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～自然との共生 地域とともに～

あらかわ

荒川の自然を記録するプロジェクト

荒川 さくら橋から吾妻・安達太良連峰を望む



●身近にある自然・環境に対する
環境意識を高める

●荒川、そして周辺地域の風景を
記録として写真に残す

●荒川の歴史や景観的資源を
後世に伝える

荒川は、福島市民にとってかけがえのない財産です。

私たち福島キヤノンは、その日本一の清流「荒川」の隣に位置しています。

荒川周辺地域には魅力あふれる景観、憩いの場がたくさんあります。

荒川は人と共に生きる福島市民のシンボル的存在です。

そんなきれいな荒川の自然や風景そして歴史を後世に伝えたい、

そんな思いがこのプロジェクトのスタートです。

「あらかわ」ってすばらしい、
「ふくしま」ってきれい。

そして、明日のために・・・

福島キヤノンでは、2009年に荒川とその周辺地域をカメラに記録する「荒川の
自然を記録するプロジェクト」をスタートさせました。

活動から5年目を迎え、私たちの手元にはきれいな写真がたくさん集まりました。
改めて「荒川」はすばらしい、「福島」はきれいだと感じています。

このプロジェクトを継続し、想いを継承するため第二版を発行します。
そしてより身近な存在の冊子にしたいという思いから、冊子の名前を「あらか
わ」としました。



荒川の位置

福島市
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荒川は、2,000m級の吾妻連峰東吾妻山高山に
源を発する全長29.7ｋｍの一級河川です。
急峻な谷を駆け下り、水源から阿武隈川まで高
度差約1,500mを東鵜川、塩の川、須川等の支
流と合流し、福島西部地区の扇状地を一気に流
れ下り、御倉町で福島市の南北を流れる阿武隈
川に注ぎます。
荒川はその名の通り昔から暴れ川で、豊かな大
地を育む一方、大雨による度々の洪水で流路の
変更を繰り返してきました。
福島キヤノンでも1998年の台風5号の影響で
工場が冠水しました。荒川の流れはそれぞれの
地域でさまざまな表情を私たちに見せてくれま
すが、そこには沢山の人々の努力と思いがつ
まっています。

◆豊富な土木遺産
社団法人土木学会がおこなっている「選奨土木
遺産認定制度」において、2007年10月「荒川
流域治水・砂防事業」が土木遺産に選ばれまし
た。この「選奨土木遺産認定制度」は、土木遺
産の顕彰を通じて、歴史的土木構造物の保存に
資することを目的に、2000年からおこなわれ
ています。

この「荒川流域治水・砂防事業」には地蔵原
堰堤や水防林・霞堤群など5つの土木工事群
が含まれ、「近世からの治水事業と、大正・
昭和期の砂防堰堤群等の事業とが融合した治
水砂防システム」として評価されました。

◆希少な生き物の宝庫
荒川流域には四季を通じ、さまざまな生き物
が生息しています。野鳥では留鳥のカワセミ
や冬に飛来するマヒワが観察できます。水生
昆虫は、カゲロウやサンショウウオ、沢ガニ
などが生息しています。陸上生物のリスやカ
ブトムシなども生息し、緑豊かな自然がまだ
まだ残っています。

◆荒川流域の野草と樹木
上流域は国立公園の一部となっていて自然保
護が行き届いており、県花の吾妻白山八重
シャクナゲやワタスゲ、イワカガミなど高山
植物が多く見られます。また、中流域でも
春にはシュンラン、秋にはリンドウなどの花
が見られます。

緑豊かな自然と歴史的な遺産！

荒川の魅力
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コイワカガミ

トウホクサンショウウオ

カブトムシ

白山シャクナゲ（八重咲）



⑥仁井田橋

⑤西大橋

⑦さくら橋

①信夫橋②あづま橋③八木田橋

⑨荒川橋⑧日の倉橋 ⑩あづま公園橋
⑪小富士橋

④上八木田橋

◆水質日本一の荒川

平成24年の国土交通大臣管理区間163の
一級河川水質調査の結果、３年連続で荒川
が 水質 ラン キン グ全国 一位 とな りま
した。過去にも、平成16年､19年､20年､
22年､ 23年､日本一に輝いています。

