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秋号

想

地域のチャレンジを支える 民間まちづくり会社御祓川の挑戦

地の、さらに中心を流れる御祓川。この川の再
生が、七尾中心市街地再生の象徴として捉えら
れ、
その目指すところは「小さな世界都市・七尾」
である。これは、
（株）御祓川設立に至るまでの
20 年間のまちづくり活動の基礎となった「七尾
マリンシティ構想」の理念をそのまま受け継い
でいる。小さくともキラリと光る質の高さ、世

森山

奈美

（株）御祓川 代表取締役
1973 年石川県七尾市生まれ。横浜国立大学工学部
建設学科卒業後、金沢市内にある（株）計画情報研
究所に入社。都市計画コンサルタントとして参加型
の地域振興計画、道路計画などを担当する。民間ま
ちづくり会社㈱御祓川の設立に携わり、1999 年か
らチーフマネージャーを兼務。2007 年 9 月より現
職。いしかわ地域づくり協会 コーディネーター。市
民参加型のまちづくりを進めるため協働ファシリ
テーター・コーディネーターとして奔走中。
川を中心としたまちづくりの取り組みで、第 5 回
日本水大賞国土交通大臣賞、第７回「川の日」ワー
クショップグランプリなどを受賞。

小さな世界都市・七尾
最近、ソーシャルビジネスや社会起業をテー

界に通じる考え方や文化を持ち合わせた地方都
市における持続可能な社会づくりを進めること
である。心豊かに生活を楽しむ人々が、祭りを
守り、自然と共に暮らしている。そのような社
会を目指し、能登をフィールドとしながら、世
界に通用する３つの循環、
「自然資源の循環・地
域経済の循環・地域人財の循環」を育んでいる。

御祓川

マとする議論の場に招かれることが多くなっ

まち・みせ・ひとを育む
( 株 ) 御祓川では、御祓川の再生を３つの側

た。「御祓川さん、あなたのやっていることは

面から捉えてきた。ひとつは、「御祓川の浄化」

“ソーシャルビジネス”ですね」と、言われる

によって川そのものの水質が改善すること。二

のだ。これまで「どうして、株式会社にしたの

つめは「界隈の賑わい創出」である。川沿いに

ですか」という質問を何度も受けてきた当社に

質の高い店をつくり、店を通して人々の賑わい

とって、ソーシャルビジネスという概念が浸透

を創り出す。そして三つめが「コミュニティ再

することは、説明がしやすくなるという点では

生」だ。川のことを思い、まちのことを思いな

歓迎すべきだが、何もいまさら「ソーシャル」 がら行動する人々のつながりをつくっていく。
と言わなくても・・・という後ろめたさも感じる。

現在は、これらを「まち育て」
「みせ育て」
「ひ

平成 11 年 6 月、地元の企業経営者らが出資

と育て」として整理し、御祓川の事業を通して、

して資本金 5,000 万円で民間まちづくり会社、 人々が川との関係を取り戻しながら、地域経済
（株）御祓川は設立された。
（その後、増資され
て資本金 6,800 万円）石川県七尾市の中心市街
2

やまちの文化とのつながりをも取り戻していく
ことを目指している。
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①まち育て ･･･
御祓川の浄化・まちづくり計画のサポート
御祓川の浄化を実践することを通じて、まち
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マチとの関係を深く保ちながら持続的に活動す
ることが、社会的意義のあることとなる。当社
が行っているのは、既存企業のソーシャル化な

の課題解決に市民が関わる場を提供するほか、 のかもしれない。さらに、まちに関わる市民の
地域資源を活かした着地型観光プログラムの構

ソーシャル化である。新しい公共の担い手とし

築支援、まちづくりの計画立案を行う。

て、多様な人々が動き始めている。

②みせ育て ･･･
界隈のにぎわい創出・産業活性化コーディネート
御祓川沿いに良い店をつくり、まちの賑わい

チャレンジしやすい場づくり
2007 年 3 月能登半島地震 (M6.9) から 5 年が

創出を目指す。能登の企業革新に関するコー

経過した。この地震をきっかけに、まちづくり

ディネートを行い、能登スタイルストアで能登

会社としての事業内容は大きく舵を切ることに

産品を全国に発信し、地域経済の活性化を図る。 なる。「川沿いから能登へ」という中期事業方
③ひと育て ･･･
コミュニティ再生・地域内外人財マッチング
市民と川との関係を取り戻すためのイベン

針を掲げ、川沿いから「能登」全体の活性化を
意識した事業展開を図った。能登の抱える地域
課題が一挙に顕在化し、「何とかしなければ」

ト、各種市民活動の事務局を担当。実践型イン

という機運が高まったことと、能登全体でまち

ターンシップ。

づくりに携わる人々が、頻繁に問題点を話し合
う機会が増えたことで、これらの取り組みをつ

ソーシャルビジネスとしての地域企業
約 30 年前に七尾マリンシティ運動が始まっ

なげていく必要性が高まったからである。
そのために、小さな体験プログラムを多数開

た頃に比べると、まちづくりの主体は非常に多

催する「能登旨美オンパクうまみん」や能登の

様化した。いまや、まちづくり活動は経営者や

商品を全国発信する「能登スタイルストア」の

商店主など、一部の限られた人々のことではな

ほか、企業が新しい課題に挑戦するときに長期

くなり、担い手は、主婦やサラリーマン、学生

インターン生をマッチングする「能登留学」な

など多種多様である。また、商店街や町会など

ど、多様な主体がチャレンジしやすい場をつ

の既存組織だけではなく、様々なミッションを

くっている。まちの中にある資源をつなぎ、問

掲げたＮＰＯが活動を展開し始めている。まち

題に寄り添い、挑戦しようとする人を後押しす

づくりの主体が多様化し、さらにその構成員も

る。これからもまちづくり会社として、川沿い

多様な価値観を持つ人々になってきたと言って

から、まち育て・みせ育て・ひと育てに取り組

よい。

んでいきたい。

私は、
この状態こそ「活性化」だと思っている。
その関わりの糸が多くなるほど住民の公共感覚

まち育て
ヒトとマチの関係

は磨かれ、コミュニティに活力が生まれる。多
様な主体によるまちづくりを進めるためには、
主体と主体をつなぎ、そこに場を作り出すこと
が不可欠である。この「つなぎ役」が、当社が

↓
うまみん
うまみん

株式会社 御祓川
ひと育て
ひと育て

みせ育て

↓
能登留学

↓
能登スタイル
能登スタイル

まちづくり会社として果たしてきた役割である。
こう考えると、（株）御祓川だけがソーシャ
ルビジネスなのではなく、七尾の多様な主体が

ミセとマチの関係

人々が活動を通してまちとの関係を結んでいく。

ヒトとミセの関係

図：株式会社御祓川の新規事業内容
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特 別 企 画

「大地震に備える川づくり」−阿賀野川堤防耐震対策事業−
北陸地方整備局
１．はじめに
平成 23 年 3 月の東日本大震災では、津波に
より甚大な被害が発生したとともに、液状化等
により、多くの堤防・水門等が被災した。
阿賀野川下流部の地形は、古くから信濃川、
阿賀野川の流下土砂が堆積して形成された沖積
平野にあたり、特に、河口部では、堤防下の地
盤が地震により液状化する層が存在している。
阿賀野川河口部は、地盤高が平常時の河川水
位より相対的に低い地域が多く、液状化現象に
より、河川堤防が沈下・破壊した場合に、津波
や洪水が堤防を乗り越え、居住地側へ流入し、
大きな浸水被害が発生する恐れがあり、市街地
をこうした被害から守るためには、河川堤防等
の耐震対策が必要である。

阿賀野川河川事務所

これ以下は、細～中砂を主体とした砂層が
分布し、比較的均一な地層であるが部分的に
薄い粘土層を挟み、粘土部分ではＮ値 10 以下
となるが、全体としては、深度の増加に伴い
Ｎ値 10 ～ 30 と増加する傾向にある。
砂丘本体部分は、液状化の可能性は低いが、
湿地に面した砂丘斜面末端部、砂州、砂丘間低
地、旧河道は、液状化の可能性が高いと言える。

