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岐阜県白川村における地域防災活動の実態に関する調査
～火の番回りと防災水利の維持管理～
Research on Activity of Community Disaster Management in Shirakawa Village, Gifu Prefecture
: Community patrol for fire prevention and maintenance of disaster prevention water supply system
浅田麻記子*・落合知帆**・小林正美***
Makiko Asada*･Chiho Ochiai **･Masami Kobayashi
“Gassho” style houses makes traditional rural scenery of Japan were well-remained in Shirakawa village. People in
the village spend an effort to maintain this traditional house which is vulnerable to fire for a long time. This study
aims to document daily community activities, and clarify its mechanism and people’s awareness which made possible
to maintain the traditional village. Maintenance of disaster prevention water supply system, community patrol for
fires four times a day, participation in the fire fighting group and etc, were done by “Laborer” and Duty system”. It
was confirmed that disaster management activities were continued with "District" based on the obligation and
"Block" which is more flexibility for DM activities. Moreover, disaster awareness had been highly maintained
because the residents actively participated in the activities.
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1. 調査の背景と目的

地によって石川県と人形山によって富山県の五箇山とに区切ら
れた山村である．村の面積のうち，95.7％を山林が占め，山林が

岐阜県白川村は，
日本の原風景を思わせる美しい田園や合掌造
りの家屋が残されていることが注目され，1995 年 12 月に「白川

集落に迫るような急峻なところが多い．このような地勢により，

郷・五箇山の合掌造り集落」
の一部として，
世界遺産登録された．

特に冬期の約 4 か月にわたる積雪や春の雪崩など厳しい居住環

集落を歩けば，田園風景の中に茅葺屋根の合掌家屋が点在し，そ

境にあり，自然災害が多い．また，集落内に残る多くの合掌家屋

れを囲むように水路が配置されており，
農業用水としてだけでな

は火災に脆弱で，過去に何度も大きな火災を経験している．
白川村は 16 地区に分けられ，それぞれの地区は江戸時代から

く，集落や家々を火災から守るために防災対策の一環として，利

続く最小自治単位の「組」によって構成されている．本調査で対

用・維持管理してされてきた．
白川村には「結」に代表される伝統的な相互扶助の仕組みや，

象とした荻町地区は 7 組，鳩谷地区は 3 組，飯島地区は 5 組，平
瀬地区は 12 組により成り立つ．

「地区」や「組」単位での「人足」が現在も存在しており，茅葺
屋根の葺き替えや防災水利の管理は，
そのような昔から続く地域

本調査では世界遺産に登録されている白川村荻町地区とその

社会の仕組みによって行われている．
このような地域の仕組みや

周辺の地区で 2009 年 2 月 14 日～18 日，3 月 3 日～6 日の 2 回に

人々のつながりも山奥の豪雪地域という厳しい環境下において，

わたり，ヒアリング調査を実施し，各地区の組長，伍長など地区

様々な災害から集落や伝統的家屋が維持されてきた 1 つの要因

の状況に詳しい方から一般の住民の方まで，各戸を訪問して約

であると考えられている．

100 人の住民から情報を収集した．ヒアリング項目は主に以下の

しかしながら，白川村に関する研究は，合掌集落の景観
や，世界遺産に関連した観光

3)4)

1)2)注(1)

または「結」に関する研究

4 点である．

5)6)

1)火事の経験や記憶

に集中している．防災に関しては，防災水利の整備に関する研究

2)防災水利に関する活動

7)

