
随　　想 2 シリーズ「次世代に向けた地域の魅力づくり」

2011 年　秋号

｢源　流｣
この絵 （写真） は、昨年 6月頃、東京展 （東光展覧） に出品したものです。
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　『双書全 10 巻』の発刊を完了し、先ずもって、

これまで支援、実現してくださった北陸建設弘

済会の皆様に感謝し、御礼を申し上げます。

　『双書』の発端は、平成 9 年 (1997) の『信濃

川下流域紀行』の発刊に際し、序章「越後平野

と水の思想」の執筆をしたことにありました。

この本も弘済会の発行によるものでした。

　大河津分水工事は、越後平野の人びとの主体

的な意志と思想から生まれたものとする私の構

想は、『双書第 2 巻』＜水の思想－民間治水論

の系譜＞で実現できました。そして、「信濃川

大河津資料館」の展示構成の一つの柱として位

置づけていただきました。

　平成 13年 (2001) に発刊した『双書第 1巻』は、

明治 29 年 (1757)7 月に発生した大水害＜横田

切れ＞を主題として取り上げました。それは、

この大水害こそが新潟の人びとの大河津分水実

現を目指した治水運動を再興させ、「東洋一の

大事業」と称された偉業を実現した契機となっ

た事件であったからです。

　双書の最初は「横田切れ」から出発しようと

いう早くからの構想でもありました。幸い「横

田切れ」の絵や写真の新発見ができて、発刊へ

の意欲も高まってきました。

　この明治 29 年の「横田切れ」の 1 ヶ月ほど

前の 6 月 15 日には、あの三陸海岸大津波が発

生し、その「救難金募集」の記事が「新潟新聞」

に掲載されたことを双書第1巻でふれています。

まさか、今回の巨大津波の発生があるとは、予

想もしていませんでしたが、私たち新潟県の先

覚者がこの大水害を二度と起こしてはならない

という強い意志を結集し、国会への請願運動を

再興して、「新潟県治水会」を組織、それまで

の対立、抗争を止め、全県一体となって大河津

分水実現を政府に迫り、その実現を決断させた

という史実にあらためて着目させられます。

　その努力と行動を誇りに想うのは、私一人で

はなく多くの県人も共感できるのではないで

しょうか。工事直轄施行の告示は、明治 40 年 4

月 5 日、内務大臣 原敬の名で示されています

が、盛岡に生まれた原敬が三陸大津波にどのよ

うな対応をしたのか、三陸地方の人びとがどの

ようにその後の防災運動をしたのかも分かりま

せん。今後の研究課題です。

　なお、「横田切れ」の実相を絵や写真、統計

や地図、新聞記事や手記、「横田きれくどき」等、

多種多様な資料で紹介しました。また、県立近

代美術館所蔵の「洪水絵巻」の謎の解明もでき

ました。

随　　想

大河津分水への想い－『大河津分水双書』全10巻を終えて－

五
い お か わ

百川　清
きよし
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大学教育学部卒業後、新潟県内中学校の
社会科教師を勤め、1993 年新潟市立木
戸中学校長を最後に定年退職。退職後、
県立歴史博物館の開設準備や自治体の歴
史編纂などに携わる。2001年～2006年、
大河津資料館館長を勤める。現在、信濃
川水系学識者会議委員などを務める。
『大河津分水双書』( 全 10 巻・北陸建設
弘済会発刊 ) の編集・執筆に携わる
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　水害と低湿地に起因する大地の改造は、越後平

野の近代化の推進にあたって最大の課題でした。

　それは、大河津分水が「大地に恵み　人に安

らぎ」とその偉業をたたえられる根拠でもあり

ますが、その水害と低湿地の社会的、経済的な

影響についての具体的な研究や考察は、今も十

分であるとは言えません。「横田切れ」につい

ても、ページ数の制約から収集した史料を大幅

に削除し、例えば「病地獄」と称された伝染病、

そして、人口の流出や移住問題等の動向、共同

体における自助、共助、公助の実情等、今も範

とすべき行動についても調査や分析は表面的な

段階に留まりました。今後の研究の進展に期待

するところです。

　双書で一番意図したことは、大河津分水事業

が私たちの先人の「言と行」の営みであり、そ

の輝きを明らかにすることでした。

　「水の思想家」「治水運動家」「技術者」そし

て「工事で働いた人びと」など、10 巻という限

られた双書では、その輝きを伝えきることはで

きませんでした。

　例えば信濃川補修工事の青山士
あきら

の「哲学の表

明」とでもいうべき講演記録「社会の進歩発展

と文化技術」（『双書第 6 巻』収録）は、土木を

＜文化技術（Civil Engineering）＞として表

記する主張と併せ、深い意義を持つものといえ

ます。

　このことは、五百旗頭真氏の「科学技術を方

向づける政治と文化の全体性こそ命である」と

する提言と重なり、今も重く受け止めなければ

ならないと考えます。

　紙数の制限もあって「双書」の想いの一端を

述べるに留めますが、『大河津分水双書全 10巻』

は、大河津分水史の学問的研究の出発点を築く

ために取り組んできたというのが私の実感です。

　これからは、中学生が読んで理解できるよう

な「大河津分水ものがたり」を作成し、その人と

志をより多くの方に伝え、信濃川の治水の要であ

る大河津分水への関心を高めていくことをライ

フワークとして取り組みたいと考えています。

　最後に、双書制作に取り組んで収集、利用し

た図書や文書等の資料のすべては、信濃川大河

津図書館に寄託し、後継の研究者に役立てるた

めの整理の仕事に打ち込むつもりです。

　弘済会の皆様から今後とも信濃川大河津資料

館の育成・発展に一段のご協力とご支援をいた

だければ幸いです。

水害画報（五）西蒲原郡新通村大字築千坊所見の三
「水害画報」は、水害直後の 8月、「新潟新聞」に連載さ
れたスケッチである。絵にある高床式の避難場所は、信
濃川流域各地で共通にみられた風物であったといえよう。

＜記念碑－前面＞

△万象ニ天意ヲ覚ル者ハ幸ナリ

△人類ノ為メ國ノ為メ

＜記念碑－裏面＞

信濃川補修工事竣工記念碑

青山　士
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平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨災害について

