
「土木遺産シンポジウム in 置賜」
分科会３　土木遺産の保全と活用 - 次世代にどう継承するか -

地域住民と土木技術者の連携による土木遺産の保存 -北海道の一事例から -

北海道教育大学教育学部　今　尚之

１．はじめに -北海道十勝の小さな物語 -

　北海道の東側は道東（どうとう）と呼ばれています。十
勝，釧路，根室といわれる地域は，本格的な開発が始まっ
たのが明治時代後半からで，北海道の中でも若い地域で
す。そのなかでも十勝地方は，豆やジャガイモ，酪農な
どが盛んな地域です。最近では，酪農製品のブランド的
代名詞となった牧場などもありマスメディアへの露出も
多くなりましたが，以前から地道に安心，安全な食材を

つくり続ける農場
も多く，日本の食
料 基 地 の 一 翼 を
担っている地域で
す。

　十勝の春は，雪
解けした，防風林
に囲まれた黒々
とした畑地景観
と同時に，牧草地
に撒く家畜ふん
尿の匂いも特徴の一つです。列車やバスから降り立った
ときに感じる，生々しいそれこそ生き物の香りは，春の
遅い北の大地に命が芽吹き始める証のようにも感じま
す。
　そんな十勝の北の外れにある小さなまちの人たちの，
まちの記憶を次の世代につなげたい，まちの元気づくり
に活かしたいという，つぶやきや想いから始まった取り
組みを紹介します。

２． ひがし大雪アーチ橋りょう群
（１） ひがし大雪アーチ橋りょう群の概要
　「ひがし大雪アーチ橋りょう群」は，旧国鉄士幌線の上
士幌～十勝三股間（1938年開通。1987年廃止。建設時は
音更線）約 20km の区間に現存するコンクリート製の大
小 60 橋のアーチ構造の橋りょう群を通称するものです。
橋りょう長が 100m前後が４橋，最大径間は 32mが１橋

（写真１：音更川第３橋りょう，写真２：タウシュベツ川
橋りょう）など，建設当時，国内でも有数の大型コンク
リートアーチ橋りょうが建設されました。
　これらの橋りょうは，大雪山国立公園内の北海道河東
郡上士幌町糠平・三股地区に点在しています。山間部に

あり，大雪山国立公園内のため，地縁的な活用主体もそ
れほど期待できない土木遺構でした。
　上士幌町は十勝圏域の北端に位置する中山間地で，町
の北部が大雪山国立公園です。町人口 5,892 人（1999
年）。畑作・酪農業を主要産業としています。2011年に開
町80年を迎える北海道内でも若い町です。周辺都市には
帯広市（人口約 17万人，町の南約 40km，車で約 50分）
があります。
　1987 年の旧国鉄士幌線廃止から 10 年経過した 1997
年頃旧国鉄清算事業団の解散を前にした財産処分におい
て大型のアーチ橋りょうの除却が予定されました。上士
幌町は第三者傷害の発生や将来にわたる維持・管理費，解
体撤去費の負担等の問題から，アーチ橋などの構造物を
含めた線路敷地の取得には強い難色を示していました。
しかし，橋りょうを上士幌の地域の記憶として残したい
という住民の保存活動が立ち上がりました。活動母体
は，地域理解・まちづくり資源探しに取り組む生涯学習ボ
ランティアグループでした。彼らは，上士幌町教育委員
会とともに，生涯学習事業として地元学に取り組みむな
かで，保存活動を展開しました。そこに，土木工学の専
門家らの協力を受けることで，地元住民による保存会が
組織され，質の高い保存活動が展開しました。
　このような地域住民主体の活動を受けて町行政当局の
理解が進み，また財産所有者である国鉄精算事業団の理
解と協力により，1999 年秋には上士幌町がコンクリート
アーチ橋を取得することになりました。そして，翌 2000
年には大型の橋りょうなどが登録有形文化財となりまし
た。次いで，2001年には北海道の北海道遺産に選定され
ました。
　現在，地元上士幌町に活動拠点を置く「NPO 法人ひが
し大雪アーチ橋友の会」が主体となって，保存や利活用
に積極的な展開を行っています。
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写真１　十勝の農村風景

