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尾瀬ガイド協会加入の経緯 

理事/事務局長 円谷 光行

≪尾瀬認定ガイドの必要性≫ 

平成１８年ころ日光国立公園（現在尾瀬国立公

園）において利用者に安全で快適な、質の高い自

然体験を提供するため、高いガイド技術と正確な

救急法を備え、尾瀬と周辺地域の魅力を解説でき

る知識と能力を持ち、自然保護の原点ともいえる

尾瀬において自然保護の精神や環境保全、適正利

用への理解と啓発を行うガイドを育成、認定しよ

うという方針が環境省から打ち出された。 

≪加入の条件≫ 

当初はガイドを主体とした団体、保護活動され

ている団体等を含めて、一定指導講習会等受けた

者をガイドに認定とする案が出されたこともあっ

た。当ネットワーク内では、経験を積んだ者も多

くこの検討案に期待をした。 

平成２０年５月２０日に尾瀬ガイド協会が発足

され尾瀬保護財団事務局内（群馬県庁）に設置さ

れた。しかし最終的に規約により、いくつかの条

件が生まれ、受講資格要件は群馬、福島、新潟の

県内に本部事務所があるガイド団体と保護活動団

体に限定されることとなった。 

≪福島県尾瀬自然保護指導員連絡協議会に加入所

属し、受講≫ 

 当時の本部事務所は東京都千代田区永田町の㈱

SEC ビル内であっため、資格要件の条件に合わず

止むを得ず、福島県自然保護指導員連絡協議会に

所属して受講。磯部、初谷、松前、藤田、円谷の

尾瀬認定ガイド希望者 5 名は平成２１年に受講。

①筆記試験②ガイド・救急法の実践（尾瀬地域で

２日間）③上級救命士の資格取得をクリアして尾

瀬認定ガイドとなった。認定期間は３年間、更新

には延べ 3 回の講習が求められる。このころ当ネ

ットでは本事務所の移転等が検討され、平成２２

年４月１７日の通常総会において福島県鏡石町へ

移されたが、協会には加入しないまま福島県自然

保護指導員連絡協議会に所属してきた。 

≪尾瀬ガイド協会加入の薦め≫ 

時は流れて今年に入り、尾瀬ガイド協会福島支

部（事務所-桧枝岐村）からガイド協会の加入の薦

めがあり検討していました。長く当会の懸案事項

でもあり、今回お世話になった団体から独立し、

NPO尾瀬自然保護ネットワークとしてガイド協会

加入申請を決めました。その旨ガイド協会福島支

部に申請、総会（４月６日）を経て承認を受けま

した。 

認可条件は「有資格者の３名以上」であり、磯

部氏、高槻氏、円谷の 3 名が現在有資格者となり

ます。また佐久間治光さんは尾瀬ガイド受講中で

あり、「上級救命士」取得および「筆記試験」もパ

スされたそうです。来る９月２６日～２７日の「実

技検定試験」に合格すれば、尾瀬ネットワーク所

属の認定ガイドは４名となります。 

資格取得は、尾瀬保護活動におけるインタープ

リテーシヨン（自然解説）や安全管理に大いに生

かされると思います。 
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●福島側-第１回活動報告 

福島側担当理事 佐久間治光 

日時 ５月１９日（土）～２０日（日） 

１９日午前７時、気温７度。冷たい霧雨降りし

きる中の活動となった。さっそくテント設営する

も、連日の不安定な天候のため、入山者は極端に

少ない。本日の添乗解説・入山指導数２１名、何

ともさびしい結果であった。 

早々にテントを撤収し御池田代へミズバショウ

の開花状況調査。湿原では流れに沿ってミズバシ

ョウ、リュウキンカが順調に開花していたが、シ

カの踏み跡らしきもの発見。雪解けが早い分、侵

入も早いと思われる。途中燧ケ岳登山口の木道沿

いには、エンレイソウ、ズダヤクシュも控えめに

足元を彩ってくれた。 

 

