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松之山大地すべり防災50周年事業実行委員会

　新潟県東頸城郡松之山町（現十日町市）で発

生した「松之山大地すべり」は、昭和37年4

月の雪解けの頃に田んぼで亀裂が発見された

ことが発端でした。地すべりの移動はゆっく

りとそしてジリジリと押し迫り、徐々に水田

を呑み込み、集落の家屋を襲い、道路を押し

曲げながら拡大していきました。その被災

面積は旧松之山町の全面積の1割に及ぶ

850haに達したのです。

　人々は家と田畑に被害を受けながらも、こ

の地で生きていくことを決意しました。傾く

家屋の土台を補強し、地すべりによってきし

み音がする家屋の中で生活を続け、子供たち

は被災した校舎から仮校舎で学びながら動く

大地と戦ってきたのです。被災した光景を目

にした当時の技術者は「復旧は絶望的と思っ

た」と語るほどの大災害でした。

　新潟県は数多くの地すべり災害に見舞われ

てきましたが、「松之山大地すべり」ほど大規

模な地すべりは他に例がありません。また、

地すべりの移動が落ち着きを取り戻すまでに

3年間もの長い時間がかかったのです。

　当時、新潟県は知事を先頭に、国や町と共

に災害復旧事業や地すべり対策事業を行い、

生活支援の制度をつくるなどして、この未曽

有の大災害に取り組みました。

　対策工事は当時の新潟県、建設省、京都大

学の技術の粋を集め、パイプひずみ計や集水

井、鋼管杭などの新たな調査法・対策工法が

開発されました。これは今でも、地すべり対

策工法の基本として定着しております。ま

た、町が導入した地すべり巡視員制度は、い

まや全国に普及しています。

　いまでは地すべり被害を受けた地区には住

宅が建ち、荒れた田んぼは立派な美田として

よみがえり、道路が整備されて当時の面影は

残していません。いくつかの集水井が水田に

頭を出し、斜面を押さえる擁壁が復旧時の姿

を物語っているだけです。

　しかし近年は全国各地で大災害が続発して

おり、防災のあり方と重要性が叫ばれており

ます。当時の松之山の人たちがどのように松

之山大地すべりと向き合い、そして乗り越え

ていったのか、また行政や技術者がどう対策

を進めていったのか、改めてこの災害から学

ぶ必要があると思います。

　本誌は地すべりから50年を節目とした事

業として、当時の写真や資料を集大成し、多

くの方々から「松之山大地すべり」の教訓を

知ってもらうため、実行委員会を立ち上げて

編纂しました。

　地域の皆さんや防災の業務に携わる方々、

次代を担う方々にご覧頂くことを願い、ご挨

拶といたします。
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1 松之山大地すべりの発生
　昭和37(1962)年の春、兎口集落にある

大松山の麓で、雪消えとともに水田のいたる

ところに陥没現象が見られ、作付けが不能に

なりました。6月に入ると、田植え後の水田

にも段差亀裂が各地で現れ、水梨集落ふけ地

内では道路に大きな亀裂が走りました。

　秋11月になると、松之山集落の中心部で

も段差亀裂や地面の移動が顕著になり、道路

がコの字に曲がったり、家屋が傾くなど、生

活に大きな支障をきたすようになりました。

この様子は連日のように報道され、松之山大

地すべりが知られるようになったのです。さ

らに12月になると、中沢川の砂防ダムが５

mも隆起したり、移動土塊が越道川まで押し

出すなど、地すべりの被害は松口集落付近ま

で拡大しました。

　このようにして松之山大地すべりは、大松

山の山麓から越道川まで、面積850haにも

およぶ広大な範囲が移動したのです。この面

積は、旧松之山町全体の面積のほぼ1割を占

める規模であり、これだけ広い範囲が移動し

た地すべりは全国的にも初めてでした。

2 松之山大地すべりによる地面の変状
　松之山大地すべりは、斜面の平均斜度が５

度の緩斜面に発生しています。面積850ha

の全域が一様に移動したのではなく、活発な

地域とほとんど被害がなかった地域が混在し

ています。

　このなかで、兎口集落や中沢川沿いでは、

落差15mにもおよぶ大きな崖が数百メート

ルも連続しました。中腹の松之山集落では、

一晩に20㎝、累積で20mも地面がほぼ平行

に移動しました。また、千枚田や松口集落で

は、押し出した土塊が渓流や水路を埋め、い

たるところで溜まり池が形成されました。

　被害があった地域の多くでは、段差や沈下

を伴う変状が見られ、地すべり末端部に位置

する松口やふけ地内では、顕著な隆起現象が

見られました。越道川がせき止められて土砂

ダムができなかったことが、不幸中の幸いで

した。ただし、昭和39(1964)年４月には、

近隣の下鰕池地すべりによって東川がせき止
められ、下鰕池や東川の集落が水害に見舞わ

れています。

3 松之山大地すべりの発生原因
　松之山大地すべりは、兎口から水梨集落方

向へ移動した地すべり (面積約250ha)と、

越道川方向へ移動した地すべり (面積約

600ha)に大別されます。後者は、さらに細

かな地すべりブロックに分けられ、集落の名

前をとって斜面上部から兎口地すべり、松之

山地すべり、坂下地すべり、光間地すべり、

松口地すべりと呼ばれます。
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　これらの地すべりは互いに複合せず、独自

に移動したと考えられています。また、地下

水の動きからみると、兎口地すべりが発生し

た後、地下水の流動方向や流動層に変化が生

じ、松之山集落方向に多くの地下水が供給さ

れ、地形的に上方から下方へ順に玉つきのよ

うに地すべりが波及していったと考えられて

います。いっぽう、最初に移動したと考えら

れる兎口地すべりの発生原因はよくわかって

いません。松之山地域は全国屈指の豪雪地で

あり、多量の融雪水が地下へ浸透したことが

地すべりの引き金になっているといわれてい

ます。

　兎口集落には温泉の井戸があり、その約

1.5km南側にも松之山温泉の井戸がありま

す。これらの温泉水は化石海水が起源で、高

温で自噴するほどの圧力を伴って地下深部か

ら供給される地下水（ジオプレッシャー型熱水）

です。このような地下水も地すべりに何らか

の影響を与えているとも考えられています。

　また、松之山地域には、深海底で堆積した

地層が広く分布しています。この地層は風化

に弱く、隆起して山地が形成される過程で無

数の亀裂が発達したため、地盤の風化や強度

低下が進行しやすいという特徴があります。

これに加えて、前述した熱水の影響によって

地質が変質し、粘土化が進行しやすいので

す。つまり、地盤がこうした複雑な地質環境

のもとにあることも、地すべりが起こる大き

な原因となっていると考えられます。

松之山大地すべりの移動範囲
出典：平成11年松之山町「松之山町全図」に加筆

松之山大地すべり2
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被災状況1

5
：地すべりの移動方向

※コの字形に曲がった道路。（松之山地内）

地すべりの範囲地すべりの範囲

被 災 写 真3

兎口

葛畑川➡葛畑川➡



千枚田千枚田

水田亀裂ヶ所。（兎口地内）

※雪が消え、作付け作業どころではない。
　美田が無残に寸断されている。（兎口地内）

被 災 写 真3

6

※ひび割れて波打った農道を通う生徒。

光間
松之山 中学校（当時）

●写真の説明文は、当時の資料を原文のまま記載しています。
　原文に説明文のなかった写真は注釈（※）を付けました。

葛畑川➡葛畑川➡



被 災 写 真3
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竹の家商店 農協倉庫 三松屋商店

道路

竹の家商店（沈下と後退の状況）

民家

民家が道路中央に移動した。 沈下しながら移動した。

竹の家商店は、地盤が沈下しなが
らも尚、必死に営業を続けている。

竹の家商店は昭和38年1月8日危険家屋として避難勧告を受けたが、営業上の関係も
あって避難先がなく、連続の補強工事を行いながら主食販売、野菜、雑貨商を営んでいた。
県道沿いに建てられた、この住宅（商店）も沈下しながら後退を続けた。

農協倉庫は、倒壊寸前のため取り
こわしをはじめた。

三松屋商店は、取りこわし作業中のもの
空地は大半を取りこわしたあと。



被 災 写 真3
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※地すべり上部の崩れ

ひび割れた水田にしゃがみ込む農夫。
出典：信濃毎日新聞（昭和３８年５月１５日）

耕地溜池等の崩壊によって、作付不能
となった地内を一巡する農夫。
撮影：昭和37年12月7日

溜池の欠潰状態。
地すべり地域内にある大小30の溜池が
この様な状態にある。（松之山地内）
撮影：昭和37年11月29日



地方主要道高田・松之山・六日町線、
バスの運行も必死。（松之山地内）
撮影：昭和37年12月7日

県道高田・松之山・六日町線の道路に出来た断層。（湯山地内）
撮影：昭和37年11月29日

※段差となった集落内の道路を行き交う。

被 災 写 真3
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※うねりそして盛り上がる道路。（松之山地内）

段差のついた道、柱を足場に荷物を運ぶ。
出典：信濃毎日新聞（昭和３８年５月１７日）



被 災 写 真3
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小型四輪車の通った道もいまは歩行も困難。
亀裂が生じた道を農作業に向かう婦人。

松口地内住宅脇の町道は1mももりあがった。
撮影：昭和37年12月18日

住めなくなった家からの引越しであろうか、地割れ
の道路をまたいで荷物を運ぶ。
出典：サンデー毎日（昭和38年5月5日号）

道路と敷地に大きな段差が出来た。
出典：サンデー毎日（昭和38年5月5日号）



被 災 写 真3
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家の中は戸を閉められず、
床板ははまらない。

床柱が抜け床板がきしむ。
撮影：昭和37年12月7日

※床板をはぎ取った土台には
　大きなひびが貫いている。

杉の大木が亀裂によって大きく引き裂かれた。（兎口地内）



松之山中学校の移転2

分散授業することになり、諸注意をする
松橋教頭、阿部校長（右）。
撮影：昭和38年1月10日

松之山小、松之山高へ教室を移す生徒。
撮影：昭和38年1月10日
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被 災 写 真3

松之山中学校



補修との戦い3

傾斜面の住宅は、地すべりの発生箇所が、前、後、側面と部分
的であるため、支柱で倒壊を防止している。井戸水は断水し、
川水をビニールホースで飲料水にしている。

12月14日頃から動き始め、12月16日には20度傾斜し
遂に取りこわし。（松口地内）
撮影：昭和37年12月18日

住宅の支柱も曲がる。（松之山地内）
撮影：昭和37年12月3日
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（支柱で倒壊を防止している）

（家屋付近の断層）

支柱 支柱

地すべり断層 飲料水の応急ビニールホース

被 災 写 真3



土台の補強状況
土台は角材の上にジャッキやくさびを打込んで支えているが、
これも毎日動くので一日何回となく、上げなければならない。

被 災 写 真3
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三日に一回は、こうやって直さないと
平衡は保てない。



議会・行政の動き4

松之山町
地すべり災害対策本部
（松之山町役場）
（町長　佐藤重孝）

吉浦浄眞副知事　来町、被災者巡視。
（右端　武江県議）

県庁の調査は昭和38年1月10日から始
り、砂防学会の先生たちも視察にきた。
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被 災 写 真3



地すべり移動の今昔比較1

16

昔

今

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

対 策 工 事4

地すべりで移動した先で現存



集水井施工法の今昔比較2
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対 策 工 事4

昔は現場でコンクリートを打設して井筒を作り、少しずつ沈下
させて施工した。掘削は人力掘削であった。

今は2次製品のブロック（高さ75cmのドーナツを3分割したも
の）を組み立てて井筒を作る。

今は機械掘削を併用している。

なかなか沈下しない井筒に対しては重石を積み上げて沈下を促
進させていた。

昔

今



昔は帯水層全体から集水する考えで、360°の方向に集水
ボーリングを施工する例が多かった。

今は地下水の流入方向を定めて施工する例が多い。

集水ボーリング設置方向の今昔比較3

杭工の今昔比較4

18

対 策 工 事4

昔

昔

今

今

出典：アサヒグラフ（昭和３８年６月２８日号）
昔はケーブルクレーンで杭を建て込んでいた。

今はクローラクレーンで杭を建て込んでいる。



昔は半円形のコンクリート水路が多く用いられた。
集水桝や落差工も現場でコンクリートを打設して作っていた。

今はポリエチレン製の水路（軽量のため施工しやすい）を設置し、水路脇の侵食
と、雑草の繁茂を防ぐためその水路両幅１ｍにわたりコンクリートを打設して
いる。集水桝や落差工もコンクリート製品を設置して整備する例が多い。