( 液状化のしやすさ )

( ゼロメートル地帯 )

このため、東日本大震災の教訓を踏まえ、今後
（右岸 0.0 ～ 3.0 ｋ付近の堤防土質縦断図）
発生すると予想される地震に備え、阿賀野川河口
部の堤防耐震・液状化対策を促進することとした。 ３．新潟地震による阿賀野川の被害状況
1964 年 ( 昭和 39 年 )6 月 16 日、新潟県粟島南
方沖 40km の日本海
２．液状化しやすい阿賀野川沿川
阿賀野川は、海岸線にほぼ直角に流下し、河 で深さ 34km、マグ
口まで約 35km の区間に扇状地、氾濫原、砂丘・ ニチュード 7.5 の
砂丘間低地と連続的に変化している。
地震が発生し、死
耐震対策を行う当該地区は、砂丘、砂丘間低地 者 26 名、 家 屋 全
を主体とし、表層部は自然堤防を形成する砂層や 壊 :1,960 棟、家屋
旧河道を埋める粘土層が分布し、いずれもＮ値 10 半壊 :6,640 棟、家
（阿賀野川 堤防亀裂）
以下を示す軟弱な地層で深度は 10 ｍ程度である。 屋 浸 水 :15,298 棟
4
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の被害を生じ、アパートが傾き、橋が落ち、炎
上したガスタンクの煙が空を覆った。
この地震により、阿賀野川中流部から下流部
では、液状化現象が発生し、堤防 5.75km、護岸
7.7km、特殊堤 0.9km、水制 11 ヶ所・樋管 1 ヶ
所、水門 2 ヶ所等
の河川構造物に陥
没・沈下・亀裂が
生じ、津波が阿賀
野川を遡上したこ
ともあり、その機
能を失った。
（阿賀野川を遡上する津波）
被災箇所の緊急災害復旧工事は、地震により
交通路が寸断されて労務提供等がままならず、
仮宿泊所を設営し、遠隔地から緊急動員して昼
夜を分かたず進めるような状況であった。
４．堤防耐震対策の概要
4.1 堤防耐震対策の強化と経緯
阿賀野川河川事務所では、平成 7 年阪神淡路
大震災を契機に、堤防地震対策としてレベル 1
（以下、L1 とする）地震動の照査による対策工
を平成８年から着手し、これまでに L1 耐震対
策必要延長 L=5.15km のうち想定氾濫被害を考
慮し L=1.14km の対策を実施してきた。
その後、平成 19 年 3 月に ｢ 河川構造物の耐震
性能照査指針 ( 案 )・同解説 ( 平成 19 年 3 月、
国土交通省河川局治水課 ) ｣（以下、照査指針
（案）とする）が示されたことから、河川構造物
については対象地点において、レベル２（以下、
L2 とする）地震動に対する照査を進めてきた。
堤防耐震対策の設計については、東日本大震
災を踏まえて示された「河川堤防の耐震対策マ
ニュアル（暫定版）( 平成 24 年 2 月、国土交通
省水管理・国土保全局治水課 )」において、「当
面の耐震対策にあたっては，レベル２地震動に
対する耐震性の向上に寄与するものとして、こ
れまでの中規模地震動に対する安定性を照査す
る設計法を適用することとする。」とされたこ
とから L1 により実施した。
施工は、東日本大震災復旧・復興河川整備事
業（復興枠）により平成 23 年度から 25 年度ま
でに工事を実施することとした。
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4.2 照査結果の概要
4.2.1 レベル２地震動に対する照査
現計画断面を対象に液状化の影響を考慮した
堤体二次元静的 FEM 解析による安全性照査を行
い、自重変形解析により算定した沈下量及び既
往地震における経験的な沈下率から求めた堤防
高さと照査外水位の関係から二次災害の可能性
を判定した。
4.2.2 照査外水位の設定
照査外水位は、
「津波の河川遡上解析の手引き
( 案 ) 平成 19 年 5 月」により、距離標 No.0.0k
の 1964 年新潟地震時に観測された遡上津波痕
跡最大高さ 2.809（TP+m）をもとに設定した。
4.2.3 土質条件
検討に使用する土質条件の設定は、平成７年度
に多くの調査ボーリングおよび土質試験を実施
しておりこの時設定された土質条件を使用した。
4.2.4 堤体二次元静的 FEM 解析
現計画断面を対象に、２次元液状化流動解析
プログラム「ALID/Win」により沈下量を算定し、
液状化の影響による地震後の堤防高が照査外水
位を下回らないこととして照査した。
(1) 地盤種別の算定
地震の影響として、
「液状化の影響」を考慮し、
水平震度は、レベル 2 地震動（2-1、2-2）に対
して、地盤種別及び地域別補正係数を考慮して
設定し、地盤条件は、既往の地盤調査結果に基
づき地盤定数及び地下水位を設定した。
対象区間は、基盤面まで 25m 以上あることか
ら、「道路橋示方書耐震設計編」よりⅢ種地盤
と判断でき、、地域補正係数：Cz=0.85（新潟県）
から、設計水平震度を次のとおりとした。
L2-1 khg0=0.40、kh ＝ 0.34
L2-2 khg0=0.60、kh ＝ 0.51
(2) モデル化
堤防周辺地盤について、2 次元有限要素法
(FEM）によりモデル化し、モデル化の範囲は、
幅は深度の 3 ～ 5 倍程度、奥行きは単位幅（=1m）
とした。地盤の境界条件については、側方は水
平：自由、鉛直：固定、下方は水平：固定、鉛直：
5
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固定とした。
た堤防高と照査外水位との対比を行い照査した。
(3) 液状化判定
なお、堤防天端の最大沈下量の算定及び許容
既 往 の 地 盤 調 査 結 果 に 基 づ き、 土 質 区 分、 沈下量は、点検マニュアルにおいて次のように
Ｎ値、単位体積重量、平均粒径、細粒分含有 示されている。
率等の地盤定数を設定し、照査指針（案）共
(1) 一次点検における概略の堤防天端の最大沈下量 Smax は
式（3.1）によるものとする。
通編 6.2 の規定に従い砂質土層の液状化の判
Smax =0.75H．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3.1）
ここに、
定を行うこととした。液状化が生じると判定
Smax ：既往の地震による堤防天端の最大沈下量（m）
：堤防高さ（m)
された砂質土層の土質定数は、照査指針（案） (2) H許容沈下量は、堤防天端高と照査外水位の差として設定
するものとする。
共通編 6.3 の規定に従いせん断剛性の低減を
行った。液状化判定結果の例を以下に示す。
なお、既往地震において、堤防天端に堤防高
さの 75% 以上の沈下が生じた事例はなく、地震
地層
Ｎ値
層厚 液状化有無
第1層
As1
5.8
7.00
する
前の堤防高さの 25% は残存していることが経験
第2層
As2’
16.4
4.30
する
第3層
As2
30
8.80
する
的に知られている。
5.0

L-0.4K 3m
YP+4.6
945m
Dep.=2

9023
4885
4138

5.0

0 1020304050

Bs

H.W.L.TP+1.800
M.W.L.TP+0.330

4.2.6 阿賀野川堤防レベル２地震動照査結果
左 岸 -0.6km ～ 5.9km、 右 岸 -0.2km ～ 6.1km
液状化する As’2
液状化する
液状化する
を解析し、照査した結果、「地震後の堤防高」
-15.0
-15.0
及び既往地震における「経験的な沈下率から求
液状化する As2
液状化する
液状化する
めた堤防高」と「照査外水位」とを対比し、照
（NO.-0.2km 液状化判定結果）
査外水が沈下後の堤防高を上まわる左岸 -0.6km
4.2.5 耐震性能の照査
～ 1.5km、右岸 -0.2km ～ 2.6km 区間が判定ＮＧ
自重変形解析により求めた「地震後の堤防高」 となった。以下に、阿賀野川堤防レベル２地震
及び既往地震における経験的な沈下率から求め 動照査結果を示す。
-5.0 液状化する

液状化する As1

○右岸解析結果

液状化する

特殊堤①

一連区間

-5.0

特殊堤②

右岸2

右岸3

右岸4

現況堤防天端高
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1.008m

沈下量:S
堤体高:H
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－
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3.135m

