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自己研さんを重ねつつ、尾瀬の保全を考える 

『悲鳴をあげている尾瀬』 

                      理事長 磯部 義孝                     

保全と保護、どちらもそう簡単にできるもので

はありません。自然を守り保護や「保存」をして

いたとしても人の手を施さねばならない事態も発

生します。自然への人為的な負荷を最小限に食い

止めそしてそれを管理していくこと、それが保全

だと思います。 

 現在、尾瀬の保全状況は

どうなのでしょうか。「保全」

の意を少し調べて見ました。

『ある程度手を加えながら

管理し、人間のために自然

を守る』とあります。一方「保存」の意味は『も

ともとあるものに手を加えないで自然のために自

然を守る』とあります。 

私たちが今まで心を一つにしながら行ってきた

尾瀬の自然保護運動。「尾瀬の自然を守る会」から

引き継ぎ、尾瀬自然保護指導員ネットワーク、そ

して NPO 法人尾瀬自然保護ネットワークとして通

算半世紀の経過を目前に振り返ると、今なすべき

ことは何なのかを改めて考えさせられます。 

保全を考える中で当面の大きな課題は財源です。

それをどのように手当していけば良いのでしょう

か。「受益者負担」の原則であればハイカー向けの

入山料や「協力金」の徴収です。これらの財源を

基にトイレの管理費や木道の整備や付け替えなど

に充当し、さらに従来通りに環境省や地方自治体

（県）、東京電力などに予算を組んでいただければ

それほど難しい問題とも思われません。しかし一

つの大きな困難が発生すると思われます。山小屋

組合、地元町村の観光組合は真っ向から反対する

と想定され、これらの説得は今後の大きな課題と

考えられます。 

しかし大きな課題を克服することが、観光事業

で生き残る施策に直結する

はずです。そのことに地元

ではなぜ気が付かないので

しょうか。目先の収入に惑

わされていることはないと

信じますが、もう少し先を

見つつ、尾瀬を守ってこそが、自然と共生できる

道と思います。尾瀬の魅力が薄れ、訪れる観光客

の減少が露呈されれば一番困るのは誰なのであろ

うか、それはまさに死活問題となります。減少し

てからお客様の誘致を検討するのではなく、お客

様の方から訪れるような魅力ある尾瀬を維持しな

ければなりません。 

かつて「尾瀬の自然を守る会」（代表：故内海重

廣氏）時の提言（昭和 60年 6月）に沿い「大江湿

原の木道の付け替え」を要望したいと思います。 

今の大江湿原の木道は、湿原の中央に敷設され

ています。それらを湿原の外側、いわゆる山側に

付け替えを行うことを求め、踏圧に極めて弱い高

層湿原の保全に努めるべきと考えます。大江湿原

の高層湿原上の木道ルートは廃止し、湿原への影

響の少ない山ぎわ側に木道を設置した周遊型（一

方通行）への変更です。これにより湿原負荷の軽
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減、森林植生の侵入防止、「チシマザサやヤマドリ