地すべり水路工の今昔比較5

19

対 策 工 事4

昔

今



昔は地すべり末端部の土留めに片法枠工が多く用いられた。

今は大型ふとんかごが土留め対策に多く用いられる。

土留工法の今昔比較6

20

対 策 工 事4

昔

今



1 松之山地域の地形と地質の概要

新潟大学災害･復興科学研究所
渡部　直喜

　松之山地域の地形は、松之山背斜と呼ばれ

るお椀を逆さまにしたような形のドーム構造

をしています。ドーム構造は、北東－南西方

向に長軸をもつ楕円形をしており、大松山（標

高674m）付近を中心に丘陵を形成し、渋

海川や越道川、東川などの河川はドーム構造

を取り巻くように流れています。また、丘陵

地には新旧さまざまな地すべりによって形成

された緩い斜面や平坦面がいたるところにあ

り、主に水田として利用されています。

　いっぽう、松之山地域の南縁部には

1000m級の峰々が連なる関田山脈がありま

す。南西部にある大厳寺高原付近の緩い斜面

や平坦面は、関田山脈の斜面の一部が崩れて

形成されたので、崩土や土石流によって運ば

れた堆積物で構成されています。

　松之山地域の地質は、主に新第三紀の後期

中新世という時代から第四紀の前期更新世と

いう時代にかけて、日本海の海底にたまった

地層で構成されています。これらは、古い地

層から若い地層に向かって、松之山層、樽田

層、須川層、田麦川層、東川層及び魚沼層に

区分されています。
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○ 松之山層は、緑灰色に変質した粗粒の凝灰岩で、今から約1000万年前に海底の火山活動で噴出した火
山灰や軽石、溶岩の破片が固まった岩石です。地表の調査でわかる地層の厚さは300～350mですが、
地下の深いところまで分布することがわかっています。

○ 樽田層は、松之山層を取り巻いて分布し、今から約1000万年～600万年前に砂と泥が交互に堆積して
できた砂岩泥岩互層と呼ばれる地層です。地層の厚さは約250mあります。

○ 須川層は、今から約600万年～500万年前に泥が堆積してできた泥岩と呼ばれる地層です。地層の厚
さは700～1000mもあります。

○ 田麦川層は、今から約500万年～300万年前に砂とシルト（泥よりもやや粗い粒子）が交互に堆積して
できた砂岩シルト岩互層と呼ばれる地層です。地層の厚さは場所によって大きく異なり、厚く堆積した
ところでは1400m以上もあり、薄いところでは250m程度です。

○ 東川層は、今から約300万年前に浅い海で形成された砂質シルト岩シルト岩互層と呼ばれる地層です。
貝化石を多く含みます。地層の厚さは場所によって大きく異なり、厚く堆積したところでは600m、薄
いところでは50m程度です。

○ 魚沼層は、200万年前より若い時代に、浅い海で堆積した砂・シルト、及び陸域（河川、潟湖など）で堆積
した砂・シルト・礫などからなる地層です。地層の厚さは、1200～1300mにも達します。

もっと詳しく知りたい人のために



2 地殻変動の歴史

　日本列島（本州）は今から約2000万年前、

現在の中国やロシアのあるユーラシア大陸の

縁辺部から分離しました。本州とユーラシア

大陸のすき間にできた狭くて浅い日本海は、

活発な海底火山活動を繰り返しながら約

1500万年前まで拡大と沈降を続け、広く

深い海になりました。

　その後の約1000万年に及ぶ期間、日本

海の深い海底には主に泥が堆積し続けること

になります。また、断続的に海底の火山活動

も起こり、凝灰岩も堆積します。こうした海

底の期間に松之山地域の地層を形成する松之

山層（約1000万年前）、樽田層と須川層（約

1000万年～500万年前）が堆積しました。

　今から約500万年前になると、東北本州

の日本海側は隆起しはじめ、この辺りの海は

徐々に浅くなります。こうした期間に田麦川

層（約500万年～300万年前)が堆積します。

隆起運動はさらに続き、海は急激に浅くなっ

て、かつての海底は陸地になります。東川層

（約300万年前）や魚沼層（約200万年前よ

り若い）は、浅い海が陸地へと変わる期間に

堆積した地層です。

　地殻の運動による急激な隆起運動は、断層

ができたり、地層が折れ曲がって波打ったり

（褶曲構造）します。そうした隆起運動によっ

て、松之山ドーム構造や関田山脈が形成され

ました。活発な地殻変動は大小の地震活動を

伴いながら現在も続いています。
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日本海形成史の図

3 松之山温泉の成因

　松之山地域には、日本三大薬湯のひとつに

も挙げられる松之山温泉があります。メタン

ガスを伴い、塩化物イオンの濃度が約

9000mg/kgにも達するナトリウム－塩化

物型（食塩型）の温泉です。いくつかある源

泉井戸の中でも鷹の湯1号井は、わずか

170mの掘削で泉温90℃以上の熱湯が得ら

れ、今も間欠的に自

噴し続けています。

松之山温泉を特徴づ

けるキーワードとし

て、「高温、メタンガ

ス、食塩型、自噴」

が挙げられます。松之山温泉を地質学的、地



球化学的に詳しく調べてみると、北米メキシ

コ湾岸の油田開発で認識されたジオプレッ

シャー型熱水系に非常によく似ています。

　松之山温泉は、地殻変動によってドーム構

造が形づくられる過程で、石油や天然ガスが

集積し、貯留されるしくみと同じしくみで形

成されました。実際に、かつて松之山地域周

辺ではいろいろな所で油徴（例えば、地層か

ら石油がしみ出し、川や沢の水面に油膜が観

察されること）がみられ、明治時代より石油

探査の試掘が行われてきました。

　しかし、産油量はごくわずかでした。その

理由は、地層が海底深くに埋没した際、石油

がガスに分解してしまうほど高い温度に達し

てしまったためと考えられます。 その代わ

り、天然ガスは温泉とともに兎口集落の坑井

などから比較的豊富に産出しました。松之山

温泉は、油田になりそこねて誕生した温泉と

言えるのかもしれません。
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このジオプレッシャー型熱水系には次の特徴がみられます。
① 厚い堆積盆地に発達し、地下2kmから7kmの深さに分布する。
② 静水圧を大きく上回る異常高圧を有し、自噴する。
③ 地層中に閉じ込められたかつての海水（化石海水）を起源とし、メタンガスを伴う。
④ 熱源は地殻内部からの熱伝導（非火山性）であり、熱水の温度は50℃から150℃である。
海底に堆積した地層の上位に次から次へと地層が堆積し、もとの地層が深部へ埋没すると、深くなるにつ
れて温度と圧力が増し、やがて地層に含まれる有機物から石油やメタンガスを主成分とする天然ガスが生
成されます。地殻変動によって地層が褶曲(しゅうきょく)すると、背斜(はいしゃ)構造（蒲鉾型やドーム型
の形状）の頂部付近へ岩石より軽い流体（ガス、石油、水）が移動します。上位に流体を透しにくい厚い泥岩
層があると、ガス、石油、水はそこに集積され、密度の軽い順にガス、石油、水に分離し、貯留層が形成されま
す。また、水を透しにくい地層によって封じ込められると、上部の堆積物の荷重を受け、流体（ガス、石油、
水）は静水圧を大きく上回る異常高圧となります。

もっと詳しく知りたい人のために

温泉が溜まっ
ている砂岩層

泥岩層
水を透しにくい泥岩層

松之山温泉の貯留するしくみ

水を透しにくい地層（泥岩）に上下を挟まれ
た水（昔の海水）を含む地層（砂岩など）があ
ります。
これらの地層が地殻変動によって波打つよ
うに変形すると、周囲の岩石よりも軽い水
は凸状の部分に集まります。
地下深い場所では地温が高いので、水は温
泉になっています。
また、温泉の層よりも上に重なる岩石の重
さで、高い圧力を受けています。



　松之山温泉を貯留している地層の温度は、

溶けている化学成分の組成から約140℃と

見積もられます。1000mあたり30～

40℃の地温の増加を考えると、松之山温泉

を貯留している地層はもともと3000～

4000mの深さにあることがわかります。石

油探査のための調査でも深さ3000m付近か

ら松之山温泉とよく似た成分の地熱水が見つ

かっています。

　ところが松之山温泉の源泉井戸の掘削深度

は170～1200mです。これは3000～

4000mの深さにある異常高圧の温泉貯留層

から、断層や亀裂を通じて勢いよく湧き上

がっている湯脈を源泉井戸が掘りあてている

と考えられるためです。地下3000～

4000mの深さにある地層は、少なくとも

1000万年前よりは古く、1200万年前よ

りは若いと考えられます。つまり、松之山温

泉は約1200万年～1000万年前頃に地層

の中に閉じ込められた海水の化石なのです。

　松之山温泉の特徴を簡単にまとめると、以

下の通りとなります。

　① 170m～1200mの掘削で得られた泉

　　 温35～98℃のナトリウム－塩化物泉

　　 （食塩泉）で、メタンガスをともなう。

　② 静水圧を大きく上回る異常高圧を有す

　　 るジオプレッシャー型の温泉である。

　③ もともとの貯留層温度と深度は、約

　　 140℃、深さ3000～4000mと見積

　　 もられる。

　④ 起源はおよそ1200万年～1000万年

　　 前の化石海水である。

　人類の祖先がアフリカ大陸に現れたのが今

から約700万年～500万年前、地球上に人

類最古の文明が発生したのは、わずか

7500年前のことです。

　松之山温泉の入浴は、人類の祖先が地球上

に現れるよりもずっと前の、今から約

1000万年以上も前の海水に浸かることを

意味します。そう考えると、とても不思議な

気分になります。もちろん温泉の成分は、当

時の海水そのものではなく、長い年月をかけ

て地層と化学反応した結果、今の温泉成分へ

と変化しました。

　日本海が誕生して地層が堆積し、その後の

隆起運動の結果、褶曲構造や断層が形成され、

温泉資源に恵まれました。温泉の成り立ちが

油田のできるしくみと類似しているとすれ

ば、それは石油資源と同様に、限りある温泉

資源ということになります。地の恵みを大切

にし、今後も温泉資源を有効に利用していき

たいものです。
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地すべり対策工法の開発6

1 地すべりの原因

　地すべりは、斜面の一部が元の形をある程

度保ったまま、比較的ゆっくりと下方へ向

かって移動する現象です。

　斜面の地下に水を通しにくい地層がある

と、地中に浸透した雪どけ水や雨水が地下水

位を上昇させます。すると、地下水の水圧に

よって斜面を押し上げようとする力（浮力）が

働き、それまで斜面の移動を抑えていた力（抵

抗力）が、移動を促す力（起動力）よりも少な

くなります。また地中の割れ目も拡がります。

　その結果、力のバランスを失った土の塊は、

割れ目にそってズルズルと下方へ移動します。 



地すべり対策工法の開発6

2 地すべり対策工法

　地すべりの対策工法は、抑制工と抑止工に

区分されます。

　抑制工は、地すべり地の地形や地下水の状

態などの自然条件を変化させることによっ

て、地すべりの滑動力（滑ろうとする力）と抵

抗力のバランスを改善して、地すべり運動を

停止または緩和させる工法です。

　いっぽう、抑止工は構造物の持つ抵抗力を

利用して、地すべり運動の一部または全部を

停止させる工法です。

◆地下水排除工（横ボーリング工、集水井工、排水トンネル工）

　→地下水位を低下させることで地すべりの活動を緩和さ

　　せます

◆押さえ盛土工

　→移動土塊の末端に土を盛ることで地すべり活動力に対

　　抗します

◆杭工

　→移動土塊と不動地盤を縫いつけるように杭を設置する

　　ことで、地すべりを停止させます

◆アンカー工

　→不動地盤内に定着させた鋼材の引張力により移動土塊

　　を安定させます

地すべり対策工法の例

押さえ盛土工の概念図地下水排除工の概念図

アンカー工の概念図杭工の概念図

杭工

地下水位
の低下

押さえ
盛土

集水ボーリング
排水ボーリング

集水井

すべ
り面

すべ
り面

移動土塊

移動土塊移動土塊

移動土塊

不動地盤

不動地盤
不動地盤

不動地盤

すべ
り面

すべ
り面

アンカー工
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表1　松之山大地すべりにおいて改良・開発された対策工法等