－

51％
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3.935m
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45％

54％

108％

TP-1.899m

TP+0.508m

TP+1.114m

TP+4.442m

TP+4.511m
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1.4

右 岸2

特殊堤②

右 岸3

← 阿賀野川
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0.60k 0.8

左岸
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4.60k

3.7

5.5

右岸7

3.1

2.60k

5.6
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検討断面
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15％
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75%沈下後天端高
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TP+1.441m
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照査外水位
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TP+2.91m
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TP+2.97m
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NG
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堤体沈下率:S/H

判

定

5.80k 5.9

解析結果NG区間
解析結果OK区間
解析断面
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沈下量:S

現況堤防天端高

6.1

左岸7

左岸6

左岸2

左岸1

右岸8

3.60k

左 岸5

左 岸4

1.00k

3.3

右岸

1.5
0.3

右岸5

2.5

4
右岸

1.8
0.6

6

4.802m

TP+7.785m
6.302m

TP+2.189m

1.470m

特殊堤①

○左岸解析結果

5.311m

TP+6.770m
2.259m

－

TP+2.81m

0.40k

-0.20k

TP+6.593m
2.151m

TP+1.490m

定

右岸8

－

2.60k

-0.6

TP+6.349m
5.234m

3.988m

右岸7

照査外水位

-0.1k

0.0

右岸6

3.3k～3.7k〔0.4km〕 3.7k～5.5k〔1.8km〕 5.5k～6.1k〔0.6km〕
3.60k
4.60k
6.00k

堤体高75%沈下量:H’
75%沈下後天端高
判

-0.2

右岸5

-0.2k～0.0k〔0.2km〕 0.0k～0.6k〔0.6km〕 0.6k～1.4k〔0.8km〕 1.4k～1.8k〔0.4km〕 1.8k～2.5k〔0.7km〕 2.5k～3.3k〔0.8km〕
-0.1k
0.40k
0.80k
1.40k
1.80k
2.60k

検討断面

-0.20k

0.60k

4.296m
TP+1.111m
OK
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（阿賀野川堤防レベル２
地震動照査結果）
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4.3 各工区の対策工法
4.3.1 地震対策工の検討
レベル２地震動照査結果、判定ＮＧとなった
左岸 -0.6km ～ 1.5km、右岸 -0.2km ～ 2.6km 区間
について、地震対策工の検討を行うこととした。
以下に耐震対策検討フローを示す。

2012 年

秋号

4.3.2 地震対策工詳細設計
対策工は「河川堤防の液状化対策工法設計施
工マニュアル ( 案 )H9.10」
に基づき設計を行った。
検討の流れを以下のフローに示す。
①検討区間および代表断面の設定
地盤および現地状況を考慮した区間・
代表断面設定

②現況堤防の安全性照査
過剰間隙水圧△u を考慮した円弧すべり
安定計算（Fs>1.0 箇所は対策不要）

③対策工の比較検討
現地で施工可能な対策工法を比較し、
最適な対策工法を選定

④対策工詳細設計
選定された対策工の詳細設計

⑤浸透に対する影響検討
必要に応じて浸透流計算を実施

NO.35

5 -3工区

S=1:100

15720

6870

8300

H7.10

+5.1
No.17(
Dep. 6m
投影
=23.
50m
)

測量

法線

笠コンクリート
N値

0

10

20

30

40

50

AS
4

H.W.L

2.98

3

施工基面

10

1.18

SCP改良天端高 1.00

3

DL=0.00

AS

CO

3

5

5

12 900

1

9

SCP改良

8

15

8

鋼矢板SY390ⅥL型
L=17.0m

18

23

20

18

SCP改良下端高 -11.90

35

33

断面図

L=1 000

ドレーン範囲

SCP改良詳細図

36

平面図

S=1:100

50/29

S=1:50

49

36

砂杭範囲
施工基面

2.00

23

1900

SCP改良天端高 1.00

φ

7

00

1900

砂杭範囲L=12900

ドレーン範囲

1900
SCP改良下端高 -11.90
φ

350

4@1900=7600
8300

350

40

0

工事名
図面名

1900

対象地域の特徴と制約条件を以下に示す。
(1) 民家近接部、工業用水送水管近接部：
・構造物に影響を与える恐れのある締固工法
等は不可
・広い作業スペースを必要とするドレーン
工法、抑え盛土工法等は不可
→ 鋼矢板工法（川裏側）
(2) 航空制限部：
・高さの大きな施工機械を使用する必要が
ある締固め工法、ドレーン工法等は不可。
・川表、川裏側ともに広い作業スペースの
確保不可。
・夜間施工後、早朝までに航空制限区域外
へ待避。
・夜間施工時、緊急着陸時等は早急に待避。
→ 鋼矢板工法（川表側、川裏側）
(3) 高水敷狭隘部：
・広い作業スペースを必要とする締固め工法
等を行う際には仮設ヤードが必要。
→ 締固工法・鋼矢板工法
(4) その他の箇所：
・経済性、施工性から選定
→ 締固工法・鋼矢板工法・ドレーン工法

右岸⑤ 0.8k ～ 1.5k 工区の川表対策を例とし
て、対策工の検討方法の事例を示す。当工区は、
河積を阻害することが懸念されるため、押さえ
盛土工法は適していない。
このため、その他の工法で、実績も多く耐震
対策として効果的と考えられる対策工の検討を
行った。
以下に、対策工と当該区間の適用性を述べる。
標 準 断 面 図
①締固め工法

標準断面図
平成

作成年月日
縮

尺

会社名

図示

年

月

図面番号
株式会社クレアリア

事業者名 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

周辺への騒音・振動の影響を考慮し、静的
締め固め工法とし、高水敷上にヤードを造成、
材料、重機を配置する。作業スペースの確保
にヤード造成が必要となる。
当該区間は、既設低水護岸が近接しており、護
岸の変状・損傷の恐れがあるため適用出来ない。
7

標

準

断

面

図 ( 1 )
NO.35

こうさいだより

2012 年

S=1:100

秋号

②鋼矢板工法
6511

13389

H7.1

+5.16m 0 No
.17(
Dep.=2
投影
3.50m
)

測量

法線

現場打ち笠コンクリート
N値
0
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30

20
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現場打ち笠コンクリート

4

2.98

3

1.71

10
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3
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3

5

5

1

9

8

15

鋼矢板SY390ⅥL型
L=17.5m

鋼矢板SY390ⅥL型
L=17.0m

8

18

23

20

18

35

33

36

50/29

49

（締固め工法：サンドコンパクションパイル工法）

36

23

周辺への騒音・振動の影響を考慮し、圧入工
法とする。鋼材の供給は堤防天端より行う。
カゴマット詳細図
S=1:20
圧入工法を使用することにより、周辺への影響
標 準 断 面 図
は問題なく、作業スペースも確保が可能である。
経済性においても有利である。
③固結工法（深層混合処理）
カゴマット
B1.5m×H0.5m

NO.35

植生土のう

工事名

6.600

6870

阿賀野川松浜（上）堤防耐震対策工事

図面名

S=1:100

標準断面図(1)

作成年月日
縮

年 7月
月
平成 24年

尺

1:100

会社名

吸出防止材
t=10mm

図面番号

2

/ 14

株式会社クレアリア

事業者名 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所
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15720

H7.10

+5.1
No.17(
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投影
=23.
50m
)

測量

法線

笠コンクリート
N値
0

10

20
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40

50
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4

H.W.L

2.98

3

施工基面

10

改良天端高

1.18

1.00

3

DL=0.00

AS

CO

3

（鋼矢板工法：圧入工法）

5

5

1

深層混合処理

12.900

9

8

15

8

鋼矢板SY390ⅥL型
L=17.0m

18

23

20

18

改良下端高

-11.90
35

33

36

50/29

深層混合処理改良詳細図

49

36

平面図

1.7

3.2

6.6

1.7

3.2

23

0.8 0.8 0.8 0.8

H.W.L

改良体面積＝Ap(φ=1000mm、ラップ=200mm）
＝1.489m2
改良率＝Ap/A
＝1.489×10/(6.6×3.2)
＝0.705（＝70.5％）

