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要 旨 

 

人々の川へのまなざしの変遷 

‐物部川流域の人々を対象として‐ 

 

小畑 博貴 

要旨 

高知県 物部川は、当時全国各地からの釣人が訪れるほどにたくさんの鮎が生きる澄み渡

った一級河川であった。 しかしながら、現在においては、濁水や水不足などの問題がある。

さらに、過去と比べて、鮎の存在はゼロに等しい状況にあり、この状況において、漁業の人々

の力のみでは、これらの川の問題を解決することができない。当時のようなたくさんの鮎が

生きる澄み渡った物部川に戻すためには、流域の人々の力が必要となる。現在、流域の居住

者の認識を提起するために、活発に川の環境保全活動が活発に行われているが、居住者の関

心はまだ低く薄いものだ。本プロジェクトの目的は人々の物部川へのまなざしの変遷につい

て明らかにすることである。 流域住民に対するインタビューと文学調査から、川の水が戦後

の生活の中で、ほとんどの用途に使用されていたことがわかった。しかしながら、川との関

係は 1970 年代に産業の発展と大規模な土木工事で見えなくなるようになる。 そのうえ、農

業者の川への関心というものが薄い理由のひとつとして、過疎化による農業の厳しさが、川

への農業者の関心が薄い理由の 1 つとしてわかった。それは田役における維持管理に現れて

いる。 農業の衰退のため、農業用水路や農道の維持コストは上がっており、 その結果、こ

れらのコストが個人によって負担されることができない状況にある。さらに、川を保護する

べきである漁業協同組合が過去に不適当な管理活動をしたことも明らかとなった。これによ

って、漁業協同組合に対する流域の人々の不信の念があるという事実もわかった。これらの

調査結果に基づいて、河川の環境を改良するのを提案をおこなうこととする。 
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Abstract 

 

A study on transition of people's perspectives towards Monobe river 

 

OBATA, Hiroki 

 

The Kochi Prefecture Monobe river used to be a perfectly clear class A river with a lot of Ayu, sweet-

fish, where many fishemen from various places nationwide visited. However, it has problems such as 

the murky waters and water shortages under the present situation, and existence of ayu is virtually zero 

compared with the past. These river problems cannot be solved only by fishery people. To raise 

awareness of people residents in the river basin, river environmental preservation activities are active-

ly done; however, residents’ concern is still thin low. The objective of this paper is to clarify transition 

of people's perspectives towards Monobe river. It is found from interviews and literature review that 

river water was taken for most water used in life during postwar days. However, relations with the riv-

er came to disappear almost in 1970's by development of industry and a large-scale earthworks. 

Moreover, the situation that agriculture is in danger due to depopulation has been understood as one of 

the reasons why the farmer's concern to river is thin. It appears in the maintenance of Tayaku, water-

ways of paddy fields. Due to decline decline in agriculture, the maintenance costs of the waterway and 

the farming route are increasing. It comes to the situation, thus, that these costs cannot be borne by an 

individual. Moreover, it is found that the fishery cooperative who is supposed to protect the river had 

done improper management activities. This fact has been making people in the river basin distrust the 

fishery cooperative. Based on these findings, a proposal is made to improve river environment.                       
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