
NPO 尾瀬自然保護ネットワーク（2021/03） 

1 

 

    

              

    

                    

Vol.23．No.4.（86号）2021年 3月 

 

国立公園満喫プロジェクト 
～省令、尾瀬サミット、尾瀬ビジョンに思う～ 

理事長 磯部 義孝 

政府、環境省は 2016年 5月、「国立公園

満喫プロジェクト」を立ち上げました。『明

日の日本を支える観光ビジョン構想会議』

の一環として、有識者による会議「国立公園

満喫プロジェクト有識者会議」を設置し、延

べ 13 回の会議を開催しています（2020 年

8 月現在）。同年に＜阿寒、十和田八幡平、

日光、伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、

霧島錦江湾、慶良間諸島＞を選定 8 公園に

決定し、加えてこれに準じる 3 公園として

支笏洞爺、富士箱根伊豆、中部山岳を選定し

ました。2020年までに国立公園にインバウ

ンド 1000 万人を目指し、「先行、集中」し

て外国人観光客誘致に動き出しました。併

せて環境省はこのプロジェクトをサポート

するために、『国立公園における宿舎事業の

あり方に関する検討会』を立ち上げました

（2018 年 5 月）。この検討会は、リゾート

ホテル関係者、弁護士、学者など有識者らよ

り、環境省が宿泊施設のあり方について意

見を聴取して、それを政策に反映させるた

めに設置されたものです。また先行 8 公園

以外は、自然公園制度の見直しを行い「利用

拠点滞在環境の上質化」など基盤整備の推

進を目指す方針を掲げました。 

しかし「自然を守る」観点から考えたらど

うでしょうか。選定された各公園はともに

一級ブランドの公園です。公園を満喫する

のは結構と思います。ただ外国人観光客を

呼ぶために、自然公園法や自然公園制度ま

で改正してやるべきものではありません。

国立公園の特別保護地区や特別地域は国立

公園の「核」となる所です。公園計画には、

開発や過剰な利用から自然の風景を保護す

るための計画として地区ごとに特別保護地

区、特別地域（第 1種～第 3種）などが設

定されています。 

【省令-環境省自然環境局通知】 

国立公園の中核である特別地域は、毎年

新たな新種の発見、新たな知見など学術的

にも貴重なフィールドであり、また脆弱な

生き物の宝庫です。その貴重な地に、立替え

や新規建設の形で分譲型ホテル建設の「道」

が、環境省により開かれてしまいました。 

『宿舎に関する国立公園事業として分譲

型ホテル等を認可等する際の審査基準の設
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定（省令等の改正）について』とやや長い名