1. はじめに

　平成 23 年 7 月 27 日から 30 日にかけて前線

の影響で、新潟県の中・下越地方と福島県会津

地方を中心に降り始めからの総降水量は、福島

県只見町や新潟県加茂市などで 600 ミリを大幅

に超え、平成 16 年 7 月新潟・福島豪雨（笠堀

ダム観測所：総降水量 486 ミリ）を上回る記録

的な大雨となった。

　この豪雨で新潟県では、三条市を流れる一級

河川五十嵐川や魚沼市を流れる破間川、五泉市

を流れる牧川など 6 河川 9 箇所で堤防が決壊す

るなど中・下越地方を中心に各地で浸水被害が

相次ぎ、死者 4名、行方不明者 1名、重軽傷 13

名、全壊家屋 45 棟、床上浸水 1,057 棟、床下

浸水 7,384 棟にのぼる甚大な被害となった。

　最大で新潟県内 15 市町村の約 46 万人に避難

指示や勧告が出て約 9千人が避難した。

 また、福島県では、只見町を流れる一級河川

只見川で堤防が決壊、西会津町を流れる阿賀川

で溢水するなど、行方不明者 1名、全壊家屋 14

棟、床上浸水 265 棟、床下浸水 329 棟にのぼる

大きな被害となり、避難指示や勧告は最大 8 町

の約 6,900 人に出された。両県は、24 市町村に

災害救助法を適用した。

　本稿では、前線の影響で記録的豪雨となり、

各地で河川の出水により堤防決壊や氾濫が発生、

多くの住宅浸水や道路等が冠水した平成 23年 7

月新潟・福島豪雨災害の状況について報告する。

2. 気象概要

　平成 23 年 7 月 27 日から 30 日にかけて、新

潟県の中・下越地方と福島県会津地方を中心に

記録的な大雨となった。

　特に 28 日から 30 日にかけて、前線が朝鮮半

島から北陸地方を通って関東の東に停滞し、前

線に向かって九州から東シナ海を覆った太平洋

高気圧の縁にそって、地上付近では暖かく湿っ

た空気が流れ込み、上空では寒気が南下し大気

の状態が不安定となった。

　このため、積乱雲が風上側に繰り返し発生

する“バックビルディング型形成”により、

積乱雲が長時間、連続的に形成され、信濃川、

阿賀野川流域では長時間にわたって強い雨が

降り続いた。

　日最大１時間降水量では、新潟県十日町市十

日町で県内過去最多の 121.0 ミリ、加茂市宮寄

上で 93.5 ミリ、福島県では、南会津郡只見町

只見で 69.5 ミリの非常に激しい雨が降り観測

史上 1 位を更新するなど、新潟県から福島県会

津を中心に局地的に猛烈な雨となった。

　今回の一連の降雨で、数年に一度しか発生し

ない短時間の大雨が降った時に出す「記録的短

時間大雨情報」の発表回数が新潟、福島両県で

計 32 回（うち新潟県 30 回）に達し全国の最多

記録を更新した。

　また、27 日 21 時から 30 日 13 時までの降

水量は、三条市大江の笠堀観測所（国）で

1,006 ミリ、南会津郡只見町の只見観測所（気）

711.5 ミリとなり、それぞれ 7 月の平年の月降

水量の 2倍以上となった。

　今回の豪雨では、以下3つの点に特徴があった。

① 7月 27 日から 30 日にかけての 4日間の

　長期間降雨であった。

緊 急 特 集

北陸地方整備局 河川部

（図 1）2011 年 7 月 29 日　地上天気図
　　　太平洋高気圧の縁に沿って暖湿流が流入

2011年7月29日9時 地上天気図

暖湿流

太平洋
高気圧
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②降雨範囲が、中・下越地方や会津地方に

　かけての広範囲であった。

③短時間に強い降雨を記録した。

3. 被害状況

　今回の豪雨により、土砂や流木を含む出水で

河川堤防の決壊や氾濫により、家屋浸水や護岸

崩壊等の甚大な被害が発生した。新潟県の三条

市では、五十嵐川江口地区などの堤防 3箇所が

決壊、小千谷市の茶郷川でも市内 2箇所、魚沼市、

南魚沼市、五泉

市でも、破間川、

登川（左右岸）

や牧川の 4 箇所

で決壊した。福

島県の只見町で

は、只見川で堤

防が決壊した。

　また、新潟県

阿賀町、五泉市

を流れる阿賀野

川が越水、長岡

市では、西川口

で魚野川が越水

したほか、柿川

など市街地を流

れる川もあふれた。その他、南魚沼市の十二沢

川、十日町市の田川、晒川、羽根川、加茂市の

下条川、三条市の鹿熊川などで川の水があふれ、

多数の住宅が浸水し道路が冠水した。

（写真 1）五十嵐川中流部の破堤地点である新潟県三
条市の江口地区。上流部での 1,000mm を超える降雨
により、洪水が湾側の河岸を激しく削り取りながら
堤防を越え、堤防の決壊に至った。

（表 1）

被害状況※ 1 新潟県 福島県 合計

人的被害
（人）

死者 4 0 4

行方不明者 1 1 2

重傷者 2 0 2

軽傷者 11 0 11

合計 18 1 19

住家被害
（棟）

全壊 45 14 59

半壊 784 4 788

一部損壊 225 3 228

床上浸水 1,057 265 1,322

床下浸水 7,384 329 7,713

合計 9,495 615 10,110

施設被害
（箇所）

河川 1,517 178 1,695

砂防 163 7 170

道路・橋梁 662 168 830

合計 2,342 353 2,695
※ 1

新潟県：
平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨による被害状況
について（速報第 25 報）

新潟県豪雨災害対策本部統括調整グループより

福島県：
平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨（第 8報）

消防庁災害対策本部より

平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨による土木部
関連公共土木移設の被害について（第 1報）

福島県土木部より

平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨による
土木部とりまとめ

福島県土木部より

0～ 100
100～ 200
200～ 300
300～ 400
400～ 500
500～ 600
600～ 700
700～ 800
800～ 900
900以上
（mm）

凡　例

：県境
：信濃川流域界
：信濃川下流
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（図 2）等雨量線図

（写真 3）写真中央付近が新潟県阿賀町吉津地区。阿賀
野川の増水により、家屋のほとんどが床上浸水となった。

（写真 2）新潟県長岡市街地の浸水状況。旧市街地に
おいて 1,000 件を超える床下、床上浸水が発生。市
の大動脈である国道 351 号も一時通行不能となった。
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　福島県では、只見川本川をはじめ、只見町の

黒谷川、蒲生川、叶津川、西会津町の阿賀川な

どで川の水があふれ、道路などが冠水した。金

山町では、只見川に架かる道路橋 3橋、JR 只見

線の橋が 3橋流出した。

　道路の冠水や土砂崩れなどにより、新潟県十

日町市や三条市などの一部地域、福島県檜枝岐

村全域、只見町、南会津町、金山町の一部地域

が孤立した。

4. 信濃川、阿賀野川、信濃川下流の出水状況

　今回の出水では、信濃川、阿賀野川、信濃川

下流の大河川では、堤防決壊による氾濫は無

かった。しかし、複数回にわたって短時間に多

くの降雨があり、総雨量が大きな降雨となった。

　このため、各観測地点で計画高水位や氾濫危

険水位を超え高い水位が続き、これらの大河川

に流入する各支川では、排水ができず広い範囲

で宅地等の浸水が発生した。

(1) 信濃川の出水状況

　信濃川が、越後平野に流れ出る地点に位置す

る小千谷地点（流域面積 9,719km2）では、7 月

30 日 7:40 に最高水位 49.16m に達し、はん濫危

険水位 48.60m を 0.56m 上回り過去 2 番目の水

位を記録し、その下流の大河津地点でも氾濫危

険水位を超過した。洪水継続時間（はん濫注意

水位以上）は、15 時間であった。

　また、信濃川の支川の魚野川の出口に位置す

る堀之内地点（流域面積 1,408km2）では、7:40

に最高水位 85.31m となり、計画高水位 85.23m

を超過して観測史上最高の水位を記録した。

　27 ～ 30 日にかけての一連の降雨は、小千谷

地点の上流域累加雨量は 123.2 ミリであり、長

野・飯山盆地から流れ出た地点に位置する十日

町地点（流域面積 7,959km2）の上流域累加雨量

は 15.6 ミリと少なく、堀之内地点の上流域累

加雨量は 457.3 ミリと大きな降雨量であった。

　今回の出水は、ほとんどが新潟県内の流域か

らの降雨流出が主体となって発生した。

(2) 阿賀野川の出水状況

　阿賀野川が、越後平野に流れ出す地点に位置

する馬下地点（流域面積 6,997 km2）では、7

月 30 日 11:50 に最高水位 23.79m に達し、はん

濫危険水位 22.80m を 0.99m 上回り過去 3 番目

の水位を記録した。洪水継続時間は、50 時間で

あった。

　26 ～ 30 日にかけての降雨は、阿賀野川下流

域の累加雨量 376 ミリ、25 ～ 30 日にかけて阿

賀川全域の累加雨量 206.7 ミリであった。

（写真 5）福島県会津地方の交通の要衝である国道 252
号に架かる金山町の二本木橋。洪水による激流で流水
の橋梁が流失。写真の右岸橋台の裏側にはサルベージ
船や流下してきた小屋等が突き刺ささっている。

