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第１０回 四万十川・入田元池シンポジウム 

日時：平成２４年８月２６日（日）９：０８～１２：０６ 

場所：四万十市入田集会場 

主催：四万十市入田地区  協賛：四万十市自然再生協議会 

プログラム： 

○事業解説 「四万十川における河川事業」 

中村河川国道事務所 副所長 森長 

○講演 「住民が主役となる新しい生活習慣病予防医学、健康増進文化 

  を四万十から発信しよう」 

四万十市立市民病院 内科部長 矢野昭起 

○思い切り発言 これからの入田をデザインする 

 

9:08 開会  

・天気の具合で、屋外から集会場での開催となった。 

 

9:09～ 主催者挨拶 入田区長 小松昭夫                          

・稲刈りも大変だったところ、参加いただきありがとうございます。 

・今年で１０回目。２００２年にこの会が始まった。２１世紀の始まり

に、この会は始まった。 

・これまで、１回だけ集会場、後はすべて桜堤、炎天下でやった。 

・歴史のこと、自然のこと、生物のこと、まちづくりのこと、今日は健

康のことについて講話。 

・いつも、テーマ無きテーマを議論していると感じました。 

・始まった５年後、入田で何が始まったか。菜の花祭りが始まった。 

・基盤整備事業のまっただ中。５年後、基盤整備事業が終了し、がらりと変わっているだろう。 

・入田は５年ごとに変わってきている。 

・長い懸案事項 基盤整備事業 「入田の環境を変えていこうよ」で出発した話。 

・基盤整備事業が起爆材として入田の・・ 

・受け皿作りをやっていったら、高齢化が進んでいるなか、入田は経営していける基を作ってい

けるのではと思っている。 

・午前中はお話、お昼過ぎはパーティが待っている。 

・「おもいっきり発言」のコーナーを設けており、オフレコ、発言をお願いします。 

 

9:16～ 田中市長挨拶                                   

・地域の方が中心となって、こういう企画を取り組んでいることは素晴らしい。 

・「入田（にゅうた）」と言う名、素晴らしい。四万十川はもと、このあたりを流れていた。川が

入り組み、基盤の整備が難しかったところ、四万十市の歴史を知ることが出来る地域。 

・菜の花 全国で２番目のスポットとなった。四万十の観光スポットとなっている。これも国交
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省の四万十川自然再生協議会の働きのおかげ。 

・矢野先生 北海道の○○でお会いし、昨年の１０月から来ていただい

ている。 

・１０月札幌で高知県人会があり、北見日赤病院、生活習慣病、市民の

生活管理が専門。市民病院が地域に出ていって、市民の健康相談にの

ることを始めた。矢野先生に出向いて行っていただいて、検診。 

・市民病院も医師が６名まで減っていたが、来月からは泌尿器化の先生も帰ってきて、１０人の

常任医師となる。 

 

9:22～ 司会 正木卓夫                                  

・曼珠沙華の宴（まんじゅしゃげのうたげ） ９月２２、２３日 

・ツアー客もあてにしており、旅館業組合も張り切って招致に取り組ん

でいる。 

・観光協会、市の観光課から広報があると思う。ご参加ください。 

・矢野先生の到着が遅れると言うことなので、プログラムを変更し森長

さんの話を先に。 

 

9:24～ 事業解説 「四万十川における河川事業」                      

○講師：中村河川国道事務所 副所長 森長  

・堤防の天は７．０ｍ、２車線道路ぐらいの幅に拡幅する。 

・赤鉄橋から８０ｍから４６０ｍの間 

・昭和１０年に堤防が切れた。昔は今のような堤防は整備されておらず、

桜堤のあたりで堤防が切れると図の水色の区間がすべて浸かる。中筋

川のあたりの標高が低いので、入田のあたりで堤防が切れると、中筋

川あたりまで浸かる。 

・過去の洪水の経験から、入田の上流側は改修が進んできている。 

・堤防は土で出来ている、川砂利を積んで作ってきた歴史から、堤防の中を水が通る「漏水」が

起きる。この漏水対策の工事もしている。 

・計画高水位（Ｈ．Ｗ．Ｌ）以下の洪水であれば、決壊することは無いかと思っている。 

 