場所を替えスモウトリ田代へザゼンソウの開花

状況調査。昨年、大山副理事長に案内していただ

いた場所になぜか姿なく、奥まった木道の反対側

に 2 ヶ所のダルマ発見、静かに存在感を放ってい

た。ショウジョウバカマ、ヒメイチゲ、タテヤマ

リンドウ、エンレイソウ、ワタスゲ、リュウキン

カ、ミズバショウなど今が盛りと彩っていた。帰

路、磯部理事長から大津岐ダムへの導水管につい

て現地説明受ける。定宿の「ひのき屋」に帰る途

中、桧枝岐村歴史資料館で村の歴史を学び、宿で

は旬のおもてなし料理を心行くまで堪能した。 

２０日午前７時、気温５度と寒い。御池駐車場、

草木の上にうっすらと雪が･･･。また大杉岳も雪景

色。この日も入山者少なく、本日の添乗解説・入

山指導数２３名と少なかったが、多くの参加者を

得て貴重なお話もいただき有意義な２日間であっ

た。皆さんお疲れ様でした。 

 

（参加者 12 名）飯沼巳好、磯部義孝、伊藤広志、

伊藤佳美、佐久間治光、菅野文子、円谷光行、 

刀 光夫、永島 勲、鍋山智之、藤田隆美、横田 

隆 

●福島側-第２回活動報告 

福島側担当理事 鍋山 智之 

日時 ６月９日（土）～１０日（日） 

 ９日午前７時、気温１５度曇り時々雨。本日は

２班に分かれての活動となる。第２班は初谷副理

事長と佐久間理事がともにツバメオモトの定点観

察のためキリンテ登山口から大津岐峠目指して入

山。第１班は通常活動のため御池へ向かう。心配

された天候も徐々に回復し、入山者も増えてきた

ように思われる。本日の添乗解説・入山指導数１

９６名。 

 

 御池での通常活動後、午後からオサバグサを求

めて帝釈山へ。１３時御池出発、車２台で馬坂峠

へ。ダートな林道を１５ｋｍ、県境の馬坂峠を目

指す。 

  １３時４０分 馬坂峠着入山 

  １４時５０分 帝釈山頂着 

  １５時４５分 馬坂峠へ下山 
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 馬坂峠の駐車場は２０台くらいが駐車可能であ

るが、到着が午後だったためか駐車していたのは

数台であった。立派なトイレも完備しておりすぐ

に入山する。 

 入山口から足元に可憐で清楚なオサバグサが見

え始める。例年は６月中旬が見頃であるが、今年

は約１週間程度早く咲き始めていたようであった。

山頂に近づくにつれてオサバグサは少なくなる。 

 木道脇から左右の林の中に、びっしりとオサバ

グサの群落があるはずだが、密度が少し薄くなっ

ているような気がした。 

 樹林帯の中を木道や木階段が山頂手前まで整備

されており、約１時間で２０６０ｍの帝釈山頂。

山頂からは３６０度展望が効くが、この日は晴れ

てはいたが雲が多く、日光連山や会津駒ヶ岳・燧

ケ岳そして安達太良や磐梯・吾妻などが遠くにか

すんでいた。 

 田代山から縦走してきた登山者も含め、１０人

前後が入山。静かなオサバグサ鑑賞登山であった。 

 １０日午前７時、くもり時々晴れ。御池にて参

加者全員で通常活動。本日の添乗解説・入山指導

数１５２名。 

（参加者 9名）磯部義孝、佐久間治光、菅野文子、

高橋絹江、高橋美帆、円谷光行、刀 光夫、鍋山

智之、初谷 博 

 

