坂本クンと行く川巡り 第 13 回
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川系男子 坂本貴啓さんの案内で︑編集部の面々が全国
の一級河川﹁
水系 ﹂を巡り︑
川と人とのかかわり
を探 りながら︑川 の個性 を再発見 していく連載 です︒
水系
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  年
 （ 昭和 ）に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流
と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水
を統合した水系として一貫管理する方針が打ち出された。その内、
「 国土
保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの 」
（ 河川法第
条第 項 ）を一級水系と定め、全国で
 の
 水系が指定されている。
1
9
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代最後の川巡り

代最後の総括とし

20

ぼ

ろ

在します。車で川沿いを下ると、

ら数え、本川に９基ものダムが存

ダム群です。上流の御母衣ダムか

み

庄川の特徴は、なんといっても

階段のように連なるダム群

庄川を巡りました。

る場面があります。今回はそんな

が、庄川は山間でも暮らしが見え

間に人の住める余地が皆無でした

もその一つですが、黒部川には山

あります。過去に紹介した黒部川

にはこういう特徴の川がいくつか

平野風景に一変します。日本海側

１の部分までくると一気に開けて

が山間の風景が続き、残り３分の

す。庄川は全川の３分の２くらい

いますが、そうでない川もありま

下流を思い浮かべる方が多いと思

川の風景というと、上流、中流、

て……。

があったか、

んなふうに自身の川の見方に変化

口まで巡ってみました。以前とど

うど４年。同じように上流から河

口まで巡りました。あれからちょ

です。４日間かけて、源流から河

合 宿 で２０１３年８月 に 訪 れ た 川

庄川は大学時代に研究室のゼミ

しょうがわ

20

ダム→ダム湖→ダム→ダム湖……

山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川
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山里の暮らしを縫い、
平野の暮らしを紡いだ