工事名

プラント、重機を配置するヤードが必要となる。
当該区間は、作業スペースの確保にヤード造
成が必要となり、経済性において他工法に劣る。

標準断面図

図面名
作成年月日
縮

尺

会社名

平成
図示

年

月

図面番号
株式会社クレアリア

事業者名 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

（堤防裏法面に設置したドレーン工法）

以上の３工法を現地状況や経済性を考慮し
て、当工区においては、矢板工法を選定した。
なお、川裏側に耐震対策工として鋼矢板を打
設する際には、洪水時に堤体内の浸潤線が上昇
し、堤体のすべりに対する安全性を低下させる
恐れがあるため、川裏側に鋼矢板を打設する区
間では浸透流解析を実施し、浸透に対する安全
性の基準を満たさない箇所については、ドレー
ンを施工することとした。

8

4.3.3 対策工の決定
各工区の現地状況や経済性を考慮して対策工
を決定し、図のとおりとなった。
平成 23 年度補正で施工する 10 工区の施工量
は、以下のとおりとなった。
①締固め工法 本数 1,860 本 19,560.6 ｍ
②鋼矢板工法 延長 4,737.6 ｍ 7,896 枚
鋼矢板総重量 12,035.8 ｔ

こうさいだより

５．工事の進捗状況
平成 23 年度東日本大震災復興河川整備事業
の繰越工事として施工している 10 工区は、7 月
20 日、新元島町地区の鋼矢板圧入から工事が本
格化し、9 ～ 11 月にクレーン等の重機が林立す
る最盛期を迎え、年度内の完成を目指して、鋭
意施工中である。
施工ヶ所は、堤防に接して家屋連旦区域があ
り、施工にあたっては、騒音、振動、沈下等の影
響に対して充分な配慮を行って行く必要がある。
また、一部の区域に新潟地震による被災箇所
の緊急災害復旧工事等に関する旧護岸やタイ
ロッド等の埋設物があり、施工前に試掘確認を
行い、対応策を検討しながら施工を進めている。
下図に各工区の主要工種の施工時期を示す。

堤
鋼矢板

力を得て工事による交通規制や進捗状況、流域
の話題など、最新情報を随時発信している。右
岸堤防ござれや橋詰めには、イメージアップに
よる広報ブースを 9 月より設置し、説明パネル、
液状化模型、施工機械模型、DVD 等により、見
学者対応をおこなっている。この他、市役所施
設等を利用したポスター展、ホームページの
改良としてトップに工事施工ヶ所を写す CCTV
カメラ画像の配置、各種広報誌への投稿、メ
ディア向け見学会等に取り組んでいる。
また、工事施工者においても積極的取り組んで
おり、北区松浜の定期市において広報テントの設
置、
工事による交通規制のラジオ放送、
ホームペー
ジによる工事施工状況の発信等を行っている。

標準横断図②（鋼矢板）

堤

防

標準横断図③（ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ、鋼矢板）

防

堤

【川裏】鋼矢板
１０月上旬

新潟市北区

７月下旬

新潟空港

【川裏】鋼矢板
９月中旬
※夜間作業※

凡 例

凡
例
H24年度堤防地震対策予定範囲
H23年度堤防地震対策実施範囲
堤防地震対策済範囲
堤防地震対策不要範囲

【川表】砂杭
９月中旬

橋

【川表】鋼矢板
９月下旬

【川表】砂杭
７月下旬

標準横断図③
阿賀野川濁川
堤防耐震対策 (上)
工事
阿賀野川大橋

標準
)
断図②
濁川(下
標準横
賀野川 策工事
阿
)
島町(上 堤防耐震対
川新元
阿賀野 対策工事
震
堤防耐

【川表】鋼矢板
７月下旬

屋
津島 事
野川 策工
阿賀 耐震対
堤防
図⑤
横断
標準

【川表】砂杭
１１月下旬
【川裏】鋼矢板
９月上旬

新潟市東区

標準横断図④（鋼矢板）
【川裏】鋼矢板
１０月中旬
※夜間作業※

断図③
標準横
(中)
川濁川
阿賀野 対策工事
震
堤防耐

①
横断図

阿賀

【川表】鋼矢板
８月上旬
※夜間作業※

【川表】鋼矢板
７月下旬
※夜間作業※

【川裏】鋼矢板
８月下旬

れや

標準横断図④

【川裏】鋼矢板
８月下旬

ござ

阿賀野川左岸松浜町
阿賀野川左岸松浜町
堤防耐震対策工事
堤防耐震対策その2工事

【川裏】鋼矢板
８月下旬

断図①
標準横
)
松浜(上
川
野
賀
)
工事
【川表】鋼矢板
島町(下
(下) 阿
震対策
川新元 事
川松浜 事 堤防耐
野
野
賀
１０月中旬
賀
阿
工
工
阿
震対策
震対策
堤防耐
【川表】鋼矢板
堤防耐
松浜橋

阿賀野川堤防耐震対策工事図

鋼矢板

【川裏】鋼矢板
１０月上旬

【川裏】鋼矢板
１０月上旬
【川裏】鋼矢板
１０月下旬

【川表】鋼矢板
９月上旬

注意：
着手予定は、現
地状況により日程
が前後します。

防

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟ
ｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ
（砂杭）

液状化しにくい地形・
地質であり、川裏側は
対策不要

鋼矢板

鋼矢板

秋号

７．おわりに
現在、右岸河口部の特殊堤部分の耐震対策の
検討を進めており、平成 25 年度末には、すべて
の堤防耐震対策を終える予定としおり、今後とも
阿賀野川流域の安全・安心に貢献していきたい。
阿賀野川河口部堤防耐震設計及び施工にあた
り、ご指導ご協力いただいた関係者の方々に御
礼を申し上げるとともに、阿賀野川流域の安心・
安全のために努力されてこられた諸先輩への敬
意と感謝の意を表して、本報告を終わりたい。

６．耐震対策事業の積極的な広報
広報については、「大地震に備えた川づくり
－阿賀野川堤防耐震事業－」のキャッチフレー
ズのもと、整備局、信濃川下流事務所とも連携
し、事務、技術一体となって積極的な広報に取
り組んでいる。
新たな取り組みとして、北陸地方整備局初の
公式 Twitter（ツイッター）を開始し、防災情
報や事業に関連する情報の他、工事施工者の協
標準横断図①（鋼矢板）
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新潟空港
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堤

標準横断図⑤（ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ、鋼矢板）
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（砂杭）
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特集 地域とともに

｢北陸地域の活性化｣ に関する研究助成事業
北陸建設弘済会は、平成 7 年度から、「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業を開始し、地域の活
性化の芽を育て、花を咲かせられるように、これまでに 201 件の事業に対して助成金を出し支援しています。
今回は、第 13 回（平成 20 年度）で助成した NPO 法人輪島土蔵文化研究会の活動、現在支援をしている
第 17 回（平成 24 年度）事業の中から NPO 法人白山しらみね自然学校の活動を紹介します。

再生可能エネルギー利用方法 “ しらみねモデル ” の
運営に向けた市民ファンド形成事業
（NPO 法人白山しらみね自然学校）
我々白山しらみね自然学校では、地元企業や