・しかし、赤鉄橋から４６０ｍの区間は堤防の幅が足りない。漏水の心配はない。 

・昨年から予算がつき設計は終わっている。今は用地の調査をさせていただいている。 

・市道を広げることから、土地がたくさんいる。来年度ぐらいには用地の交渉をさせていただき、

２～３年で堤防の工事、市道の拡幅をやっていきたい。 

・５年ぐらいたてば、入田の基盤整備の出来る場所に、市道の拡幅、堤防の拡幅をしていきたい。 

 

○赤鉄橋から渡川大橋の区間 

・この部分も堤防の幅が足りない。堤防の拡幅と市道の拡幅をしていきたい。延長が８６０ｍあ
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り、人家や施設も多くあり、４～５年での完成は難しいかな。 

 

○黄色の点線（四万十川の左岸） 

・渡川大橋の前後については、堤防を完成させたい。 

・不破の八幡さんのところからしものところは堤防がない状態。引き続き堤防を完成させたい。 

・一番、難しいのは用地です。関係者の方がいらっしゃったら、「ご協力をいただけるよう言うと

った」と伝えてください。 

 

○災害記録写真 

・昭和１０年にはこうなっていたという写真。 

・昭和３８年 戦後最大の四万十川の洪水。 

・平成１７年９月 戦後２番目の洪水 

・水防活動「月の輪工法」 堤防から水が漏れてくる漏水の対策 

・平成１９年７月 戦後９番目の洪水 護岸がとばされた 

・平成２３年台風６号による出水状況 

・７月に洪水が来るのは珍しいことだった。 

・台風の経路図 台風６号は、足摺岬に向かって真っ直ぐ来ている。珍しい経路だった。 

・９６０ｈｐａと勢力が起きい。海をやってきて、障害物が無いので勢力は落ちない。 

 

○雲の絵を見ていてください 

・進路や強風の予報円だけを見るのではなく、雲の状況を見てください。３００ｋｍぐらいは影

響を受ける。 

・東経１３０度～１４０度 経度で１０度だと約１，０００ｋｍだと思ってください。 

・今来ている台風はものすごくデカいです。 

 

○降水記録 

・船戸 源流に近いところでは８００ｍｍ、中筋川の山奈では４４０ｍｍ。 

・７月１９日午前２時～１４時 ３０～４０ｍｍの雨が半日以上降り続けた。 

・最近の台風は強い雨が長時間降り続くことが特徴。 

 

○水位 

・具同 ８．５０ｍ 昭和１０年の台風なら１１．３４ｍ 

・戦後７番目の洪水となった。 

・上位の１０位くらい 平成１６，１７，１９，２３年と、近年、四万十川の水位が高くなって

いる。 

 

○８ｐ 

・赤で塗っているところは内水で浸かったという実績です。浸かりやすいということに気をつけ
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てください。 

・外の水（川からの洪水）で浸かるのではなく、内水が溜まり浸かる。 

 

○川の防災情報 

・雲のレーダーや、どこでどんな雨が降っているかをパソコン、携帯で見てください。 

・３０～４０ｍｍの雨が降っているときは防災無線は聞けません。そんな時は、各自、こんなと

ころから情報をとっていただき、自分の安全は自分で守る。 

 

9:59～ 質疑  

市長Ｑ：後川の昭和３８年の洪水はどうだったか 

Ａ：後ろ川の方は、こんな水位だった。 

市長：古津賀の堤防が切れて、水位が低いなんて信じられない。 

Ａ：最高水位 四万十川１９日１６時４０分、後川１９日の１０時５０分、中筋川１９日９時３０

分と最高水位の時間が違う。川の大きさや雨の振り方が違うので最高水位の時刻が違う。 

Ｑ：昭和１０年の記録は残っていないと言うことか。 

Ａ：はい。 

 

