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写真　冬の風物詩　波の華（越前海岸）

カッパ調査隊より

越前がにのシーズン真っ盛り！！みんなはもう、食べたかな？
冬号は かに 特集だ！　みんなが知ってる越前がにの基本から、川との関係まで、
かにの世界をのぞいてみよう～！！

　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]　　[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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越前がにと九頭竜川越前がにと九頭竜川

越前がにってどんなかに？

越前がにはどうやって捕るの？

越前がにってどんなかに？

越前がにを守ろう！！ 九頭竜川と三国漁港越前がにを守ろう！！

越前がにQ&A越前がにQ&A
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A
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1月1日（木）
　場所 ： 味真野神社（武生市池泉町）

越前万歳初舞

1月25日（日）
　場所 ： 勝山市本町通り

年の市

1月下旬
　場所 ： ＜メイン＞アクティブハウス越前
　　　　＜サブ＞越前岬水仙ランド

水仙カニフェア

2月1日（日）
　場所 ： 竹田小学校・中学校
　　　　（丸岡町山口）

第19回たけだじょんころ雪まつり

2月8日（日）
　場所 ： 新保ファミリースキー場
　　　　（池田町新保）

しんせつ池田・能楽の里冬まつり

2月上旬
　場所 ： 道の駅「パークイン丹生ヶ丘」及び
　朝日町立福井総合植物園「プラントピア」

スノーフェスティバルinプラントピア

2月15日（日）
　場所 ： 鵜甘神社（池田町水海）

水海の田楽能舞

2月28日（土）～29日（日）
　場所 ： 勝山市内各地
　　　　（本町通り・後町通り 他）

勝山左義長まつり

※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。

黄色のタグは越前がにの目印！！

　冬の味覚、越前がに。今年も11月6日に、かに漁解禁となりました。
　毎年、初セリが行われる魚市場は、大賑わい。テレビニュースや、新聞紙面で紹介され
る大きなズワイガニの姿は、県内はもちろん、全国的な季節のニュースとして発信され
ます。
　ところで、越前がにが水揚げされる港のひとつ、三国港は、海ではなく、川なのです。そ
う九頭竜川には、漁港があるのです。そこで、今回は越前がに特集！！
　越前がにの基本はもちろん、今まで知らなかった、川との関係を探ります。いっそう美

九頭竜川と三国漁港

かにみそって何？
　かにの甲羅の中のみそは、人間の体に例えると、肝臓・
すい臓にあたります。メスのせいこがにの場合、みその
中にはオレンジ色の「うちこ」と呼ばれる卵巣がありま
すが、「うちこ」のそばに、時々見える白い部分は、オス
から受け取った精子を貯蔵する、受精嚢(じゅせいのう)
です。

 甲羅に付いている、黒いツブツブは？
　かにと同じ場所に生息する、寄生虫の一種「カニビル」
の卵です。「カニビル」は、繁殖の為に、かにの甲羅を利
用するだけなので、食べることに影響ありません。逆に、
黒いツブツブが多く付いていると、長年、海底で生きて
きた証になり、大きく美味しいかにであることの、バロ
メーターとなるのです。

ズボがに・水がにと呼ばれるのは？
　脱皮して間もないズワイガニです。

越前がにの始まりは？
�室町時代の京都では、すでに「越前がに」と呼ばれて
いた記述が残っているそうです。この頃のかには、現在
と同じではないかも知れないけれど、「越前がに」とい
う言葉には、とても古い歴史が隠れているようですね。

越前がにはどうやって捕るの？
　底びき網漁という方法で捕ります。漁場に着いた漁師さんは、
越前がにがいる深さ200ｍ以上の海底に向かって網を下ろしま
す。約1000mのロープが付いている網を、そのまま約1時間ひ
くと、海底の泥の中にいる、かに達が網に入る訳です。

「伝統・先端産業は水環境とどう共存するか」

　一般に、越前がにと呼ばれるのは、「ズワイガニ」のオス。水揚げ
される場所によって、その呼び名は変わり、福井県沖で漁獲、水揚
げされたものだけを、越前がにと呼びます。特に、越前がにが捕れ
る福井県沖は、寒流と暖流がぶつかる、漁場としては最高の場所。
しかも、漁場にも近く深夜1時に出港した漁船は、その日のうち
に生きたままのかにを港
に持ち帰るので、鮮度は
抜群！！だから、全国的
にも、越前がにが美味し
いことで有名で、珍重さ
れるのでしょう。