3)日常的に行っている防災活動

的に行っている防災活動を記述したものはほとんど無い．また，

4)火事に関する伝承

や放水訓練を取り上げたものはあるが，地域に住む住民が日常

この日常的な防災活動を支える住民の意識や地域の仕組みに関

これらに加えて，白川村の消防担当者，消防団団長，合掌集落を

する研究は見られない．

守る会元会長や白川村教育委員会 OB にもヒアリング調査を行
い，過去および現在の防災活動やその経緯，各機関の役割や連携

そこで，本調査では，地域ではどのような防災活動が日常的に

を確認した．

行われているのかの実態を記述するとともに，
その活動が継続さ
れてきた地域の仕組みや住民の意識の形成について明らかにす

3. 白川村における地域防災活動の取り組み

ることを目的とする．

3－1．火災と合掌集落
2. 調査対象地の概要と調査方法

白川村には火災に弱い茅葺屋根の合掌家屋が多く存在してお

白川村は岐阜県の西北部に位置し，
白山を主峰とする両白川山

り，
村のあちこちに火の用心やたばこのポイ捨て禁止に関する看
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板が掲げられている．昔はどの家庭にも囲炉裏があり，白川村の
合掌家屋では暖を取るために重要な役割を果たしていた．
囲炉裏
の火は絶やされることがなく，
夜間も灰を被せて火種を保ち続け
ていた．そのため，不注意によりたびたび火事が発生した．時に
よっては集落の合掌家屋に次々と燃え移り，
大火となることもあ
った．歴史に残る大火は明治 45 年の「飯島の大火」などが挙げ
られる．
3－2．防災水利とその管理
荻町地区の合掌集落が 1976 年に国の重要伝統的建造物群保護
地区（以下，伝建地区とする）の指定を受けるに当たり，住民の
了解を取り付けるため，
白川村教育委員会が座談会を開催したと

【写真-1】 合掌家屋と放水銃

ころ，
「火事に弱い合掌造りに対する防火を優先してほしい」と
の要望が第一に挙げられた．
この意見を受けて国からの補助事業
として，住民の意向に沿った「放水銃」と「消火栓」が整備され
ることとなった（写 1）
．同時に，防災用の水源確保のために農
業用水を貯水する 600t の貯水槽を設置し，従来から農業用とし
て使われていた水路を活用した，
重力式自然流下システムを整備
することになった．工事は 1977 年に開始され，放水銃 59 基，消
火栓 62 基が地区内に配置され，1988 年に完成した．放水銃は合
掌家屋同士の燃え移りを防ぐために水の膜を作ることを目的と
し，各合掌家屋に 2 基，対角線上に設置された．消火栓は消防ホ

【写真-2】 消火栓（冬期）

ースを近くに設置し，ホースの口径が 65mm と女性でも扱える
40mm の 2 種類が整備された．
これらの防災水利システム整備後の維持管理は，
消防団および
地域住民の手により行われている．
600t の貯水槽とその取水口の
管理は防災水利系統の異なる 1 つの組を除く荻町地区全体で行
われており，夏場は委託を受けた一人の住民が，冬場は 6 つの組
の全戸注(2)が順番に，当番制で行っている．当番には，水路当番
記録ノート，仕事の仕方が書かれたもの，取水口の位置が示され
た地図とともに当番札という木の札が回ってくる（写 3）
．作業
内容はそれぞれ離れた場所にある貯水槽と取水口を塞ぐ落ち葉
などのごみや雪の除去であり，
毎日 1 人または 2 人が約 1 時間の
トが置かれており，
各自がそれぞれ日付と名前を記載するという

【写真-3】 当番の木札
年行われている．
火の番回りは主に食事の準備などで火を使う時

念の入ったチェック体制になっている．
貯水槽からの水路清掃は

間の前後と就寝時の確認のために，
明治時代頃にはすでに行われ

組の寄り合いで日程が決められ，春と秋の 2 回行われている．

ていたとされ，それが現在も継続されている 8）．回数や時間など

作業を行う．
貯水槽と取水口には作業を行ったという確認のノー

消火栓は冬になると，
凍結防止のためにビニールなどが巻かれ

は地区，組ごとに異なるが，現在でも調査した4 地区のほとんど

ることが多く（写 2）
，その周辺は雪かきが行われる．これも地

で行われている．しかし，冬期は積雪や安全性確保などを理由に

区によっては木札が回ってくる仕組みになっている．
他にも白川

行われていないことも多い．
ここではもっともその活動が残って

村には貯水池や防火水槽が存在し，組ごとに管理されている．

いる荻町地区の活動詳細を中心に示す．
荻町地区では，1 日に 4 回の火の用心の巡回が行われており，

荻町地区と同様に，他の地区にも消火栓や貯水池，防火水槽が
整備されており，各組ごとに，掃除や積雪への対策が行われてい

1，2 回目は主に女性が，3，4 回目は主に男性が行う．1 回目は

る．

「火の番回り」と呼ばれ，10 時頃に組内の各戸に「火の用心，

放水銃などのハード面での防災システムの整備が行われただ

大事にさっしゃりや（現在は，火の用心お願いします）
」と声を

けでなく，伝統的に存在する地区や組での活動として，住民が日

かけて回る．2 回目および 3 回目は「小回り」や「夜回り」と呼

常的に防災施設の維持管理を行うことで白川村全体として，
防災

ばれ，2 回目は，夕方 18 時頃に組内を，拍子木（写 4）を打ちな

意識を常に高く保つことにつながっていると推測される．

がら歩く．3 回目は，夜 20 時～21 時頃に昔の修験者が持ち歩い
ていた錫杖（写 4）を路面にあて，引きずり，ジャラジャラと音

3－3．火の番回り

を鳴らしながら各戸を回る．
各戸の玄関前で錫杖をドンと一突き

火災に弱い合掌集落を守るために，
白川村では火の番回りが長
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し，
「火の用心いいかな」と声をかける．4 回目は「大回り」と

