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コロナウィルス騒動と尾瀬―そして私たち 

理事長  磯部 義孝 

 

昨年の晩秋あたりから燻っていた「新型

コロナウィルス」が、年明けとともに猛威を

振るい始め、世界的な規模で感染拡大の事

態となりました。わが国では、初の「緊急事

態宣言」が発動され、すべての人の行動に対

し自粛という制限が設けられ、病院、学校は

じめ社会は混乱に陥りました。これらの影

響は、私たちの愛する尾瀬の山岳地域まで

広がり、夏山開きは次々と中止に至りまし

た。 

私たちの活動は通常ならば、4 月に総会

を開催しています。その総会で活動計画案

のご承認を受け、5月の連休から、残雪調査

はじめ現地の活動が始まっています。とこ

ろが今年は、総会開催もままならぬ状況と

なりました。「三つの密」を避けろ、大勢の

集会自粛、ソーシャルディスタンスなどの

言葉が飛び交う中、当会も予約した総会会

場の変更から始まり、受け付をした会場側

から「逆キャンセル」もありました。また当

会のみならず、大手企業の総会ですら、総会

参加の自粛要請や 30 分終了などと、未だか

つてない事態となりました。 

そのような中で、私たちは総会だけは開

催したいと考え、理事長の自宅を会場とし

て開催しました。他県をまたぐ移動の自粛

要請もあり、「三密」を避けるため少人数の

総会としました。本来は多くの方のご参加

をお願いしている総会ですが、まさに逆パ

ターンでした。総会終了後の記念講演も中

止しました。講師の方には次年度にご講演

をお願いする予定です。 

今年度は役員改選の時期と重なりました

が、出席会員のご協力のもと総会議案は全

て決議・承認され、終了いたしました。 

・尾瀬の現状 

7 月 1 日に尾瀬入山が解禁となりました

が、山小屋やふもとの旅館、民宿は半数程度

しか営業をしていません。営業を始めた宿

泊施設も、コロナ感染予防対策のため、予約

数の制限を優先した小屋開きです。 

しかし尾瀬にとってはどうでしょうか。

尾瀬の主役である自然は、コロナなどどこ

吹く風とひたすら雪解けを待ち望んでいた

はずです。ハイカーが殺到するミズバショ

ウの時期に入山していたのは、山小屋関係

者、尾瀬沼ビジターセンター工事関係者と

レンジャーだけではないでしょうか。本来

の静かな尾瀬で、ミズバショウは夢見て咲

いていたことでしょう。     
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・ニホンジカの食害 

ひと気の少ない静かな尾瀬。小屋周辺も

人の気配はまばらな尾瀬であったと思いま

す。シカの食害はどうだったのか気になり

ます。毎年ネットワークメンバーもシカ柵

の設置にボランティアとして参加していま

したが、今年はその要請がなく気になって

いました。たぶん森林管理局を中心にシカ

柵の設置はされたものと思います。また少

しずつ回復してきたニッコウキスゲの食害

も気にかかります。 

夏の尾瀬で活動をしたいですね。会員の

皆様と尾瀬で再会を楽しみにしています。 

 

大江湿原＝2020/7/5撮影-鍋山智之理事 

■第 17 期通常総会 

（2020 年 6月 13 日開催） 

・会員数：102名・会場：理事長宅 

・総会出席者数 9名・委任状：55名 

【議案】 

〇第 1号議案 

・2019 年度活動報告 

〇第 2号議案 

・2019 年度会計・監査報告 

〇第 3号議案 

・役員改選 

〇第 4号議案 

・定款の一部改正、附則内部規程の設置 

〇第 5号議案 

・2020 年度活動計画（案） 

〇第 6号議案 

・2020 年度予算（案） 

＜決議/通知＞ 

〇「通常総会議案書＜原案＞」は、６月１３

日に総会にて承認・可決されましたことを

お知らせします。 

〇コロナ禍の影響があり、事業は 8 月まで

延期・中止と致し、事業再開は 9 月よりと

致します。9 月~10 月の活動日程は最終決

定次第、HP 上に順次登録いたします。 

 

