第１章
1-1

小国町のまちづくりの流れと横川ダム
白い森構想における横川ダム周辺の位置付け
本町は、1985 年を基
準年とし、2000 年を目

白い森の国ふるさと文化村づくり

標年次とした新小国町
総合計画において、自然
教育園構想を打ち出し、
本町の豊かな自然の保

朝日山麓交流ゾーン

全と活用を目指して「中
央総合レクリエーショ
ン基地」、
「飯豊山麓リゾ
ート基地」、
「朝日山麓リ

ぶな文化ふれあいゾーン

ゾート基地」の 3 つのゾ
ーンを設定して整備を

白い森公園中央基地

進めてきた。
この構想は 、さらに
「白い森構想」へと発展

湖畔の森ふれ
あいゾーン

しながら、横川ダム湖周
辺は「湖畔の森ふれあい
ゾーン」に位置付け、町

水源の郷交流館

づくり施策体系におい
ても、横川ダム周辺整備

湖畔の森ふれあいゾーン

事業の推進を挙げてい
る。
今後は、町づくりの全
体計画の中で位置付け

飯豊山麓交流ゾーン

た当該地域の振興方針
と連携したダム湖周辺
整備の実現と、流域住民
全体を含めた有効活用
のソフト事業の展開が
求められる。

図 1-1 小国町全町における関連施設の分布と横川ダム
湖の位置付け
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1-2

ダム湖周辺地域のこれまでのまちづくりへの取り組み
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東部地区のむらづくりの歴史
横川ダム上流地区は、ダム建設に伴って移転した市野々と下叶水、さらに集落再編

によって移転した西滝、東滝などを含み、現在残る上叶水、下叶水、新股、河原角、
下大石沢、上大石沢を合わせた全体を東部地区と称している。
この地区は、昭和 58 年に第 22 回農林水産祭において「むらづくり部門」で天皇杯
を受賞した地域であり、むらづくりにかける情熱が熱く、水害や豪雪、過疎化の加速
度的進行など、多くの困難を乗り越えて頑張ってきた。
以下の表は、東部地区に関係する災害等も含めて、まちづくりに関する活動や主な
できごとをまとめたものである。
表 1-1
年月
S35.8
S38.1
S42.8
S45.11
S46.
S50.8
S51.4
S51.8
S53.4
S53.11
S56.4
S57.11

S57.11
S58.2
S58.6
S58.10
S58.11
S59.3
S59.6
S59.7
S59.10

S60.12
～61.1
S61.3

東部地区のドキュメント
東部地区に関連する主なできごと
小国町と津川村が合併：合併当時の東部地区人口 1,492 人、世帯数 270 戸
38 豪雪：米坂線も１０日間に渡って不通となり、陸の孤島となる
羽越水害（降水量 600 ㎜）
：耕地被害戸数 156 戸、耕地被害面積 4,673 アール、米
坂線の復旧に３ヶ月を要した
滝集落全戸（36 戸）が集落再編による集団移転
高野、豆納、赤沢集落が集落再編による集団移転
叶水基幹集落センター落成：山村振興特別対策事業
叶水基幹集落センター運営協議会発足
第 1 回東部地区盆踊り大会実施：S54 年まで 4 回開催、以後集落単位で実施
東部地区山菜生産出荷組合設立：組合員 80 名
東部地区振興研究会発足：農業、林業、水産、交通、エネルギー、住宅、生活環
境、克雪、観光（雪、山菜）、民宿など全般的な研究をする会
横川ダムの予備調査に着手
第 1 回東部地区ふるさとまつり実施：菊と盆栽展示会、民謡を聞く会、ヘリコプ
ターによる遊覧飛行、子供もちつき大会、ゲートボール大会、ソフトボール大会、
和牛肉試食会など
東部地区地域づくり講演会：森 巖夫先生
東部地区地域づくり研究集会：助言者森 巖夫先生、長井普及所
第 1 回東部地区山菜まつり実施：地区外の人との交流を目的に実施
第 2 回東部地区ふるさとまつり実施：菊と盆栽展示会、子どももちつき大会、カ
ラオケ大会、ソフトボール大会、和牛肉試食会など
農林水産祭むらづくり部門天皇杯受賞：東京明治神宮会館
東部地区地域づくり研究集会：年代別意見発表会、絵・作文表彰式
第 2 回東部地区山菜まつり実施
歴史の道黒沢峠手入れ作業実施：草刈り、土砂除去作業、全地区が協力
第 3 回東部地区ふるさとまつり実施、天皇杯受賞記念碑除幕式：絵・作文の募集、
天皇杯受賞記念碑除幕式、バレーボール大会、子どももちつき大会、菊と盆栽展
示会、和牛肉試食会、菊と盆栽展示会など
羽越工事事務所が予備調査結果について地元説明会を実施
町議会に横川ダム建設対策特別委員会を設置：委員 18 名
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S62.5
S62.10
S63.1
S63.3