（写真 6）福島県金山町の本名ダムの直下流。激流によ
りダム下流の護岸が約 200m にわたって崩壊した。中
央やや左に写っているのは、ＪＲ只見線鉄橋の一部。
洪水の流下部は跡形もなく流失してしまった。

（写真 4）新潟県十日町市を流れる晒川。上流部からの
大量の土砂と流木の流下により、旧河道がほぼ埋塞。
下流部の田川沿川と合わせ、約 130 棟が浸水した。
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(3) 信濃川下流の出水状況

　信濃川下流は、大河津分水の洗堰と小阿賀野

川の満願寺水門により出水時は、信濃川と阿賀

野川と分離され、流域面積は 1,493 km2 である。

　今回の豪雨により、信濃川下流にある 6 箇所

の水位観測所すべてで既往最高水位を更新し

た。支川五十嵐川合流点の直下流に位置する荒

町地点（流域面積 769 km2）では、7月 30 日 9:10

に最高水位 12.56m に達して計画高水位 12.25m

を超過し、その下流の保明新田地点でも計画洪

水位を0.22m上回った。荒町の洪水継続時間は、

36 時間であった。

　27 ～ 30 日にかけての降雨は、帝石橋地点（流

域面積 1,260 km2）の上流域累加雨量は 542.0

ミリと非常に大きな降雨量であった。

　5. 中小河川の被災状況

　越後平野に流れ込んでいる中小河川で、堤防

決壊や越水、溢水などによる被害があった河川

は、能代川の支川牧川、加茂川の支川下条川、

五十嵐川とその支川の大平川・鹿熊川、刈谷田

川の支川塩谷川、柿川、茶郷川などである。

　平成 16 年の水害対策事業などにより改修さ

れた五十嵐川、刈谷田川の下流市街地部では、

はん濫危険水位や避難判断水位を超える出水と

なったが、被害は護岸の決壊程度でほとんど氾

濫被害は無かった。

　しかし、中流域の段丘部を流れる勾配が急な

支川において堤防の側方侵食による決壊や越

水・溢水などにより流水が氾濫し、沿川に点在

する住宅が集落単位で被災した。

　また、柿川など低平地部を流れる河川では、

合流する河川の水位が長時間にわたって高かっ

たことや時間 50 ミリ前後の集中豪雨が重なっ

たことから内水被害が多く発生した。

6. 土砂災害の発生状況

　新潟県では、長岡市、南魚沼市、十日町市、

三条市で土砂災害が多く発生した。地すべり（34

箇所）やガケ崩れ（84 箇所）に比べ各支渓から

の土石流（104 箇所）が多い（8月末現在）。

　また、十日町市と三条市では、羽根川、守門

川において山腹崩壊による河道閉塞も発生した。

　福島県でも同様に只見町などで土石流が多く

発生し、人家全壊・半壊などの甚大な被害をも

たらした。

　今回の豪雨により、只見町を流れる伊南川の

支川黒谷川などでは、河道に不安定土砂が大量

に堆積し河床が上昇した。　

7. 国土交通省の対応

　国土交通省では、災害対策用ヘリコプター（ほ

くりく号、みちのく号）による現地被災調査を

行うと共に、整備局職員が福島県、只見町、新

潟県、新潟県三条地域振興局、三条市、加茂市、

阿賀町の市役所などに詰め、要望を受けすぐに、

浸水箇所などの被災地に整備局の排水ポンプ

車、照明車や緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

を出動させるなど現場での連携を積極的に進め

被災箇所の支援を行った。

　また、只見川の河川災害復旧については、福

島県知事の要請に基づき、国施工による工事を

実施するなど支援を行うこととしている。

（写真 7）信濃川下流の状況

（写真 8）只見川を流れる黒谷川では支渓からの土砂
流入や本川内の堆積土砂の移動により河道に不安定
土砂が大量に堆積した
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8. 功を奏した 7年前の豪雨の教訓

　7年前（平成16年）の豪雨では、信濃川下流（支

川の五十嵐川、刈谷田川）で7箇所が破堤し、12

名の死者がでるなど甚大な被害が生じた。この災

害を受け、堤防整備などのハード対策、ハザード

マップ作成などソフト対策を強化してきた。

(1) 堤防かさ上げ等による河川改修事業の効果

　堤防決壊箇所の復旧（堤防の嵩上げ）、遊水

地の整備など治水対策の強化を進め、その対策

工事は昨年度完了した。今回の出水では 7 年前

を超える水位を観測したが、嵩上げ等の効果で、

大きな決壊は発生せず、市街地中心部の被害を

防ぐことができた。

日本海

【五十嵐川災害復旧助成事業の効果】

平成 16 年 7 月被災後

平成 23 年 7 月出水状況 （7/30 13 時頃）

総雨量 （笠堀） 647mm

左岸堤防決壊により

浸水被害発生

総雨量 （笠堀） 1,006mm

H16.7 洪水規模を超える

が堤防決壊なし

一新橋

一新橋

【信濃川下流河川災害
            復旧等関連緊急事業の効果】

保明新田水位観測所

信濃川

加茂川

平成16年7月水害では越水

  

一新橋地点の横断面図

▽堤防高

▽14.28 平成16年7月13日洪水

▽14.45 平成23年7月30日洪水

HWL 13.25ｍ

平常時水位 2.60m

旧堤防　　9.8m

新堤防　11.2m

今回出水の最高水位は

旧堤防高を超過

保明新田水位観測所付近の横断面図

HWL 9.60ｍ

：復緊事業築堤

H23.7.30　保明新田最高水位 9.82m（HWLを22cm超過）

H16.7.13　保明新田最高水位 8.20m

（図 3）平成 16 年 7 月 13 日出水を受けての災害復旧事業等による堤防整備の効果

■五十嵐川（下流区間）標準断面

■信濃川標準断面

H.W.L

：盛土
：掘削

H.W.LH.W.L堤内地
（陸側）

堤内地
（陸側）

堤外地

河川改修事業の概要

（写真 9）H16 豪雨災害を受けて設置した刈谷田
川の刈谷田川遊水地。洪水末期の 30 日 14 時頃
の状況。十分な貯留効果を発揮した。
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(2) 最大限に貯留効果を発揮したダム

　五十嵐川上流部にある笠堀ダム、大谷ダムで

は最大限に貯留効果を発揮し、下流の氾濫流量

の軽減に大きく寄与した。

　笠堀ダムの洪水貯留の効果をみると、最大

約 858 万 m3 の洪水を貯留。またダム地点へ

の最大流入量約 1,005m3/s を約 822m3/s 調節

した。

(3) 住民の避難行動につながる情報提供の効果

　まちの中に水害の痕跡を表示する「まるごと

まちごとハザードマップ」の整備、あえて自宅

の 2 階へ避難することなどを非常時の行動を記

した「逃げ時マップ」の住民配布、河川の水位

と危険度をわかりやすく情報提供するなどの対

策を進めてきたことも人的被害を最小限に抑え

ることができた効果と考えられる。

9. まとめ

　本稿では、平成 16 年以来、わずか７年しか

置かずに再来した新潟・福島豪雨により、福島

県の只見川や新潟県の信濃川や阿賀野川、信濃

川下流の各河川や支川で発生した堤防の決壊、

越水や溢水などの被災状況について報告した。

　今後、新潟県では、平成 23 年 7 月新潟・福

島豪雨対策検討委員会で、平成 16 年 7 月水害

対策で整備した五十嵐川と刈谷田川の事業効果

検証および今回洪水の検証や被害分析を行い、

下流への負担を軽減させる上流部、支川の災害

復旧方針を策定することとしている。

　また、国土交通省においても、学識経験者か

らなる H23.7 新潟・福島豪雨現地検証チームを

発足させ、越後平野に注ぐ国が管理する大河川

を中心として発生した水災を対象として、現地

における河川管理、水防、避難に関する検証作

業を実施し、今後の具体の河川整備に役立てる

予定である。（写真 11）まちの中に想定浸水深さを表示

笠堀ダム全景
（写真 10）笠堀ダムでの洪水貯留

382030343261
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（図 4）笠堀ダム（新潟県）の効果

