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もっと福井米を知ろう!

気軽に川で遊ぼう!

もっと福井米を知ろう!もっと福井米を知ろう!もっと福井米を知ろう!

気軽に川で遊ぼう!気軽に川で遊ぼう!気軽に川で遊ぼう!

カッパ調査隊より

実りの秋、味覚の秋。秋はおいしいものがいっぱい・・・。なかでも、最大の収穫はお米。
ふっくら炊き上がったお米は元気の源だよね。でも、毎日食べているお米のこと、どれ
だけ知ってる？ 知れば知るほど、奥が深いんだよ。一緒に探ってみよう。

　　　写真　収穫前　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]　　　写真　収穫前　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]
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福井米を探る

水をろ過?!　田んぼの意外な働き

農林22号（母親）

ホウネンワセ
（越南14号）

西海109号

越南122号 フクヒカリ
（越南96号）

ササニシキ

奥羽245号

ササシグレ

越路早生

ハナエチゼン（越南146号）

コシヒカリ
（越南17号）
農林100号

ハツニシキ ヤマセニシキ

農林1号（父親）

10月12日（日）
　場所 ： 小次郎公園（今立町北坂下）

小次郎まつり

9月20日（土）～21日（日）
　場所 ： 今立町ふれあいプラザ周辺
　　　　（今立町粟田部）

いまだて祭

9月20日（土）～21日（日）
　場所 ： 今庄町今庄

街道浪漫・今庄宿2003年

10月18日（土）～19日（日）
　場所 ： 大野市有終会館
　　　　（大野市天神町）

おおの産業フェア

10月19日（日）
　場所 ： 農村公園・お祭り広場
　　　　（池田町稲荷）

農林ピック・そばフェスタ

11月下旬
　場所 ： 今庄そば道場（今庄町大門）

新そば「収穫祭」

10月25日（土）～10月26日（日）
　場所 ： 九頭竜国民休養地
　　　　（和泉村角野）

九頭竜紅葉まつり

11月上旬
　場所 ： みやま木ごころ文化の郷野外イベント広場
　　　　　（美山町朝谷島）

そばまつりinみやま

11月上旬
　場所 ： 朝日町役場前広場

あさひ産業感謝祭

11月中旬
　場所 ： 三国サンセットビーチ

三国温泉カニまつり

9月下旬
　場所 ： コスモス広苑
　　　　（福井市江上町・御所垣内町）

コスモスまつり

10月4日（土）～5日（日）
　場所 ： 福井県総合グリーンセンター

「木と花と緑の祭典」

10月5日（日）
　場所 ： 松岡公園（松岡町春日）他

まつおか越の国伝説

10月上旬～11月上旬
　場所 ： 武生市中央公園（武生市高瀬）

第52回たけふ菊人形

※日程・内容等が変更になる場合がありますので御確認の上お出かけ下さい。

川の中に展示された写真（市） 川ガキ達に圧倒されるカッパ

「福井は米どころ」と言われながらも、案外知らないその実態。福井が生んだ「コシヒカリ」をはじめとす
る福井のお米の「へぇ～」を調べてみました。読後のご飯の味が、いっそう美味しく感じられるかもしれ
ません!?

 みなさんもご存知の通り、田んぼは水を入
れて、その水が流れ出ないように、土を盛り
上げた畔で囲まれています。その仕組みは、
米作りに適しているだけでなく、雨水や、山
からしみ出る水が、一気に流れ出るのを防ぐ
ダムのような役割をしていて、洪水や土砂崩
れを防いでくれているんだそうです。また、
田んぼの土がフィルターの役割をして、汚れ
た水がろ過されて、川に流れ込んだり、きれ
いな地下水となるというから驚き！　私た
ちの生活にとって、とても重要な存在なんで

水のきれいな所では、食べ物がおいしい！
 お米の主成分はでんぷんですが、アミロースという成分も
含まれていて、私たちが食べて、美味しいと感じるのは、この
アミロースの含量が少ない種類のお米だそうです。福井でも
作られている、コシヒカリや日本晴れは、アミロースの含量
が低いお米。アミロースの含量が低いと、炊いた時に、粘りが
強く、軟らかい、日本人好みのご飯になるそうです。
　でも、その美味しさは、同じ品種であっても産地や気候、栽
培方法によって変わるんですって。よく｢水のきれいな所では、
食べ物がおいしい！｣なんて言うけれど、｢福井のお米がおい
しい！｣と感じるのは、九頭竜川のような大きな川が流れる、
自然の多い環境と、日本海側の気候のおかげなのかも知れま