◆荒川にかかる橋梁

荒川にかかる橋梁も見事な景観です。
江戸時代、福島城直前の荒川には本格的な橋は存在
しませんでした。明治18年には木製橋から石橋に架
け替えられ、これが13連の眼鏡橋で有名な信夫橋で
す。信夫橋は日本百名橋に指定されています。時が
経ち、自動車の交通量が増え、荒川にかかる橋梁は
11橋に増えましたが、橋梁の雄姿も個性的で味わい
深さを感じます。

平成16年全国一の記念碑
（荒川橋下流右岸）

水質日本一の荒川、橋梁との景観！
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◆荒川の定点撮影
荒川の上流・中流・下流域について、堰堤・橋をポイントに定め撮影していきます。

● 荒川の上流（荒川遊砂地 砂防堰堤～小富士橋）
● 荒川の中流（あづま公園橋～仁井田橋）
● 荒川の下流（西大橋～信夫橋）

◆荒川周辺の景色
土湯温泉周辺から荒川下流部の市街地までの区間の中で、荒川を基点とした周辺の
生活観、建造物、自然豊かな表情を撮影していきます。

土湯温泉、男沼・女沼、天沼のへつり、大暗渠砂防堰堤、地蔵原堰堤、アンナ
ガーデン、水林自然林、四季の里、慈徳寺の種まき桜、あづま総合運動公園、
民家園、福島キヤノンと周辺、桜づつみ公園、など。

～ 写真（撮影・記録）のポイント ～

････ 私たちはこんな写真を残していきます！ ･････

荒川定点撮影

中流域

あづま公園橋 ～仁井田橋

桜づつみ公園

あづま総合運動公園

民家園

四季の里水林自然林

アンナガーデン

土湯温泉

女沼

福島キヤノン周辺

地蔵原堰堤

天沼のへつり

大暗渠砂防堰堤

4
13

115

福島駅

慈徳寺

荒川

阿武隈川

荒川上流域
荒川遊砂地 砂防堰堤

～小富士橋

下流域

西大橋～信夫橋
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大暗渠砂防堰堤下流域は、水が少ない時は流
れがおだやかですが豪雨時は流れが一変する
こともあります。

■ 小富士橋（小富士橋より上流域を撮影）

荒川上流（荒川遊砂地 砂防堰堤～小富士橋）

だいあんきょさぼうえんてい

■ 地蔵原堰堤（右岸より撮影）

地蔵原堰堤は、暴れ川である荒川の洪水対策
と流出する土砂を食い止めるために大切な役
目を担っています。日本土木学会の選奨土木
遺産に認定され景観のすばらしい所です。