H2.3
H2.6
H.3.3
H3.12
H4.6
H4.11
H7.3
H8.9
H12.2
H12.8
H13.11
H15.3
H16.11
H17.5
H18.8
H18.11
～12

横川ダムの実施計画調査に着手
町が横川ダム対策室を設置
横川ダム対策協議会が発足：水没予定地の居住者による組織
新小国町総合計画が策定され、自然教育圏の形成を目指して、当地区は「ふるさ
とこども村」として位置付けられる：叶水集落センターを核とした、山村の生活
文化の伝承や、横川ダムの湖畔・湖面を多目的利用の促進など
横川ダム水源地再建計画が策定される：ダム上流地域を子供たちの体験学習空間
を含めた「ぶな文化ふれあいの里」として「ふるさと文化むら」の整備を目指す
横川ダム工事事務所発足、横川ダムの建設に着手
「横川ダムの建設に関する基本計画」決定、官報告示
横川ダム建設事業に伴う損失補償に関する協定調印：建設省北陸地方建設局長、
横川ダム水没者団体連合会長、副知事、町長など出席
付替道路の工事に着手：主要地方道川西小国線
水没予定地域の離村式：横川ダム対策協議会主催、市野々、下叶水、上叶水の一
部の約 80 人が出席
横川ダム水源地域整備計画策定：水源地域対策特別措置法の適用を受けて、県が
中心となって策定
横川ダムグランドデザイン検討委員会設置：委員長篠原修東大教授他 8 名
町道横川ダム湖岸線付替工事着手
主要地方道玉川沼沢線付替工事着手
主要地方道川西小国線開通
本体工事着手
主要地方道玉川沼沢線、町道横川ダム湖岸線付替道路開通
横川ダム定礎式
完成後ダム湖に沈む旧道を歩く「湖底ウォーク」開催
水没予定地にある町文化財飛泉寺の大銀杏移植

このように昭和 30 年代から 40 年代後半にかけての大きな自然災害や奥地集落の集
団離村などによって、集落の存続の危機とも言える状況が、かえって地域の連帯意識
を高め、むらづくりに対する活発な取り組みへとつながっていった。
昭和 50 年の叶水基幹集落センターの完成を機に、叶水基幹集落センター運営協議
会（後に東部地区振興協議会と改称）が発足し、集落の代表者や各組織、グループの
代表者などからなる「むらづくり」の推進体制が整った。そして、協議会は東部地域
の過疎から脱却と、若者が定住できる環境の整備を目指して、産業の振興や地域のコ
ミュニケーションづくりに積極的な活動を展開してきた。それらの一連の活動が昭和
58 年の天皇杯受賞として実を結んだわけである。
その後は、横川ダムの建設が決まり、市野々や下叶水の集落移転など、東部地区の
状況は大きく変化し、それまで東部地区が一体となって進めてきたむらづくりの活動
は、横川ダム建設にかかわる内容等が中心となって現在に至っている。
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横川ダムに関連するこれまでのまちづくり構想

本町では、横川ダムの建設に伴って生れる新しい環境を活かした周辺地区の整備構想
や、地域の活性化を推進するための構想を、全体のまちづくりの一環として位置付けて
提案してきた。
これらの構想や計画におけるハード面の整備においては、実現には至らなかったもの
が多いが、その理念を尊重しながら改めてレビューし直し、さらに現在の集落構造等の
課題を踏まえて、今後の横川ダム周辺の地域づくりの提案に生かしていくものである。
1）「水源地域整備への提言」（平成元年３月）
□ アルカディア

フォレストライフ

プラン構想

横川ダム（アルカディアダム）をめぐり、地域にすむ人々の活動や交流を動態的に
捉え、この人々を支えている全山・森林を背景として展開される様々な営みを示す意
味を端的に表現する言葉として設定する。
この構想は、森、水、土、人、動物、空気が泉のごとく湧いてくるイメージ構想と
し、新しいインフラ整備が本町発展の確かな礎となるように展開するものである。
➣アルカディア

フォレストライフとは

山々の森林の軸（源）が、空間、土、水、動物、そこに住む人々への泉として全体
を包括することである。さらに、東部地区が新たなるアルカディアづくりをめざすこ
とをイメージしている。

構想のポイント
・まち全体のふるさとづくりとし
ての基点
・心の洗濯のために出かけてくる
都会人の心地よいフォレストラ
イフの基点
・小国学を中心とした総合文化シ
ンクタンクとしての基点
・新たなる博物館像を目差した基
点
・まちを売る商品（デザイン）開
発の基点
・アルカディア レクリエーショ
ン ゾーンの開発
・「新」リゾートライフ創造の基
点
・伝統工芸の再生（手わざ）
・森林産業の創生
・雪にこだわる産業の創生

