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尾瀬を守る会「提言 2002」提出から 20 年 

～回顧そして今は～ 

理事長 磯部 義孝 

                

【はじめに】 

表題の提言書『「尾瀬」保護と適正利用のための

提言 2002』の全文（3 頁）は、当会 HP の「活動

実績一覧」に登録されていますのでご覧ください。 

「尾瀬を守る会」とは、「尾瀬の自然を守る会」

の解散を受けて、大石武一氏を中心に 1997 年に発

足した環境保護団体です。加

盟団体は奥利根自然センター、

群馬県自然保護団体連絡協議

会、福島県自然保護協会、尾

瀬自然保護指導員福島県連絡

協議会、山林保護全国ネット

ワーク、（現）NPO 尾瀬自然

保護ネットワークの 6 団体で構成。 

各団体の代表者で構成する幹事会の役員は、会

長に中根一郎氏（緑の地球防衛基金常任理事）、代

表幹事に内海廣重氏（奥利根自然センター所長）、

事務局長に高橋喬氏（現 NPO 尾瀬自然保護ネット

ワーク代表）が就任。代議員（各団体 2 名）は当

会より椎名宏子氏および私が就任しました。 

【多難な 2002 年】 

2002（平成 14）年 10 月、6 団体で構成する「尾

瀬を守る会」は荒廃する尾瀬の惨状に対し、提言

書として『「尾瀬」保護と適正利用のための提言

2002』を作成、環境省岩尾自然環境局長に提出し

ました。当時の尾瀬は次から次へと不祥事や環境

破壊が露呈される多難の時代でした。長蔵小屋廃

棄物不法投棄事件はＴＶや新聞で報道されました

が、他にもヘリポート建設計画（大規模な森林伐

採を伴う建設計画）、携帯電話基地局設置問題、旧

公衆トイレの浄化槽埋設問題（廃棄して域外搬出

する便器を尾瀬の地中に埋設）、深刻化する至仏山

登山道崩壊など、まさに危機的な状況でした。こ

のような痛ましい光景から、尾瀬

のダム化、車道計画に続く「三度

目の危機」と捉え提言は発表され

ました。 

【提言書】 

提言書は、序文につづき＜現状

の問題点＞として 6 項目、＜提言

＞として 13 項目が列記されました。提言提出から

20 年が経過しましたが、果たして現状はどの程度

改善されたでしょうか。提言で指摘されたことと、

その後の改善状況を考察してみました。 

提言書に指摘された問題点やその現状 

問題点（1）湿原、沼の富栄養化（汚濁化）について

は一向に改善されず、～ 

「今は」 

環境省は公共水域水質調査（全国 188 湖沼）を実施。

尾瀬沼の「環境基準」は、COD75％値で 3.0mg/ℓ。

1979 年 2.2、1992 年 2.9、2002 年 4.3、2020 年（最

新）4.9 と水質は大幅に悪化。対策は一切していない。 
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提言書に指摘された問題点やその現状 

問題点（2）一部 帰化移入植物等の侵入によって～ 

「今は」 

第 4 次尾瀬学術調査報告書（2022/3 月発行）では帰

化植物 25 種が確認。その内『侵略的外来種は 13 種で

あった。これらの中で最も尾瀬の生態系に悪影響を与

えていると考えられるのは、沈水植物のコカナダモと

考えられる。（中略）沈水植物・抽水植物のオランダ

ガラシも（中略）尾瀬の生態系への悪影響が懸念され

る。（中略）この 2 種には計画的・組織的な駆除活動

や、生態系への影響軽減策の実施が望まれる』と指摘

記載されている。（第 4 次尾瀬学術調査集 P187） 

問題点（4） 

冬季入山、山小屋での入浴、山岳地帯とは思えない嗜

好食品の販売等～ 

「今は」 

山小屋 HP には「山小屋で本格フランス料理」と宣伝

文が書かれ、小屋前の立て看板にはワイン（白/赤）、

イタリア産生ハム 1200 円、レアステーキ 1300 円な

ど料金表を記載 

問題点（6）～「尾瀬保護財団」が本来の機能を果た

していないどころか、場合によっては観光開発のため

の免罪符となってしまっている。 

「今は」 

今では「尾瀬保護財団」どころか、環境省自体が観光

業者と地元の「橋渡し」の役割りを担うなど体質が変

わってきている。 

提言（8）木道ルート等の見直し 

尾瀬ヶ原中央部を貫く木道を廃止し、必要最小限のも

のを周辺の樹林帯に設置し直す。また廃止跡の植生回

復をはかる。 

「今は」 

中央部を貫く木道のルート変更は一切行っていない。

大江湿原を貫く木道も同じく、中央部の設置されたま

まの状態。 

 

