
1 

 

近代日本における焼畑の政策的規制と地域社会  
 

－岐阜県と福井県の事例から― 
 

辻 本 侑 生  

 

1．はじめに 

（1）焼畑をめぐる政策的規制と地域社会 

 政治学者・人類学者のジェームズ・スコットは著書『ゾミア』の中で、焼畑は「今も昔も

すべての国家形成を試みようとする者が忌み嫌う呪い」（スコット 2013：78）であると述

べている。スコットの議論は中近世の東南アジア大陸部が念頭に置かれていると考えられ

るものの、行政と地域社会の間で発生する焼畑をめぐるコンフリクトは、例えば近代のフィ

ンランド（Myllyntaus et.al  2002）や、現代東南アジア（Fox et.al 2009）においてもみ

られている。 

日本における焼畑への規制は、すでに近世期には見られており、例えば野本寛一は、近世

和歌山藩の山林政策が、熊野山地における焼畑民俗文化の空白をもたらしたと指摘してい

る（野本 1990：50）。また米家泰作は、近代林学の学知に基づく日本の行政が、地域社会

における焼畑や草地への火入れを、あるべき植生を「崩壊」させ、保続的な山林資源の管理

を妨害するものと見なしていたことを明らかにしている（米家 2011）。 

 米家は「朝鮮半島の「火田整理」が植民地統治期を通じて行政の重要課題であり続けた事

実に比較すれば、日本内地においてはこれに相当するような焼畑を直接の標的とした「整理」

プロジェクトはみられない」（米家 2011：179-180）と指摘しているが、林政による焼畑

規制に対する地域社会の動向の解明は、課題として残されている。近代日本の行政による焼

畑規制について地域社会レベルに踏み込んで検討した研究は、長野県栄村を事例に、部落有

林野整理に伴う動きの一つとして言及した関戸（2012）がみられるが、依然として研究が

非常に少なく、十分に実態が明らかになっていない。本論文は、東南アジアの焼畑との比較

対象として重要（cf.Yokoyama et.al 2014）な日本の焼畑について、政策的規制と地域社

会の関係性に着目して検討することを目的とするものである。 

 

（2）焼畑への規制に関する先行研究 

 近代日本における焼畑の規制に関しては、地理学が断片的な報告を積み重ねてきている。

先駆的には、田中秀作と秋山桓士が明治時代における岐阜県美濃地域における焼畑禁止に

ついて報告している。田中と秋山によれば、1896（明治 29）年における大洪水の結果、「治

山治水の声漸く高く、遂に焼畑禁止が厳重に励行されるに至」り、岐阜県での焼畑は飛騨地

方で行われるのみになったという（田中・秋山 1937：50）。また、田中と秋山は、洪水で

被害を受けた岐阜県坂内村に、焼畑の禁止も加わったことが、「山村経済への一大重圧」で

あり、1899 年以降の北海道移住につながったと述べている。（田中・秋山 1937：50）。岐

阜県については、千葉徳爾も「たとえば金原明善翁のような山林事業の推進者が、しきりに

森林と洪水との関係を論じたし、木曽川・長良川・揖斐川三水系によっておこる濃尾平野の

水害は、岐阜県議会で揖斐川・長良川上流の焼畑耕作に伴う林地荒廃であると指摘された」

（千葉 1973：32）ことをきっかけとし、「岐阜県下の焼畑は条例によって禁止され、揖斐
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川上流にあって焼畑にたよって生活していたいくつかの村は、生活の基盤を失って北海道

に移住してしまうといった出来事も起こった」（千葉 1973：32）と指摘している。 

また、市川健夫と斎藤功は長野県の焼畑について、「明治以降、とくに明治三〇年代から

焼き畑農業が山村において衰退していくのは、経済の発展にもよるが、警察力による野火の

取り締まりがきびしくなった。とくに天皇家の所有する御料林、国家がもつ官有林が存在す

る町村においては、野火は許可がなくてはつけることができなくなった」（市川・斎藤 

1985：52）と指摘し、木曽谷における焼畑分布の空白の理由は、宮内庁帝室林野局による

焼畑への規制にあるとしている。 

 他方で、民俗学では、調査報告の中に焼畑禁止の事例を見ることができる。例えば桜田勝

徳は岐阜県旧徳山村における調査を基に、「明治三十一年この県では保安林に関する法令が

施行されて、以来山野を伐採する焼畑農業が俄かに為し得ぬようになって、山間村落の廃村

に帰したものが少なくなかった」（桜田 1951：16）と記している。同じく岐阜県春日村に

おける篠田暢茂の報告では「明治に入ってからの焼畑は、まず県の砂防施策、明治新政府の

官民有林区分を皮切りとする山林政策などにより、許可制となり、村の古老の言によれば明

治二十年代には禁止され、見まわりが入ったといわれる」（篠田 1966：17）とある。 

 