Ｑ：１９日の１４時 

Ａ：６ｐ 大正から具同まで５時間ぐらいで洪水が来る。あくまでイメージですが。入田の人は上

流の大正やかわのぼりの水位を見て、大丈夫か考えてください。 

Ｃ：船戸で降った雨が１０時間ということを聞いたことがある。 

 

10:07～10:18 休憩  

 

10:18～ 講演 「住民が主役となる新しい生活習慣病予防医学、健康増進文化を四万十から    

 発信しよう」  

○講師：四万十市立市民病院 内科部長 矢野昭起 

・ライフサイエンス研究所 

・１９８３年 高知医科大助手 

・昨年１０月より 市民病院 内科部長 

 

10:20～   

○はじめに 

・９月９日の幡多の講座用のスライド。 

・今朝、データが壊れてしまい、いろいろなところに保存していたデータから復元した。 

 

○病院ではもう死ねなくなる（ＮＨＫクローズアップ現在の映像より） 

・終末期の病人を病院に置かなくなってきている。 
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・社会の財源を際限なく終末期の病人にかけるわけにはいかない。 

・一人暮らしの高齢の男性 アパートの２階の部屋。自分では階段を降りられない。一日に一度

ホームヘルパーが身の回りの世話をしに来る。 

・病院に早く病人を退院させるために、１ヶ月を越える入院者には、金銭的な負担が大きくなる

ようにしている。 

・入院は歩いて病院に来た。しかし１ヶ月過ぎたから退院だと、車椅子で退院する状況。 

・大都市だと、家に帰っても地域のつながり、横のつながりがなく、エアコンのないアパートで

熱中症になったらアウトです。 

 

○病院での死は総じて良い（恥ずかしくない）死に方か？ 

・植物状態になって生き続けることは・・・ 尊厳死 

・四万十市 地域在住高齢者（７５歳～８５歳）をターゲットとした健康相談を行う。高血圧、

糖尿の薬を使うことで、在宅のまま健康な状態を延ばすことが出来る。 

・９０歳男性が去年１１月１１日、市民病院に肺炎で入院し、念入りな治療で完治し、再度、在

宅での老々介護生活を再開した。この事例が、四万十市の高齢者健康相談開始の大きなヒント

となった。 

 

○歯は無くても、３０年間、幡多地域で生き抜いた生命力の強さを見よ！ 

・３０年間、義歯を使わないで、咀嚼した９０歳男性の口腔はたくましい。 

 

○動脈硬化症はなぜ起きるか？ 食生活の改善法は？ 

・「ヒトは血管と共に老いる」 

・血管が若い（血管の弾力性がある）人は良い生活習慣を守っている人。 

 

・予防医学をしたい病院、地域を探していた。北見病院は「予防医学をせんでえぇ」と言う考え。

そこに四万十市長からのお誘い。 

 

○高脂血症と動脈硬化の生化学的関連性 

 

○糖尿病、高脂血症、脳梗塞、心筋梗塞は動脈硬化を伴う 

・皮下脂肪には血管が多く、肥満は高血圧になる。 

・どうして詰まるか コレステロールをコントロールしな

い、血管が堅くなる。油のとりすぎ、トランス型という身体に悪い状態となる。 

 

○高コレステロール血症の治療法はあるか？ 

・肝臓の機能が悪い人はこの薬を使えない。 

・コレステロールもある程度は身体の中にないといけない。 

・ヒマワリの実は北欧、北米など、高コレステロール血症患者の多い地域では、日常的に食され
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ているので、ヒマワリの実は各家庭でも栽培されている。 

・卵の黄身やイカにコレステロールが多い。 

 

○植物からの贈り物 

・リノール酸 

・オリーブオイル オレイン酸 ひまわりにも多い 

・青魚 αーリノレン酸 頭が良くなり、体が大きくなる、身体を作る成分。 煮干しでも良い。 

 

