
一般意見（全文） 

 

ＮＯ１ 

ご苦労さまです。宮坂と申します。 

中綱南側土砂採取事業の実施計画書について私見を述べさせていただきます。 

小生は日本海への釣行の往来に国道１４８号線を利用させてもらっています。 

本事業の現地が分かりませんので的確な意見にならないことをご容赦願います。  

小生のような現地を知らない人間にとっては動画はあくまでイメージであって、現実感が少

ないのも否めません。（ＷＥＢの視聴者も同様かと思います） 

従って、現地を良く知っている地域住民及び関係者（今までの民宿利用者、合宿に利用した

学生、スキー客、釣り客等）に意見を求めたらいかがでしょうか。  

意見収集はポイントを絞って答えやすい質問文が良いと思います。 

また、現場近くに立て札があれば通過するときに気付きやすいと思います。 

今度通過する時に現地を国道から観察したいと思います。 

【私見】 

自分が住民であると仮定して述べます。  

植林を元の状態に戻す事には賛成ですが、逆転の発想でこの機会を利用して地域活性化に着

眼することもひとつの案かと思います。 

環境保全に配慮しながら、継続的な地域住民（他の生物も然り）の生活の「安全、安心、し

あわせ」が担保されるようお願いします。 

 最大の関心事は、以下の通りです。 

①『跡地利用』 

 周辺の景勝地・観光地・地域の活性化につながる跡地利用を考える。 

 例えば、 

 ・自然を利用した森林コミュニティー施設（植林と関連つけて設計する） 

 ・合宿で利用した学生やスキー客が期待していたもの（不足していたもの） 

 ・地域住民の期待するもの（親や子供たちの夢・意見を聴く） 

 ・ここには温泉がありそうですか？（近郊にはないですか？） 

②『中途断念への懸念』 

 景気動向が心配される昨今、長期にわたる大工事なので先が読めません。 

 計画書や契約書に事業完遂の意思表示をし約束してもらうことで安心できます。 

 山を切り崩した状態で放置されることがないように考慮して欲しいと思います。 

③『地質学的価値』 

 自分には木崎岩の地質学的な価値が分かりませんが、中央構造線との 関連で断層面や化

石等、価値があれば森林コミュニティ施設と関連付けることも考えられます。 

以上、愚答ですがご参考までに述べさせていただきました。地域住民及び地権者、自治会、

自治体と十分協議されて進められますようご祈念申し上げます。 

 



ＮＯ２ 

・中綱以外の近隣住民への説明がない。  

・下流域への影響の説明がない。  

・希少動植物の調査は誰がいつするのか？ 

・どのくらいの騒音がでるのか？  

・工事中山崩れしないか？(石灰岩が多く JR の土留めもやり直したと聞く)  

・交通量が増えることによる影響(排出ガス 安全性 騒音) 

・他に砕石適所はないのか？ 

・松糸道路にどのくらいのコンクリートが必要で原料はどこから採取するのか？ 

・松糸道路の計画はどこまで進んでいるのか？本当に必要なのか？ 

※質問 これらの意見は匿名でアップされるのですか？ 

また投稿時は実名、匿名どちらでも可ですか 

 

ＮＯ３ 

 当計画に対しては、現場を直接確認していませんので、正しい意見を言えるか疑問ですが、

参考に私なりの考えを述べさせて頂きます。 

アメリカなどでは、公共事業で例えば、大きな橋をつくる場合にその橋を建設する直接の

関係業者、行政、その橋を利用する市民代表（多いほど良い）の３者が一堂に集まり、中立

的な立場のファシリテーターを立てて、トコトン意見を出し合い（ファシリテーションする）

ます。そこの場にはどんな些細な意見も無にしない、また、どんな既得権も作用しない雰囲

気が必要です。そのような濃厚な話し合いにより、公共事業の計画に対して、ムダがなくな

り、改善され、事業費が２～３割下がり、しかも、完成後に不平・不満が全くでないという

結果がでています。  

 当計画の詳細は不明ですが、将来を見すえた、そこに住む人にとって、また 将来の子供

たちのために、この工事はどうなのかを真剣に考えすばらしい地域になることを希望します。 

 