（3）本論文の課題と方法 

しかし、以上の先行研究は、いずれも焼畑への規制の根拠となる一次資料の明示を欠いて

おり、実際にどのような法令等に基づいて、どこまで焼畑に規制が加えられていたのか、具

体的に検証することが出来ない。伊藤寿和は、近世期において焼畑禁止令がたびたび出され

ていたことと、実態として焼畑面積が拡大していたこととの矛盾を指摘している（伊藤 

2014）。同様に、近代期においても先行研究が指摘したような焼畑への規制がみられたにも

かかわらず、戦後の高度経済成長期まで、日本各地で焼畑は行われ続けていた。つまり、政

策上の焼畑規制と、地域社会における焼畑存続との関係性を、具体的に解明する必要が要請

されるのである。 

 こうした課題に対して、本論文では、特定のフィールドを設定し、政策上の規制を示す法

令・規則・規定類の分析と、地域社会の動向を示す資料の分析を組み合わせる方法を採用す

る。検討のフィールドとしては、岐阜県と福井県を選定した。佐々木高明によれば、岐阜・

福井県境の山地地帯である越美山地は、高度経済成長期以前まで「わが国における焼畑依存

度のもっとも高い地域」（佐々木 1972：37）であり、政策上の焼畑規制と地域社会との関

係性を捉えようとする本論文のフィールドとして、ふさわしいと考えられる。 

本論文の構成として、まず第 2 章では、国における焼畑に対する政策の概要を、主に森林

法の条文の検討から概観する。次に、第 3 章では岐阜県、第 4 章では福井県の事例につい

て、それぞれ法令・規則・規定類の分析と地域社会の動向に関する資料の分析を組み合わせ、

焼畑に対する規制と地域社会の動向との関連性を検討する。最後に第 5 章で、本論文が明

らかにした知見と残された課題をまとめたい。 

 

2．森林法における焼畑の位置づけ 

 まず本章では、国における焼畑に対する規制の概要を概観したい。明治維新後の日本にお

いて、焼畑の処遇が最初に問題になったのは、地租改正にともなう土地制度であったが（丹

羽 1989）、焼畑を行うこと自体に対する国としての規制の始まりは、1897（明治 30）年
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に制定された森林法であると言えよう。 

そこで、まず、森林法の条文を検討してみたい。資料 1 は森林法、資料 2 は森林法施行細

則から、それぞれ関連する条文を抜粋したものである。1897 年の森林法には「焼畑」の文

言は含まれていないが、焼畑作業の要素である「火入」と「開墾」が含まれており、この二

つの要素に着目して分析を行う。 

 

【資料 1】1897 年森林法
（1）

 

 第六条 山林ヲ開墾セムトスル者ハ府県知事ノ許可ヲ受クベシ 

 第七条 国土保安ニ危害ノ虞アリト認ムルトキハ主務大臣ハ予メ其ノ箇所ヲ指定シ森林 

ノ開墾ヲ禁止スルコトヲ得 

 （中略） 

第三十三条 森林官吏又ハ警察官吏ノ許可ヲ得ズシテ森林内ニ火入ヲ為スコトヲ得ズ 

 第三十四条 森林ニ接続スル原野ニ火入ヲ為ストキハ森林ニ対シテ予メ防火ノ設備ヲ為

スベシ 

 第三十五条 森林ニ於テ濫ニ焚火ヲ為シ又ハ炬火ヲ携帯スルコトヲ得ズ 

 （中略） 

 第四十九条 第三十三条第三十四条又ハ第三十五条ニ違背シタル者ハ二円以上五十円以

下ノ罰金ニ処ス因テ他人ノ森林ヲ焼滅シタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス 

 （後略） 

 

【資料 2】1897 年森林法施行細則
（2）

 

（前略） 

第十一条 森林内ニ火入ヲ為サントスル者ハ予メ期日ヲ定メ森林官若クハ警察官ニ申出

許可ヲ受クベシ 

 前項ノ場合ニ於テ火入ヲ許可シタルトキハ別記火入許可証ヲ交付スベシ 

第十二条 森林内火入ノ当日ハ火入者ニ於テ前条ノ火入許可証ヲ現場ニ携帯スベシ 

第十三条 森林内又ハ森林ニ接続スル原野ニ火入ヲ為サントスル者ハ火入期日前ニ火入

箇所隣接地ノ所有者若クハ管理者ニ其旨ヲ通知スベシ 

第十四条 火入ノ場合ニ於テ他ニ延焼ノ虞アリト認メタルトキハ森林官又ハ警察官ハ其

火入ヲ差止メ火入方法又ハ火入期日ヲ改メシメ若クハ相当ノ設備ヲ為サシムベシ 

（後略） 

 