ゼンマイ」などに対しての抑制効果と混雑期のハ

イカーの渋滞緩和など、湿原保全にとって好影響

を出せるとともに、これらの木道敷設は野生シカ

の湿原侵入防止にも繋がるものと考えられます。

このような施策を「保全」と言うのではないでし

ょうか。再度の要望を試みたいです。 

 また各地でエコツーリズムの取り組みが実施さ

れていますが、これらはあくまで商業ベースでの

取り組みであり、尾瀬においては自然保護上、手

放しで歓迎できるものではありません。ましてや

尾瀬は微妙な生態系バランスで支えられている特

別保護地区が核となった地域であり、手当たり次

第に観光客を呼び込む場所ではないはずです。 

今あらためて巨視的な眼で尾瀬を考えて見る必

要があると思います。異常気象（温暖化、エルニ

ーョ、ラニーニャ現象など）、人工物による湿原の

乾燥化（尾瀬沼の堰堤）、消えゆくニッコウキスゲ

（シカ食害）、山岳地域でのトイレ問題（携帯トイ

レブースの設置・管理）など、いずれも尾瀬の悲

鳴が聞えてくるようです。 

今われわれに何ができるのでしょうか。保全の

実行は私たちの力だけでは、なかなかできません。

それでも尾瀬を守って行きたいと思います。ハイ

カー向けに尾瀬の大切さを訴え、また現状を話し、

ご理解を得ることはできるのではないでしょうか。

啓発を通じて世論を動かすことも一つの方法です。

先ずは自ら尾瀬を学び、尾瀬をもっともっと知る

必要があります。楽しみながら学んでいきましょ

う。 

■7月 1日-尾瀬山開き（至仏山登頂報告） 

群馬担当理事 小鮒 守 

7月 1日は例年尾瀬の山開きです。当日の様子お

よび登山報告をします。今年は本来の山開き以前

に「至仏山」登山が開始されていました。 

○6 月 23日から保護財団ＨＰより 

至仏山登山道の一部閉鎖の解除について ～残雪期の植

生保護のため、至仏山登山道は６月３０日まで閉鎖となっ

ていますが、今年は過去に無い少雪で、登山道に残雪がな

いことから、登山道の一部について閉鎖を解除します～ 

今日は晴天、気温 23度で登山開始。風もなく素 

晴らしい一日でし

た。【写真/至仏山開きの

神事】 

登山行程：鳩待峠

(7:30)⇒至仏山登山口

⇒高天原⇒至仏山山頂

⇒小至仏山⇒笠分岐⇒鳩待峠(15:00) 

山頂では一週間前より、NHKハイビジョン放送用

の撮影を行っていたとバスのドライバーより聞き

山頂を目指しました。上空ではドクターヘリが轟音

を響かせ、山頂付近でホバリングを実施。今年もま

た『トイレ』は、小至仏の鞍部岩陰と笠ヶ岳の分岐

に散見されました。尾瀬を愛する登山者の皆さん、

「携帯トイレを持参しましょう」。もう、至仏山を

汚さないで！！ 

■群馬側 第 2回活動報告 

群馬担当理事 小鮒 守 

日時:2016年 7月 8日(金)～7月 9日(土) 

a.m7：00～p.m3：30 天候：雨、12.5℃（鳩待峠） 

前泊先の民宿

アップルを 6 時

50分出発。雨脚

がだんだんとひ

どくなり、鳩待

峠到着時は雨も強まり活動も制限されました。い

つもの広場でのテーブル使用ができないため、鳩

待山荘より休憩場使用の了解を受け、7時 30 分入

山指導を開始しました。 

ハイカーで休憩所は大混雑。入山指導にも力が

入りました。雨脚が一層強くなったため、松村指

導員と小鮒 2 名のみで、至仏山方面の登山道状況

の把握および自然観察を実施、残る指導員は引き

続き多くのハイカーに向け入山指導を行いました。 

●【至仏山南面登山道調査】 雨による浸食の状況 

浸食の深いところでは、大人の身長ほどまでに登

山道が削剥されている。【活動参加者:7名】飯沼、

小鮒、坂本、椎名、刀、永島、松

村 

カンパ:1000 円、リーフレット配

布:250/トイレアンケート 12枚 
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■福島側-第 3回-入山指導および 