東部地区の特徴
太 陽

雪

横川ダム

緑（森林）
土 動物

（アルカデ
ィア湖）

歴史のみち
生活史

開発イメージ
アルカディア

フォレストライフ

プラン

キーテーマ
美しき森

開発キーワード

きれいな水

雪

ふれあいのある人々

小国学交流

３つの交流構想
フォレ ストラ
イフ コンプ
レックス構想
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アルカ ディア
レクリ エーシ
ョン コンプ
レックス構想

地域活 性化コ
ンプレックス

□ フォレストライフ

コンプレックス構想

➣位置づけ
自然（雪、森）、人、地域、交流、発信プラス展示、研究これらを総合したフォレ
ストライフを確立するために、それぞれの機能をもった施設を、ハードの連携はもと
よりソフトを内蔵し連携させる。施設群は、総合的なしかも全体の流れの中でかたま
りとなって動くもの。人と人、人と物、人と○○といった関係を地域から地域へ、そ
して外へ向かって拓くことが責務であり、その関係が強くなるにしたがい、施設のア
イデンティティは確立される。
➣目差すもの
人々の心の支えとしての機能を果たし、豊かな国際性と先進性を備えると共に、小
国町の地域活性化に貢献し、地域居住者や広域からの人々の文化的・学習的・交流的・
体験的な総体としてのつながりに寄与し、郷土愛を深める施設としての役割を全うし
なければならない。
➣機能
① 博物館機能（天然学習センター）
・ 教化・展示系、管理・運営、研究・調査系
② まちづくりを軸にした地域内交流機能
・ 町内のすべての資料が保管され、町内の文化財ネットワーク、各種開発企画計
画等の研究機能をもつ
・ 他町村からの資料収集や地域総ぐるみでできるソフト開発がなされる
③ 地域間交流機能
・製作、研修、活動活性化のための場。地域にすむ人、都市交流者の家と創作場
の有機的な連携を図る。また、地元の工芸や民俗芸能などについて都市の人と地
元の人とのコミュニケ－ション活動等が開催できる機能をもつ。
④ 地域発信機能
・ 時代性、生産性、市場性を総括したセンター機能
⑤ 小国学を中心とした総合文化シンクタンク機能
・小国町の風土学である小国学を軸に、これからの小国町のあるべき姿の研究や、
場来の小国をつくる小さな子供たちなどへの研究機能などをもつ。
□

アルカディア

レクリエーション

コンプレックス構想

➣位置づけ
アルカディアダム(横川ダム)や周辺一帯、さらにダム上流の全集落は、地域の人々
のために、子供たちのために、そして交流者のために、自然環境、歴史文化的にもレ
クリエーション環境に十分である。
地域の自然環境、人間資源、生活そのものが味付けとなり、それにプラスしたレク
リエーション活動形態により、ダム建設を契機とした新たなる小国町独自のレクリエ
ーションコンプレックスが成立する。
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➣目指すもの～３つの交流形態～
① 長期山村留学としての交流
都市環境とは違った、大自然の中で様々な活動をすることで子供たちの心の安定と
やる気を養う。
② 短期留学及び集団宿泊学習として一定の期間訪れる人との交流
郷土を中心とした社会、自然環境教育の教材とカリキュラムの開発・実践
③ 町内の資源を活かしたレクリエーションを通じて不定期に訪れる人との交流
町内の資源をベースにしたレクリエーション活動の展開
➣機能