 まず、「火入」に関する規定を検討したい。資料 1 の森林法第 33 条では、森林官吏か警

察官吏の許可なくして火入を行うことが禁じられており、違反した場合、第 49 条に基づき

罰金刑に処されることと定められている。また、資料 2 の森林法施行細則をみると、火入の

許可を得るために、具体的には「期日ヲ定メ」て森林官吏か警察官に申し出て、火入許可証

の交付を受けること（第 11 条）が定められている。 

 このように、森林法においては、焼畑に必要な森林への火入は、あらかじめ森林官吏か警

察官吏に届け出れば、行うことができた。森林法制定の 10 年後、1907（明治 40）年に行

われた改正でも、第 78 条に「森林又ハ之ニ接近セル土地ニ火入ヲ為サムトスルトキハ森林

官吏又ハ警察官吏ノ許可ヲ受クヘシ」
（3）

とあり、許可を得れば火入が実施できる点は変更が
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ない。 

 次に、「開墾」について、資料 1 の森林法第 6 条では、森林を開墾するには府県知事の許

可が必要であり、また第 7 条によれば、国土保安上の必要があれば主務大臣が開墾を規制

することができるとされている。しかし、1897 年森林法では、施行細則も含めて「開墾」

が具体的にどのような行為を指すのか定義されておらず、1907 年の改正において、「本法ニ

於テ開墾ト称スルハ地租条例ニ規定スルモノノ外焼畑、切替畑其ノ他土地ノ形質ヲ変更ス

ル行為ヲ謂フ」（第 3 条）との文言が追加され、森林法上の「開墾」に焼畑が含まれること

が明確化された。いずれにせよ、「開墾」に関しても、許可を得れば実施できるとされてい

た。 

つまり、近代日本においては、焼畑に伴う森林への火入や開墾は、法令上禁止されておら

ず、許可を得れば実施することができたという点を、まずは確認しておきたい。 

 

3．岐阜県の事例 

（1）民俗調査データに記された焼畑の「禁止」 

 前章で検討したように、森林法上は、焼畑は許可を得れば、営むことができる生業であ

った。では、なぜ先行研究においては、焼畑が禁止または規制されていたという指摘がな

されてきたのだろうか。本章では、焼畑規制に関する先行研究が蓄積されてきた岐阜県の

事例から、分析を試みたい。 

1935（昭和 10）年に岐阜県徳山村で山村調査を行った民俗学者・桜田勝徳は、徳山

村・塚集落の古老から、「部落の内に階級差が生じたのは薙畑伐採がきびしく禁止せられ

た事による。明治三十一年に保安林に関する法令が出て、それから山の伐採が禁ぜられて

しまった。（中略）大正年代に入っても焼畑をなす事は六ケしく、之が楽に出来るやうに

なったのは十年以来の事である」
（4）

との情報を聞き取り、フィールドノートに記している。

また、桜田は徳山村に隣接する坂内村でも調査をしており、坂内村の八草という集落が

1920（大正 9）年に廃村となり、北海道に村人全員が移転した理由について、「勝手に山

を焼いて畑にして蕎麦、稗らを造って喰ってゐたが、薙畑の監督が六ケしくなり、粟稗が

つくれぬ事になって部落は没落した」
（5）

ことであるとフィールドノートに記している。な

お、ここでいう「薙畑」は「ナギハタ」と読み、岐阜県において焼畑を意味するフォーク

タームである。 

桜田の残した記録からは、地域住民側の捉え方として、岐阜県徳山村・坂内村では 1890

年代後半～1920 年代にかけて焼畑が政策的に禁止・抑圧されたが、少なくとも 1925（昭

和 10）年ごろから焼畑が「楽に出来るようにな」り、桜田らが調査に訪れた 1930 年代に

は公然と焼畑が行われていたと考えられる。 

なお、桜田ら民俗学者が調査に入った 1930 年代に焼畑が「楽に出来るようにな」ってい

た様子は、1939 年 8 月に桜田と共に調査を実施した高橋文太郎による報告からも窺える。

高橋は、徳山村を訪れた際に、女性たちが「斜面の焼畑へ蕎麦の種子を播いてゐた」（高橋 

1943：118）様子を観察しており、徳山村の人々が、民俗学者というヨソモノの前でも堂々

と焼畑をしていたことが読み取れる。 

 