福井

オ　　ス メ　　ス

石川・富山

京都丹後地方

京都・兵庫
鳥取

越前がに

ずわいがに

間人（たいざ）がに

松葉がに

せいこがに・せこがに

こうばこ

こっぺ・せこがに
おやがに

越前がにミュージアム越前がにミュージアム越前がにミュージアム
　越前がにについて楽しく学べるかにの博物館です。
深海300メートルの海底を再現したジオラマ、越前がにを立体映像でとら
えた海中シアター、明治時代からのかに漁と暮らしぶりを紹介したかに漁
今昔。越前がにの生態や近海の魚たちを探訪する楽しいスポットがいっぱ
いです。紙芝居ならぬ“かに芝居”なんていうのもあって、ちょっと笑えます。
新鮮な海産物が豊富な海鮮市場や、魚料理のレストラン、オリジナルグッズ
満載のミュージアムショップも隣接しているので、越前がにについて学ん
だ後は、ゆっくりと買い物や海の幸に浸ってみるのもいいでしょう。

定休日
火曜日（祝日の場合は翌日）

住所：丹生郡越前町厨71-324-1
TEL：0778-37-2626
料金：大人600円、小人300円

…ここにいけば、もっとかにのことがわかるよ…

　九頭竜川の河口にある三国港は、古くは奈良時代から栄
えた港。しかし、河口港である為、上流から泥土・土砂が流れ
て、堆積し、水深が浅くなり、船の航行が難しくなる悩みを
抱えていました。この土砂の堆積を防ぎ、港を守る防波堤を
作る為、明治政府は、当時、土木技術に優れていたオランダ
から、技術者エッセルと、デ・レーケを招きました。7年の歳
月をかけ、明治18年（1885）に完成。日本で初めての西洋
式防波堤は、120年以上の年月を経た今も、日本海の荒波
に負けることも無く、港の機能維持に貢献し続けています。
平成13年(2001)
に国の有形文化財
に登録され、平成
15年（2003）には、
文化庁諮問機関文
化審議会において、
重要文化財として
指定する答申がな
されています。

冬の白い味方？冬の白い味方？冬の白い味方？
　橋や道路の脇によくみかける緑のボックス。冬が間近に
なると、空っぽだったボックスの中が白い袋で埋まってい
きます。見たことはあるけど使ったことがないという人、結
構いるのでは？　そこで今回は、この白い袋「凍結防止剤」
について調べてみました。
　凍結した路面の氷を溶かす為のもので、素材は塩化カル
シウム。25kgタイプと500kgタイプの2種類あります。氷
点下零度で凍結危険度が高いと判断されるときには、早朝
にトラックで500kgタイプのものを広範囲に撒くそうです。
常設のボックスには25kgタイプが3～4袋入っています。
11月中旬頃から配布。冬の間は定期的に補充され、春にな
ると一斉に回収されます。使い方は簡単、袋を開いて撒くだ
けでOK。すぐに溶解します。ただ、一度開封してしまうと、
外気に触れて水分を吸い込み固くなるので、即効性は弱く
なるとのこと。凍結が強いときには、一気に使用した方がい
いのかも…。
取材：福井土木事務所

　越前がにに禁漁期間があることは、ご存知ですよね。
　オスは、3月20日まで。メスのせいこがには1月20日まで。
大切な海の資源を守るための、とても大切なことです。でも、
海の資源を守るには、海をきれいにする努力も必要です。毎
年、6月に漁業関係者による海岸・港湾の清掃活動(クリー
ンアップ大作戦)や、漁船による、沖合いでの海底清掃など
が行われています。ここで感心している場合ではありませ
んよ！！沖合いにあるゴミで多いのは、水に溶けたり、腐敗
することのない、ビニールやプラスチック製のもの、ジュー
スや洗剤の容器。また、海底には、川から流れ出た廃油が泥
状の塊となって、沈んでいるんです。つまり、私たちが汚し
ているってことなんですよね。一人が出す、ほんの少しのゴ
ミだって、大勢が捨てれば、たくさんのゴミになり、焼却し
たゴミからは、ダイオキシンが出て、河川に流れ出ると言わ
れています。その川から、いずれは海に・・・。私たちがゴミを
減らし、川を守ることが、海を守る事にも、海の資源―越前
がにを守ることにもつながるのではないでしょうか？
　九頭竜川に港を有する、三国の漁師さんたちは、特に、川
の汚れを実感しています。沖合いから、港に近づくと、だん
だんと川の臭いが
してくるそうです。
それは、潮の香り
から、川の匂いに
変わる、というこ
とではなく、確実に、
汚れた水の悪臭な
んだそうです。