称の通知文です。環境省自然環境局より、施

行期日-令和元年 9 月 30 日に＜環自国発第

1909303 号＞として発出されました。 

普通地域は届け出だけで宿泊施設の運営

は出来ますので、今回の新たな通知は特別

地域、特別保護地区における要件の変更で

す。 

「特別地域」に分譲型高級リゾートホテ

ルの建設を可能にしてしまうことなど思っ

ても見ませんでした。自然公園法とはその

程度のものだったのか、という思いです。 

入山者らは法を守り、特別保護地区では

落ち葉一枚、枯れ枝一本すら手にすること

は許されないとされているにも関わらず、

リゾートホテルなどの建設が、役所に申請

の手順を踏みさえすれば、可能となってし

まう、そのような国立公園の政策には強い

疑問を抱きます。 

リゾートホテル建設の資材搬入量は膨大

であり、脆弱な特別地域、特別保護地区は瞬

時にして破壊されることは火を見るより明

らかです。建替えであれば、廃屋の資材搬出

から始まり、建設資材の導入でも、環境に与

える影響は半端ではありません。そのよう

なことを容易くできるようにする自然公園

法の見直しは、自然保護とは真逆の政策だ

と思います。上質な外国人観光客に対し滞

在期間を長くして、お金をたくさんに使っ

てもらうのが本音でしょう。上質な外国人

どころか、私はルール無視の外国人観光客

を多く見てきました。 

【尾瀬はどうなってしまうのか】 

「国立公園満喫プロジェクト」の 8 つの

公園、準じる 3 つの公園に尾瀬国立公園は

入っていませんが、リゾートホテル計画申

請が出されれば、認可されるだろうと思い

ます。また候補地は既に決まっているよう

にも思えます。民間活用のサービス向上を

掲げる国立公園内のリゾートホテル計画に

は、外国人のみならず、一般客の受け入れも

条件とあります。良質好みの客や快適性を

求める客は当然リゾートホテルに足が向き、

山小屋経営にも影響を及ぼすでしょう。山

小屋の経営がひっ迫すれば、そこには当然

のように大手資本に経営が移行する恐れも

出てきます。土壌の環境破壊や尾瀬の景観

を損なう大きなリゾートホテルは尾瀬には

全く必要ないと思います。 

【尾瀬サミット 2019と新-尾瀬ビジョン】 

特別地域内の分譲型リゾートホテルの建

設は、今後は地主側と業者側の相談事にな

ると思いますが、関係者はうすうす、かなり

前より知らされていたと推察しています。 

2019 年 9 月 3 日「新潟県魚沼市奥只見-

緑の学習園」で開かれた尾瀬サミットで、尾

瀬保護財団理事長 山本一太氏（群馬県知

事）は次のように話をしました。『2018 年

の尾瀬入山者26万 9700人だったのに対し、

尾瀬には入山者を増やすのではなく、もっ

と質の高い空間作りが必要で、自然を守る

ことと情報発信の必要性を実感した』と話

をされています。自然を守るための情報発

信は充分に理解できます。しかし「質の高い

空間作り」とは何なのでしょうか。やはり、

リゾートホテル開発なのであろうかと疑問

も出ます。大型リゾートホテルが建ち、素晴

らしい自然空間が壊されてしまった尾瀬の

姿など全く見たくありません。外国人観光

客の落とすお金に頼らず、自然の素晴らし

さを訴え、尾瀬のリピーターを増やす努力

が必要と思います。尾瀬に対しては何も触
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らず、今のままで十分だと思います。よく考

えていただきたい。 

【尾瀬ビジョンの行動理念】 

 