 

 

提言書に指摘された問題点やその現状 

提言（9）至仏山ルート等の見直し 

～稜線上に変更するとともに、既設の階段等は、植生回復

のためすべて撤去する。～ 

「今は」 

「迂回登山道が検討され、2015 年には報告書も出ている。

しかし関係者間の不協和音が渦巻き、計画自体にも反対の

声が上がり、傾いた木道階段が応急補修されることになっ

たと聞く。計画は頓挫した。」（2020/0730-朝日新聞記事） 

提言（13）管理施設 

特別保護地区内の管理施設は、トイレ、レンジャー駐在所、

避難小屋等の必要最小限のもののみとする。 

「今は」 

尾瀬沼のビジターセンター、公務員宿舎の新築（2021 年ビ

ジターセンター完成開業）大型重機を持ち込み、大規模工

事を行いました。 

【道半ばの「いま」】 

ビジターセンターについては、入山口にあるべ

き施設であり、尾瀬の核心部分（特別保護地区）

に設置すること自体なかなか納得がいきません。

ハイカーに一定の知識をレクチャーして入山させ

るのが、ビジターセンター本来の責務と考えるの

は私だけではないでしょう。管理施設の設置など

議論はないまま、尾瀬沼湖畔にゴージャスなビジ

ターセンターが新築されてしまいました。また交

通アクセスとしての電気自動車の導入は福島側で

は 2019 年になされましたが、群馬側は未だ導入出

来ていません。 

またこの 2002 年の提言書には、山小屋による不

法投棄物の「回収」については触れられていませ

ん。これは沼尻地区はじめ見晴、山の鼻地区の不

法投棄物の発覚、表面化が 2006 年以降のためです。 

全体から見ると「今」の状況は、2002 年と比べ

ると＜一歩前進、二歩後退＞でしょうか。つまる

ところ改善というより、尾瀬の環境保護の掛け声

はあるものの実態は前に進んでいないと思います。

観光客誘致に注ぐエネルギーを少しでも、自然保

護に振り向けて欲しいものです。健全な自然があ

っての観光です。 
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■特別講演 開催（定期総会後のご講演） 

2022 年度の特別講演の講師として、福島県

キャンプ協会会長の松前雅明氏をお招き致し

ました。当初は 2020 年のご講演を予定してい

ましたが、感染症拡大に伴い延期を余儀なく

されていましたがやっと実現、開催されまし

た。 

・演題/「キャンプを通して自然を楽しむ」 

・講師/ 福島県キャンプ協会 会長 

松前 雅明氏 

 
＜パワーポイントを活用したご講演＞ 

 講師の松前氏は、キャンプ指導者（キャンプ

インストラクター）としてご活躍中の先生で

す。 

非日常を味わうキャンプは、遊びごごろの

要素とともに、「キャンプを通じて学んだスキ

ルが、災害対応にも十分に生かせて活用でき

る」と、お話をされていました。 

災害列島と言える日本では、毎年どこかで

地震、噴火、土砂災害、台風、豪雨、豪雪な

どが発生しています。自分の命は自分で守り

つつ、生き残るために水の確保、食事、灯り、

休息など、そのエッセンスを学ぶ機会（訓練）

となりました。 

 

配布された資料には、段ボール箱を使った

「水の確保」方法、缶詰かんの「灯り」、「暖」

を取るため一斗缶活用、「ビニール袋でご飯炊

き」などの文字や写真が並びます。それらを

一つ一つわかりやすく、「工夫の方法」を伝授

いただきました。 

 「休息」ために必要な簡易テントの立て方

も教えていただきました。災害時ではブルー

シート、ポール（1 本）、ロープなどを利活用

しますが、一つの練習材料として全員に「折

り紙」が配布されました。 

 

折り紙をブルーシートに見立てて、どのよ

うな折り方をすれば三角形の「簡易テント」

がつくれるのか知恵を生かす挑戦です。折り

紙が不得手の会員には、手をたずさえながら

ご指導いただきました。 

 