■役員改選 

役員の改選が行われました。新理事に、 

刀 光夫氏、須賀邦雄氏が就任されました。

退任理事は円谷光行氏、伊藤佳美氏です。円

谷、伊藤両氏には、監事として引き続き当会

を支えていただきます。 

〇改選された方々 

・新任役員 

刀 光夫氏（理事） 

須賀邦雄氏（理事） 

・退任役員 

円谷光行氏 

伊藤佳美氏 

・就任監事 

円谷光行氏 

伊藤佳美氏 

・退任監事 

長島睦世氏 
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須賀邦雄氏 

上記以外の役員は再任されました。 

＜通知＞ 

〇主たる事務所変更のお知らせ 

新・主たる事務所住所 

 〒962-0402  

福島県須賀川市仁井田字大谷地 378-1  

電話/Fax  0248（94）5003 

電話番号変更なし（磯部工務店内） 

〇事務局長変更 

（新）事務局長 磯部義孝（理事長兼務） 

（新）事務局次長 大山昌克  

・メールアドレス（大山） 

oh-yah-mm@jcom.home.ne.jp  

電話/Fax  048-622-1907 

―新任理事のご紹介 

・刀
とう

 光夫さん(栃木県) 

新型コロナ

ウィルスの感染

拡大は多種多様

の分野におよび、

会員の皆様にも

行動の自粛制約など、日々の生活にも大き

な影響を受けている事と思います。只々新

型コロナウィルスの終息を願うばかりです。 

さて、6月 13 日に開催されました通常

総会にて理事の任命を受けました。誠に恐

縮の思いです 私がＮＰＯ法人尾瀬自然保

護ネットワークに所属する切っ掛けは、月

刊誌「山と渓谷」の募集広告欄に奥利根自然

センターが主催する尾瀬自然保護指導員養

成講座でした。早速応募しましたが平日の

みで３回に分けての受講は計 7 日間の講座

でした（１９９８年第 2期修了）。その後「尾

瀬自然保護指導員福島県連絡協議会」に加

入して燧裏林道（尾瀬御池～渋沢温泉小屋

～小沢平）を重点的に反復学習の研修でし

た。２０１３年尾瀬アカデミー（指導員養成

講座）を受講後、ＮＰＯ法人尾瀬自然保護ネ

ットワークの自然保護指導員となり現在に

至っています。多くの先輩方々はその道の

専門家であり、研究者ですから、色々な事が

学べると思います。今の尾瀬を後々の世代

に残しておくためにも、多くの自然好きの

人々に関わってもらいたいと思います。こ

の素晴らしい尾瀬の自然を学び、楽しんで

当ネットワークの発展に寄与したいと思い

ます。御教授の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

・須賀邦雄さん（千葉県） 

磯部理事長より電

話があり理事就任の

依頼がありました。

最初は、どのような

ことをするのか、私に務まるのかなど迷

いましたが、会に何らかの貢献をしない

といけないのではと思いお受けいたしま

した。 

私は、東京で生まれ育ち結婚を期に千

葉県野田市へ来ました、そこには地域山

岳会が有り入会しました。その後腰を痛

め沢登りや冬山へ行かなくなりましたが、

高山植物や自然への思いが募り、東電で

募集していた戸倉地区の植林に参加した

りしていました。その時に尾瀬保護財団

のボランティア活動を知り、こちらは今

も席を置いています。 

ネットワークへは、２０１４年に入会

して活動しています。活動といいまして

mailto:oh-yah-mm@jcom.home.ne.jp
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も諸先輩の後を付いているだけなので、