コシヒカリをルーツにもつお米は、福井で誕生したフクヒカリ、ハナエチゼンだけではありません。ひとめぼれ、あ
きたこまち、ヒノヒカリ、初星などは、県外で生まれたコシヒカリの子どもたち。孫や曾孫に、きらら、はえぬき、キ
ヌヒカリ、夢ごこちなどがあります。どれも人気の銘柄ばかりですね。

コシヒカリのルーツ

　　県産米の種類　作付け面積の多い順

■ 全国で活躍するコシヒカリの子孫

■ グラフで見る福井のお米
　 水稲うるち米の品種別作
　 付見込（平成15年産）

【資料提供】
北陸農政局　福井農政事務所

【資料提供】　農林水産情報センター

福井県の農業粗生産額の中でお米の占める割合は69.8％で、全国で富山に次いで2番目。　　　（H13年度産）■
県内でお米の収穫量が多い市町村は、上位５市町村で、福井市・大野市・武生市・坂井町・鯖江市の順。　（H14年度産）■
県内のお米の10a当たり収量が多い市町村は、坂井町・芦原町・春江町・三国町・福井市が上位５市町村。　（H14年度産）■

1944年新潟農試指定試験地にて交配、翌年種子誕生

1948年に20株を、新潟農試指定試験地よ
り農林省福井農事改良実験所が譲り受
けました。この20株をいろいろ組み合わ
せて繰り返し栽培。1952年「越南17号」が
誕生、1956年に「コシヒカリ」と命名され
ました。同じ品種同士を繰り返し交配さ
せるのは、父親の長所と母親の長所を併
せ持った品種を遺伝子的に安定させる
ため。新しい品種が誕生するまで、実に
12年もの歳月を要するのです。

当然、日本で一番作られているお米。

福井で生まれた酒米。人気の酒米「山田錦」を超えることを期待。

これも酒造好適米に指定された品種。

農林水産省の大型プロジェクト「スーパーライス計画」の中で、コシヒカリの遺伝子に人
為的に変異を起こす方法で育成された「新形質米」。　

お酒の掛米としてよく使われるお米。

植物工学研究所(三菱化学のグループ会社）がプロトプラスト育種の技術から低アミロー
ス突然変異、低タンパク質突然変異を積極的に起こして品質改良し開発された。

全国で３番目に多く作られているお米。ご飯の味と香りの強い品種。

全国で2番目に多く作られているお米。コシヒカリと初星を掛け合わせた品種で、
宮城県で生まれた。

ほとんどを大野市が生産。主に酒米として栽培。福井県が日本一のシェアを誇る。

福井でしか作られていないのかと思ったら、実は全国で13番目に多く栽培されている！

コ シ ヒ カ リ

ハナエチゼン

五 百 万 石

ひ と め ぼ れ

キ ヌ ヒ カ リ

夢 ご こ ち

日 本 晴 れ

ミルキークィー

ン

大 系 5 号

●お米作りの流れ●
春には田植え、秋には稲刈りと、
あちらこちらで米作りの風景が
見られる福井。でも、どんな手順
で作られていくのでしょう。簡単
な流れを紹介します。

ビニールハウスの中で、育苗箱（い
くびょうばこ）と呼ばれる箱に種
もみをまいて、育てます。

① ４月　苗を育てる

冬の間眠っていた、田んぼの土を
掘り返して、肥料を混ぜ、水を張
って、代かき（土を撹拌させて、表
面を平らにする事）をします。

② ４～５月　田んぼの準備

田植え機を使って、等間隔に苗を
植えていきます。この時、苗と苗
の間隔は約30ｃｍ。１㎡に20株（１
株につき３～４本の苗）が目安で
す。

③ その２，３日後　田植え

苗は株分れ（分けつ）をして成長
していきます。田植えの時には１
株につき３～４本だった苗が、分
けつによって、１株の苗が20～
30本に増える頃、約20日間、中
干し（田んぼの水を減らす）をし
ます。

