
                            NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク 

1 

 

 

                      

 

Vol.25．No.4 2023年 3月（第 94号） 

 

福島県下郷町戸赤地区に見る 

「留め木」と自然保護 

理事長 磯部 義孝 

私たちの尾瀬において異変が起きています。温暖

化による里の植物や外来植物の亜高山帯への侵入

です。具体的には尾瀬沼に里の植物である「ガマ」

の生育確認や至仏山

（2228ｍ）山頂でセイ

ヨウタンポポの確認 

の報告が、第 4 次尾瀬

学術調査を通じ明ら

かになっています。こ

れらの植物は適応能

力が強く、在来植物を

押し分けて生息域を

広めています。気候変

動と温暖化により、北

方系植物が多い尾瀬の植物相には、大きなダメージ

となり貴重な希少種の絶滅などにもつながりかね

ない状況です。 

【SDGｓ】 

「SDGs」は、持続可能な開発目標と呼ばれ国連

で採択された国際目標です。17 項目の国際社会共

通の目標と169の達成基準を掲げ2030年までに達

成しようとする目標です。しかし 2015 年採択から

既に 8 年が経過していますが、残り 7 年で本当に

大丈夫でしょうか。自然保護に携わる私たちにとっ

て、できることって何だろうと考えてしまいます。

見守ること、守ること、自然の大切さを訴えること

は当然のこととして、何かもっとある筈と思います。 

SDGs の内、『13 気候変動』、『14 海の豊かさを

守る』、『15 陸の豊かさも守る』の 3 項目を、特に

注視していきたい

と思います。 

化石燃料をエネ

ルギー源として、経

済は成長を成し遂

げてきた昨今です

が、地球温暖化の要

因の一つはこの排

出されたCO2である

という事実です。

CO2 やプラスチック

ごみ、排熱などは陸地から生み出された環境汚染因

子であり、これに起因した気候変動や海の異変も起

きているようです。研究者による成果として、温暖

化のメカニズム自体は徐々に解明できてきました

が、その後の手立てがなかなか出来ていないのが現

状です。世界中で脱炭素社会を掲げて取り組んでは

いますが、目標達成にはほど遠いものがあるようで

す。温暖化の影響は、海水温の大変化を呼び起こし、

海洋生態系にも大きなダメージを与えています。 

【森林・樹木の効用】 

陸の豊かさを守るには、まずは多機能な力(豊か

さ）を持つ森林の育成であると思います。森の恵み

の一つとして「水」があります。すべての生命は水
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によって支えられ動物、植物、野鳥、昆虫そして、