工法等

杭工
（写真1.2.3）
（図1）

集水井工
（写真4）
（図2）

特殊
集水井工
（写真5）
（図3）

グラベル
パイル
（写真6）
（図4）

パイプ
ひずみ計
（写真7.8.9）
（図5）

松之山大地すべり以前 松之山大地すべりにおいて改良・開発

●活動中の地すべりの移動防止のため1,000本を超え
　る大量の本数を施工
●すべり面が浅い位置にはコンクリートPCパイル（杭
　長13ｍ未満）を建込み工法により施工
●すべり面が深い位置には鋼管杭を溶接して（杭長13
　ｍ以上）建込み工法により施工
→以後、抑止工の一般的な工法として全国的に定着

●江戸時代から丸太杭を土中に打
　ち込んで地すべり移動を防止し
　たと伝えられている
●昭和34年に栃ケ原地すべり（現
　柏崎市）においてプレパックト
　コンクリート杭を開発

●現場打ちコンクリート集水井を本格的に実施
●一部でライナープレート製の集水井も導入
●当初、全方位に集水ボーリングを行っていたが、検証
　の結果、山側に限定して集水ボーリングを行うこと
　とした
→以後、深層の地下水排除の一般的な工法として定着

●昭和30年に栃ケ原地すべりに
　おいて現場打ちコンクリートに
　よる集水井を施工
●昭和36年に猿供養寺地すべり
　（現上越市）においてライナープ
　レート集水井を試験施工

●15m以深の地下水を排除するために開発
●集水井の底盤にスリット加工した直径318.5ｍｍの
　鋼管（長さ12～26ｍ）を建込み、水中ポンプで集水
　井の底盤まで地下水をくみ上げ、その水を別の水中
　ポンプで地上までくみ上げるという特殊な構造

●溝状地での15ｍ以深の地下水を排除するために開発
●直径350ｍｍ、深さ40mの孔を1.5m間隔で掘削し、
　そこに砂利を充填
●直径457ｍｍ、長さ40mのスリット加工を施した鋼
　管を建込み、水中ポンプで地下水をくみ上げる

●パイプひずみ計を用いた観測を本格的に行い、すべり
　面の位置を特定
●対策工法を計画・設計するための決め手となった
→観測作業の簡便さと高い信頼性から、すべり面判定に
　有効な観測手法として全国的に定着

●集水井の深さは15ｍが限度で
　あった

●施工事例がなかった

●昭和37年に栃ケ原地すべり（現
　柏崎市）においてパイプひずみ
　計を用いた調査を試験的に実施

3 対策工法の開発

　今では一般的な工法になっている集水井工

や杭工が、松之山大地すべりの対策工法とし

て、我が国において初めて本格的に行われま

した。

　このとき改良・開発された対策工法等が、そ

の後の地すべり対策でいかに飛躍的に発展し

たかを表1で示しました。
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写真1　杭工（鋼管杭）の溶接の様子 図1　杭工の施工概要図

杭　　　工

写真2　杭工のボーリング作業の様子 写真3　現場に搬入され建て込みを待つ鋼管
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写真4　現場打ちコンクリート集水井の施工状況

図2　全方位集水井工の施工概要図

集　水　井　工 特殊集水井工

図3　特殊集水井工の施工概要図

写真5　特殊集水井工の内部の排水状況

コ ラ ム

　我が国で最初のライナープレートを使った実用的な集水
井工をはじめとし、多くの集水井工は50年を経た現在でも
機能を果たしています。
　集められた水の一部は、農業用水として使われています。

現
在
の
集
水
井
工
の
様
子



写真7　パイプひずみ計の観測

写真8　パイプひずみ計

写真9　地下水位や地盤変位の自記観測
（ゼンマイ仕掛けで巻き取られるグラフ用紙に地下水位や
地盤の移動の変化がペンで記録される）

図5　パイプひずみ計の観測結果
（これによりすべり面が比較的に浅いこ
とが明らかになった）

地すべり対策工法の開発6
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写真6　グラベルパイルの排水状況

図4　グラベルパイルの施工概要図

グラベルパイル

パイプひずみ計



これまでに施工された主な地すべり対策工
（水路工・土留工・砂防ダム等は表示していません）
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1 当時を振り返る

中学３年間を、

あの大地すべりの中で

モクベエクラブ　代表
相沢　正平

　あの悲惨な松之山大地すべりから50年の

歳月が経過しました。

　天災は忘れたころにやってくると言われて

いますが、今、日本列島をはじめ地球上のどこ

かで、毎年のように大地震、大水害といったさ

まざまな災害が発生し、生きる望みさえ奪う

ほどの被害を受けた人々の姿が報じられてお

ります。

　多くの専門家が「防災・減災」に知恵を出し

合ってはいますが、自然災害が頻繁に生じ、被

災者が後を絶たない昨今、行く末に不安を感

ぜずにはいられない方々も多いことでしょ

う。しかし、復旧、復興に向けた時の経過とと

もに、必ずや笑顔が戻ってきています。まさに

人間の強さを感じられずにはいられません。

　私は、いま「忘れもしない、あの大地すべり

…　決して風化させてはならないし、先人の

努力によって見事に復興した松之山を後世に

受け継がなければならない」そんな思いで当

時を回想しております。

　昭和38年４月、中学校へ進学する春でし

た。前の年から地すべりの被害が報じられ、し

かも入学間近の３月末に、これから学ぶべき

中学校が取り壊されたことを知らされ、子供

心にこれからいったいどうなるのだろうと心

配したことが忘れられません。

　たしか、旧松之山小学校の右端の音楽室を

借りての入学式だったと記憶しています。そ

れは、これからの中学生活３年間の生涯体験

出来ないような始まりでした。不幸中の幸い、

私の周辺の家屋は被害が無かったのですが、

同級生の中には、家屋が傾き取り壊しせざる

を得ない者、田畑が亀裂で全滅してしまった

者など、日々の被害状況などが生徒間の専ら

の話題でした。

　辛うじて残った中学校体育館の間仕切りし

た暗い部屋での授業、その後転々と教室の移

動があり、高校の寮や突貫工事で作った避難

所などの幾度かの引越しで、まともに勉学に

熱中できなかったことを鮮明に覚えていま

す。

　そんな中で校長先生はじめ諸先生には随分

と励まされ、生徒一丸となって励ましあった

ことが懐かしく思い出されます。毎日朝晩の

解体中の校舎を写生する中学生
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通学時、ジャッキで起こしても、起こしても傾

いていく家々や道路の亀裂の広がりを目の当

たりにし、昨日はあの家、今日はこの家と取り

壊しが続きました。

　当時は、マスコミの状況は今ほど発達して

いなかったのですが、連日の新聞やテレビで

報道され、県内をはじめ全国に被害状況や悲

惨さが知れることとなりました。そして、学校

にも全国から毛布や食料品など支援物資が

続々と届き、生徒会を中心に、連日お礼の手紙

を書くことが日課となっていました。

　また、柏崎ライオンズクラブから海水浴に

招待していただき、砂浜でお礼を述べた様子

がテレビで放映され、「立派に挨拶できたね」

と多くの知り合いや親戚から電話を頂いたこ

とも懐かしい思い出です。

　苦難の中で、なんといっても生徒同士の

「絆」ができたことは確かでした。そんな中、復

旧工事のさなかに町の中を新潟国体の日章旗

や大会旗を掲げてのリレー行進を生徒たちが

胸を張ってやり遂げたこと、また球技や陸上

などの対外大会に、練習も満足にできない状

況の中で精一杯やり遂げたことなどが走馬灯

のように巡ってきます。

　その後、新しい校舎が完成しましたが体育

館はまだ無く、体育の授業は天気が良い日は、

もっぱら屋外で走ることが中心でした。雨が

降るときや冬場は、廊下が体育館代わりでし

た。そうした経過があり、卒業式を出来立ての

体育館で挙行できたことは、今でも忘れるこ

とはできません。

　未曾有の大地すべりでしたが、県知事さん

をはじめ県職員の皆さん、それに町の行政に

携わっていた町長さんや役職員の皆さんか

ら、迅速かつ的確な対応をしていただきまし

た。おかげで誰もが予想していた以上に早く

復興が出来たことにより今の松之山があると

いっても過言ではないでしょう。

　私は、この災害を乗り越えた教訓を生かし、

今後いろいろ発生するであろう災害から住民

がその身や財産を守り、「減災」を日々心がけ

てもらうことが極めて大切だと考えていま

す。そのため、微力ではありますが杢右エ門ク

ラブの活動を通して、啓蒙活動に力を注いで

いくことを日々の我が身に言い聞かせており

ます。

　いま、東北大震災での被災された皆さんを

テレビで見るにつけ、「見事に復興する日が必

ずや来る、人間は強いから…」と50年前の記

憶をたどり、自分が経験したことを伝えたい

気持ちになっている昨今です。

出典：アサヒグラフ（昭和38年6月28日号）

安
塚
高
校
松
之
山
分
校
の
施
設
を
か
り
て
勉
強
す
る
中
学
生



　「私は昭和21年に戦地の中国から故郷の

栃ヶ原へ帰国しました」と語る藤村善二さん。

　藤村さんは、同26年から旧高柳町栃ヶ原

の地すべり調査に携わり、同37年に新潟県

土木部工務員の採用を経て、同60年に退職

するまでの長きにわたり、旧松之山町、旧松代

町を中心とした全県下において地すべり調査

に従事された方である。

　いまと違い、当時の調査ボーリングは、新潟

県所有のマシンを使う直営事業であった。藤

村さんは、自動車部品製造工場の勤務経験を

乞われて栃ヶ原の地すべり調査に参画し、以

降、地すべりの『滑り面』を正確に捉える画期

的なパイプ歪計の開発・製作と、調査ボーリ

ングの仕事をとおして地すべり対策に貢献

し、今年は卒寿をお迎えになる。

　「昔の滑り面深度を調べる方法は、側管

(ケーシング)を引抜き、曲がり具合を調べて

推測していた。昭和30年代に入ると鋼製の

側管よりも塩ビ製が使われるようになった」

　「昭和35年前後だと思うが…　銅板の電

流差を利用した歪測定法が、橋桁の歪み測定

に使われたという情報をもとに、地すべり調

査でも『滑り面を捉える目的』で検討され、パ

イプ歪計の誕生に結びついた」

　「パイプ歪計の第1号は、栃ヶ原において二

重管方式で試作された。歪計は、塩ビ本管に銅

板を貼り、電線をつないだもの。通電したと

き、銅板の電流が水の影響を受けるので、本管

よりも口径の大きな塩ビ管の中に入れて防水

対策とした。しかし二重管方式は、試作品1本

だけで終わった」

　「更に防水対策を検討した結果、塩ビ管に貼

付けた銅板にビニールテープを巻くという私

の発案が採用され、第2号のパイプ歪計が試

作された。『本当に防水性があるか、本当の滑

り面を捉えているか』という半信半疑の議論

もあったが、防水性に問題は無く、滑り面に

ついても側管を引き抜いて曲がり具合から推

測する方法よりも短時間で判別でき、精度が

高いとされた」

　「昭和37年に松之山大地すべりが起き、パ

イプ歪計が多用された。栃ヶ原では深さが

15ｍまでだったが、20ｍ以上の歪計も使わ

れ、浅深さまざまな滑り面を精度よく捉えて

いるという評価を得た」

　「松之山大地すべり以降は、地すべり調査に

パイプ歪計が不可欠となり、新潟県内の各地

で使われた。旧松之山町の作業場に地元の女

性5人位に来て貰い、年間100本以上を生産

したが、昭和50年代後半くらいから生産量

が少しずつ減った」

　藤村さんは、「嬉しかったのは、歪計が正確

に滑り面を捉えたという結果を聞いたとき」

であり、「辛かったのは、地すべり被災者や悲

惨な被害を見るとき」で、「苦労したのは、ボー

リングマシンの仕事で泥だらけになること、

パイプ歪計の想い出

元新潟県職員　藤　村　 善　二

ひずみ
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寒い時期の水仕事」と語る。

　集水井の中で仕事をしていたら、とつぜん

湧水が噴き上がり、命があわやという経験も

した藤村さん。自宅から約15㎞の尾根道を

バイクで通い、冬は泊まり込んだという。奥様

や子供たちに寂しい思いをさせたのでは…　

と水を向けても笑うばかりで、戦後復興や危

機管理の使命と責任を負った男の厳しさをう

かがわせた。

　松之山大地すべりについては、「松之山の地

質は砂混じりの凝灰岩で、他の地すべり地よ

りも固く、掘りにくかった」「道路を守るため、

木杭やコンクリート杭に代え、地すべり工事

では初めて鋼管杭を使った」「現場打ちコンク

リートの集水井が沈まず、井戸の外周に玉石

を沿わせて摩擦の軽減をはかる工夫をした」

「集水井は栃ヶ原で初めて使われたが、深さ

は15ｍまでだった。松之山で更に深い井戸

が掘られるようになり、二段式の集水ボーリ

ングが行われた」「松之山地すべりは、他に例

を見ぬ広さだった。その広い場所に、地面が隆

起した所や陥没した所、滑り面の浅い深いが

あり、人家や田畑の被害状況も一様ではなく、

場所によって千差万別だった」などと想い出

は尽きない。

　藤村さんの言葉の端々には、自分一人が

やった仕事ではないこと、技術者も作業員も

一緒になって工夫を重ねたこと、皆が何とか

地すべりを止めようと頑張ったことなどの思

いが込められていた。

　私たちは藤村さんたち先人諸氏が、松之山

大地すべりの動きを止めるために懸命に知恵

をはたらかせ、難儀してくださったおかげで、

近代の地すべり調査や防止工事が確立した事

実をけっして忘れてはならない。

【取材：南 木　均】

婦人達によるパイプひずみ計の制作
（昭和37年松之山）
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パイプ歪計の原理