ツバメオモト生育調査 

相談役 椎名宏子 

実施日：2016年 7月 16～17日   

15 日夜に尾瀬アカデミー講師の磯部理事長と鍋

山さんも参加して入山指導とバス添乗解説などの

活動をするために 12 名のネットワーク会員が桧枝

岐村に集まった。ひのき屋自慢の郷土料理を堪能し

ながら、話に花を咲かせ、二次会では、フランス花

火大会で起きた悲惨なテロ事件が話題となった。  

横田さんより、ご専門分野である世界の宗教の歴

史について教えていただいた。イスラム教とキリス

ト教、ヒンズー教などそれぞれの歴史的な流れの中

で、十字軍の遠征など、多くの争いが起きた。今で

も争いが続いている現状やイスラム国の問題など

多岐にわたるものであった。キリスト教、イスラム

教、仏教、神道など多くの宗教があるが、それぞれ

が求めている基本の理想や祈りは同じだと思うの

だが、いつの世も争いが無くならないのが現実であ

る。お酒をいただきながら、世界の情勢を踏まえて

尾瀬の今後の事や、ネットワークのこれからの活動

を話した“二次会”は良い勉強会になった。 

 翌 16 日の活動はツバメオモトの生育と分布状況

調査のために、初谷さんと藤田さんが大津岐峠方面

へと向かった。朝到着した佐藤さんを交え、御池を

拠点として１１時まで入山指導やバス添乗解説な

どを実施した。初めて福島側の活動に参加した須賀

さんは、先輩のバス添乗解説に何回か同乗して、良

い勉強になったと思う。 

天気に恵まれ多くの登山者で賑わった。午後は大

江湿原へ向かい、満開のニッコウキスゲを観察した。

坂本さんと椎名はスモウトリ田代から、車道へとシ

カの罠を探しに行ったが、登山道から発見すること

ができなかった。この日は御池ロッジに宿泊した。

17 日は入山指導とバス添乗解説などを行った。連

休のため駐車場は満杯となり、車両通行規制がかけ

られた。入山者は七入駐車場に車を止め、そこから

バスで移動する事態となった。多くの登山者で賑わ

う中で、横田さんがバス添乗解説にデビューした。

午前 11 時に小林さんと円谷さんを御池に残し（ア

カデミー講師 2名を待つために）今回の活動日程を

終えて解散した。 

（参加者 11名） 

小林ミヨ、坂本敏子、佐藤秀雄、椎名宏子、須賀邦

夫、円谷光行、永島勲、初谷博、疋田正博、藤田隆

美、横田隆 

◎今回の活動の中で、驚きのエピソードがありま

した。16日御池駐車場の奥、御池田代入口付近で、

ゴミ拾いをしていた坂本さんが、大きなスズメ蜂を

くわえた小鳥（モズ）に出会いました。動かないの

で携帯で写真を撮りましたが、逃げようとしないの

で、「おまえ何をしているの？ 車にひかれちゃう

よ」と言って手を出すと、何と手のひらに乗って来

たのです。坂本さんの優しさに安心しているのだと

思いますが、野鳥に躾けしたわけでもないのに。人

と野鳥が交わるとは嬉しいですね。またタイミング

良くブナの森ミュージアムの渡邊さんが写真に収

めて下さり、ＰＣに載せて下さいました。これがそ

の時の写真です。 

 

【スズメバチをくわえ、坂本指導員の指にとまるモズ】 

■温暖化影響調査（2016.7.16） 

「ツバメオモト生育調査」 

      担当理事 藤田隆美、初谷 博 
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桧枝岐村は昨日の雨が嘘のような静かな朝を迎

えました。 

定宿の「ひのき屋」で 6時においしい朝食をとり、

6 時 45 分にキリンテ近くの駐車場から登り始めま

した。この登山道は大津俣峠を経由して会津駒ケ岳

に登るコースとして利用されておりますが、古くか

ら村民が新潟側の出作り小屋に通うルートとして

も、大事に手入れをされてきました。 

昨夜の雨を全く感じさせない足元は、付近に生育

するトチの大木やブナ林など広葉樹林帯の恩恵で

あると思い、ありがたく登りました。 

 最初の目的地点は、ツバメオモトの群落のスター

ト地点である標高 1,550ｍ付近になり、標高差 500

ｍを 1時間 30分の好調なペースで登りました。 

 この調査を始めて 7年になりますが、初年度の調

査で発見された 1,350ｍ付近のツバメオモトの個体

は現在消滅しております。 

 ナビを頼りに緯度と経度をチェックしながら、

1,558ｍ地点に到着しました。最初の群落は 3 年前

の調査では 18株あったものが 9株に減少しており、

この地点から上の群落も明らかに密度が薄くなっ

ています。 

 1,650ｍから 1,700ｍ位の間に大きな群落があり、

1,700ｍ位からマイヅルソウやハリブキの群落に植

生が変わってきます。ツバメオモトの最上部の群落

は 1,756ｍ付近にあり、3 年前の 6 株から 7 株にわ

ずかながら増殖しているものの、笹の繁茂で心なし

かひ弱に見えます。この地点から上部には群落はな

く、実を付けた個体が 2株あるのみです。 

 この調査は 6 月の芽吹き時は残雪が多く難しい

場合があり、10 月には霜により観察する葉が消失

してしまうなど７月が最適なシーズンとなります。 

 8年間と長期に渡り調査を行っていますが、明ら

かに「温暖化の影響」と証明できるデータとはなっ

ておりませんが、群落のわずかながらの変化は見て

取れると思います。（初谷 博記） 

 

 

【最下部の群落：2 年前の半減】 

 

【最上部の群落：少し増えているが元気が無い】 

 

 

 

 

 

 

 

【最下部での記録撮影・同行者藤田氏】 

 

 

 

 

 

