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巻頭言 

福島県における放射線量調査と登山道の整備について 
 

 2011年 3月に東日本大震災が発生し、早いも

ので８年が経過しました。福島県に住む私たち

の生活は東日本大震災により大きく変化しま

した。未曾有の大災害は、津波により福島第一

原発の電源を喪失させ、炉心融解によって水素

爆発を起こしました。それにより広い範囲が放

射性物質で汚染されたのです。地域住民は避難

を強いられ、未だ戻れない人たちがたくさんい

ます。山岳地域も例外ではなく、今も立ち入る

ことの出来ない山域があるのも現実です。 

私たちは今日まで福島県の山岳地域での放

射線量調査を行い、その調査は実に２２６座に

のぼります。放射線の専門家ではない私たちは、

調査したデータに手を加えず福島県の山の現

状を発信し続けました。その取り組みはインタ

ーネットを通じて登山者に伝わり、新聞や山岳

雑誌にも取り上げられました。これまで福島の

山の現状を知ってもらううえで大きな役割を

果たしてきたといえます。 

時の経過と共に今まで登ることができなか

った山域も、徐々に立入禁止が解除され登るこ

とが出来るようになってきています。葛尾村の

五十人山では田村市側の登山道やキャンプ場

の除染作業が進み登山道が再整備されました。

通行が禁止されていた日山の葛尾登山口のコ

ースは、地元の人たちによって浪江町側を避け

て新しく登山道がつくられ、今年から山開きが

行われるようになりました。少しずつですが明

るい兆しも見えてきています。 

しかし、富岡町の大倉山のように住宅地の除

染が終り住民の立入禁止が解除された地区で

も、登山道の除染は遅々として進まず、今もっ

て立ち入りが禁止されている山もあります。ま

た、大熊町の日隠山のように地元の人たちが登

山道の刈り払いを行い除染されて歩ける状態

になっているにもかかわらず自治体が立入禁

止の解除を行わない山もあります。さらに、８

年の間に立ち入りは出来るようになったもの

の登山道はヤブに覆われ、荒れて歩けなくなっ

た山や、歩ける山でも調査すると依然として放

射線量が高く立ち入ることを躊躇するところ

もあります。 

ＪＡＥＡの研究グループが阿武隈山系の山

域での放射線量の調査を行い、その研究成果に

ついては論文として報告されていますが、登山

者に直接役立つものではありません。これから

も国や地方自治体に期待することは難しく、私

たちが立ち入ることのできる山域については、

登山者自身が実際に歩き調査し、情報として引

き続き発信することが求められています。その

取り組みは、低山歩きを主とする登山グループ

によって行われるのが最も効率的であり、除染

や登山道・遊歩道の整備などの要請については

組織された山岳連盟などの大きな役割ではな

いかと思います。 

私たちは今まで、福島の山を訪れる人たちに

少しでも実態を伝えたいと行ってきた福島県

山岳放射線量調査は一定の役割を果たしまし

た。阿武隈山系を訪れることがあれば調査はこ

れからも続けますが、汚染地域の登山道などの

除染、整備が始まった今、私たちの放射線量調

査もひとつの区切りを付け、本来の登山活動に

専念する時期にきているものと考えます。 

一方、阿武隈山系から他の山域に目を移すと

福島県の登山道の保守管理は他県と比べて非

常にお粗末な状態にあります。国からの登山道

の借り受けなどは他県では当然のように行わ

れていることも福島ではあまり聞いたことが

ありませんし、保守管理をどこが行うのかも一

部の山域を除いてハッキリしていないのが現

状です。自然環境の保全、市民の健康と福祉は

自治体の大切な役割であり、登山道の保守管理

は自然保護、登山者の安全確保からいっても必

要であると考えます。訪れてくれる登山者が安

心して福島の自然に触れてもらえるようにし

たいものです。（和泉 功） 
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