（2）焼畑の「禁止」？－岐阜県令の分析から― 

では、桜田が地域住民から直に話を聞き、記録に残した焼畑への抑圧は、どのような法令
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に基づいてなされていたのだろうか。桜田はこの原因を「保安林に関する法令」であると書

き残しているが、森林法上は、保安林であっても許可を得れば焼畑を行うことができたこと

を踏まえると、必ずしも直接的な原因ではないと考えられる。1930 年代の地理学の調査報

告をみると、「坂内村に於ける移動聚落の経済に重大なるエポックを期したものは、従来の

山村の慣行たる焼畑が、明治三十二年八月県令山林原野火入取締規則に依りて禁止された

ことである」（田中・秋山 1937：50）との記述がある。 

そこで、岐阜県が 1899（明治 32）年に制定した、「山林原野火入取締規則」を検討して

みたい。 

 

【資料 3】1899 年 岐阜県令第六十五号「山林原野火入取締規則」
（6）

 

第一条 山林又ハ原野ニ火入ヲ為サントスル者ハ左記ノ期限内ニ別表三通ヲ製シ四至境

界ヲ見ルヘキ図面三通ヲ添ヘ所管警察官署ニ願出テ許可ヲ受クヘシ 

但森林法施行細則第十一条ニ依リ森林官吏ノ許可ヲ得タルモノハ此限ニアラス 

   一月ヨリ六月マデニ火入ニ着手セントスルモノハ前年九月三十日限 

   七月ヨリ十二月マデニ火入ニ着手セントスルモノハ其年四月三十日限 

 第二条 第一条ノ許可ヲ得タル者ハ其火入期日前隣接林野ノ所有者又ハ管理者ニ通知ス

ヘシ 

 第三条 森林法施行細則第十一条ニ依リ森林官吏ノ許可ヲ受ケタル者ハ火入前最寄警察

官署巡査派出所駐在所ニ届出テ且隣地主ヘ通知スヘシ 

 第四条 火入ヲ為サントスル地ノ四至堺界ニハ防火線ヲ設クヘシ 

 第五条 防火線ハ巾三間以上トシ柴草ヲ刈取リ落葉並ニ塵芥ヲ除去シ或ハ土堤若クハ溝

渠ノ類ヲ設クヘシ 

 第六条 火入時間ハ日出ヨリ午后十二時迄トス 

  但強風ノ時ハ火入ヲ為ス可カラス火入中風勢不穏ノ兆ヲ来タシ又ハ時間后ニ渉リタル

時ハ直ニ消止ムヘシ 

 第七条 火入中ハ番人ヲ出シ防火線ヲ警戒スヘシ 

 第八条 火入ノ許可ヲ受ケタル者ト雖モ警察官吏ニ於テ防火ノ準備不充分ト認メタルト

キ又ハ風勢劇変等ニ因リ他ニ延焼ノ虞アリト認メタルトキハ火入ヲ中止セシムルコト

アルヘシ 

 第九条 第一条ノ許可ヲ受ケスシテ火入ヲ為シタル者ハ拾圓以下ノ罰金ニ処ス 

  但森林法ニ明文アルモノハ其法条ニ従フ 

 第十条 第二条第三条第四条第六条第七条ニ違犯シ又ハ第八条ノ中止ヲ肯セサル者ハ十

日以下ノ拘留又ハ壹圓九拾五銭以下ノ科料ニ処ス 

附則 

 第十一条 火入出願ノ箇所御料又ハ国有ニ係ル時ハ本則ニ依ルノ限ニアラス 

 

まず、資料 3 の第 1 条に「山林又ハ原野ニ火入ヲ為サントスル者ハ左記ノ期限内ニ別表

三通ヲ製シ四至境界ヲ見ルヘキ図面三通ヲ添ヘ所管警察官署ニ願出テ許可ヲ受クヘシ」と

あるように、焼畑は全面禁止されているわけではなく、手続きを踏んで申請をすれば、実施

可能であったことがわかる。また、防火帯の設置方法（第 4 条・第 5 条）や火入実施時間

（第 6 条）等、森林法施行細則に記載のない事項を、詳細に定めている。このことからは、



6 

 