魚や貝類、海藻に至る海洋生物まで、すべてが水に

よって生かされています。豊かな森林は、たっぷり

の水とミネラル分を蓄え、いわゆる「森のダム」と

してきれいな水を送り出しています。森林から河川

へ、河川から沼やダム湖、田んぼまで潤し最後は海

へと注ぎます。 

日本は国土面積こそ小さいですが、実は世界有数

の森林大国なのです。森林整備をきちんと行えばそ

の森林から様々な効用が発揮されます。 

保安林や樹木の効用の代表格は「水源かん養保安

林」でしょう。17 種類ある保安林の中でも一番身

近で大切な森林であり、保安林全体の 70％近くを

占めます。私たちが使う水道水は、この水源かん養

保安林を通じてお世話になるなど、人間の暮らしに

密着したものであり、これは森林や樹木の効用です。

この保安林の目的は、降水が土壌にしみ込み、河川

の流量調整を安定化させるとともに、渇水も緩和す

る効果が期待されます（水資源の土壌貯留機能およ

び水質浄化機能）。なお尾瀬の保安林は水源かん養

保安林の指定です。 

【戸赤地区の桜】 

日本のサクラはソメイヨシノが代表的な存在で

すが、これは人の手によってつくられた品種です。

日本のサクラの在来種はヤマザクラから派生した、

オオヤマザクラ、カスミザクラ、オオシマザクラ、

エドヒガンザクラ、チョウジザクラ、マメザクラ、

タカネザクラ、ミヤマザクラ、クマノザクラの 10

種とされているようです。それらの母木を基に、自

然交配と人為による品種がつくられ、今や日本のサ

クラは園芸品種を加えると、500～600 種が存在し

ているそうです。 

在来種のヤマザクラを明治の中頃から 100 年以

上にわたり守り続けている地域があります。福島県

南会津郡下郷町の戸赤地区です。周囲を 1000ｍ級

の山々に囲まれた世帯数 23 戸の小さな山間の集落

です。村の先人たちが春にサクラの花を楽しむため

サクラの木を「留め木」として伐採を禁止、代々に

わたり手を入れ守り続けてきました。樹種の多くは

オオヤマザクラですが、自然交配の種も混じってい

るようです。旧戸赤村は明治 8 年に旧戸石村と旧

赤土村の合併により戸赤村となり、その 10 数年後

には「留め木」制度を設けて守り続けています。 

「留め木」とは林業で生計を立てていた村人が、勝

手に伐採することを禁止した村独自の資源保護ル

ールです。（留め木制度発令年不詳）この取り決め

により向山と呼ばれる山の東斜面（7.76ha）一帯

に自生していたオオヤマザクラなどが守られてき

ました。今では開花期に先人を偲びサクラ祭りを開

催しています。樹齢は 200 年以上、樹高も 10ｍか

ら 20ｍもの高木もあります。極めて有用な桜の木

を換金せずに守り続け、併せて山体も守ってきた

方々に敬意を表したい気持ちです。これぞ SDGs15

「陸の豊かさも守る」と感じます（※）。この留め

木制度は、まさに「SDGs15」の草分け的な存在で

はないでしょうか。 

※SDGs15-4 「山地の生態系の能力を強めるた

め、多様な生物が生きられる山地の生態系を確実に

守る」 

「尾瀬の森林」がありのままに生きられるように、

みんなで守り、後世に残しましょう。 

No.13 気候変動に 

具体的な対策を 

No.14 

海の豊かさを守ろう 

  

No.15 陸の豊かさも守ろう 

 

〇 2022 年の「日本の SDGｓ総合スコアー 

（達成ランキング）」は、ワンランクダウン 19 位。 

〇 SDGｓ目標 No.15「陸の豊かさを守ろう」の

日本の評価は「悪化」と評価。（最低評価） 

 （年次報告書および朝日新聞 2022/06/02 より） 
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〇尾瀬沼の簡易水質調査「試行」と 