●福島側-第３回活動報告 

福島側担当理事 佐久間治光 

日時 ７月１４日（土）～１５日（日） 

14日午前７時、快晴。絶好の尾瀬日和となった。 

本日はアカデミーの開校式、円谷事務局長と鍋

山理事は開校式の準備にかかる。 

早朝より押し寄せる車・車・車･･･ 

添乗解説も初谷副理事長を皮切りに永島さん、坂

本さんとベテランの先輩たちが次々に満席となっ

たシャトルバスに乗車、活動開始をする。 

 午前9時には御池駐車場が満車（400台）となる。

晴天が後押しするのか、押し寄せる入山者の中に

は、初めて燧ケ岳を目指す登山者が多く見受けら

れた。登山ルートの確認をする人が多かったこと

から、ガイドブックのコースタイムは健脚者向け

のタイムであることから無理をしないこと、コー

ス上には水場がなく、少なくても１リッター以上

の水の準備が必要であること、下りのコースはい

ずれも滑りやすく歩き方に注意することなど安全

管理について指導する。 

 しかしながら、午前 11 時近くに 30 名のツアー

登山客が燧ケ岳へ出発。長英新道を下り尾瀬沼で

泊まるとのこと。あまりの無謀さに言葉が出なか

った。心配だ････。 

本日の添乗解説・入山指導数 340名。 

 午前中の活動を終え、上田代までの散策をする。

途中御池田代ではシカの食害も散見された。上田

代ではキンコウカ、トキソウ、サワラン、ワタス

ゲが咲き乱れ、正面には平ケ岳をはじめ越後の

山々が顔を出してくれた。 

 ステージは出来上がり昼食です。定宿ひのき屋

のおいしい弁当とおばさんが準備してくれた笹も

ちも加わり最高のランチタイムでした。 

 15日（日）午前 6時 40分、本日も快晴。 

本日も御池駐車場は満車状態であり、シャトル

バスは不定期に発車するという。磯部理事長を皮

切りに初谷副理事長、永島さん、坂本さんとベテ

ランの先輩たちがバスに乗り込み活動を開始する。

お疲れ様でした。 

本日の添乗解説・入山指導数 445名。 

（参加者 10 名）安部晃樹、磯部義孝、伊藤広志、

伊藤佳美、坂本敏子、佐久間治光、高橋絹江、刀 

光夫、永島 勲、初谷 博 

 

■外来植物「オオハンゴンソウ」の駆除 

作業に参加して 

福島側担当理事 佐久間治光 

主催者 公益財団法人 尾瀬保護財団 

1.日時：平成 30年 7月 7日（土） 

     午前 9時～午後 3時 

2.場所：小沢平登山口周辺（国道 352号線沿い） 

3.参加者及び参加人数 

  環境省、会津森林管理署、福島県、桧枝岐村、

東京電力 HD㈱、公益財団法人尾瀬保護財団、
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尾瀬ボランティア、企業ボランティア等 24名 

4.駆除を行う外来植物 

環境省指定-特定外来生物 

   オオハンゴンソウ（キク科北米原産） 

5.駆除の方法 

根こそぎ除去した後、焼却処分 

尾瀬保護財団より協力要請があり、当ネットワ

ークより鍋山智之氏、菅野文子氏、佐久間治光の

３名が参加して上記日程で行われた。 

 午前９時、尾瀬保護財団の原嶋次長より挨拶、

続いて目崎事務局長より具体的な駆除方法の説明

があり作業開始する。 

 小沢平登山口から１００ｍの範囲内の除去との

ことであるが、根の張りが地中深く、また笹の中

まで入り込んだオオハンゴンソウの除去は、予想

をはるかに超える作業となった。作業も順調に進

み財団事務局より午前中での作業終了が告げられ

た。除去されたものは袋に詰められ、桧枝岐村の

準備したトラック２台分の量となった。尾瀬橅ミ

ュージアムの渡辺館長も参加しており、地元の人

によると、秋になると国道沿いが一面黄色い花で

埋め尽くされるとのことから、継続的かつ効果的

な外来植物の侵入予防対策を進めることが重要で

あると痛感した。 

 

 

【オオハンゴンソウ】 

国立環境研究所 

侵入生物 DBより 

 

 

 

 

■群馬側活動のご報告 

■第1回活動  

群馬側担当理事 小鮒 守 

（前泊）6月1日（金）～2日（土） 

（1泊2日で計画） 

入山指導後は、尾瀬ヶ原の大混雑を避け、アヤ

メ平の自然観察を予定。 

朝7時の気温15度、快晴。龍宮旅館を出発のころ

には、もう既に戸倉の駐車場は第一、第二ともに

満車（計530台）。タクシー運転手さんは今季最高

の入山者を予想し、スノーパーク尾瀬戸倉駐車場

（900台）にも入れているとのこと。 

鳩待山荘へご挨拶後、入山指導のブースを設置。

テーブルなどのブース設置用備品は、山荘の地下

倉庫に保管を依頼しているが、雪解け水侵入によ

る影響もなく、無事運び出す。 
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今年の尾瀬ヶ原は雪解けが例年に比べ1～2週間