上記は新しい尾瀬ビジョンの行動理念で

す。行動理念の 3 つ目の「自然を損なわな

い」楽しみ方とは、何を意味するものなので

しょうか。リゾートホテルの建設などは、自

然を損なう行為であり、自然公園法第 1 条

の「生物の多様性の確保に寄与」にも反する

ものと思います。特に泥炭層を破壊すれば、

尾瀬が尾瀬でなくなります。 

以上の観点から、尾瀬はそっとしておい

ていただきたいです。 

私たちは美しき尾瀬、神秘的な尾瀬を次

の世代まで残したい一心で活動を続けてき

ました。大量に不法投棄された廃棄物が未

だに残る「昭和の負の遺産」でさえ、未だま

まならぬ状態であるのに、外国人誘致のた

めに、自然の国宝である特別保護地区を酷

使するなど、実に不見識な話です。 

尾瀬は国民の共有財産です。私たちは「分

譲型ホテル」を孫の世代まで残したいので

はなく、ありのままの自然、尾瀬らしい尾瀬

を残したいのです。 

「尾瀬の自然を守る会」、「環境庁発足」か

ら 50年目の節目を迎えました。大石長官の

勇断が徒花（あだばな）になるのではない

か、とても心配です。 

■コロナ禍での活動再開（福島側） 

  福島側担当理事 佐久間治光 

尾瀬国立公園の入山制限が 7月 1日に解

除となりました。新型コロナウィルス感染

症の影響で中止となっていた、桧枝岐村か

らのシャトルバスの運行も再開され、いつ

もの尾瀬が戻ってきました。 

7月11日のオオハンゴンソウの生育調査

から始まり今年 4度目となる入山です。 

9 月 12日午前７時、福島側登山口である

御池駐車場のいつもの場所で、今年最初の

入山指導活動を再開しました。駐車場はま

ばらで登山客も少なく、「御池ロッジ」や「ブ

ナの森ミュージアム」も扉を閉めています。

何かいつもと違う空気を感じました。 

 入山指導を切り上げ、全員で大江湿原・尾

瀬沼周辺の現況調査に向かいます。沼山峠

ではモウセンゴケの生育状況確認。また以

前は小さな湿原だった箇所が、温暖化の影

響で乾燥化が進み、チシマザサが勢力を拡

大、湿原が湿原でなくなってしまうのも時

間の問題です。 

 
   ＜クマ鈴を鳴らしましょう！＞ 

1.みんなの尾瀬 

尾瀬の普遍の価値を広く発信し、尾瀬を愛す

る輪を広げていきましょう 

２.みんなで守る 

かけがえのない尾瀬をみんなで守り育て、し

っかりと次代に引き継いでいきましょう。 

３.みんなで楽しむ 

自然を損なわない楽しみ方を考えながら、み

んなが訪れたくなる尾瀬にしましょう。 
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大江湿原はすでに草紅葉が始まっており、

秋の気配を感じます。今年は湿原内でツキ

ノワグマが多く確認されており、木道沿い

の水芭蕉の食痕、木道上には糞も置かれて

いました。木道の周囲は沼に至るまで人為

的に刈り払らわれた跡が・・・。（クマ対策

なのか？） 

尾瀬沼を囲むシカ柵は、クマに破壊され

た痕もあり驚きです。ビジターセンター職

員の話によれば、沼を泳いで移動するシカ

もいるとのこと。シカ柵内の食害も散見さ

れました。しかし、もう一つ気がかりなの

は、沼山峠で確認されたというイノシシの

ことです。（ここまで来たか～）ただただ湿

原まで侵入しないことを祈るばかりであり、

早めの対策が求められるところです。改め

て大自然の営みの中にいることを感じさせ

られました。（本日の入山指導数 100名） 

【参加者 9名】 

  磯部義孝、大庭和夫、佐久間治光、 

庄司利則、菅野文子、高橋絹江、 

円谷光行、刀 光夫、鍋山智之、 

 

■福島側 第 2回活動 

   福島側担当理事 佐久間治光 

日時 10 月 10日(土) 