自分でも出来る自然保護を訴えられる事

をしようと考えていますが、何から手を

付ければ良いのか、なかなかわからない

状況です。 

尾瀬国立公園内の登山道は、未だ歩い

ていない箇所もありますので、すべて歩

こうと思います。また、仲間を増やしたい

という思いで、会のことをより多くの人

に知ってもらうために、会のフェイスブ

ック（尾瀬自然保護で検索）を作りました

ので、ぜひ当会の活動などを投稿してい

ただきたいです。今後ともよろしく御教

授下さい。 

■久方ぶりの尾瀬 

福島側担当理事 鍋山 智之 

7月5日（日） 

新型コロナ感染防止で入れなかった尾瀬

に、桧枝岐御池からやっと入山。登山自粛

や介護で、山ストレスがたまる一方だった

がいいタイミングでの入山。 

例年だと「尾瀬自然保護ネットワーク」

の活動開始は4月末のゴールデンウイーク

頃となる。そのころに尾瀬沼まで入山し、

残雪状況などを観察していた。しかし今年

は新型コロナ問題で入山できない状況が続

いていた。 

7月1日からようやくシャトルバスも動

き、久しぶりに尾瀬の草花にも会いたくな

り日帰りで尾瀬沼迄出かけた。桧枝岐に入

ると、道の駅手前の大きな「歓迎の門」に

なぜか覆いが掛かっていた。修理？それと

も新コロナ対策で入村ご遠慮の意味？と思

いながら6時過ぎに道の駅着。早朝のせい

もあり、車が少なくちょっと寂しい感じ

で、御池方面へ行く車も少なかった。前日

は雨だったので今日は少ないのかと思いな

がら御池着。今日の天気は曇り。気温は

18℃。駐車場は8時でガラガラ、四分の一

くらいしか埋まっていない。やっと入山可

能になったのでもう少し混んでいるかと思

ったが。・・・。今シーズンから「二時間

駐車無料」と「駐車コイン利用」は廃止、

便利だったのに残念。 

シャトルバスは通常どおりに運行。しか

しバス代は値上げされていて片道600円

に。バスの乗降口には消毒用のスプレイ容

器があり、運転手さんや乗客が手指を消毒

してからの乗車。もちろん車内はマスク着

用。マスクもいろいろあってカラフル。電

気バスに20人程度乗車した。 

沼山峠の駐車場のトイレは使用できた

が、休憩所売店はまだ閉鎖。直ぐに入山開

始。足元の草花を見ながら樹林帯を進むと

間もなく大江湿原。湿原入り口付近にはシ

カ柵が設置。今年は関係者のみで6月中旬

に作業。いつもなら、ボランティアも総動

員しての作業だが既に終わっていた。 

シカ柵設置により大江湿原の食害はずい

ぶんと減ったが、抜け道もあってか、沼近

くの湿原には（いつもの場所だが）しっか

りとシカたちが前夜楽しんだらしい「ヌタ

場」ができていた。 

翌日に浅湖湿原を朝通過した友人によれ

ば、そこはシカ牧場やシカの保育園と化し

ていたとの話。「沢山いるんだ！」 シカ

の食害防止や外来植物の除去に、どれだけ

われわれ人間ができるのか、大きな問題を

抱えているのが現状。 
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樹林帯から大江湿原までの間の木道脇に

は、ゴゼンタチバナ、アカモノ、ツマトリ

ソウ、ギンリョウソウなどがいつものよう

に咲いて楽しませてくれた。湿原は水芭蕉

も終わり、ワタスゲが一面に広がり風にな

びいていた。タテヤマリンドウ、ヒメシャ

クナゲ、ニッコウキスゲ、コバイケイソ

ウ・、レンゲツツジ、ヒオウギアヤメなど

が開花していた。 

少し休憩後、三平下まで足を延ばした

が、沼南岸ルートが閉鎖のためもあって行

き交う入山者はかなり少ない。ルート閉鎖

の案内を見逃してか、沼一周を考えて来て

は見たものの、引き返す入山者もちらほ

ら。ここでのんびりと、小鳥のさえずりを

聞きながら昼食を摂る。     

 

「新ビジターセンター」の工事もだいぶ

進んでいたが、ヘリポート周辺にはまだ重

機もあり雑然とした状況。現在のセンター

内は展示物がかなり少なくなり、聞けば

「密」を避けるためとのこと。ここでも新

型コロナ対策が浸透。スライドショーは、

その場がそれこそ「密」になるのでまだ決

めかねているようであった。 

元長蔵小屋の北側の燧ケ岳を望むビュー

ポイントにベンチが数個あったが、取り払

われ広い板張りと階段となり、そのまま展

望デッキ迄木道が続いていた。入山解禁明

けの初の日曜日で、多くの入山者を予想し

て出かけたが、天候もあまりよくなく静か

な尾瀬歩きができた。また村内は、観光客

が少なくひっそりとした感じだった。 

 

