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１．はじめに 

近年，日本社会は成長から成熟の時代に移行し，自然との関係を

見直す機運が高まっており，河川では一般市民・民間企業による

堤外地 1)の活用や，河川管理者による各種の規制緩和が行われて

いる 2)。一方で，想定規模を超える豪雨の発生や水害の激甚化に伴

い，堤外地には遊水機能をもつゴルフ場やグラウンドが整備され，

新たな調節池の整備も進んでいる 3)。しかし，堤外地は有史以来

人々が活用し自然と共存してきた空間である。そのため，堤外地

を利用してきた歴史を認識しておくことが重要であると考える。

1997（平成 9）年の河川法改正以降，河川整備においては自然環

境だけでなく地域の歴史・文化にも配慮した「多自然川づくり」が

求められており 4)，この観点からも人による堤外地の利用の歴史

を明らかにすることが必要である。 
関東地方における堤外地は，江戸時代半ば以降の新田開発に伴

い耕地開発が進展するが，それ以前は「耕地」という性格ではなく

「原地」，「秣場」といった肥料供給の場合が多かったとされる 5)。

また，江戸時代以降に堤外地の農地開発が行われ，以降堤外地に

は今日まで広く農地が展開している。さらに，今日では堤外地の

広い範囲において，ゴルフ場やグラウンドなどが展開しているが，

かつては河畔林や原野が存在しており，これらは自然資源を供給

する入会地として活用されていたと考えられる。入会地は，明治

期以降の土地近代化政策の中で行われた林野官民有区分事業をき

っかけに改組が進んだ 6)。また，堤外地では砂利採取や農業に加え，

資材運搬用の鉄軌道が敷設されることもあった 7)。このような歴

史的背景をもち，かつ同時期に進められたインフラ整備や土地政

策の近代化の影響を受ける堤外地の入会地は，社会情勢に対応す

る人々の空間利用の歴史が表出していると考えられる。よって，

堤外地の入会地に着目し，その変遷過程や背景となる社会的事象

を解明することは，地域における堤外地の社会的役割を歴史的に

明らかにすることにつながると考える。 
本研究に関連する既往研究として，入会地に関する研究は法学，

人文地理学，農学をはじめ多くの学問分野で多数の研究が行われ

ている。藤田 8)によれば，入会林野の基本的構造に関してはほぼ一

定の解明がなされたとされているが，堤外地における森林や原野

に着目した研究はほとんど行われてきておらず，入会地としての

堤外地の歴史は明らかにされていない。例えば，小暮 9)は荒川低湿

地に位置する徳丸原の秣場について，元禄期以降の新田開発と近

隣村落の対応から変容実態を明らかにしているが，明治期以降の

大規模な土地制度転換期以降の堤外地における入会地の変遷は解

明されていない。その他，入会林野の変容に関する研究として，豪

雪地帯の山村における入会林野の解体過程を社会システムの観点

から明らかにした岡橋 10)の研究，旧入会林野が財産区有林という

所有形態で実質的に維持され，今日も観光事業等に利用されてい

る地域の実態を明らかにした池 11)の研究がある。また河川の歴史

的変遷に関する研究として，都市のオープンスペースであった河

岸に着目し，土地利用と土地所有からその消滅過程を明らかにし

た鹿内ら 12)の研究がある。さらに，日本列島の環境変化を土地利

用の変遷から明らかにした氷見山ら 13)の研究などがある。このよ

うに，入会林野の変容や河川を含めた空間利用の変遷に関しては

数々の研究が行われているが，堤外地の入会地に着目し，その変

遷過程を解明した研究は行われていない。また，上記の報告を含

め，空間利用の歴史を明らかにする方法として土地利用に着目す

る方法は多くの既往研究に用いられており，研究方法として信頼

性を得ているといえる。 
以上を踏まえ本研究では，堤外地の入会地における土地利用の

変遷過程をその背景とともに明らかにし，地域社会に求められた

堤外地の社会的役割を歴史的に解明することを目的とした。また，

対象とした時代は，近代化政策により堤外地のあり方が大きく転

換した明治時代以降から今日までとした。 
 

２．対象地域の概要と研究方法 

（１）対象地域の概要 

埼玉県旧大麻生村の荒川における入会地の土地利用からみる堤外地の社会的役割の変化 
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Abstract: In river management, it is important to consider the history and culture of a region, as well as the natural environment
of the area. Therefore, it is necessary to clarify the history of river usage. In this study, we focused on the common place in riverside 
space and clarified the history of the social role of riverside space based on land use change. For the survey, we used old pictures
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 本研究では，埼玉県熊谷市の旧大麻生村（埼玉県大里郡大麻生