齢化の影響もあり、多くの家屋で屋根雪融雪装
金沢大学と共同し、“白山麓の地域資源を利活 置が設置され、多大な電力・灯油等が消費され
用し、再生可能エネルギー導入の事業化と山村 るようになりました。これにより、家計への負
地域の活性化を目指す”ために、①再生可能エ 担が増大し、二酸化炭素排出等、新たな地域固
ネルギー導入の“しらみねモデル”の形成、② 有の課題が顕在化してきています。
地域の主要な産業であった薪炭産業の衰退や
環境学習やエコツーリズム、地域協働型調査活
動といった再生可能エネルギー利活用の事業 木材生産の減少により、森林の利用は低下し、
地域内での就労機会も減少しています。村内ス
化、に取り組んでいます。
そして、今年度は、第 17 回 ｢ 北陸地域の活 キー場の閉鎖など、地区を訪れる人々の数も減
性化 ｣ に関する研究助成事業の対象事業として、 少するばかりであり、新たな視点による地域活
多大な御支援を頂きながら、目標を実現するた 性化策が必要となっています。
めの実践的な事業運営体制と、“しらみねモデ
ル”が自立的に継続的な事業展開を果たしてい
けるため、基金（ファンド）を活用したビジネ
スモデルをつくることに取り組んでいます。
白峰地区の現状と課題
白山市白峰地区は白山国立公園内に位置して
おり、面積 221 ｋ㎡に約 200 戸、700 人が集住
豪雪地白峰にあった白峰型住宅の特徴を備えている
建物を保存し、カフェとして再利用されている
している地域です。過疎・少子高齢化が進行し、
市町村合併以降も人口減少に歯止めがかかって
いない状況です。
白山の伏流水を水源とする手取川は石川県内
の 70% をカバーする生活用水となっており、白
峰地区の人々の暮らしと共にあった白山麓の自
然環境の保全は重要な課題です。白峰地区は、
白峰地区の多くの家屋に屋根雪融雪装置が
急峻な山間部に住民が集住しており、自立的な
設置されている
地域エネルギーの保有は、厳しい自然環境下で
また、森林に手を入れない結果、里山的エリ
暮らしを維持するための安全保障となります。
また、日本有数の豪雪地帯である白峰地区は、 アの景観の荒廃も目立ってきています。石川県
冬季において集落での生活維持と家屋を守るた 民の水甕である白峰地区の森林の荒廃による、
めの屋根雪おろしに多くの労力と危険を伴う作 水源かん養機能の低下および防災機能の低下が
業が必要とされてきました。近年、過疎化・高 危惧されています。
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事業の内容と特徴
これらの問題に取り組むため、2007 年より白
山しらみね自然学校と地元事業者、金沢大学研
究者は共同で新しいエネルギーの自立の取り組
みをおこなってきました。その方法として、白
山麓にある様々な再生可能エネルギーの中で地
域資源の最適な利用の組み合わせをデザイン
し、再生可能エネルギー利用方法の“しらみね
モデル”を検討しています。このモデルは、地
域住民と協力して形成し、地域エネルギー利用
を促進することで、地産地消の自立的かつ安定
的なエネルギーの確保を実現し、里山の再生や
地場産業の発展と就労機会の形成を実現するこ
とをめざしています。
具体的には、木質バイオマス ( 間伐材や林地
残滓等 )、雪氷、小水力、温泉などの再生可能
エネルギーを地域社会の中で利用します。方法
として、白山麓にある様々な再生可能エネル
ギーの中で地域資源の最適な利用の組み合わせ
をデザインします。

将来的に電力を屋根雪の融雪装置などに使う目標で流
雪溝の雪捨て穴に発電装置を設置し小水力発電の実験
を行っている

木質バイオマス ( 間伐材や林地残滓等 )、雪
氷、小水力、温泉などの再生可能エネルギー利
用を地域社会として広げるために、地域資源賦
存量調査や、環境教育活動、デモンストレーショ
ンを行なっていきます。
そして、自立的な事業運営のために、地域住
民や手取川流域の水源利用者を中心とするス
テークホルダーに事業内容の理解を求め、寄付
を募る形で事業資金のための基金を形成しま
す。これらの賛同者には、地域の再生可能エネ
ルギーの利用に対する優先的な利用や、森林環
境保全や再生可能エネルギー利用の意義を伝え
るイベントや環境教育ツーリズム事業への参加
機会の提供を行います。

2012 年
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しらみねモデル概念図

今年度活動と今後の活動予定
今年度は、毎月「市民ファンド形成に関する
勉強会・検討会」と隔月で「再生可能エネルギー
の地域利用に関する研究会」を開催してきまし
た。その中では、市民ファンドの事例研究とし
て信州おひさまファンドに関する勉強会や、福
島県天栄村の自立的な地域エネルギー利用の実
証的実験である「EIMY」に関する勉強会、バイ
オマス資源の還元技術によるエネルギー資源化
に関する先進的な技術の紹介等を市民、寄付を
集める人向けの事業として行いました。
今後も、継続的に勉強会や研究会の開催を行
うとともに、白峰地区でのエコツアーの実施 *
や環境学習教育の実践、薪の生産活動、地域内
の資源量調査などを行っていく予定です。
また、これらのイベント、研究会等の機会に、
寄付受付の案内を行い、協賛者を集めて次年度
以降の具体的事業実施のための基金形成を本格
的に始動させ、3 月中旬には、これらの活動内
容と次年度以降の経済的な運営システムに関す
る発表機会となる市民フォーラムの開催を予定
しています。
*『薪づくり体験ツアー』実施予定
期 日
開催場所
10 月 27 日 （土） ・ 28 日 （日）
11 月 10 日 （土） ・ 11 日 （日）

白山市白峰

申込み・問合せ先
NPO 法人白山しらみね自然学校
TEL・FAX：076-259-2191
E-mail： info@ns-shiramine.com
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土蔵への想いがつながり、拡がるまちづくり
（NPO 法人輪島土蔵文化研究会）
平成 19 年 3 月 25 日の能登半島地震をきっかけに、土蔵の修復と震災後の新しい方向性を持っ
たまちの創造をめざし設立された NPO 法人輪島土蔵文化研究会の活動が始まり 5 年が過ぎた。
去る 8 月 24 日から 26 日にかけて土蔵修復作業とあわせ、これまでの事業を振り返り、交流セ
ミナー、改修現場見学会が開催されたので参加してみた。
輪島の「産業装置」を守れ

指摘し、4 つの異なる修復工法が提案された

輪島でまちづくりに関わっていた現在 NPO 法

今日では土蔵が新たに建てられることもなく

人輪島土蔵文化研究会 理事長 水野雅男さん

伝統的な技術を習得する機会がなくなりつつあ

は、地震発生直後、輪島の建築設計者たちと相

る中、北陸だけでなく全国の左官職人が応援に

談して、一週間後に市役所に建物の無料点検相

かけつけた。

談窓口を開設した。
この取り組みから、通りからは見えない土蔵

また、土蔵の修復には、剥離している壁土の
解体運搬、壁土の材料の作り出しなどの膨大な

が輪島塗産地特有の「住前職後」で建てられて

準備作業があるため、メールや電話で大学生、

いるため、被災した住居とは違い、土蔵は再建

建築士などに参加を呼びかけ、作業を進めるこ

のための公的な金銭的支援がなく、被災した土

ととなった。

蔵の解体撤去は無償で行われたため、次々と土
蔵が壊されていく状況が分かってきた。
土蔵は湿度や温度を一定に保ち、かつ埃をさ

県内外のボランティアが 39 軒 74 棟の土蔵を
点検し、土蔵オーナーに修復方法等を説明し、
オーナーが自己負担で修復する土蔵、土蔵研が

えぎるため輪島塗の保管や上塗り作業に欠かせ

オーナーから無償で定期借用し修復する土蔵、

ない大切な「産業装置」であり、その喪失は地

市が修復する土蔵に分け、修復に取り組むこと

場産業の根幹が揺らいでしまうという強い危機

になった。

感が生まれ、実態調査を手がける中、漆器店の
オーナー大工佳子さんから、昭和 2 年より仕事
場としてきた「塗師蔵」の土壁が剥がれ、早く
土蔵を修復し仕事を再開したいと考えていた
が、要望を叶えられる職人がみつからずあきら
めかけているとの声があった。
震災を受けた土蔵を何とかして１つでも多く
修復したいと、兵庫県丹波篠山で行われていた

材料を運搬・準備し、むら直し

左官技術研修会に乗り込み、左官職人の支援を
求め、土蔵修復への想いを伝えた。
その想いを聞いた左官職人のリーダー、久住
章さんの「やっちゃろうで！」の一言で、全国
から左官職人がボランティアで支援してくれる
ことになり、土蔵修復に向けて、活動は大きく
動き出した。
新しいまちづくりシステムが始動

