
§４ 参考・お問合せ 

〈１〉参考図書・冊子 

○ 尾瀬国立公園ＤＶＤ及びパンフレット 

    尾瀬の美しい自然と自然保護の取組を映像で紹介しています。 

                                                （お問合せは(財)尾瀬保護財団） 
 
○ 尾瀬国立公園トレッキングガイド 

尾瀬の地図と尾瀬のルールやマナーをコンパクトにまとめたガイド 

で、手帳サイズに折りたたみ携帯できます。           

（お問合せは(財)尾瀬保護財団） 
 
○ 尾瀬自然観察ガイド 

    尾瀬の自然を様々な角度から解説しています。子どもにも分かりやすいものです。 

                                               （(財)尾瀬保護財団著 山と渓谷社 平成14年） 
 
○ 尾瀬植物手帳 

    尾瀬の植物を色・名前・科名・時期から検索できるコンパクトな図鑑です。花期、分布、環境 

     などデータも見やすくなっています。 

           （猪狩貴史著 ＪＴＢパブリッシング 平成18年） 
 

○ 永遠
とわ

の尾瀬 自然とその保護 

尾瀬の自然と自然保護の取組を分かりやすく解説しています。 

                                   （菊地慶四郎・須藤志成幸著 上毛新聞社 平成３年） 
 
○ 尾瀬の自然 

    長年の尾瀬の調査・研究成果を基に北魚沼の自然ガイドブックとして編集しています。 

 （魚沼・小千谷地域理科教育センター著 自費出版 平成13年） 
 
○ 尾瀬－山小屋三代の記 

    尾瀬に最初の山小屋を建て自然保護に尽力した長蔵小屋の当主平野長蔵、長英、長靖の三代の 

     姿を描いています。          

（後藤允著 岩波新書 昭和59年） 
 
○ 尾瀬をまもる人びと 

    大正から昭和にかけて、平野家三代の山小屋での生活、開発と自然保護の様々な問題に悩みな 

     がら生きる様子を描いています。   

 （後藤允著 大日本図書 平成７年） 
 

○ 尾瀬ミニブック 

    子ども向けに尾瀬の自然や尾瀬と人との関わりなどを紹介した小冊子です。 

（お問合せは群馬県自然環境課尾瀬保全推進室） 
 
○「尾瀬国立公園」自然観察ブック 尾瀬を知ろう 

    国立公園誕生記念に村が作成。子ども向けに尾瀬の自然などをエリアごとに紹介し、植物図鑑 

     も充実しています。              

 （お問合せは福島県檜枝岐村） 
 
○ 山の救急医療ハンドブック 

   山で起きるけがや病気の対処法を、現場ですぐ使えるハンドブックにまとめています。 

 （日本山岳会医療委員会著 山と渓谷社 平成17年） 
 
○ 佐梨川・只見川 川ガイド 

    佐梨川と只見川上流域の魅力を紹介。川遊びポイント、川にまつわる自然や歴史、川と人との 

     関わりについて解説しています。 

（お問合せは魚沼地域振興局地域整備部） 
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〈２〉お問合せ 

(1) 尾瀬の現状など 

（財）尾瀬保護財団  

  
東京電力㈱（保護活動、環境教育支援など）   
尾瀬林業㈱（木道整備等保護活動）     

（群馬県庁内）℡ 027-220-4431 

 http://www.oze-fnd.or.jp/  

http://www.tepco.co.jp/oze/  

http://www.tgn.or.jp/oze/  

○ 国立公園について  

環境省尾瀬国立公園紹介ページ   
環境省インターネット自然研究所（尾瀬沼ライブカメラ）  

環境省関東地方環境事務所 

環境省尾瀬自然保護官事務所   

 http://www.env.go.jp/park/oze/ 

http://www.sizenken.biodic.go.jp/  

http://kanto.env.go.jp/ 

(檜枝岐)℡ 0241-75-7301 

(片品)℡ 0278-58-9145     
(2) 尾瀬の山小屋の紹介 

尾瀬山小屋組合事務局（尾瀬林業株式会社尾瀬戸倉支社内）  

℡ 0278-58-7312  ○ 山小屋の連絡先（℡：連絡先電話  ○現：現地衛星電話） 

長蔵小屋（尾瀬沼東岸）／第二長蔵小屋（見晴） 

尾瀬沼ヒュッテ （尾瀬沼東岸） 

尾瀬沼山荘（尾瀬沼南岸）／元湯山荘（赤田代）／東電 

小屋（ヨシッポリ田代）  

龍宮小屋（見晴） 

檜枝岐小屋（見晴） 

弥四郎小屋（見晴） 

尾瀬小屋（見晴） 

原の小屋（見晴） 

燧小屋（見晴） 

温泉小屋（赤田代） 

（予約センター） ℡ 0278-58-7100 

℡ 0241-75-2350 ○現 090-7064-4183  

（尾瀬林業戸倉案内所）℡ 0278-58-7311 

 

○現 090-2652-6488 

℡ 0278-58-7050 ○現 090-3405-6460 

℡ 0467-24-8040 ○現 090-1456-7500 

℡ 0241-75-2225 ○現 090-8921-8342 

℡ 0241-75-2038 ○現 090-8921-8314 

℡ 0241-75-2059 ○現 090-1062-1319 

℡ 0241-75-2222 ○現 090-8921-8329 

※ 尾瀬で環境学習を行い尾瀬檜枝岐温泉観光協会加盟の宿泊施設（尾瀬沼ヒュッテ、御池ロッ 

   ジなど）に宿泊する学校に対して、同観光協会が宿泊費の一部助成する助成金制度があります。 

   詳細は尾瀬檜枝岐温泉観光協会にお問合せください。              ℡ 0241-75-2432 

(3) 交通機関 

○ 交通機関の運行状況等  

奥只見観光㈱ 奥只見湖遊覧船案内所  

会津乗合自動車㈱ 田島営業所  

関越交通㈱ 鎌田営業所 

℡ 025-795-2665 

℡ 0241-62-0134 

℡ 0278-58-3311 

(5) 尾瀬での学習活動に関する質問・相談  

 ○ 尾瀬沼ビジターセンター ／山の鼻ビジターセンター 
    尾瀬の自然についての情報提供を行っています。写真展示のほか、 

    マルチスライド「尾瀬国立公園の四季」又は「尾瀬沼の四季」が１ 

    時間ごとに上映されます。予約により団体レクチャーにも対応して 

    くれます。 

（尾瀬沼）090-5306-4004 

 (山ノ鼻）027-220-4431  
     （尾瀬保護財団） 

 ○ 魚沼・小千谷地域理科教育センター  
      尾瀬の自然に関するプレゼン資料等の提供や環境学習をサポートし 

    てくれます。 

℡ 025-792-3143  

(4) 山小屋や交通機関の予約 

○ 奥只見観光船舶、会津バスについては、魚沼市観光協会を通じて予約 

   します。関越交通シャトルバス、山小屋については、直接各事業者に 

   申し込むほか、魚沼市観光協会を通じても予約できます。（戸倉～学 

   校のバスについては、魚沼市観光協会で予約することはできません。） 

℡ 025-792-7300  
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(6) 学習ガイドの相談  

銀山平キャンプ場 

 銀山平の民宿とログハウス 

 緑の学園１号館 

(7) 学習成果を活用できるコンテスト等 

○ 魚沼・小千谷地域理科教育センター 

(7) 奥只見・銀山平での活動  

電源開発㈱奥只見発電所（見学申込み）  

奥只見地区（緑の学園他民宿３軒）       銀山平地区（旅館・民宿８軒） 

大湯温泉地区（旅館11軒、ペンション1軒） 栃尾又温泉地区（旅館３軒）         

折立・芋川・葎沢温泉地区（旅館・民宿９軒）銀山平キャンプ場（銀山平） 

銀山平森林公園内ログハウス（18棟、1棟当り定員４～８人）  

○ 周辺の宿泊施設、キャンプ場のお問合せは魚沼市観光協会  

℡ 025-795-2059  

℡ 025-792-7300  

【奥只見地区略図】 

奥只見電力館 

○ ＮＨＫ私の尾瀬フォトコンテスト NHK新潟放送局「尾瀬フォトコンテスト」係  

○ 魚沼市フォトコンテスト（尾瀬部門） 魚沼市観光協会   

○ 宮柊二記念館全国短歌大会（ジュニア部門） 魚沼市宮柊二記念館「短歌大会」係  

℡ 025-230-1622 

℡ 025-792-7300 

℡ 025-794-3800 

℡ 0258-33-0177  

(8) 週間天気予報 

新潟地方気象台   http://www.jma-net.go.jp/niigata/  中越地方の音声案内 

(9) 県・市町村  

《新潟県》新潟県庁環境企画課自然保護係  

              魚沼市役所商工観光課観光振興室  

《福島県》福島県庁自然保護課  

              檜枝岐村役場企画観光課  

《群馬県》群馬県庁自然環境課尾瀬保全推進室  

              片品村役場むらづくり観光課  

℡ 025-280-5151 
℡ 025-792-9754 
℡ 024-521-7210  
℡ 0241-75-2503  
℡ 027-226-2881  

℡ 0278-58-2111 

本プログラムに関するお問合せ：新潟県魚沼地域振興局企画振興部地域振興課    ℡ 025-792-1303 

℡ 025-792-3143  
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〈１〉銀山平・奥只見ダム 
 