ひがし大雪アーチ橋りょう群

地図１　アーチ橋りょう群の所在

新たな北海道総合開発計画に関するシンポジウム
「ほっかいどう学(北海道学)」の展開に向けて



（２） ひがし大雪アーチ橋りょう群の建設経緯と土木構
造物としての特徴

a） 建設の経緯
　旧士幌線（建設線名：音更線）上士幌-十勝三股間は，
沿線の森林資源，鉱物資源の開発，搬出を主目的として
1934（昭和９）年より工事が開始され，1938 年に開通し
た，上士幌駅-十勝三股に至る延長 37.9kmの路線です。
この路線は，最急勾配が 1,000 分の 25，最少曲線半径が
200mの山岳路線でした。特に，第二工区の清水谷-糠平
間，第三工区の糠平-幌加，第四工区の幌加-十勝三股間
は，音更川の渓谷による急峻な地形のため，数多くのコ
ンクリートアーチ橋りょうが建設されました。
b) 構造物（コンクリートアーチ橋）の特徴
　旧国鉄士幌線における主な橋りょうの所在と簡単な諸
元を図１に示します。アーチ径間は大部分の橋りょうで
10m 以下でありアーチ部は無筋です。また，第三音更川
橋りょうの河川横断部は 32m，第五，第六音更川橋りょ
うの河川横断部が23mと径間が長くそれらのアーチ部に
は鉄筋が使用されています。30m の径間を越える鉄筋コ
ンクリートアーチ橋の建設は第三音更川橋りょうが初め
てでした。また，旧第四音更川橋りょうでは，河川横断
部分で鋼製鈑桁が使用されました。なお，第三音更川橋
りょう，第五音更川橋りょう，十三の沢橋りょう，勇川橋
りょうなどが国の文化財として登録されています。
　旧国鉄士幌線で，コンクリートアーチ橋りょうが採用
された大きな理由ですが，①建設コストを低減し，今後
建設が見込まれる地方閑散線区での建設事例とするこ
と，②周辺景観との調和であることが，当時の工事記録
（「音更線混凝土拱橋工事概要」，「音更線建設要覧」）など
に記載されています。

３． 地元における保存・利活用に向けた取り組み
（１） アーチ橋りょうの保存問題の発生
　旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋りょうの保存問題
は，国鉄清算事業団の解散に伴う財産処分によって，お
よそ 20km の区間に点在し群として残っている大型のコ
ンクリートアーチ橋りょう構造物の除却が予定されたこ
とにはじまりました。
　一部住民有志から保存への取り組みが要求されても，
財政規模の小さい町としては，第三者障害の発生や将来
にわたる維持・管理経費そして解体撤去費を負担するに
は苦しい事情がありました。また，理事者，行政担当者
においては近代化遺産，産業遺産，土木遺産そのものの
認識はなく，理解が進んでいなかったために，積極的な
調査や対策もなされませんでした。
　このような現状の中で，生涯学習によるまちづくり活
動に積極的に取り組んできた有志グループから，保存会
活動として組織化の必要性が認識され，保存会を中心と
した保存活動が展開されました。

（２） 住民主導と土木関係者の支援による保存活動，生
涯学習行政の支援

　地元有志による保存への関心は 1996 年夏頃から始ま
ります。アーチ橋りょうを始めとする旧士幌線の土木構
造物の保存活動の流れについて表１に示しました。

　上士幌町での地元有志のつぶやきと想い，それを形と
することを目指して繰り返された学習会活動は 1997 年
10月 30日の「ひがし大雪鉄道アーチ橋保存会」の設立に
つながりました。保存会は結成後半年にわたり保存に向
けた署名活動を行い，さらには，町内のみならず十勝管
内中心の帯広市や旧士幌線沿線の音更町，士幌町など近
郊の市町において写真パネル展示を開催，各地に向けて
広く周知しました。さらに上士幌町教育委員会の協力を
得て，町教委の生涯学習事業にアーチ橋りょう群の理解
を深める事業や行事を取り入れてもらいました。このよ
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うな取り組みにより，保存会は会員600名，署名6,000筆
を集めるに至りました。
　これらの活動に先立ち，保存会の設立と前後して，土
木工学研究者，土木技術者らから構造物の工学的な現状
の説明，保存において将来発生するであろう技術的な問
題の解説を受けるなど，アーチ橋りょう群の価値，さら
には構造物の成り立ちや地域産業とのかかわりなどにつ
いて学習会が繰り返し持たれました。
　この学習過程の中で，地元にとってかけがえのない遺
産であることの理解が進みました。行政からのトップダ
ウンで保存が進んだものではありません。住民が市民活
動として主体的に保存に取り組み，同時に行政の理解者
とともに協働して保存活動が進めたのです。
　特に，保存活動を支えた多くの人たちは，上士幌町が
推進してきた生涯学習事業の一つの「タウンカレッジ」の
受講生でした。生涯学習の成果を社会に還元するため
に，上士幌をより深く理解し，まちづくり資源の発掘を
目指した「地域の宝探し活動」に取り組む人たちでした。
　さらに，土木構造物の保存・活用では土木専門家の対応
は冷淡であると言われることが多いのですが，行政の依
頼でもない一民間団体からの要請に応え，協働して保存
に向けて活動したことは特筆されるでしょう。
（３） コンクリートアーチ橋りょう群の利・活用に取り