（※今後の調査等により、掲載している数値が変わることがあります。）
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はじめに

　本事業は、“新潟県産の杉を使い、地元職人

の手で作った学童家具を地域の将来を担う子供

達に使ってもらいたい”という想いからスター

トしました。

　事業のきっかけとなったのは、平成 16 年度

から平成 22 年度にかけて設計、設計監理に携

わらせて頂いた長岡市立和島小学校でした。

　和島小学校は、当時の村長さんと地域の親達

の“共育の里構想”を基にした、旧島田小学校

と旧桐島小学校の統合小学校で、のどかな農村

集落をイメージし、子供達のしなやかな体と感

性にふさわしい素材を選び、新潟県の雪に耐え

抜いた杉材をふんだんに使った木造平屋建てと

しました。

　小学校を設計する課程において、子供達が一

日の大半を過ごす学童家具もスチール家具では

なく、軽くて温もり溢れる地元の杉材を使用し

た木製学童家具を提供できたらという強い想い

を抱きました。一時的にプロジェクトの中断を

余儀なくされた時期もありましたが、平成 21

年度から長岡木工家具協同組合の協力を得て開

発を再開しました。平成 22 年度には、長岡市

商工部工業振興課が主催する“長岡フロンティ

アチャレンジ補助金”に選定され、平成 23 年

3 月にプロトタイプの一旦の完成に至りました

が、さらなる商品開発に向かう上で新たな課題

が浮き彫りになりました。

　前年度は、学童家具に必要とされる強度を確

認するため、繰り返し衝撃試験 ( 旧 JIS1021)

の合格が必要でした。十数回の試行の末に見事

に試験合格を果たしたものの、これは手探り状

態で試験をクリアした結果であり、今後の設計

においてはこの破壊プロセスを検証することに

より、仕口の耐久性を推測することが必要とな

りました。

　本事業では、このプロセスを経る事により、

設計を理論化し新たな商品開発を行うことを目

標とします。

現在助成している、第 16 回（平成 22 年度）事業 10 課題の中から、

長岡造形大学 後藤研究室と新潟雪椿研究会の研究活動を紹介します。

第16回 ｢北陸地域の活性化｣ に関する研究助成事業（上）

特集　地域とともに

県産杉材を利用した学童家具の耐久性を裏付ける仕口技術や接着技術に
関する開発研究と最終形としてのデザイン開発

【長岡造形大学　教授　後藤 哲男　研究員　内山 智之・三井 健】

 長岡市立表町小学校一年生教室 (H23.4.1)
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越後杉の学童家具の特長

①使い心地－情操教育

　杉は日本の固有種で、軽くて柔らかいという

特長があります。持って軽く、触って優しく、

座って温かいという特質を子供達に提供しま

す。

（軽さ）

（温かさ）

　熱伝導率が低いほど触った時に手から逃げる

熱が少なく温かく感じます。

　杉の温かさはブナやナラの堅木の椅子に座っ

た時の 1.5 倍となります。

② 地球環境に貢献—地域産業活性化に貢献

　地域の森林資源を活用し、荒廃した森の修復

と地域産業としての林業、製材業、家具製造業

の活性化に貢献します。

　また、学童家具を木材で製作した場合には、

1セットあたり概ね 20kg の二酸化炭素の削減に

なります。

③ 機能 -マイ天板 -小学校の思い出

　机の天板は６年間持ち上がるマイ天板システ

ムを採用します。卒業の時に卒業証書と一緒に

卒業年月日を焼き印したマイ天板を記念品とし

て持ち帰ります。

④機能 -身体寸法 -最適化

　JIS 規格は身長 90cm から 195cm を 15cm 刻み

の 8 段階に分けています。これだけでは、児童

に適切な学童家具を提供できないと考え、本学

童家具では身長 5cm 刻みで 24 段階に分けるこ

とにより、子供達により良い学習空間を提供し

ます。

⑤ 機能 -椅子の高さ調節機能—3 段階

　通常の椅子の他に、高さ調節機能付きの椅子

を用意します。１段階は＋ 2cm、2 段階は＋ 4cm

となります。JIS の号数の椅子は 4cm 刻みです

から、＋ 2cm で半号アップに相当、＋ 4cm で 1

号アップとなります。また、机の高さの上昇を

２cm 刻み、1/3 ずつのアップとした場合は椅子

の上昇率は＋ 1.33cm、＋ 2.67 となります。

⑥ 機能 -椅子のスタック機能

　これまでの木製学童家具には、高さ調節機能

とスタック機能の両方を有するものはありませ

んでした。本学童家具では、両方の機能を備え

る事に成功しました。

おわりに

　越後杉の学童家具は以上のような利点があ

り、これは学童家具だけでなく一般用の家具と

しても特徴的なものになると考えられます。ま

た、破壊プロセスを検証し理論化することによ

りデザインのプロセスを簡素化します。さらに

は、杉の家具の普及を図ることにより、地域資

源の有効活用、産業の活性化の一助になること

を目指します。

 学童机と学童椅子（可動式） 開閉式天板

桐の比重  0.26 ～ 0.30
杉の比重 0.34 ～ 0.45
ブナの比重 0.65

桐 ：  0.073 W/m・k
杉 ： 0.087 W/m・k
ブナ ： 0.140 W/m・k

ご意見、問合せ先：

長岡造形大学　後藤研究室

　後藤　哲男（goto@nagaoka-id.ac.jp）
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積雪地域固有資源であるユキツバキ植栽による
えちご里山公園と栽培実証試験

【新潟雪椿研究会】

花はえちごの雪椿、、、と椿油

　新潟県の県木ユキツバキ（Camellia japonica 

var.decumbens または Camellia rusticana）は

灌木性で、本州以南の海岸部に分布する高木性

のヤブツバキ（Camellia japonica L.）とは種

類を異にする。また、ユキツバキは図に示すよ

うに新潟県を中心とした日本海側積雪中山間地

にのみ生育分布している。

　一方、ヤブツバキ種子から得られる “椿油”

は古来から灯明、食用として、近年は整髪用、

スキンケア用として愛用されている。また、近

年、椿油の主成分であるオレイン酸の摂取が善

玉コレステロール（HDL）の血中濃度は下げず、

悪玉コレステロール（LDL）のみを下げること

が明らかになっている。椿油はこのオレイン酸

をオリーブ油以上に含有（80 〜 85％）しており、

現代の健康志向、ナチュラル志向にマッチした

商品として注目され、自然派コスメ商品として

大変高価な商品として流通している。大変高価な商品として流通している。

雪椿プロジェクト

　新潟大学と雪椿の関わりは深く、( 故 ) 萩屋

薫農学部名誉教授の園芸雪椿育種、石沢進元理

学部教授の雪椿生態，分布調査の業績もあり、

五十嵐キャンパス内（新潟市）の“大学の森”