 

  尾瀬沼を源流とする沼尻川

と、尾瀬ヶ原の水を集めたヨ

ッピ川が合流して只見川とな

ります。只見川は、平滑ノ滝、

三条ノ滝を経て尾瀬の北約15 

km で奥只見湖に流れ込みます。 

奥只見湖は、只見川本流と

支流の北ノ又川の合流点下流

で流れをせき止めたダム湖で

す。ダムの水は発電に利用さ

れた後、導水路を経て本流に

戻り、下流の数多くのダムや

取水堰（しゅすいせき）を経て

福島県喜多方市で阿賀川と合

流し、新潟県に入ると阿賀野

川と名前を変えて、新潟市松

浜から日本海に注ぎます。 

 阿賀野川の最大の支川であ

る只見川は、本流である阿賀

川よりも長く、水量豊富なた

め、上流部には奥只見、田子

倉など多くの発電用ダムが建

設され、下流日本海までの間

に15箇所（阿賀野川水系全体

では20箇所）もの発電所が集

中的に立地し、首都圏や東北

地方の電力需要を支えています。 

なお、昭和34年に完成した田子倉ダムの建設のために、会津地域に建設された資材運搬のための

鉄道が魚沼市小出駅と会津若松駅を結ぶ只見線、道路が六十里越（国道252号）の基になっています。 

 

 

  奥只見湖（銀山湖）は、奥只見ダムによって只見川をせき止めて造

られた人造湖で、新潟県と福島県の県境に位置します。ダム形式は

重力式コンクリートダムで、堤高 157ｍは日本で５番目、湛水（たん

すい）面積 1,150ha も日本で５番目、総貯水容量 6.01 億 m3、有効貯

水容量 4.58 億 m3は日本第２位という巨大なダムです。 

  昭和 28 年に着工、昭和 36 年に竣工し、完成当時は東洋一の人造

湖と言われました。同時期に完成した黒部ダムとともに、日本を代

表するダムとして有名です。ダム完成後、長い間貯水量日本一でし

巨大な奥只見ダム 

阿賀野川の源流「尾瀬」 

資料編 奥只見・尾瀬に関する資料 

奥只見湖と遊覧船 

魚沼市 

新潟市 

五泉市 

阿賀町 

阿賀野市 

新発田市 

聖篭町 

檜枝岐村 

片品村 

南会津町 

只見町 

西会津町 

喜多方市 

金山町 

阿賀野川水系図     出典：阿賀野川河川整備基本方針 本文より

62



    

奥只見シルバーライン 

（旧ダム建設工事用道路） 

たが、平成 20 年に総貯水量 6.6 億 m3の徳山ダム（岐阜県）が完成して日本一の座を譲りまし

た。しかし、発電用ダムとしては日本一の貯水量を誇ります。 

  ダム建設工事には延べ600万人が従事し、約390億円の費用がかかったと記録されています。 

 

 

  奥只見発電所はダムの右岸（福島県側）地下にあり、ダムの上

からエレベーターを乗り継いで行くことができます。発電所の最

高出力は当初、発電機３基で36万kWでしたが、平成15年に発電所

増設工事が完了したことにより、発電機４基で最高出力56万kWと

日本最大の水力発電所になりました（揚水発電を除く）。水力発電

は，高い所にためた水を連続して低い所に落とすことで，その力

(位置エネルギー)を利用して水車を回し、更に水車につながって

いる発電機を回転させることにより電気を生み出すものです。 

日本の事業用水力発電所は、琵琶湖疎水事業に伴って明治24年に作られた蹴上(けあげ)発電

所がその最初のものであり、以来、数多くの水力発電所が日本各地に建設され100年以上にわた

って日本の発展を支える重要なエネルギーとして、特に昭和20年代前半までは発電の主流を占

めてきました。電力需要の高まりに応え電源開発が進められた結果、次第に火力発電や原子力

発電に比重が移り、現在では、全発電量に占める水力発電の割合は８％にとどまり、その役割

も機動性を生かしてピーク時の電力需要に即応することに変わってきています。しかし、近年

は地球にやさしいクリーンなエネルギーとして水力発電が再評価され、小規模水力発電等が注

目を浴びています。 

ダムサイトには電源開発㈱が管理する「奥只見電力館」があり、発電の仕組みや奥只見発電

所のあらまし、ダム工事の記録、尾瀬・奥只見郷の案内を展示やビデオなどで学ぶことができ

ます。地下発電所やダムの案内は、事前に申込みが必要です。 

 

 

奥只見シルバーラインは、ダム建設のための資材運搬路として開発され、現在は新潟県が管

理する県道になっています。全長 22km のうちの 18km がトンネル区間で、合計 19 本のトンネル

が連続するダムへの唯一の道路です。 

ひんやりとした長大なトンネルには、ところどころに岩肌が

露出し、開通当時の面影が残ります。壁に表示された水平線と

比べると、道路が急勾配で登っていることが分かります。この

道路は、厳冬期には積雪が多く雪崩の危険があるため通行止め

になります。ダムサイトに向かうトンネルの途中を右折すると

銀山平へ出ることができます。 

 

 

奥只見は、古くから魚沼市湯之谷地区の人たちが川魚漁やカモシカ・熊狩り、ゼンマイ採り、

曲げ物の材料となるヒノキの採集などに立ち入っていました。村ごとの入会地が決められ、こ

れらの山の幸は村人の貴重な食糧や生活用品になったほか、年貢としても納められたといいま

す。 

今からおよそ 370 年前の寛永 18 年（1641 年）に、折立村の源蔵という人が只見川で川魚漁

をしていて銀の鉱石を発見したことをきっかけに、銀山開発が始まりました。 

下流側から見た奥只見ダム 

発電所は左の福島県側地下 

日本最大の水力発電所 

奥只見シルバーライン 

奥只見・銀山平の歴史 
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 銀山は江戸時代初期から断続的に高

田藩や幕府直轄で経営され、宝永３年

（1706 年）の坑道崩壊事故以降は鉛の

採掘に移りました。しかし、安政６年

（1859 年）に只見川の川底が破れ、三

百余人が亡くなる大事故を起こし、２世

紀以上にわたる鉱山の歴史に幕を閉じ

たと言われています。 

  銀山開発に伴い魚野川の船運で栄え

た小出の街から銀山まで街道が整備さ

れ、宿場と御番所が設けられました。銀

山では最盛期には1,000人から1,500人

の労働者や役人が暮らしたと推定され

ています。地元では、奥只見のダム湖を

「銀山湖」、水没を免れた北ノ又川右岸

の土地を「銀山平」と呼んでいます。 

 閉山によって静寂を取り戻した奥只

見では、明治 43 年から農地開拓のため

の入植が始まりました。昭和初期には

30 戸ほどが通年で生活し、小学校の分

校も２つ建てられましたが、昭和 36 年

の奥只見ダムの完成により、ほとんどの

集落が水没することになり、鷹ノ巣を除

く全世帯が移転、田畑や銀山跡も大部分

が深く湖底に沈みました。最後まで残っ

た鷹ノ巣も、昭和 42 年に全戸が下山し

ました。現在、鷹ノ巣周辺では、15 戸

が雪解け後にやってきて、民宿の経営や

畑作を行っています。 

 