④ ６～７月　分けつ・中干し

分けつが終わると、小さな穂が誕
生します。葉っぱ
の間から顔を出し
た穂先には、小さ
な花が咲いて、受粉。
ここでお米となる
稲の種ができます。

⑤ ８～９月　花の季節

お米が実ると、その重さで穂は垂
れ始め、色も緑から黄金色に変わ
ります。刈り取り用の機械コンバ
インを使って、収穫をします。

①～⑥以外にも、田んぼの水の調節
をしたり、稲が病気にならないよ
うに、必要であれば、追加の肥料
を与えたりと、いろいろな作業が
あります。また、お天気…例えば、
梅雨の長雨や、夏の雨不足、台風
対策など、こまめに様子を見て、
気配りをしなければなりません。｢米｣
という漢字が、88回の手間をかけ
る作物という意味がある事も、納
得ですね。 

⑥ ９～10月　刈取り

コシヒカリ
68.7％

ハナエチゼン
22.8％

五百万石
3.3％

ひとめぼれ
2.3％

キヌヒカリ
1.5％

その他

下記の通り開催されました。
　　7月26日～8月17日：金津創作の森「水辺の広場」
　　8月23日・24日：大野市勝原園地
　　8月30日・31日：足羽郡美山町蔵作　足羽川河川敷
　　　　　　　　　　　　（取材場所：大野市勝原園地）

■ 笹舟

日時 場所平成15年10月4日（土）
雨天決行
午前9時00分～
午後2時00分

主催 ： 社団法人 日本の水をきれいにする会　共催 ： NPO法人ドラゴンリバー
交流会、永平寺町、福井県内水面漁業協同組合連合会　後援 ： 国土交通省、環境
省、農林水産省、福井県、全国内水面漁協連合会、九頭竜川中部漁協組合

第1回全国モデル水源かん養対策
普及啓発大会開催！！

＜笹舟の作り方＞
① 笹や葦などの葉を三つ折にする。
② 両端を3つに分ける。
③ 左右を写真のように組み合わせる。
④ 川に流して遊ぶ。ゴールを決めて、誰の舟が先に到着するか、友達と
　 競争するのも楽しいね。

外遊びが気持ちの良い季節になりました。今度の休日は川原へレッツ･ゴー！
簡単に出来る遊びをいくつか紹介します。用意するのは、川原にある
石や植物だけ。単純だけど、やってみると結構夢中になってしまうはず。

■ 石積み　　

上流や中流の比較的大きな石のあるとこ
ろで平たいものを探してきて、積んでいく。
高く積んだ人の勝ち！
思っているより難しいよ。

■ 石きり
石が水面を何回跳ねるか競う。
小さくて丸く平べったい石を探すのがコツ。
写真のように持って、姿勢を低くして思い切
り投げる。

あなたの川は元気ですか？
　「川ガキ」ってなに？　カキの親戚？　新種の生物？
　「川ガキ」とは、元気な川に生息する生きもの。魚をはじめとする水
生生物が大好きで、川に向かって飛び込んだり、仲間と競い合って泳
ぐなど生態はさまざま。ようするに、川で遊ぶ元気な子どもたちのこ
とです。
　徳島や熊本を中心に、全国の川ガキたちを撮り続けている東京在住
のカメラマン村山嘉昭さんの野外写真展が、7月から8月にかけて福井
で開催されました。大きな布にプリントした表情豊かな子どもたちの
写真を、木々の間につるしたり、水中に沈めたり、岩壁にたらしたりと、
自然に溶け込んだ開放感あふれる野外展示。
　「川ガキたちの写真を通して川に関心を持ち、川の良さを再認識し
てもらうきっかけになれば」という思いから、写真の展示は子どもた
ちが集まるところでやりたかったという村山さん。勝原園地では、越
前町から来た「海ガキ」（？）たちに早速「川ガキ」指導。川での遊び方や
ルールを教えながら、福井の川ガキたちと日が暮れるまで一緒に遊ん
でいました。「昔川ガキだったお父さん、お母さんたちも一緒に川ガキ
になろう！」村山さんのメッセージに、ちょっとだけ川ガキになった
大人が増えた夏の終わりでした。