村）における荒川の堤外地を対象とする（図－1）。埼玉県及び東京

都を流下する荒川は広大な堤外地を有しており，川幅が日本一と

なる区間がある。また，荒川は堤外地に60％以上の民有地・公有

地等が存在しているという特徴があることから 14)15)，今日に至る

まで堤外地において多様な土地利用がなされてきたと考えられる。

このような特徴をもつ荒川沿岸地域の中から，1）堤外地の土地利

用が可能な扇状地もしくは沖積低地にあること（荒川では標高約

60m以下），2）堤外地において自然資源の採取が行われたことが

仮定できる河畔林などの森林や原野等が発達していること，3）河

川改修等による堤外地の大規模な改変が行われていないこと，4）
対象とした明治時代初期に，堤外地において入会地としての利用

が確認できるもの，の 4 つの観点を踏まえ，1）～4）の全ての条

件を満たす上記の対象地域を設定した。 
旧大麻生村は荒川扇状地の扇頂付近に位置しており，村内にお

ける堤外地の標高は約39～47mである。旧大麻生村において荒川

は，39mより高位の地盤を流れることはなく 16)，明治時代以降は

堤外地の範囲に大きな変動がない。また，今日も堤外地にまとま

った樹林地がみられ，それらが入会地として活用されていたこと

が明治時代初期の古文書「埼玉県大里郡大麻生村古沢家文書」17)に

より確認できる。 

（２）研究方法 

まず，明治初期の対象地域における入会地の特定には，第一軍管

区地方2 万分の1 迅速測図（以下，迅速図，表－１中のA）を用

い，Arc GIS10.5（以下，GIS）により幾何補正して入会地の代表

的な土地利用である山林原野 18)の位置を確認した。次に，上述し

た「武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書」に含まれる絵図（表－1中

のB，C，D）を用い，上記同様GISによる幾何補正を行って明治

時代初期の入会地の土地利用を特定した 19)。次に，表－1 中のH
～Y の各資料を用いて明治時代初期の入会地の土地利用の変遷調

査を行った。分析手法として，絵図に記載された明治時代初期の

土地利用に基づき入会地を3つのグループに区分し（図－2，表－

2），グループごとに土地利用の変遷を整理する方法をとった。ま

た，GIS 上でメッシュを作成し，各メッシュの土地利用の変遷を

たどった。なお，土地利用の区分は，全ての時代で樹林地・草地・

農地・その他の土地・造成地とし（表－3），メッシュ内で最も割合

の高い土地利用を代表させた。さらに，明治時代初期の入会地に

おける土地利用の区分は，堤外地の地盤高や荒川の水際との距離

と関連があると仮説を立て 20)，国土地理院の基盤地図情報数値標

高モデル（10ｍメッシュ）を用いて土地利用と標高の関連付けを

行った 21)。そのうえで，堤外地の利用が変化する要因となった社

埼玉県 

荒川 

旧大麻生村 

村域 
字境界 
堤防 
集落の範囲 
寺社 

凡例 
明治時代初期の
入会地 
農地 
対象地域範囲 

＊表－1中のA～Eをトレースして作成 

＊農地は村域内の白地全域を指す。 

図－1 対象地域の位置と明治時代初期の村の概況 

荒川→ 

本研究での 
年代 

地図類の 
測量・撮影等年＊ 

資料名 

明治初期 

1872-1880年 
(明治5-13年) 

A第一軍管区地方2万分1迅速測図 
 「熊谷驛」 
B(武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書) 
 「社寺・秣場等所在図」 