 
ダムの完成後、湖上に遊覧船が就航し、奥只見は多くの観光客を集める観光地に生まれ変わ

りました。しかし、冬季は５ｍを超す豪雪のために交通が途絶する厳しい気候の中で、自然を

壊すことなく、自然と自然の恵みを生かした観光の道が模索されてきました。登山道の整備や

遭難者の救助活動をはじめ、民宿（山小屋、釣り宿）などの関係者が地道な自然保護活動に取り

組んできた結果、奥只見の自然を愛する多くの人々から支持され、交流が続いています。 

例えば、奥只見湖ではイワナ、サクラマスなどの大物釣りが盛んです

が、昭和 40 年代後半に釣り人の増加や密漁による資源枯渇が問題になり

ました。地元の漁業・観光関係者と釣り人が参加し、「奥只見の魚を育

てる会」（初代会長は開高健氏）が結成され、昭和 51 年から北ノ又川に

禁漁区を設定し保護・監視活動を始めたことで、昭和 56 年には保護水面

（永久禁漁区）の指定に発展しました。また、近年は漁協を中心として、

ブラックバスなどの特定外来魚の駆除にも取り組んでいます。 

開拓時代の鷹ノ巣 

現在の鷹ノ巣（ソバの花） 

自然の恵みを生かして観光に生きる人々 

 北ノ又川河畔の記念碑 
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○ 挨拶（略） 

○ 奥只見ダム 

1954 年、昭和 29 年に工事が始まった奥只見ダム。当時の金額でおよそ 390 億円という巨額の費用

と、作業員延べ 600 万人が投入され、1961 年、昭和 36 年に完成しました。高さ 157ｍ、長さ 480ｍの

巨大な重力式コンクリートダムで、総貯水量はおよそ６億トン、国内最大級の貯水量を誇ります。ま

た、小説、そして映画にもなった「ホワイトアウト」の舞台として、そのモデルになったことでも知

られるようになりました。 

    湖の形は、手の平を広げたように入り江が分かれ、満水時の標高は 750ｍ、深さは一番深い所で 150

ｍになり、広さは東京ドームのおよそ 250 個分です。 

また、奥只見シルバーラインは、奥只見ダム建設資材の運搬用道路として 1957 年、昭和 32年に完

成しました。全長は 22km あり、そのうちの 18km がトンネルとなっています。 

奥只見発電所は、1957 年・昭和 32 年５月に本工事にかかり、1960 年、昭和 35 年 12 月に発電が開

始されました。その後、電力需要のピーク対応電源として、2003 年、平成 15 年６月に４号機が増設

され、最大出力は 56 万 kW となり、揚水発電を除き、国内最大を誇る水力発電所となりました。 

発電所は、ダムの真下 190ｍの地下に位置し、豪雪地ならではの地下発電所となっています。現在

では埼玉県川越市で遠方制御されていて、ここで作られた電力は、東京電力と東北電力に供給されて

います。奥只見ダムで使用された水は３km 下流の只見川へと流れ、やがて阿賀野川と名前を変え、日

本海へと流れていきます。 

○ 奥只見丸山 

    右手後方に見える山が奥只見丸山でございます。この山の裏側には奥只見丸山スキー場があり、毎

年 11 月下旬頃から５月下旬頃までの長いシーズン、全国から多くのスキーヤー・スノーボーダーが

集まります。また、宿泊施設「緑の学園」では、夏は体験学習やスポーツ合宿、林間学校、ゲートボ

ールなどでの利用が多く、1年を通じて多くの人が訪れます。 

○ 荒沢岳 

右手に見える山が荒沢岳です。標高は 1,968ｍ、山ひだには１年中消えない万年雪が見られます。

登り５時間、下り３時間と言われ、急峻な沢と極めて男性的な姿形で豪壮な雰囲気を漂わせている荒

沢岳ですが、春にはタムシバが白い花を咲かせ、イワウチワ・ダイモンジソウといった山野草もたく

さん見ることができ、登山者の疲れた体を癒してくれます。また荒沢岳の麓の湖畔を巡る道路が国道

352 号線です。冬の間は雪のため閉鎖されますが、湯之谷温泉郷より続く枝折峠から、福島県、尾瀬・

日光方面へと続く山岳ドライブコースとなっています。 

○ 十二山神社・須原口 

    右手湖畔に小さなほこらが御覧いただけると思いますが、こちらが十二山神社です。十二山神社に

は虚空蔵菩薩（こくぞうぼさつ）がまつられています。かつては、ここより上流にある虚空蔵岩にま

つられていましたが、ダムの完成間近になって、水没を避けるため、地元住民の手により、この十二

山神社に移されたものです。この虚空蔵菩薩は平安時代、京都の公家、尾瀬ノ三郎房利（おぜのさぶ

ろうふさとし）が京の都のさる尊いお方より授けられたと伝えられています。尾瀬ノ三郎房利がこの

世を去るとき住民に与えたもので、村人達は守り本尊としてあがめていました。 

なお、奥只見ダムの建設前、このあたりは須原口と呼ばれ、40 戸ほどの集落がありました。今は当

時の繁栄の跡も湖底深く沈んでいます。この地の住民の多くは、奥只見・銀山平に移り住み、釣り宿、

食堂、売店などの経営に当たっています。 

○ 片貝沢の軍用機墜落事故 

左の大きな入り江が片貝沢です。奥只見の冬を語るとき、欠かせないこととしてこの地で語り継が

れてきたのが、1938 年、昭和 13 年２月 18 日の軍用機墜落事故です。墜落現場は、片貝沢から７km

ほどの山中で、季節は厳冬、最も雪深い頃でした。搭乗していた７名は結局、全員死亡。しかし、そ

のとき最後まで生きていた兵士が、遺書を残していました。持っていた地図や飛行機の機体に、家族

への血の決別を書いていたのです。今でもその機体の残骸は周辺に放置されたままとなっています。 

○ 虚空蔵岩(こくぞういわ) 

