はこの機会に尾瀬を生物多様性国家戦略の

モデル地区にすることを求め、「尾瀬国立公園を生物

多様性国家戦略 2012－2020 のモデル地区へ―尾瀬の

過剰な human-impact と管理に関する提言－」を取り

まとめ、去る 1 月 30 日に同提言書を環境省の自然環

境局長を通して石原伸晃環境大臣に提出しました。そ

の内容は次のとおりです。 

① 利用調整地区制度の導入 

自然環境保全のため、1日の入山者数を 5000人

(鳩待峠入山者数を最大 3000人、沼山峠を同 2000

人)に制限する。 

公園内の立ち入り手数料として、環境維持整備

金(入山料)等 1 人 1000 円を徴収し、登山道や木

道の整備等に充当する。 

② 湿原内における木道設置の再検討 

尾瀬の景観を損なうばかりか、湿生植物に多大

な影響のある木道は湿原外に移設すべきである。 

③ 環境省公認尾瀬ガイド制度の新設とガイド帯

同の義務付け 

環境省公認の尾瀬ガイド制度を新設し、認定さ

れたガイド帯同による入山・レクチャー受講を制

度化する。人数はガイドを含め 10人以内とする。 

④ 至仏山の全面入山禁止 

植生回復が確認できるまでは、入山禁止措置を

図る。自然環境が極度に劣化し、生態系が分断さ

れた箇所に対しては、自然再生事業の推進を強く

望む。 

⑤ 山小屋の在り方の検討 

湿原、沼に対して有形、無形の負の影響のある

山小屋は特別保護地区や特別天然記念物である

綾線内から移動すべきである。山小屋の経営者に

よるゴミの不法投棄は未だ解決に至っていない

ため、早急に対策を講ずべきである。 

 

環境省をはじめ関係機関では、こうした提言を真

摯に受け止め、その実現に努力され、破壊された尾

瀬の自然を回復することを願って止まない。 

 

※尾瀬を守る会/構成メンバー 

1997 年 4 月に、大石武一・元環境庁長官を初代代表として設

立した自然保護団体。現在は山林保護全国ネットワーク、尾瀬

自然保護指導員福島県連絡協議会、福島県自然保護協会、NPO

尾瀬自然保護ネットワークの 4団体で構成されている。  
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■ 群馬側 H25年（2013） 

第 3回入山指導等活動報告 

担当理事 清水 博之  

1. 日時 平成25年10月19日（土）7：00a.m.～2:30p.m. 

2. 場所 鳩待峠/尾瀬ヶ原 

3. 活動内容等 

至仏山にも雪が降り草紅葉も終盤となって、10月

12～14日の3連休で尾瀬は実質的なシーズンを終

えた。翌週 10月 27日には山の鼻ビジターセンタ

ーも閉鎖された。 

10 月 19 日土曜日夕刻から翌日にかけて雨の予

報もあって、入山者は少ない。 

それでも津奈木のゲートがオープンのため鳩待

峠駐車場は満車状態（140 台ほど）で、戸倉へ引

き返す車もあった。今年は 9 月の台風 16 号の影

響で紅葉状況も良くなく、特にツタウルシ、カエ

デ、ヤマブドウなど赤系の色がさえない。 

（1）200 部ほどのリーフレットとゴミ袋を配布しつ

つ入山指導、案内などを行う。 

（2）山の鼻「尾瀬ロッジ」前にはオランダガラシを 

はじめオオバコ,シロツメクサ、ヒメジョン、エ 

ゾノギシギシなど外来種の繁茂が著しいこと 

を確認した。すべての除去はむつかしいほどであ 

る。 

 