1873(明治6)年 
C(同)「秣場・野銭地等所在図」 
D(同)「林秣場・野銭地等絵図」 

1872-1880年 
(明治5-13年) E(同)「大麻生村鹿絵図」 

1876(明治9)年 F(同)「芝地石間所在絵図」 

1885(明治18)年 G(同)「大麻生広瀬両村境界之図」 

明治後期 1907(明治40)年 
H国土交通省国土地理院 
  5万分の1地形図「熊谷」 

昭和初期 1929(昭和4)年 
I国土交通省国土地理院 
  5万分の1地形図「熊谷」 

昭和中期 
1952(昭和27)年 

J国土交通省国土地理院 
  5万分の1地形図「熊谷」 

1948(昭和23)年 
K国土地理院空中写真 
USA-R1242-36 

昭和後期 

1972(昭和47)年 
L国土交通省国土地理院 
  5万分の1地形図「熊谷」 

1975(昭和50)年 

M国土地理院空中写真 
CKT7418-C85-13 

N国土地理院空中写真 
CKT7418-C85-13 

O国土地理院空中写真 
CKT7418-C85-15 

P国土地理院空中写真 
CKT7418-C86-13 

Q国土地理院空中写真 
CKT7418-C86-15 

昭和末期 

1983(昭和58)年 
R環境省自然環境局生物多様性センター 
  第3・4回植生調査 

1986(昭和61)年 

S国土地理院空中写真 
CKT862-C3-20 

T国土地理院空中写真 
CKT862-C3-21 

平成中期 

2005(平成17)年 
U環境省自然環境局生物多様性センター 
  第6・7回植生調査 

2009(平成21)年 

V国土地理院空中写真 
CKT20091-C10-12 

W国土地理院空中写真 
CKT20091-C10-14 

X国土地理院空中写真 
CKT20091-C11-12 

Y国土地理院空中写真 
CKT20091-C11-14 

＊絵図・地図の作成・測量・修正（応急修正含む），空中写真の撮影，植生調査の調査年 

表－1 使用した地図類及びその測量等年代一覧 

図－2 村内における入会地の状況 
 

＊表－1中のC「秣場・野銭地等所在図」をトレースして作成 
＊この図の芝永地・秣場（グループ3）の箇所には畑が含まれている。 

野銭地 
（グループ1） 

林秣場・入会秣場 
（グループ2） 

芝永地・秣場 
（グループ3） 

村
境
界 

堤防 
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会的背景を明らかにするため，文献調査を行った。以上より，入会

地における土地利用の変遷を踏まえ，地域社会における堤外地の

社会的役割の変化について，地域の社会情勢や自然環境の観点か

ら考察を行った。 

 

