






新潟の港にやってくる船新潟の港にやってくる船

写真提供：佐渡汽船（株） 写真提供：日本海エル・エヌ・ジー（株） 写真提供：北越コーポレーション（株）

1

2

3

1

2

3

人や荷物の移動だけでなく、
みんなの安心や安全のための

役割もあるんだよ。   

防波堤が高波をとめるから
港に船が入れるよ。　

たくさんの役割が
あるんだね！

壊れていないか
いつも点検しているよ。

飛行機は、遠く離れた場所へ早く移動できるので、多くの人が仕事や旅行
などで利用します。また、小さな荷物を早く運びたい時も利用します。空港
は、飛行機が安全に運航するために必要な施設です。
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空港の役割

　ほかにも、島の多い沖縄では、大きな
都市の病院へ行くのに船では時間がか
かりすぎて不便なため、飛行機での移
動が欠かせない地域もあります。

　災害がおきて
車が道路を通れなくなって
も、港から船で荷物を運べ
ます。中越沖地震の時は、
各地の港から柏崎港へ水
や緊急物資などを運びま
した。

新潟空港（国土交通省管理）

写真提供 ： 中国東方航空

写真提供 ： 国土交通省
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港の役割

港には何がある？

船で運ぶたくさんの荷物が港に集まり、港から
外国や日本国内の各地へ輸送されます。

飛行機を点検・整備したり、管制官が空の
交通整理を行います。

旅行や仕事などで船を使って出かけるときに、
港で船に乗り降りします。

　船は一度にたくさんの荷物を運びます。しか
し、港が整備されていないと、船は岸までたど
りつけません。港は、船が安全に停泊し、人の乗
降や荷物の受け渡しが効率よくできるように、
さまざまな施設が
整備されています。滑走路のひみつ

　滑走路は飛行機を安全に運航するために、とても丈夫につく
られています。例えば、新潟空港の滑走路は重たい飛行機をさ
さえるために、舗装（アスファルトとその下の路盤）の厚さが
118cmもあります。

　飛行機がくりかえし使うと丈夫な滑走路
も少しずつ割れたりへこんだりするので、い
つも点検しながら壊れる前に修理します。

人と車を一緒に運ぶ船 液化天然ガスを運ぶ船 紙の原料を運ぶ船

くらしをつなげ、ささえる 第2章
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荷物をつなぐ飛行機の安全な運航

災害時の復旧活動の拠点
ふっきゅうかつどう　　 きょてんさいがい

きんきゅう

うんこうひ こう　き

山や海の事故などにそなえるヘリコプターや飛行機の基地に
なっています。

緊急時へのそなえ

中越大震災では、新潟空港が救急救命活動や救援物資輸送に
大きく役立ちました。

人をつなぐ

空港でつながる新潟
わたしたちの生活に必要な食料やエネルギーの多くは、船で運ばれています。
また、わたしたちが海の向こうへ出かけるときにも、船を利用します。
港は、人や荷物を船で運ぶために必要なところです。
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さまざまな力を持った船がいっぱい

こうろ
航路（船がとおるみち）

がんぺき
岸壁（船がつくところ）

に お
荷さばき地（荷物を置くところ）

ぼうはてい
防波堤（船を波から守る）

きかい
ガントリークレーン（コンテナをつる機械）

ボーイング747
（通称ジャンボ）

約270トン
小型自動車（約1.5トン）

約180台

かっそうろ わ
滑走路のひび割れ

つうしょう

ひこうき と
飛行機が飛ばない夜のうちに工事をします。

ぼうはてい やくわり
防波堤の役割

にいがたこう
新潟港
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ターミナルビル

かっそうろ
滑走路

ちゅうきじょう
エプロン（駐機場）

ちゅうしゃじょう
駐車場

写真提供 ： 国土交通省
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新潟の港を
もっと知ろう
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遊水地

何のためにつくられたか
調べてみるとおもしろいよ。

　　川はたくさんの
生き物がくらしている
 　ところなんだね。                

今回、紹介した以外にも
便利なくらしをささえる
土木はいっぱいあるよ。

便利な生活に
土木は欠かせないんだね。

見に行きたいね。

橋の下からのぞいてみると
違いがよくわかるね！

みなさんのくらしをささえる縁の下の力持ち
　道路、港、空港や水道などがない生活を想像してみてください。
道は、でこぼこで歩きにくく、物を運ぶのに時間がかかるため、海か
ら遠いところでは、新鮮なお魚を食べることがむずかしくなってし
まいます。水道もないので、水をくみに行かなければなりません。
　そんな生活をしなくてもすむように、土木はみなさんの
便利なくらしをささえています。