キャンプ指導は、福島県内の教育現場（中

学・高校）や地方自治体のみならず、周辺の

市町村からも招請がかかるそうです。全員参

加型の講演のため、楽しく充実した講演でし

た。ありがとうございました。（※福島県キャン

プ協会の Facebook には、「ロープワーク」10 種が動

画で学べます。実生活でも十分役立ちます） 

＜文責/事務局＞ 
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■2022年度（第19期）通常総会  

○ご 報 告 

2022年度（第19期）総会が開催されましたので 

主な内容をご報告いたします。 

・日時/2022年4月16日(土) 13：10～14：58 

・場所/大宮ソニックシティビル/707会議室 

・出席者/18名、委任状/64名（正会員数/95名） 

出席者氏名（敬称、役職名略） 

秋元、磯部、伊藤（ア）、大山、川、小鮒 

佐久間、須賀、椎名、高谷、田中（志） 

円谷、刀、永島、初谷、藤澤、松前、横田 

〇審議前の次第 

・開会宣言/初谷 博 

・議長/磯部義孝 

・書記/大山昌克 

・議事録署名人：横田 隆、伊藤アケミ 

・理事長挨拶/磯部義孝 

〇審議事案 

第 1 号議案（2021 年度-活動報告） 

第 2 号議案（2021 年度-会計報告/会計監査報告） 

第 3 号議案（退任監事、理事および新任監事、理事） 

第 4 号議案（2022 年度-活動計画案） 

第 5 号議案（2022 年度-予算案） 

〇報告者 

第 1 号議案（磯部、初谷、佐久間、小鮒） 

第 2 号議案（磯部、円谷） 

第 3 号議案（磯部） 

第 4 号議案（磯部、初谷、佐久間、小鮒） 

第 5 号議案（磯部、初谷） 

〇役員人事 

 ～理事～ 

・理事長/磯部義孝 （重任理事/事務局長） 

・副理事長/初谷 博（重任理事） 

・副理事長/大山昌克 （重任/事務局次長） 

・理事/佐久間治光  (重任/福島側担当) 

・理事/伊藤アケミ （重任/群馬側担当） 

・理事/小鮒 守  （重任/群馬側担当） 

・理事/鍋山智之  （重任/福島側担当） 

・理事/須賀邦雄  （重任/群馬側担当） 

・理事 刀 光夫 （重任/福島側担当） 

・理事 伊藤佳美 （新任/会計担当） 

・退任理事/佐藤秀雄氏 

佐藤秀雄氏においては、6年間（2016～2021年）

にわたり理事（福島側担当および会計担当）とし

て、運営に取り組み、当会の発展に多大な貢献を

いただきました。心より感謝申し上げます。 

～監事～ 

・監事 円谷光行（重任） 

・監事 渡邊文子（新任） 

・退任監事/伊藤佳美 

〇2022年度活動計画および調査研究 

活動計画の一覧（地球温暖化影響調査、尾瀬ア

カデミー、賛助会員の日など）送付した議案書を

ご確認ください。 

◆審議事案である＜第1号～第5号議案＞は 

すべてご承認をいただきました。 

＜理事長より発言＞ 

・沼山峠周辺の自然林伐採計画について 

・尾瀬ガイド組合脱退の経緯 

・周年記念誌発刊について 

・HPの再構築 

HP担当の鈴木誠一氏より、アドバイスをい 

ただきHPの再構築。（須賀邦雄氏中心に） 

HP知識の習得を目指す方を募集 

閉会宣言（14：58分）大山昌克 

2022年 群馬側活動報告（残雪調査） 

群馬側担当理事 小鮒 守 

群馬側担当理事 須賀邦雄 

鳩待峠へ向かう道路は除雪がすすみ 4 月 22

日（金）に開通。群馬側活動（第 1 回）は 4/23

（土）～25（月）に実施しました。 

 

【2022 尾瀬の積雪状況（早見表）】 
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＜鳩待峠の積雪/気温 2021/12～2022/4 末＞ 

待ち望んでいたスノーボーダーら約百数十

人は、至仏山頂を目指し汗にまみれになりな

がら急登していましたが、私たちはゆっくり

と雄大な景観を眺める予定でした。しかしな

がら濃霧のため全く眺望はきかず、ザック、

計測器具と供にひたすら定点スポットを目指

しました。定点スポットは標高 1702ｍ、1781

ｍ、2079ｍの 3 ヶ所です。約 500ｍの高低差

は老体にはきつい調査でした。 

 

＜鳩待峠残雪＞ 

2022 年鳩待峠は、昨年比 25％ほど雪が多い 

（最大積雪深 2021-207cm,  2022 年-258cm） 

 

<スタート時のため、まだ元気はあるが・・・＞ 

＜計測値/至仏山残雪＞ 

標高

m 
2021/0424 2022/0424 前年比 

1702 109 170 1.56 

1781 170 224 1.32 

2079 110 65 0.59 

 