1899（明治 32）年の岐阜県「山林原野火入取締規則」は、田中と秋山が述べているような

焼畑を「禁止」する内容ではなく、前章で明らかにした「許可を得れば焼畑は実施可能」と

いう森林法の原則を踏襲した内容であるといえよう。 

ただし、第 1 条の火入許可の「期限」として、「一月ヨリ六月マデニ火入ニ着手セントス

ルモノハ前年九月三十日限」と示されており、1 月に火入れを行う場合、3 か月前の 9 月末

日までに申請を出さなければならないとしている。森林法施行細則には、具体的な申請期限

の規定はないが、岐阜県では数か月前の申請という、いささか現実離れしたとも思われる申

請期限を設定していた。仮にこの申請期限が厳格に適用されていたとすれば、申請漏れが発

生し、実質的に焼畑が困難となったケースもあったと推察することも可能であろう。 

このように、先行研究が岐阜県における焼畑禁止の根拠である指摘していた「山林原野火

入取締規則」も、原文を検討すると、焼畑の実施自体を禁止する内容ではなく、森林法に即

して、事前の申請と許可をもって焼畑を許容する内容であった。ただし、火入の事前申請期

限が現実の生業の実態と乖離していたことから、地域住民からは、実質的に「禁止」と受け

止められた可能性もあると考えられる。 

 

（3）焼畑「禁止」という誤解 

 焼畑を法令上禁止していないにもかかわらず、地域住民から「禁止」と受け止められてい

たことは、当時の岐阜県行政も把握をしていた。そのことを、岐阜県山林会報に掲載された

以下の資料から検討したい。 

 

【資料 4】1912 年 岐阜県「焼畑作業に就ての通牒」 

「焼畑作業に就ての通牒 

 石橋本県内務部長は焼畑作業に関し本年八月二日左の如く関係郡長へ通牒を発せられた

るが、一般当業者は参考とすべきなり 

 焼畑砂防法に依る指定地取締規程及山林原野火入取締規程の定むる所に依り、所轄警察

署の許可を得て之が作業を為し得る場合あるにも拘はらず、近来絶対に是等の作業を禁止

せらるゝものと誤解する向あるやに及聞候へ共、元来人口稀薄にして農耕地尠なく、造林面

積多くして之が造林に要する資力の相伴はざる地方に於ては、左記方法に依り造林準備行

為として焼畑作業を為すは林業の見地よりするも適当なる造林方法なるのみならず、産業

奨励の一端とも可相成に付、御部内山間地の当業者へ精々勧奨方御取計相煩度、依命此段及

通牒候」（無記名 1912）（下線は辻本による） 

 

この資料では、岐阜県の内務部長の郡長あての指示内容が示されており、焼畑は許可を得

れば出来る場合もあるのに、絶対に禁止していると誤解されている、との認識が示されてい

る。さらに、造林の下準備として焼畑をするのは、むしろ効率的なので推奨できるという内

容も指摘されており、造林促進の観点においては焼畑を許容する林学の論理（cf．米家 2011）

が、既に県レベルの林政でも通用していたことが窺える。 

付け加えると、1911（明治 44）年には、1899 年に制定された「山林原野火入取締規定」

が廃止され、新たに岐阜県令第 27 号「山林原野火入取締規則」
（7）

が制定された。新たな「山

林原野火入取締規則」では、火入れを実施する数か月前に許可申請が必要なのは、保安林か

木曽川流域に火入れをする場合のみと変更されており、より地域住民が火入の申請をしや



7 

 

すく変更したようにも読み取れる。 

以上、本章での検討からは、1890～1920 年代にかけて、岐阜県の徳山村・坂内村の地域

住民側が、焼畑が「禁止」されていたと捉えていたのに対し、岐阜県の制定した県令では、

あくまでも森林法に即した運用として焼畑を許可制にしていただけであり、むしろ焼畑が

「禁止」されているという誤解を解こうとしていた、ということが浮かびあがる。 

 