庄川

Go ! Go ! 109 水系

砺波平野を流れる庄川

白川郷の合掌造りの茅葺き家屋（右）。
堂々としたたたずまいだ。上は防火用の
放水銃を説明する白川郷道先案内人の
上手重一さん

の日照時間を確保するための工夫

います。これは風の抵抗をできる

に連なっていることがわかります。

です。夏は涼しく、冬は保温され

だけ小さくし、かつ民家 （屋根）へ

庄川の急峻な地形と豊富な水が水

るようになっています。庄川山間

「 こ き り こ 唄 」 と い う 民 謡 や「 五

う解説しました。

んは白川郷の合掌造りについてこ

白川郷道先案内人の上手重一さ

また、こきりこ唄とは日本でもっ

五箇山豆腐が出されてきました。

親鸞聖人の法会に精進料理として

土真宗が信仰されてきた地域で、

境川

大白川

尾上郷川
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と連続していて、水面の高さを断

力発電に適していたことから、電

の気候風土に合った優れた建築様

月上旬には冬場の火

箇山豆腐」の食文化が受け継がれ

「切妻型の合掌造りは庄川沿いに

とも古い民謡で、竹を割いて束ね

どうしてこの山間の集落にこの
ような伝統や食文化が残ったので
しょうか。

湧水群

富山湾

日本海

六渡寺

庄川・小矢部川
河口分離

射水市新湊博物館

面から線でつなぐと、階段のよう

源開発が多く行なわれてきました。

白川郷でもう一つ驚いたのが、

式です。

なしでは語ることはできません。

充 実 し た 防 火 対 策。 上 手 さ ん は

庄川を紹介するにあたり、ダム群
川だけ見ると、電源開発の川とい

「火の用心たのんます。と言いなが

あります。

張り巡らせており、放水設備は

とのこと。家々に防火用水設備を

ら、 家 々 を 日 に３回 も 巡 り ま す 」

えるでしょう。

山間の集落文化
世界文化遺産の地として知られ

事予防に備えて、放水設備の一斉

しらかわ

ている合掌造り集落 （注１）の白川
か やま

点検を行ない、放物線を描く水の

ご

郷・五箇山 （注２）ですが、庄川沿

カーテンは迫力があるそうです。

ごう

いにあることはあまり知られてい

少し下って白川村を抜け、富山
県に入ると五箇山地区です。

ません。白川郷と五箇山は同質の
景観を有し距離も近いのですが、
五箇山は加賀藩領 （現在は富山県）だ

五箇山は合掌造り集落以外にも、

ったため結びつきが強い地域がそ

てきました。五箇山は古くより浄

白 川 郷 は 飛 騨 の 天 領 （現在は岐阜県）
、

れぞれ異なっています。

しかありません。屋根の両端が本

た民族楽器「ささら」で、囃子に

かみ で

を開いて立てたように三角形にな

合わせて踊ります。

はや し

っているのが特徴で、積雪が多く
雪質が重いという白川の自然条件
に適したつくりになっています」
建物は南北に面して建てられて

霞堤

庄川

庄川合口ダム

祖山ダム

和田川

▲
山中峠

小牧ダム

利賀川

六厩川

▲ 烏帽子岳

喜平商店

松川除け

砺波平野

庄川美術館
庄川水資料館

小谷川

一色川

59

となみ散居村
ミュージアム

御手洗川

椿原ダム

小原ダム

庄川

分水嶺公園

小矢部川

長良川

白川郷

御母衣ダム

荘川桜

五箇山（菅沼合掌造り集落）

成出ダム

鳩谷ダム

赤尾ダム

加須良川

大日ヶ岳
▲

（ 注 1 ）合掌造り

（ 注 2 ）五箇山

11

赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小
木材を梁の上に手の平を合わせたよう
谷、利賀谷の５つの区域を合
に山形に組み合わせて建築された、勾配
わせて五箇山と呼ばれている。 の急な茅葺きの屋根を特徴とする住居。

大きかったのではないか」と答え

る。行き止まりでないというのが

沿いを伝って、尾張まで出ていけ

くと、長良川に出る。そこから川

「庄川は遡ってい
局長／喜平商店）は、

㟢喜平さん （越中五箇山筑子唄保存会事務

きりこ唄の保存を行なっている岩

名産品の五箇山豆腐づくりとこ

による電源開発の話が持ち上がり

川沿いでしたが、突如、小牧ダム

業が山・川を一体として盛んな庄

ていました。このように、木材産

下流へと導く「川狩り」を行なっ

止まっていないか、確認しながら

う人たちが、木材が引っかかって

川に流れ出てからは、流送夫とい

鉄砲出しの流れに乗って庄川本

行き来することで、衰退せずに守ら

と人の往来は少なくなります。人が

川を遡っていき、山を越えられない

岩㟢さんのおっしゃるとおり、

です。

これがのちにいう「庄川流木事件」

らは反対運動が沸き起こりました。

木材で生計を立てていた人たちか

郎によるダム開発が進行すると、

ます。富山県の実業家の浅野総一

山間を抜ける庄川の歴史は流木

ンベアの設置の補償を行ないまし

流木をダム湖から揚げるベルトコ

坂本 貴啓 さん

りゅうそう ふ

てくれました。

れてきた庄川沿いの集落の豊かな文

の歴史でもありました。江戸時代

た。しかし、木材側もわざとベル

（ 基本高水流量観測地点：雄神〈 河口から 25.4km 地点 〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）

化といえるかもしれません。

この事件について、庄川水資料
館館長の松村樹さんは詳細を語っ

から明治時代にかけて飛騨地方の

トコンベアの能力以上の木材を上

庄川と流木の歴史

庄川流域の雑木林は木材として使

流から流すなど、反発をやめませ

庄川

てくれました。「電力側は賠償金と、

われ、庄川は日本海側に運ぶため

）にも登場しま
『瀑流』
（文藝春秋２００２）

んでした」
。この事件は小説 （山田和
庄川美術館主任学芸員の末永忠

す。庄川の河川開発の歴史を語る

の川として使われていました。
宏さんは、「山から切り出した木材

うえで、重要な出来事の一つです。
と なみ

の運び方は、谷川をせき止め小さ
なダムをつくって木材を止めてお

42 位／ 109
70 位／ 109
58 位／ 109
101 位／ 109
69 位／ 109
45 位／ 109
58 位／ 109
88 位／ 109
95 位／ 109

115 km
48 河川
1180 km2
2.8 ％
1631 mm
6500 m3 / s
7155 m3 / s
4 万 6201 人
39 人 / km2

国土交通省国土数値
情報「 河川データ（ 平
成 20 年）、流域界デー
タ（ 昭和 52 年 ）、ダム
データ（ 平成 26 年 ）」

庄川がつくった砺波平野
庄川は山間を抜けると一気に開

富山県、岐阜県
烏帽子岳（ 1625 ｍ）
富山湾

1987年福岡県生まれの川系
男子。北九州で育ち、高校生
になってから下校途中の遠賀
川へ寄り道をするようになり、
川に興味をもちはじめ、川に
青春を捧げる。全国の河川市
民団体に関する研究や川を活
かしたまちづくりの調査研究
活動を行なっている。筑波大
学大学院システム情報工学研
究科修了。白川直樹研究室
『川
と人 』ゼミ出身。博士
（工学）
。
2017年4月から現職。

