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 あとがき  

この冊子の作成は、大町ダム周辺の地域活性化を目標とする「大町ダム水源地域ビジョン」の

取り組みの一環として進めました。同ビジョンは、槍ヶ岳から流れ出る高瀬川一帯を対象として、

地域活性化につながる取組みを大町ダム管理所と地元関係者が連携して進めるための行動指針

です。平成 17 年度より推進組織である「すいりゅう・いきいきネットワーク」のみなさんの協

力のもと、進められてきました。 

本書の作成にあたっては、これまでのネットワークでの取り組みの過程で得られた高瀬渓谷の

歴史の資料や、大町ダム管理所で保有していた情報や調査資料などを整理・集積するとともに、

さらにその対象を北アルプス一帯にまで広げ、現地踏査、山小屋のご主人や専門家へのヒアリン

グ等も加え、より新しい発見をお伝えすることに力点をおきました。 

 時代の変化が激しい昨今ですが、山々は常に私たちに様々な恵みを与え、文明を受け止め続け

てくれています。本書を通じて、その山々に目を向け、自分たちのくらす大地や環境を見つめ直

して得られる発見を、今後の地域活性化のヒントとしてお役だていただければ幸いです。 

国土交通省 北陸地方整備局 大町ダム管理所
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