早く、ミズバショウの開花もほぼ終了した。入山

者の期待がミズバショウであり、「ミズバショウは

どうですか？」の問いには「最終盤ですよ」と答

えるしかない。ツアー客であふれる鳩待峠には関

西方面や台湾の方々が特に目立つ。 

自然観察会は快晴のアヤメ平に向かった。こち

らはハイカーも少なく、横田代では最盛期のミズ

バショウが出迎えてくれた。また雪が残る周囲の

山々を堪能しながらの昼食は、格別のものがある。

遮るもののない大パノラマを十分に満喫はできた

ものの、足元の大きな傷跡が未だ癒されてない現

状を見るに付け実に残念に思う。長期にわたり湿

原植生復元作業を継続されているが、20年、30年

の年月が経過しても未だ「復元」と呼べる状態で

はなかった。 

早春の花々（ミズバショウ・ワタスゲ・チング

ルマ・タテヤマリンドウ・ショウジョウバカマ・

イワカガミなど）が横田代やアヤメ平では盛りを

迎えていた。 

参加者（5名）：伊藤（ア）、大山、小鮒、長島、 

藤澤 

 

■（群馬側-第 1 回活動） 

活動に参加して 

指導員（2017 年入会）藤澤 一博 

 

2018 年 6 月 2 日-群馬側第 1 回活動の初参加を

しました。久しぶりの晴天とあって、尾瀬は今季

最高の人出となりました。 

入山指導ではネットワークのリーフレット配布

とともに安全な入山と環境保護の呼びかけを行い、

何人かの旅人たちの意識改善を図ることができま

した。 

余りに軽装な入山者も目立ち、人々の「尾瀬」

への認識が変わってきていることに改めて驚きま

す。 

入山者の波もピークを過ぎ一段落したところで、

私たちはアヤメ平へ。ここは下界の鳩待峠や尾瀬

ヶ原の喧騒とは全く違い、まさに「静かな尾瀬」

そのものでした。 

踏み荒された湿原復活のため平成元年に建てら

れた看板が痛々しく、あれから 30 年が経ったのに

何も変わっていない。失ったものの尊さを改めて

感じます。 

 

至仏山と燧ヶ岳に挟まれ、湿原の植物は今まさ

に咲こうと首を伸ばしているところでした。下（尾

瀬ヶ原）では既に終わりかけたミズバショウもこ

こでは今が盛り。私たちのためにささやかな感動

を用意してくれていました。 

わずかな時間でしたが身も心もリフレッシュで

き、楽しいひと時を過ごすことができました。 

 

■第2回活動  

群馬側担当理事 小鮒 守 

活動日：（前泊）6月7日（木）～8日（金） 

（1泊2日で計画） 

入山指導後は、尾瀬ヶ原へ樹木観察および外来

植物調査の2つの班に分かれ活動をする。 

前回の活動日（6/2）に引き続き、今日も快晴。

気温16度の中、鳩待山荘前に入山指導のブースを

設置。 

恒例となっているツアー客の長い行列が続くが、

ほとんどが登山というよりも軽ハイキングか観光

地めぐりのような装備で入山しているのが気にか
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かる。 

 

鳩待峠は第一駐車場の車両乗り入れ規制に伴い、

一部が緑化された。この「植生再生地」が外来種

の見本市となっているのが残念である。 

鳩待峠から山の鼻への登山道は、良く手が行き

届いているというか、ブナの古木伐採や下草刈り

が過剰と思えるほどである。峠近くの登山道坂道

に2本のブナの巨木が門のように並んでいた。通称

「尾瀬の門です」とガイド氏がよく紹介していた

箇所であるが、片側は根元から切られ倒されてい

た。また木道沿いにあったシラネアオイの大きな

株もきれいに刈り取られている。そのような箇所

は外来種植物の侵入場所となる可能性もあり、裸

地化した箇所は山の鼻の小屋周辺にまで散見され

る。当会の調査では鳩待峠～山の鼻の山小屋周辺

に、30種以上の外来植物が確認されている。ユキ

ザサ、エンレイソウ、ゴゼンタチバナ、タテヤマ

リンドウ、シャクナゲ、シラネアオイなどが見ご

ろを迎えた。 

参加者（7名）：大山、小鮒、坂本、椎名、須賀、

鈴木、横田 

 