【庄川流域の地図】

き、堰を切って、水の勢いで一気
出し』と呼ばれています」と当時

けます。ちょうど夕暮れ時、展望
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木曽川

水系番号
都道府県
源流
河口
本川流路延長
支川数
流域面積
流域耕地面積率
流域年平均降水量
基本高水流量
河口の基本高水流量
流域内人口
流域人口密度

太平洋

データ出典：
『 河川便覧 2002 』
（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

より編集部で作図

に庄川に流します。これは『鉄砲
の木材運輸について語ってくれま

台へ上りました。黄金色に輝く、

山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川
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した。

長良川

さかもと たかあき

揖斐川

国立研究開発法人
土木研究所 水環境研究グループ
自然共生研究センター 専門研究員

伊勢湾

上は五箇山の合掌造り集落の景色。円内は名産品の
五箇山豆腐。縄で縛っても崩れない、
しっかりとした硬さ
だ。
この五箇山豆腐とこきりこ唄の保存に携わるのが岩
㟢喜平さん
（右）
。左は
「ささら」
を手に踊りを披露してくれ
た大瀬輝夫さん
庄川と流木の歴史を話す庄川
水資料館の松村樹館長
（上）
。
庄川美術館主任学芸員の末
永忠宏さん
（右）

坂本さんに庄川について説明する国土
交通省北陸地方整備局富山河川国道
事務所調査第一課長の池田大介さん
（右）
と専門官の奥井淳さん
（中）
。左は堤
防を固めるために植えられたという
「松川
除け」の松

豊かな水を利用して古くから農業が発展した砺波平野
（上）
。散居村は田畑の開拓の
ために生まれた。左はとなみ散居村ミュージアム館長の川原国昭さん

砺波平野の田んぼのなかにぽつり

流れていましたが、加賀藩は築堤

代の初めまで庄川は今より西側を

と なみ

ぽつりと家が見えます。これは地

で流れを一本化しようとします。

しています。

から家を守る防風林の役割を果た

杉を中心とした木々が強い南西風

屋敷林は「カイニョ」と呼ばれ、

います。特に家の周りを取り囲む

て、一つの世帯が暮らしを営んで

りの田んぼを一つのユニットとし

「庄川は砺波平野を奔放に流れる

に聞きました。

務所調査第一課長の池田大介さん

省北陸地方整備局富山河川国道事

川筋の変遷について、国土交通

新しく海に注ぐ河口ができます。

代になって小矢部川から分離され、

山湾に注いでいた庄川は、明治時

さんそん

理学では「散村」と呼ばれている

以前から小矢部川と合流して富

「屋敷林の管理が難しい高齢世帯

川で、洪水のたびに流れを変えて

ています」と語るのは、となみ散

どの補助を市の施策として行なっ

ました。堤防を固めるために松を

ぐの扇頂付近に堤防がつくられ

よって、渓谷から平野に開けたす

点々と見られ、当時庄川の西流す

現在の堤防の上にも松の木が

と庄川は小矢部川に向かって流れ、

化していきます。山間部を抜ける

庄川の川筋は、時代を追って変

防ぐ優れた治水の術です。かねて

道に戻し氾濫被害が拡大するのを

開口部から氾濫流を受け入れ、河

堤防が決壊した場合でも、霞堤の

重に不連続な堤防があり、上流の
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農村の景観形態です。家とその周