ＮＯ４ 

私個人的には採石に反対です。過去に土砂崩落や何らかの災害があったなら別ですが、あ

えて一業者の利益のために自然な姿を変える必要は無いと思います。 

私の産まれ育った大切な仁科三湖です。これから何年も重機で山を削り採っている姿を見

たくも無いし、想像もしたくありません。その後緑化されたとしても人工的な物では美しい

仁科三湖に不釣り合いです。その採石をどこで何に使うのでしょう？もし仮に栄村の復興や

東北始め豪雨災害の復興に必要となれば、話は別ですが… 

踏切が狭く事故が起きる可能性が有るなら拡張はすべきだと思います。 

いずれにしても自然は少しでもそのままにして置いて欲しいものです。可愛い孫やまたそ

の子たちの子供にも残して置いてあげたいです。壊す事はいつでもできますが、元に戻す事

は出来ません。“覆水盆に返らす”“我水引田”の方を持つのは絶対反対です。  

 



ＮＯ５ 

大町の美しい自然をそのままにしておいて欲しい！ 

仁科三湖の一つである中綱湖は、釣り人が多く集まる憩いの場です。風がない日は、湖面に

山が映り四季折々の美しい姿が見られる格別な大町市の大切な財産です！ 

いくら景観に配慮しても、トラックが往来し排気ガスを撒き散らして、騒音もかなりのもの

と懸念されます。更に、今ある自然の草花や、動物など生態系の影響も絶対ないとは言い切

れません！ 何故、自然の美しい姿を壊すのですか？ 

お願いです！ 中綱湖や、中綱湖周辺をそのままそっとしておいてください！！！！！ 

 