 午前 7 時活動開始、低気圧の接近により

予想通り冷たい雨の降りしきる朝です。 

 本日は、昨年より延期となっていた待望

の「アカデミー研修」修了日です。磯部理事

長、鍋山理事、刀理事は研修の準備に取りか

かりました。 

 例年この時期には 400 台収容できる御池

駐車場が満車になるほどですが、コロナ禍、

天候の影響もあり今日は数えるほどであり、

何か異様にも思える光景です。 

 早々に入山指導を切り上げ、御池駐車場

周辺の外来種調査を開始しました。ここは、

下界から車で最初に降り立つ場所です。 

調査開始する足元から、ムラサキツメク

サ、シロツメクサ、セイヨウタンポポ、イヌ

タデ、ゲンノショウコ、オオバコ、ヒメジョ

オン、メマツヨイグサなど数えきれないほ

どの外来種が確認されました。夏場に３０

㎝以上のお化けリュウキンカを発見した御

池田代では、オランダガラシも確認されま

した。外来種の一部は、湿原の奥深くまで入

り込み、在来植生に多大な負の影響を与え

ています。何の対策も講じず、このまま放置

していいのでしょうか。 

 冷たい雨は依然としてやむ気配はありま

せんが、深まる秋の尾瀬を求め上田代、横田 

代まで、足を延ばすことにしました。 

 
 そこは一面秋色に染まり素晴らしい景観 

です。雨にもかかわらず平ケ岳や越後三山

もうっすらと姿を見せてくれました。裏燧

の静かな尾瀬を満喫しながら、今年の活動

を終了することができました。参加された

皆さんお疲れ様、そして、ありがとうござい

ました。（本日の入山指導数 50名） 

【参加者 6名】 

 大庭和夫、佐久間治光、庄司利則、 

菅野文子、高橋絹江、円谷光行、 
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＜特別寄稿＞ 

執筆者の加藤久晴氏は、かつて日本テレ

ビに勤務されていました。今回、ご厚意によ

り、日本テレビＯＢ会の会報誌「日本テレビ

鳩友会会報（2020年 12月号）」に寄稿され

た記事を、転載させていただきます。 

・加藤久晴氏の略歴 

・早稲田大学文学部卒。日本テレビ勤務、東

海大学文学部広報メディア学科教授を経て

現在 メディア総合研究所研究員。 

・主な担当番組 「NNN ドキュメント」「田

英夫リポート」「ユーラシアシルクロード」

ほか 

・主な受賞 JCJ 賞、地方の時代映像祭賞、

ギャラクシー賞など。 

・主な著書 

・「痙攣」（文学界、芥川賞候補作）・「尾瀬は

病んでいる」（大月書店、1987 年）・「傷だら

けの百名山・シリーズ全 3 巻」（リベルタ出

版）・「原発テレビの荒野—政府・電力会社の

テレビコントロール」（大月書店）・「ユー

ラシアシルクロード（全 5 巻）」（共著・日

本テレビ出版）ほか多数 

 

尾瀬を＂日本の恥部＂にしない

ために 

加藤 久晴 

はじめて尾瀬と出会っ

たときの感動は今でも覚

えている。 

ハイキングで行き、三平峠のやや急な登

りのあと、高台から尾瀬沼を見おろしたの

だが、この世のものとも思えぬ美しさに圧

倒されたことを今でも思い出す。いったん

下ってからそのあと、約一時間半の登りで、

尾瀬の湿原に出たときの感動も忘れられな

い。優雅な「至仏山」（2228ｍ）を背景にし

た広大な高層湿原。さわやかな風が吹きぬ

け、鳥の声がのびのびと響く。すっかり尾瀬

に魅了され、「燧ヶ岳」（2356ｍ）や「至仏

山」の山行とか湿原へのハイキングなど個

人的にも何度となく尾瀬を訪れた。仕事で

情報系の番組に付くと、尾瀬の魅力を視聴

者に知って欲しくて何度か取りあげた。『ズ

ームイン！！朝！』〝こんにちは尾瀬

“（1982 年 6月）、『NNNドキュメント』〝

尾瀬・汚れちまった悲しみに・・”（1986 年

9月）、”狙われる水—尾瀬、信濃川分水計画

を追う“（1988 年 8月）などなどである。 

とくに『ズームイン！！朝！』のときは放

送機材を、「燧ヶ岳」のピークまで歩荷を使

って運びあげ、福島中央テレビ（ＦＣＴ）と

の共同制作で三日間にわって、テレビ放送

では初となる生中継を行った。また「尾瀬の

自然を守る会」から依頼されて『尾瀬の自

然』なるビデオ作品を制作したりした。タイ

トル文字は大石武一環境庁長官（当時）に書

いて貰い、ナレーションは中西江美子アナ

ウンサーにお願いした。しっとりしたタッ

チの素敵なナレーションだった。更に、本も

書いて出版した（『尾瀬は病んでいる』大月

書店）。この本のタイトルでお分かりのよう

に取材しているうちに、尾瀬は大変な問題

を抱えていることが分かってきたのである。 

 

尾瀬は、自然公園法にもとづき、国立公園

特別保護地区に指定されており、文化財で

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%83%A8
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いえば国宝クラスのゾーンなのである。尾