■（群馬側-第 2回活動） 

初めて活動に参加しました！ 

指導員（2017 年入会）鈴木恵里子 

 

6月 8日、昨年のアカデミー研修後初めて活動に

参加しました。ミズバショウは終盤の為か、晴天

にも関わらず鳩待峠の入山者は少なめでした。早

朝は個人、7時過ぎからはガイド付き団体が増え、

私たちのブースには尾瀬に初めて来た人たちが多

くやってきたように感じます。 

入山指導では日帰り可能なコースや、地図上の

コースタイムの見方を説明しました。またコース

タイムと実際にかかった時間を比べることで自分

のスピードを把握し、行動するようにアドバイス

しました。「尾瀬、初めてです」と嬉しそうに話

す人たちを見ると、私自身も嬉しくなり、是非と

も尾瀬を満喫して欲しいと思いました。 

 

＜コテングクワガタの群生＞ 

外来種調査では、私は全く戦力にならなくて、

坂本さんと大山さんに教えていただくばかりで、

メモ帳は外来種の名前で一杯になりました。その

中で強く印象に残っているのは、山小屋前に咲く

「コテングクワガタ」の群落です。スギナやオラ

ンダガラシと共に陽の光を浴びてキラキラ輝き、

可愛らしくて絵本の挿絵のようでした。外来種と

いえども可愛い花である事には変わらず、下界で

咲いていたら良かったのにとさえ思います。でも、

ここは咲いて欲しくない場所です。多くの人たち

に踏まれ種子がどれほど拡散してしまうのだろう

か、と危機感も覚えました。 

自然観察

中、樹林帯

でイチヨ

ウランを

初めて見

ました。登

山道脇の

手が届く場所にひっそり 2輪咲いていました。ず

っと会いたいと思っていただけに感激しました（※

写真）。本来は針葉樹林帯の花らしいのですが、尾

瀬ではブナ林に多いのだそうです。また、ほんの

り甘い香が漂う（どの植物の匂いか分からないの

ですが）湿原では、ミズバショウ（終盤）、リュ

ウキンカ（終盤）、スミレ類、ヒメシャクナゲ、

タテヤマリンドウ、チングルマ、ミツガシワなど
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が咲き、ワタスゲの実はもう少しで真丸くなると

ころ。春から夏へと移り行く尾瀬を感じました。 

 

■第3回活動 

群馬側担当理事 小鮒 守 

活動日：（前泊）6月29日（金）～30日（土） 

（1泊2日で計画） 

入山指導後は尾瀬ヶ原を周遊する「自然観察会」

を計画。 

前日から続く雨が気になる中、旅館を出発。気

温は16度、今回は3名の活動であるが、みんな気合

が入っている。 

新緑はいつの間にか夏の葉に置き換わり、初夏

のさわやかな香りに包まれている。

 

ミズバショウの季節も過ぎ、入山者も減り静か

な峠を味わえた。入山指導を終えて尾瀬ヶ原へ向

かう。途中ツバメオモトやシャクナゲが見事に咲

いていた。 

尾瀬ヶ原に出ると夏の太陽が容赦なく照り付け、

熱中症が心配されるほどである。上田代はカキツ

バタの群落が続き、足元にはコバイケイソウ、花

数は少ないがニッコウキスゲが3人を迎えてくれ

た。竜宮小屋で昼食、午後はヨッピの吊り橋経由

で牛首、山の鼻から鳩待峠の経路で約17kmの尾瀬

を堪能した。 

 