※中央の茂み、樹木が伸びてきました。
増水時には右岸も水の通り道になります。

小富士橋の袂に水林自然林があります。
秋には、芋煮会で賑わいます。

2009 2013

荒川の定点撮影（2009年-2013年比較）

■ 大暗渠砂防堰堤（付近より撮影）

上流
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■ 日の倉橋（日の倉橋より上流域を撮影）

■ さくら橋（さくら橋より上流域を撮影）

荒川中流（あづま公園橋～仁井田橋）

※中央の水の通り道が鮮明になってきました。
左岸には県営あづま球場が見えます。

※右岸、左岸は緑の茂みが多くなってきました。

※左岸よりの流路が、2012年河川河道整正され、
中央ラインを流れるようになりました。

■ 荒川橋（荒川橋より上流域を撮影）

2009

2009

2009

2013

2013

2013

中流

12

荒川の定点撮影（2009年-2013年比較）



2013

2013

2013

2009

2009

2009

■ 八木田橋（八木田橋より上流域を撮影）

■ 西大橋（西大橋より上流域を撮影）

荒川下流（西大橋～信夫橋）

※中州は茂みになっています。
きれいな水流の中で魚の群れが見られます。

※東日本大震災後、右岸はミニ公園になっています。

■ 信夫橋（信夫橋より上流域を撮影）

※荒川の終点、阿武隈川との合流地点。
橋の上から川底がはっきり見ることができます。

下流

13



■土湯温泉（①）
荒川沿いに19軒の大小の旅館ホテルが並んで
います。昔からの歴史ある温泉街で、古くか
ら湯治場として知られています。町内には足
湯が4箇所あり、全て無料で利用できます。

■男沼 女沼（②）
土湯温泉から徒歩30分。山津波で生まれたと
いわれる高原の2つの沼です。男沼から仁井
田沼をぬけて女沼を結ぶルートは、遊歩道が
整備されています。

■天沼のへつり（③）
自然が作り出す神秘的な造形に感嘆せずには
いられません。落ち葉や枯れ草に覆われた細
い山道を通りロープを使ってがけをよじ登っ
たり、膝下まで水に浸かって川を渡ったりし
ながら進み、ミョウガやミズナの群生、野鳥、
渓流魚など、さまざまな「お宝」を発見でき
ます。

■水林自然林（④）
福島市にある数少ないキャンプ場の一つ。秋
は芋煮会で賑わいます。

■アンナガーデン（⑤）
福島市の西部、吾妻連峰の山麓に位置し、聖
アンナ教会を中心に欧風の佇まいの個性的な
店舗が軒を連ねています。

■四季の里（⑥）
福島市が市の主要産業である農業に親しみを
抱いてもらうために整備した公園施設です。
園内の各施設は16世紀の西欧風建築をイメー
ジしています。また、広々とした園内は芝生
に覆われており一面の緑と吾妻山をバックに
澄み切った空が満喫でき花壇には季節の花が
咲きそろっています。

■慈徳寺の種まき桜（⑦）
樹齢は450年。開花を目安に苗代に種を蒔い
たので「種まき桜」といわれています.

荒川周辺の撮影

14



■あづま総合運動公園（⑧）
園内はスポーツ施設だけでなく家族で楽しめ
る公園や歴史・文化に触れられる施設など多
種多様な施設で構成されています。また、園
内の大通りは桜や銀杏並木の名所として人気
があります。

■民家園（⑨）
敷地約110,000㎡の園内には江戸時代中期
から明治時代初期にかけての県北地方の民家
を中心に芝居小屋や料亭、会津地方の民家等
が移築復元されています。

■福島キヤノン周辺（⑩）
福島キヤノンは荒川のすぐ隣に位置していま
す。敷地内や周辺では桜並木や季節の花木の
美しさが楽しめます。

■荒川桜づつみ公園（⑪）
荒川の河川敷に約220本の桜並木があり、春
はお花見、秋は芋煮会と多くの人々の憩いの
場となっています。

⑧あづま総合運動公園

⑨民家園

⑩福島キヤノン周辺⑦慈徳寺の種まき桜

⑪荒川桜づつみ公園

① 土湯温泉

②女沼

③天沼のへつり

④水林自然林

⑤アンナガーデン

⑥四季の里
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荒川は「日本一きれいな川」や「平成の名水100選」 に選ばれています。

荒川の源流 鳥子平 幕滝 鵜川第一堰堤

大暗渠より上流

荒川第一堰堤

小富士橋より あづま公園橋より 荒川橋より 日の倉橋より

さくら橋より 仁井田橋より 西大橋より 上八木田橋より

八木田橋より あづま橋より 信夫橋より 阿武隈川へ合流

吾妻小富士

地蔵原堰堤 荒川橋より日の出

大暗渠砂防堰堤

土湯温泉町

荒川 四季のフォト
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荒川第1砂防堰堤工事（昭和11年ころ） 現在の第１砂防堰堤