4．福井県の事例 

（1）「模範村」における焼畑の隆盛 

 続いて、残されたもう一つのフィールドである福井県についても、近代における焼畑規制

と地域社会との関係について検討を進めたい。結論から述べてしまえば、岐阜県と異なり、

福井県においては、地域社会において焼畑が「禁止」されたと捉えた形跡はほとんど見受け

られない。管見の限りでは、福井県西谷村における民俗調査報告において、大正初期から内

務省の実施した砂防工事を契機に、「従来耕地の殆んどを占めてゐた焼畑（ナギ畑）が許可

制となり、其面積が減少した」（高谷 1940：6）との記述がみられているが、これも「許可

制」であったという点で、森林法の規定を大きく逸脱するものではなく、さらに高谷が西谷

村を訪れた 1940（昭和 15）年時点においては「現在でも焼畑の面積は広く、所謂田地畑と

称するものは僅かに過ぎない」（高谷 1940：7）状況であった。 

 例えば、福井県上味見村河内（現福井市味見河内）の事例をみてみよう。上味見村は、1910

年、内務省によって模範村に指定され、記念事業として神社や部落有林野の統一事業が進め

られた
（8）

ように、林政の影響を強く受けた村であった。明治後期において、入会林野や部落有

林野を行政村の基本財産とするべく、全国的にスギ・ヒノキの造林が推進された（cf．福田 

2004）が、上味見村においても 1908（明治 41）年に植林を推進する条例が制定され
（9）

、1911

年 7 月 15 日にこの地域を歩いた柳田國男は「此郡上味見下味見の二村は杉を栽うること盛

なり」（柳田 1963（1948）：193）と述べている。 

ところが、上味見村の河内地区ではこうした趨勢に逆行するかのように、明治後期から大

正期にかけて、山林で積極的に焼畑を行い、赤カブを栽培する動きがみられていた。大正期

に県の農林技手が河内地区を視察した際の復命書には、次のように記されている。 

 

【資料 5】1925（大正 14）年の上味見村河内地区の山林に関する復命書
（10）

 

入會山ハ地元各区ヨリ遠隔ノ地ニアリ、且ツ峠アリテ地元区民ハ入會ノ便少キニ係ラス、

河内ハ入會山ニ近接セル関係上毛上ノ採取幷ニ畑地ニ開墾シ赤蕪ヲ採取シ、殆ント河内区

民単獨入會山ノ如ク使用シ、又一方、八ヶ大字ニ入會ヲ許容シタル山林ニ對シテハ土地所有

者ハ畑地ノ開墾ト植林ヲナシ漸次入會地域ヲ減少シツアリキ（下線は辻本による） 

 

資料中には、河内区民が「畑地ニ開墾シ赤蕪ヲ採取」をしていたと記されているが、河内

地区における赤カブ栽培は、焼畑で行われる。つまり、大正末期には、河内地区住民が周辺

集落との入会林野を独占的に利用し、焼畑による赤カブ栽培を行っていたのである。このよ

うに、政策的な規制によって焼畑が中断した形跡はなく、河内地区では 2018 年現在まで焼

畑による赤カブ栽培が存続している（cf 辻本 2013、2018b）。 

 

（2）福井県における焼畑への法的規制 
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 では、福井県では全く法令による焼畑の規制を行っていなかったかというと、そうではな

い。福井県では明治 18 年に「山野火入取締規則」が制定されており、民有林野において火

入をする上で、「戸長役場ヲ経由シ所轄警察署又ハ分署ヘ届出」ることが定められている
（11）

。

福井県では、森林法施行以前から、森林への火入を規制する法令が存在していたのである。 

 森林法施行後の火入規制について、岐阜県と対照する意味で、福井県における規則を資料

6 として掲載した。火入許可の申請は火入の 10 日前までで良い（第 1 条）ことは、数か月

前の申請を定めていた岐阜県の規則に比べると、かなり緩やかな規制であったと言えよう。 

 