今回のセミナーではなかったが
小舞かきの技術研修

セミナーハウスに
設置する竃づくり

土蔵研の活動は開始当初からボランティアで

土蔵を点検した久住さんは、300 年以上地震

進められ、運営資金は皆無だったため、北陸建

がなかった輪島にある土蔵の構造的な問題点を

設弘済会の助成事業などに応募し、資金を確保
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して活動を進めてきた。
しかし、土蔵修復工事には独自の財源確保が
必要不可欠であったため、1 口 3 万円で寄付を
募り、協力者には後日、修復した土蔵で作られ

2012 年

秋号

これからも輪島のまちづくりを応援していきた
いと語っていた。
土蔵研の活動を模範に
「蔵のまち」で知られる喜多方市の喜多方蔵

た 3 万円相当の輪島塗と日本酒をプレゼントし、 のまちづくりセンターの金親丈史さんは、土蔵
蔵主は新たな需要が喚起できる循環型システム

研の質の高い蔵の再生、いろいろな人を巻き込

で取り組むこととした。

んだモチベーションの高い活動を参考にして、

平成 20 年秋にリーフレット「土蔵へどうぞ」 プロも引きつけるプロジェクトを喜多方で展開
を配布し、平成 21 年春には約 600 万円の寄附

したいと、初めてセミナーに参加したという。

金が集まり、3 つの土蔵が修復された。「支援と
お返し」それぞれの想いが伝わる、全く新しい
寄付システムが構築されていった。
5 年間に 7 棟の土蔵の修復を手掛け、漆器ギャ
ラリー、ライブ空間、左官技術研修セミナーハ
ウスとして、これまでにない新しい使われ方も

大工邸修復工程説明

ギャラリーに
生まれ変わった土蔵

海外の事例を交え
久住氏の講演

小西邸修復工法の解説

展開されている。

「震災前に戻すのではなく、新しい方向性を
「土蔵へどうぞ」プレゼント、礼状、リーフレット

持ったまちづくり」を目標に進められてきた土

活動継続の鍵は人と人のつながり

蔵研の活動は、他の蔵のまちや地震被災地のま

今回のセミナーには、これまでの活動に関

ちづくりの模範へと成長してきた。

わった左官職人 18 名、大学生 45 名はじめ 90 名

多くの人々の想いを積み重ね修復された土蔵

が参加した。参加者の中には、左官技術の魅力

オーナーたちの顔はみな明るく、土蔵を多くの

に取り付かれ弟子入りした若者、職域に左官業

人に知ってもらいたいと情報発信に積極的だ。

を広げている大工もいる。

セミナーで久住さんの「日本の伝統的建築物

大学生は地元の金沢大学、金沢工業大学のほ

は美しいが幸せ感がない」というコメントが心

か、土蔵づくりの伝統技術を解明し、より簡易

にささったが、若者たちの活動を終始温かい眼差

にできる方法を研究しているという早稲田大学

しで見つめ「いいね～」とつぶやく七尾邸のオー

のゼミグループ、立命館大学の国際ボランティ

ナー、七尾卓さんの顔はとても幸せそうで、こ

アサークル、法政大学で地域づくりを学ぶ学生

れからの活動の未来が垣間見えるように思えた。

たちなどだ。

来春、土蔵研が定期借用している七尾邸の土

いずれも修復現場で貴重な体験をし、学校で

蔵がセミナーハウスとして完成予定である。こ

は会えないような人とたちとのつながりが生ま

こを核としたまた新しい活動が始まりそうな予

れたと言い、これからも可能な限り活動に参加

感を胸に帰路についた。

したいと話していた。
県内外からボランティアで来ている人たちも、
この活動で得た人とのつながりを大切にして、

詳しく活動を知りたい方は
http://wajimareno.exblog.jp/ をご覧ください。
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シリーズ「次世代に向けた地域の魅力づくり」

過去形ではなく現在形で語れるまちづくり ( 越後三条鍛冶集団 )
昨年、三条市と越後三条鍛冶集団が鍛冶の後継者育成を
目的に実施した「経営力向上人材育成塾」。
この塾の代表指導先事業所として、今春、新ブランド
「包丁工房タダフサ」を立ち上げた曽根忠幸さんにお話し
を伺った。

講師は「日本の伝統工芸を元気にする」とい

■金物の町三条
三条鍛冶の始まりは諸説あるが、江戸時代初

うビジョンを持つ奈良の老舗、( 株 ) 中川政七

期の検地帳に「鍛冶町」の名が見られ、遅くと

商店 13 代目の中川淳社長にお願いした。

もこの頃には、多くの鍛冶職人が三条に集まり
活発な活動を行っていた。

内容は「地域の一番星を作る」をコンセプトに、
代表指導先事業所となった ( 株 ) タダフサへの

江戸時代前半は、鎌・鍬など土農具を中心と

指導内容を多くの受講生が共有し、自分の立場

した刃物製造が発展し、信濃川の河川交通を利

に置き換えて考え、三条鍛冶が産業として生き

用した商業の発達により、会津などの他産地と

残り、発展し続けるために必要な経営からブラ

の交流や金物商人を通じた関東などの消費地と

ンディングまでのノウハウを学ぶというものだ。

の情報交換が進み、鑿・鉋などの大工道具や包

昭 和 23 年 に 創 業 さ れ た 包 丁 メ ー カ ー

丁・切出など多様な製品が作られ、全国に「金

( 株 ) タダフサ三代目社長の曽根忠幸さんは、

物の町三条」として知られるようになった。

今年 7 月に就任されたばかりだ。

また「越後三条打刃物」は高度な自由鍛造技

小さい頃から、父や祖父が夜遅くまで働く姿

術を駆使することに特徴があり、その造形技

を身近に見て、いずれ家業を継ぐものと思って

術が生み出す多様な製品群に対して、平成 21

いたそうで、新社長として経営改善に取り組み、

（2009）年に経済産業大臣より、伝統的工芸品

使い手に作り手の想いが伝わる道具をつくりた

の指定を受けている。

いという強い想いから代表指導先事業所に応募
することにしたそうだ。

■地域の一番星をつくる
これからは市場の競争に勝ち抜くためには伝

■新コンセプトと新ブランドで流通させる

統鍛冶技術に磨きをかけるだけでなく、経営力

包丁の新ブランド立上げでは、長く愛情を

を身につけ、自ら需要を切り拓いていかなけれ

持って使ってもらえるようにきめ細かいサービ

ばならないと「経営力向上人材育成塾」が開講

スをするという気持ちを込め、「工房」を入れ

された。
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また、種類が多くて選びにくい包丁を、最初

取材の最後に、「曽根さんにつづく地域の星

に揃えてほしい「基本の 3 本」から始まり、料

が生まれるといいですね」というと、「新しい

理の腕が上がったら揃えていきたい「次の 1 本」 ブランドをたちあげられたのは、先輩たちが築
とした 7 本シリーズをコンセプトとした。
デザインは、包丁を使う機会が多い女性が使
いたくなるように、温かみを感じさせる丸みを

いてきてくれたバックグランドがあったからで
す」との言葉に伝統を受け継ぐ力強い鍛冶魂を
感じた。

帯びたデザインで定評がある柴田文江さんにお
願いすることにした。
これまでは問屋が卸値を決め小売に下ろして
いたが、消費者からの問い合せに直接応えられ
るようにと、( 株 ) タダフサが価格・販路を決め、
直接販売することにした。
さらに、購入時の箱に「包丁問診表」をつけ
郵送すれば磨ぎ直し ( 有料 ) をしてもらえるよ
うアフターケアを充実させた。
「包丁工房

タダフサ」は見本市・展示会等

での評判も良く、新ブランドの記事は 15 誌に
紹介され、店頭でも在庫なしが出るほどに売り
上げは上々だという。
特に基本 3 本の中の「パン切り包丁」はパン
を切り始める「きっかけ」部分だけが波型の刃
になっていて、パンクズを出さずにすっきり切
れると評判がいいそうだ。

鍛造（成型）
「ガス炉で 800 ～ 900℃に熱した鋼材をたたき、圧縮して材質
を強靭にすると共に、おおまかに包丁の形状をつくる」
工場にはこのように書かれた説明看板があり、各作業工程が
分かるようになっている。

