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尾瀬国立公園「負の遺産」の実態
～負の遺産は完全撤去して公園外へ～
理事長
尾瀬の「負の遺産」とは、昭和 46 年以前に山
小屋関係者により特別保護地区内に「大量に投棄
されたゴミ」及び「ゴミ焼却炉跡周辺の埋設ゴミ
や焼却灰」を指す。尾瀬の「負の遺産」は、関係
者の協力により尾瀬国立公園の誕生（2007 年 8
月）前後に撤去作業が実施された。
しかし、ゴミの撤去は未だ完了せず、放置され
たままである。今回はこの尾瀬の「負の遺産」の
実態について取り上げ、その問題点を指摘したい。

負の遺産の実態
負の遺産は山の鼻、見晴、赤田代、尾瀬沼東岸

尾瀬沼東岸のゴミ焼却炉跡地

勲

一方、沼尻のゴミの大量投棄現場は尾瀬沼北岸
の沼尻休憩所（2015 年 9 月焼失）より少し北の
森林内にある。180 平方メートル程の広さがあり、
中心部のゴミ（５ｔ）は撤去されたが、周辺部に
は取り残されたゴミが分厚く堆積している。

ゴミは完全撤去して公園外へ
これらの負の遺産は、2006 年及び 2007 年に
地元行政機関、尾瀬保護財団、山小屋組合、東京
電力及びボランティアによる撤去作業が行われ、
ヘリで公園外に搬出した。ボランティアによる撤
去作業には当会の会員も多数参加し、膨大なゴミ

同左、地表に露出した埋設ゴミ

及び沼尻の５地区にあり、沼尻以外は山小屋など
が集中している場所である。2004 年に廃棄物処
理法違反で有罪となった長蔵小屋の建築廃材の
不法埋設は、当時の社会に大きな衝撃を与えた。
尾瀬沼東岸のキャンプ場近くのゴミ焼却炉跡
地は森林が 500 平方メートル程切り開かれてい
る。奥側は地面が深く掘られ、そこからは赤茶色
に濁った水が染み出している。この濁水の水質は
未確認であるが、環境汚染が心配である。
裸地化した焼却炉跡地の中央部には埋設した
ゴミ類（錆びた空き缶、空き瓶、ビニールなど）
が多数地表に露出している。跡地には重機もある
ので、機械によるゴミの撤去作業も可能だ。

永島

同左、重機（ショベル・カ―）

の搬出に協力した。その後も当会では尾瀬沼周辺
の負の遺産を毎年確認しているが、ゴミは未だに
完全に撤去されず、大量に取り残されている。
2015 年 3 月、折しも環境省は尾瀬沼東岸にあ
る尾瀬沼ビジターセンター周辺の再整備計画を
発表した。2016 年度に着工し、当初の工期を短
縮して 6 年で整備する計画である。
この再整備計画において尾瀬沼東岸の焼却炉
跡及び沼尻の「負の遺産」を公園外に完全撤去す
ることを強く訴えたい。併せて焼却炉跡地は元の
森に復元することを要望する。
（中央の写真：2015 年 10 月 11 日、大山昌克氏
（左右の写真：2015 年 6 月 13 日、永島