●大きな河川沿いの橋
●交通量が多く凍結による危険度の高い橋や道路
●勾配の急な坂道やカーブのきつい道路

九頭竜川水系名水サミット九頭竜川水系名水サミット 報
告

　「第2回九頭竜川水系名水サミット」は、「伝統・先端産業と地域水環境との共存

を探る」とのテーマをつけて、11月16日（日）に県職員会館において開催されまし

た。「なぜ、今、水が問題なのか、水環境の変遷について」と題した福井大学工学部

教授・福原輝幸先生の実践活動をもとにした講演が行われた後、6名の発表者から、

武生の打刃物や漬物などと水とのかかわり、排水に含まれる汚染物質の除去処

理技術や排水の自然への還流、そして環境に配慮した護岸材料やコンクリート

製品の研究開発など、貴重な発表

が行われました。百名を超える参

加者は熱心に資料や映像に見入り、

そして説明に耳を傾けて、水の大

切さというものをあらためて再

認識しました。なおこのサミット

の状況は翌朝の各新聞に大きく

報道されるなど、時宜を得た素晴

らしいシンポジウムとなりました。

第2回

設置
対象

▼

引き上げられた海底のゴミ

西洋式防波堤

越前がにと九頭竜川越前がにと九頭竜川越前がにと九頭竜川

～凍結防止剤～

【 各地方のかにのよび名 】



tel 0776－82－3111（窓口：三国町役場　生活環境課） いっぽ　にほ　散歩
　エコネイチャー・彩みくには、平成14年12月18日に結成された、三国町
の民間団体。現在「彩り豊な自然を育む　ひと　まち　みくに」をスローガ
ンに、三国町が推進する環境基本計画の中心となり、活動をしています。こ
れまでにも、子供たちには紙芝居、大人には不法投棄などで汚染された九頭
竜川の写真展示などを行って、町民に環境保全を呼びかけてきました。自分
の目で見て初めて、私たちの九頭竜川は、こんな状況なのか！と驚く人が多
いのが現状。まずは、その意識の改革を進めたいと考えています。
　三国町は、九頭竜川の流域の中でも、一番下流―河口部分に位置する町。
上流から流れ着くものや、レジャー客の残していくものも含めて、漂流する
ゴミが多く、特に普段の私たちの目線からでは見えないような、陰になる場
所には、たくさんの不法投棄もあります。そして、それらは世界に通じる海
にも流れ込んでいくのです。これは、三国町だけの問題ではなく、流域全地
域の問題です。
　これまで受けてきた自然の恩恵に、少しでも恩返しをする・・・そんな気
持ちで、環境への関心をもってもらえるように、川への関心から、自然全体、
地球全体の環境へと、意識を広げてもらえるように、これからも活動をして
いきます。

いっぽ　にほ　散歩いっぽ　にほ　散歩いっぽ　にほ　散歩
…自然と歴史の中で、美味しいおそばを食す…

　竹田川から程近いところにある「千
古の家」は、茅葺屋根の住宅で国の重
要文化財。住宅の中では囲炉裏に火
が入り、暖をとりながら鉄瓶で沸か
したお湯で入れたお茶をいただくこ
とができます。お隣は、竹田をはじめ
地元のそば粉を、竹田の水でこねあ
げた手打ちそばのお店。コシと弾力
のある麺はクセになりそうな食感です。
おろしそば（650円）は、自家製の大
根とネギがそばの味を引き立てます。
食後に出されるそば湯も絶品。竹田
の水が生み出す上品な甘みがたまり
ません。自然と歴史と美味しいおそば。
素朴ながらも豊かな気分を引き出し
てくれるスポットです。

店　　名
住　　所
T　E　L
営業時間

千古の家のおそば
丸岡町上竹田30－11
0776-67-2111
9:00～17:00

『エコネイチャー・彩みくに』がんばれ！エコ活動
vol.5

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さまざまな想
いをまとめてみました。

　　私が子供の頃。もう４５、６年も前になるのかな？
�その頃は、九頭竜川でよく泳いでたんですよ。川の水も、今よりずっとキレイ
で、川面からは、泳いでいる魚の姿も見えたほど・・・。うなぎ釣りやら、シジ
ミ取りやら、今では考えられない川遊びを、たくさんしました。あの頃の川が、
本当に懐かしいなぁ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50代　男性・
三国町）

　川から程近い場所に住んでいたこともあり、私の思い出はいつも川と共にある。

母に手を引かれ歩いた河岸。父の友人たちが集まって川原で夕涼み宴会。学校帰
りには、家を通り越して川へ道草をした。平和な思い出ばかりだが、父母からは、
堤防が切れた時の恐ろしさと水が引いた後の苦労を聞かされ、命と生活を守るこ
との大変さを学んだ。今、そうした過去があったことを知る若者はどれほどいる
のだろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福井市／N・T）