    左手に高くそそり立つ大きな岩山が虚空蔵岩です。虚空蔵岩の岩肌は、雪崩が岩を削ってできる、

船内放送抄録 
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豪雪地帯独特のものです。 

○ 燧ケ岳（ひうちがたけ） 

前方に見える山が燧ケ岳です。標高 2,356ｍ、東北一の高さを誇り、尾瀬沼と尾瀬ヶ原の原型をつく

り出した富士山型の火山形状をした山です。花崗岩が盛り上がった山頂付近は、測量の基準となる三角

点のある、俎嵓（まないたぐら）・柴安嵓（しばやすぐら）、そしてミノブチ岳・赤ナグレ岳の 4つのピ

ークがあります。尾瀬沼や尾瀬ヶ原など、眺める場所や方向によって、４つのピークは重なったり、離

れたりと微妙に表情を変えますが、この場所から見る燧ケ岳の姿は、特に美しいと言われています。 

○ 奥只見の四季 

  一年の半分近くが雪に埋もれる奥只見には、多くの動植物が共存しています。只見川水系一帯には

幻の大イワナがすんでいることでも知られ、たくさんの釣り人が訪れます。他にもヤマメ・サクラマ

スなどの淡水魚が数多く生息しています。また、奥只見一帯の原生林は、ブナやトチ・ナラの木が多

く、山肌には、春はゼンマイやウド・ワラビ・フキなどの山菜、秋には天然のナメコやマイタケなど

のきのこ類が多く顔を出します。そして、森の中には特別天然記念物のニホンカモシカをはじめ、熊

やウサギ・リスなど大小様々な動物が、入り江付近ではマガモやコガモ・オシドリ・サギなどの鳥た

ちの姿も見られます。なかなかお目にかかれませんが、山のりょう線には天然記念物のイヌワシやク

マタカの飛ぶ姿も見ることができます。こうして様々な動植物とともに四季の移ろいを見せる奥只見

の美しい自然を是非御堪能ください。 

○ 銀山の歴史 

    それでは、ここで水没した銀山の歴史について御案内いたします。平安時代の末期 1163 年。尾瀬

ノ三郎房利が平清盛の陰謀により京を追われ、命からがらこの地に落ちのび身を潜めました。彼の死

後、守り本尊の化身が川を渡ったところ｢両岸はうっそうとして見るものは只、川ばかりだ｣と言った

という伝説から現在の只見川という名が付いたと言われています。 

この銀山は、江戸時代、佐渡の金山に対して越後の銀山と呼ばれるほどの有力な採鉱所（鉱山）で

した。江戸前期の 1657 年から末期の 1859 年まで、およそ 200 年間にわたって、銀を産出し続けまし

た。最盛期の頃には銀山千軒などとも言われ、神社のほかに、お寺や学校、遊郭などが建ち並び、２

万６千人を数える採鉱夫や慰安の遊女もいて山は景気と活気でにぎわいを見せていました。しかし、

測量の不手際で只見川の川底を突き抜けた激流が坑内に流れ込み、300 名余りもの犠牲者を出してし

まったため、ついに銀山は閉山へと追い込まれました。 

     現在は湖底深く沈み、その名残はわずかに、本陣原・ケイセイ沢・恋ノ岐など、銀山ゆかりの地

名として、国道 352 号線に残っているだけです。なお、国道 352 号線沿いには、犠牲者の供養塔が

建てられています。 

○ 尾瀬の自然 

    ここで奥只見ダムの水源である尾瀬の自然について御案内いたします。尾瀬は燧ケ岳の噴火によっ

て生まれたもので、沼と大湿原に分かれ、それぞれ尾瀬沼、尾瀬ヶ原と呼ばれています。いずれも国

内有数の高山植物の宝庫です。尾瀬沼の水辺にはヨシ・ミツガシワ・フトイが茂り、水面にはジュン

サイ・オゼコウホネが葉を浮かべ、湖畔にはアオモリトドマツ・コメツガなどの針葉樹が茂り、その

ハーモニーは見事なまでの美しさです。 

    一方、尾瀬ヶ原には春にはミズバショウ、初夏にはニッコウキスゲなど、雪解けから紅葉が終って

冬枯れになるまで、様々な種類の花が咲き誇り、尾瀬を訪れる人々を迎えてくれます。また、野鳥の

種類も豊富で、ウグイスをはじめ、アカゲラ・オオルリ・コマドリ・シジュウカラ・セキレイ…など、

数え上げたらきりがないほどです。ぜひ皆様も、尾瀬への旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

○ 県境と送電線 

    遊覧船はただいま、新潟県側から県境を越えて福島県側へと入ってまいりました。県境は湖のほぼ

中心を通りますが、左側の山々が福島県、右側の山々が新潟県となっております。 

前方上に見える、右手の山から左手の山へと続く送電線を御覧ください。この送電線は、奥只見発

電所で発電された電気を、遠く山並を経て、埼玉県川越市にある変電所に送っています。送電線には

27 万５千Ｖの超高圧の電気が流れています。 

○ 奥只見へ来ていただいた感謝の案内（略）  
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〈２〉尾瀬の生い立ち 
 

 本州最大の湿原である尾瀬ヶ原。 

 1,600ｍの標高にできた尾瀬沼。 

 両者ともはじめからこの地にはなく、長い年月をかけた大地の変動によってできた地

形です。尾瀬の地形の形成についてはいろいろな説がありますが、現在では次のような

説が最も有力のようです｡ 

 

 

 今から 2,500 万年くらい前の尾瀬は、至仏山がただ一つそび

え立ち、麓に只見川が豊かに流れるだけの準平原地帯でした｡

その後、活発な火山活動が始まり、景鶴山から噴出した溶岩が、

現在の尾瀬ヶ原湿原の大部分を埋め尽くしました｡その後の浸

食で再び渓谷になっていき、数百万年～ 

数十万年前にはアヤメ平、檜高山、大白沢

山、皿伏山などが噴火し、堆積と浸食を繰

り返していました｡そして、それらの火山活

動の最後に噴火したのが、燧ヶ岳です｡ 

 

 燧ヶ岳の噴火により流出した溶岩は、只

見川の源流を堰き止め、堰止湖を誕生させ

ました｡これが尾瀬ケ原盆地と尾瀬沼と呼 

ばれるものです｡そして、その湖の水があふ

れだし、浸食して作り上げたのが、現在の

只見川の渓谷であると言われています｡そ

の後、堰止湖からの水の流出が激しくなり、

水位が下がり始めました｡また、周囲の山か

らは土砂や植物の種などが押し流されてき

て、それらは堰止湖に堆積しました。 

 

8,000 年前くらいからは湖は周囲の山か

ら運ばれた砂やれきにより埋められ、平原

になってきました｡その後平原をいくつも

の川が流れ、その川が氾濫を繰り返しなが

ら湿潤化していき、この後、ヨシやスゲな

どの植物や、ミズゴケなどが繁茂するよう

になりました｡そして、それらの植物は、枯

れ落ちてもあまりの低温のために腐敗する 

こともなく堆積して泥炭に変わり、これが長い歳月繰り返されて、現在のような湿原の

広がる尾瀬ケ原に変貌していったと考えられています｡ 

深い渓谷の形成

燧ケ岳の噴火による河川の堰き止め 

尾瀬盆地の形成

現在の地形の形成 
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〈３〉尾瀬の気候 

 
 

新潟・群馬・福島にまたがる尾瀬は、冬は日本

海側、夏は太平洋側の気候の特徴を表します。尾

瀬沼は 1,600ｍという亜高山帯に位置するため、

年間の平均気温が低くなります。 

尾瀬沼と新潟市の平均気温を比べると尾瀬沼の

方がおよそ 10℃ほど低くなります。１日の中での

気温差も大きくなりやすく、７・８月でも長袖が

必要になるほどです。  
 
 
 

 
亜高山帯の尾瀬は、11 月から翌年の４月までの

半年間にわたって雪に埋もれます。降雪量が減る

４月から雪解けが始まりますが、５月の半ばミズ

バショウの花とともに湿原が顔を出し始めます。

梅雨時の６～７月は新潟市とさほど降水量は変わ

りませんが、８月と９月は尾瀬の方がとても雨が

多いことがグラフから分かります。これは「にわ

か雨」が尾瀬に多く降るためです。雷雨も多く、

雨対策をきちんと行う必要があります。 

 
 
〈４〉尾瀬の湿原 

 
   尾瀬の最大の魅力といってよい湿原。寒冷地で 

ある尾瀬では湿原の植物が枯れた後、十分な養分

を含んだ腐葉土まで分解することができません。

特に湿原をつくるミズゴケが枯れると泥炭と呼ば

れる黒く養分の乏しい土に変わります。毎年ミズ

ゴケが枯れて泥炭に変わっていきますが、その成

長速度は年間１㎜程度です。10 ㎝の厚さの泥炭層

ができるまでおよそ 100 年もの歳月がかかる計算

です。寒冷で栄養に乏しい湿原に生育できる植物

や動物は限られており、全体的に背丈が小さい特

徴をもっています。湿原の生物は氷河期を生きの

びた生物を祖先にもつものも多いと考えられてい

ます。  
 

尾瀬の気温  

尾瀬の雨と雪 

泥炭の層  

（注）尾瀬は尾瀬ヶ原、新潟は新潟市

降
水
量
（
㎜
） 

平
均
気
温
（
℃
） 
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湖沼のまわりにスゲやヨシ、ヒツジグサなどが生え

てきます｡ 

 

 

  スゲやヨシが堆積し、泥炭化し始め、湖沼が浅くなってき

ます｡ヒツジグサやミツガシワなどが水面を覆うように生育

してきます｡ 

 

 

湖沼は，植物の遺体の堆積によってさらに浅くなり、スゲ

やヨシなどの泥炭層が厚く堆積し、ミズゴケが表面を埋める

ように生えてきます｡ 

 

 

 ミズゴケによる泥炭層が発達し、湿原の表面がレンズ状に

盛り上がります｡そのため、水分の供給は、雨水だけに頼るよ

うになります｡こうして湿原が発達していきます｡ 

 

 

湿原は、その発達の過程から表面の様子がいろいろと変化してきます。そして生育している

植物の種類も湿原の様子によって違ってきます｡湿原は、およそ次のような３つの種類に分ける

ことができます｡ 

 ①低層湿原 

 周囲の林などよりも低いため、周りの山や林から水が流れ

込み、常に水分が入り込む環境の湿原です｡そのため、水と一

緒に運ばれる栄養分に富んでいます｡ 

 （生育植物:ミズバショウ、ヨシ、リュウキンカなど） 

 

 ②中間湿原 

 低層湿原と高層湿原の中間的な状態の湿原です｡雪解け時

や洪水時に水分が入り込む湿原で、ときどき栄養分のある水

が供給されるものです｡ 

（生育植物:ヌマガヤ、ニッコウキスゲ、ヤチヤナギなど） 

 

③高層湿原 

  湿原の中央付近がレンズ状に盛り上がり周囲の環境より高く

なっているのが特徴です。水分は雨水だけに頼っているため、

非常に栄養分が少ない湿原です。 

 （生育植物:モウセンゴケ、ツルコケモモなど）  

湿原の種類 

湿原のでき方 
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湿原の中の林（拠水林） 

湿原の中のところどころに林があります｡ 

どうして湿原に林があるのでしょうか｡ 

尾瀬ヶ原は泥炭地で栄養分が乏しく､樹木が育ちにくい所です｡しかし､川に沿った所で

は、ハルニレやオノエヤナギといった樹木が根を張っています｡こうした場所には、川が流

れているのです｡川が周りの山々から泥や砂､石を運んでくるので、川沿いの土が富栄養化

とともに乾燥化し､このような林ができるのです｡ 

このような林を『拠水林』と呼んでいます｡尾瀬ケ原では､龍宮小屋の近くを流れる沼尻

川周辺で観察することができます。 

池塘と浮島 

① 湿原の池(池塘)                