■『山の日』制定記念企画イベント 

指導員 菅野文子 

国民の祝日が改正され本年度より 8月 11日が『山

の日』と制定されました。趣旨は『山に親しむ機会

を得て、山の恩恵に感謝する』とされています。 

 これを受けてたくさんの方々に自然と親しんで

もらおうと、私が勤務する会社にお知らせの掲示を

依頼したところ、日頃から尾瀬に行きたがっていた

参加希望者があらわれました。 

 また福島で生まれ育ちながら、尾瀬に行ったこと

がないという私の友人たちの参加もあり、出発地か

らの『初めての尾瀬体験-同窓会ツアー』となりま

した。 

 気軽にご参加を････とは言ったものの最低限の

準備である、帽子、雨具、長袖長ズボン、歩きやす

い履き馴れた靴をお願いしました。 
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 当日はお天気に恵まれ、沼山峠までのバス添乗解

説は私が担当しました。沼山峠で念入りな準備運動

の後、円谷さんのガイドで出発しました。8月半ば

ながら爽やかな空気の中、頭上から聞こえる鳥の声

に感動し、初めて目にする植物の名前のメモをとる

など、それぞれに楽しみながら進みました。 

 

(参加者の感想) 

①初めての尾瀬でした。過酷な山登りをイメージし

ていましたが、ガイドさんが親切に説明してくれて

安心して大自然を感じながら歩くことが出来まし

た。心身共にリフレッシュしたので、また行きたい

なと思いました。 

②初めての尾瀬行きですが、「自然はいいなぁ」と

しばらくぶりに思いました。また行きたいです。 

③天気にも恵まれ、清々しい１日を送ることが出来

ました。機会があれば今度は山に登ってみたいと思

います。 

④日頃運動していないのと、山を甘くみていたので

皆さんの足を何度も止めてしまいました。これを機

に痩せて、次回迷惑がかからないように参加したい

です。 

＜山の日企画：応募ご参加者 7名＞ 

 初めて尽くしの尾瀬体験でしたが、参加したみな

さんのいい笑顔が一番嬉しかったです。 

               ＜追伸＞ 

 初めてといえば、

沼山峠の上でシャ

クジョウソウ (錫

杖草)を見つけま

した。（写真） 

 

 

 

参加者（8名）： 磯部、大山、熊田、庄司、菅野、 

円谷、刀、鍋山 

 

 

 

■ 群馬側-第４回-活動報告  

群馬担当理事 小鮒 守 

日時:2016年 9月 2日(金)～3日(土) 

a.m7:00～p.m3:30 

天気 晴れ  気温 21度 

活動内容：入山指導/トイレアンケート/尾瀬自然ガ

イド（鳩待峠） 

快晴の中、鳩待峠へ到着(7：30)後、鳩待山荘へ

活動のご挨拶と活動資材の保管をお願いする。定位

置に案内看板、テーブルを設置。今日が本年最終の

活動日となる。鳩待峠の広場は静かで穏やかな活動

日スタートとなった。 

夏の花も終わ

り、紅葉もま

だ早いためか

登山者は少な

い。 

活動開始間

もなく、谷川

岳警備隊の 2名が入山指導に見えられた。 

尾瀬は入山中の怪我(遭難)が、群馬県内第一位で

あるためと聞く。我々の活動は事故防止の意義もあ

るので、今後ともコースガイドをきちんと伝えてい

きたい。 

9時近くになると中学生の一団が 130名ほどで訪

れてきた。群馬県主催の「尾瀬学校」の学習とのこ

とである。話を聞くと、なんと私の母校である木瀬

中学校の生徒さん達と聞き驚いた。 

けが人が出たと聞き一時は心配したが、大した怪
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我ではなかったたようで一安心した。 

入山指導後は、山ノ鼻の見本園および牛首方面へ

自然観察を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な花：ヒツジグサ（紅葉）、オゼコウホネ（紅葉）、

ウメバチソウ、ミヤマアキノキリ

ンソウ、エゾリンドウ、ナナカマ

ド、オクトリカブト、ゴマナなど

が色鮮やであった。 

 

 

活動成果：リーフレット/350枚  

トイレアンケート/9枚  

活動参加者（7名） 飯沼、磯部、大山、小鮒、 

坂本、須賀、円谷  

 