ＮＯ６ 

 映像は、よくできていると思いました。特に工事後の景観についてよく解ります。 

 ただ、私が知りたいのは、11 年 6 ヶ月に及ぶ工事期間中のより具体的な採石、砕石機械や

重機、たて家といった施設、行き交うダンプなどを含めた工事の様子 と、その騒音や土ぼこ

り、時と共に変化する景観です。CG での表現は、このような時系列での環境、景観の変化を

音と共に表すには最適です。ぜひ、作っていただきたい。 

 実施計画書について、当たり前ですが、まず工事ありきから始まっているので心配です。

中綱で採石事業を認めさせるにはどうすればよいか、どう すれば文句が でないようにする

かではないはずです。地権者ではない地元の住民がこの採石事業について考える為の資料と

時間がほとんどないというのも困ったことです。と くに 11 年あまりに渡る工事中に、住民

の生活に与えるかもしれない悪影響については、回避もしくは低減できるという方向でしか

触れられていません。 

 ダイナマイトの使用、重機の稼働、採石、砕石、搬出作業中の騒音や粉じん土ぼこり、大

雨時の土砂の流失、農具川と中綱湖、木崎湖や周辺の自然 環境や動植物への影響、そして、

景観もさることながら、もう一つ気になるのは土砂運搬方式、ダンプの往来についてです。

「４．土砂運搬方式」に延べ稼動台数：102 台／日（12 台／時）とありますが、空荷トラッ

クも同ルートを逆順に戻るとあり、トラックの行き 来は 204 回 ／日（24 回／時）となりま

す。また、運搬ルートによると北ルートは中綱湖の東岸を行き来するようですが、土ぼこり

や騒音、交通の安全不安は、湖端地区の 生活と環境に相当な負担を強いるように思えます。

また、中綱湖の観光、仁科三湖や大町の観光に支障はないのでしょうか？ 

 私は是非、この事業主体である株式会社マテリアル白馬という会社の今ある作業現場や、

過去の現場とその周辺環境を見てみたい。そして、また、 地権者や何か しらの影響を受け

る地元の方々も、全国で規制なしで行われている同規模の採石事業について視察したり調査

検討され、現実をしっかり捉える作業をすることが 重要だと思います。工事が始まると今ま

でのような静かで空気がきれいな、心休まる中綱の暮らしが望めなくなるかもしれないとい

う現実です。 

 11 年 6 ヶ月という工事期間は終わってしまえば早いかもしれません。でも、生まれたての

赤ん坊が中学生に、中学生は社会人になってしまうよう に、けっして 短い期間ではありま

せん。中綱には、美しい湖と山、おいしい水と空気、本当の自然に恵まれた全国的にも有数



の子育て環境があります。中綱、加蔵、青木、ヤ ナバの湖端地区が 11 年 6 ヶ月の長きに渡

り、土砂採取現場というものを抱えて生活するということはどういうことなのでしょうか？

どんなに悪影 響が少しだと いってみた所で、今まで湖端になかった土砂の採取という事業

が私たちの目と鼻の先で行われることに間違いはないのです。また、この事業で一番悪影響

を受けるのは子供たちではないかということも含めて、いまいちど深く考える必要があると

思います。 

 私は、地元の方々が工事が始まる前に再考され、事業者に中綱南側の土砂採取事業を見送

らせるという選択をされることを願ってやみません。 

※追伸：「頂いたご意見は大切に保管し、検証に活かしたい」とありますが、どのようなかた

ちですか？web 上での公開ですか？私としては、web 上で前文公開の上、地元へは資料とし

て寄せられた意見を紹介をしてもらいたいです。また８月に地 元説明会の開催とあります

が、中綱以外の湖端地区は地元ではないのでしょうか？お返事を待っています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

ＮＯ７ 

 現場の中綱湖の道は、木崎湖青木湖にはさまれた白馬と大町を結ぶ道、自然のままの景色

が似合います。 

のどかな美しい観光地域に 11 年の長い歳月、工事中の騒音と不自然な景観。緑化しながら

といっても木が育つのには何年かかるのか？急には無理だと思います。山がごっそりなくな

って丸裸の土と砂利山とトラックと石掘る機械と山を削るダイナマイト音、そんな景色にな

ってしまうなんて、北アルプスの美しい仁科三湖の主線道、観光の村白馬の入り口、静かで

美しい中綱湖がもったいないです。 

白馬へ行く人も大町へ行く人もほとんどの人がみんなこの道を通ります。この大がかりな

工事について、中綱の人たちや地権者さんには説明会があったけど、加蔵の人たちやその道

筋にあたる人は自分おうちの前を 10t トラックが 102 台、行って帰ってで、1 日に 204 回家

の前を通って 11 年間、そんな環境におかれるのに説明を後回しにするのもひどいと思います。

観光で来る人も子どもたちも住んでいる人にも迷惑です。大町にとってもマイナスです。 

現場は、農具川の源流最上流です、大町を流れる農具川にも、すぐ南隣の木崎湖にもどん

な影響があるか？ 

環境アセスというのには、この動画は偏っていると思いました。周辺の生態系の影響につ

いてのシュミレーションも見れないし、なんだかやけに整いすぎてて、きれいすぎます。工

事をする側の人には良い動画かもしれないけど、住んでいる人にとっての知りたいことが視

覚的に見えません。環境アセスの必要のない規模なのにあえて環境アセスをした、というこ

とはとてもよかったことですが、それによって誤解が起きるのでは困ります。 

それからお願いですが、他の人の意見も読みたいのでぜひ公開してください。 

 

ＮＯ８ 

・景観はみんなのものであり、土砂を採取する業者や地権者だけのものでありません。採取



が終わった後の景観は、現在の様な、のどかな景観を保てるのか？  

・希少生物や植物はないのか？ 

・11 年間も観光客の目にふれる場所で土砂を採取することで、観光への影響がないのか？ 

・土砂を運ぶトラックの往来が、生活者や観光客に影響がないか？ 

・土砂が川に流れ込むことはないか？カワシンジュガイなどが生息しているので影響がない

か心配。 

 

ＮＯ９ 

観光地でのこのような開発は痛ましいものがあります。出来るなら開発中止が良いでしょう

が、現実的な対応としてこのような開発が行われるという事だと思います。 

何故、中綱湖なのか、開発期間は？ 開発後の景観はどのようにするのかで、色々な選択肢

が生じると思います。特に開発後の展望が見えないと思います。仁科三湖は歴史的に見ても

古い歴史を持っているので、それが開発される事は本来なら許される事ではないと思います。 

 