＜計測値/尾瀬ヶ原残雪＞   【単位：cm】 

 

 

<計測中/尾瀬ヶ原 曲がったダケカンバ 164cm> 

【鳩待峠の平均的な「雪景色」】 

鳩待峠の降雪は 11 月中旬からはじまり、本格的

な降雪、積雪は 12 月中旬です。2011 年以降の積

雪状況を検証してみました。（2011 年～2022 年） 

・最大積雪深の平均値 

232cm (最大 297cm 最小 159cm) 

  ・日付（最大積雪日）の平均 

      3 月 2 日 

・消雪日の平均 

    5 月 8 日（最積雪～消雪 66 日間） 

・融雪速度① 

    日/3.6cm(最積雪～消雪まで) 

・融雪速度② 

    日/7.5cm（積雪 50cm～消雪まで） 

（※ご参考までに） 

〇尾瀬沼 2022 年の最大積雪深 305cm/2 月 24 日 

 尾瀬沼の平均積雪/消雪日 

   平均 264cm（最大 344cm  最小 172cm） 

     最大積雪日の平均 3 月 3 日 

消雪日の平均   5 月 20 日 

参加者 5 名 

＜大山、小鮒、須賀、高谷、永島＞ 
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◆2022活動予定（5月下旬～8月） 

日程  主な内容 

5/27（金）～28（土） 群馬側 
外来植物、野鳥調査/入山

アドバイス 

6/4（土） 福島側 
シカ柵設置 

（尾瀬保護財団要請） 

6/11（土）～12（日） 群/福 尾瀬アカデミー開催 

6/11（土）～12（日） 福島側 帝釈山オサバグサ調査 

6/17（金）～18（土） 群馬側 
携帯トイレアンケート/野

鳥調査/外来植物調査 

7/8（金）～9（土） 群馬側 
チョウの生態学調査/環境

調査/野鳥調査 

7/9（土）～10（日） 福島側 
シャトルバス添乗解説/入

山指導 

7/30（土） 福島側 
オオハンゴンソウ駆除 

（尾瀬保護財団から要請） 

8/11（木） 群/福 賛助会員の日 

8/12（金） 群馬側 笠ヶ岳高山植物調査 

8/20（土） 福島側 
オオハンゴンソウ駆除 

（尾瀬保護財団要請） 

※9 月以降の活動予定は次号に掲載します。 

 

◆尾瀬の生物季節 

いずれの日付も昭和 54 年～令和 2 年の平均日 

植物/動物名 初確認日 

ミスバショウ（開花） 5 月 16 日 

チシマザクラ（開花） 5 月 29 日 

カキツバタ（開花） 6 月 28 日 

ニッコウキスゲ（開花） 6 月 29 日 

オゼコウホネ（開花） 6 月 28 日 

モリアオガエル（産卵） 6 月 4 日 

ウグイス（初鳴き） 5 月 8 日 

カッコウ（初鳴き） 5 月 16 日 

エゾハルゼミ（初鳴き） 6 月 11 日 

出典/尾瀬の自然保護第 44 号（2022 年）より 

 

編集後記 

●第 4 次尾瀬学術調査報告書が公表されました。 

北海道大学低温科学研究所の HP に全文登録されて 

います。ご関心のある方はご覧ください。 

（全文約 600 ページ） 

検索結果 : HUSCAP (hokudai.ac.jp) 

調査報告書より 

尾瀬に生育する帰化植物 25 種 

（内、13 種は侵略的外来植物に指定） 

特に沈水性の「コカナダモ、オランダガラシの 2 種 

については、計画的・組織的な駆除活動や生態系へ 

の軽減策の実施が望まれる」と記載。 

＜ご連絡＞ 

至仏山は植生保護のため、5/7～6/30 間は入山禁止です。 

 ビジターセンター開所 尾瀬沼 5/14（土） 

            山の鼻 5/16（月） 

                   （大山） 
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■本部事務所（事務局） 

〒969-0402 福島県須賀川市仁井田字大谷地 

378-1    info@oze-net.com 

電話/0248-76-1365  Fax/0248-72-5865 

＜電話番号が変更になっています＞ 

■群馬支部  

〒371-0846 前橋市元総社町 2－21－12 小鮒方 

電話/027-251-1089 

http://www.oze-net.com/ 

事務局だより 

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/simple-search?query=%E5%B0%BE%E7%80%AC&submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
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