機能

地域の自然環境・人文環境
フィールド：
山、森、ダム湖、自
然環境

参加

地元の人々と交流者の接点
県内外からのスポーツレクリ
エーション参加と観光

都市や外部の人（交流者）
地元の人々のレクリエーショ
ン活動と交流

人々：
生活 生活者
歴史 文化
民族芸能 手工芸
生産物

山村留学センター
短期・長期山村留学

都市の子供たち
カントリ－ハウスの生活者
新規学校就業者

四季のイベント等の開
催で来町する人々

地元農家宿泊提供
学習環境：
小学校
保育所
地域コミュニティ

宿泊施設

□ 地域産業活性化コンプレックス構想
➣位置づけ
上記の交流構想を基に、ダム建設等の新しい社会的なインパクトを勘案しながら、
町内に多くのビジネスチャンスをつくり出すことと、地域おこしセンターともなりう
る新しい交流の形成を通して地域の活性化を図っていくものである。
➣計画目標
地域の活性化は、小国町の生活環境・教育・文化・観光・商業等の生活・生産に関
わるすべてが背景となったモノの開発・商品化である。
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➣目指すもの
地域を通しての開発・整備の戦略が立てられていないこと、組織・体制づくりが十
分に整備・活用されていないことに着目し、計画理念を「開発・整備のシステムづく
り」とし、ソフトとハードの一体的地域づくりを目差す。
2）「横川ダム水源地域再建計画」（平成２年３月）
小国町の町づくりの最も大きな柱である「自然教育圏構想」をより具体化していくため
に「ぶな文化ふれあいの里」として小国町全域の整備を推進していくことを提案。
そのなかで横川上流域一帯は子供たちの体験学習空間を含めた「ぶな文化ふれあいの
里」整備の一貫として「ふるさと文化むら」として地域の機能を位置づけ、自然教育圏
構想と整合性のある地域整備の推進実現を目指すものとする。
➣水源地再建を目指した地域整備の方向
[活用すべき資源]

ダム建設のイ
ンパクト

ダム建設と連
動した社会資
本整備

[整備の方

交通体系の整備
基幹産業の振興

水源地域再建
の方向=
「ふるさと文
化むら」の整備

ダム資源
(人造湖・景
観・熱エネル
ギー)

生活環境の整備
交流活動基盤の整備

自然資源
利雪・親雪対策の推進

伝統的資源
山村文化

交流活動基盤の整備の多様な国内交流等の推進の一貫とし、横川ダム周辺に整備され
る施設のなかで叶水地区に「民話の館」が計画され、大滝地区には 300ha の町有地を利
用して自然体験交流施設として「山村文化の森」の計画が上げられている。
施設の概要：
施設名

叶水地区
民話の館
大滝地区
山村文化の森

事業主体

第３セクター
第３セクター

事業の概要

計画目標年次

事業規模・内容

（平成年度）

語り部の間、民話・民具、年中行事資料展示室、郷
土料理体験室、談話室、民話ホール、レストラン等
山村交流館(宿泊研修施設)の整備
大規模別荘住宅の整備
こどもアスレチックフィールド等の整備
散策路、休憩所等の整備
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3）「小国町横川ダム周辺整備構想」（平成６年１月）
横川ダム周辺地区の活性化整備計画として、５つの主要ゾーンにわけその整備方針と
基本的な整備メニューを検討している。
ゾーン名

方針

主な計画目標

・生活環境の向上（集落排水の浄化施設）
・地域の経済基盤の強化（農林産物の加工
出荷設備と体制整備）
・ふるさと伝承館（地域の生活文化や技術
の伝承、生産活動の施設整備）
・地域住民の参加体制づくり
・コミュニティハウス（地域体験交流施設）
・地域景観の形成、保全
＊ネットワークとしての車道整備
横川ダム護岸整備： 水面を活用した「湖畔の子ど ・管理センター
も休暇村（ファミリーキャン ・ロッジ、コテージ村
親水ゾーン
・シャワー、トイレ及び食事棟
「天の恵みの水、地 プ）」
・オートキャンプ場
の利」
・カヌー及びレジャーボート等
大 平 の 牧 場 跡 。実のとれる ・木材生産、特用林産物などの生産活動展
大平地区：
木、木材や林産物を生産し収 開の場の整備
恵みの森ゾーン
・素材生産
「 地 の 恵 み 、 人 の 穫する場
・森林の育成と保全を行う
拠点地区の一つ
力」
・わらび園
・ビジターセンター
・林道、駐車場、作業所、休憩所
・遊歩道の整備
大滝山：
親 子 を 対 象に 森林の中でレ ・林業実習と研究を基本とした林業実習展
22 世紀の森ゾーン ク リ エ ー ショ ンと森林に関 示林整備
「時（天）の流れ、人の する学習と研修を展開する。 ・森林の育成と保全
力（和）、地の利(特性)」 「森を守り、創り、育てる」 ・休憩展望
・レクリエーション施設
「森の学ぶ」「森に遊ぶ」
・林道及び駐車場、ビジターセンター、作
拠点地区の一つ
業小屋、休憩所、遊歩道等の整備
滝・河原角地区：
渓 流 と 深 い 山 の景勝地であ ・自然観察路
冒険の谷ゾーン
り、これらを生かした子ども ・オリエンテーリングコース
た ち の 自 然 の 中での体験と ・サバイバルコース
遊びの場とする。できるだけ ・休憩施設（山小屋）
自 然 に 近 づ い た状態で子ど ・渓流釣り
も た ち の 豊 か な創造性と野 ・沢のぼり訓練コース
・野営場
外体験を展開する。
地 域 の 人 々 の 日常生活空間
叶水地区：
を 大 切 に 環 境 整備を図るゾ
民話の里ゾーン
「人の力、人の和」 ーンであるが、周辺のそれぞ
れ の ゾ ー ン の ネットワーク
の要であり、ベースキャンプ
となる施設整備
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