 尾瀬ケ原には、大小たくさんの池があります｡ 

 この池のことを『池塘』と呼びます｡ 

   尾瀬ケ原の池塘を見ると、川の流れの跡のように見えるものがあります｡この池塘は、湿 

 原にある川が洪水などで、その流れを変えたときにできた三日月湖のようなものだと考えら 

 れます｡ 

   また、ほかには、湿原の凹凸に水たまりができ、その水たまりの周囲に植物が生え、それ 

 が枯れて積み重なり、池の周囲がだんだん高くなって、池の深さが増したためにできたもの 

 とも考えられています｡ 

   尾瀬では、至仏山の山頂付近から尾瀬ケ原を眺めると、たくさんの池塘があるのが分かり 

 ます｡ 
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③ 水に浮く島(浮島) 

   尾瀬の池塘には、水面に浮いている島がい  

 くつか見られます｡ 

   これを『浮島』と言います｡どうしてこの 

 ような浮島ができるのでしょう｡ 

   浮島には次のようなでき方があるようです｡ 
 

  ◆ 池の底から堆積物の薄い層が浮かび上がり、そ 

   の上に草が生えて浮島となります｡このでき方は､ 

   ところどころで見られます。 
   
  ◆ 池の岸が削られるときに、下の層が削られてい 

   き、硬い上層の部分がそのまま残ります。この 

   残った上層部分が切れて浮島ができます｡ 

④ 水が流れ込むだけの池(竜宮) 

 尾瀬ヶ原には、流れ込む川があるのに出口のない池や、逆に出口だけしかない池があります｡ 

   それでも、水があふれたり、なくなったりしないのは、池と池の間が地下のパイプのよう 

 な空洞でつながっているからです。地元の人はこれを『竜宮』と呼んでいます。竜宮は、中 

 田代の龍宮小屋の近くにあります｡ 

   池に流れ込む川の水量は季節によって違いますが、春の雪解けのときには、渦を巻いて流  

 れ込んでいます｡ 

② 池によって生育する水草が違う 

   池の深さが違うため、生育する植物の種類が違ってきます｡水草の種類によって池の深さ 

 がどのくらいかあるか分かります｡ 
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〈５〉尾瀬の植物 

  尾瀬には湿原、森林、高山植物など、およそ900種類の植物が生育しています。５月の雪解け

とともに花のリレーが始まり、初秋まで続きます。 

春から初夏にかけて 

ミズバショウ（５月中旬） リュウキンカ（６月上旬）       ミツガシワ（６月中旬） 

 ヒメシャクナゲ（６月中旬） タテヤマリンドウ（６月中旬）  ワタスゲ〈果穂〉（６月中旬） 

ゴゼンタチバナ（６月下旬）    ヒオウギアヤメ（６月下旬）    チングルマ〈果穂〉（６月下旬） 

ハリブキ（７月上旬）         マイヅルソウ（７月上旬）        アカモノ（７月中旬） 

ニッコウキスゲ（７月中旬）        キンコウカ（７月中旬） カキツバタ（７月中旬）       
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 ギンリョウソウ（６～７月） 

初夏から秋にかけて 

ジョウシュウオニアザミ（７月）       ヒツジグサ（７～９月上旬）          オゼコウホネ（７～８月） 

ナガバノモウセンゴケ（８月上旬）      モウセンゴケ（８月上旬）   ノアザミ（７～８月） 

  オゼヌマアザミ（８～９月）          ヤナギラン（８月上旬）          サワギキョウ（８月中旬） 

シラタマノキ〈実〉（９月上旬）                               ミズゴケ オオシラビソ 
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    場  所 
花 が 咲 く 時 期 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

アカモノ（イワハゼ）  森林  * *       

オオシラビソ 樹木 森林     *       

コメツガ 樹木 森林     *       

ナナカマド 樹木 森林     *       

ズダヤクシュ   森林     *       

ハリブキ   森林     *       

テツカエデ 樹木 森林     * *     

ヤマブキショウマ   森林     * *     

ミネカエデ 樹木 森林     * *     

ゴゼンタチバナ   森林       *     

ナツノタムラソウ   森林       *     

トリアシショウマ   森林       * *   

クロヅル   森林       * *   

ヨブスマソウ   森林       * *   

オオカニコウモリ   森林         * * 

カニコウモリ   森林         * * 

ヤマハハコ   森林         * * 

ヤグルマソウ   沢       * *     

ウワバミソウ   沢         *     

モミジカラマツ   沢         * *   

ハンゴンソウ   沢           * * 

カキツバタ   湿原     * *     

ツルコケモモ   湿原     * *     

ヒメザゼンソウ   湿原     * *     

コバイケイソウ   湿原     * *     

チングルマ   湿原     * *     

ヤマドリゼンマイ   湿原     * *     

オゼヌマタイゲキ   湿原       *     

ニッコウキスゲ   湿原       *     

ヒオウギアヤメ   湿原       *     

モウセンゴケ   湿原       *     

キソチドリ   湿原       * *   

キンコウカ   湿原       * *   

コオニユリ   湿原       * *   

コバギボウシ   湿原       * *   

コバノトンボソウ   湿原       * *   

ノアザミ   湿原       * *   

マルバダケブキ   湿原       * *   

オトギリソウ   湿原       * *   

イワショウブ   湿原         *   

サワギキョウ   湿原         *   

ヤナギラン   湿原         *   

ワレモコウ   湿原         *   

ツリガネニンジン   湿原         *   

オゼヌマアザミ   湿原         * * 

オゼミズギク   湿原         * * 

タムラソウ   湿原         * * 

ミズオトギリ   湿原         * * 

ミヤマアキノキリンソウ   湿原         * * 

オオバタケシマラン   林床     *       

タケシマラン   林床     *       

シラタマノキ   林床     *       

サラシナショウマ   林床         *   

ツルリンドウ   林床         * * 

ノブキ   林床       * *   

オオバノヨツバムグラ   山道脇       * *   

オタカラコウ   拠水林       * *   

オオレイジンソウ   川沿い       * *   

 観察することができる尾瀬の植物たち 
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〈６〉尾瀬の森林 

尾瀬というと湿原をイメージしますが、実は尾瀬のほとんどは湿原を取り囲むように

して生育する森林です。栄養が乏しい湿原に対して森林は保水力があり、養分の豊富な

腐葉土ができます。森から流れ出した養分を含む水は尾瀬沼や川に流れ込み、そこに生

きる生き物の生態系を支えています。尾瀬の森林を大別すると２つに分けられます。秋

になると葉を落とす「落葉広葉樹」であるブナ林と、一年中針のような葉を付けている

「常緑針葉樹」のオオシラビソ林です｡ 

 

 
 
 

尾瀬の標高 1,600ｍくらいまではブナ林で覆われていま

す。鳩待峠が標高 1,615ｍですから、このあたりの標高から

下はブナ林に覆われていることになります。ブナは木肌が

灰色で、幹や枝にはコケ類や地衣類が付いていることが多

くあります。また、林床には積雪の多い日本海型を特徴づ

けるチシマザサが生育し、ブナとチシマザサの組合せの森

林を形成しています。このブナ林では、低木にはオオバク

ロモジ、オオカメノキ、ハウチワカエデ等、その下にはハ

イイヌガヤ、エゾユズリハ、ヒメモチ等が生育しています。

また、イワガラミやツタウルシなどのつる植物が多いのも

特徴です。 

 
 
 

ブナ林よりさらに標高（1,600ｍ～1,800ｍ)が上がるとク

リスマスツリーのもみの木のような常緑針葉樹のオオシラ

ビソ（別名アオモリトドマツ）林になります。常緑のため

にブナ林より林内は薄暗く、林床の植物も余り多いとは言

えません。特に、三平峠のオオシラビソ林は密集している

ため林内が暗く、林床には下草がほとんど見られません。

ここでは、オオシラビソの幹だけがきれいに並んでいる様子を見

ることができます。オオシラビソの樹皮は青みを帯びた暗灰色で、

樹高は 15ｍくらいです。 

また、オオシラビソの下方の枝を見ると、垂れ下がっているも

のを見かけることがあります。これは、冬季の積雪の重さのため

に枝が垂れ下がったものです。この高さから、尾瀬の積雪がどれ

ほど多いかが分かるでしょう。 

ところどころでオオシラビソに似たコメツガが見られます。樹

皮が褐色をしている点などの違いで分かります。 

 
  