地盤の移動があると
パイプが変形する

地すべりが発生したとき異常なし

すべり面

変形した部分の銅板
が伸縮して電流の
流れが変わる
→すべり面
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　両高橋さん、佐藤さんのお三人は、松之山の

建設会社に長年お勤めされた方です。

　松之山大地すべりのときは、工事を施工す

る現場の先頭に立ち、社員の英知を結集して

前人未踏の難工事に挑まれました。

　「当時は『地すべりは止められない』と言わ

れていたが、目の前で起きた悲惨な大災害に

手をこまねいてはいられない、建設会社の使

命を胸に秘め、全社一丸となって地すべり防

止工事に携わった。何としても地すべりを止

めるという強い決意のもと、安全よりも仕事

の能率を重んじ、しゃにむに仕事をしたが、

何もかもが手探り状態だった」

　「地下水を抜くため、ライナープレートとい

う鋼製の井戸枠を据えながら集水井を施工し

たときは、施工したあとから次々にプレート

が変形した。また、縦横２ｍ四方の横井戸を

掘ったときは、土留めの支保工がミシミシと

音を立て、目の前で変形した。どちらも最終的

に成果を発揮できなかったが、なにしろ地す

べりが移動している最中の大地を掘り進み、

何としても地下水を抜こうというのだから、

命がけの仕事でした」

などと、当時を振りかえっておられました。

　建設業は、危険・きつい・汚いの３Ｋ職場と

いわれますが、危険を承知で巨大地すべりに

挑戦した技術者集団の高い心意気があったこ

とは知られていません。住民の生命財産を守

り、地域の存続をかけて黙々と危険な難工事

に挑んだお三人からは、勇者の風格さえ感じ

られました。

　地すべり防止技術の開発について伺うと、

「現場で考える、皆で考えることを基本とし、

施工業者のプロフェッショナルとして様々な

創意工夫をした」そうです。

　「集水井の中で、集水用のボーリングを掘る

と、発動機の排気によって酸欠となり、息苦し

くなる。そこで発動機の排気筒に煙突をつけ、

集水井の外まで継ぎ足して換気した」

　「ボーリングの先端に取付ける削孔金具

（注、ビット）は、必ずしも専門メーカーの製品

が現地の地質に適合するとは限らない。我々

は松之山の地質に適合するようＳ型、Ｙ型な

どのビット形状を考案して改良を加え、状況

に応じて使い分けた。ビットは高価な品物な

ので、会社で修理しながら使った」

地すべり防止工事に挑む

元(株)高橋組　高　橋　 重　夫
同 　　高　橋　 健　三
同　　 佐　藤　 健　一

鋼管杭を建て込む
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　「当時はボーリング機械の馬力が少なく、た

とえば粘りの強い粘土層にあたると、掘進が

できなくなった。しかし社長の発案で、削孔棒

（注、ロット）に粘土の巻き付きを防ぐ小さな

羽根を取付けることにした。その効果は極め

て優れたものがあり、以降はトラブルが生じ

なかったばかりでなく、鋼管杭を打ち込むた

めに地面を削孔する大口径ボーリングにも応

用できるといった抜群のアイディアであっ

た」

　「削孔したボーリングの直進性を確保する

ため…」「集水井を沈めるため…」などと、お三

人の話は尽きない。うかがった話の多くは、そ

の後改良されて県内外へ普及した技です。地

すべり防止工事における施工技術の先駆者と

して、大きな功績を残した事実は高く評価さ

れます。

　地すべり防止工事は、目に見えぬ地下の動

きが相手であり、当時の建設機械の能力や地

すべり解析理論などの技術力は限られていま

した。それでも、松之山大地すべりの動きを止

めるためには、その要が『地下水を抜くこと』

にあるらしいと、ようやく解かって来た時代

です。しかし、理論を証明する防止施設を建

設するためには、工事現場で安全かつ迅速、円

滑な施工ができなければ、絵に描いた餅にな

ります。

　「会社に専門部隊を組織し、社長を中心にし

て皆で問題点を持ち寄り、原因を分析し、アイ

ディアを出し合って試行錯誤した」そうで、そ

うして得た「地質や機械の回転音、削孔クズの

はてまで、試行錯誤した施工データを蓄積し

たことが次の施工につながり、地域で生きる

建設会社の貴重な技術力となる」ことを知っ

たそうです。

　ところで、巨大地すべりによって道路は至

る所で損壊していたはずです。工事に必要な

資材や建設機械は、どのように調達したので

しょうか。

　「道路事情が悪かったので、夏場は索道を張

り、冬場は大型ソリをブルドーザで曳いて必

要な資材や機材を運搬した」のだそうです。松

之山は全国有数の豪雪地で、三年に及ぶ巨大

地すべりとの闘いでしたから、冬季は酷寒と

豪雪の現場になりました。

　「当時は道路除雪が無い時代なので、冬は工

事をしなかったものです。しかし、私たちは現

場近くに飯場を設け、寝泊まりしながら三交

代で作業を続けた」「よその業者が冬季施工の

様子を見学に来た」と語る言葉からは、一刻も

早く地すべりを止めるという強い信念と共

に、折しも昭和38年豪雪と相まって、松之山

大地すべりが冬季施工の面でも草分け的存在

であることが分かりました。

　松之山大地すべりには、建設業の先駆的な

試みが数多く行われた歴史が秘められていま

した。そのなかでも工事の施工者として、「自

然に逆らわず、素直に自然と向き合うことで

知恵を集め、そこに努力を重ねることによっ

て困難を克服してきた」「非常事態に臨んでは

現場第一主義を貫き通した」という取組み姿

勢が特に印象深く、ややもすると科学技術が

万能であると信じがちな私たちに大切な教訓

を与えてもらいました。

【取材：田口 耕平】

半世紀にわたり地すべりを抑制してきた集水井
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　松之山大地すべりは、地域に壊滅的な被害

をもたらしました。しかし松之山の人びとは、

他の地域でも同じ苦労をさせたくないという

強い思いから、辛酸をなめた経験を活かし、

「地すべり巡視員制度」をあみだしました。

　この松之山発祥の巡視員制度は、半世紀を

経て、県下の地すべり被害を劇的に減少させ、

地すべり対策に大きく貢献しています。

　かつて一寸刻みの恐怖と闘った松之山の

人々は、いったん動き出した地すべりが止め

られないことを知り、それならば一刻も早く

地すべりの前兆現象をつかみ、事前に対策を

講じることで被害を軽減できるのではないか

と考えました。そこで、地形や地物が変化する

様子と地すべりの挙動の関係をつぶさに観察

し、その経験則から、多くの地すべりは動き出

す前に、地面のヒビ割れや立木の傾きなどと

いった兆候があると気づきました。

　「地すべり防止区域を巡回していると、特に

雪どけ時期や大雨のあとには、地割れや立木

の傾きを発見することがある。そんな時は直

ちに役場へ連絡を入れる。素早く応急対策や

防止工事をしてもらうと、地すべりを抑えられ

る場合が多い」と、お二人は話していました。

　松之山では昭和37年から町独自の巡視制

度を定め、松之山大地すべりの経験を活かし

て地すべりの兆候を発見する技を磨きまし

た。昭和50年４月からは新潟県土木部がこ

の制度を導入し、翌年から農地部、農林部も導

入しています。ちなみに、新潟県内の地すべり

被害について昭和50年の前後を比較する

と、地すべり発生報告件数は倍増し、年間平均

の死傷者が三分の一に、被災家屋数が六分の

一に激減しており、地すべり被害を抑制する

効果が極めて大きいことを実証しています。

なお、地すべり巡視員制度は、いまや全国各地

で取り入れられ、松之山の人々の先見性と防

災意識が高く評価されているところです。

　「平成23年の長野県北部地震や新潟福島

豪雨のときは、すぐに巡視にでかけました。す

ると至るところで斜面や棚田が崩れ、ヒビ割

れていました。農水路も埋まり、巡視報告する

だけでも大変だった」という言葉からは、地域

を守るという強い使命感がうかがえました。

「地割れや立木の傾きだけではなく、建物の基

礎や擁壁のヒビ割れ、電柱や水路の変形、湧き

水などもチェックする。まれにですが、畦畔で

見かける野ネズミやモグラの奇妙な動きも気

になる」と語るお二人が、近年の傾向として感

じているのは…

　「過疎化による人手不足から、耕作放棄地が

草木で覆われるようになった。技術的には分か

らぬが、そうした場所は発見の遅れが地すべり

被害に影響している可能性があると思う」

　「耕作放棄地といえば、むかしは田圃の草刈

りのついでに除草してもらえたが、いまは身

の丈を超す草に覆われてしまうから、施設の

場所も分かりにくく、たどり着くのも難儀に

地域を支える地すべり巡視員

元松之山地区巡視員　小野塚　 敏　夫
修行者地区巡視員　布　施　 幸　吉

地すべり巡視員の功績

注）資料期間： 昭和24年～平成24年（出典：新潟県砂防課）

地すべり発生件数 63.4件

3.6人/年

59.0戸/年

108.6件

1.1人/年

10.4戸/年

人的被害（死傷者）

家屋被害

昭和50年以前 昭和50年以降
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なった。また、たとえば集水井にたどり着いて