ＮＯ１０ 

自然が多いと言われてるが、その地域に住んでいる人達の努力があってのことだと思います。

今回の事業も、地域に住んでいる人達が、了解出来、安心されてるのか心配です。いつも冷

静に判断出来るまで議論する必要があると思います。 

 

ＮＯ１１ 
＜はじめに＞ 
戦後間もない晩秋の青木湖に、つがいの白鳥がやってきて、地元の猟師さんが白鳥とは知

らずに発砲してしまった。夫婦愛の強い連合いは北帰行できず常盤の水田に羽を休めていた

ところを捕獲され、大町駅前の水禽舎で長年飼育されていた。その後木崎湖にもやってきて、

地元の人々と木崎湖を「白鳥の湖」にしようという願いから海ノ口駅を「白鳥の見える駅」

と銘打って待合室に渡り鳥の写真や解説を展示したものである。現在の犀川白鳥湖はその後

に飛来するようになったものであった。 
 ５，６年前、かつての海の口駅はどうなっているのか立ち寄って驚いた。待合室に落書き

ノートが置かれていて、地元の市民から視て、何の変哲もない海ノ口や稲尾の木崎湖畔に、

全国各地から来て「われわれの聖地」だ。もう何回目だとか、また来たいなどこの地域の自

然に魅せられた感動をびっしりノートに書かれていた。 
 それ以来、この集団は清掃奉仕活動をはじめ木崎湖花火大会には積極的に参加協力してい

る。ことしは駅前から「聖地巡りバス」が運行されるようになったのも驚きである。 
 青木湖は静寂の湖として観光協会の売りでもあった。こうした仁科三湖周辺は、白馬や安