 

 

 

 

■活動再開 9 月より 

新型コロナ禍により活動を中止していまし

たが、9 月より再開します。（予定） 

群馬側 9/10（木）、10/4（日） 

福島側 9/12（土）、10/10（土） 

 

※ご参加予定者は、担当理事へ連絡のこと 

群馬側/小鮒理事/090-8855-2609 

群馬側/須賀理事/080-5009-3519 

福島側/佐久間理事/090-7665-6327 

 

■事務局移転のお知らせ 

（新）事務局が移転しました。 

新事務局住所 

〒962-0402 

福島県須賀川市仁井田字大谷地 378-1 

（磯部工務店内） 

電話/Fax 0248-94-5003（電話は変わりません） 

Web：http://www.oze-net.com 

 

事務局だより 

http://www.oze-net.com/
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■尾瀬アカデミー 

昨年 10 月尾瀬アカデミーは、台風 19 号

（令和元年東日本台風）の影響で中止を余

儀なくされました。今年は 2020年 10 月 10

日に実施予定です。また今年度の尾瀬アカ

デミーはコロナ禍のため中止と致しました。

ご参加予定の 6 名の方々には、次年度のご

参加を期待しています。 

■深刻な尾瀬を支える仲間 

尾瀬は高山、森林、湿原、湖沼など自然の

多様さに魅力があるとともに、そこに生息

する植物にも大きな違いがあり、季節ごと

に尾瀬独得の風景を作り上げています。植

生はじめすべての生きものは、尾瀬を支え

る貴重な仲間です。確認された尾瀬の植生

の内、約 250 種が絶滅危惧種、希少種です。 

ふくしまレッドリスト（絶滅のおそれの

ある野生生物の種のリスト）が公表されま

した（2020 年 4 月）。そのリストの中にテ

ングクワガタ（オオバコ科）があり、今回

「絶滅危惧Ⅱ類」からカテゴリーランクが

変更され、「絶滅危惧ⅠＢ類(EN)」となりま

した。「絶滅危惧ⅠＢ類(EN)」とは「ⅠA 類

ほどではないが、近い将来における野生で

の絶滅の危険性が高いもの」と定義をされ

ています。 

第 4 次尾瀬学術調査中間発表によれば、

欧州原産の外来亜種「コテングクワガタ」は

「すべての山小屋周辺で生育して、株数は

テングクワガタの 10 倍以上あり、一部では

二つの種が交雑している」とのこと。ヘリコ

プター基地のある御池や大清水にはコテン

グクワガタの群落があり「山小屋への物資

や工事用資材搬送の際に運び込まれた可能

性が高い」と指摘しています。また「外来種

と混じり合うことで、在来の純粋種が絶滅

する恐れがある」とも報告しています。 

特別保護地区に外来亜種のコテングクワ

ガタが持ち込まれ、在来種であるテングク

ワガタの生活圏が急速に縮小となり、「絶滅

危惧ⅠＢ類(EN)」に見直し変更されました。 

 

編集後記 

 ・当会の季刊誌発行がコロナ禍の影響で予定よ 

り遅れましたことをお詫びいたします。 

 ・今年度は総会、現地活動、会報発行などコロ 

ナ禍の影響により多難なスタートとなりました

が引き続きご支援のほどよろしくお願いします。 

・「令和 2年 7月豪雨」と名称が付けられた激甚 

災害により多くの命が奪われた。「雨の降り方」 

が大きく変化したと言われて久しいが、尾瀬の 

雨の降り方も変わってきている。2010年から 

2019年までの降水量は 1754ｍｍ、前 10年比 

135％、また累加 50ｍｍ以上（片品川氾濫警戒値） 

の豪雨の（回数）頻度は 132％と急上昇している。 

感染症リスク、気象リスクともども心配だ。 

（大山） 
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