には雪椿園が整備されている。このユキツバキ

ならびにヤブツバキそれぞれの種子を採取しそ

の構成脂肪酸分析を行なった。その結果、ユキ

ツバキ種子オイルは市販椿油（ヤブツバキ由来）

と同様に 80％以上の極めて高いオレイン酸含有

率である事を確認した（H19 年科学研究費補助

金）。この結果を受け、H21 年に学内研究者、地

域自治体や NPO，地場企業、地域住民が参画す

る新潟雪椿研究会（代表：石澤進元新潟大学理

学部教授）を立ち上げ、ユキツバキを新潟の地

域固有、再生可能な資源として捉え、雪椿種子

オイルやその関連産品の開発、油料作物として

の試験栽培、花期の景観資源としての利用、雪

椿資源の増殖育成を図る活動を行っている。椿資源の増殖育成を図る活動を行っている。

新発田市荒川雪椿植栽地

　荒川雪椿植栽地は新発田市月岡温泉から荒川

沿いに剣竜峡へと向かう田家集落手前に位置す

る面積２ha 強の休耕水田地で、土地所有者の井

浦氏（NPO 赤とんぼ：有機栽培認証組織）のご

好意により H22 年度から当研究会が油料作物と

しての雪椿栽培実証試験地として借り受け整備

を進めている。

　本事業では、植栽地が月岡温泉から車で数分

と直近である事から道路沿いの区画を新潟の県

木でありながらほとんど認知されていないユキ

ツバキを中心とした“えちご里山公園”として

整備し、ユキツバキの周知、再認知の一助にす

る事にした。

　そのため、この区画では新潟発祥の雪椿園芸

品種を中心に落葉広葉樹やビオトープを設置

し、新潟の積雪中山間地の本来の一次植生であ

るブナ／ユキツバキ群落の再現を目指してい

る。そこで本年の５月末に協力 NPO の皆さんや

Newton 植物の世界 樹木編

石澤進編、ユキツバキの生活史

ニュートンプレス社、2001

図－ユキツバキとヤブツバキの分布

ユキツバキ

ヤブツバキ

ヤブツバキは主に日本の南西部にあり、
照葉樹林内で亜高木層を形成する。また、
関東以北の地域にも海岸沿いに分布し、
青森県の夏泊半島の先端が北限である。
ユキツバキは日本海側の豪雪地に限って
分布し、この地方に成立するブナ林内の
代表的な低木である。

なつどまり
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研究会会員により公園区画の畝立て、ビオトー

プの掘削を行なった。

　続いて、６月５日に広く一般市民にも呼びか

け、雪椿園芸種４００本（公園区画）、自生種

ならびにその近縁種４００本（栽培区画）を総

勢４２名で植栽を行なった。全員泥だらけにな

りながらも約２時間で作業を終了できた。

　７月３日には雪椿苗木育成のため地元五頭産

の自生雪椿より採取した挿し木会（プランター

２５個）を行い、合わせて記念植樹として新潟

由来の雪椿銘木３本（越の五色：白地紅縦絞り

八重中輪、いろり火：赤八重咲中輪、わだつみ：

濃赤色八重牡丹咲中輪、秋咲き）と山桜，ヤマ

モミジ、ヤマボウシの植樹ならびに除草作業を

行なった。

 この秋には昨年挿し木により育苗した自生種

雪椿苗木５００本（栽培区画）の植栽とこの夏

の高温でやられた植栽苗の捕植を行なう予定で

ある。

県内外の椿油による地域おこし

　国内の椿油主産地は長崎県五島列島と伊豆大

島の隣の利島で国内生産量 67.2 KL（H20）のほ

とんどを占めている。両産地はどちらも離島、

過疎高齢化が進み、従来の甘藷などの農業や漁

業，林産業の過重な作業が困難となっており、

低労力で管理も容易な椿栽培による生き残り、

椿関連産品による地場産業化，観光振興を目指

している。

　一方、まだ生産量は限られているが萩市や久

留米市、北陸圏でも福井の若狭椿や石川県珠洲

市などの椿自生地での地場産油“椿地油”の取

組も行なわれている。新潟県内においても戦前

には伊豆大島をしのぐ椿油の産地であった佐渡

において、小木“御宿花の木”の女将渡辺明子

氏による佐渡産椿油「SADO」の発売や山古志の

棚田で雪椿栽培を目指す山古志小松倉雪椿研究

会（丸山結香、やまこし道楽村代表）などが活

動している。

　当新潟雪椿研究会も昨

年、阿賀町産雪椿種子か

ら奥阿賀雪椿オイル、雪

椿石けん「雪の華」など

を発売しているがまだ生

産量は僅かで試作，試験

販売の域を出ていない。

 ユキツバキはヤブツバキと異なり高木となら

ず（灌木性：種子収穫は容易）、中山間地で問

題となっている猿害とも無縁である。ただし苗

木から実を着けるまで数年は必要であるので息

の長いプロジェクトとして活動して行く予定で

ある。

ご意見、問合せ先：

新潟大学工学部技術部内 新潟雪椿研究会事務局

　坂井 淳一（sakai@eng.niigata-u.ac.jp）



14

こうさいだより　2011 年　秋号

　銅片の混じった石畳通りに "さまのこ "と呼ばれる千本格子
の家並みが続く金屋町に、若手金工作家が集まる工房 ｢かんか｣
がオープンした。
　鋳物の町で作品をつくるだけでなく、歴史をフォローし、
自分たちの作品を見て分かってもらいたいという積極的な活動
に触発され、｢まち｣ も少しずつ変わってきている。

鋳物の聖地 ｢金
かなやまち

屋町 ｣

　高岡市金屋町は今年、1611年の開町から400年

を迎えた。

　金屋町は加賀藩藩主であった前田利長が高岡

開城の 2 年後に、産業振興のため、現在の高岡

市戸出西部金屋から 7 人の鋳物師を呼び寄せ、

鋳物場を開かせた高岡鋳物発祥の地である。

　最初は鍋釜が生産され、能登の塩釜、北海道

のにしん鍋などを作っていたが、江戸中期から

は仏具や花瓶などの銅器の生産も行われ、花瓶

は海外に輸出されていた。第二次世界大戦後は

それまでの鋳物の製造技術がアルミ産業発展の

礎となったと言われている。

　「金屋町は鋳物の聖地だ」だと「かんか」代表、

槻間秀人さんは言う。

　槻間さんが金屋町で制作活動を開始した当時

は、町には問屋が軒を連ね、ろくろを引いてい

る職人の姿が見られた。高岡で鋳物業に携わる

人は、名刺に ｢ 金屋町 ｣ と書いてあることに誇

りを持ち、ステータスとなっていたそうだ。

　しかし1976年に高岡銅器団地が建設されると

金屋町から工場が移転していき、鋳物業に従事

する人の数は 2000 年をピークに急激に減少し、

2009 年にはその 3 分の 1 程度となり、｢ まち ｣

は往時の活気を失っていった。

制作、展示、販売が一体となった工房

　10 年ほど前、槻間さんがデンマークの作家を

何人か訪ねた時、工房と展示場が一体になって、

そこで作品も販売されていた。

　日本の作家の多くが制作と展示場所が別々に

あるのとは違い、とても自然で、作り手本来の

姿ではないかと感じた。

　やはり制作と作品は訪ねてきた人や地域の人

から見えるようにしておかなければいけない。

それが地域でつくるということではないかと強

く思うようになっていた。

　2009 年、槻間さんが指導している高岡市伝統

工芸産業技術者養成スクールの受講者の若者と

静かな町で熱い想いが交わる場所  金属工芸工房「かんか」

シリーズ「次世代に向けた地域の魅力づくり」

槻
つきま

間　秀
ひでと

人さん
北海道出身

金沢美術工芸大学卒業

工房 think 代表

日本現代工芸美術展

　　現代工芸会員賞受賞

金沢美術工芸大学

　　　　　　非常勤講師

富山市芸術文化ホール

　　シンボルアート制作
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集まって話をしていた時に、高岡鋳物発祥の地