 

尾瀬では、ブナ林やオオシラビソ林に混じってダケカンバの林

が見られます。ダケカンバは高さ 15ｍに達する落葉高木で、淡褐

色の樹皮が紙状に剥げているのが特徴です。雪崩や地盤の崩壊が

起きる場所に一時的に一斉林を形成します。ブナやオオシラビソ

に比べ、環境条件の厳しいところに成育する樹木です。 

ブナ林 

尾瀬では低い標高に広がるブナ林 

オオシラビソ林 

オオシラビソの林（三平峠付近）

ダケカンバ林 

紙を剥いだような  
ダケカンバの樹皮  

積雪で枝が垂れ下がる  
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〈７〉尾瀬の動物 

尾瀬には、哺乳類30種以上，鳥類140種以上の生息が確認されているほか、寒冷な高山帯に

しか生息していない昆虫など多種多様な動物が生きています。比較的観察しやすい種や子ど

もたちの関心が高い動物について掲載しました。 

ニホンカモシカ 
 
落葉広葉樹林にすみ，木の葉や芽を食べま

す。ウシのなかま。至仏山の斜面で目撃され

ることが多いようです。 

ヤマネ 
 
森に１匹だけですみ，日中は木の穴の中で

休んでいます。小屋の中に入り込んで、冬

眠する例もあります。 

ツキノワグマ 
 
日本で最も広く分布し，胸に月の輪模様があ

ります。ドングリやミズバショウの実を好ん

で食べます。 
 

オコジョ 
 
体長17～30cmほどのイタチのなかまで、

高山を分布域としています。日中木道上

で目撃されることがあります。 

ウグイス 
 
体は茶褐色で「ホーホケキョ」とさえずり

ます。人や動物が近づくと「ケキョケ

キョ・・」と警戒して鳴きます。 

メボソムシクイ 
 
オリーブ色で目の上に白線があります。

「ジョリジョリ･･｣とさえずり，森の登山

道でよく聞こえてきます。 

モリアオガエル 
 
普段は林の奥にすむ両生類です。乳白色

の卵塊を池塘や小川に産みます。 

アカハライモリ 
 
池塘の中で泳いでいるのをよく見かけま

す。モリアオガエルの孵化したオタマ

ジェクシを狙って捕食します。 

クロサンショウウオ 
 
普段は林の奥にすむ両生類です。乳白色

の卵塊を池塘や小川に産みます。 
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イワナ 
 
白い斑点とパーマークが美しいサケ科の魚

です。主に昆虫を食べて生きています。 

アブラハヤ 
 
湿原中の小川で群れをなして泳いでいる

のを見かけます。イワナと間違えやすい

のですが、コイの仲間です。 

オゼイトトンボ 
 
尾瀬で発見されて命名されたイトトンボ

の仲間です。胸と腹の境目の節に黒いワ

イングラス型の模様があります。 

カオジロトンボ 
 
高山帯の湿原にしか生息しないトンボで

す。顎の回りが白いのが特徴です。 

ルリイトトンボ 
 
青と黒の対比が美しいイトトンボです。池

塘周辺の湿原で多く見られます。 

ハッチョウトンボ 
 
大きさが10円硬貨ほどの大きさで日本で

最も小さなトンボです。雄は赤い体をし

ています。 

エゾイトトンボ 
 
蝦夷
え ぞ

（北海道）に多く生息する淡青色の
美しいイトトンボで、腹部の第２節に黒

いスペード型の模様があります。 

アサギマダラ 
 
林の縁でよく見られる美しいチョウで

す。ゆったりと優しい飛び方をします。 

クジャクチョウ 
 
翅の目玉模様が孔雀の羽に似ていること
からその名がついています。 
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〈８〉尾瀬の抱える問題と保護活動  

 
 

① 交易と狩猟・採集 

尾瀬は人跡未踏の地ではなく、昔から人との関わりがありました。麓の集落の人々は、

峠超えの道として、狩猟・採集の場として利用していました。魚沼市旧湯之谷村に伝わ

る古地図には、只見川の上流に尾瀬ヶ原や尾瀬沼と思われる地形が描かれており、当時

の村人が川魚漁や山菜採りに出かけていたことが分かります。 

福島県側の沼山峠から尾瀬沼のほとりを通って群馬県側の三平峠に抜ける「沼田（会

津）街道」は交易の道としてにぎわい、尾瀬沼のほとりには交易所もあったと伝えられ

ています。幕末の戊辰戦争では、会津藩がこの街道を通って戸倉まで遠征し、官軍との

戦闘が展開されました。 
 

 ② 尾瀬開山と学術調査 

   明治 22 年に、平野長蔵が燧ケ岳山頂に石のほこらを建立し、尾瀬沼の沼尻に行者小

屋を建てて住み始めたことをもって、尾瀬開山とされています。その後、探検隊や学術

調査隊が尾瀬に入り、貴重な自然が徐々に認識されるようになっていきました。中でも、

植物学者の武田
た け だ

久吉
ひさよし

が、明治 39 年に日本山岳会の会報に発表した「尾瀬紀行」によっ

て、尾瀬が広く世に知られることになりました。 
 

③ 国立公園の指定と尾瀬ブーム 

   昭和６年に国立公園法が施行され、尾瀬は昭和９年に国立公園（日光国立公園の一部）

に指定されました。その後、昭和 31 年には国指定天然記念物、35 年には特別天然記念

物に指定されています。 

   昭和 24 年にＮＨＫラジオ歌謡で「夏の思い出」が放送されてヒットすると、折から

のハイキングの流行に乗って尾瀬を訪れる人が急増し、昭和 30 年代には尾瀬ブームが

起こります。各地に山小屋が建ち、電灯が灯され、

次第に麓からの道路が整備されてバスの運行も

始まりました。 

   今のように木道などの自然を守る設備も、人々

のルールやマナーも確立されていなかったため、

多くの利用者が湿原に踏み込み、尾瀬ヶ原の一

部や沼尻平、アヤメ平などで、裸地化や植生の

破壊が進みました。昭和 40 年代から始まった

植生復元事業は現在も続いています。 
 
 

 ④ 尾瀬の開発計画と反対運動 

   明治から大正にかけて、富国強兵のための電力増産が急務となり、当時の主力発電方

式であった水力発電所の建設が国策として進められました。尾瀬の豊富な水を発電に利

用しようと、明治 36 年に初めて尾瀬ヶ原の水力発電ダム計画が発表され、大正５年に

は当時の電力会社（利根発電）が尾瀬の群馬県側の土地１万７千 ha を買収（福島・新

潟県側は国有林)、大正 11 年には関東水電（現在の東京電力）が尾瀬ヶ原・尾瀬沼一帯

の水利権を取得しました。  

尾瀬の歴史 

沼尻で湿原に座り休憩する人たち（昭和26年撮影）
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しかし、当時から尾瀬の自然を守るべきだという声が政府内にもあり、また、度重

なる戦争や震災などの影響もあって、尾瀬ヶ原ダム計画が実行されることはありませ

んでした。その後も戦後の電力需要の高まりや首都圏の水需要の高まりを背景に、尾

瀬ヶ原発電計画や尾瀬分水計画（尾瀬の水資源を利根川の水源として利用する計画）

が繰り返し発表されてきました。東京電力が尾瀬ヶ原の水利権を放棄し、正式にダム

建設計画を断念したのは平成８年のことです。  
一方、尾瀬沼では昭和 24 年に尾瀬沼分水工事が完成し、現在も発電に利用されてい

ます。尾瀬の自然を愛し、ダム計画に反対する人々は「尾瀬保存期成同盟」を結成し

て尾瀬の保護を訴え、後に日本自然保護協会の設立へ発展していきました。 

また、昭和 38 年には尾瀬沼湖畔を通る旧沼田（会津）街道の自動車道路建設計画が

動き出し、福島県側の御池～沼山峠が昭和 45 年に完成、群馬側でも工事が進められま

した。これに危機感をもった人々による建設反対運動が高まり、昭和 46 年の環境庁発

足と長官の現地視察を経て、自然保護を理由とする工事中止・道路計画廃止という画

期的な成果を生みました。 

この運動の中で、昭和 46 年に「尾瀬の自然を守る会」が発足し、その後の尾瀬保護

財団の設立（平成７年）などにつながっていきました。幾度となく開発の波にさらさ

れながら、その都度、多くの人々の熱意ある取組によって守られてきた尾瀬は、「自

然保護運動の原点」と言われています。 

 
 