■元気ある地域づくりへ次代がつなぐ
ショップに立ち寄ると、おしゃれなデザイン
の包丁がいくつも並んでいた。その中でシンプ

固いパンに合わせて刃の全てを波型するので

ルだが、ぬくもりが感じられる木の柄がしっく

はなく、日本の食パンが気持ち良く切れるジャ

りと手に馴染む包丁を使ってみることにした。

パニーズスタイルに仕上げた点が特徴になって

手にすると、日々の生活に溶け込み使われる

いる。

包丁にしたいという作り手の熱い想いが確かに
伝わってきた。

■子供たちがあこがれる仕事にしたい
越後三条鍛冶集団は、地元市民に鍛冶の仕事

伝統ある三条鍛冶の生き残りをかけた挑戦が
これからも楽しみだ。

を知り親しんでもらおうと活動をはじめ、今年
で 20 年になる。
曽根さんは「越後三条鍛冶まつり」の実行委
員として関わっているが、20 万人もの人が訪れ
る「岐阜県関市刃物まつり」のような規模の大
きい祭りではなく、手づくりの良いものを安く

パン切り包丁

買えるからまた来ようという三条ファンが増え
ることを目指しているそうだ。
また、三条市内の小学校 7 校の 3 年生に工場
見学をしてもらい、子供たちが三条鍛冶の仕事
に誇りを持ち、過去形ではなく現在形で「あこ
がれるカッコイイ仕事」にしたいと夢を語る。

取材協力
( 株 ) タダフサ
新潟県三条市東本成寺 27-6
TEL:0256-32-2184
FAX:0256-35-4848

E-Mail：mail@tadafusa.com
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北 陸 再 発 見

むきくるみ
厳しい風土の中で脈々と受け継がれてきた技と食。
世代を積み重ねてきた「モノ」には優しさがある。
口に含むと豊かな味が広がる会津坂下町の特産「むきくるみ」。
原料となるオニグルミの殻は固く割りにくい。
手仕事の風景から人々の暮らしの歴史や風土が見えてくる。

ばんげ

福島県会津坂下町

会津坂下町
福島県

越後街道の宿場町

ン E、B1、B2 も含まれ、高血圧や動脈硬化を予

福島県の北西部に位置する会津坂下町は、 防し、体力の回復や記憶力を高める働きがある
町の東西を貫く旧越後街道の宿場町として古
くから発展してきた。また、町の東部を流れ
る阿賀川を通じた舟運の発達によって、北前
船から大阪や京都の物資や文化がもたらされ、

と言われている。
また、皮には老化を抑制する効果のあるエグ
ラ酸が含まれている。
町の丘陵地や川辺に自生するオニグルミを、

会津盆地唯一の集積地として周辺地域の中心

農家の人達が拾い集め、家計の足しと古くから

的役割を担ってきた。

売買され、オニグルミを割って取り出された「む

会津若松、喜多方、会津高田、柳津などから
いずれも 12km ほどの距離にある交通の要衝で

きくるみ（和胡桃）」は地域の名産として多く
の人に愛されてきた。

大沼、河沼を合わせた行政や商業の中心でもあ

和胡桃は砂糖との相性がよく、会津地域では

り、奈良・平安の時代から信仰を集める霊地が

胡桃餅や胡桃菓子、そばの薬味などに使われ、

点在する、会津六詣の歴史の町でもある。

会津坂下町にはかつて 10 軒ほど和胡桃を製造
する店があったが、昭和 40 年代からの安価な

和胡桃

中国産クルミの輸入などの要因から、現在は 2

日本各地に分布するオニグルミ（鬼胡桃）は、 軒だけとなっている。
古くから飢饉の際の貴重な食料とされてきた。

大 正 5 年 創 業 の 小 林 千 代 八 商 店 の 2 代 目、

栄養価が高く、主な成分は良質で吸収率の高い

小林博さんは「オニグルミは、中国産クルミ

アミノ酸、リノール酸、リノレン酸で、 ビタミ

に比べ油分が多く、苦味が少なく濃厚な味わ
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いを出せます。そのため当店のクルミでなけ

形を崩さず取り出すには、殻を割る時の微妙

ればとおっしゃる和菓子店さんや精進料理に

な力加減が必要とされるという。瞬時に殻の硬

使いたいというお寺など県外の顧客も大勢い

さを見極めることができるのはベテランならで

ます」と和胡桃の持つ魅力を語る。

はの熟練の技である。

全てが手仕事から生み出される

会津の幸へよらんしょ

オニグルミの殻は非常に硬く、木により大き

天然物を扱うが故の苦労もある。「年間平均

さが微妙に違うため機械化がむずかしく、昔か

100 ｔほど出荷していますが、天候によりクル

らずっと手作業で剥かれてきた。

ミの出来が違うので、不作に備えて蓄えている

一晩水にひたしたクルミを火であぶり、煮て
から金槌で半分に割り、針状の道具で実を掻き
出す。

クルミは新しい実が採れると廃棄します」
さらに、最近では原発事故に関連し、安全証
明書を発行して、お客様が安心できる取り組み
も行っているそうだ。
クルミに砂糖をまぶした素朴な菓子をいただ
くと、ほのかに甘く、幼い頃に祖母の家に遊び
に行った時のようななつかしさを感じた。
山の幸、むきくるみの製法を守り継ぐ人た
ち。自然と人たちが織り成す豊かな時間が感じ
られる会津で、これからもずっとふるさとの味
「和胡桃」を味わえることを願ってやまない。

現在、経験 5 年以上の 40 代から 70 代の女性
7 名が、一日一人平均 6 ㎏、600 個余りのクル
ミから実を取り出しているそうだ。
作業場は、全身から汗が拭き出すような暑さ
だが、煮鍋からクルミをすくい上げ、1 個 1 個、
金槌でたたき、割った殻から実を取り出す一連
の作業を機械のような速さで行っていた。

取材協力
小林千代八商店
福島県会津坂下町字小川原 982 － 1
TEL：0242-83-1670
FAX：0242-83-2319
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会 員 だ よ り
「平成 24 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。
受章者のうち 3 名の方からご寄稿頂きました。
さて、６年前からフリーとなり、黄斑変性症とい

瑞宝小綬章

う眼病で少し視力は衰えましたが生活に支障なく、

小林 武 氏
（京都府八幡市在住）
元建設大学校副校長

夫婦とも元気で、子供３人の家族それぞれの後方支
ひちりき

援の傍ら、ある教会で「篳篥」という楽器の御用奉
仕を楽しんでおります。
今住んでいる八幡市は淀川三川合流の地であると

地域貢献

ともに、石清水八幡宮の関連で名所史跡なども多く、
市の観光ボランティアガイドを始めています。

思いがけず叙勲されましたのを機に、日ごろのご

ちなみに、昨年の東日本大震災と同じような津波
無沙汰のお詫びに、近況を報告させていただきます。 を起こした貞観地震が、九州の宇佐から八幡に八幡
北陸には、平成２年春に最後の勤務地の建大へ出
宮が勘請された貞観元 (869) 年の 10 年後だったそ
るまでの一年半、信濃川河川でお世話になりました。 うです。
まだ予算は右肩上がりで妙見堰を始め信濃川の整
河川関係でも、元気でい
備に懸命の時代で、環境に配慮した河川づくりも求

る間は、河川防災エキス

められるようになり、忙しい中よく勤まったものだ

パートのメンバーとして、

と思います。改めてお礼申し上げます。

晴耕・雨読ならぬ、晴観光・

北陸を離れた後、地震や豪雨が続き皆様が活躍さ
れている様子を会報等で知り感嘆しておりました。

瑞宝双光章
内山 宏文 氏
（新潟県上越市在住）
元北陸地方建設局
富山工事事務所長

年間を通じて自動車交通を可能に
この度、春の叙勲で思いもよらぬ受章の栄に浴し

雨監視に努め、地元に役立
ちたいと思います。

平成 21 年修復を終えた
石清水八幡宮

概成するまで在任しました。同年 10 月羽越水害直
後の関川国道出張所に転勤し 2 年弱、その後、局
の道路管理課で 3 年強・道路計画課に 3 年、係員
として通算 15 年を現場近くで育てて頂きました。
採用当時の道路状況は、人や物資の移動手段が鉄
道から道路への転換期で、南魚沼の道路は、根雪と
ともに道路交通が途絶し、近距離は徒歩・ソリ、遠
距離は鉄道が頼りという時代で、一般のトラックは
４トン車で、生活を支えた足は、徒歩・自転車・バ