である金屋町で工房を持つことができないだろ

うかという話が持ち上がった。

　さっそく、集まったメンバーで、現在かん

かのある場所にあった映画資料館の大家であ

るお寺に向かい交渉を始めた。鋳物業に関係

する檀家の人が多かったこともあり、理解と

応援を得て一気に工房開所に向けて動き出す

ことになった。

石畳通りに ｢かんか ｣オープン

　工房名の ｢ かんか（坩堝）｣ は、るつぼの中

で金属が溶け合うように様々な人たちが集い、

新しいものごとを生み出したいとの思いからつ

けられた。

　合金は混ぜ合わせることで、それぞれの短所

を補い長所をのばすように、出身も制作分野も

違う 20 代、30 代を中心に 50 代までの 15 名が

集まった。

　コンクリートを打ち、床を張り、壁を白く塗

り、メンバーの手づくりで工房を完成させ、昨

年 9月 12 日に ｢かんか ｣の開所式を行った。

　週 4 日間、工房を開け交替でお客様の相手を

している。金属工芸に詳しい人が訪れるとは限

らないので、作品の値段を見て ｢ 高いな ｣ と言

われることがまだ多いが、ギャラリーや作業場

を見てもらい、作品が出来上がる過程を説明し、

もっと工芸を知ってもらい、その価値を理解し

てくれる人が増えたらと期待している。

　｢ かんか ｣ の活動が相乗効果となり石畳通り

にも作品を展示する店も増えてきている。

受け継がれる技術、変わっていく鋳物のまち

　皆、昼間は働いているので、展示会が近づく

と深夜まで作業が続く。

　｢ 工芸はずっと昔から時代、時代にあったも

のをつくり、その技術が今日まで継承されてき

た。変わっていくのが工芸であり、それを表現

できる技術、人が必要だ。金工を職業にしよう

と思うメンバーは、将来独立して工房を持って

もらいたい ｣ と槻間さんは教え子たちの巣立ち

を楽しみにしている。

　町のイベントに協賛した ｢ トントンキーホ

ルダー体験 ｣ の企画、一周年記念展の開催と

｢ かんか ｣ は、鋳物の聖地に溶け込み、金屋町

の新しい一頁をめくり、新たな明日を築こうと

している。

横
よこた

田　安
あ つ こ

通子さん
県外出身が多いメンバーと地
域の人とつなぐ橋渡し役を担
う。また新たに、ものづくり
の楽しさを感じながら伝統技
法の高岡彫金や象嵌を学ぶ。

青
あおき

木　有
ゆ り こ

理子さん
青銅の ｢はりねずみ ｣の背中
に苔がのった作品はすでに商
品化されている。かんかをア
ピールする広報スタッフ。
将来は工房を持つのが夢。

尾
おざき

崎　迅
はやて

さん
現在、高岡銅器の製造・販売
会社に勤務しながら高岡市伝
統産業技術保持者の方々に師
事して仕上げの技術を学んで

いる。

小
こばた

畑　公
き み こ

未子さん
鋳物の町のパワーを自分なりに
吸収し、作品に活かしたい。
小学校での教員経験から子供た
ちとつくることで触れ合える場
を大切にしたいと感じている。

一周年記念展
9 月 23 日 ( 金 ) ～ 10 月 31 日 ( 月 )

（OPEN　金 ・ 土 ・ 日 ・ 月 10:00 ～ 18:00）

10 月 29 日 ( 土 ) 錫鋳物体験ワークショップ開催

問合せ ：金屋町金属工芸工房 「かんか」

TEL ＆ FAX ： 0766-25-8550

富山県高岡市金屋町 5-15

http://kanaya-kanka.cocolog-nifty.com/
取材協力：金屋町金属工芸工房「かんか」取材協力：金屋町金属工芸工房「かんか」
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山古志で食べられてきた伝統野菜

　｢ かぐらなんばんは、記録はないが、戦国

時代にポルトガルなどとの南蛮貿易で日本に

入ってきて栽培されるようになったといわれ

ている。山古志には、上杉謙信との戦いに敗れ

た武田方の住民が逃げる際、道に迷い楢木集落

に住み着き、ここから各集落に伝わったという

逸話もある ｣ と、かぐらなんばん保存会会長の

青
あ お き

木幸
こうしち

七さんから興味深いお話を伺った。

　その後、山古志の

どこの家の庭先にも

植えられ、食べられ

てきた伝統野菜だが、

山間の村という交通

の便もあり、他の地

域で販売されることもなく、他の品種と交配す

ることなく原種に近いかたち栽培されていた。

　平成 10年、かねてから長岡の野菜をブランド

化しその素晴らしさを知ってもらおうとしてい

た ｢ 長岡野菜ブランド協会 ｣ から、長岡野菜 *

に認定され、市場に流通するようになり徐々に

生産量が増えていった。

仮設住宅近くの畑で本格栽培開始

　平成 16 年 10 月 23 日夕方、｢美しい棚田 ｣で

知られていた山古志村は一変した。震度６強の

地震に襲われ、紅葉の絨毯で覆われるはずだっ

た山々は崩れ落ち、赤い山肌がむき出しとなり、

道路は寸断され、全てのライフラインが壊滅し、

長岡市に全村避難することになった。

　青木さんは長岡市内の避難所で、｢ 避難所ま

わり｣として、村民の声を聞いていた。その中で、

｢ 働く場所がほしい ｣ という多くの要望を行政

に相談し、土地改良センターから仮設住宅の近

くに土地を借りて、かぐらなんばんの栽培をは

じめることになった。

　山古志の何倍という広い畑で本格的に栽培さ

れ、長岡市内のスーパーなどに出回るように

なった。

やはり山古志でなければ

　平成 18 年暮れ、山古志に帰る頃にはかぐら

なんばんはめずらしさと料理を引き立てる絶妙

な辛味が話題となり、テレビで全国放送される

ようになっていた。

　評判が高まるにつれ、山古志以外の農家から

山古志かぐらなんばん物語

北 陸 再 発 見

新潟県長岡市山古志地区

新潟県

新潟市
長岡市

山古志地区

ごつごつした形が神楽獅子の面に似ていることから、その名がついたといわれる ｢かぐらなんばん｣
大きめなピーマンのように見えるが、山古志の地を好む肉厚な唐辛子である
中越地震後、その独特な持ち味を活かし、山古志の活性化に一役かっている
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種を分けてほしいと申し込みもあるが、なかな