着工は昭和11年、荒川では地蔵原堰堤の次に建設されました。コンク
リート経費や石工の人件費が上昇したため人件費の安い地域の労働力に
たよることになりました。

≪荒川第1砂防堰堤≫

荒川は名のとおり昔から暴れ川として有名で日本でも有数の急流河川です。

古くは江戸時代の文献にも土石流や氾濫の記述がみられ度々洪水を起こし流路の変更を
繰り返し昔から流域住民を悩ませてきました。現在の分流である大森川の流路が以前の
荒川の本流でした。急峻な河川である荒川は、水害の闘いの歴史であり被害の都度、河
道を変遷させてきました。

荒川の洪水・治水年表（荒川資料室より）

●1637年（寛永14）

荒川大洪水（荒井～大森に氾濫）

●1910年（明治43）

荒川洪水（堤防決壊で佐原地内へ）

●1922年（大正11）

荒川氾濫で佐倉村水田冠水

●1950年（昭和25）

荒川で河川決壊 中流に床固め工事

■荒川は農地や家屋を守る先人たちの苦闘の歴史を物語る
暴れ川は荒川の洪水・治水年表に記されていました。

地蔵原堰堤工事（昭和28年ころ） 現在の地蔵原堰堤

荒川流域における最初の砂防堰堤で、大正10年着工。荒川下流にむか
う扇状地の頂部において川の流れを固定・安定化させる役目があります。
約100年間、治水工事を繰り返し現在の地蔵原堰堤となりました。

≪地蔵原堰堤≫
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荒川大暗渠砂防堰堤 霞堤

床固工群
（荒川橋下流）

地蔵原堰堤下流

水防林（赤松） 床固工群
（あづま公園橋上流）

地蔵原堰堤

登録有形文化財

これらの歴史的河川施設は、荒川流域治水・砂防事業として
2007年度土木学会選奨土木遺産を受賞しました。

≪荒川流域の歴史的砂防施設群≫

＜大暗梁砂防堰堤（荒川資料室から約4.6㎞）＞

平成13年着工。同18年完成。
高さ9m、長さ252m、直径6m の暗梁9筒

洪水時に上流の谷で発生した大量の土砂を一時
貯溜し洪水がおさまると暗梁を通って徐々に下
流へ運ばれます。上部は人が通行でき、暗渠内
は魚が自由に行き来できます。

＜地蔵原堰堤＞

大正10年着工。同14年竣工。
高さ8.7m、幅74.4m石積粗石コンクリート造
り。

荒川流域における最初の砂防堰堤。現在はクロ
スカントリー大会の折り返し点になっています。
数次の改築・増補を経て昭和28年にほぼ現在
の形、平成8年に副々堤を築きました。荒川の
治水・砂防事業の中核をなす設備で扇状地の頂
部において川の流れを固定し流路の安定化を図
るという非常に大切な役割を担っています。

堤全体左岸のアーチ型の水抜きを通して導入さ
れた水は農業用水として使われます。右岸の工
事用水抜きは閉塞されていた、現在は水音とと
もに散策ができる遊歩道が整備されています。

＜水防林・霞堤＞

水防林は、土石の流れを止め水勢を弱めること
から流域の人たちが大事にしてきました。かつ
ての水防林は阿武隈川合流点まで延びていまし
た。霞堤は、洪水時に堤防の切れ間から水を溢
れさせて流れを緩和し農地や家屋を水害から守
ります。

堤防全体から見れば折り重なり霞がなびくよう
に見えることから霞堤と呼ばれています。
（米沢では蛇堤、甲府では信玄堤が有名）
大小の石が巧みに組み合わされ崩れることなく
現存する江戸時代の霞堤は、先人の知恵を今に
伝えます。
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≪35年前の荒川流域≫

現在の荒川流域の主な施設を表示していますが、35年前（昭和53年）は、大暗渠砂防堰堤、
あづま運動公園、四季の里、アンナガーデン、国道115土湯バイパスは建設されていません。