眼に飛び込んでくる花々として、タニウツギ、

シャクナゲ、ツバメオモト、コバイケイソウ、カ

キツバタ、ワタスゲ、トキソウ、ウラジロヨウラ

ク、オゼコオホネなどが見ごろを迎えていた。み

なさん、お疲れ様でした。 

参加者（3名）：小鮒、長島、永島 

■第４回活動 

群馬側担当理事 小鮒 守 

活動日：（前泊）7月5日（木）～6日（金） 

（1泊2日で計画） 

入山指導後は、至仏山方面での植生観察を計画。 

 

気温14度、雨のち曇り。 

前日からの大雨で活動開催が心配されるほどで

あったが、雨も小止みとなり実施。入山者も少な

く、第2駐車場は当初より閉鎖とのことである。 

入山指導後は翌日（7/7）より行われる尾瀬アカ

デミー（群馬側）の至仏山登山ルートに沿って、

植生観察および登山道荒廃状況の確認に向かう。 

至仏山東面道である鳩待峠→（2.3Km）→原見岩

（標高1902ｍ）までの自然観察は小雨が降る中で

はあったが、花の至仏山でもあり多種多彩の高山

植物に出会えた。また今年のコバイケイソウは「成

り年」ではないかと思うほど良く咲き、また花芽

も多い。 

 
東面登山道の一部は水流による深堀状態の水路

と化し、既に人の背丈を超え、大雨であれば人が

水没してしまう箇所もある。早急な対策が必要で
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あり、もう待ったなしの状況と改めて思う。ルー

ト付け替えの話や、昨年には「植生に優しい木道

を尾瀬保護財団が試験設置」などの記事が新聞に

掲載されていた。果たしてどう進捗しているのか、

惨事が起きてからでは遅いのだが、心配だ。 

参加者（4名）：大山、小鮒、須賀、横田 

 

 

 

●2018 年度活動は計画通り順調に進み、尾瀬でお

会いできる回数も少なくなってきました。年度後

半の企画へも引き続き積極的にご参加ください。

お待ちしています。 

 

日程 企画  

8/24～25 蝶の観察/外来種 群馬側 

9/1～2 安達太良山登山研修 福島側 

9/28～29 尾瀬ヶ原の草紅葉/外来種 群馬側 

10/6～7 尾瀬沼散策/バス添乗 福島側 

10/13～14 
2018 第 2 回 

尾瀬アカデミー（合同研修） 
福島/群馬 

 

●尾瀬アカデミー（2018）が今年も開かれました。

福島県はじめ、東京、埼玉、群馬各県から 8 名の

方が参加されました。（群馬側-3 名、福島側-5 名） 

（男性 3 名/女性 5 名） 

第 1 回研修は、群馬側 7/7～8、福島側 7/14～15

の期間に開かれ，尾瀬でフィールド研修を受けて

いただいております。第 2 回目の研修は群馬側、

福島側合同で行われる予定です。（10/13～14） 

尾瀬アカデミーのご報告は、次回（2018/11/20

発行）の会報紙面でご案内します。また併せて新

指導員のご紹介も紙面でご案内予定です。 

 

 

編集後記 

9月 10～11日に尾瀬沼ヒュッテで「尾瀬サミット」が開催さ 

れる。尾瀬ビジョンが 10年ぶりに改訂され、その尾瀬サミット 

でお披露目されると聞く。入山者数の減少など社会環境の変 

化に伴う課題の対応策などが、新ビジョンに盛り込まれるそう 

だ。どのような方針が出されるのか、どのような箇所が変更に 

なるのか、実に興味深い。 

今後の尾瀬を考えるには、生き物の視点、利用者の視点、地 

 域視点という 3つの視点を座標軸に置き、その方向性とそのバ 

ランスを考える必要がある。生き物の視点を軽視し、利用者と 

地域の視点を過大とするようなバランスを欠いた方針のために 

壊された自然を私たちは多々見ている。利用者と地域の身勝手 

な行為は、微妙なバランス上で生息する生き物（＝生態系）を 

瞬時にして破壊してしまう。開始より 50年を超えたアヤメ平の 

植生復元事業は「壊わすのは簡単かつ瞬間」であり、「復元は 100 

年単位」ということを雄弁に物語っている。他山の石とすべき 

である。主役は、やはり尾瀬に暮らす生き物であり、その生き 

物の環境を十分に配慮した利用が必須と思う。（大山） 
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