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未来にのこす地下水環境

地下水の塩水化について
　海岸地域において大量に地下水を汲み上げると、地下水と海
水のバランスが崩れ地下に海水が混入します。過剰に地下水を
汲み上げると塩水化が起こります。近年、黒部川扇状地では塩
水化の大幅な変化は見られませんが、今後も注視していかなけ
ればいけません。

黒部市の取り組みについて
　地下水環境を守る取り組みとして、揚水量の規制、節水など
地下水の利用を減らす方法と水田等からの地下水涵養、雨水浸
透施設の整備など地下水を増やす方法があります。
　その中でも黒部市では海岸部にある生地地区の一般家庭に使
用されている自噴井戸に「バルブ」などを取り付けることで、
自噴量を絞る取り組みを続けています。これによって１年間当
たり約65万トンの節水がなされています。
　また、地下水の汲み上げ量を抑えるだけではなく、地下水を
つくる取り組みとして、黒部川扇状地では稲刈り後の水田を利
用し、田に水を張り、地下へ浸透させる涵養を行っています。

皆さんは水道やシャワーを

流しっぱなしにしていませんか？

こまめに蛇口を閉めたり、お風呂

の残り湯を洗濯に使ったりして、

節水することで、未来に地下水環

境をのこしていこう！

事務局：黒部市市民環境課内
〒938-8555  富山県黒部市三日市 1301　TEL：0765-54-2111
協力：立山黒部ジオパーク協会
URL：http://www.city.kurobe.toyama.jp/

黒部川
黒部川は、北アルプスの中央部にあ
る鷲羽岳（2,924m）を源流とする長さ
約85kmの急流河川です。大量に降る
雨や雪は山肌を削り、日本一深いV字
谷「黒部峡谷」をつくりあげました。
黒部川沿いの絶壁を走るトロッコ電
車から見える峡谷美は圧巻です。

宇奈月温泉
黒部峡谷の電源開発を機に大正時代
に開湯した宇奈月温泉は、上流の黒
薙で湧く温泉を約7kmも引いてきて
いる珍しい温泉です。源泉は、88℃
と高温かつ豊富な湯量が特徴で、無
色透明のアルカリ性単純泉のため、
お肌にうれしい条件が揃った「つべ
つべ美肌湯」が自慢です。

天然の生けす富山湾
神秘の海と呼ばれる富山湾には、深海
のホタルイカや回遊するブリ、紅ズ
ワイガニなど水産資源が豊富です。
これは山から川や地下水を通しても
たらされるミネラルによるものとも
言われています。今、世界で最も美
しい湾クラブにも加盟した富山湾が
注目を集めています。

黒部川扇状地
愛本を要として約60度に広がる約
13kmの広大な黒部川扇状地は、直接
海に面しているため最も美しい扇状
地と言われています。本来、水田に
向かない扇状地ですが、豊富な水資
源がそれを可能にしました。春先の
頃に見られる夕日が水田に映る散居
村の風景は格別です。

万年雪・雪渓
鐘釣駅の対岸には、夏や秋になって
とけ残る万年雪が見られ、夏でも凛
とした涼しさを感じさせてくれま
す。豪雪地帯であるために、北アル
プスの谷には、同じように雪渓が
残っています。黒部川の斜面につく
られた剱沢雪渓もその一つで長さは
２km以上にもなります。

氷河
最近、立山と剱岳の直下に御前沢・
三ノ窓・小窓の３つの氷河が発見さ
れました。これらは日本で唯一の氷
河で、黒部川の斜面にあります。北
アルプスに降る大量の雪が、現在ま
で氷河を残してきました。黒部川扇
状地の末端で湧く地下水には、氷河
の一滴が含まれています。

降水量
「弁当忘れても傘忘れるな」の言葉が
あるように、北陸は本当に雨が多い
地域です。特に梅雨前線による大量
の雨は、時には洪水となり過去には
大きな被害をもたらしました。水を
畏れた反面、豊富な水資源による水
の恵みは、この地域独特の水の文化
をつくりだしました。