■ 特別研修報告「月山登山」 

～豊かな自然と地域創生の模索～ 

相談役 永島 勲 

実施日：9月 9日（金）～11日（日）2泊 3日 

月山は山形県の中央部にあり鳥海火山帯の南端

に位置する半円形の成層火山。磐梯朝日国立公園の

「特別保護地区」に指定されている。 

出羽三山（羽黒山、月山、湯殿山）の最高峰で、

山頂（1,984m）には月山神社本宮がある。 

また、なだらかな山容と深雪により春スキー（4

月～7月）の山としても知られている。 

《登山報告》 

コース：志津＝スキーリフト～姥ヶ岳～牛首～月山

（登り約 2時間 30分） 天候：雨・霧 

前夜からの雨のため終日雨具を着用。しかも濃霧

で視界は数メートルしかない。悪天候にもかかわら

ず登山者は多かった。 

月山は森林限界が低く姥ヶ岳（1,670m）は、山頂

部が湿原となっている。尾瀬のアヤメ平を連想させ

る。 

登山道は石畳や木道で整備されていて歩きやす

い。霧の彼方から聞こえてくる「ホラ貝」の音が信

仰の山を一層印象付けた。 

山頂直下の大石の混ざる急登には、ひとしきりの

汗をかく。山頂は風も強く寒い。強固な石垣に囲ま

れた本宮の建物群は、天空の要塞のようで違和感を

覚えたのは私だけではないだろう。 

雪田植物は雪渓が残っていれば春・夏・秋の花が

同時に観られるのだが、今年は雪が少なく観察出来

た主な高山植物はウメバチソウ、タカネトウウチソ

ウ、イワイチョウ（黄葉）､エゾオヤマリンドウ、

ハクサンイチゲ､ヨツバシオガマなどであった。 

《座学：月山の自然および講話》 

初日の宿は登山口に近い西川町志津の「清水屋旅

館」、2日目は西川町大井沢の「江戸屋旅館」。 

西川町は一冬の累積積雪量が 15 メートルを超え

るほどの豪雪地。両宿ともキノコ料理と山菜、芋煮

鍋やナメコ汁などの自然の恵みと美味しいご飯に

全員が大満足した。 

①大山副理事長から月山の自然の特徴「偽高山帯」

（緯度と豪雪と強風による植生の変化）などについ

て学ぶ。 

②江戸屋旅館のご主人「佐藤耕二」氏の講話『大井

沢の歴史と地域活性化の取り組み』。 

宿近くの大井沢湯殿山神社は、往時には「日本七

大霊場」の一ヶ所にも数えられ、ここから出羽三山

へ向かう行者の列は「湯殿まで笠の波打つ大井沢」
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と詠まれたほど賑わっていた。その名残か大井沢に

は 9軒の旅館がある。 

 西川町でも人口減少と超高齢化の問題に直面し

ている。その対策に「Iターン」（注）の推進など、

様々な地域活性化策を模索している。まさに日本の

経済社会問題の縮図ではないかと感じた。 

《見学：月山周辺の博物館等》 

鍋山理事の案内により山形県立自然博物館（月山

中腹のブナ林の中にあり、月山の火山による成り立

ちと多様な自然を詳細に解説・展示）、大井沢自然

博物館（西川町自然と匠の伝承館＝動植物昆虫の標

本と自然素材を活かしたモノづくりを展示）、月山

湖（寒河江ダム＝ロックフィルの多目的ダム）の高

さ日本一の噴水と月山の写真展、大江町交流ステー

ション（左沢＝アテラザワ＝駅の囃子屋台）及び楯

山公園（最上川舟運跡の展望台、別名「日本一公園」）

などを見学。 

（注）I（アイ）ターンとは、都会出身者が地方に

移り定住すること。 

 