　子どもの頃、雪が降ると川原が近くにある親戚の家に遊びに行きたくて、ウズ
ウズしていました。ビニール風呂敷片手に土手へ上り、３０メートルほどを滑る、
ただそれだけの遊びでしたが、無我夢中でした。いまでは、川べりの畑をすっぽ
り覆うほど雪が降らなくなってしまったことと、必要以上に怪我に敏感な世の中
になったことで、子どもたちの姿が見られなくなりました。わが子に自然の中で
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本誌は、古紙配合率100％再生紙を使用しています。

編 集 後 記

九頭竜川（鮎）への想い 和  田    昭  十  四
　私の父は昭和20年に戦死しました。その時私は6才でした。
　その父の記憶は殆んどありませんが唯一、かすかに覚えているのが、釣りから帰
りおそらく鮎であったであろう魚が2～3匹入ったオト缶を見せ、「釣れなかった」
と言っていたことだけです。
　そんな父の血を継ぎ、私も高校時代から60才を過ぎた今日まで（一時勤めの関
係で中断）集落の北を流れる九頭竜川での釣りを夏一番の楽しみとしているのも
因縁と思っています。
　その父と私の釣りの証しが残されています。それは、九頭竜川中部漁協発行の父
の昭和14、15、16、17年の「組合員之証」と私の昭和48年から平成15年までの「遊
魚之証」です。父の形見として又私の釣りマニアの証として大切に保存しています。
　さて、九頭竜川の鮎もその間無秩序な工場や生活排水等に汚染され、白く濁り鮎

が棲める状態ではなかった一時期がありましたがそれも規制され、清流九頭竜川
が戻っているのは釣人だけでなく自然と人間の共生を運動の目的としている私達
ドラゴンリバー交流会にとっても喜ばしい限りです。
　特に私の住んでいる上志比村から（発電所の放水地域）永平寺町（鳴鹿大堰）間は
農業用水の発電所等の取水がなく九頭竜川の中で一番川らしい地域で水量も豊富
で鮎にとって格好の岩も多くある鮎つりの最高の漁場となっており毎夏地元より
県外からの釣人（私を含め）が何故鮎つりをするのか？鮎の友つりの「釣れた瞬間
から～釣られた鮎の激しい動きが～細い糸を通し～竿へ～そして竿を振る手元か
ら～大脳～伝わる」その素晴らしい何にも代え難き感触を味わうため川へ入るの
です。1日30匹釣れば最高の瞬間を30回味わえるのです。これが釣人を九頭竜川
に引きつける最大の魅力ではないでしょうか。
　この清流を後世に残すことこそが私達がドングリを植える目的の一つであると
常日頃感じている私です。

　取材をしながら、三国港からサンセットビーチまで。楽しい取材
だなんて思って歩いていたら・・・思った以上に、ゴミが多い！！どこかから流れ着いたであ
ろう、木の枝から、スーパーで惣菜を入れてあるような容器、靴まで・・・トホホ・・・。な
んだか、恥ずかしくさえ思う風景で、川も海も、きれいな方が良い！そう改めて実感しました。
　　　　　　　　　　　（村外　恭子）

　福井の冬といえば、やっぱりカニ！　川育ちのカッパもカニは大好き。でも、ただおいしい、

おいしいって言って食べているだけじゃカッパがすたる。学んで味わう、知らなかったことを
知って丁寧に食する、これです。寒い冬も熱燗と越前がにでホットに過ごしましょうね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッパ／坂口　よし子）

　海岸線をひた走り「越前がにミュージアム」へ。お次はカーブ三昧の山道を上って「千古の家」
へ。なんだかとっても福井を満喫した感のある取材でした。川が教えてくれる自然と福井の魅
力をお伝えする『かわらばん』。私たちの思いは、皆様に届いているでしょうか？　2004年

▲坪川家住宅。隣の建物が受付兼そば処。

〒910-0006　福井市中央3-3-28（敦賀セメントビル）TEL&FAX　0776-23-7004
国土交通省近畿地方整備局

ドラゴンリバー交流会理事

定休日は要確認（1月2月は積雪の
ため休館になることがあります）
「千古の家」入場料は
大人500円　小中学生300円

▲

▲

裏山の貯水槽か
ら溢れる水を利
用した水車。

駐車場脇の禅
字川。小さい
ながらも、豊
かな水が絶え
間なく流れる。


