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福井 ･大野巡検
藤
夏休み も終わ りに近づ く 9月 1日,東京駅始発
の ｢
ひか り｣ に乗 り込み約 4時間余 り,私たち地
理学科 3年生の一行は福井に到着 した｡
福井は繊維産業が盛んであ り,古 くは絹織物 で
栄え,現在 では合成 織 椎 の一 大産 地 で あ る｡ 初
日,最初に訪れた福井県立博物館では ,福井県の
自然環境 ･社会環境 に関す る展示が フ ロアごとに
あ り,その中で も福井の放維産業 の流れが数 々の
展示品 とともに説明 してあ り,非常に興味深 い も
のだ った｡
次に福井市役所都市計画課を訪問 し,福井市 の
都市計画 ,と くに駅周辺 の再開発についての レク
チ ャーを していただいた｡
そののち私たちは班行動に うつ り,それぞれ市
内で聞 き取 り調査を行 った｡私たちの班は ,福井
の織維工業 に興味を持 っている人が多いため ,級
協会館に出かけた｡突然何 の連絡 もな く押 し掛け
た失礼に も拘 らず ,職員 の方は資料な ど出 しで 下
さ り,私たちの質問に も快 く答 えて くだ さった｡
お話に よると織維産業は一般的には斜陽化 してい
ると言われ ているが ,新合繊 な ど新 しい献経 の開
発で福井の織維工業 はまだ まだ発展 の好材料があ
るようだ｡が ,一方 でははかの工業に転換 してい
く零細織維工場 もあるとい う話であ った｡
2日目の早朝 ,福井市 内か ら列車でお よそ 1時
間の大野市 に行動の舞台を移 した｡豊かな 自然に
恵 まれた場所 で ,日本名水百選に も選ばれた とい
う『
御清水』が地下か らこん こん と湧 き出ている
すぼ らしい環境 である｡大野市役所水道課では ,
その地下水資源について レクチ ャー していただい
た｡ また ,古都を感 じさせ るこの土地 に も,上下
水道建設や工場誘到な どをめ ぐって市民に考 え方
の対立があることを知 った｡
午後は,市 内有数 の織維工場である稲 山織物 を
見学 した｡工場 内には多数 の 自動織機が並 び,も
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のす ごい速 さで布を織 っていたのに驚いた｡現在
では ,付加価値 の高いスポーツウェアな ども生産
してい るそ うである｡
その後 の班別行動では,私たちの班は野 田佳江
氏宅 を訪問 した｡野 田氏は ｢
水の会｣ とい う観織
を運営 し,地下水の現状調査 な ど盛 んに活動 して
お り,私たちに も大野の地下水 の大切 さを切 々と
語 って くだ さった｡

3日日は ,早朝か ら名物 の朝市に行 き,売 り手
のおばあさんたちに聞 き取 り調査を行 ったが ,請
に乗 って新鮮な野菜を買い込 んで しまった｡別 の
班は , コンニ ャク製造の荒子商店を見学 した｡
JA大野では ,大野 の農業 につ いて お話 を して
いただいた後 ,バスで移動 しカン トリーエ レベー
ターを見学 した｡米だけでな く､里芋 ,イチ ゴな
どが年 間を通 して収穫 され るそ うで,大野市 の農
業は健在であると感 じた｡
続 いて南部酒造 とい う造 り酒屋 を訪問 し,土地
の酒米 と地 下 水 を使 った 日本 酒 につ いて お話 を
伺 った｡他 の班はその間に豆腐製造 の田中食品 ,
河原酢店 ,竹 田醤油店に聞 き取 り調査を行 な った｡
この ように ,大野市 の産業 は,工業 ,農業 ,食品
製造な ど地 下 水 に大 きな重 要性 が あ る こ とがわ
か った ｡

4日目は ,越前打刃物 ,和紙 ,眼鏡会館 と武生
･鯖江 の地場産業を見学 した後解散 とな った｡
巡検 を通 じて ,大野の人 々が 自然に恵 まれた豊
かな環境に対 して誇 りを持 ってい るのが 印象 的
だ った｡ しか し,その地下水 も近年乱用に よって
減少 し,さらに工場 の建設な どで汚染 され る恐れ
があるとい う｡ 自然環境保護 と経済発展 のバ ラン
スを円滑に とってい くことがいかに重要 な課題 で
あるか ,地域住民 と接す ることで具体的に よ くわ
か った ｡

(9月 1‑ 3日 杉谷教官指導)
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