【資料 6】1904 年 福井県令第 55 号「福井県火入取締規則
（12）

」 

第一条 本令ニ於テ森林ト称スルハ明治三十年法律第四十六号森林法ニ定ムル所ノモノ

ヲ謂フ 

第二条 森林法第三十三条及同施行細則第十一条ニ依リ警察官ノ許可ヲ受ケントスル者

ハ十日以前ニ願書ヲ所轄警察官署ニ差出スベシ 

 保安林ノ火入ハ水源涵養林ニシテ傾斜緩ナル箇所ニ於テ植樹ノ為柴草ヲ焼却スル場合

ノ外之ヲ為スコトヲ得ス 

第三条 森林ニ接続スル土地ニ火入ヲ為サントスルトキハ七日以前ニ所轄警察官署ニ届

出ツヘシ 

 神社及寺院仏堂境内民有地ノ林藪ニ接続スル土地ニ火入ヲ為サントスルトキ亦前項ニ

同ジ 

第四条 火入ノ願書若ハ届書ニハ左ノ事項ヲ記入シ其ノ図面ヲ添付スベシ 

 一 火入地ノ村、大字、字号、字名、番地、地目 

 二 保安林ナルトキハ其ノ種類 

 三 火入反別及其ノ目的 

 四 火入期日 

 五 防火設備ノ方法 

 六 国有林付近ニ於テハ其距離 

第五条 火入ヲ為ス者ハ火入地隣接スル土地ノ所有者若ハ管理者ニ其ノ旨ヲ通知スベシ 

第六条 火入ハ日出前日没後及暴風ノ場合ニハ為スコトヲ得ズ 

第七条 火入ヲ為ス者ハ火入地ノ周囲ニ於テ幅三間以上柴草ヲ刈取リ落葉塵芥ヲ除去シ

又ハ土堤若ハ堀溝ヲ設ケ隣接地ニ対シ防火ノ備ヲ為スベシ但シ火入地ガ道路渓谷等ニ

依リ他ノ土地ト隔絶シ延焼ノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ 

第八条 火入ヲ為ス者ハ火気全滅スルニ至ル迄看守ノ責ニ任ズベシ 

第九条 警察官署ニ於テ火入ノ危険ヲ認メタルトキハ火入ヲ差止メ火入方法又ハ火入ノ

期日ヲ改メシメ若ハ相当ノ設備ヲ為サシムルコトアルベシ 

第十条 第三条及第九条ノ規定ニ違背シ火入ヲ為シタル者ハ五拾銭以上壹円九拾五銭以

下ノ科料ニ処ス 

附則 

第十一条 明治三十一年福井県令第二十五号森林法同細則施行規程中第四条以下及同年

福井県令第三十三号森林ニ接続地目原野ニアラザル土地火入取締規則ハ廃止ス 

 

（3）戦時中の焼畑再評価－五箇村の焼畑調査― 
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 明治期以降、禁止されないまでも管理の対象であった焼畑であるが、第二次世界大戦中に

は、食糧増産のため、焼畑を評価し調査する動きも見られたことは興味深い。 

 戦時中における焼畑の再評価は、太平洋戦争開始以前から、国レベルの政策でみられてい

た。1939（昭和 14）年の秋から、西日本と朝鮮における旱害等から国内では深刻な食糧危

機が発生し（大豆生田 1993）、未開拓の高原地を開発し食糧増産を目指す一つの方法とし

て、焼畑の有効性が着目されていった。例えば 1941 年 7 月の「秋田魁日報」には、農林省

産業課の小林孝平技師が、秋田県鹿角郡宮川村の焼畑を現地調査し「山村において食糧なら

びに飼料の増産と植林との合理的土地利用の模範施設として折紙をつけ」、「農林省からの

正式發表によつてこの實例を廣く全國の農山村に紹介することになつた」ことが報じられ

ている
（13）

。また、同年 10 月には高原開発協会が「東北地方の高原十四万歩」を開発して「切

替畑式農場」を設置する計画を発表し
（14）

、同年 12 月に農林省農政局で行われた食糧増産奨

励に関する会議では、焼畑切替畑による大豆栽培に対し反当たり 5 円の補助金を出すこと

が検討されている（楠本・平賀編 1988：145）。 

 こうした流れの一環であると思われるが、福井県においては、戦争末期に出作りにおける

焼畑がにわかに着目され、実態調査が実施された。 

 

【資料 7】福井県農業会による焼畑調査報告書の緒言 

 緒言 

昭和二十年七月初旬県農業会農畜課友永技手と五箇村打波の出作りと焼畑の調査に出掛

けた。今本土決戦に当り本土の食糧自給態勢を確立するの要に迫られ焼畑に依る雑穀増産

が叫ばれ又計画生産せねばならんことゝとなった五箇村の焼畑に付諸彦の参考ともなれば

甚幸である。現地調査に当り大倉村農業会長三橋常務、幅口、山下林業支配人等の協力を得

たことは深く感謝する。 

昭和二十年七月十五日 

福井県農業会大野支部 大下吉夫 

（福井県農業会 1945） 

 

このように、福井県農業会では、終戦一か月前という時期に五箇村打波の出作りと焼畑の

調査を行い、焼畑耕作の形態や手順について全 9 ページの報告書をまとめている。この調

査結果が、実際の食糧増産に活かされたかは定かではないが、他県の事例をみると、岩手県

内陸部や沿岸部では戦時中に焼畑による食糧増産が実施されており（辻本 2017、2018a）、

福井県においても戦時中や終戦直後には一時的に焼畑が隆盛した可能性もあると考えられ

る。 

 

5．おわりに 

本論文は、近代日本における焼畑への規制と地域社会との関係について、岐阜県と福井県

という二つのフィールドの事例から検討してきた。まず、岐阜県の事例では、1890 年代後

半～1920 年代にかけて地域住民側は焼畑が「禁止」されたと捉えていたのに対し、岐阜県

側は焼畑をあくまでも申請されて問題なければ許可するという姿勢であり、むしろ「禁止」

という地域住民側の誤解を解こうとしていた。また、福井県の事例からは、1900 年代にお

いて模範村に指定され、部落有林野の統一や植林が推進されていたような村においても、
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1910～1920 年代にかけて焼畑が盛んにおこなわれていたことが明らかになった。さらに、