も、１ｍ以上ある立入防止柵を越えたり、集水

井の錆びた重い蓋を持ち上げる作業などは、

歳をとると難儀な仕事になる」

　失礼ながらお二人の年齢をうかがうと、松

之山大地すべりの時は25～26歳だったと

か。「前任者に頼まれて地すべり巡視員を引き

受けたが、体力、気力が残っているうちに、こ

れまで培ってきた巡視技術を後任者へ伝承し

たい」という思いが切実に感じられました。

　地すべり巡視員の仕事は、①地すべり兆候

の発見と通報、②地すべり防止施設の損傷状

況の確認、③制限行為違反者の発見、です。さ

いわい地元の方々が制限行為の違反を犯す事

例はなく、むしろ情報提供してくれるそうで

す。しかし中山間地では、過疎化や高齢化、人

手不足といった社会的な事情により、草木の

繁茂という新たな課題が派生していました。

　お二人は誠実かつ努力を重ねて巡視員の職

務を果たしてきました。そこで、これからの巡

視員制度について提言を求めたところ、『おそ

れ多い』と謙遜していましたが、そこを無理や

り発言してもらいました。

　「松之山では数多くの集水井が設置されて

いる。松之山大地すべりのとき、1年間に10

数基も設置したと聞いているが、以来40～

50年を経て施設の老朽化が著しい。地すべ

り防止施設の維持管理を充実しては如何か」

　「松之山は金気の多い地下水が多い。このた

め集水ボーリングも排水管もすぐに詰まる。

また、集水井の水位計が金気で誤作動する場

合もある。月に１度は草刈りや赤サビの掃除

をしてきたが、そうした手間が掛かるため、巡

視区域を一巡するのに２日も３日もかかるよ

うになった」

　それでも頑張ってきた理由を聞くと･･･「こ

れまで先人たちの努力で50年間も地すべり

を抑えてきた大切な施設が草に埋もれ、正常

に作動しなくなったら、またもや大地すべり

が起きる心配があるから」と静かに胸の内を

明かしてくださった。

　いっぽう巡視技術の向上についても･･･「県

の技術者から講習してもらえるのは、非常に

ありがたいし参考になる。昔は十日町でも講

習会を開いてもらったが、いまは妙高市か長

岡市へ行かなければならない。巡視員は高齢

者が多いと聞くが、自分も遠出ができなく

なったので残念に思っている」

　お二人の話から、大自然と共に地域で暮ら

す者の謙虚な生き様がヒシヒシと感じられま

した。松之山大地すべりが起きてから半世紀

の間、松之山の大地は荒れ狂うような事態が

起きていません。それは、おそらく地すべり巡

視員の皆さんが、人目につかない所で『地域を

支える献身的な活動をしてくださっているお

かげ』なのです。　　　　　　　

【取材：田口 耕平、山川 栄】

集水井の 変形と金気
かなけ

かなけ



2 機関誌・新聞記事・広報より

道路が陥没し、
かんぼつ

田んぼが涸れ、家が鳴る
か な

兎口地区　植木松平さん（当時37歳）
うさぎぐち

　「昭和37年の雪が消えた、春の堰普請の

時でした。篤農家で有名な人の田んぼを見に

いったら、全部涸れているのです。 『こんな、

一生懸命、百姓する人の田んぼが・・・・・』と、 

不思議に思っていました。 そうしたら、こん

どは道路にずっとヒビが入っていたのです。

指が1本入るか入らないくらいのヒビでし

た。変だなと思って、ヒビの上に大きめの石

を置いて帰り、次の日の昼過ぎに見に行った

ら、石は中に落ちていました。

　それが発端だったのですが、まだ地すべり

とは気づかなかったのです。そうこうしてい

るうちに、４、５軒の家がギシギシ鳴りはじ

めたのです。注意して見ると、屋敷と土台が

離れて隙間ができていました。それで、クサ

ビを使って家が傾かないようにしていまし

た。朝晩２回それをしないと、隙間がどんど

ん開いてしまいます。そのうちクサビでは間

に合わなくなって、町から支給されたジャッ

キを使いました。ジャッキはどの家にも２台

くらいありましたが、さらに４、５台ずつ支

給してもらったのです。

　私の家の近くでは、道路が４ｍほど落ち込

んで、自動車が入らなくなってしまいました。

しかし、地すべりはそれ以上家のほうには来

ませんでした。８ｍも落ち込んだところもあ

りました。兎口地区では、地盤沈下が多かっ

たようです。」
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【「砂防と治水（第１５８号）平成１６年６月２０日」から抜粋】
　当時の年齢は、昭和３８年１月１日時点

土台下の亀裂にジャッキをかませて一時補修を行う。大切な生活基盤の水田に亀裂が入り段差が生じていく。



　「風呂のタイルにちょっとヒビが入って、

『せっかくタイル貼りの風呂にしたのに、ど

うしたんだろうかね』と言っていました。昭

和37年の12月ごろだったと思います。後

から考えれば、それが始まりだったのですが、

その時は地すべりとは思いませんでした。

　年が明けて昭和38年の雪が消えるころ

だったと思います。こんどは家の前をはしっ

ている県道の路肩が崩れはじめたのです。そ

の時は、家が動きだして大騒ぎです。200

人か300人の人に頼んで、毎日、毎日修理

していました。最初はジワリジワリと動きだ

して、そのあと激しくガタガタと動きまし

た。ただ滑っていくのではなくて、波のよう

にうねりながら動いていくのです。

　ある日、20人くらいでやっと床板を貼り

直したと思ったら、一晩でガタガタになって

しまいました。それからは、床板は貼らない

で、寝る場所だけ平らに床板をならべて、そ

こに布団を敷いて寝ていました。

　そのころ、ボランティアはありませんから、

家を直すために頼んだ人に全部お金を払って

いました。それまで一生懸命働いてこつこつ

貯めた蓄えがいくらかあったから、なんとか

生きていけたのです。町を出ていく人もたく

さんいました。『どうしようか？どうしよう

か？町を出て行こうか？』と考えたりもしま

したけど、ほかの所に移るような余力はあり

ませんでした。今になれば、町を出ていかな

くて良かったと、つくづく思っていますけど

ね。

　いちばんひどい状態は、１か月か２か月の

間つづきました。その間は、米屋の販売はで

きません。それから杭打ちの工事が始まり、

集水井を造って水を抜く工事が進み、少しず

つ穏やかになってきました。新しい生活が始

まるのには３年ほどかかりましたが、今に

なってみると短く感じます。とにかく、生き

るのに必死でした。結局、家は２０ｍも流さ

れましたが、去年取り壊すまで、建っていま

した」

家が２０ｍも流されて

松之山地区　田辺ハルさん（当時42歳）
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竹の家商店家屋の風呂場であったＢはＡに付属していたが
Ｂは、家屋よりも更に沈下しながら地すべりしている（後退）
その空間から農協倉庫の取りこわし作業が見えている。

側溝は、昨年町で新設したがいまは至るところが破壊し、雨
水は地すべりの亀裂に流れ込む結果となりますます地すべ
りを拡大している。

【「砂防と治水（第１５８号）平成１６年６月２０日」から抜粋】
　当時の年齢は、昭和３８年１月１日時点

A

B



光間地区　田辺道博さん(当時11歳)

　「松之山の地すべりは、ドーッと土砂崩れ

が起きるのではなく、毎日数センチ規模で動

いていく地すべりでした。ピシッ、ピシッと、

家がきしみ柱が割れる音がしていました。当

時の新聞が『一寸刻みの恐怖』と書いていま

したが、ほんとうにその通りでした。怖いな

がらも、一瞬のうちに家が倒壊することはな

いだろう、という一種の開き直りの中で、

ジャッキで補修して家の基盤を平らにしなが

ら生活していたように思います。

　同じ松之山地区の中でも、道路ひとつ隔て

るだけで、被害は違っていました。まったく

被害のない家はないのですが、ほんの少し修

繕するだけですんだ家、田辺ハルさんの家の

ように20ｍも流されながらも補修しながら

倒壊を免れた家、別の家を見つけた人、町を

出ていく人というように、住民の状況もさま

ざまでした。

　・・・・・松之山では、数百年前にも大規

模な地すべりがありました。たとえば、十二

大明神という神社があります。通常、神社は

集落を見下ろすかたちになっていますが、こ

こでは集落の下になっています。江戸時代の

地すべりの名残りと思われます。」

　「このあたりは地すべりの末端部にあたり

ます。松之山地すべりは、ドーッと来るので

はなく、じわりじわりと来ます。冬から家が

ミシッ、ミシッと鳴りはじめていて、昭和

38年の春になって雪が消えると、田んぼが

うねっていました。

　私が小学校4年生から6年生だった時が、

地すべりの激しい時期でした。小学校も立ち

退き指示が出て、中学校の体育館や松之山公

会堂で授業を受けていました。中学校に入っ

たころ、復旧工事が進んでやっと落ち着きま

した。中学校は新校舎でした。

　農地の復旧工事は、改良復旧と原形復旧の

2つの方法がとられましたが、光間地区では

原形復旧のほうが多かったように思います。

一方、林の中はブルドーザーを入れて整地し

たりしませんから、今でも当時の地すべりの

姿がそのまま残っている場所があります。落

ち葉が積もっていますから、知らない人が山

に入ると、人の背丈くらいの高さからズドー

ンと落ちたりします。さらに、それ以前の地

すべりの跡と思われる、うねった場所もあり

ます。」

松之山地区　小口成一さん(当時21歳)

『移動しながら小学校の授業』「一寸刻みの恐怖」に
　　　　　　　開き直り

いっすんきざ

ひかるま
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【「砂防と治水（第１５８号）平成１６年６月２０日」から抜粋】
　当時の年齢は、昭和３８年１月１日時点 



家 お こ し

画：布施  りよ子

恐怖におののく日夜

地すべりを語る7

43

【昭和38年3月3日　信濃毎日新聞から抜粋】 【昭和38年1月10日　「広報松之山」第18号から】

　12月29日に僕が戸ま口に小さい1本のき

ずを見つけた。そのきずが一日約1㌢ぐらい

ずつでかくなって、ついには長ぐつが入るよ

うなきずになった。そのきずに竹を入れたら

1㍍50㌢ぐらいすぽーっとはいった。竹で

つついたら水の音がした。竹を上げたら30

㌢ぐらいどろ水でぬれていた。そのころから

家がみしみしなりだして来てついに戸がたた

らなくなった。1月9日の日に一度家なおし

したが、一日でまた前のとおりになってし

まった。前に土台になっていた石が1㍍50

㌢ぐらいずっていた。きのうまた直したが大

変手間どった。父など非常にせつながってい

る。いま戸ま口は一日に3～5㌢ずつ県道の

方にずっていて、家は反対方向にかしがって

いる。（松之山中学三年の作文集から）

　12月22日、祖母がお客の門送りに出た

とき僅の地面のキズを発見した。それが一週

間たった今では、約2㎝の割れ目となって縁

の下をとおり、家の反対側にぬけてしまった。

柱はかたむき、ある戸は上がすき、ある戸は

下がすき共にピシャッとしまらなくなった。

夜中にピシッ、ピシッと音がする。心配でロ

クにねむれない。馬屋の土台の下に地割れが

出来た。棒をさすとグサッとかるく突きささ

る。唯、恐怖の中におののいて毎日をすごす

ばかりだ。一体この先どうなるのか・・・。

（28才のお嫁さんの話）

（松之山中学校三年　卒業記念詩画集　昭和39年3月10日　「絆の歌」より）



　ぼくのうちが、こわれれば、ちばに、いぐ

かもしれません。二年になればね。そしてぼ

くは、この小がっこうにいたいけれど、じす

べりのために、このがっこうにいられないか

もしれません。そうすればみんなと、あそば

れませんね。ぼくも、はなれるのはさびしい

です。じすべりがとまればこのがっこうに、

いられます。とまらなくて、とまらなくて、

ぼくは、いやになります。

松之山は、どこも、どこも　ボーリングで　

ひびいている。

学校にかようとき、いえにかえるときも　い

つもいつも　うるさく　なりひびいている。

でも、じすべりがとまると　おもえばなんと

もない。

わたしは　たゞ　じすべりが　とまることを

いのるだけだ。

それにわたしは　じすべりは　とまるとおも

う。いつかは　きっと　きっと　とまるだろ

う。今は学校の前の　グランドで　ボーリン

グが　なりひびいている。

でも今年は、雪が少ないから　ボーリングも

しやすいと思います。

ときどき雪が　いっぱいふるときもありま

す。そんなときは、雪になれていない人たち

はこまるだろうと思います。手も足も、かじ

かんでしまえば　つめたくて　つめたくて　

仕事ができないと　ときどき思います。でも

そんなことは、していられない。

じすべりをとめようと、松之山まできたのに

あそんでいたら　どうにもならない。という

きもちでいっぱいのようです。今はたらいて

いる人たちもじすべりがとまればかえってし

まうだろう。

でもこのにくらしい　じすべりのために何人

もの人たちが、この町から　でていってし

まった。三年生だけでも五人もこの町からで

ていってしまった。そしてこのにくらしい　

じすべりが、とまれば　又、家をなおしたり、

はたけや田をなおしたりしてから、やっとあ

たらしい生活が　はじまるのだ。まだ、じす

べりは、とまらないからボーリングはやって

いるのだ。はやくじすべりがとまって　ボー

リングの　うるさい音もとまってほしい　

あたらしい生活のひびきがやってくる日を。

じ す べ り
たきざわ　たけし　（1年生）

ボ ー リ ン グ
田辺　照子　（3年生）
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3 小学校の作文集（松之山小学校　昭和39年3月　文集「動く町」より）