降雪量
暖かい日本海に吹く冷たい季節風
は、北アルプスに大量の雪を降らせ
ます。世界でもまれな豪雪地帯で、
立山の室堂では最深積雪が多い年に
は8m近くになります。驚くべき事
は、そのほとんどが秋には全て解け
てしまい、水の恵みとなって下流に
もたらされます。
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北陸特有の多くの雨や雪は、山々に降り注ぎ、急流河川と
なり谷を下ります。山をぬけた河川は下流に巨大な扇状
地をつくります。その末端では至る所で湧水が見られま
す。海まで至った水は、水蒸気となって上空にのぼり、
雲がつくられ、再び雨や雪を降らせます。黒部川流域
は、水のめぐり「水循環」を一望できる最適の空間です。
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※番号の説明は中面の「おいしい水をたずねて」にあります。
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※地下水の主な流れ

くろべの水の秘密 年間水収支 おいしい水をたずねて

名水公園の清水［黒部市］…「名水百
選」選定記念の公園。魚の駅「生地」に
も隣接し多くの人で賑わいます。

清水の里［黒部市］…黒部の湧水箇所
の中でも毎分85ℓという豊富な水量
を誇ります。

箱根清水［黒部市］…江戸時代に北陸
街道を行き来した旅人の休憩所を復
元整備しています。

下立の霊水［黒部市］…この霊水は、黒
部川扇状地を水源とする黒部川の地下水
ではなく、山から湧き出る湧水です。

塩工場跡の清水［朝日町］…塩工場跡
地にあるこちらの湧水は海岸近くに面
し、地元の方々に利用されています。

生地の共同洗い場［黒部市］…掘り抜き
の自噴水で、地元の方々が洗い物や飲み
物を冷やすために利用しています。

前名寺［黒部市］…生地の清水の中で
も一番浅い水脈で、深さ１ｍから水が
湧き出ています。

村椿（飛騨）の清水［黒部市］…豊富な
水量と水温の低さ（平均10℃前後）が
特徴にあげられます。

杉沢の沢スギ［入善町］…扇状地扇端
部の湧水地帯にある沢スギは国指定
天然記念物にも指定されています。

高瀬湧水の庭［入善町］…黒部川右岸の
代表的な湧水で、県外からも多くの利
用者が清冽な湧水を汲みに訪れます。

おいしい水の水質要件

地下水の流れ

黒部川扇状地湧水群
　黒部から入善の海岸沿いに
は、至る所に地下水が湧き出し
ており、豊富な黒部川扇状地
湧水群を形成しています。この
地域では清水を「しょうず」と呼
び、かつては浅い地下水を利用していましたが、現在は地
下40mから100m程度の地下水を生活に利用しています。

おいしい水とは
　「つめたくておいしい水」には、それなりの理由があり
ます。黒部川扇状地湧水群の湧水は、冷たく感じる最適な
水温であり、適度なミネラル分や硬度をもつ日本を代表す
る湧水です。まずくなる成分もほとんどないため、おいし
さを際立たせています。
　湧水に含まれる各ミネラルの割合から求められるおいし
い水や健康によい水の要件にも合致しています。

　上の表は「とやまの名水」に選定された黒部市を代表する
「清水の里」「生地の清水」「名水公園の清水」の３箇所の清
水を「おいしさ」のバロメーターに分かりやすく置き換えた
ものです。
　国内でもトップクラスのおいしい水を飲んでみては如何
ですか？

1985年全国各地の優れた湧水や河川の中から100ヵ所の「名水」が選ばれま
した。富山県では４つが選定され、黒部川扇状地湧水群もその一つです。
湧水群を代表して生地の共同洗い場、清水の里、杉沢の沢スギが指定地と
なっています。

「水の王国とやま」の持つ水のきれ
いさ、豊かさあるいは優れた水環
境を広く県内外に紹介することを
目的に、「とやまの名水」66件が選
ばれました。下記の名水の他に、
黒部市では月見嶋の清水、十二貫
野用水、駒冷やし池、黒部峡谷が
「とやまの名水」に選定されてい
ます。