勲

撮影）

撮影）
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■平成 27 年度

道はなく、ぬかるみが多く､所どころ石畳がある。

群馬県側-第 4 回-活動報告
担当理事 小鮒 守

また沢にかかる木橋の整備もなされ、以前より歩
きやすくなった。旧道に身を置き、自然との関り

日時:2015／10／17(土)a.m7:00～p.m3:30

を自身の足で考えてみたい。ツリバナ、マユミ、

天候：曇り時々雨、８℃（鳩待峠）

カエデ類、カツラ、ミズナラは最後の輝きである。

場所:鳩待峠/旧沼田街道

【活動参加者】 小鮒 守、坂本敏子、椎名宏子、

入山指導および携帯トイレアンケート、旧沼田街

清水博之、長島睦世

道（一之瀬~大清水巡回）
【概要】
小雨降る中、7 時より活動鳩待峠駐車場にて入

※

【2015 携帯トイレ-アンケート調査】一部抜粋

・目的：トイレ設置のない至仏山における、

山指導用ブースの設置。この時期草紅葉は終盤で

携帯トイレの認識度合調査

あり、加えて雨模様のため入山者の出足は鈍い。

・実施日：2015 年

第二駐車場は整備工事のため使用中止であり、そ

・ヒアリングメンバー：尾瀬自然保護指導員（当会会員）

のため峠に 20 台ほどの駐車場が設けられている。

・実施場所：鳩待峠、至仏山入山口等

7/12、7/25、10/17

当日開催のフォローアップ研修でアヤメ平の調

No

設問

査が行われるため、当初の予定を変更して、旧沼

No.1

至仏山への登山は、今回で何回目

初めて

66（53.6％）

田街道の巡回調査および低公害車の利用状況を

でしょうか。該当番号に〇を付け

2 回目

21

確認する。

てください。

3 回目～4 回目

18

5 回以上

18

（回答/123 名）

【入山指導】
尾瀬も晩秋で、ダケカンバの葉も散りはじめ、

No.3

紅葉も草紅葉も冬支度の様。入山指導では、リー
フレット（150 枚）、ピンバッチ協力（１名）、至

No.5

仏山携帯トイレアンケート（24 枚）※なども実施。

選択肢

回答数

至仏山にトイレがないことは、ご

はい、知っている

117（82.9％）

存知ですか？

いいえ、知らない

24

（回答/141 名）

至仏山登山で「携帯トイレ」は、

はい、必要

99（71.7％）

必要だと思いますか？
いいえ、不必要

39

あなたは、「携帯トイレ」を至仏

持参していない

93（75.6％）

山登山に持参していますか

持参してきた

27（21.9％）

同行者が持参

3

（回答/138 名）
No.6

（回答/123 名）

No.7

今回登山中に、用を足しました

いいえ

か？（大小問わず/入山口トイレ

はい、用を足した

を除く）

その他

108（87.8％）
12（9.7％）

●トイレアンケートに回答するハイカー2015/7/12
（回答/123 名）

【旧沼田街道を巡回調査】
10 時 30 分鳩待峠より下山し、大清水へ移動。

No.10

帯トイレを使用しますか？

大清水から低公害車両に乗車し一之瀬へ向かう。

（回答/132 名）

11 時 30 分着。乗車した低公害車両は、クリーン
ディーゼル車であり、電気自動車と比べるとエコ
とは言えない。

トイレブースが設置されれば、携

No.11

携帯トイレに関する
ご意見や要望など

はい、使用する

3
114（86.3％）

いいえ

6

わからない

12

ブースと回収ボックスの設置を
汗をかくので不必要
女性は必要

一之瀬登山口から大清水へ旧街道を巡視。この

北海道の山（利尻山など）を参考に

時期の旧道はミズナラの巨木やカエデ・モミジの

山のトイレは真剣に考えた方が良い

紅葉に圧倒されるが、カツラの落ち葉の心地よい

他多数

においも感動的である。一之瀬からの旧道には木

※アンケート調査は 2016 年度も実施します。
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す。

■活動の柱と土台

＜「尾瀬の自然を守るカード」の加入促進＞

～当会のレベルアップ～

現状はこの資金助成があって尾瀬の保護活動が

事務局長/理事 円谷光行
●活動の柱は『人材』

成り立っています。尾瀬の保護活動を支えるため
未加入会員の皆様の加入と、すでに加入されてい

NPO 尾瀬自然保護ネットワークでは通常の入

る方は、知人、ご家族への加入のお勧めなどにご

山活動に加え、会員の質的向上を目指す特別研修

理解ご協力を頂きたいと思います。クレジットカ

や調査研究および観察会など『フォローアップ研

ード＝「地球にやさしいカード」の加入促進を図

修』を毎年実施しています。2016 年も環境保全の

っています。

知識集約や各自のレベルアップに資する企画を実

■（株）セディナ様より各種保護団体に寄付

施します。ぜひ積極的にご参加ください。

「地球にやさしいカード」発行の（株）セディ

■最近の主な特別研修や調査研究・観察会など
年

主要な各種フォローアップ企画

参加者数

平ヶ岳登山（植生観察）

2014

49

動を始めています。
「尾瀬の自然を守るカード」は、

「アヤメ平」植生復元状況観察

14 種ある「地球にやさしいカード」の一つです。

チョウと植物の自然観察会（湯の丸）

お手数と思いますが、ぜひカードのご加入を検討

アサギマダラのマーキング調査（小桟敷山）

28

至仏山積雪期調査

願います。
＜利用額の中から 0.5%配分＞
助成金は「地球にやさしいカード」の利用額の

渋沢大滝地区植生観察

2012

献）の一環として、1991 年より各種団体に助成活

生物多様性観察会（奥日光）

「アヤメ平」植生復元状況観察

2013