画：布施  りよ子
（松之山中学校三年　卒業記念詩画集
　昭和39年3月10日　「絆の歌」より）



　夕ごはんを食べていたら中学の兄が、学校

から帰ってきた。そうしてかばんをおろしな

がら、「何という家か知らないがまたひっこ

して行ったけよ。」と兄がいった。「松之山か。」

とじいさんが聞いた。「そ、だってさ。」と兄

が言って、ラジオのスイッチを入れた。「二

度目の冬をむかえた松之山、どこかへ行って

しまう家。」

　この放送は特集として、一分ぐらいしかし

ない。私の住んでいる黒倉の方は、まだ、そ

んなに大きいひびがないからいいとわたしは

思った。今でも、松之山の子どもたちは地す

べりなんかに負けないでがんばっているのだ

ろう　ごはんなんて食べていられなかった。

　たとえ、わたしの家に大きなひびがはいっ

てもと、わたしは心に力を入れた。夕ごはん

を食べ終わり、ねるとき思った。神様におね

がいしてみよう。

　「神様、松之山の地すべりをとめてくださ

い。」と言ってふとんをかけねころんだ。し

らずしらずのうちに目をつぶっていた。わた

しはねむりの世界へ入った。そこには、男の

子と、女の子がいて二人して平らな道を走っ

て行った。

　どの家にもあかりがあかあかと、あたゝか

く、やわらかくともっていた。

　平らな道、きれいな道、すてきな家。わた

しは「早く松之山もこんなになってもらいた

いな。」と思いながらねむった。

地われのした畑

いねのない草だらけの田

家はかたむき　道はどろんこ

おそろしい地すべりは続く。

そこで働く人達を毎日見る。

雪の中でも、寒い夜でも、

あせ水ながして 働いても

あんなに大きな機械を使っても

りっぱな学者もてつだっても　

ちっとも　とまらない地すべり 

自動車はぬかる道を

大きな鉄かんを運び

機械はウーウー穴をほり

ガンガン　くいを打つ

みんな一生懸命働いても

どんどん地すべりは進む

働く人々は　

あゝこまったというばかり

でも　みんなの働く協力で

新しい中学校が出来

少しずつだが止ってきた。

地すべりなんかに

負けないぞ

働く人々　ありがとう

地すべりに思う
高橋　悦子　（4年生）

働く人々
高波　智栄子　（5年生）
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　松之山の地すべりがはじまってから一年あ

まりになります。始めのうちは、それほどに

も思わなかったのですが、七月ごろから地す

べりがひどくなり数十軒の家が、こわされて

ゆきました。

　学校も水がでなくなり夏の間は毎日水とう

をもって通学しました。教室も危険のように

なりましたが、私達は、がんばって勉強をし

ています。一日も早くおちついて、勉強ので

きる日をまっています。田んぼは見わたすか

ぎり、あれはてゝしまいました。

　平和な町も今は淋しい町になってしまいま

した。県道はやっとのことで自動車が通って

います。私は地すべりの近くですが、学校へ

通う道は、工事場で長ぐつをはいてもどろが

入りそうなどろ深い道を一歩一歩注意して歩

きます。雪のふるまでになんとかしていただ

けると思っていましたが、自然の力はどうす

ることもできないのでしょうか。県の皆様、

国かその係の方がた良い方法をかんがえて下

さい。おねがいします。冬がきて寒さがきび

しくなってきましたので、水道は寒さのため

にこおって水が出なくなって、きゅうしょく

ができなくなったりしました。この地すべり

は日本一だそうですがほんとうにこまりま

す。私たちが勉強する教室が、あんしんして

勉強できないのが残念だ。

　私が夜ねている間でも鉄かんをうつ大きな

音が、風にのってうすきみわるくきこえます。

今年も雪がきえれば、道路は、ますますいた

み、田んぼは見るかげもないさまになるで

しょう。

　なんでも「日本一」と言うことばはいいけ

れど、地すべりで日本一というのは本とうに

いやだ。昨年からものすごく、大きい機械で

地すべりをとめるための工事を方々でやって

いるが、それでもまだとまらない。

　私達の学校へかよう道も、もとあった道は

もうどこへ流されていったのか？形さえわか

らない。そして新しく作った道も、一ヶ月、

二ヶ月ですぐ、くずれはじめ昨年の秋私たち

は、高い山へ登るような道やどろ水でぐちゃ

ぐちゃのをよく歩いた。どんなによい天気で

も、長ぐつばかりはいて歩かなければならな

い。だから、雨の降る日はほんとにズボンは

おしりのところぐらいまでよごしてしまう。

　地すべりのために家をなおし、そしてこわ

してしまった家、友だちもたくさん転校して

しまった。それよりもひどいのは、このため

に命までへってしまったことです。病気で死

ぬのだっていやなのに、この場合はたいてい

自殺をして死んだのだ。「なんて弱虫なんだ

ろう。」と思ったり、又、「ほんとにかわいそ

うだなァー。」と思う。こんな人の命までう

ばってしまうおそろしい地すべりは、いつに

なったらとまるのだろう。こんなにみんなあ

せ水流して苦労しているのに・・・・・。

　でも私は「地すべりはきっととまる。」と

思ってその日を楽しみにまっている。

地 す べ り
村山　由里子　（5年生）

いつまでも続いている地すべり
村山　順子　（6年生）

地すべりを語る7
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去年　父母と自分と三人で

泥だらけになって作った　新しい田んぼ

雪がとけて

山に行ってみれば

二つにわれて

「どんなもんだい」と言っているように

大口をあけてせゝら笑っている

今に見ていろ

その笑い顔を　泣き顔にして

笑った口をふさいで

くわでほり

木づちでたたき

足でふんづけてやる
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田 ん ぼ
相沢　陽一

家が沈んでしまって

自動車の通る所と　屋根と丁度同じ位

道から　屋根へ上られるように

まるで大雪で

家が雪に囲まれて

屋根に　とどいたように

家
樋口　勝

高い木を両端にたてて

ロープが数々はってある

道路から

物を運ぶのに使うロープ

くいをうつのに使うロープ

数々の物を

動かす音と

くいをうつ音とが

まざりあってひびいてくる

このくいで地すべりが止まると思うと

くいが大きく見える

く い う ち
村山　悟

（松之山中学校三年　卒業記念詩画集　昭和39年3月10日　「絆の歌」より）4 中学校の詩画集

画：村山 悟



傾いた　家には人の　けはいなく
　降り積む雪は　白く冷たく
　　　　　　　　　　　　　　　村山　良一

ふるさとを　捨てて去り行く　級友を
　前にして歌う　別れのうた
　　　　　　　　　　　　　　　布施ケイ子

地すべりに　家とりこわし　失望の
　心に負けじと　我にむちうつ
　　　　　　　　　　　　　　　高沢　幸子

くい打ちも　集水井戸も　甲斐なくて
　黒土は今も　動きを止めず
　　　　　　　　　　　　　　　村山　達平

去る友に　ささいな物を　贈るとて
　少しは嬉し　寂しさの中
　　　　　　　　　　　　　　　山岸美江子

進学に　悩み苦しむ　このごろも
　白き校舎を　夢みるばかり
　　　　　　　　　　　　　　　相沢　喜郎

いつまでも　傾く家は　そのままに
　うつむく家族　心傷める
　　　　　　　　　　　　　　　村山アツ子

今日もまた　地すべり防止の　ボーリング
　寒をついて　作業は続く
　　　　　　　　　　　　　　　高橋　信子

ふるさとに　残る友との　想い出が
　心のおくに　しみついている
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　芳子

また雪か　父は不安に　つぶやいて
　家をながめて　また空を見る
　　　　　　　　　　　　　　　布施優実子

あれこれと　うつ手もはてた　土台かな

村山　清吉
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画：村山 諭

俳　句 災 害 　 十 首

画：志賀 咲子



　ここは新潟県の松之山郷
　そこには、地面から わきでる日本三大薬
湯の一つ、松之山温泉があります。
　あなたも温泉に入り、周りの人と春夏秋冬
の景色のことや、出来事などをお話ししてみ
ませんか。すると、だれもが笑顔になり、す
ぐにお友達になれますよ。
　そんな松之山郷は、心の豊かな人びとが、
大自然と共に暮らしている山里です。

　松之山の、とあるムラの鎮守の森に、小学
生の太郎さんがやって来ました。
　その森には、もの知り博士のフクロウさん
が暮らしています。
「フクロウさん、こんにちは。教えて ほしい

ことがあるんだ。ほかの所にある鎮守の森の

神社は、ムラよりも高い場所にあったよ。で

も、この神社はムラよりも低い場所にあるで

しょ。なぜなの？」

「なるほど、太郎君は良いところに気がつい

たのう」

「家族で旅行へ行った時、景色が少し ちがう

と思ったんだ。それでこの神社が、なぜ低い

場所にあるのか教えてもらいに来たんだよ」

フムフム… フクロウさんは答えました。
「それはのう、長い間に何度も地すべりが起

きたからなのじゃよ。地すべりが起きるたび、

鎮守の森をのせた地面がズルズルと下がっ

た、というわけじゃ」

「えっ、それならムラの家も 一緒に下がらな

かったの？」

「もちろんムラの家も動いたよ。でも、ムラ

の人は、下がった家を元の場所に建て直した

のじゃよ。それで鎮守の森がムラよりも低く

なった、というわけなのさ」

地すべりのはなし

49

8

松之山温泉は2000万年前の
海水なのじゃ
大厳寺高原は10万年以上も
前に起きた地すべりじゃぞ

地すべりで神社が下へ動く

3 家を元の場所に建てた

2 地面が下へ動いた

1 昔地すべりが起きて…
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「なるほど、地すべりで下がったのか…

ねぇ、なぜ地すべりは起きるの？」

「難しい質問じゃのう。地すべりは、目には

見えない地面の中で起きることなので、まだ

よく分からないことも多いようなのじゃよ」

「そうなのかぁ…でも今までに分かったこと

は、どんなことなの？」

「どうやら地すべりは、地面の中の水が悪さ

をしているようなのじゃよ。春に雪どけ水が

多い時や、夏に大雨が降ると、地すべりが起

きるからのう」

「なぜ雪どけ水が多い時や大雨が降ると、地

すべりが起きるの？」

「地面の中にある土には、砂のように水を通

しやすい土と、粘土のように水を通しにくい

土があるのじゃよ。ふだんは地面にしみこん

だ水が、水を通しやすい土の中をゆっくりと

流れていて、めったなことでは地すべりなん

て起きないのじゃ」

「なるほど、地面の中で水が ゆっくり流れて

いるんだね」

「ところが松之山は大雪が降るので雪どけ水

が多いし、夏には大雨が降ることもある。そ

んな時は、地面の中が水であふれてしまうの

じゃよ」

　このとき太郎さんは、何かを思いだしたよ

うです。
「ねぇ、フクロウさん、地面の中の水のこと

を地下水と言うのでしょう。雪どけや大雨の

時だけ地面から地下水が わきだす場所があ

るよ」

「そうそう、それが地下水のあふれている時

なのじゃ。では太郎君に質問じゃ。地面から 

わきだせないほど地下水が多くなったら、地

面の中は どうなると思う？」

　太郎さんは、うでを組み、少し考えてから
答えました。
「地下水が わきだせないのだから、どんどん

たまって、風船みたいに ふくらむのかな」

「そうじゃよ。地下水の ふくらむ力によって、

地面が押し上げられて浮くのじゃよ。太郎君

もお風呂やプールに入ると、体が浮いて軽く

なるじゃろう、それと同じじゃ」

「あふれた地下水が、重い地面を押し上げて、

浮かせるということだね」

「そうじゃ、地面が浮いて動きやすくなるわ

けじゃよ。それから、もう一つやっかいなこ

とが起きる。あふれた地下水の力によって、

地面の中にヒビが入るのじゃ」

「えっ、地面の中が割れるの？」

　太郎さんは、とても おどろきました。サ
ラサラした水があふれると、地面を割るほど

地下水が多くなる
まだ地すべりは
起きない

地下水があふれて
地面を浮かせる力
がはたらく

地面のなか

水を通しにくい土

水を通しやすい土
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の強い力を持っているなんて、想像さえでき
なかったからです。
「なぁ～にたいていのヒビ割れは心配ないの