３．堤外地における入会地の変遷過程と変遷要因 

（１）対象地域における明治初期の入会地の類型化 

対象地域の入会地は，明治初期には「野銭地」，「林秣場・入会秣

場」，「芝永地・秣場」の3種類が明治初期の絵図（表－1中のC・
D）に記載されている（図－2）。また，絵図に記載された耕地境界

と字名称に従い，字境界を作成したところ，明治初期の入会地に

おける土地利用区分は字境界と整合性があった（図－3）。これを

踏まえ，対象地域における入会地を 3 グループに類型化した（図

図－2，表－2）。また，3.（2）以降で述べる入会地の変遷過程は，

この類型ごとに分析した。3グループの概要を以下に示す。 
グループ 1 は，明治初期に野銭地であった土地である。野銭と

は，江戸時代の年貢における小物成のひとつで，薪や草などを採

取する原野に課せられた雑税である 22)。1880（明治13）年に作成

された迅速図（表－１中の A）には，グループ 1 にあたる地域に

は「楢」が記載されており，明治初期に編纂された武蔵国における

村落の地誌「武蔵国郡村誌」23)の山林に関する記載箇所にも，グル

ープ 1 に含まれる字名をもった民有の山林が記載されている。こ

れらの理由から，グループ 1 の入会地である野銭地は，実際には

樹林地であったと考えられる。 
グループ 2 は，明治初期において林秣場及び入会秣場であった

土地である。「林秣場」，「入会秣場」は，別の絵図では同じ名称で

記載されている。また，この範囲は，表－1A迅速図の樹林地（松

もしくは楢）の範囲と一致する。このため，「林秣場」，「入会秣場」

は双方とも樹林地であった可能性が高い。なお，「林秣場」の呼称

を用いていることから，これらは用材確保のための樹林地であっ

たと推察できる。なお，秣場とは中世以降に緑肥や家畜の飼料，薪

などの採取が行われていた採草地で，その植生は草地的なものと

草地に小樹の茂った樸叢的なものがあるとされている 24)。 
グループ 3 は，明治初期には芝永地及び秣場であった土地であ

る。永地とは，永代にわたって保有・用益出来る土地，もしくは土

地の所有権・所持権を期限を定めずに売り渡すことができる土地

であり 25)，このことから芝永地とは，土地の所有者である個人が

自由に売買できる芝地・秣場であったと考えられる。なお，旧大麻

生村では，土地を均等に村民に割り振る割地制度が河川敷におい

て適用されていた 26)。一方で，表－1中のB～D，Fの史料におい

ては当該土地が入会地として記載されていることから，グループ

3の芝永地・秣場は，割地制度により多数の土地所有者が存在して

いるが，土地利用上は入会地として村民により利用されていたと

考えられる。また，明治初期の絵図（表－1中のF）には砂礫地を

表す「石間」の記載とともに「山林」（「林」）が記載されており，

「埼玉県地誌略」27)には，当該土地は砂礫地である様子が描かれて

いる。以上から，グループ 3 における入会地は，樹林地を伴った

河川沿岸の砂礫地・草地であったと考えられる。この区域の中に

はかつて「河原松山」と呼ばれていた樹林地が今日も残っており

（図－4のG）28)，公園の一部となっている。 
（２）入会地における土地利用と標高の関係（図－3） 
グループ1～3について，明治初期の入会地における土地利用と

標高の関係を整理した。その結果，グループ 1（野銭地）は標高

43.9～46.6mに，グループ2（林秣場・入会秣場）は広範であるが

標高40.0～46.9mに，グループ3（芝永地・秣場）は標高39.9～
40.9m に位置し，明治初期の入会地における土地利用は，標高の

分布とも関連していることが確認された。 

（３）入会地における土地利用の変遷過程（図－4） 

旧大麻生村の荒川堤外地における入会地は，明治初期の土地利

用ごとにその変遷過程が異なることが明らかとなった。 

１）グループ１  

明治初期に野銭地（樹林地）であった箇所のうち明治後期に残っ

た樹林地は，堤防沿いに走る用水路沿いの 21.0％とのみとなり，

残りは 62.5％が農地に，16.6％がその他の土地に改変される。昭

和初期には農地が減少し，その他の土地が67.1％にまで増加する。

昭和中期から昭和末期にかけては，その他の土地が減少し，農地

が漸次増加する。さらに，平成中期になるとそれまでの農地・樹林

地がゴルフ場に改変され，造成地の割合が 87.0％を占める。この

ゴルフ場は県営公園である荒川大麻生公園の一部で，1986（昭和

61）年に開設された 29)。 
２）グループ２ 

明治初期に97.2％あった樹林地が，明治後期には11.9％まで減

少し，70.1％が農地に，17.3％がその他の土地になる。昭和初期に

は，1910（明治43）年に起こった荒川洪水後の築堤により農地が

39.0％にまで減少し，その他の土地の割合が50.6％を占めている。

昭和中期になると，荒川沿いに5.6％の草地が現れる。以降，樹林

地が農地に開発され，昭和後期には63.6％，昭和末期には82.6％
までその割合が増加する。また，平成中期にはグループ 1 と同様

土地利用区分 地図類における凡例 

樹林地 林秣場＊1，入会秣場＊1，野銭地＊2 

草地 芝永地＊3，秣場＊3， 

農地 畑，水田，桑畑，茶畑，果樹園 

その他の土地 堤防敷地，鉄道敷地，砂礫地，砂地，荒地 

造成地 ゴルフ場，グラウンド 

＊1「林秣場」，「入会秣場」，の範囲は，表-1A迅速図の樹林地（松もしくは楢）の範囲
と一致する。また，これらは同一表現で記載されている絵図がある。このため，
「林秣場」，「入会秣場」は双方とも樹林地であった可能性が高い。 

＊2「野銭地」の範囲は，表-1A迅速図の樹林地（松もしくは楢）の範囲と一致する。 
＊3「芝永地」，「秣場」，の範囲は，表-1A迅速図の砂礫地の範囲と一致する。 
＊4上記＊1～3は共有の民有地であることが古文書の複数の資料（表－1中のBなど）