　川にはたくさんの生き物がいます。魚や植物だけでなく、虫や貝、それらをエサにし
てさまざまな動物がやって来ます。みなさんの家の近くの川には何がいるか探してみ
ましょう。

　橋にはいろいろな形式があり、橋の大きさ、地形、ささえる重さ、環境などによっ
て、形、材質が違ってきます。下に示した形以外にもいろいろな種類が
あります。身近な橋はどんな形をしているか調べてみましょう。

水平に渡した桁で重さをささえる
形式です。桁の形によりI桁、T桁、
箱桁などがあります。

体の具合が悪いときには行か
ないようにしよう。
無理はしないように。こわい
と思ったらすぐに引き返そう。
天気予報をチェックしよう。

くらしをつなげ、ささえるくらしをつなげ、ささえる

まとめまとめ
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川にすむ生き物を見つけよう！

橋のかたちを調べてみよう！

けた　　ばし

桁　橋
部材を三角形に組み合わせた形
式です。比較的長い橋に使われて
います。

トラス橋

アーチ型の部材を用いた形式です。トラ
ス橋よりも長い橋で使うことができます。

アーチ橋

川に行くときの注意点
ちゅういてん
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見てみよう！ 調べてみよう！

新潟の土木
ここで紹介するものは、つくられた時期や形はさまざまです。
また、つくられた目的もさまざまです。しかし、どれもみなさんのくらしをささえているものです。

謙信公大橋
けん しん こう おお はし

                 しょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　 　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟の土木新潟の土木

妙高山を中心とする山々の風景と
調和するように設計された橋です。「2003
年グッドデザイン賞」を受賞しています。

万内川石積えん堤群
ばんない がわ いしづみ　　　　 ていぐん

土石流を防ぐためにつくられた
えん堤群です。その半数以上が登録有形
文化財に登録されています。

羽黒トンネル
は　ぐろ

中越大震災で壊れたトンネルを
利用してつくられました。トンネルが２本
並んでメガネの様に見えます。

五十嵐川遊水地
い か ら し  がわ ゆうすい ち

2011年７月の新潟・福島豪雨
の復旧事業でつくられました。いつもは田
んぼとして使う場所にも、洪水のときだけ
川の水をためます。

デンカビッグスワンスタジアム

2002年日韓ワールドカップ
（サッカー）の会場となったビッグスワン。
コンサートなども行われます。

奥三面ダム
おく みおもて

2001年に完成した「アーチ式コ
ンクリートダム」です。三面川の近くに住ん
でいる人たちの命と財産を守っています。

長者ヶ橋
ちょうじゃ が　はし

県内初の「エクストラドーズド
橋」です。美しい自然と調和し地域のシン
ボルとなっています。

両津港
りょう つ　こう

観光客や佐渡に住んでいる人、
荷物が行き来する佐渡島の玄関口です。
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場　所 上越市
じょうえつし

ポイント　　　　　　 みょうこうさん　　　　　　　　　　　 　ふうけい　

　　　 　　　　　　　せっけい

　　　　　　　　　　　　　　　　じゅしょう

場　所 妙高市
みょうこうし

ポイント　　　　　　 どせきりゅう　ふせ　

　　　ていぐん　　　　　　　　　　　いじょう　 とうろくゆうけい

ぶんかざい　　とうろく

場　所 長岡市
ながおかし

ポイント　　　　　　 ちゅうえつだいしんさい　 こわ　

り よう 

なら

場　所 三条市
さんじょうし

ポイント にい がた    ふく しま  ごう  う

ふっきゅうじぎょう

こうずい

場　所 新潟市中央区
にいがたしちゅうおうく

ポイント　　　　　　 　　　　　　　にっかん

　　　　　　　　　　 かいじょう

場　所 村上市
むらかみし

ポイント　　　　　　 　　　　　　　　かんせい

　　　　　　　　　　　　　　　 みおもてがわ

　　　　　　　　　　　　　　 ざいさん

場　所 佐渡市
さ　ど　し

ポイント　　　　　　

　　　　　　　　　 　　しぜん　 　　　　　ちいき

場　所 佐渡市
さ　ど　し

ポイント　　　　　　 かんこうきゃく　　さ　ど

　　　　　　　　　　　　　 さどがしま　 げんかんぐち
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