参加者：安部晃樹、伊藤アケミ、大山昌克、菅野文

子、円谷光行、永島勲、永島八千代、鍋山智之、疋

田正博、古山賢一（非会員） 

※下線は担当幹事 

【補足】 鶴岡市や西川町など月山周辺の５市町村

は現在、ユネスコの『月山ジオパーク』認定を目指

して、推進活動に取り組んでいます。そのキャッチ

コピーには『雪・風・大地のおそれとめぐみ』とあ

ります。 

■特別研修報告「芳ヶ平湿地群-自然観察会」 

群馬担当理事 佐藤秀雄 

実施日：10月 1日（土）～2日（日） 

群馬県の北西部、中之条町と草津町に広がる芳ヶ

平湿地群は草津白根山（標高 2,160m）の火山活動

に大きく影響を受け形成された湿地、河川、池沼群

でラムサール条約に登録されている。 

現在「白根山湯釜」の火山噴火警戒レベルが引上げ

られ、湯釜火口から概ね１ｋｍの範囲が入山規制さ

れている。このため今回は澁峠から芳ヶ平に入り、

芳ヶ平ヒュッテを経由して草津温泉におりるルー

トを選択した。 

10月 1日（土）くもり        

初日、草津天狗山スキー場駐車場に集合し、ワン

ボックス 1 台に乗り合わせてチャツボミゴケ公園

へ。「チャツボミゴケ」とは強酸性火山性水域に生

育するめずらしい苔。

なかでもここは東アジ

ア最大級の群生を形成

し、その環境や生態系

が評価され、周辺の自

然資産とともにラムサ

ール条約に登録されて

いる。 

【写真：チャツボミゴ

ケ】 

公園内には木道が整

備され、群生地を間近

に見ることができる。

深く澄んだ緑色の世界はとても神秘的だ。 

チャツボミゴケの観察後は、宿泊先の澁峠ホテル

に移動。国道 292 号の渋峠には日本国道最高地点

（2,172m）があり、芳ヶ平湿原を俯瞰できる一大展

望地がある。残念ながらこの日は濃霧に阻まれ何も

見ることができなかった。 

 澁峠ホテルは群馬県と長野県の県境をまたがっ

た大変珍しくユニークな宿として有名。ちょうど建

物の真中で分かれている。我々が泊まった部屋は長

野県側、階段を降りて群馬県側の暖炉で珈琲を飲む

といった感じ。 

宿に着くと早速、小鮒理事が準備してくれた資料

で芳ヶ平湿地群とラムサール条約についての事前
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勉強会を実施し、翌日の活動に備えた。 

10月 2日（日）くもり時々晴れ 

朝 8時、澁峠登山口（2,152m）を出発。標高差約

1,000m、距離にして 8.5kmの山下りの始まりだ。澁

峠からの下山ルートはよく整備されていて歩きや

すい。前半は大小の岩がゴロゴロした登山道だが、

途中からは木道や階段の道になる。登山道の脇には

シラタマノキの独特の白い果実が目立っていた。今

の季節、花は少ないが芳ヶ平湿原は尾瀬とは規模は

違うものの、花期にはたくさんの花が咲いていたで

あろうと思う。植物は草紅葉となり、湿原に秋色を

つくっていた。透明な池塘の湖面は周りの針葉樹林

の緑を写しだし、静寂に包まれている。 

この間、行き交う人は皆無。尾瀬と比べるとたいへ

ん静かな山域で、ゆったりとした山歩きを楽しむこ

とができた。 

 標高が低くなりカラマツ林に入ると、横笹の分岐

で林野庁と環境省の調査員がアンケートを行って

いた。入山者数の違いはあるにしても、このエリア

は全体的によく管理されている。 

 芳ヶ平湿地群は尾瀬同様、四季折々で楽しめそう

な場所だと感じた。 

（参加者）伊藤アケミ、大山昌克、小鮒 守、佐藤

秀雄、坂本敏子、清水博之、永島 勲、長島睦世 

 

 

 

10 月で現地活動はすべて終了しました。多くの

指導員のご協力のもと充実した活動ができました。

雨天に泣かされたこともありましたが、事故なく怪

我なく一定の成果が生まれました。次年度も尾瀬の

フィールドで、お会いできることを楽しみにしてい

ます。ありがとうございました。 

■福島側「親睦会」開催について 

2017年 1月に親睦会（1泊 2日）を企画予定して

います。詳細は 12月に決定します。 

お問い合わせは藤田理事まで（090-5359-0752） 

（E メール）thanat33tyamat@docomo.ne.jp 

■第 1回理事会開催（11/19予定） 

今年度の活動総括および次年度の活動方針や具

体的活動計画を協議するため、11月 19日に東京に

て理事会を開催します。 

（議案） 

平成 28年度活動報告 

平成 29年度活動計画（概案） 

平成 29年度総会日程等 他 

【お詫び】 

8月発行会報による福島側活動（5/20～22）の参

加者氏名の内、指導員/伊藤広志氏のお名前を失念

しておりました。申し訳ございませんでした。 
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来春より尾瀬学術調査が始まります。2017年～3

年かけた調査です。大規模な調査は今回が4回目、

約20年ぶりとなり、生物や環境保全に詳しい50～

60名の専門家が参加します。基礎研究（動植物の

リスト作成など）と重点研究（温暖化、気象など）

の2つの柱がメインテーマであり、小型無人機ドロ

ーンも活用し地形や生物を調べ、またシカ食害の

生態系影響も探るそうです。自然が目に見えて変

質してから、慌ててその対応に奔走することが多

いため人工物（木道や尾瀬沼の堰堤など）の生態

系影響調査も加えて欲しいです。（大山） 
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