に記載されていることから，これらは入会地であったと考えられる。 

表－3 土地利用区分 

分類 
明治初期の 
土地利用 

概要 

グループ1 野銭地 
江戸時代に雑税（小物成）が 
掛けられていた山林原野 

グループ2 
林秣場 
入会秣場 

秣採取が行われていた樹林地 

グループ3 
芝永地 
秣場 

芝地，砂礫地，樹林地が 
混在した土地 

表－2 明治初期における入会地の土地利用に基づく字の類型化 

グループ2   

グループ1 

グループ3   

村域 
字境界 
堤防 
グループ区分 

明治時代初期の入会地 

凡例 

野銭地 
林秣場・入会秣場 
芝永地・秣場 

図－3 対象地域における標高と明治時代初期の入会地 

堤外地の標高(39 – 47m) 47         39 

＊表－1中のB～D，基盤地図情報数値標高モデル（10mメッシュ）を用いて作成 

559ランドスケープ研究 82 (5)，2019



 

 

にゴルフ場が展開する。 
３）グループ３  

 明治初期には樹林地が 28.2%，草地が 71.7%を占めており，芝

地・秣場としての利用が裏づけられる。明治後期になると樹林地

が 51.1%に上昇する一方で草地はなくなり，代わりに農地とその

他の土地が展開する。昭和初期から中期にかけて大きな変動はな

いが，昭和中期にわずかに草地がみられるようになる。また，昭和

末期になると，樹林地が 39.6％，草地が 24.3％にまで増加する。

その後，平成中期には前述の 2 グループと同様に公園の造成が行

われ，25.4％が造成地となる。しかし，グループ 3 の樹林地の一

部は明治初期以降維持されており，平成中期にも 55.8％の樹林地

がある。この樹林地は今日公園の一部となっており，様々な生物

が生息する「野鳥の森」として親しまれている。 

（４）入会地における土地利用の変遷要因（表－4） 

 対象地域における入会地の変遷には，明治期の政治的な背景が

要因となっていると考えられる。また，グループによって土地利

用変遷の要因となった社会的・政治的背景は異なっていた。 
１）グループ１  

まず，明治初期の樹林地（野銭地）における農地開発とその他の

土地の増加は，農業政策の推進と 1901（明治 34）年の上武鉄道

（現・秩父鉄道）の敷設 30)31)が要因である。まず，農地の増加要因

として，明治維新直後より荒川堤外地において桑の増植と新規作

付けが奨励されていたこと 32)が挙げられる。また，1894（明治27）
年に起こった日清戦争後の好況期には生糸の輸出が増加したこと

や，病気に強い夏秋蚕が普及したこと，さらに県の勧業政策の一

環としての桑園増反政策がとられたこと 33)も農地開発の大きな要

因の一つとなったと推察される。また，1896（明治29）年には旧

河川法が制定され，堤外地における民地について，「河川敷地ノ公

用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムルトコロニ従イ之ヲ

処分スベシ 但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡ア

ルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」と記載され，民有地が維持され

ている 34)。また，昭和初期のその他の土地の増加は，1910（明治

43）年に起きた荒川の大洪水後の堤防建設 35)によるものである。

さらに，以降昭和末期までの農地の漸増は，戦時体制下における

農業政策の展開が要因である。1930年以降国が戦時体制に突入し

たことにより，主食となる穀物の増産が行われる一方で，繊維作

物の作付面積の確保も行われ 36)，戦後も老朽桑園の改植と桑園の

拡充が行われた 37)。このことから，対象地域の主要産業であった

桑畑の面積が増加したと考えられる。平成中期には 9 割近くの土

地が造成地となり，公園区域に指定されゴルフ場が敷かれる。こ

の背景として挙げられるのが新河川法の制定と国民的なスポーツ

ブームの到来である 38)。1964（昭和39）年に制定された新河川法

では，河川の公共性が強調され，また，1964（昭和39）年の東京

オリンピックを契機に河川敷が体力づくりの場として注目された。

さらに，同時期に起こったゴルフブームにより，それまで特定の

人を対象としていたゴルフが一般大衆へと普及した。そのため，

1970年代以降の養蚕業の衰退とも相まって 39)，安価な占用料でま