【表-1】荻町地区での火の用心巡回の詳細

呼ばれ，各組内に 1 か所ずつ判が設置されており，それをすべて

名称

回り，判を押すことになっている．これにより，荻町の隅々まで
1 回目

巡回出来るようになっている．6 つの判は 1 文字ずつになってお
り，すべて回り終わると「火の用心巡視」という言葉が出来上が

2 回目

る．荻町地区での各巡回の詳細を表-1 にまとめる．1 回目～3 回
目は組ごとに，4 回目は荻町全体で行われているのだが，ヒアリ

3 回目

ング調査を通して，組で行う 1 回目～3 回目の取り組み内容は異
なっていることがわかった．各組の取り組みは表-2 に示す．
4 回目

荻町地区以外にも，鳩谷地区では 3 つの組でそれぞれ夜 21 時
頃に 1 日 1 回の夜回りを行っており，
拍子木を鳴らしながら組内
を歩く．
この夜回りに加えて 2 つの組では月に 1 回昼間に火の用
心の巡回を行っており，これは冬期も行われている．

時間

人員

方法
組ごと．各戸に声かけ．
火の番
11 時
女1
「火の用心，大事にして
ください」
組ごと．拍子木を打ちな
夜回り
18 時
女1
がら，組内を巡回する．
組ごと．錫杖を引きずり
夜回り
20-21 時
男1
ながら，各戸に声かけ．
「火の用心いいかな」
地区全体．拍子木を打ち
ながら，地区内を巡回す
大回り
24 時
男2
る．6 つの判を全て押し
て，巡回の証拠とする．
出所：ヒアリング調査および観察により筆者作成

【表-2】荻町地区における各組の火の用心巡回の取り組み

飯島地区では，5 つの組でそれぞれ夕方 17 時～18 時頃に 1 日

1 回目
「火の番」

2 回目
「夜回り」

A組

○
11:00 頃

○
18:00 頃

B組

○
10:30～
14:00

○
18:00 頃

1 回の夜回りと地区全体で夜 22 時頃に大回りを行っている．こ
の地区では冬期も行っている組もある．また，夜回りの内容は拍
子木を用いることは各組で共通しているが，
声のかけ方や誰が行
うのかは組ごとにそれぞれで取り決められていた．
平瀬地区では，
昔は組ごとに夜 20 時～21 時の間か23 時頃に 1
日 1 回の夜回りを，1 年を通じて行っていたが，10 年ほど前から
行われなくなったところが多い．理由としては，冬場の路面凍結
により危険であることなどが挙げられた．

△

○

D組

×

×

○

E組

×

F組

っていたが，
「寄り合いで火の番回りが合理的でないという意見

○

△
昼から夕方までの間

どの生活環境の変化により長らく休止状態が続いている．
火の番回りは地区や組により活動回数や方法などは多少異な

4 回目
大回り
○
23:00～
24:00

C組

これらの活動に加えて，
昔は少年防火クラブなどの子どもたち
による火の番回りも夕方に 1 回行われていたが，
部活や塾通いな

3 回目
「夜回り」
○
20:00～
21:00 頃
○
21:00～
22:30

×
○
夕方
17:30 頃

○

○

○
○
△
○
10:00～
19:00～
(昼または夜)
14:00
20:00
出所：ヒアリング調査および観察により筆者作成

が挙げられた時もあったが，
そういうことでやっているものでは
ない」
（50 歳代男性）や「火の番回りをすることは，周りの家に
呼び掛けるだけでなく，自分の意識を保つためでもある」
（60 歳
代女性）などからもわかるように，茅葺屋根の合掌家屋が火災に
弱いことを常に住民が意識しており，
火の番回りの活動の持続が
可能となっていることがわかった．また，結婚を契機とした世代
交代など比較的早くから若年層によって伝統的な活動が行われ，
時代の変化に適用した組での活動に対して，地区での活動は「人
足」などを伴う住民への義務を基本とした活動であり，その両方
を同時に行うことが活動を継続させていく上では重要なことな
のではないかと推測される．
他にも女性と男性の活動に時間帯で
配慮がなされていたり，
役割をそれぞれに持たせていることも継
続の要因であると考えられる．

