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参考資料（新聞記事） 

 

 

 

関係新聞記事の掲載は、著作権の関係上省略いたします。 

なお、報告書には以下のとおり、関係記事を掲載しております。 

 

 

 

新 聞 記 事 一 覧 表 

 

 

１．県道雫石東八幡平線（通称：奥産道）県営工事で自然破壊発生 

№１ 岩手日報 朝刊  1996. 7.25  “お目付け役”県が自然破壊 奥産道工事（雫石） 

№２  同上  同上  1996. 7.26  県警も調査に乗り出す 県営工事で原生林破壊 

№３  同上  同上  1996. 7.27  営林署も本格捜査 雫石の奥産道自然破壊問題 

№４  同上  同上  1996. 7.29  原生林破壊に怒り 奥産道市民団体が緊急調査 

№５  同上  同上  1996. 8. 5  無許可でため池も 被害樹木は 188 本 奥産道 

№６  同上  同上  1996. 8. 8  県議会土木常任委も視察 「予想を超える被害」 

№７  同上  同上  1996. 8.31  景観上も工事ノー 裏岩手に車道は似合わない 

№８  同上  夕刊  1996. 9.21  原生林再生どこまで･･･無惨奥産道の自然破壊 

№９ 読売新聞 朝刊  1996. 9.30  100 人が現場を歩く 雫石の天然林なぎ倒し 

№10 岩手日報 同上  1996.11.23 どうする奥産道 原生林破壊で県など書類送検 

№11 岩手日報 同上  199７. 3. 6  奥産道問題環境法から探る 早大生ら現地調査 

 

２．自然破壊に対する県・民の対応と工事再開の断念 

№12 岩手日報 同上  1996. 8.27  中止含め計画見直し 知事が「陳謝」 

№13  同上  同上  1996. 8.27  広がる波紋「賛否」噴出 奥産道見直し 

№14  同上  同上  1996.12.28 県民意見集約し結論 知事会見 

№15  同上  同上  1996.12.29 岩手日報社世論調査 奥産道工事 

№16  同上  同上  1996. 1.21  奥産道工事 県、平成 9年度も凍結へ 

№17  同上  同上  1997. 5.17  復旧の難しさ露呈 越冬の奥産道県 

№18  同上  同上  1997. 5.22  奥産道検討委が初会合 来年２月までに提言 
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№19 岩手日報 朝刊  1997. 6. 1  奥産道問題揺れる対応 八幡平国立公園協会 

№20  同上  同上  1997. 6. 8  どうなる奥産道 検討委が論議を開始 

№21  同上  同上  1997.11.12 奥産道工事 来年度も凍結確実 

№22 毎日新聞 同上  1997.11.12 賛否の意見聴取へ 奥産道検討委 

№23 朝日新聞 同上  1998. 3.28  ８月中にも結論 奥産道検討委 

№24 毎日新聞 同上  1998. 3.28  春季調査を行い夏までに結論 奥産道検討委 

№25 岩手日報 同上  1998. 3.28  建設是非８月に提言 奥産道検討委 

№26 読売新聞 同上  1998. 3.28  幅広い視野でさらに検討を 奥産道検討委 

№27 朝日新聞 同上  1998. 8.21  事実上の中止を提言 凍結中の奥産道工事 

№28 岩手日報 同上  1998. 8.21  一時休止を含め慎重に 奥産道検討委、県に提言 

№29  同上  同上  1998.11. 3  “最後の訴え”も賛否両論 奥産道問題意見聞く会 

№30  同上  同上  1998.11.18 奥産道工事を中止 知事が正式に表明 

№31  同上  同上  1999. 2. 6  地域振興の道考える 協議会設け策定 

№32 読売新聞 同上  1998.11.19 自然保護の流れ受け 地元、複雑な反応 

№33 岩手日報 同上  1998.11.19 奥産道工事再開断念 価値観の変化に対応 

№34  同上  同上  1998.11.19 「開発より環境」選択 奥産道工事中止 

 