○ドイツパン 

・生活習慣病にならないパン 

・ライ麦 高脂血症を下げる 

・ヒマワリの種もまぶし 

・ドイツパン工房：ブロート屋、店主の栗本敏之氏は５年間のドイツ・フライブルグへの生活習

慣病予防・治療となるドイツパン作りの修行に。 

・自治体の文化レベルはその土地のパン屋さんの品を見ればわかる。彼が作る雑穀ブロートは生

活習慣病、肥満症の治療になくてはならない主食である。 

 

○ヒマワリ 

・竹島地区のヒマワリ畑：ハイオレック北連種が３畝の畑に４月下旬に植えられた。マルチで雑

草を防いだものは、驚異的な成長を見せた。 

・くぼ 区長 うえだ 

・高知県の女性は行動的、世の中を動かすのは実は、女ぞね！ 

・６月２４日の草引き、暑いので熱中症にならんように！ 

・佐田で２反、入田に遅れること２週間で、仕上げた。 

 

・植物プランクトン（αーリノレン酸が多い） → 小魚 → 青魚 

・エゴマ油  天麩羅に使わなくとも、ドレッシングの代わりにかけて食べればいい。 

 

11:08～ 質疑  

男Ｑ：入田でしていたヒマワリは食べられるか？ 

矢野Ａ：食べられる。しかし、あまり大きく育たず、肥料が足りなかったか・・・ 佐田に植えた

ものは病気的になっちょる。研究せないかんことはいっぱいある。佐田に実をやったが、彼ら

はプロなので、病気も起こさせず、うまくやっている。 

・ヒマワリの種 一日に３０粒食べるだけでいい。 

・ヒマワリ事業 四万十の人たちと交流が出来たことがうれしい。 

・いつもボランティアでは困るので、経済商品になる。雨や、研究がまだ必要。３カ所でやった

ことが良かった。 

 



H24.8.26 第 10回 四万十川・入田元池シンポジウム 

 - 7 - 

男２Ｑ：病気とは？ 

矢野Ａ：花が咲いてから枯れてくる。実を採るには、今後の研究が必要。 

 

男３Ｑ：竹島はなぜうまくいったのか、種が違うのか？ 

矢野Ａ：そうではない、研究が必要。農薬を使うのはやめようと取り組んでいる。北海道は農薬を

使わずに出来ている。気候や肥料のせいだろうか。 

 

女１Ｑ：須崎に植えているのは立派に出来ている。 

矢野：教えて。 

女Ｑ：先生が言った４０ｃｍ開けずに３０ｃｍで植えたのが小さくなった。ヒマワリの種はいつで

も買えるのか。 

矢野Ａ：いつでも買える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:18～11:22 休憩  ７４名の参加者 

 

11:22～ 思い切り発言 これからの入田をデザインする                    

○過去・現在そしてこれからの入田をデザインする 

・今日は市長も来ていただいており、陳情は入田地区として行っているので、今日は陳情的なこと

は遠慮いただきたい。 

・何でも意見を言っていただきたい。日頃から悩んでいることとか、言ってもらいたい。 

・地区内４８名、地区外２６名 合計７４名の参加者。 

 

Ｑ：基盤整備の事務局が来ているので、そのあたりのアラカルトを紹介いただけるとありがたい。 

基盤整備事務局長 くぼしげる： 

・入田の土地改良、農地だけでなく道路や地区の底上げをしていこうと、何十年の懸案でした。

このシンポジウムが始まったころから動きだし、来年から仕事が動き出すという段階となった。 

・澤良木先生が入田元池シンポを立ち上げてくれ、これがなかったら基盤整備も頓挫していたか

もしれない。また、行政に頼るばかりでなく、自分たちでもと検討を続けてきた。 

・入田には二つの池があり、シンボルになる元池をどう活かしていくか、課題があるかを考える

ためにシンポがある。 
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・幹線市道 一気に改良する。部落としては元池を横断するルートが一番良いと提案している。