瀬には 1000 種を超える植物が生育してい

るが、そのうちの 34 種は尾瀬で発見され、

命名された。更に、尾瀬は湿原の発達過程を

研究するうえでも学術的にも世界的にも非

常に重要な地域とされている。 

その、貴重この上ない尾瀬が今、大変なこ

とになっている。尾瀬は〝日本の恥部“と言

わざるを得ない状況になりつつあるのだ。

主な理由は三点ある。 

その一点めは、ハイカーの無自覚。標高平

均 1600ｍの山なのに、黒短やハイヒール、

スカート姿で平気で入ってくる。団体で来

る観光客も多い。彼等は立ち入り禁止にな

っている湿原内へ平然と入り、記念写真を

撮ったりする。また、ゴミのポイ捨ても多

く、タバコの吸い殻も平気で捨てて行く。小

用を足したり、花をつんだりする人もいる。 

次が儲け主義の横行である。特別保護地

区内にはハイカーを宿泊させる営業用山小

屋が十数軒あり、他に土産物屋もある。何れ

の営業小屋も風呂があって、その雑排水が

湿原や沼に流される。尾瀬は、本来、貧栄養

を特長としていて、雑排水によって富栄養

化された沼や湿原の植物は巨大なお化けに

なる。ミズバショウやリュウキンカは本来

小さくて可愛いのに、尾瀬では、お化けミズ

バショウやお化けリュウキンカがハイカー

を迎えるのである。驚くハイカー。 

いっとき、世論や自然保護団体の批判や

要望によって、山小屋はどこも風呂をやめ

ていたが、それは二、三年のことで、集客の

ために再び風呂を開始。わずか一泊二日の

ことだ。ハイカーも特別保護地区での風呂

くらい我慢すべきなのだ。また、いっとき尾

瀬の自然の守り神の如く言われた「長蔵小

屋」がゴミや廃材を特別保護地区内に埋め、

大問題になり、警察沙汰になったこともあ

る。かつて「尾瀬の自然を守る会」は特別保

護地区での山小屋の営業をやめるよう要求

し、すべての営業小屋を稜線外へ移すこと

を提案した。たいていの山小屋が麓で宿泊

業を営んでいるので、経済的には困らない

筈だった。この提案は世論の支持を得たが、

要求に応じた山小屋は一軒もなかった。そ

れどころか堂々と営業を続け、風呂がある

ことまで宣伝している。 

筆者は、自然保護を優先する「尾瀬の自然

を守る会」の主張に賛同し、その線にそっ

て、番組を作り、放送し、原稿を書いた。二

日とか三日に渡る尾瀬取材の際は、麓の旅

館に宿をとり、取材が終わるといったん、下

へ降り、翌日、再び登り返す。しんどいので、

当然ながらスタッフからはブーイングが起

ったが、貴重な尾瀬の自然を守るにはそう

するしかないのだと、スタッフを説得した。

むろん、事情が分かってない初期には平気

で山小屋に泊まり、小屋から沼でとれたイ

ワナをごちそうになったりしていた。山小

屋側は、テレビ番組を単なる宣伝機関とし

か見ていない。その御礼だ。ところが筆者が

山小屋撤退に賛同しはじめると、筆者は尾

瀬の山小屋からボイコットされ、取材・宿泊

など一切できなくなった。筆者は、キャップ

をかぶり、サングラスをかけ、マスクをして

対抗。しかし、実は、ばれていたのかも知れ

ない。取材拒否が多くなったのである。しか

も、筆者個人だけでなく、日本テレビ全体、

また同系列の福島中央テレビまでボイコッ

トされている、という噂が広まった。とんで

もないことである。もっとも今、菅政権は、

政府批判をしている学者たちを日本学術会
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議から外すなどという暴挙に出て、世論の