西
（
吾
妻
小
富
士
方
面
）→

←

東
（
福
島
駅
方
面
）

⑦第５堰堤

⑥大暗渠砂防堰堤

⑤アンナガーデン

④荒川資料室

③小富士橋

②四季の里

①あづま総合運動公園

≪現在の荒川流域≫

※35年前と現在の写真の比較において、位置関係、大きさの違いがあります。

1

2

3

4

5

6

7

19



≪１5年前の荒川洪水による堤防決壊≫

平成10年9月の台風5号の影響で堤防が決壊し、福島キヤノンの工場・敷地内及び周辺地域が
冠水しました。降雨量が約300㎜の大雨となり阿武隈川流域をはじめ各地に大きな被害をもた
らしました。

日の倉橋 右岸上流
・・・けずれ始め 8:37頃

日の倉橋 右岸上流
・・・破堤 9:02頃

≪国土交通省 福島河川国道事務所 荒川河川工事≫

荒川
荒川

荒川は、急流河川であり川が蛇行し堤防に影響しないように河道整正をおこなっています。
左岸に寄り過ぎていたため洪水時に影響があると判断し、福島キヤノンから国土交通省に伐
採を要望し、河道、伐採工事を実施していただきました。

【さくら橋上流】
樹木が欄干付近を覆いつくす

◆さくら橋 河道整正・樹木伐採工事（2012年）

◆地蔵原堰堤の横断工事（2013年）

地蔵原堰堤は、クロスカントリー大会などで簡易的に横断できましたが、この秋には道路とし
て
右岸・左岸を横断することができます。

補修前 補修後

荒川の歴史（暴れ川の治水）
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荒川環境調査

＜企業として荒川に何ができるか、地域への貢献とは＞

福島キヤノンでは、荒川にまつわる活動へ参加することにより自然環境を守ることの
大切さを実感するとともに地域の方々との交流をおこなっています。

「ふるさとの川・荒川づくり協議会」様がおこなう、さまざまなイベントに参加させ
ていただいています。

水質・水生生物調査 荒川の河川環境保全の資料収集を目的に定点調査を
おこなっています

あらかわ自然楽校 荒川周辺の自然観察として、仁井田沼の水芭蕉や
ホタル観察、吾妻山麓を探訪など毎年行っています

荒川資料室では、写真やパネルで河川・砂防事業や

史跡などを分かりやすく紹介しています。

荒川にまつわる活動/地域交流
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地域の方々と、普段は目にすることのない荒川を深く探る

ため、ふるさとの川・荒川づくり協議会の方々の案内で、

荒川上流域を探訪し自然を守ることの大切さを体験してい

ます。

荒川の中流から下流域は市街地のため市民の

方々が常日ごろ目にしていますが、上流域は大

変に険しく、簡単には足を踏み入れることがで

きません。

第５堰堤（床固工）

荒川資料室をスタートし天沼のへつりまで約２時
間半。天沼のへつりが近くになるにつれきれいな
景観が続き、これまでの疲れを癒してくれます。

終点の天沼のへつり

荒川と塩の川合流付近

地蔵原堰堤 大暗渠砂防堰堤

荒川探訪会への参加

22

荒川にまつわる活動/地域交流



福島キヤノン脇の荒川河川敷の草刈り風景です。広範囲な所は草刈り機を使用し、コ
ンクリート部分などの草刈り機を使えない所は鎌を使用して手作業で草刈りをおこな
います。

草刈が済んできれいになった堤防沿いさくら橋上流域

▲

荒川クリーンアップ大作戦

≪クリーンアップ大作戦の様子≫

荒川は「日本一きれいな川」や「名水100選」に
選ばれています。地域の方々が安心して親しめる荒
川にするため、「ふるさとの川 荒川づくり協議
会」主催により、清掃活動を年２回実施しています。