などの剪定を支援したり、新婚世

いました。そんななか、加賀藩に

居村ミュージアム館長の川原国昭

植えたため『松川除け』と呼ばれ、

せんてい

帯には屋敷林の苗木を提供するな

さん。人の住みやすさに景観は大

弁財天付近の堤防では名残の松を

３）全国２位である要因の一つに砺

せん ちょう

きな影響力をもっています。砺波

見ることができます」

波平野の秩序ある景観が守られて

る流れを締め切ったことをなんと

よ

市が市町村住みよさランキング （注

いることも関係していそうです。

かすみてい

なく感じとることができました。
また、庄川沿いには霞堤が発達

次第に東寄りに流れを変えていき

急流河川の治水の術

ました。何本もの川筋が洪水を起

このような治水術がとられてきま

しています。本川に沿って二重三

こしながら土砂を運んでできたの

したが、現在も急流河川において

すべ

が砺波平野（庄川扇状地）
です。江戸時

1

2

は有効で、霞堤を庄川の平野の各

れ込みます。上流から徐々に集ま

係で排水路を伝って小矢部川に流

かつて庄川の下流を射水川、上

溜まります。そのゴミの量は年間

一部が河口付近の六渡寺の海岸に

すが、潮流と風の影響を受けその

部川本川から富山湾に流れ込みま

ってきたゴミは、庄川本川、小矢

所で見ることができます。

河口は流通の交差点

流を雄神川と呼んでいました。江

約１００トンにも及ぶそうで、地

い みずがわ

戸時代、射水川 （庄川の河口付近）の右

域の大きな課題でした。六渡寺海

お がみがわ

岸側は北前船がとまる港として栄
平野でつくった米を放生津に集め、

えた放生津湊がありました。砺波

ました。

治会会長の境信誓さんに話を聞き

岸の清掃活動について、六渡寺自

ほうじょうづみなと

運び出す経済圏を確立していまし

「今から

年前、一線を退いた人

のぶちか

た。

二度目の庄川を巡って

にあった六渡寺の湊は、富山湾に

松山充宏さんは、「放生津とその西

射水市新湊博物館主任学芸員の

況を見て、もう一度、泳げる海岸

が始まりです。海岸の惨憺たる状

社会貢献をしたいと話し合ったの

たちが８人くらい集まって、何か

立したようにも見える山間部の

庄川は、険しい山に隔てられ孤

った気がしました。

所々の暮らしに目がいくようにな

目ですが、一度目に比べて、川の

庄川をしっかり回ったのは二度

沿って延びる浜往来と射水川が交

を取り戻そうと始めたのです」と

上流から砺波の米が川ルートで運

流通は川に依存していないものの、

な交通路として発達しているので

江戸時代になると浜街道が主要

スツアーが来るまでに発展してき

小矢部川流域の市町村から住民バ

く、富山県の働きかけで、庄川、

岸清掃は、六渡寺の住民だけでな

月に１回、第３日曜日に行なう海

況を上流の地域にも発信しました。

海岸の清掃とともに、ゴミの状

よ。何度も訪れることで理解が深

見て、見た気になってはいけない

った話をしていたとき、「川を一度

昔、自身の師に１０９水系を巡

で大きな布地のように見えました。

しを編み込んでつくった、華やか

平野も、庄川が開いた人々の暮ら

いでいました。そして美しい砺波

ろくどう じ

差する交通の要地として、中世か

境さん。

ばれてきて集積するという意味で、

て お り、 年 間 約２６００～３００

まる」と言われたことがありまし

村々をまるで糸で縫うようにつな

ら発達していました」と語ってく

庄川の河口付近は富の集積地とし

０人が河口のゴミの問題に向き合

た。今回は前よりも深まったとは

れました。

て賑わっていたことがわかります。

っています。

川ゴミの流れ着く先

代でももう一度庄

川を巡るとどんなふうに見えてく

思いますが、
え、上流の人たちが下流の問題を

下流の問題を上流の人たちに伝
川は海に注ぐまで、流域のゴミ

るのか、再々訪が楽しみです。

日～９月１日取材）

我が事として行なうことは、流域

（２０１７年８月

も多く運んできます。庄川の水は

るのは庄川河口と隣り合わせの小矢部川河口

東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表
している。2017 年のランキングで砺波市は第２位。

3

連携の理想的な形だと思います。

山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川

49

（ 注 3 ）住みよさランキング

1 水面がきらめく庄川。鮎を狙う太公望の姿も
2 人の手によって開削された庄川の河口
3 二度目の庄川巡りを終えた坂本さん。奥に見え

川名の由来【 庄川 】

10

用水として使われた後、地形の関

30

古名は雄神川。その後、
雄神の床名より雄
神庄川と称し、略されて
「 庄川 」となる。飛
騨地方では
「 白川 」とも呼ばれる。

109

30

江戸期の地図に記されている庄川の流れ。今
とは異なり、小矢部川と合流して海に注ぐ。左
下にあるのはかつての放生津潟。右は射水
市新湊博物館主任学芸員の松山充宏さん
取材当日の六渡寺
の海 岸 。数日前に
清掃が終わったば
かりなのできれいな
状態という。左はゴ
ミの流れを説明する
六渡寺自治会会長
の境信誓さん