1 2 3 4

1931年に農林省で育成

▲交配した稲は他の花粉が付かないよう
　に、袋をかぶせて種子を育てます。

福井県農業試験場にある石碑

日本一の良質米品種といえば、我らが「コシヒカリ」。
長い長い歳月を経てようやく誕生しました。

※ 注意
　・子どもだけでは危険です。大人の人と一緒に行きましょう。

　・ダムの放流時に注意。サイレンが鳴ったら川から離れましょう。

　・天候や増水、急流には気をつけて。

　・怪我には充分気をつけて、楽しく遊んでね。

村山嘉昭 野外写真展

…川ガキのいるところ…

川へ行こう！川へ行こう！川へ行こう！

川原の遊び 

▲

吉田郡永平寺町
「永平寺町ふれあいセンター」
及び緑の村山頂記念植樹

九頭竜川水系名水サミット九頭竜川水系名水サミット

平成15年11月16日（予定）

「伝統・先端産業は水環境とどう共存するか」

福井県職員会館

日　時

会　場

発表チーム 6チーム
主催 ： NPO法人 ドラゴンリバー交流会

第2回

記念講演



tel 0776－35－0365（野村さん） いっぽ　にほ　散歩
　狐川流域まちづくり協議会は、狐川を中心とした「人と自然が共生す
るまちづくり」に取り組んでいます。この会は、狐川が流れる社南・社西・
社北と、木田・東安居・豊の６つの地区の住民と、行政、専門家で構成
されています。今年６月の環境月間には清掃奉仕活動を実施。流域の住
民や、流域の会社で働く人たち、約100人が参加して、川底の清掃（古
タイヤ除去や空き缶拾い等）、土手の草刈りが行われました。
　そもそも昭和30年以前の狐川は、水がきれいで、ヨシやマコモなどの
植物が茂り、鯉や銀ブナ、モクズガニやシジミといった魚介類もたくさ
んいたそうです。ところが、時の流れとともに、川は生活廃水などで汚
れて、ユスリカが大発生。そこで平成５年、社３地区による「狐川を美
しくする会」が発足。その活動の輪が徐々に広まって「流域まちづくり」
として、流域の全地区が参加する事となりました。
　目指すは、昭和30年以前の水がきれいで、子供たちの身近な遊び場で
あった狐川の姿。
　地道な活動の成果は、少しずつ表
れていて、ミゾソバなどの植物や、
カルガモなど、自然の鳥の姿も見ら
れるようになったそうです。故郷の
川を大事にしたい、という気持ちは
皆同じ。今後も、一人でも多くの人
に参加して欲しいと考えています。

いっぽ　にほ　散歩いっぽ　にほ　散歩いっぽ　にほ　散歩
…天狗岩ファミリーパーク…

　天狗の鼻のように長く突き出
た奇岩が天狗岩。その天狗岩を抱
くように清らかな渓流が流れて
います。天然釣り場での魚釣りや
水遊びのほか、バードウォッチン
グや昆虫採集なども楽しめます。
９棟ある山小屋風のケビンでは、
ピクニックパーティーやバーベ
キューもでき、緑豊かな和泉村の
自然が満喫できます。秋は、紅葉
も見所です。

住　所：大野郡和泉村後野
　　　　（和泉スキー場近く）
問合せ：天狗岩観光組合
T E L ：0779-78-2266
　　　　0779-78-2033
期　間：5月1日～10月末日
料　金：ケビン（キッチン、トイレ、シャワー、寝具完備）
　　　　1泊1棟（4人用）12,000円
　　　　休　 憩（2時間）  3,500円

狐川流域まちづくり協議会がんばれ！エコ活動
vol.④

NPO法人 ドラゴンリバー交流会編集・お問い
合わせ先

発行
福井河川国道事務所

本誌掲載記事などは、自主取材のほか、原著作権者の許諾を得て掲載しております。いずれも無断転載はできません。

思い出のモノローグ 流域の皆さんの川への様々な想いを
まとめてみました。

　秋といえば台風。かれこれ15年くらい前、彼女と初めて下校することになっ
た時のこと。台風にもかかわらず、お互いの通学路の中間点である堤防沿いを歩
いていました。増水して流れの速い川を横目に「俺がいるから大丈夫」と手をつ
なごうと思ったけど、川の近くは風がものすごいことを忘れていました。彼女は
傘とスカートを支えるのに必死で、会話もろくにしないまま、その恋は玉砕しま
した。水に流してしまいたい思い出です。　　（松岡町・ペンネーム　てけてん）

　小学校の頃は、学校から帰るとランドセルを置いてすぐ河原に向かった。形の

いい小石を集めたり、石を積んで遊んだり、化石を探したり…。夏は川の中で泳
ぎ、秋は河原で遊びと、季節に応じた遊びをしていたな、と思う。大人になると、
釣りでもしない限り川は縁遠くなってしまうものだな…。　　　（池田町　Ｙ子）