か、うまく育たず、３年くらいでやめてしまう

そうだ。

　｢やはり、山古志の土地、朝晩の寒暖の差が、

かぐらなんばんには絶好の場所らしい。この貴

重な種を守るため昨年、保存会を結成し、種専

用の畑をつくり、害虫対策の研究を行っている。

かぐらなんばんは軽いから、高齢者の多い山古

志にはありがたい野菜だ。収穫期も 7 月頃から

霜がおりる 11 月上旬までと長い。せっかくこ

こまで来たので後継者が育ってほしい ｣ と青木

さんは誇りと期待を込めて言われていた。

独特な辛味は和洋問わず

　かぐらなんばん保存会の会員で、民宿経営を

している星
ほ し の

野京
きょうこ

子さんを訪ね、かぐらなんばん

料理をごちそうになった。星野さんは、仮設住

宅の近くで畑をやる中で、｢ 畑の学校 ｣ という

グループに入り、本格的にかぐらなんばんの生

産、加工に取組むようになった。山古志に戻っ

てからも、｢ 畑の学校 ｣ ブランドで山古志にあ

る直販所を中心に販売している。

　かぐらなんばんの果肉部分には唐辛子だが甘

みがある。強烈な辛味は、縦にとおる深いみぞ

の中にある種と白い綿のような部分にあるの

で、好みにあわせこの部分を除けば辛さは調整

できる。塩漬けしたかぐらなんばんを刻んで混

ぜたサラダ風 ｢ たたき ｣、丸ごと一つを甘辛く

煮た ｢ ひとつ煮 ｣、味噌と油で炒めた ｢ かぐら

なんばん味噌 ｣。

　今回は、伝統的な

家庭料理をいただい

たが、独特な辛味を

活かしイタリア料理

などにも合い、県内

の調理師学校などで

かぐらなんばんを使った料理コンテストも開か

れているそうだ。

かぐらなんばんが取り持つ交流

　斑尾山麓（中野市永江地区）に、かぐらなん

ばんにそっくりな唐辛子で信州の伝統野菜のひ

とつになっている ｢ ぼたんこしょう ｣ がある。

　信州では牡丹の花のような形からこの名前で

呼ばれている。平成 21年、青木さんたちが保存

会を設立するにあたって、｢斑尾ぼたんこしょう

保存会 ｣をたずねて以来、毎年、かわるがわる

に互いの地を訪ねる交流が始まっているそうだ。

　あまりにそっくりなので兄弟ではないかと、

信州大学にＤＮＡ鑑定を依頼したところ、きわ

めてよく似た品種とのことで、信州との交流を

通して伝わってきたのだろうとの結果が出たそ

うだ。

　星野さんの民宿ではあまり辛味を感じずにい

たが、帰路、体がぽっぽとほてってきた。唐辛

子に含まれるカプサイシンの働きで新陳代謝が

活発になっているようだ。そう言えば、先ごろ

結婚を発表された小林幸子さんは、山古志に田

んぼを持ち、自ら田植え、稲刈りをされている。

その若さと健康の秘訣は朝食のごはんと ｢ かぐ

らなんばん味噌 ｣らしい。

　｢ かぐらなんばん ｣ は、「牛の角突き」｢ 錦鯉

の産地 ｣｢ 美しい棚田 ｣ で知られる山古志の新

しい観光資源となってきている。

長岡野菜

｢ 長岡野菜ブランド協会 ｣によって以下の
13 品目が認定されている。

かぐらなんばん、長岡巾着なす、梨なす、
糸うり、ゆうごう、ずいき、肴豆、里芋（土垂芋）、
食用菊おもいのほか、体菜、長岡菜、
だるまれんこん、白雪こかぶ

【認定基準】
1. 古くからあって長岡でしかとれないもの
2. どこにでもあるけど長岡で作るとおいしいもの
3. 新しい野菜だけれど、長岡で独特な食べられ

方をしているもの

取材協力：民宿 ｢たなか ｣

TEL・FAX：0258-59-2055
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思　い　出
　私が北陸地建に入る前に面接試験に失敗して、今

でも思い出すと苦笑を禁じ得ない事があります。そ

れは試験官が私に次のように尋ねたのでした。「ど

うしてここの試験を受けようと考えたのですか」と。

私は随分長く感じましたが多分２，３秒だったと思

います。いい答えも思いつきませんし、そう答える

とマズイと思いつつ、「試験通知の葉書が来たので

受けに来ました」と答えたのです。

　私は後悔している訳ではありません。むしろ現在

の私はあそこから出発していると考えて、人生の妙を

喜んでいるのです。あの面接のテクニックを知らな

かったが故に、現在私がここに立っているということ

で、少しニヤリとするような気分になります。ま、言っ

てみれば地建に縁があったということでしょうか。

　３４年当時の本局は、現在の音楽堂の所に公会堂

が建っておりまして、その傍らに校舎のような仮庁

舎がありました。局部長室は公会堂にあったので、

決済を貰いにいくと、偶々芸能人の演芸をやってい

たり、また、仮庁舎の隣に競輪、競馬の場外売り場

があって鐘がなったりして、誠にのんびりした時代

だったと思います。まだ私が学生服で仕事をしてい

た頃の思い出です。

　沢山の用地の仲間や先輩に囲まれ、また、良い家

庭に恵まれて一日一日を過ごしてきた積み重ねの結

果として、今日の日を迎えることができたというの

が、全くの実感であります。お世話になった皆様方

のお蔭と心から感謝しております。（４月にその最

良の同志を亡くしたのが残念ですが）

　齢７０を超したのに、時に１６歳になったり４８

歳になったりして、変幻自在に肉体と精神の乖離を

実感できるところにおります。司馬遼太郎も「人間

は心の中に子供と大人を同時に持っている」と言っ

ております。

　これからは、途絶えていたトレッキングや小旅行

を復活させて、できるだけ外に出る事を心掛けよう

と思っております。

会 員 だ よ り

北陸地方建設局での想い出　

　世に役立つようなことはしないまま適当に過ごし

ていますので、皆様にお知らせできるような近況は

ありません。北陸地建時代の想い出とさせていただ

きました。

　昭和３３年４月、黒部工事事務所の海岸係に配属

されました。入善海岸の浸食状況調査のため、小さ

な漁船を借り上げて深浅測量などを直営で行うこと

が主な仕事です。長野県の山育ちで海を見たのは修

学旅行のときだけ。はじめの頃は船酔いで何もでき

ませんでしたが、慣れてくると小さな波ではもの足

りなくなりました。海岸係だったおかげで、スルメ

は平べったい姿で泳いでいるものではないことを知

り、また、教科書の絵では海から水分が蒸発して陸

地に雨が降ると教えられましたが、海にも雨が降る

ことを知りました。

　１年半で道路計画課へ配置換になり、以後は道路

の仕事を中心にお世話になりました。

　昭和４３年に新潟国道工務課に配置換になりまし

た。先任の担当者が行った積算書をタイガー計算機

で検算することしかできませんでした。真面目にや

ると、音がやかましいから静かにやれと小言をいわ

れました。当時は建設コンサルタント会社が少なく、

一部の設計は直営で行われていました。これが幸い

し、上司から直営で設計することを指示され、４９

号福取トンネルや新潟バイパスの擁壁などの設計を

行いました。また、沖縄での２年間も楽しく過ごし

ました。

　福取トンネルは、その後、覆工コンクリートが劣

化・剥落してＰＣ板で内巻き補修しましたが、コン

クリートの劣化は設計のせいではありません。

退官して１５年目、残りの人生の最初の朝を無事迎

えられるよう、毎夜、杯をあけています。

瑞宝双光章

瑞宝双光章

竹重　壽夫  氏
　（新潟市中央区在住）
　　元北陸地方建設局
　　企画部 技術調整管理官

中川　進  氏
　（新潟市東区在住）
　　元北陸地方建設局
　　用地部 用地調整官
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「平成２3年春の叙勲」で、栄えある勲章を4名の会員の方が受章されました。
長年のご功績が顕彰されたものであり、心からお祝い申し上げます。 