第二次世界大戦末期には、焼畑を規制するどころか、福井県農業会が食糧増産のために焼畑

を利用するような動きもみられていた。 

本論文の検討からは、先行研究が断片的に述べてきた、行政による焼畑の「禁止」という

言説はそれほど実態に即しておらず、むしろ、近代日本の行政は焼畑の申請制をとることで

山林資源に対して一定の管理をしつつも、地域社会の暮らしの実態を踏まえ、強権的な焼畑

の禁止には踏み込んでいなかったと考えられる。高度経済成長期ごろまで日本各地で焼畑

が存続したのは、そうした行政による「黙認」の産物であるとも捉えられるのではないだろ

うか。 

最後に、本論文に残された課題を整理しておきたい。第 2 章の森林法の検討で確認した

ように、近代日本においては、焼畑それ自体が禁止されていたわけではない。そのことを踏

まえると、岐阜県の事例において地域住民が焼畑を「禁止」されたと受け止めていたことは、

火入れ申請期間といった事務処理上の規定が、町村ごとにどこまで厳格に運用されていた

のかという問題にかかわると推察される。さらに、規定通りに火入れの申請をしても、「保

安林」や「公有林」といった区分によって、地域社会の森林が既にゾーニングされており、

申請が認められないような実態もあったのではないかと思われる。 

こうした論点に関しては、岐阜県春日村における春見弘文の報告がきわめて興味深い。春

見によれば、岐阜県春日村美束中郷においては山林のほとんどが保安林と砂防指定地とし

て囲い込まれたため、実質的に焼畑が不可能な状態になり、村人は水田裏作と養蚕、炭焼き

で生計を立てることを余儀なくされていたという（春見 1966）。法令上、焼畑は禁止され

ているわけではなかったとしても、地域住民からすれば、実質的に焼畑が禁止されていたと

しか受け止めようがないケースが存在したことについては、今後、一次資料に基づくミクロ

レベルの検討を積み重ねていく必要がある。 

本論文が批判的に検討した先行研究の「焼畑禁止」言説が、実は行政権力と地域社会との

ディスコミュニケーションによって生み出されたものであったとするならば、そうした行

政権力と地域社会のズレにこそ研究の焦点を当てるべきであろう。本論文は、行政権力と地

域社会との「生々しい」関係性に踏み込むことができなかった点が大きな課題であり、今後

継続的に取り組んでいきたい。 

 

付記 

本論文は、2016 年の日本民俗学会年会（於：関西学院大学）での発表内容に基づき、大幅

に加筆修正を加えたものである。また、本論文のうち、岐阜県に関する部分は、科学研究費

補助金（基盤研究 C）「フィールドノート・アーカイブズの基礎的研究」（研究代表者：中野

泰、課題番号：25370932）の成果の一部である。 

 

 注 

1 内閣官報局「官報」第 4129 号、1897 年 4 月 12 日。 

2 内閣官報局「官報」第 4337 号、1897 年 12 月 14 日。 

3 内閣官報局「官報」第 7141 号、1907 年 4 月 23 日。 

4 桜田勝徳調査資料、資料 1-12-1（慶応義塾大学文学部古文書室所蔵）。同資料については、慶應義塾

大学文学部古文書室ウェブサイトを参照のこと。 
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5 桜田勝徳調査資料、資料 6-17-2（慶応義塾大学文学部古文書室所蔵）。 

6 岐阜県「岐阜県公報」第 224 号、1899 年 8 月 16 日（岐阜県図書館所蔵マイクロフィルム）。 

7 岐阜県「岐阜県公報」号外、1911 年 8 月 26 日（岐阜県図書館所蔵マイクロフィルム）。 

8 上味見村役場「自治民政資料各展覧会江出陳書類」（一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究

センター所蔵）。 

9 旧上味見村役場文書「指示注意事項簿」（福井市美山総合支所所蔵）。 

10 「公有林野整理統一 大野郡」（簿冊番号 14777）、1925 年 4 月 14 日（福井県文書館所蔵）。 

11 福井県「県令」、1888 年 4 月 5 日（福井県文書館所蔵）。 

12 福井県「県令」、1904 年 11 月 1 日（福井県文書館所蔵）。 

13 「秋田魁日報」、1941 年 7 月 21 日。 

14 「中外商業新報」朝刊 、1941 年 10 月 5 日。 
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