　私が、秋になると思い出すのは、中学時代の遠足。川遊びこそしなかったけれ
ど、九頭竜川にかかる大きな橋を、歩いて渡って、緑地公園に行った時のことで
す。橋の欄干にはたくさんの赤とんぼがとまっていて、みんなでとんぼを捕まえ
ました。川の上を吹く風の気持ち良さと、歩いて渡る事で、改めて知った川の大
きさ…今は車でしか通らない橋だけど、ふとした瞬間に、その当時の楽しかった
気持ちを思い出します。　　　　　　　　　　　　　　　（三国町・30代女性）

２００３.９　P４九頭竜川水系情報誌

本誌は、古紙配合率100％再生紙を使用しています。

編 集 後 記

水とわたし 福井市議会議員 　谷出　共栄

　家の前に幅3メートル位の農業用水があります。私が子どもの頃はいつもこの川
で魚を捕まえて遊んでいました。魚は手やザル（竹で編んだ入れ物）で捕まえました。
魚は鮒やナマズ・蟹で、時には大きな鯉（４０センチ程）もいました。特に鯉は台風
で川が増水した後に多くいた記憶があります。黄色いナマズ（子供）も数多く泳い
でいたのを思い出します。これらをバケツに入れて持ち帰り食べました。ナマズは
炭火焼きが美味しく滑りを取るために塩で揉んだものです。
　昭和３０年頃の私達小・中学生は夏休みには毎日、今のようにプールが無いため
近くの七瀬川の渕（水の流れが遅く深い所）で泳ぎました。今では信じられませんが、
堤防の間が３０メートル程あるところを、スリルを求め台風で増水した時に泳い
で渡った時もあります。
　時には紙芝居しながらアイスキャンデー（当時５円）売りのおじさんが来たこと
も楽しい思い出です。

　また、農業用水には水利権といい、水を取る権利があります。渇水期には私の部
落では一つの水車と後はバケツで田に水を入れるだけであり、母親と水汲みをし
たこともありました。
　こうした思い出のある川（用水）も昭和の４０年代になると維持管理費の軽減を
図るため、三面張のコンクリートになり、家の前にいる魚や蜆も農薬や食器を洗う
合成洗剤が普及してきたことから食べられなくなってしまいました。
　今、福井市内に流れている芝原用水（光明寺用水等）も同様な歴史を持っており
ます。私は昨年末まで市役所に勤務しており、河川関係の仕事に携わらせていただ
きました。この中で、福井市は都市化の進展等により、市街地内を流下する底喰川
及び馬渡川が水量の減少、水質の悪化、生物の生息・生育環境の喪失など、都市環境
が悪化してきたことから、潤いある水辺空間を創出すると共に、災害時の防災・生
活用水として活用し、災害に強い街づくりの基盤整備を進める「水と緑のネットワ
ーク事業」にも取り組んでいます。自然と人間が共存できる環境整備が、一日も早
く完成するよう願っております。

　知っているようで知らなかったお米。奥が深くてビックリ。福井
産のお米を福井の水で炊くことがどんなに恵まれていたことかを思い知らされました。
川原での遊びはいかがでしたか？　取材そっちのけで、石積みに思わず没頭し、笹舟を作って
は一人幼いころの思い出に浸ってしまいました。あいにく、石きりは鮎釣り客がたくさんいた
のでポーズだけ。後日、実践に行かなくちゃ。　　　　　　　　　　　　　　　（谷川　みどり）

　カッパは今回「川ガキ展」の同行取材で大野の河原で2日間過ごし、久しぶりに川と親しみま
した。元気な川ガキにもいっぱい出合いました。勝原の河原には庭石になりそうな大きな石が

ゴロゴロ。“売ると幾らぐらいかな…”なんて邪悪なことを、純粋な子ども達の前で考えてし
まったカッパでした。反省…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッパ／坂口　よし子）

　普段から家にあって、毎日のように目にする米。私たちにとっては、米つくりの風景ですら、
珍しくは無いものだけれど、調べてみると知らない事だらけでした。そして、米と私たちの生活、
そして川とが、見えないところでも深い関わりを持っているんだ、という事に驚きました。お
米を作る人、川を愛し、守ろうとする人、たくさんの人達の力があってこそ、おいしいご飯が
たべられるんだなぁ、と感じます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村外　恭子）

今年6月に行われた清掃活動
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