手　　紙
　この度、春の叙勲で ｢ 瑞宝双光章 ｣ の授章の栄に

浴しました。これも皆様のご指導、ご支援の賜と深

く感謝申し上げます。

　今年は東日本大震災の発生により、２か月ほど遅

れての授章で、複雑な思いがしております。

　３９年間の在職でしたが、振り返ってみますと最後

の１年間は、大変貴重な体験をさせていただきました。

　平成８年末に発生した ｢ 蒲原沢土石流災害 ｣ で後

方支援として被災者家族の対応（主に奥さん方）を

約 1 年間にわたり努めました。北海道、東北地方の

１０名の方で、現地から遠いので、手紙を定期的に

送りました。

　最初の手紙は、年明けの１月早々に、地元の人が

現地に建立した木製の慰霊碑の新聞記事と現地の写

真をつけてお知らせしましたところ、｢ 心のこもっ

た手紙をありがとう。今後もお願いします ｣、｢ 雪

がとけたら現地に行きたいのでお願いします ｣ など

電話がありました。

　その後も、現地の概要、捜索の状況などを随時お

知らせしました。皆さんからも、手紙、電話が来る

ようになり、心を開いてくれるようになりました。

結果的に月２回ほど、２０数通になりました。

　慰霊碑の建立や慰霊祭についても手紙で概要を知

らせ、意見等を電話でもらいました。皆さん真意を

汲み取ることができ、対応がスムースに行きました。

ご家族にとっては、悲しい災害でありましたが、大

きな不満も起こらず、最後の慰霊祭も無事終了する

ことができました。数日後、｢ 長い間、たくさんの

手紙をありがとう ｣、｢ 大変勇気づけられた ｣、｢ 御

苦労様でした ｣等などお礼の

言葉をいただきました。

　手紙を介して、長期間にわ

たる対応が無事できたこと

が心に残りました。

これからも地域の人と共に
　この度、平成２３年春の叙勲の栄誉に浴し感謝に

たえません。

　これもひとえに苦楽を共にしてきた、上司、同僚、

後輩の皆々様のご支援ご訓導の御陰と厚く御礼申し

上げます。

　我々の事業は多様な技術と人材を結集し幾多の年

月の中で造り上げるプロジェクトであり、今回の受

賞は私の業績ではなくチームワークの栄誉と心得て

おります。

　顧みますと、事業を成し遂げるまでには、担当ひ

とり一人がランナ－として各分野のパ－トナ－にバ

トンを渡すリレ－のようなものであり、バトンタッチ

までは全力疾走するものと考えています。その過程の

中で、「真剣に地域と向き合い、住民の理解を得られ

た瞬間」が一番嬉しく、その感激は忘れられません。

　今後共、皆々様の教えを大切に日々精進してまい

りたいと思います。

　退職してからは、地元への支援活動を心がけ、い

ろいろな役職を引き受けて活動をしていますが、現

在特に時間をかけているのは、地域の社会福祉協会

河田保育園理事長として、園舎改築に向け、日夜奮

闘しているところです。

　園舎等マスタープランのプロポーザルでの特定、

建築設計を随契とし、用地買収、農地法第５条の許

可、都市計画法第２９条の認可、農道払い下げ、資

金計画（補助金申請、自己資金調達、貸付金制度活用）

等々仕事がありますが一つ一つをクリアし、建築工

事を進めており、完成予定は来年の３月１７日です。

　これは地域にとって一大事業であり、これまでに

培われた経験を役立てることができホッとしており

ます。

　私の思い入れが、将来を

担う子供たちへの一助とな

れば幸いであると思ってい

ます。

　皆々様のご健勝とご多幸

をお祈り申し上げます。

合掌

瑞宝双光章

瑞宝双光章

花川　健介  氏
　（長野県長野市在住）
　　元北陸地方建設局
　　総務部 調整官

室　　穰  氏
　（石川県小松市在住）
　　元北陸地方建設局
　　道路部 道路調査官
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編 集 後 記

　秋号は緊急特集を組み ｢ 平成 23 年 7 月新潟・福島
豪雨災害 ｣ について北陸地方整備局河川部にご報告
いただいた。平成 16 年豪雨の教訓から、堤防整備、
非常時の河川の危険度を分かりやすく情報提供する
などハード、ソフトの両面での対策が進められ、今
夏の豪雨では被害を軽減できた五十嵐川、刈谷田川
の事業効果が紹介されている。
　今年、日本列島は大災害に見舞われている。被災
高齢者は皆 ｢ これまで経験したことがない ｣ と語る。
先祖から受け継いできた災害文化も適応できない想
定外の状況が発生している。まずは一人ひとりが考
え行動できる防災教育の場が必要ではないだろうか。
　　　　 　　　　　　　　( 広報委員会事務局 )

伝 言 板 弘済会が主催､共催､協賛等で行う一般参加型公益事業です。
お時間をみつけ、ぜひお立ち寄りください。

イベント名 期　日 開催地 会　場 内　容 代表問い合わせ先

大里峠越え交流会 10 月 16 日（日）
小国町
関川村

新潟・山形県を結ぶ旧
越後米沢街道、十三
峠の一つ ｢大里峠 ｣

大里峠の散策と交流会。秋色に染
まる街道で自然を体感できます。

大里峠越え実行委員会
（小国町地域整備課内）
TEL：0238-62-2431

平成 23 年度
「建設技術報告会」

10 月 18 日（火）新潟市
朱鷺メッセ
（新潟コンベンション
センター）

建設分野に関する新技術・新工法
の報告
記念講演、パネル展示

国土交通省
北陸技術事務所 
TEL：025-231-1281

応用生態工学会
第 10 回 北陸現地ワーク
ショップ in 新潟
「越後平野の生物多様性
保全と再生への取組み」

10 月 28 日（金）
10:00 ～ 16:40

新潟市

【ワークショップ､総合討論】
 新潟県建設会館
 「大会議室」 越後平野における生物多様性の保

全と再生に関するさまざまな取り
組みを紹介後、自然のダイナミズ
ムと流域の生態系を議論します。

応用生態工学会 新潟 
【(株 ) 建設技術研究所
北陸支社内
  矢部昌之 ･金子和代】
締切:10 月 14 日（金）
TEL：025-245-3883
FAX：025-241-9082

10 月 29 日（土）
 9:00 ～ 16:00

【現地見学会】
 阿賀野川及び信濃川流域

けんせつフェア
　　　　in 北陸 2011
- みて、ふれて、知る
　　新技術・新工法 -

11 月 4 日（金）
11 月 5 日（土）

新潟市
新潟市産業振興
センター

産・学・官の建設分野に関する
新技術・新工法の展示会

国土交通省
北陸技術事務所 
TEL：025-231-1281

大河津分水完工 80 年
フォーラム

11 月 10 日（木）
13:30 ～ 16:40

新潟市
新潟県民会館 
「小ホール」

【講演】
 演題:「災害に強い安全な国土づくり」
 講師 :甲村 謙友
 （国立大学法人筑波大学客員教授）
【鼎談 1】
 ｢ 新可動堰通水
  - 大河津分水が支える地域づくり｣
 篠田 昭（新潟市長）
 鈴木 力（燕市長）
 鈴木 聖二（新潟日報社編集委員室長）

【鼎談 2】
 ｢ 大河津分水 -その志をつなぐ ｣
 五百川 清(元信濃川大河津資料館長)
 栗山 靖子(音読集団ECHIGO主宰)
 外山 優子 (フリーアナウンサー )

北陸建設弘済会
企画部 
TEL：025-381-1160

※参加申込受付は、
10 月 24 日以降の予定

地域の明日を
　考える講演会

11 月 24 日（木）
13:30 ～ 16:10
( 開場 13:00)

新潟市
新潟県自治会館
「講堂」

【地域経済報告】
 ｢ 新潟県内経済の現状について ｣
 報告者：神田 恵
 （新潟経済リサーチセンター主管研究員）
【地域活動報告】
 ｢ 長岡川口地区における地域通貨 
 を用いた地域循環・交流モデル ｣
 報告者：吉田 昌幸 
 （上越教育大学講師）

【講演】
 ｢ 日本の明日のために、
　　　今地方でできることは何か ｣
 講師：橋本 五郎
 （読売新聞特別編集委員）

北陸建設弘済会
北陸地域づくり研究所

先着 200 名 
11 月 18 日 ( 金 ) 締切
※定員になり次第締切

TEL：025-381-1054
FAX：025-383-1233

大里峠越え交流会 けんせつフェアin北陸
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