ました。これひとえに 40 年間の現役時代を支えて

イク・バスで、個人の乗用車は皆無に近い状態でした。

頂いた先輩・同僚の皆様方の御指導・御支援の賜物

当時、道路の課題は、年間を通じて自動車交通を

と心より感謝致しております。

可能にする道路改良とこれに見合う除雪機械や道路
振 り 返 っ て、 今 か ら 53 年 前 の 昭 和 35 年 4 月、 施設等の整備でした。
現在の新潟県南魚沼市に前年新設された建設省上
一方、財源である揮発油税収入も軌道に乗り始め、
越国道工事事務所工務課に採用され、直営で国道

国を挙げて昭和 39 年開催の東京オリンピック関連

17 号の中心線測量や積雪調査、工事設計、実施計

道路や、二桁台の国道の早期改良を進めていた時代

画に従事し、42 年初夏までの 7 年間に 82km 全線が

でした。
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また、後年、責任者として、高田や富山で在任中、

く、北陸は昭和 50 年代まで、次々と完成した国道

数々の自然災害に遭遇し、その都度、皆様から御支

の除雪障害や除雪作業で得た知見を道路構造令の改

援・ご協力を頂き、大過なく卒業さ

定や除雪機械の改良に反映させ、電子情報機器も含

せて頂いたこと、改めて心より御礼

め、効率的な冬期道路確保に向けて一貫して道路の

申し上げます。有難うございました。

雪対策を深化させました。
これら業務の一端に携われたことを、今も感謝し
ています。

去る 8 月 11 日、大河津分水路の旧可動堰撤去式

瑞宝双光章

が執り行われました。撤去式は 80 余年にわたり越

本間

後平野の治水の礎として役割を果たしてきた旧可動

勝一 氏

（新潟県新潟市在住）
元北陸地方建設局 河川部長

堰が、新可動堰の完成によりその役割を終え撤去工
事が始まるのに先立ち、「別れと感謝の意」を表わ
すため開催されました。

旧可動堰撤去式で想う

大河津分水路の改修事業では、これまでに老朽化

した洗堰と可動堰の改築を行ってきましたが、抜本
このたび、春の叙勲ではからずも「瑞宝双光章」 的には河口部の拡幅が必要です。
を授章の栄に浴し、去る 6 月 1 日に国土交通大臣か
新潟県内の人口、資産が集中する越後平野の治水
ら勲章・勲記が伝達されました。
これもひとえに、建設省在職中ご指導・ご支援い
ただいた皆々様と叙勲の推薦から授章に至るまで尽

計画は「大河津分水路が健全に機能する」ことが前
提に成り立っています。
今後の越後平野ひいては新潟県の発展のためには

力いただいた方々のお陰と深く感謝しております。

大河津分水路河口部の改修が必須で、一日でも早く
北陸地方建設局の河川部、信濃川、阿賀野川、高田、 事業化されることを期待しています。
横川、北技、土木研究所に 40 年余り勤務しました。
長い間、大河津分水路改修の計画検討に携わって
その間、小出改修、信濃川や阿賀野川水系の基本
計画の改定、長岡地域の地下水調査、暖冬少雪にと

きた一人として、撤去式に参加してその想いを一層
強くした次第です。

もなう渇水予測、早出川改修、妙見堰の建設、大河

今後は天皇陛下のお言葉「身体に気をつけ、国・

津分水路の改修等々、プロジェクトの調査計画とそ

国民のため、これからも精進するように」を胸に精

の事業化に取り組みました。

進していきたいと思いますので、今後とも変わらぬ

災害関係では、入省間もない頃の信濃川水梨地区

ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

の 400 ｍにも及ぶ堤防欠壊、新潟地震での真野代堤
防の被災、平成 8 年の蒲原沢土石流災害、10 年の新
潟豪雨水害、12 年の神通川の雪崩災害など、火山と
高潮 ( 津波 ) を除く数々の災害を経験しました。
いずれも私にとっては思い出深い、大変貴重な経

旧可動堰
（H24.6 撮影）

験でした。

旭日小綬章
山本
修 氏
（富山県射水市在住）
元富山県議会議員
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伝 言 板
10・11 月に弘済会が主催・共催、後援等で行う一般参加型公益事業です。
お時間をみつけ、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

新潟・山形県
を結ぶ旧越後 旧街道を歩き往時を偲び、周辺 大里峠越え交流実行委員会
小国町
米沢街道十三 の豊かな自然環境や歴史とふれ （関川村役場建設環境課内）
10 月 21 日 ( 日 )
関川村
峠の一つ
あう。大里鍋を囲んでの交流会 TEL：0254-64-0079
「大里峠」
信濃川の治水の要「大河津分水」
や、越後平野に残された治水に 国土交通省
新潟市 信濃川大河津 まつわる史跡を巡り、先人の偉 信濃川下流河川事務所
信濃川治水歴史
10 月 21 日 ( 日 )
燕市
資料館ほか
業と志を学ぶバスツアー
TEL：025-266-7131
巡り
ガイド：五百川 清
応募締切 10 月 2 日
（元信濃川大河津資料館長）

第 19 回
大里峠越え
交流会

第 30 回
新潟会研究調査 10 月 30 日 ( 火 ) 新潟市
発表会

朱鷺メッセ

詳細は順次「土木学会新潟会」
土木学会関東支部新潟会
HP に掲載。優秀講演者に「土屋
TEL：025-381-1054
雷蔵賞」を授与

平成 24 年度
10 月 31 日 ( 水 ) 金沢市
建設技術報告会

金沢市文化
ホール

新たに研究開発された新技術、 国土交通省
新工法等の報告
北陸技術事務所
基調講演、パネル展示
TEL：025-231-1281

新潟東映
ホテル

北陸建設弘済会
詳細は「北陸建設弘済会」HP に
企画部
掲載
TEL：025-381-1160

平成 24 年度
斜面判定士に
11 月 7 日 ( 水 ) 新潟市
関わる講習会
（北陸信越地区）
大河津分水
講演会

地域の明日を
考える講演会

11 月 11 日 ( 日 ) 燕市

11 月 26 日 ( 月 ) 新潟市

分水中央
公民館
チサンホテル
＆コンファレ
ンスセンター
新潟

「水危機 ほんとうの話」
講師：沖 大幹
( 東京大学生産技術研究所 教授 )

信濃川大河津資料館友の会
斉藤 (090-1996-1256)

対談「これからの国土づくりと
北陸建設弘済会
行政のあり方」
北陸地域づくり研究所
田村 秀 ( 新潟大学法学部副学部長 )
TEL：025-381-1054
大石 久和 ( 京都大学大学院特命教授 )

国土交通大臣感謝状を授与されました
去る 7 月 27 日、
「東日本大震災関係功労者 国土交通大臣感謝状伝達式」
が仙台市で行われました。
東日本大震災に際し、種々の困難を克服して、被災地域の復旧、被災
住民の救助活動等を行い、地域住民の生活と社会基盤の安定に功績のあっ
た 307 者に対し、国土交通大臣より感謝状が授与されました。
当会は「東日本大震災の発生に際し、諸施設の応急復旧活動等に尽力し、
被災地域の社会基盤の安定等のために顕著な成果を挙げた」功績により
受領しました。

編集後記
当会の「北陸地域の活性化」に関する研究助成事
業は、現在、第 17 回を実施しているが、森山奈美
さんの随想「まちづくりの主体が多様化し、その構
成員も多様な価値観を持つ人々になってきた。人と
まちの関わりが多くなるほど住民の公共感覚は磨か
れ、コミュニテイに活力が生まれる」を実感できる
研究活動が行われている。
地域の人たちの活性化への想いをこの冊子をとお
して発信し、応援していきたいと思う。
( 広報委員会事務局 )
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