（アンケートに答えるハイカー 2013/10/19 鳩待峠） 

（3）富士山が世界遺産に登録され入山料問題が浮上 

したことに鑑み、尾瀬での入山料について聞き取 

りアンケートを実施し、70人の協力を得た。 

（集計結果は会報 Vol.16.No.3.2013-11参照） 

(4) 気温は 4℃（鳩待峠 7：00a.m.）から 7℃（山の 

鼻 12：00a.m.）と低く、チョウの飛翔は全く見る 

ことはできなかった。 

（5）この時季には草花の開花はなく、ツアー団体客

の入山は皆無であった。 

参加者名 

大山 昌克、小鮒 守、坂本 敏子、椎名 宏子、 

清水 博之、永島 勲、宮前 和夫、（以上 7名） 

■ 福島側 H25年（2013） 

第 5回入山指導報告 

担当理事 藤田 隆美 

日程/2013年 9月７日（土）～8日（日）  

「桧枝岐歌舞伎鑑賞」とバス添乗解説  

9月７日（土）ひのき屋に前泊し、「桧枝岐歌舞伎

の夕べ」を鑑賞した。翌８日（日）はバス添乗解説、

入山指導、活動協力金のお願いなどの活動をした。 

参加者は、高橋 喬、大山 昌克、伊藤 アケミ、 

深山 美子、藤田 隆美の合計 5名。 

9月７日（土）桧枝岐歌舞伎鑑賞 

桧枝岐村は人口 621人の小さな村である。この村に

伝わる桧枝岐歌舞伎は江戸時代より 270 年以上村人

の間で受け継がれてきた。上演される舞台は国指定重

要有形民俗文化財に指定されており、舞台は鎮守神の

境内にあり、舞殿で村の神に奉納する形で歌舞伎が上

演される。 

この日はおよそ 700人の観客が入り、辺りがうっす

らと暗くなりかけた午後 7時に開演した。 

およそ 2時間にわたり舞台清めの「寿式三番叟（さ

んばそう）」に続き「一谷嫩（いちのたにふたば）軍

記 熊谷陣屋の段」を上演した。これは、源平の争い

の中、平敦盛の首を打った熊谷直実が陣屋に戻ると妻

相模と敦盛の母藤の方がやってきている。藤の方は息

子を討った熊谷を討とうとするが、熊谷は敦盛の最期

を詳しく語り、敦盛の首を大将である源義経の前で首

実検する。間違いなくその首は敦盛であると義経は断

言する。 

役者の動きに合わせて、南会津町の室井一仁さんが

義太夫の生演奏と語りを披露して盛り上げた。 
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9 月 8日（日）バス添乗解説と入山指導  

朝 7時からバス添乗解説と入山指導、駐車場などの

清掃、活動資金協力依頼などの活動、また沼山峠口に

向かうバスの中では添乗解説を行う。 

ニホンジカがニッコウキスゲなど希少植物を食い

荒らす問題が深刻化し、生態系への影響や観光面での

打撃が懸念されている。9 月 3 日に新潟県魚沼市で開

かれた「尾瀬サミット」では、林野庁が大江湿原の周

囲約 3.5キロを高さ 2㍍の防護柵で囲う対策を来年度

実施する方針を打ち出したことや、外来植物の侵入問

題、湿原に白く小さく咲いているウメバチソウ、そし

て柴色の花はエゾリンドウとヤマトリカブトなど秋

の訪れを感じる花の話題。尾瀬での基本マナーを守り

ながら楽しい時間を過ごしていただきたいことなど

をバスの中で解説した。 

 

■福島側 第 6回活動報告 

10 月 11 日（金）～13 日（日） 

担当理事  藤田 隆美 

10 月 11 日（金）は桧枝岐村ひのき屋に前泊。翌、

12 日（土）（曇り）は早朝 7時 00分より 10時までバ

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う。その後、参加者全

員がキリンテ駐車場に移動し、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や紅葉の

ブナ林の自然観察を行った。 

ツバメオモトの分布調査では、標高の低い 1,563㍍

付近のツバメオモトの葉は茶色に変色しており、すで

に冬枯れの状況であった。登山道を先に進み、標高が

上がるにつれて緑の葉が残っているのが確認できた。

最上部に近づくにつれて、るり色の実がしっかりと付

いており、枯れ葉が遅れている様子がはっきりと確認

できた。 

   

（１０月には葉先から茶色に変化する） 

最終日 13 日（日）はバス添乗解説、入山指導、活動

資金協力のお願いなどを実施。 

朝、御池から沼山峠へと向かうバスの中から燧ヶ岳

の山頂付近が白く雪で覆われている様子が確認でき

た。 

参加者は 椎名 宏子、 初谷 博、 小鮒 守、 

 疋田 正博、 伊藤 アケミ、 坂本 敏子、 

 藤田 隆美の 7名 

 

 

（るり色に輝くツバメオモトの実） 

 