 

○尾瀬を守り、尾瀬に眠る人 

 

 尾瀬沼東岸の山小屋・長蔵小屋の小屋主であっ  
た平野家三代の長蔵

ちょうぞう

、長英
ちょうえい

、長靖
ちょうせい

は、尾瀬の保護  
活動の先駆者として、自然保護に尽力した人たち  
です。 

明治 23 年に尾瀬沼の沼尻に尾瀬最初の山小屋  
を建てた平野長蔵氏など平野家の人々が眠る墓地  
が、大江湿原の西端にあります。環境省から特別  
に許可を受けて、設置されているものです。 

 ここには平野家の墓碑だけでなく、平野長蔵氏とともに尾瀬の保護に尽力した

植物学者・武田久吉氏の記念碑も建てられています。墓地の周囲には晩夏にヤナ

ギランが群生し、長英氏によって「ヤナギランの丘」と名づけられました。 

 特に、尾瀬沼東岸を通る沼田街道（会津街道）の観光道路建設工事に反対し、

昭和 46 年 12 月に雪の三平峠で遭難死した長靖氏の存在は、多くの国民の自然保

護運動に対する見方を変えました。平野家三代の物語は、世論を動かし国を動か

すのは、その人の思いの強さと行動であることを私たちに教えてくれます。ヤナ

ギランの丘に建つ長靖氏の墓石には、次のように刻まれています。 
 

 「守る 峠の緑の道を 鳥たちのすみかを みんなの尾瀬を 

  人間にとって 本当に大切なものを」  

ヤナギランの丘の平野家墓所 
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現在も、尾瀬を守ろうと、多くの人たちがそれぞれの立場から活動しています。 

  ○  尾瀬保護財団  

尾瀬の一元的な管理組織として、新潟県、群馬県、福島県の３県と東京電力によっ

て設立された財団法人。ビジターセンターの管理運営など環境省・福島県・群馬県か

ら様々な事業を受託実施しているほか、尾瀬サミットの開催、啓発活動などの活動を

行っています。 

  ○ 自然保護団体 

      日本における自然保護運動の原点といわれる「尾瀬保存期成同盟会」が昭和 24 年に

発足。その後「日本自然保護協会」に移行し、日本を代表する自然保護団体として活

躍しています。 

  ○  尾瀬山小屋組合  

    植生復元、美化清掃活動、シャンプー・石けんの使用禁止、遭難者の救助などを行

っています。  
  ○  東京電力㈱（土地所有者） 

    植生復元、木道の整備、自然教室開催、尾瀬周辺

での植林などを行っています。 

  ○  環境省自然保護官と尾瀬パークボランティア  
    パトロール、清掃活動、木道・登山道整備、自然

解説などに多くの人が活動しています。 

  ○  環境省・関係自治体  

    木道、公衆トイレなどの施設整備と管理、植生復

元作業、交通対策などを行っています。  
 
 
 

① 入山者数 

尾瀬の年間入山者数は過去に 60 万人を超えた時

期もありましたが、近年は約 30 万人ほどで推移し

ています。しかし、ミズバショウやニッコウキスゲ

の花期の土日は入山者が大変多く、尾瀬ヶ原の木道

では人の渋滞ができるほどです。人が多く入山する

ことは、尾瀬の自然に対して余りよいことではあり

ません。ゆっくり観察する場合は、平日訪れるほう

がよいと考えます。 
 

 ② ゴミ問題 

かつて尾瀬にはゴミ箱がありました。今では尾瀬でゴミ箱を見ることはありません。

昭和 47 年に、国立公園協会の提唱によって、ゴミ持ち帰り運動が始まりました。この

運動が始まる前は、尾瀬のところどころにゴミ箱が置かれていましたが、尾瀬を訪れる

人たちの持ち込むゴミはゴミ箱に入りきれず、あふれたゴミは尾瀬の景観を崩し、尾瀬

の自然を変えようとしていました。また、ゴミの処理も大変な作業でした。今は、ゴミ

持ち帰り運動が定着し、湿原にゴミが落ちていることは少なくなりました。しかし、尾

瀬自然保護指導員の話では、まだ木道の下に隠すようにゴミを捨てる悪質な人もいると

いうことです。尾瀬を守るには一人一人の意識が大切なのです。 

尾瀬を守る人々 

ボランティアによる清掃活動 

尾瀬の抱える問題

混雑する鳩待峠 
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 ③ 水質の問題 

尾瀬の自然の源は、天然の水です。

年間を通した豊富な雨や雪が、湿原や

森林の大切な水資源です。これらの水

質が変わることは、尾瀬の植生が変わ

ることでもあります。尾瀬の湿原は、

貧栄養な状態にあります。栄養分が乏

しいために、湿原特有な植物が生育し

ているのです。この湿原に流れ込む水

が、生活排水などで栄養分を含んでい

たとしたらどうなるでしょう。湿原が

富栄養状態となり、湿原以外の植物が

どんどん入り込みやすくなってしま

います。 
 
 ④ 移入植物の問題 

尾瀬の山小屋周辺には、かつて尾瀬にはなかった植物た

ちが見られるようになってきました。オオバコやゲンノウ

ショウコ、カタバミなどです。これらの植物のように、本

来尾瀬にはなかった植物のことを移入植物と言います。で

は、どうしてこのような植物が尾瀬に入り込んできたので

しょうか。これらの植物の種が、登山者の靴などに付着し

て持ち込まれたのです。 

繁殖力の強いこうした植物が入り込むと、栄養分のある

場所や乾燥気味の場所などでは、湿原の植物に代って生育範囲を広げていく危険性があ

ります。ですから、尾瀬に入山する前に、靴の裏などに付いた植物の種をよく落とす必

要があるのです。 
 

 ⑤ 踏み付けによる問題 

多くの人が訪れる尾瀬では、踏み付けによって登山道が

広がってきています。すれ違いや休憩などのときに、登山

道脇の植物が踏み付けられることによります。また、山小

屋周辺も休憩場所として人が集まるため、同じように植物

の生えない(裸地)部分が多くなっています。至仏山への山

ノ鼻からの登山道が踏み付けによって荒らされ、平成元年

から９年まで改修工事のために閉鎖されました。 

 

 ⑥ 野生動物対策 

   近年、尾瀬にいないはずのニホンジカの数が増加し、湿

原のあちこちに獣道やヌタ場（泥浴びをした跡）、食害の

痕が見られるようになりました。環境省では、生息数を調

査し、シカの侵入を防ぐ柵を設けたり、わなによる捕獲を

実施して生息数を調整する対策を始めています。  
 

入山口では種子を落とす 

湿原に入り込むニホンジカ 

公衆トイレ内の解説（尾瀬沼ビジターセンター作成） 

登山道が広がらないようロープを

張るボランティア（至仏山）
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 ⑦ 地球温暖化の影響 

昔と比べると、尾瀬の気温は確実に高くなっています。気温の上昇が尾瀬にどんな影

響を与えるか、実はよく分かっていません。しかし、積雪量の減少や雪解けが早まるな

どによって、植物は霜の被害を受けやすくなっています。また、豊かな水の枯渇を招き

湿原の乾燥化が進んだり、枯れた植物の分解が早まり植生が変化したり、湿原の泥炭層

にも影響があるのではないかと懸念されています。シカの生息地域の拡大の問題も、南

アルプスなど全国各地で起こっていることから、温暖化の影響の一つと考えられます。

温暖化が続けば、尾瀬の自然は今の状態と変わってしまうのは間違いないでしょう。 

 

 

 

長い時間をかけて現在の尾瀬が形成されました｡ここには、数百種もの湿原植物が生育

し、オゼヌマアザミ、オゼソウ、オゼヌマタイゲキなど、ここ以外には余り見られない

貴重な植物も多くあります｡この美しい尾瀬の自然を守るために、行ってはならない３つ

の原則があるのです｡ 

 