湧水帯の動植物
黒部川扇状地の湧水帯では、年間を通して冷たい
清水が湧き出ており、トミヨを代表とする独特な
動植物環境が見られます。トミヨは体長５㎝ほど
の小さな魚で背中と腹部に棘をもち、冷たい清ら
かな環境に生息しており、美しい自然のシンボル
とも言われています。また、湧水帯には初夏から
初秋にかけて白いウメのような花をつけるバイカ
モなどの水草が繁茂しています。

土砂フィルター
黒部川扇状地の地下は、ゴロゴロした
河原と同じように石や砂、泥の層に
なっています。地下を流れる水は、こ
れらによってフィルターをかけられる
ように有機物が取り除かれます。扇状
地の地質はその多くが花こう岩のた
め、清らかで適度なミネラル分を含ん
だおいしい地下水がつくられます。

黒部市の水道水
黒部市の水道水は地下水を利用して
います。主要な水源がある中坪配水
場は、黒部川沿いに建ち、地下約
100mから汲み上げた地下水を法律上
必要な最小限の塩素を加え安全な水
として各家庭に送っています。蛇口
からいつでも最高級品質のミネラル
ウォーターが飲めるのです。

黒部川扇状地を流れる水の量
は右図のようになっていま
す。山から流れてきた河川流
入量は年間約24億㎥にもな
り、その一部は用水を通して
水田にもたらされます。地下
に浸み込む量は、水道や工業
用などで汲み上げる量よりも
多く、健全な地下水環境が保
たれています。

扇状地で湧き出す地下水は、下図のように、扇状地上流や中央
部から地下に浸透し、かつて流れていた旧河川に沿うように地
下を流れています。黒部川に近いほど河川起源の水が多く、離
れるほど扇状地に降る雨を起源とした水が多くなります。浅い
地下水は比較的速く地下を流れますが、130ｍ以深の地下水は
流れる速度が遅く、
年間で約45ｍしか
流れないため、地
下水は30年程度で
湧き出してきます。

海底林・埋没林
黒部川扇状地沖の海底に、今から１万年前の
切り株が残っています。かつて海面が低かっ
た時代に育った林です。近くには地下水が湧
いており海底にも埋まっていたことから、腐
らずに現在まで残ったと言われています。魚
津埋没林は２千年前のスギの林が片貝川の氾
濫によって地下に埋没したものと言われ、
国指定特別天然記念物に指定されています。

杉沢の沢スギ
沢に沿って広大なスギの林が群生してお
り、そこに生えているスギを沢スギと呼ん
でいます。国内では珍しい平地の湧水地帯
に生育する唯一のスギ林として現在もその
一部が残されています。湧水や地下水の影
響で、山地性や湿地性の植物など多種多様
な植物が自生し、きわめて特異な群落を構
成しています。

はまなす湧水［黒部市］…夏場は海水
浴客で賑わう石田浜近くの石田ポ
ケットパークにある湧水です。
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黒部で見られる多くの名水は、ポンプなどを使わなくても地表まで湧
き出す自噴水と呼ばれるものです。黒部川や田圃などから浸透した水
は、水を通しにくい粘土層や基盤などで押し込まれるため、風船に穴を
空けるように、井戸を掘ると自然に水が噴き出してきます。浅いところ
を流れる地下水は扇状地の末端の谷で水が湧き出してきます。
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水質要件および条件：厚生省「おいしい水研究会」（1985）、橋本ら（大阪大）参照
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※それぞれの清水の場所は、表面のイラストマップ内に番号で表記してあります。
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ミネラル分
（蒸発残留物）

生地の清水 62.8
名水公園の清水 74.3 

生地の清水 10.8
名水公園の清水 14.9

清水の里 51.8 

生地の清水 37.4
名水公園の清水 45.4清水の里 34.4

生地の清水 6.2
名水公園の清水 7.8清水の里 5.9

清水の里 5.5

北アルプスから流れ落ちた一滴が、
名水の里「くろべ」の自然と文化を生み出してきました。
豊かで清らかな名水を求める旅にでかけてみませんか？
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