■最近の「尾瀬 news」 

○車両乗り入れ禁止 尾瀬・鳩待峠 第１駐車場 

「第 2」をメーンに 

環境省や群馬県、東京電力などでつくる「尾瀬国立

公園快適利用の促進（利用分散等）に関する小委員会」

が 19日、さいたま市の関東地方環境事務所で開かれ、 

鳩待峠口（片品村戸倉）にある第１駐車場への車両の

乗り入れを、3 年後をめどに禁止することを決めた。

約 100メートル手前にある第 2駐車場を拡張してメー

ンの駐車場とする。2013/11/20（上毛新聞 要旨） 

 

○東電、尾瀬の保有地売却せず 希少価値重視、 

荒廃回避 

東京電力が、見直し作業を進める新しい総合特別事

業計画（再建計画）で、尾瀬国立公園内の東電保有地

を売却資産に含めない方針であることが 27日、分か

った。東電はコスト削減策として、発電に関係ない不

動産や設備の売却を進めており、これまでに目標をほ

ぼ達成したことも、保有継続を後押しした。 

2013/11/28（共同通信 要旨） 
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○2013年尾瀬入山者数 34万 4200人 

（前年比 105.9％） 

鳩待峠 ：20万 8000人（60.4％） 

沼山峠 ：6万 5000人（18.9％） 

大清水 ：1万 8000人（5.2％） 

御池口 ：1万 5400人（4.5％） 

2014/01/16（環境省） 

 

 

 

 

■2014年 1月 25日（土）、東京において当会の全理事

参加のもと第 2 回理事会が開かれ、平成 26 年度の活

動計画案が議論されました。 

（討議事項）  

1．入山指導  

①群馬側（清水理事）、②福島側（藤田理事） 

2．調査活動 

①地球温暖化影響調査 … 初谷理事 

②外来植物調査/チョウの調査 … 清水理事 

③至仏山南道利用実態調査… 清水理事 

3.自然観察会および特別研修会 … 各担当理事 

4.尾瀬アカデミー｢指導員養成講座｣ …事務局 

5.尾瀬を守る会報告 

6.会計監査 

7.定期総会議案/特別講演等 

■通常総会日程 

通常総会は 2014/04/12（土）13：10 開催と決ま

りました。会場は大宮ソニックシティです。特別講

演は麻布大学獣医学部野生動物学研究室 南 正

人先生です。ニホンジカのお話を中心に、野生動物

管理についてお話をいただく予定です。講演後に親

睦会も予定されていますので、多くの方のご参加を

お待ちしています。事務局より改めて案内状（はが

き）を送付いたします。 

■2014年尾瀬アカデミー（尾瀬自然保護指導員養

成講座）の日程が理事会で決定 

 昨年度実施した 2回の現地研修、福島会場、群馬会

場の希望選択性は大変好評のため、本年も同じスタイ

ルで行います。募集要項は近日中にホームページに掲

載予定です。保護活動を共に行っていただく仲間がい

らっしゃいましたら、会員の皆さんよりぜひお声をか

けてください。 

第 1 回現地研修 

Ａコース（群馬会場）平成 26年 7月 12～13日 

               （1泊 2日） 

Ｂコース（福島会場）平成 26年 7月 19～20日 

               （1泊 2日） 

第 2回現地研修 

Ａ/Ｂ合同開催（尾瀬沼会場） 

平成 26年 10月 11～12日（1泊 2日） 

昨年度は福島コース 5名、群馬コース 5名が参加した 

フィールド研修を終了し、新たに 10 名の尾瀬自然保

護指導員の仲間が生れました。今年も多くの仲間が増

えることを楽しみにしています。 

事務局だより 

編集後記 

尾瀬を守る会会長の大石正光氏は、緑の地球防衛基金

理事長の要職に就かれ大変お忙しいスケジュールにも

かかわらず、会報へのご寄稿を快くお引き受けいただ

きました。大変感謝しております。 

緑の地球防衛財団は環境保全事業、特に森林破壊が著

しいアジアやアフリカのタンザニアなどで植林活動を

続けている公益財団です。皆さんも資金の一部となる

使用済みのカードや切手、書き損じのはがき等があれ

ば、同基金へ送って下さい。 

〒104-0033東京都中央区新川 2-6-16馬事畜産会館203 

「公益財団法人緑の地球防衛基金」  （大山） 
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