どのルートにするかは、地域にも相談しつつ今年度中に決めると過日話があった。 

・元池 入田地区の洪水調整の役割もある。国交省で新しい樋門の設計を進めている。排水口の

高さを部落はどう考えるか相談を受けている。 

・県の関係 下流のあそいけ 地元と一緒にどういうことが実現できるのか考えていこうと回答

をいただいている。 

・地区として元池、あそいけをどうしたいのか決めていかないと、あいかわらず入他はオンブに

抱っこだと思われる。 

・事業が展開しても、池自体をどうこうできる事業ではない。地元が汗をかいていく段階。 

 

四万十市長：両区長さんを中心にまとまって、いろいろな要望をいただいている。これまでなかな

か基盤整備が動かなかった歴史があるが、地域としてのまとまり、用地買収とか過去から問題

もありました。いろいろな事情がありましょうが、今が最後のチャンスだと思いますので、基

盤整備と共に道路整備ができると思う。 

 

司会：入田地区とまとまり、どんどん前に進めていきたい。 

 

四万十市長： 

・今回基盤整備が進んでいることは画期的なこと。入田地区の歴史を見る上で、複雑な道。川が

流れていたことからこんな道になり、家があるのも洪水を避けての位置だろうと思う。歴史を

まとめたら。 

・四万十川は、洪水の歴史。昭和４年以降、国の直轄河川となり、それ以前も河川改修の歴史が

ある。四万十や中筋川の付け換えなど、是非、記録集をコンパクトにまとめられ、地元の方の

協力を得る資料にもなると思い、国交省への提案です。 

 

司会：入田にも歴史がある。明治初期に外国人が入っており、狼藉（ろうぜき）をするので幕府が

その外人を切らねばならない 渡川以西は流刑の地 入田にお墓もある。 さかい事件 半年

ぐらいいた間に、読み書き算盤を教えていただき、読み書き算盤ができる農家ということで評

判だった。 

・交流があるので、この地区に孤独死はないと思う。 

・ほとんどのお年寄りは家族と住んでいるので、田舎の良いところ。 

 

11:46～ 質疑応答、講師への質問  

男性Ｑ：ヒマワリ会の方が来ている。どんな活動をしているか。 

女Ａ：うえだゆきこさんから話があった。ヒマワリを植え、会と言うより作業を通しての集まり。

矢野先生の話も聞きたく今日参加した。 

 

女Ｑ：焙煎 自宅のフライパンで出来ますか？ 
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矢野Ａ：はしもとまさお（ロシアと貿易をしている人）さんに聞いた。シイの実を煎るような感じ、

パチッ の音がで、一定の温度で維持する まだロシア語を読み切れていない。食品衛生法の

こともありテストしている。冊子を５０部作ろうと思っていたが、間に合っていない。血管が

詰まらないように、 病気をされんほうが良い。教えた方が良い。単身の人はコンビニでの食

事。塩っぱく野菜が少ない。単身の人に言っている。「鍋を２つ以上買え。一食に一束食え」

と言っている。 

・エゴマ 一日５ミリ飲めばいい。 

女：ヒマワリの油は高額で売っている。天麩羅にするとすばらしいそうだ。 

矢野：αーイノリン酸はちょっとの熱では壊れない。油も代えていかねばならない。女性が動けば

出来る。 

・旭油脂 １本が３、０００円する。天麩羅には使えん。 

・高齢者の方が出来るような作業が多く、健康にもつながる。 

司会：肥料は１回しかやっていないが、水はけの良いことが大事。 

 

司会：第１回から自然再生協議会のメンバーでもありますし、この

シンポジウムにもお世話いただき、澤良木先生にお礼を申し上

げ、感謝状を。 

入田区長 小松昭夫：ご指導やら中心的な役割。第１０回シンポに

あたり、感謝の意を表する。 

 

澤良木庄一：入田が変わる原動力に、

このシンポジウムがなった。「入田２

１の会」があったので、進めること

が出来た。今の計画が５年以内に達

成できることを祈念しお礼とさせて

いただく。 

－ 以上 － 

 

 

澤良木先生のご自宅の裏

にある直立した崖  → 

 

昔、四万十川がこの位置を

流れていた証である丸い

石が厚く堆積しています。 

 