自然環境の見聞 

指導員 高谷 秀史 

2022 年 9 月 17 日 

アヤメ平では植生回復作業の現場を初めてみま

した。尾瀬高校の先生、生徒も参加したようです。

竜宮⇔富士見峠⇔アヤメ平の木道が滑り止め付き

の立派な木道になりました。富士見小屋の撤去と合

わせて、10 月 31 日に予定されている「第 1 回尾

瀬戸倉尾瀬国立公園マウンテンマラソン」に向けて

の整備と思います。コースは富士見田代で折り返し、

特別保護区域は木道を歩行となっています。昨年が

トライアル、2022 年が１回目。募集は 150 名、参

加費 8000 円。大げさな名前に対して面白味のある

コースではないのでリピートは少ないのではと感

じます。ただ、富士見峠、アヤメ平を昔のように賑

やかにしたいという意図が見えます。 

アヤメ平までの過剰な木道整備 

 
（開催後の発表によると、参加者は 139 名） 

アヤメ平 10:00→富士見小屋 10:20～12:15 

→見晴 13:50（テント泊）当日気温/最低 11.0度、

最高 21.7 度 

9 月 18 日 

 見晴 5:10→沼尻 6:40（水質調査 30 分）→尾瀬沼

ビジターセンター8:00→沼山峠休憩所 9:05→七入

バス停 10:50→駒の湯 12:10（当日気温：最低 16.7

度、最高 20.3 度）    

わずかに明るくなったところで出発。見通しのき

かないところでは、クマよけの鈴に加えてホイッス

ルを鳴らします。沼尻川に入る 2 つの支流（イヨ

ドマリ沢、ダンゴヤ沢）では冷たい水を味わい、沼

尻では堰堤付近の水質調査とトイレ施設の状況確

認を行いました。 

 【沼の水質調査試行】 

試料は共立理化学研究所の PAC テスト使用。い

ずれも「COD≒４」に近いに結果となりましたが、

設定時間より早目に色を確認していたかもしれな

い（と、思います）。水温、PH、COD を計測しま

すが、小袋が風に飛ばされて沼に落ちて回収に苦労。

次回からは、現地では水を採取するのみとして、計

測は落ち着いた環境でやろうと思います。 

     堰の尾瀬沼側    堰の沼尻川側 

水温    20.8 度       20.5 度 

PH     8.14         7.58 

COD       3-4                   4 

なお、福島県が公開している「水質年報（令和 2

年版）」では、湖心の COD 値（表層/中層/下層）

が以下の通りであり、季節性が見られます。尾瀬沼

の水位が下がることと関係がありそうなので、水位

の記録も取得します。 

◆福島県水質年報（令和 2）公表/令和 4 年 3 月 

COD 表層 0.5ｍ 中層 3ｍ 下層 6ｍ 

7 月 3.2 3.2 3.4 

8 月 4.6 4.8 4.4 

9 月 4.8 5.2 4.8 

10 月 4.9 5.3 5.2 

※尾瀬沼の環境基準はＣOD 値 3.0mg/l 以下 

堰堤の尾瀬沼側  

 

【沼山峠休憩所～七入 旧会津沼田街道】 

沼尻を出て尾瀬沼ビジターセンターに向かう。緑

色の湖面が沼尻から湖心に向かって拡がっている

ことに気づきました（アオコかもしれません）。 

沼山峠休憩所から七入に向けて旧道に入りまし 

た。細い道ですが歩きやすく、巨木がたくさんあ 
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ります。「巨木 MAP」には 38 本樹木が紹介され 

ていますが、確認できたのは 1/3 でした。 

コケが可哀そう 

 
結局ゴミになります 

 

最近のゴミは半分以上、地面に埋まっているもの

をよく見つけます。火バサミで地面から抜き取りま

す。2 日間の回収結果は、お菓子の小袋、ハンドタ

オル、靴底破片、工事用具入れ、壊れた腕時計まで

ありました。 

チリも積もればゴミ・・・ 

 

生き物確認 

カモ類、アオサギ、カラ混群、ウグイス、メボソム

シクイ、カケス、トビ、アオサギ、アオイトトンボ

など確認。なお、水質調査は尾瀬沼のみならず尾瀬

ヶ原の止水、流水を含め定点調査を中期にわたりモ

ニタリング予定です。 

 フィールド「外」活動報告 

〇エコプロ 2022 出展 

（SDGｓWeek EXPO2022/東京ビックサイト） 

～「SDGｓ」持続可能な社会の実現に向けて～

をテーマに東京ビックサイトにて開催 

     期間 2022/12/7～9 

 

東京ビックサイトには、環境学習の一環として

小中高の学生はじめ、教師、企業や自治体、NPO、

大学教員、一般市民など環境問題に関心ある方々

が多く集まり、終日熱心に各ブースに立ち寄り解

説に耳を傾けていました。 

（3 日間計/6 万 1541 名の来場者） 

当会は尾瀬の自然保護をテーマとして「尾瀬の

自然を守るカード」の普及と、当会の知名度向上

のため出展を試みました。 

 

 

 

参加者 10 名（五十音順）/磯部義孝、岩井美和子、 

伊藤アケミ、牛木一朗、大山昌克、寺井美智子、 

椎名宏子、須賀邦雄、初谷 博、結城宏明、 
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○特別展の出展（群馬県立自然史博物館） 

―ぐんまの自然の『いま』を伝える―が、 

開催されました！ 

 

群馬県立自然史博物館において 2023 年 1 月 21

日～2 月 12 日まで、“特別展 ぐんまの自然の『い

ま』を伝える”が開催されました。群馬県内 15 を

超える自然保護団体による 80件以上のポスター発

表がありました。当会は昨年に引き続き、小鮒理事

作成の大ポスターが掲示され、入館者が足を止めて

ご覧になっていました。当会の発表テーマは、外来

植物調査、笠ヶ岳の高山植物調査と尾瀬の野鳥の基

礎調査です。 

 