【写真-4】 拍子木（左）と錫杖（右）

3－4．消防団，女性防火クラブの活動
白川村では非常消防である「消防団」の活動が盛んである．こ

ど年間行事も多岐に渡る．
春と秋の年 2 回行われる火災予防運動

れは 2000 年に「高山消防署白川出張所」が出来るまで常備消防

では火元の検査として，消防団員が各戸を回り，消火器の期限や

がなかったことが要因のひとつであるとも考えられる．現在，白

ストーブの配置など6区分29項目についてチェックが行われる．

川村の消防団には消防団長，
副団長のもと本部および 4 つの分団

「この点検は消防団員が家にあがってきて，
ストーブの置き場所

で構成されている．昔に比べて，団員数は徐々に減少してはいる

を注意することもあり，その家の他のこともよく知っている．
」

が，1 世帯に 1 人を目安に男性が所属している．活動内容は火災

（50 歳代消防団員）や「この時は夜に消防団が集会場に集まっ

時の初期消火，行方不明者の捜索，大雨や洪水時の土嚢の設置，

ているので，漬物などを差し入れに行く．消防団には日ごろから

雪かきに加えて，防災訓練，防災設備の点検，夜警，操法大会な

よくしてもらっているから．
」
（60 歳代女性）などの声も聞かれ，

- 44 -

（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 8, 2009 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 8, May, 2009

消防団が火災だけでなく，
白川村の防災全体に大きな役割を果た

土産屋や飲食店に働きに出るようになった．
そのため，
家を守り，

していることがわかる．

初期消火を担い，
火の用心の巡回を行ってきた女性がこれまで通

その他にも女性会の防災担当という位置づけで
「女性防火クラ

りに活動することが難しいという状況も生まれている．
そのよう

ブ」が，消防団の 4 つの分団ごとに 1 つずつ存在する．役割とし

な状況でも，
それぞれの活動が現在も行われ続けているのは速や

ては，消防団の補助や住民意識向上のための啓発であり，消防団

かな世代交代と，
次世代が自発的に考えることを大切にしている

の活動に準している．具体的な活動内容は，消防訓練などの際の

ことが 1 つの要因であると考えられる．

炊き出し，消火器の点検や詰め替え，防火教室，消防訓練，住宅

今後はそれぞれの活動の形成過程や変容の詳細，
それらの要因

用火災報知機の普及などである．防火教室では，消防署指導のも

を調べると共に，
活動と防災意識の関係について調査を継続する．

と，実際に消火器や消火栓の使い方を練習している．ヒアリング
調査を行った大半の女性が
「女性防火クラブの防火教室に参加し，
放水銃や消火器の使い方を習った．
」と答えており，活動が継続
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3－5．防災意識を支える地域のつながり

します．

これらの活動以外にも火伏せの神である秋葉神社や砂崩れが
起こった場所に天龍神社（山神さま）が祀られていたり，災害の

注釈

起きた日にお祭りや特別な火の番回りをしたり，
地域の災害体験

(1) 西山徳明らのグループでは，水ノ江秀子，西山徳明「明治中期の土地
利用にみる合掌造り集落の空間的構成と伝統的景観 －白川村荻町伝
統的建造物群保存地区を事例に－」日本建築学会計画系論
集,No,622,91-96，2007 年 12 月および「岐阜県・白川村荻町における文
化遺産マネジメントに関する研究」１～７を日本建築学会九州支部研究
報告，第43 号2004 年3 月に報告している．
(2)高齢や病気・けがなどにより，作業が難しい世帯に関しては寄り合いの
合意によって，作業への参加が免除されている．

が活動に反映されていることも多い．昔から人々によって，言い
伝えられてきたことも住民の防災意識が根強く形成されている
要因であることがわかった．また，防災無線の各戸配布と毎日数
回の放送，火の用心の看板の設置，毎年公募された防災標語ポス
ターの各戸配布，各戸への消火器設置の啓発など，様々な防災の
取り組みが重層的に行われていることも明らかになった．
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