曇野にない自然の宝庫に土石採取事業はそぐわない。無傷の肌に刺青（いれずみ）を入れる

ようなものだ。アニメヲタクの方々に学んで仁科三湖にふさわしい地域づくりがあってもよ

いのではないか。それこそ参加と協働で示していきたいものだ 
＜計画での問題点＞ 



１．地元住民を対象とする説明会は中綱だけでよいのか。 

 事業周辺の地域特性を考えると、仁科三湖周辺全体が対象になるのではないか。景観や

環境はじめ中農具川への影響などは、地域住民の生活や産業に関わる問題にも波及し、中

綱だけの問題ではない。特に中農具川は、公魚や木崎鱒などの産卵繁殖に必要な河川とし

て、汚染には細心の注意が必要である。木崎湖の汚染にも発展する可能性もある。 

大町建設事務所では、中農具川周辺の工事の際には漁協や環境団体の同意を得て進めて

いた。ＷＥＢ開示だけでは不十分である。加蔵、青木、木崎湖周辺はもとより市民を対象

にした現地説明会や学習会の開催が望ましい。特に搬出路周辺の環境が説明書や図では分

かりにくい。 

２．交通対策 

   アセス計画も交通渋滞を懸念しているが、交通規制や待避所などの設置が必要になりは

しないか。特に観光シーズンの対策が必要である。ここでの渋滞は、逃げ場がないので、

この地域全体に影響を及ぼす問題点だ。 

３．納得のいく地質調査 

  事業予定地の上部は土石の崩落地で砂防工事が進められており、ＪＲでは土留め工事を

やり直している。中農具川との関連性があるので、この地域の地質の現状調査は厳格にし

てほしい。図１の黒沢高原付近の地質図は非常に分かりにくい。 

４．アンケート 

  資料のアンケート結果には問題点が沢山ある。問１～３は特に利害関係者だからである。

金をもらって原発設置を容認した市町村と同じではないかと思う。客観的に理解できるの

は、むしろ加蔵、青木、木崎湖周辺の関係者ではないだろうか。地元説明会と同じで、対

象地域を中綱という狭い範囲に限定せず、共通の環境基盤に生活している住民を対象とす

る説明会や意見交換、アンケートが必要ではないでしょうか。 

＜おわりに＞ 

 農具川改修や木崎湖の水問題、ゴルフ場設置などの環境問題にはいつも山博の学芸員や関

係者がアドバイスをしてくれたものだ。市立山岳博物館の創設は戦後の復興期に大町の青年

が地域の高校とタイアップして、この美しい自然を将来に残すために自然保護のセンターと

して創設されたものである。山博６０周年の記念講演でも先進的な博物館の取り組みが評価

されていた。市立の博物館だからこうした環境問題には積極的な参加を望むが、市民も山博

に蓄積している情報や人材を活用する.仕組みが必要ではないかと思われる。 

 

ＮＯ１２ 

土砂採取計画地内に添付写真のような表示をつけたオオヤマザクラの木が 2 本あります。 市

の天然記念物に指定している桜ですので、伐採しないよう気をつけてください。 

また、中部農具川が、カワシンジュガイ生息地として県天然記念物の地域指定地になってお

り、カワシンジュガイ、キザキコミズシタダミ（市天然記念物：種指定）が下流には生息し

ておりますので、土砂排水で汚れた水を流さないように対策をお願いいたします。 

大町市文化財センター 島田哲男 



 

※〆切後に提出のあった意見（２通） 

 

ＮＯ１３ 

締め切りがすぎているにもかかわらず、こうして、安易な意見をすることをお許しください。 

私は、今 22才です。あの山を見て育ちました。 

突然ですが・・・知っていますか？ 

最近マダラになってきましたが、あの山には、まあるい頭に目がちゃんと２つあって、立派

な口があります。緑のぎっしりつまった、きれいなきれいな美しい、だいすきな山です。 

私はあの山を、「ガイコツ山」と呼んでいます。小学生の時に母と名付けた、趣味の悪いなま

えです。雪がふってもガイコツ山は、目が２つあって、こっちを見ているんですよ。顔を真

っ白にして、それわもう寒そうにしています。紅葉があると、頬を赤らめているように見え

ることもあります。そうそう、たまに、髪の毛のような木が生えたりしてきて、笑わせてく

れたりもするんです。 

実家に帰省した時、ガイコツ山を見ることで、ほっとしたり、暖かい気持ちになります。 

家族みたいなものです。このさき、この世界で、どんなにすてきな山を見ても、私はあのガ

イコツ山を、1番美しいと言えるでしょう。1番好きだと言えるでしょう。 

それを、奪うのですか？ 

その気持ちごと、わたしから、町から、消してしまうのですか？ 

「しょうがない」で、なくすなんて残酷です。「しょうがない」は、「賛成」ではありません。

削られた山に、どんなに木を植えたって、ガイコツ山は帰ってきません。もう、２度と、会

えないのです。そんな理由か、と思われるかと思います。もしかしたら、こんな意見、意見

にもならないかもしれません。でも、私は、ガイコツ山がだいすきなんです。 

私の生きてきた歳月の、半分を使って工事をする。だいすきなガイコツ山が消えてゆくのを、

そんなにも長い長い時間見ていかなければならない。そんなの、本当に、かなしいです。 

私はあのガイコツ山を、自分の子供に見せてあげたい。変な名前って笑ってほしい。 

だからどうか、なくさないでください。お願いします  
 

ＮＯ１４ 

中綱南側土砂採取事業についての意見です。中綱住民の方々が良いと言うなら仕方ないかな、

と思いますが、できるなら今の景観や環境のままで置いてほしいと思う。夫の意見は観光に

携わる者の立場として、土砂採取事業は百害あって一理なし。ごめんなさい m(_ _)m８月３

１日で締切でしたね m(_ _)m間に合ったらお伝えください。 

 



※ＦＡＸによる意見（１通） 

 

 詳細な計画、アセスを見て残念な気持ちです。木崎岩が良質な骨材になるとは言え自然を

壊してまでやる事業でしょうか？ 

 近隣住民の意見はどうなのでしょう？今後このような事業の先駆けとなるのならさらに議

論を深める必要があるのではないでしょうか。 

 

 

※手渡しによる意見（１通、別紙） 
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