組む団体の結成とその活動取り組み
　保存会の活動が功を奏して 1998（平成 10）年には鉄道
跡地譲渡の他コンクリートアーチ橋りょう33橋と隧道１
を上士幌町に現状のままでかつ条件付きで譲渡すること
が決まりました。その結果国鉄清算事業団は撤去費相当
額（28橋りょう分 261 百万円）を支払い，上士幌町は「上
士幌町旧士幌線コンクリートアーチ橋保存基金条例」を
制定，基金に撤去費相当額を積み立て，上士幌町による
保存がなされることになりました。
　このような町行政の展開に対して，保存会はその役割
を終えたとして発展的な解消をしました。そして，保存
することを目的とする活動よりも，利・活用を考え，実践
することから，アーチ橋りょう群のまちづくり資源とし
ての価値をより高め，そのことが保存につながるとの認
識のもと「ひがし大雪アーチ橋友の会」が結成（2000 年）
されるに至りました。
　友の会の活動ではアーチ橋りょう群を地域の歴史資
源，景観資源と再確認することからはじまりました。会
員による現地踏査と写真台帳作成等に取り組み，その結
果をもとにした探訪マップの作成，活動を支援する写真
家による絵はがきの作成，インターネット上にホーム
ページを開設，ニューズレター（友の会だより）発行，北
海道内各地での写真展の開催，観光ツアーへの組み込み
の働きかけなど，コンクリートアーチ橋りょう群の知名
度向上と友の会の活動周知に取り組みました。
　さらに，アーチ橋りょう周辺の草刈り，ごみ拾いなど
の環境美化活動を定期的に開催し，アーチ橋りょう群の
探訪ツアー（遠足会）を年４回開催するなどアーチ橋りょ
う群に親しむことを目的とした活動を積極的に展開して
います。

　また，調査研究活動として2002年には碓氷峠の構造物
群の視察，九州各地のコンクリートアーチ橋りょうの保
存，利・活用状況の視察などが行われました。
　これらの活動資金ですが，古いデータですが2000年度
の実績は 120 万円（会費 50 万円，町補助 60 万円，その
他 10万円）です。友の会会費収入の他「上士幌町旧士幌
線コンクリートアーチ橋保存基金条例」にもとづく基金
の運用益金から活動補助支援を受けています。さらに，
各種財団や公益信託などの活動助成に積極的に応募して
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図４　保存に至る流れと関係する人たちのつながり



います。例えば，大成建設公益信託からの助成金などで
す。友の会の活動では，自主財源以外の財源確保にも積
極的であるところが特徴です。これは会員への連絡通信
費で会費収入が費やされてしまうため，事業実施のため
に外部資金の導入が不可欠なためです。
　そのほか，友の会主催の各種行事後援などの行政支援
も行われています。
　以上のような住民主導の活動は，アーチ橋りょう群の
構造物のスケールの大きさ，歴史的環境，国立公園内に
所在する自然環境などが評価され，2001（平成 13）年に
は北海道が主催する「北海道遺産 25選」に選ばれました。
　現在，友の会はＮＰＯ法人となり，旧士幌線の線跡を
含むアーチ橋りょう群の利・活用のマスタープランづく
りや，上士幌町のみならず，環境省，あるいは北海道開発
局帯広開発建設部と連携をして，遊歩道の整備や案内看
板の設置などに取り組んでいます。また，旧糠平駅構内
で線路を再設置して保線用のトロッコを走らせるなど話
題づくりにも取り組んでいます。
　さらに，NPO 法人となったことで，町から施設の管理
委託を受けることもできるようになりました。現在，旧
糠平駅構内に設置された鉄道資料館の管理，運営を受託
しており，企画展示などにも取り組むことから一定の入
場者数を確保し，糠平温泉街の観光施設の一翼を担って
います。