じゃよ。だがのう、地下水の力がうんと強く

なった時だけは、大きな割れ目ができて、地

面がズルズルと動き出すのじゃ」

「そうか分かったぞ。地すべりが起きるのは、

地下水があふれて地面が浮いている時に、う

んと大きな割れ目ができると動き出す、とい

うことだね」

「そのとおりじゃ。なにしろ地面がズルズル

と動くのじゃから、家はつぶれ、木はたおれ、

田んぼも畑も森も、あらゆるものが波を打っ

てくずれてしまう」

「それじゃ生活できなくなるよ。だって、動

かないと思って家を建てたり、田畑を耕した

のでしょう」

「それが大自然と共に暮らす ということなの

じゃよ。大自然は、人間が田んぼを耕せば、

お米という恵みを与えてくれるけれど、山で

は地すべり、里では洪水といった災いもとき

どき与えるのじゃよ」

「恵みと災いかぁ…人間の思うとおりには な

らない、ということだね」

「そうじゃよ。昔、ここで大きな地すべりが

起きたことがあってのう、何もかもがこわれ

てしまった。人びとの中には将来を絶望して、

ムラを去った人もいたものじゃよ」

「あっ、それって おじいさんに聞いたことが

あるよ。1963年に、大松山のふもとから

越道川まで松之大地すべりが起きて、七つの

ムラに大きな被害が出た と言ってたよ」

「そうじゃ、松之山大地すべりは、広さが日

本一のうえ、三年間も地面が動き続けた大災

害じゃった。家や田畑だけではなく、役場も

学校もこわれ、道がコの字に曲がってしまっ

たものじゃよ」

「えっ、学校もこわれたの。学校がこわれたら、

教室も使えなくなるよ。それなら、どこで勉

強したの？」

「教室が使えなくなった子供たちは、遠い所

にある学校や公民館へ机を運び、そこで勉強

したのじゃよ」

「子供たちもずいぶん がんばったんだね。で

もさ、ボクは学校が遠くなるのはイヤだなぁ」

「ところで、がんばった、といえば被害を受

けた人たちも、役場の人も地すべりに負けて

いなかった。苦労しながら、こわれた家や田

畑を直したり、飲み水をホースで送ったり、

道を直したりして、がんばり続けたのじゃよ」

「ねぇフクロウさん、家がこわれた人は、食

べ物も作れないし、家を直すためには 多く

大きな割れ目が
できる

地すべりが起きる地下水があふれて
ひび割れができる



地すべりのはなし8

52

の手伝いの人が必要でしょう。だれからも助

けてもらえなかった人が、ムラを出たのか

なぁ」

「いやいや、周りの人たちは、被害を受けた

人に食べ物を届けていたし、冬でも遠くから

雪の峠道をこえて 多くの人が手伝いに来て

おったよ。昔は今よりも不便な生活をしてい

たが、被害を受けて困っている人を助けるの

はあたり前じゃった。だれもが相手のことを

思いやって いたのう」

「みんなで力を合わせてがんばったというこ

とだね」

　太郎さんは、地域の人びとが、大人も子供
も地すべりの被害にへこたれず、みなが心を
一つにして助けあって地すべりと戦っていた
ことを知り、とても感動しました。
「ねぇフクロウさん、今の松之山は地面が動

いていないよね。いったい どうやって地す

べりを止めたの？」

「あのころは、地すべりは止められないと言

われておってのう。多く技術者がやって来て、

熱心に研究をしたのじゃよ」

「どんな研究が役にたったの？」

「地面に鉄の杭も打ち込んだが、なかでも地

面の中にできる割れ目の場所や動きを観測す

る機械と、地下水を抜きとる方法が開発され

てからは、地すべりの動きが止まったのじゃ

よ。だから松之山は『日本の地すべり技術の

発祥地』といわれており、全国で起きる地す

べりには、今でも松之山で開発された技術が

使われているのじゃよ」

「えっ、松之山の技術が全国に広がったの…

すごいことだね」

「それだけではないぞ。木がかたむいてきた

とか、地面にヒビが入ったとか、ふくらんで

きたといった景色のちがいを早く見つけれ

ば、地すべりが動き出す前に防ぐことができ

る。そこに気づいた松之山の人びとは、景色

のちがいを見つける『地すべり巡視員制度』

を考えたのじゃ」

「松之山の人が考えたの？」

「そうじゃ、三年間も苦労した人びとだから

こそ、地すべりの動きを良く観察して、考え

ついたのじゃろう。それが今でも新潟県内や

全国各地で地すべり被害を防ぐのにとても役

立っているそうじゃ」

「それも全国に広がったなんてすごいことだ

ね。そうか…地すべりが起きる前には、少し

景色が変わるのか…」

　太郎さんは、景色の ちがいを見つけるの
なら、子供にもできると思いました。でも、
少し自信がありません。

飲み水にも不自由した。

支援に集まった人々。

木々の傾きに注意。
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「景色のちがいを見のがしたら、大変なこと

になるのでしょう？」

「そうじゃよ、でも太郎君は、この鎮守の森

がムラよりも下にあることに気づいたじゃな

いか。大切なことは、日ごろ見なれた周りの

景色に興味を持つことなのじゃよ」

「そうだね。景色は季節によっても ちがうし、

少しのちがいはそこで生活する人にしか分か

らないからね」

「それからもう一つ。松之山の人びとがえら

いのは、五百年も前に起きた地すべりを今に

語りついでいることじゃ。地すべりを止める

ために人柱になったモクベエさんを忘れない

ように、歌や朗読や劇にして、親子で演じて

いる。坂道には杢坂という名前をつけ、石碑

を建てたり、『杢坂由来』という講談を作っ

たりして、多くの人に地すべりのことを伝え

る努力をしているのじゃよ」

「モクベエさんのことなら知ってるよ。ボク

も劇に出たんだよ」

「そりゃ良かった。昔の災害のことを知って

いれば、イザという時に役立つはずじゃ。そ

れが大自然と共に生活する者の大切な知恵

じゃからのう」

「それなら松之山大地すべりのことも、伝え

ていきたいね」

「そうじゃのう、今の松之山は地すべりが少

なくなったので、昔の出来事を知らない人も

いるからのう」

「よぉ～し、ボクも これから松之山大地すべ

りのことを もっと調べてみるよ」

　太郎さんは、いつのまにか夕焼け空が広
がっていることに気づきました。
「フクロウさん、西の空が赤くなったから、

ボクはもう家に帰るよ。今日はたくさんのこ

とを教えてもらい、ありがとうございました。

それではさようなら」

　太郎さんは、感謝の気持ちをこめて お礼
を言いました。
「フムフム…　また いつでも遊びにおいで。

待ってるよ」

　静かな夜に 鎮守の森からフクロウさんの
歌声が聞こえてくるよ。
「ホッホー　ホッホー　ゴロスケホッホー　

ホーロホロ」

杢兵衛人柱之碑。

杢兵衛さんの劇を演じる子供たち。
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松之山大地すべり年表9

●旧崩田集落で地すべりにより3戸取りこわし
　移転。

●兎口集落の水田の一部に雪消えと共に陥没現
　象が現われ作付不能となる。

●兎口地内で作付後の水田に亀裂と小断層各所
　に現われ農家の人々は不審を抱きはじめる。
●新山地内の各所自然湧水止まる。
●水梨地内で作付後の水田に地すべり現象現わ
　る。

●立退き指示２戸。

松之山大地すべり発生
●地すべり頭部兎口集落に亀裂発生。
●秋雨期に入り、さらに活発となり、12月上旬
　には850haの規模に発展。

●湯山地内の県道に、約50cmの断層現われ、
　次第に拡大してゆく様相にあり。

●町長以下関係集落長ら出県陳情。

●吉浦副知事、県会議員ら視察に来町。

●松之山地域地すべり対策協議会を設置すべく
　発起人会を開催。

●県砂防課が松之山地内の移動測定を開始。

●松之山地域地すべり対策協議会発足。
　(会長、村山政光氏)

地すべりの状況 県・町の動き

37.4.15

37.5.17

37.6.10 ～ 20

37.7.7

37.11.4 37.11.7

37.11.14

37.11.30

37.12.1

37.12.3

37.11.24

37

出典：松之山地すべりの記録（松之山町）に加筆
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●松之山町中心地在住の13戸立退き指示。

●危険につき避難者続出。
　

●松口方面に被害が拡大。
●松之山中学校本校舎に亀裂発生、応急工事を
　施工した。

●兎口集落、6戸立退き指示。

●松之山、光間地区５戸立退き指示。

●松之山農協被害拡大のため移転。

●松之山町松之山地すべり災害対策本部の設置。
●対策本部：松之山町役場、本部長：佐藤町長。
　対策事項
　　１　被災状況の確認と関係機関への通報連
　　　　絡。
　　２　被災防止対策。
　　　⑴　被災地のパトロール
　　　⑵　危険住宅の避難勧告
　　　⑶　被災者の応急救護対策
　　３　防止工事の促進を図るため関係官庁へ
　　　　陳情請願を決める。

●県庁地すべり関係課三課(砂防、治山、農地)及
　びその出先機関による合同調査実施、地すべ
　り範囲、指定区分、家屋移転、退避等危害予防
　措置、緊急調査の方針を協議。

●吉浦副知事視察、合同調査の結果を検討、強力
　な援助を約す。

●建設省土木研究所谷口機械施工部長、現地視
　察。

●県は緊急調査費5,862千円、知事専決で
　予備費から支出決定。

●参議院議員竹内五郎氏、地すべり状況視察。

●緊急調査のため県庁砂防、治山、農地担当員、
　来町。

●飲料水応急配管により給水はじまる。

●新潟県田所土木部長、今井農地部長、現地視　
　察。

地すべりの状況 県・町の動き昭和

37.12.8

37.12.17

37.12.19 ～ 21

37.12.23

38.1.2

38.1.5

37.12.4

37.12.12

37.12.14

37.12.21

37.12.24

37.12.29

38.1.7

38.1.12

38.1.21

37
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●安塚土木事務所松之山現場監督所が設置され
　る。

●地すべり防止区域指定申請（38.3.11告示）。
　建設省～中沢川、葛畑川流域645.2ha
　農地局～松川流域203ha

●災害救助法適用される。
●要修理家屋25戸を対象とす。
　（24千円以内／戸、見舞金30万円）

●断水家屋132戸、汚染10戸に対し、臨時給水
　設備完了、給水開始。

●土木研究所谷口機械施工部長、来県。県庁の各
　部と応急対策を協議、杭打工の計画及び総合
　調査計画指導。

●文部省竹内技官ほか松之山小中学校の災害の
　状況調査。

●塚田知事現地視察(ヘリコプター3台で)。
●町の要望に応え知事は、
　１　県に対策本部を設け、上越支庁に支部を
　　　設置、積極的に対策を推進。
　２　特別交付税の増配措置などを約す。

●県砂防課緊急調査中間結果を報告、防止工法
　として杭打工の可能なことおよび集水井が効
　果的であること等防止工事の見通しをたて
　た。

●松之山地すべり対策本部を県庁に設置する。
●知事の命により対策本部設置要綱作成。本部
　長吉浦副知事、本部員各部長、幹事関係課長と
　し、上越支庁に支部、事務局を土木部砂防課に
　おく。

地すべりの状況 県・町の動き

38.2.10

38.2.1

38.2.4

38.2.7

38.2.9

38.2.21

38.2.23

38.2.28

38.3.1

38
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●松之山中学校本校舎取壊し。

●第一回松之山地すべり対策本部を県庁で開催、
　吉浦本部長が議長のもと、関係部局状況説明。

●町長、町議会議長が、大蔵省、建設省ほかへ上
　京陳情。

●建設省砂防課長木村晴吉氏ほか現地視察。土
　木研究所谷口部長、防災課中村査定官同行し、
　県田中砂防課長ほかが随行する。
●抜本的防止対策について、松之山町長からの
　陳情があり、木村砂防課長から容易ならぬ事態
　につき、予算措置をする旨松之山町長に回答。
●16時20分西頸城郡能生町小泊地すべりが発
　生。

●県庁対策本部が、早期着工するため建設省砂
　防課および防災課と協議。
　松之山中心部を横断する主要地方道災害復旧
　工事の一環として道路上段に杭打工(鋼管パイ
　ル)173本、延長350mの実施を承認。

●県、道路災害復旧応急工事として松之山中心
　部の杭打工に着手。
　　4月2日　鋼管杭173本の購入を契約
　　4月末日　現地搬入、4月12日工事着手

●塚田知事、再度地すべり状況視察。

●県庁で松之山地すべり対策、砂防事業の実施
　協議。
●松之山地すべり防災工事として50,000千円
　を決定ほかに直轄調査費3,000千円。

●建設省38年災緊急査定実施。
　(道路復旧　408,385千円 
　　砂防復旧　116,858千円)