とまった広さを確保できる河川堤外地にもゴルフ場が進出した 40)。

なお，このゴルフ場は都市計画決定されたものであり，今後土地

利用が変化する可能性は低い。 
２）グループ２ 

グループ1 とグループ 2 は，土地利用の変遷過程が類似してい

た。その要因として，この 2 つのグループは隣接した樹林地であ

り，同一の社会的背景により土地利用が変化したと考えられる。

しかし，その過程において土地利用の変化する場所や森林，草地

などの土地利用の展開に違いがある。 
明治初期における樹林地（林秣場・入会秣場）における農地の展

開は，グループ 1 と同様に 1894（明治 27）年の日清戦争以降の

好況と病気に強い夏秋蚕の普及，及び県による勧業政策が挙げら

れる。これらの理由から，明治後期までの間に養蚕業を支える桑

畑が広く展開し，農地の増加につながったと考えられる 41)。また，

グループ 1 と同様に鉄道が敷設されるため，その他の土地が増加

する。グループ 2 では，河川敷へ延びる砂利採取用の鉄軌道が敷

設されており，この影響を強く受けていると考えられる。昭和初

期における農地の減少とその他の土地の増加は荒川洪水後の築堤

が要因である。その後，昭和中期における草地の出現要因は，砂礫

地や裸地における草本植物の繁茂が考えられる。熊谷市史通史編
42)には，荒川河川敷には乾燥に強い草 43)が生えていることが記載

されており，この頃にも裸地には草本植物が生育していた可能性

が高い。また，堤防沿いの用水路と道路形状の変更によるその他

の土地の減少もみられる。以降の昭和末期にかけての樹林地の減

少と農地の増加，平成中期のゴルフ場の展開は，グループ 1 と同

様の理由であると考えられる。なお，このゴルフ場はグループ1と

同一のゴルフ場である。 

1:明治初期 

2:明治後期 

3:昭和初期 

5:昭和後期 

6:昭和末期 

7:平成中期 

4:昭和中期 

図－4 対象地域における入会地の土地利用の変遷過程 
＊表－1中の各資料より作成 

グループ2   
グループ1 

グループ3   

グループ2   
グループ1 

グループ3   

グループ2   
グループ1 

グループ3   

グループ2   
グループ1 

グループ3   

グループ2   
グループ1 

グループ3   

グループ2   
グループ1 

グループ3   

グループ2   
グループ1 

グループ3   河原松山  

凡例 

樹林地 草地 農地 その他の土地 

造成地 グループ区分 
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このように，グループ 2 における入会地の変遷過程はグループ

1とその背景が同一であることが多い。しかし，明治後期から昭和

中期までに残された森林は，山林のある 1 区画がそのまま残され

たものである点が異なっており，昭和初期まで入会権が残されて

いた可能性が考えられる 44)。 

３）グループ３ 

 明治初期の樹林地と草地は，明治後期までに樹林地が増加する

一方で，草地は皆無となる。この要因として考えられるのが村に

よる開発規制である。上述した割地制度により，江戸時代安永期

（1772～1781年）の割地で農地となった箇所は，水害の危険性が

高い場所であるため徐々に山林に戻すべきであるとの規定がなさ

れた 45)。また，1881（明治14）年には，全村共有地であった当該

土地 46)が割地により個人に払い下げられ，分割されて民有化され

た 47)。これらの理由から，民地となり細分化され，農地の開発規

制を受けた河川沿いの土地で樹林地化が進行したと考えられる。

また，昭和中期までの草地の増加は，グループ 2 と同様，荒川河

川敷における草本類の繁殖力が強いことが理由であると考えられ

る。さらに，昭和末期における樹林地と草地の増加は，堤外地の農

地が放棄されたため，草本類や樹木が増加したことが要因と考え

られる 48)。平成中期にはグループ1・2と同様に公園が造成される

が，グループ 3 における樹林地は維持されている。前述の通りこ

の森林は，今日では様々な生物が生息する「野鳥の森」として親し

まれており，前述の通り「河原松山」の愛称がつけられていること

からも，長く地域社会に親しまれてきた樹林地であることがわか

る。なお，この樹林地は埼玉県の地域森林計画の対象となってお

り 49)50)，1997（平成 7）年の河川法改正により，堤外地における

自然環境の整備が河川管理の目的の一つとして位置づけられた 51)