荒川第５堰堤から阿武隈川合流点まで、約40の事
業所と一般参加者が参加する荒川クリーンアップ大
作戦です。

福島キヤノンでは、地域へ貢献できることのひとつ
として、このクリーンアップ大作戦に毎回、50～
100名の従業員が参加しています。
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福島キヤノンでは、このきれいな荒川を守り、荒川の魅力を
地域に発信し、経年経過がわかるように記録として保存し、
これからも10年、20年と次世代に伝えていきます。

自然との共生／地域とともに
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キヤノングループには、事業活動を通じて社会に貢献していく
企業文化が力強く根づいています。

福島キヤノンは、キヤノングループの成長を支えながら
企業活動が社会全体の発展に支えられていることを認識し
自らの成長をめざすとともに、よき企業市民としてよりよい社会の実現に
貢献していきたいと考えています。

今後も私たちは、地域社会の持続的な発展と心豊かな子どもたちの成長を育む取り組みを
継続的に展開し、皆さまから親しまれ尊敬される会社づくりを積極的に推進していきます。

■自然環境保全
自然環境との共生をめざした環境保全活動

■次世代への教育・支援
次世代を担う子どもたち・若者たちへの育成活動

■地域貢献
人と人の絆をつくる双方向コミュニケーション活動

福島キヤノンの社会貢献活動の３本柱
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福島キヤノンの社会貢献活動

ジュニア・フォトグラファーズ

地域高校技能者育成支援

環境出前授業 エコ・スクール

荒川の自然を記録するプロジェクト

周辺地区との交流

県・市・公共団体との交流



□温暖化

□酸性雨

□プリンタの分解

□リサイクル

□水質

□放射線

・・・など

＜水質実験＞
パックテストで各自用意した水のCODを測り
汚濁について実際に目で見て確かめる。

＜放射線実験＞
ポケットライトを当てて放射線の飛翔を観察する。

社員自らが教授となって実験の
やり方を説明します。

＜リサイクル分別＞
身近な話題であるリサイクルを分別実験で理解する。

福島キヤノンでは社会貢献活動の一環として環境を通して
次世代を担う子どもたちの育成、支援をする環境出前授業
（エコ・スクール）を開催しています。地域の子どもたち
に、現在深刻な問題となっている環境問題を身近な題材と
して取り上げ、わかりやすい実験を通して地球環境を守る
ことの大切さを伝えています。

2011年
・こむこむ館
-------------------------------------

2012年
・こむこむ館（2回）
・飯坂学習センター
-------------------------------------

2013年
・こむこむ館（1回）
・川俣町立川俣小学校
・しんまち学童クラブ
・飯坂学習センター

環境出前授業（エコスクール）

福島キヤノンの社会貢献活動

環境出前授業実績 環境出前授業の種類
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ジュニア・フォトグラファーズとは、子どもたちの
身近にある自然や環境に対する意識を高めるととも
に写真を通して自分の発見や感動をまわりの人々に
伝える場を提供する写真プロジェクトです。

福島キヤノンでは、2012年からこのプロジェクト
を開始しました。これまでに約450名の子供たち
が参加しています。

講師はプロの写真家と福島キヤノンスタッフがサポートしわかりやすく説明します。

身近にある自然を思い思いに撮影してもらいます。 お気に入りの１枚を作品として発表します。

2012年
・南会津教育委員会分室
・こむこむ館
・鏡石教育委員会
・福島市立荒井小学校（２回）

2013年
・すまいる園
・福島市立荒井小学校
・しんまち学童クラブ
・南会津教育委員会分室
・福島市立笹谷小学校
・福島市立南向台小学校

キヤノンではこのプロジェクトにデジタルカメラやプリンターなどの必要機材を提供しています。

ジュニア・フォトグラファーズ

27
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＜ご協力いただいた方々･･･ こころから感謝申し上げます＞

◇ 「ふるさとの川・荒川づくり協議会」/荒川資料室のみなさん
◇ 国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所のみなさん
◇ 国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 伏黒出張所のみなさん

非売品

荒川の自然を記録するプロジェクト

2014年3月10日
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