におけるコンシューマーファイナンス事業の中核
企業です。その（株）セディナ様は CSR（社会貢

残雪の大江湿原観察
2015

ナ様は、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）

38

中から 0.5%が自動的に（公益財団法人）緑の地球

至仏山南面登山道調査

防衛基金様を通じて保護・研究団体へ寄付されま

蒲生岳登山（植生観察）

す。

尾瀬沼残雪調査

28

寄付金額の 30％は各テーマ（14 種）に均等に分

「アヤメ平」自然観察

配され、残りの 70％はテーマごとのカード利用実

笠ヶ岳植生調査
2011

17
尾瀬沼残雪調査

績に応じて配分されます。
■お申込書およびパンフの同封

奥只見地方自然観察
2010

＜寄付の配分額は・・利用実績など＞

42
至仏山登山道調査

●活動の土台は『資金』
＝カード加入・利用を

28 年度総会通知及び会報送付の封筒に、パンフ
レット・申込み用紙を同封しております。またセ
ディナ様の HP より直接申し込みも可能です。

当会の運営として入山指導、各種調査事業、ア
カデミー研修事業などに加え一部旅費の助成など
にも多くの経費が必要なことはご存知と思います。
当会では会員会費では賄えきれない多くの経費を、
緑の地球防衛基金様から助成を受け運営されてい
ます。この助成金は、尾瀬ネットワークの自然保

・詳細は下記に Web で参照してください！

護活動を支える大変重要な活動資金となっていま

http://www.cedyna.co.jp/eco_repo/index.html
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■『山の日』制定記念企画イベント（案）
8/11 が『山の日』と制定され祝日となります。
当会では記念イベントとして、尾瀬の魅力を存分
□2016 年（平成 28 年）通常総会の日程

に知ってもらうため、当会指導員によるガイド（無

開催予定日：2016/04/09（土）

料）を実施予定です。福島/群馬同時開催です。募

場所：大宮ソニックシティ 902 号室

集要項などは HP に掲載します。

時間：13：10～17：00

■2015 年尾瀬入山者数 32 万 6100 人

多くの方のご来場をお待ちしています。事務局

（前年比+1 万 700 人）2016/01/20（環境省発表）

より改めて案内状（はがき）を送付いたします。

・鳩待口：19 万 5400 人（59.9％）前年比+18600

■第 2 回理事会開催

・沼山口：5 万 7000 人（17.5％）前年比-14500

2016 年 1 月 30 日（土）、東京において第 2 回理

・大清水：2 万 1200 人（6.5％）前年比+2700

事会が開かれ、平成 28 年度の活動計画案が議論さ

・御池口：1 万 6000 人（4.9％）前年比+1600

れました。（以下、主な討議事項）
1．入山指導

編集後記
ブナやミズナラの群落、クマ棚まで散見できる旧道

①群馬側（清水理事）
、②福島側（藤田理事）

（沼田街道）の散策は、尾瀬の大きな魅力の一つと思

2.「山の日（8/11）」制定記念企画･･･事務局

う。フィトンチッドが充満しているこの旧道 3ｋｍの

3．調査活動

道のりを、車で動いてはこの魅力は味わえない。

①地球温暖化影響調査 … 初谷理事

2015 年から大清水～一之瀬間（約 3Km）において、

②外来植物調査（分布状況調査）清水/藤田理事

タクシー会社 4 社による営業運行が始まった。6 月か

③チョウの調査/アヤメ平-植生観察･･清水理事

ら 10 月まで期間で 121 日間営業、入山下山合わせて 1

④至仏山携帯トイレ導入啓蒙…清水理事

万 7979 人（1 日平均約 150 人）が利用したそうだ。せ

4.自然観察会および特別研修会 …各担当理事

っかく尾瀬に来たのだから、旧道へも足を伸ばし、森

5.2016 年尾瀬アカデミー…事務局

林浴を楽しみながら、尾瀬の歴史を振り返って欲しい

6.予算編成に係る概案･･･伊藤理事

ものだ。････何か残念な気がする。（大山）

7.役員改選････永島理事
8.地球にやさしいカード推進･･事務局/大山理事
9.通常総会議案････永島理事

NPO 法人

■2016 年“尾瀬アカデミー”

尾瀬自然保護ネットワーク

（尾瀬インタープリター養成講座）の日程（案）
昨年度実施した 2 回の現地研修および福島、群
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発行人：永島

勲

馬のコース希望選択性は大変好評でした。保護活

編集担当：大山昌克

動を共に行っていただける仲間がいらっしゃいま

Web 担当：鈴木誠一

したら、皆さんよりぜひお声かけください。

■本部事務所（事務局）

第 1 回現地研修（1 泊 2 日）A/B コース希望選択
Ａコース（群馬会場）平成 28 年 7 月 9～10 日
Ｂコース（福島会場）平成 28 年 7 月 16～17 日
第 2 回現地研修（1 泊 2 日）
Ａ/Ｂ合同開催（尾瀬沼会場）
平成 28 年 10 月 8～9 日

2016 年 2 月 20 日

〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町 19 円谷様方
電話/FAX

0248-94-5003

■群馬支部
〒371-0846 前橋市元総社町 2－21－12

小鮒様方

電話/027-251-1089
Web: http://www.oze-net.com/
お問い合わせ info@oze-net.com<info@oze-net.com
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