●県議会地すべり特別委員会視察。

地すべりの状況 県・町の動き

38.3.14

38.3.6

38.3.7

38.3.16

38.3.28

38.4.12

38.4.14

38.5.11

38.5.21

38.6.7

38
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●県庁第三回対策本部会議を開催。

●新潟県地すべり対策本部を設置。
　3月16日小泊、3月30日桂地すべり等、相つ
　ぐ地すべり災害発生にかんがみ「松之山地す
　べり対策本部」を「新潟県地すべり対策本部」
　に改称。

●第一回県地すべり対策本部会議を県庁で
　開催。
　１　地すべり対策を一貫したものにするため
　　　県地すべり対策本部を設置（知事、副知事
　　　出席）
　２　地すべり危険住宅移転補助金を松之山町
　　　に限り1/2から2/3に引き上げ、家屋補
　　　修に対しても補助することに決定。
●松之山中学校本校舎建築開始。

●作家「幸田文」氏、地すべり状況視察のため来
　町。

●衆議院議員赤城宗徳、猪俣浩三、参議院議員竹
　内五郎の三氏、地すべり視察。

●第二回県地すべり対策本部会議を県庁で
　開催。

●田中彰治代議士、北陸地建局長、建設省土木研
　究所長現地視察。

●塚田知事現地視察。
　県議会総文委員会現地視察。

●県地すべり対策特別委員会現地視察、建設省
　土木研究所谷口部長より地すべり防止工事の
　内容等について説明をきく。

●第三回県地すべり対策本部会議を開催。

地すべりの状況 県・町の動き

38.6.17

38.7.3

38.7.11

38.7.24

38.8.9

38.8.26

38.10.9

38.10.17 ～ 18

38.10.25

38.11.1

38
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●地すべり発生以来３度目の正月を迎え、松之
　山町民は地すべりも小康状態となり、久しぶ
　りで明るい正月を迎えた。

●1月4日町の中心部9戸に立ち退き指示が出
　され、地すべり発生当初から指示戸数は71戸
　に達した。松之山地すべりは３年目を迎えた。

●地すべり被災を苦にした自殺者。

●地すべり被災を苦にした自殺者。

●被災集落で懇談会。砂防課横山補佐、湊元技師
　及び役場関係職員出席。

●建設省木村砂防課長、田中県砂防課長が地す
　べり防止対策の現況視察。

●第四回地すべり対策本部会議を県庁で開催。

●対策本部(松之山町松之山小学校)で、現地説
　明会を開催。知事、関係部課長が出席した。
　知事出席の現地説明会は県としては異例のこ
　とであった。この説明会で知事は蛇の生殺し
　ごとき地すべり災害の特殊性を考慮し、地域
　住民と国、県が一致協力してあげその打開に
　努めることを強調した。

●専門家による松之山地すべり調査委員会設置
　される。県では松之山地すべり総合対策樹立
　のため、県田所土木部長を委員長とし、建設省
　砂防課谷専門官、防災課長中村二郎、土木研究
　所谷口敏雄、高野秀夫、渡正亮、京都大学防災
　研究所山口真一、県砂防課田中憲一の諸氏に
　委員を委託し、調査及び防災対策を強力に推
　進することにした。

●県地すべり対策本部幹事会開催。

●松之山中学校校舎竣功（事業費4,842万円）。

●第二回松之山調査委員会開催(於新潟市)。

●松之山調査委員会による「松之山地すべり調
　査報告書」を発行さる。

地すべりの状況 県・町の動き

39.1.1

39.1.15

38.11.5

38.10.30

38.11.12 ～ 15

38.11.27

38.11.29

38.12.4

39.1.8

39.1.14

39.2.7

39.3.11

39.3.15

38

39
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下鰕池地すべり発生
●耕地15haが700mに亘って流れ東川をせき
　止めた。東川の水位上昇、浸水危険地域に対し
　立退き指示。
　東川22戸、下鰕池12戸、上鰕池3戸。

●午後2：50分下鰕池地すべりの第一排水路よ
　り通水始める。

●午後6：50分下鰕池地すべりの第二排水路よ
　り通水始める。

●排水のため発破作業進み、水は次第に減量し
　危険去る(下鰕池地すべり)。

●第三回松之山調査委員会開催する(於建設省砂
　防課)昭和39年度砂防工事の計画について、
　特に松之山集落一帯の地下水排水計画につい
　て討議する。

●第五回県地すべり対策本部員会議を開催。

●下鰕池地すべり対策本部を現地に設置。

●自衛隊11名ボートを持参で救援(下鰕池地す
　べり)。

●松之山地すべり調査委員会一行(建設省土木
　研究所谷口部長、県田中砂防課長)、昭和
　39.4.11発生した松之山町下鰕池の地すべ
　り視察後、松之山地すべりについて昭和38年
　度に実施した防災工事を検討、さらに昭和39
　年度の防止工法について協議した。

●塚田知事一行、自衛隊ボートで下鰕池地すべ
　り現地を視察に来町。

●県知事が松之山地すべり対策についてNHK
　で放送。

●下鰕池地すべり林野庁査定。

●下鰕池地すべり建設省査定。

●新潟地震発生、震源地新潟県岩船郡粟島沖付
　近。
●県では直ちに地震動による地すべり影響につ
　いて出先機関に調査を依頼した。松之山地す
　べり地帯では変化は認められなかった。

地すべりの状況 県・町の動き昭和

39.4.11

39.4.13

39.4.15

39.3.27

39.4.2

39.4.11

39.4.12

39.4.17

39.4.19
39.4.19

39.4.24

39.5.9

39.5.24

39.6.16

39
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●東頸城耕地事務所松之山分所設置さる。

●京都大学防災研究所地すべり調査団来県。新潟
　地震の調査を兼ねて山口真一教授、中村三郎、
　高田雄二の諸氏により地震による地すべり地域
　の影響等調査した。

●県田所土木部長が、すっかり落ちつきを取りも
　どした松之山町の現況についてＮＨＫ「時の動
　き」で放送。

●松之山地すべり協主催で、県湊元技師の講師に
　より｢その後の動向について聞く会」を開催。
　89名参加。

●松之山中学校体育館落成式。

地すべりの状況 県・町の動き

39.8.30

39.6.22 ～ 26

39.8.18

39.9.18

41.2.10

39

41
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あとがき10

　50年誌を編集してみて、改めて松之山大地すべりというのは、町の存続が問われる

ほどの大災害だったのだと思ったよ。なにしろ『地すべりは止められない』と言われて

いた時代だからね。住民も技術者も、産学官民をあげて巨大地すべりに挑んでいたこ

とがよく分かった。

　私は、松之山で暮らす皆さんがすごいと思ったよ。あれだけ悲惨な被害を受けなが

らも故郷に踏みとどまり、いまや全国へ広まった地すべり巡視員制度をつくりあげた

功績は大きい。おかげで地すべり災害で亡くなる人が激減したからね。いまでいう防

災ソフト対策を50年も前に考え出したのは、辛酸をなめた者ならではの発想だと思う

と頭がさがるよ。

　松之山郷の人たちは他人の痛みが分かるんだよね。被災者を支援するため、38豪雪

のさなかでも雪の峠を越えて多くの人が駆けつけているし、小中学生の文集を読むと

涙がでるくらい感動したよ。松之山郷の人がもつ心の豊かさ、温かさは、忘れかけて

いた日本人の魂を思い起こさせてくれた。

　技術者もすごいよ。研究者も行政担当者も施工者も、皆が試行錯誤しながら動く大

地に挑んでいる。現場第一主義を貫いて、とうとう『止められない』といわれた地すべ

り対策技術を開発しただけでなく、それが現在も地すべり防止工事や調査に使われて

いるのだから、すごい功績だ。

　大地すべりに挑んだ住民や技術者は、高い使命感や心意気をもって力を尽くしたの

だろうね。そうした努力が、現在の地すべり対策の基礎をつくったという事実として

残っているから、今でも松之山は地すべり対策の発祥地と讃えられている。

　それでも松之山大地すべりから50年も過ぎると、いろいろな課題がみえてくる。施

設の維持管理のあり方や多目的に使用する工夫、地すべり発生予測の技術開発など、

まだまだ地すべり対策でやらなければならないことは多くある。地域の過疎高齢化、

若者離れの現状も改善していかなければならないし･･･。

Ａさん；

Ｂさん；

Ｃさん；

Ｂさん；

Ａさん；

Ｃさん；
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Ａさん；

Ｂさん；

Ｃさん；

Ａさん；

Ｃさん；

　ＴＶを見ていたら、松之山の婿投げと温泉が紹介されていてね、ゲストの有識者が「こ

りゃ雪国の良い地域興しになる。いいアイディアだ」と言っていた。婿投げは300年

以上も前からの行事だし、温泉にいたっては600年以上の歴史がある日本三大薬湯な

のに、全国的には知られていないと思ったよ。

　情報発信と言えば、90℃以上もある松之山温泉の温水発電の実証実験が平成23年

から始まった。全国でも沸点の低いバイナリー発電は初めての試みだそうだ。発電に

使った温水を、お定まりの足湯や融雪利用だけでなく、料理体験などにも利用しよう

という試みは高く評価できるんじゃないか。大切な自然資源だから、これからの時代

は温泉だけとか、一つの事業だけでなく、多目的な事業展開をしたところが地域間競

争に勝ち残っていくはずだよ。

　いまは近隣諸国にも富裕層が増えているから、雪と温泉と美味いものがあれば、彼

らにとっては異文化を体験できる。東京からも新潟空港からも2時間圏域の近さだし、

それが松之山の強みになるはずだ。

　春になると山菜が採れるのも強みだよ。山菜は自然食品だし、地すべり地帯ほど美

味しいものが採れる。地すべり研究者の高野秀夫博士によれば、新潟県の地すべり粘

土はモンモリロナイト系で、この粘土は容易に肥料分を吸収し、農作物へ供給してく

れるそうだ。だから山菜も美味しく、地すべり棚田は米が2俵も多くとれるとか、野

菜もうまみもあると言われている。

　それに雪下のニンジンや大根、キャベツ、ブロッコリーなども消費者から高い評価

を得ている。豪雪や地すべりは大自然の災いでもあるけれど、恵みでもあるわけだ。

63

バイナリー発電



編集対談10

64

Ａさん；

Ｂさん；

Ａさん；

ABＣさん；

　雪といえば、いま雪を資源に利用できないか、エネルギー利用できないかという研

究が進められているそうだ。もしも地下ダム技術が完成すれば、融雪水を地下に貯留

して水資源として多目的に利用できる。科学者は『21世紀は水の時代』と言っているし、

水は食料や環境問題にも関係するから、水資源を持つ地域には絶対的な強みがある。

　そうなると、松之山は屋根や田畑の雪まで集めて地下ダムに貯留するようになるね。

まるで天からお金が降ってくるようなものだ。

　さらに言わせてもらえば今では科学技術が進歩して、海水を使わなくても鯛やアワ

ビ、エビなどを養殖できるそうだ。水が豊富にあり、発電エネルギーがあって、米や

野菜や山菜が美味しくて、山の広い遊休地に魚貝類の工場ができれば、松之山は食糧

供給の一大産地になれる。そうなれば、過疎だ、若者が町へ行くなどということは解

消できるのではないかな。

　それに関田山脈のトレッキングや高原リゾートなどで身体も動かせる。松之山には

健康をキーワードにした無限の可能性が秘められているということだね。

　日本一巨大な地すべりに襲われ、復興は絶望的だといわれた松之山には、故郷に踏

みとどまって町の再生を果たした多くの人々が暮らしています。

　東日本大震災をはじめ、全国で自然災害を被った皆さんへ故郷再生の願いを込めた

本誌をお送りします。ぜひとも地域のため、住人のためにご尽力ください。そして心

身を癒しに松之山へもお出掛けください。

「実行委員会からのメッセージ」
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	2-1松之山大地すべり3
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	6-2地すべり対策工法の開発26
	6-3地すべり対策工法の開発27
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	7-6地すべりを語る37
	7-7地すべりを語る38
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	7-10地すべりを語る41
	7-11地すべりを語る42
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	9-3松之山地すべり年表56
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