ことからも，この森林は今後も維持されると予想される 52)。 
 

４．入会地の土地利用変遷からみる堤外地の社会的役割の変化 

土地利用の変遷過程とその要因調査から，堤外地の入会地は，ま

とまった土地が得られることや明治期以降の近代化政策を受ける

中で土地利用の転換圧力が強まり，樹林地・草地の開発が行われ

たといえる。以下で，グループ1・2及びグループ3における堤外

地利用の変化を考察する。 
（１）グループ1・グループ2  

 土地利用の変遷調査において，グループ1・2 における樹林地は明

治後期にすでに 60％以上の農地開発が行われ，以降広く農地が展開

する。この背景として，明治政府の農地政策や生糸の輸出増加がある

ことは先に述べたとおりである。加えて，グループ 1 の地域は標高

が高く水害の被害を受けにくいうえ，もともと野銭地であったた

め農地開発の機運が高かったという理由が考えられる。また，グ

ループ2においては1874（明治7）年に養蚕業維持のため官林払

下げによる樹林地の伐採がおこなわれており 53)，以前から養蚕が

盛んであった。そのため，そもそも地場産業であった桑の生産に強

み54)があり，荒川の堤外地を桑園として利用するという地域的特色が

強く影響しているといえる。 
加えて，グループ1・2 は堤防に沿う地域であるため，築堤などの

河川整備上の利用も行われた。さらに，対象地域は首都東京と繊維産

業の拠点であった群馬・富岡の中間点に位置し，砂利採取による河川

の掘削等も広く行われたことから55)，鉄道敷としても利用された。 
戦後，生糸産業の衰退や開発の縮小を背景に，堤外地の利用を求め

る国民が増加した。対象地域においても堤外地をスポーツ施設として

活用するためゴルフ場が敷かれるが，ここに至るまでに一帯が農地に

改変されたことで造成のしやすい平坦な土地がまとまって得られた

ことも大きな理由であると考えられる。 
このように，グループ1・2における入会地は，1）広大な農地開発

用地，2）インフラ，河川整備施設用地，3）スポーツ施設であるゴル

フ場の用地というように，堤外地の社会的役割が変化した。 
（２）グループ3  

グループ 3 の特徴として，今日に至るまで樹林地の一部が維持

され続けていることが挙げられる。その要因には，村政としての

＊面積の変遷に関する矢印は歴史的背景と面積変動の関係を示す（    は面積の増加を表し，    は面積の減少を表す）。 
＊グループ1・2の昭和初期における樹林地は地形図上には標記されていない箇所があるが，前後の時代において地形図，航空写真，もしくはその両方で樹林地が
確認できることから，実際には5.5～21％の割合で樹林地が存在すると考えられる。 

 

表－4 対象地域における入会地のグループ別の変遷と歴史的背景の関係 
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河川敷の開発規制と土地の細分・民有化が挙げられるが，それに

加えて土地の管理が次第に減少していったことも要因の一つであ

ると考えられる。堤外地と関わる人間側の生活様式の変化により

草地や樹林地の面積が拡大することは既往研究 56)でも述べられて

おり，最も河川の流路に近いグループ 3 では，徐々に堤外地の利

用が行われなくなっていったことが推察される。 
しかし，元来この樹林地は，「河原松山」の愛称がつけられてい

ることから地域社会において親しみのある存在であったことがわ

かる。また，グループ1・2においてゴルフ場が造成される際にも

この樹林地は維持され，公園内の河畔林として保護された。そし

て，樹林地が今日まで維持・拡大されたことによって，多様な河川

生態系の維持に貢献し 57)，人々が自然に触れあえる公園となって

いることから，自然に親しむ空間ともなっている。 
このように，グループ3における入会地は，1）空間利用の需要

低下による遊休地・樹林地，2）残された樹林地の保護・維持と公

園としての利用というように，堤外地の社会的役割が変化した。 
 

５．おわりに 

以上，本研究では，河川沿岸の村落において堤外地における草地

や樹林地が入会地として活用されていたことを示し，入会地の解

体以降は，堤外地がまとまった農地やゴルフ場といった広い面積

を必要とする空間となったことを明らかにした。また，残された

森林は河川生態系の保全・維持や人々が自然に親しむ場となって

いることも明らかになった。 
 人は歴史的に河川に依存し，河川と共存してきた。近年，河川の

利活用が盛んに行われる一方で，大きく土地利用を改変するよう

な堤外地の整備も進んでいる。河川の安全性や利用の快適さを高

めることは不可欠であるが，共存の歴史を大切にすることもまた

必要であると考える。また，「その川らしさ」を活かした河川のラ

ンドスケープを保全し創造するためにも，堤外地を人がどのよう

に使ってきたのかを認識することが必要である。 
なお，本研究では堤外地の入会地について土地利用の変遷に着

目したため，所有権の移転や具体的な入会地の管理方法に関して

は言及・考察ができなかった。今後は，それらを解明することで地

域社会における河川像をより明確にし，今日の堤外地のあり方に

関する議論を深めていく必要がある。 
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