幅広い批判を浴びているが、異論反論を封

じこめる風潮は絶対に許してはならない。 

特別保護地区である尾瀬を駄目にしてい

る第三点は、国の無能無策である。国は、尾

瀬の貴重なる自然を守るために何もしてい

ないのと同然である。尾瀬縦貫自動車道建

設にストップを掛けた大石武一環境庁長官

の時代が懐かしい。 

確かに、国は「尾瀬国立公園協議会」なる

組織を作ってはいるが、ここには行政の他、

山小屋組合、ガイド協会、東電などが加わっ

ているため、自然保護の観点に立った有効

な対策を殆どとっていない。東電は、保護地

区内で大きな営業小屋を持っていて、発言

力も強い。 

近年、尾瀬には大量の野生の鹿が出没し、

ニッコウキスゲなどを食い荒らしている。

そのため、尾瀬は今や鹿の放牧場などとも

言われている。またオランダガラシ、コカナ

ダモ、オオハンゴンソウなどの外来植物の

侵入も著しく、尾瀬本来の植物も駆逐され

ている。このうちオランダガラシは繁殖力

が強く、クレソンとも呼ばれ、もともと、営

業小屋がサラダとして、客に出すために持

ちこんだとも言われている。ＮＰＯ法人の

「尾瀬自然保護ネットワーク」などが外来

植物の侵入を防ぐために懸命なる活動にと

り組んでいるが、とても追いつかない、とい

う。 

なお、野生鹿の食い荒らしによるニッコ

ウキスゲの減少に関して「尾瀬国立公園協

議会」の委員は、ニッコウキスゲの種をまく

ことを提案しているが、レベルが低すぎて

話にならない。尾瀬の生態系を勝手に人間

が操作してはいけないのである。協議会の

メンバーには専門家や、尾瀬に利害関係が

ない第三者をもっと参加させるべきなので

ある。そして尾瀬の自然を守っていくため

に、もっと真剣に協議すべきなのである。 

筆者も訪れたことがあるのだが、アメリ

カやオーストラリアの国立公園は、有料で、

入口でチェックを受け、国立公園の自然が

如何に重要か、というレクチャーを受けな

ければ入れない。それに、定員以上の入園を

認めていない。日本には、そうした規制が全

く無くて、保護を要する自然が豊富な尾瀬

にしても、何人でも自由に入り放題である。

その結果、酔っ払いやヤッチャンの団体が

遊興気分でドカドカと入ってくる。 

かつて尾瀬には、“アヤメ平”という、天上

の楽園と讃えられた美しい湿原があった。

しかし、ハイカーの踏み荒らしや行政の無

策によって、アヤメ平は裸地化し、見る影も

なく荒廃した。単なる原っぱになってしま

った。だいぶ以前から、関係者が復元作業に

取り組んでいるが、専門家は、もはや、元に

は戻らないだろうと、断言している。 

生物学が専門で尾瀬の研究者としても著

名な五味礼夫群馬大学元教授（故人）は、

1970年代初期に、尾瀬はすでに前ガン状態

におちいっていると指摘して波紋を投げか

けたが、それから幾星霜、尾瀬のガンは末期

にまで進行しているのではないか？ 

尾瀬全体を第ニのアヤメ平にしないため

に、世界的にも有名な尾瀬を“日本の恥部”

にしないために我々は何をすべきなのか？ 

観光地として宣伝するだけで、自然保護

の観点を忘れたマスメディアにも大いに責

任がある。そもそも尾瀬の入山者が増えた

のはＮＨＫのラジオ歌謡『夏の思い出』か

らだと言われている。なおこの歌には「夏
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がくれば思い出す･････ミズバショウの花

が咲いている」とあるが実際には夏にはミ

ズバショウは終わっている。作詞家は尾瀬

へ行かずに作詞したといわれている。こう

した無責任なメディアの対応が無自覚ハイ

カーを増やしているのだ。たとえば、最近

の日本テレビから放送された情報番組。尾

瀬の美しい景色は背景として撮るが自然保

護については全く触れられていない。テー

マが違うというのだろうが、こうした観光

ものに類する番組ばかり放送されるから、

無責任な入山者が増え、尾瀬は荒廃するの

である。なお、この番組、メインテーマの

ボッカ料についてはノータッチで、情報番

組としてはイマイチだった。我々は、尾瀬

を扱う番組については厳しいチェックが必

要だ。 

 

 

＜尾瀬湿原と至仏山＞ 

 

（尾瀬ネット-会報編集者コメント） 

※加藤久晴氏には 2002 年 4 月、当会「総

会」において、特別講演をお引き受けいただ

きました。演題は、「メディアが壊す日本百

名山」でした。ご講演のご縁を通じ、今回の

ご寄稿をいただきました。 

なお、当会ホームページ内に講演要旨があ

ります。ご覧ください。 

会報【2002/5/20-Vol.5.No.2.(13)号】 

 

                  

 

■2021年総会の「会場変更」について 

感染症の状況を鑑み、当初予定の総会会

場（大宮ソニックシティ）を取りやめ、下記

の会場に変更します。総会報告は早期にご

案内できるよう努めますので、総会当日は

密にならぬようご協力をお願いします。 

日時：2021 年 4月 18日（日）13：00～ 

会場：郡山建設組合-会議室 

（福島県郡山市下堤町 9-13） 

■期間変更開催 

『ぐんまの自然「いま」を伝える』特別 

展（群馬県立自然史博物館主催）当会の 

展示物が発表されています。感染症拡大 

のため、1月 23日～2月 14日までに期 

間変更開催となりました。 

■第 3回理事会開催 

2021 年 1 月 30 日（土）初のリモート形

式による理事会を開催、次年度の活動（案）、

予算（案）などを決定しました。 
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