 

 

（有難いことに）当会のポスターを見ていました 

 

 

事前予約制にもかかわらず、予想より多くの方が見学 

 

 

   

 

●第 2 回理事会開催 

2023 年 1 月 29 日（日）郡山建設組合にて、第 2

回理事会が開かれ、年間スケジュール企画、会計報

告、予算案、総会など、次年度の活動全般について

話し合いが行われました。約 2 時間 30 分以上にわ

たり意見交換や承認、決議などが行われました。 

2022 年の活動報告や 2023 年活動予定は、総会時

に報告致します。 

 

○「通常総会」の日程決まる 

通常総会 

＜第 20 期-2023 年度（令和 5）総会＞ 

・日時：2023 年（令和 5）4 月 23 日（日） 

     13：10～17：00 

・会場：大宮ソニックシティビル 901 号室 

 

 

第 2 回理事会開催 2023/01/29 
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・総会終了後に「特別講演」を開催します 

講師/横山 隆一氏 

(公財)日本自然保護協会参与、NPO 奥利根自然センター代表 

演題/未定 

 

◆事務局より郵送物発送 

事務局より会報とともに、2023 年度総会の案内

通知および総会「出/欠」に係るハガキを同封いた

します。ハガキは速やかにご記入の上、返信のほど

よろしくお願いします。 

 

◆2023 活動スケジュール（予定案） 

年間スケジュールは、総会以降にご案内   

正式なスケジュールは、総会でご承認の後に郵送、

また HP に登録を致します、ご承知置きください。 

 

◆尾瀬自然保護ネットワークの「LINE」開始 

会員間のコミュニケーション用ツールとして

「LINE」のグループトークを開設しました。 

登録には各自のご了解が必要ですので、当会の

LINE の参加希望の方には「招待状」を送ります。 

ご一報をお願いします。 

 

（宛先/須賀邦雄 sukacyann@gmail.com） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日程 主体 主な活動 

4

月 

28（金） 

～30（日） 

群-調査活動 

（尾瀬ヶ原） 

至仏山/尾瀬ヶ原の環

境調査（残雪/野鳥） 

29（土） 

～30（日） 
福-調査活動 

大江湿原および尾瀬

沼周辺の残雪調査 

5

月 

13（土） 

～14（日） 
福-活動-第 1 回 

シャトルバス添乗解

説/入山指導/自然保

護活動/自然観察 

20（土） 

～21（日） 

群-環境調査 

（尾瀬ヶ原） 

絶滅危惧植物、野鳥の

基礎調査、水質調査 

6

月 

2（金） 

～3（土） 

群-環境調査 

（尾瀬ヶ原） 

入山アドバイス、外来

植物、野鳥、水質調査 

3（土） 

～4（日） 
尾瀬アカデミー （旧）指導員養成講座 

編集後記 

●尾瀬沼水質 ワースト 41 位/193 湖沼中 

環境省より 2021年度全国の湖沼水質のデータが公表さ

れましたが、尾瀬沼は未だ水質改善には至っていません。 

環境省は全国の湖沼 193 ヶ所の水質状況 COD 値を発

表。尾瀬沼の水質<COD75％値>は、2021 年は 4.5 と公表

しました。（尾瀬沼の環境基準は 3.0 以下） 

ついに全国湖沼中、153 位/193 湖沼。 

●福島県環境白書 

福島県環境白書は 2022（令和 4）年 12 月に公表されま

した。「白書」によれば、尾瀬沼の水質分析の結果、大腸

菌群は環境基準を大幅に超過と報告しています。環境基準

は、1000ＭＰＮ以下／100ｍＬと定められていますが、尾

瀬沼の大腸菌群数は 2 万 4000 個と公表されています。（基

準値の 24 倍）危険なレベルです。福島県内の他の湖沼と

桁が違います。原因は、何に由来するのか（ヒト、クマ、

シカ、鳥？）科学的にきちんと検証をして公表することは、

尾瀬国立公園協議会の責務と思います。  （大山）  

NPO 法人 

尾瀬自然保護ネットワーク 
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