① 動植物をとらない 

きれいだから、珍しいからという理由で花や草木をつい採集してしまう｡これは絶対

にやめなければなりません｡自然の生命をいたずらに絶ってはなりません｡このことは

基本的な尾瀬でのルールです｡尾瀬の大部分の地域は、特別保護地区に指定され、地域

内では草木一本たりとも採ってはならないと条例で定められています｡これに違反すれ

ば、６ケ月以下の懲役又は、30 万円以下の罰金が課せられます｡シーズン中には環境省

のパトロールも行われています｡ 
 

 ② 湿原にみだりに入らない 

以前、湿原に木道が敷かれていなかった頃は、

わらじばきで膝まで水につかりながら、泥まみれ

で通るしかなかったと言います。まだ、余り尾瀬

に人が訪れなかった時代のことです。木道が敷か

れたのは昭和 27 年のことです。それから僅か３

年のうちに、大江湿原から沼尻、下田代を通って

温泉小屋まで継続的に木道が整備され、さらに昭

和 30 年代には、尾瀬ケ原を縦断する木道が敷設

されました。こうして、尾瀬探勝の足はぐっと便

利になり、尾瀬を訪れる人の数も年々急速に増え

始めました。 

現在、木道の果たす役割は、歩きやすさのため

より、湿原の保護のために変わってきました。 

湿原は、一旦人に踏み荒らされて泥炭層が露出

してしまうと表層が雨で流され、湿原植物は生育

しなくなります。これを元に戻すには大変な時間

がかかるのです。美しい風景をカメラに収めよう

とするあまり、思わず湿原に足が入っていた、な

尾瀬の自然を守るために 

木道がない頃に湿原で足を取られる人（昭和27年撮影）

木道を必ず歩きましょう 
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どということは厳禁です。木道から外れて歩いては絶対にいけません。 

 

③ ゴミを持ち帰ろう 

尾瀬には、木道の休憩ベンチにも、無料休憩所の周辺

にもゴミ箱というものはありません。これは、自分のゴ

ミは自分で持ち帰ろうという趣旨が徹底されているか

らです。尾瀬に行くときは必ずゴミ袋を持参したいです

ね。（もちろん尾瀬だけでなく普通の山でも同じなので

すが…） 

以前の尾瀬は、各所に直径１ｍ高さ 1.5ｍほどのゴミ箱

が設置してありました。シーズン中には、１日２～３万

人もの入山者があり、そのゴミ箱では、とても入り切れ

なくなりました。それでも人々は、ゴミを上に置いてい

き、山のようにゴミが積まれていきます。そこで、ゴミ

持ち帰り運動が昭和 47 年から取り組まれ、ゴミ箱の撤去

が始まりました。ゴミ箱があれば、そこに捨てるのは人

情なのでしょうか。以前は、山小屋のゴミ箱はいつもい

っぱいで、その大量のゴミを尾瀬の外に運び出すために、

山小屋などの人たちに大変な負担をかけていました。 

私たちは、どうしたらよいのでしょうか。そんな意味で、尾瀬は考える教室、学ぶ教

室だと思います。現在、１年間に尾瀬を訪れる人の数はおよそ 30 万人と推定されてい

ます。この人達と一緒にいろいろな物が入り込みます。弁当、缶ジュース、タバコ、ビ

ニール袋、アルミホイルや包み紙、これらが捨てられるとき、その場所から尾瀬は死ん

でいきます。尾瀬の気候は、温帯上部から亜寒帯、山の頂上付近では寒帯に近く、降水

量は豊富ですが、気温は低いのです。このため、平地では簡単に腐って土に変わるもの

でも、尾瀬ではなかなか腐りません。ちなみに、生ゴミを森林中に埋めたところ、４年

くらいして掘り起こしたらほぼ原形のままであったという話もあります。 

 

引用文献 

北魚の自然ガイドブック  尾瀬の自然 2001    湯之谷村 魚沼・小千谷地域理科教育センター 

佐梨川・只見川  川ガイド                  新潟県魚沼地域振興局地域整備部 

 

参考文献 

尾瀬自然観察手帳  2008                    猪狩 貴史 

 

 

 

 

 

 

撤去前のゴミ箱の様子（昭和49年撮影）

－おことわり－ 

   ・常用漢字表等の改正（平成 22 年 11 月 30 日付け）に伴い、引用文献について、執筆者の

御了解を得て所要の修正を行っています。 

・「尾瀬の生い立ち」に掲載されている尾瀬ヶ原の形成過程については、現在いくつか

の地質学的見解が存在します。  

83



写真提供者・提供団体 

魚沼・小千谷地域理科教育センター         魚沼市立堀之内小学校 

奥只見観光株式会社                 奥只見郷ネイチャーガイド 

財団法人尾瀬保護財団                電源開発株式会社 小出電力所 

株式会社星組 

大桃 久夫     櫻井 琢也     佐藤 定雄     星 兼治     星野 正昭 

  本学習プログラムは、以下の「魚沼から行く尾瀬ルート」ホームページにも掲載しています。 

   どうぞ、ご活用ください。 

  http://www.uonumakara.com/ 

（五十音順、敬称略） 

「魚沼から行く尾瀬」環境学習プログラム作成委員会 

委 員 長 宮 薗  衛 （新潟大学教育学部教授） 

副 委 員 長 横 山  正 樹 （魚沼市中学校長会長） 

委 員 川 端  弘 実 （新潟県教育庁義務教育課長） 

 田 海  直 樹 （新潟県県民生活環境部環境企画課長） 

 毛 利  隆 二 （新潟県立教育センター次長）H22.3.31まで 

 桜 井  昭 吉 （奥只見郷ネイチャーガイド会長） 

 櫻 井  優 （新潟県魚沼地域振興局長） 

 今 井  隆 夫 （元魚沼市立堀之内中学校長） 

 今 井  正 樹 （奥只見郷ネイチャーガイド事務局） 

 小 幡   誠 （魚沼市市長公室長） 

 佐 藤  和 彦 （新潟県立教育センター教育支援課副参事） 

 松 井  千 鶴 子 （新潟県教育庁義務教育課指導主事）H22.3.31まで 

 三 津 輪  宏 之 （魚沼市教育委員会指導主事） 

 山 之 内  方 史 （魚沼市立堀之内小学校教頭） 

 松 原  道 子 （魚沼市教育長） 

   

 金 子  満 雄 （新潟県立教育センター次長）H22.4.1～ 

ワーキング 井 浦  順 子 （新潟県教育庁義務教育課指導主事）H22.4.1～ 

 



 
 
 



「魚沼から行く尾瀬」環境学習プログラム 
 

平成22年４月 発行 

平成23年３月  改訂 

 

 

発行者：新潟県魚沼地域振興局 

 

〒946-0004 新潟県魚沼市大塚新田91-4 

        ℡  025-792-1303 

この手引書は、尾瀬の木道をリサイクルした用紙を使用しています 


	01本プログラムの特長_1～4_
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	05無理なく安心モデルコース(5～7）
	1/3
	2/3
	3/3

	08教師用お役立ちマップ
	09尾瀬マップ指導者用_表
	10尾瀬マップ指導者用_裏
	11拡大図
	12楽しく使おう宝の地図(～)
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	16楽しく使おう宝の地図（尾瀬沼）
	17楽しく使おう宝の地図(尾瀬沼)
	1/3
	2/3
	3/3

	20楽しく使おう宝の地図(尾瀬ヶ原)
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	24学習課題アラカルト
	25学習課題アラカルト
	26学習課題アラカルト
	27学習課題アラカルト
	28学習課題アラカルト
	29学習課題アラカルト
	30学習課題アラカル2
	31学習課題アラカルト
	32学習課題アラカルト
	33学習課題アラカルト
	34学習課題アラカルト（尾瀬ヶ原）
	35学習課題アラカルト（尾瀬ヶ原）
	36学習課題アラカルト（尾瀬ヶ原）
	37学習課題アラカルト（尾瀬ヶ原）
	38事前学習
	39現地で体験（尾瀬沼）
	1/3
	2/3
	3/3

	42現地で体験（尾瀬ヶ原）
	1/3
	2/3
	3/3

	45事後学習
	1/3
	2/3
	3/3

	48安心安全のために
	1/2
	2/2

	50安心安全クマ
	51備えあれば憂いなし
	1/7
	2/7
	3/7
	4/7
	5/7
	6/7
	7/7

	58交通アクセス（修正）
	59参考
	60お問い合わせ
	61お問い合わせ(2)
	62奥只見資料編
	1/3
	2/3
	3/3

	65船上アナウンス全文
	1/2
	2/2

	67資料編
	1/2
	2/2

	69資料編
	70尾瀬ヶ原資料
	1/2
	2/2

	72資料篇
	73資料篇
	74
	75資料編
	76資料編
	77資料篇
	78資料編
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6