４． ひがし大雪アーチ橋りょう群保存活動の評価
（１）　生涯学習による活動萌芽に向けた意識づくり
　町教育委員会の生涯学習施策が後押しする形で，地域
の歴史的文化的資源への関心が高まり、それがアーチ橋
りょう群の保存運動へ結実しました。
（２） 地区外を含む多様な市民の関わりによる活用メ

ニュー
　従来活用の対象とされなかった遺構に対し、多様な活
用メニューが，多様な市民のかかわりによって提示され
ました。また地区外からの市民のかかわりによって，地
元の関心が高まるなど，非地縁的な活用主体の存在と可
能性を示しました。
（３） 専門家との協働
　土木工学の専門家との協働により，対象遺構の価値勉
強会の開催と保存意義の理解増進が進みました。さら
に，保存活用のための評価書作成，維持管理・将来除却費
用の積算等をふまえた保存活用提案を専門家の協力に
よって作成し，町行政当局に提示しました。友の会に移
行した後も，洗堀防止工の破損から取得されなかった第
六音更川橋りょう保存では専門家の調査結果を活用する
など常に専門家と協働しています。また専門家がボラン
ティアで活動に参加しやすい環境を作っています。
（４） 活動の継続的発展
　住民による保存活動主体が継続し，活用主体へ移行し
たことから，対象資源に対する知識や保存活用上のノウ
ハウが蓄積されるなど，活動段階の継続的発展が見られ
ます。
（５） 外部資金の積極的な導入

　友の会ではマップ作成や先例地視察研究などの事業で
は積極的に外部資金を獲得しています。運用益金による
町の補助にいたずらに頼るのではなく，できるだけ自立
して活動する方向を常に探ることは，行政と程よい距離
を保ち，アドボカシー活動を目指す上で必要なこととい
えます。
○　合意形成に向けた手法の呈示
　対象が建築物等に比べて価値観が形成されにくい遺構
でした。山間部に点在している鉄道施設ということで住
民の幅広い関心が薄く，活動に参集した住民も保存に対
する意識の幅が多様でした。このため意識共有化と保存
の合意形成を目的として AHP 手法の導入が行われまし
た。その結果，各自の価値観が整理され、共有化への糸
口がつくられました。そのことから，価値観形成が困難
な対象に対する合意形成手法が示されました。

５．まとめ
　上士幌町役場に電話をかけると「はい。元気まち，上士
幌です。」と朗らかな声が，交換から聞こえてきます。自
力で守った土木遺産が，過疎の町のコミュニティに元気
を与えてくれたように思えます。
　また，上士幌町では，市街地の商工関係の方々と，農村
地区の方々が一緒に課題解決にあたることは少なかった
のですが，アーチ橋保存では手をだずさえて，署名集め
や学習会の実施，パネル作成に取り組みました。いつし
か，「山の人」「街の人」の距離感は薄まり，「山の人」と
「街の人」がともに地場産品の野菜市などを企画するよう
になりました。
　鉄道廃線後各地に建設された鉄道記念館などは訪れる
人も少なく寂れているものがほとんどです。上士幌町の
鉄道記念館には毎年多くの人が訪れ，アーチ橋探訪のビ
ジターセンターとしても活用されています。
　地方の高校は少子化のあおりを受け，生徒の数が減っ
ています。統合，廃止の議論も行われています。そのな
かで，北海道立上士幌高校は，生徒が元気です。元気な
先輩を見て，地元中学校の生が進学先として選んでいま
す。ほかの地域からも進学してきます。この上士幌高校
の生徒たちが，2008（平成 20）年，自分たちで観光ツ
アーを企画し，ガイドにチャレンジをしました。この頑
張る先輩たちの姿は，後輩たちにとても良い目標となっ
ていることは間違いありません。
　大雪山系の森林資源の開発に貢献した旧国鉄士幌線
は，時代の流れ出その役割を終えましたが，そこに建設
されたコンクリートアーチ橋は，北海道開拓の歴史を伝
えるだけではなく，町の人々のつながりやきずなをさら
に育ててくれたようです。
　そこでは，主体的に志を持って活動した住民の方々と
同時に，それに応える真のシビル・エンジニア＝土木技術
者の姿を見たように感じています。
　「開発」とは埋もれている資源を有用なものとすること
です。上士幌の事例に，「開発」の言葉が持つ意味を見い
だすことができるのではないでしょうか。
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