３．自然破壊地に対する県が実施した応急対策 

№35 朝日新聞 同上  1996. 8.22  応急対策始まる  八幡平の原生林破壊問題 

№36 毎日新聞 同上  1996. 8.22  応急対策始まる  県道工事、原生林なぎ倒し 

№37 岩手日報 同上  1996. 8.29  奥産道復旧へ専門意見 ５人の委員固まる 

№38  同上  同上  1996. 9.12  「応急処置は不十分」 県議会が奥産道視察 

№39  同上  同上  1996. 8. 6  奥産道の自然破壊問題 県が復元基本計画 

№40 毎日新聞 同上  1996. 8. 7  八幡平の原生林破壊 復旧計画を説明 

№41 岩手日報 同上  1996. 8. 8  県、環境庁に経過報告 奥産道の自然破壊 

№42  同上  同上  1996. 8.22  県、再生に着手 覆水 盆に返るのはいつ 

№43  同上  同上  1996. 8.30  植生回復へ応急作業終了 環境庁担当者ら確認 

 

４．応急対策後の本復旧計画の策定と復旧事業の推進 

№44 岩手日日 同上  1996. 9. 6  技術検討委を設立 八幡平の植生被害 

№45 岩手日報 同上  1996. 9.13  表土保全など柱に復旧案 奥産道検討委 

№46  同上  同上  1996.10. 5  10 年後めどに森林植生回復 県に技術委が計画書 

№47 朝日新聞 同上  1996.10. 5  自然の回復力を活用 県、本格復旧計画発表 

№48 毎日新聞 同上  1996.10. 5  10 年かけ植生復旧 検討委が計画書 

№49 岩手日報 同上  1996.10.18 よみがえれ原生林 雫石・奥産道本格復旧始まる 

№50 朝日新聞 同上  1997. 6. 5  期待通りの効果発揮 奥産道復旧工事 



159 

№51 毎日新聞 同上  1997. 6. 5  安定化順調に進行 奥産道原生林破壊 

№52 読売新聞 同上  1998. 6. 9  植生回復を現地調査 技術検討委 

№53 岩手日報 同上  1997. 7.23  検討委が初の現地踏査 雫石－松尾の奥産道の是非 

№54  同上  同上  1997. 9.17  植生回復の“芽”確認 技術検討委が調査 

№55  同上  同上  1998. 6. 9  植生の回復進む 技術検討委の現地視察 

№56 毎日新聞 同上  1998. 6. 9  原生林 順調に再生 技術検討委が現地調査 

№57  同上  同上  1998. 6. 9  植生の再生を阻害 復旧地域に踏み入り 

№58 岩手日報 同上  1999. 8. 6  奥産道植生 順調に回復 技術検討委が視察 

№59  同上  同上  2000. 9.29  奥産道順調に植生回復 技術検討委調査 

№60  同上  同上  2001. 9.20  原生林は順調に回復 奥産道で現地調査 

№61  同上  同上  2002. 3.30  奥産道の植生順調 県が回復状況中間報告 

№62  同上  同上  2003. 9.20  被害地 95％で植生回復 技術検討委調査 

№63  同上  夕刊  2006. 9.14  奥産道復旧 終了へ 植生回復促し敷石 

№64  同上  朝刊  2006. 9.15  植生ほぼ完全に回復 奥産道専門家調査 

 

５．復旧工事終了後の奥産道の新たな活用計画と使用開始 

№65 岩手日報 朝刊  1998.10.23 県、ルート変更で３案 来月公聴会 

№66  同上  同上  1998.11.19 着工区間は県道管理 増田知事会見 

№67  同上  同上  2000.11.22 車両乗り入れ ３案提示 奥産道の活用策探る 

№68  同上  同上  2002. 1.25  県が奥産道活用計画案 車両乗り入れ区間短く 

№69  同上  同上  2002. 4. 2  県が奥産道活用計画 車乗り入れ規制 

№70  同上  同上  2006. 9.28  奥産道（八幡平市）で盗掘か 希少植物ヤシャビシャク 

№71  同上  同上  2006. 9.28  奥産道の植生を調査 活用検討委員会 

№72 毎日新聞 同上  2006. 9.28  「破壊個所はほぼ復旧」活用検討委が現地調査 

№73 岩手日報 同上  2007. 6.23  奥産道、29 日使用開始 

 






