
出島村における土地利用の変化

I はしがき

関東東北部では，平地林が洪積台地上に広範に
1) 

分布している。 これは，稲作への依存の強い農

民にとって必ずしも有利な利用ではなかったが，

一方ではフロンティアとしての意味をも ち，とく

に近年の地域変化をもたらす 1つの大きな条件に

なってきた。この調査は平地林がどのような理由

で存在してきたのか，その開発はどのよう になさ

れてきたのか，そしてその結果，住民の生活の方

法はどのように変化してきたのかを景観や土地利

用の変化から考察しようとする我々の一連の研究
2) 

の一環としてなされたものである。

ここでは，茨城県の出島村を例に，明治中期以降

の土地利用の変化を追うこ とによって， この地域

の開発過程を予察的に概観するこ とが目的である。

調査の方法は，1883--85年（明治16~18)測図の

2万分の 1・迅速図， 1903年（明治 36)測図

で，1929年（昭和 4)修正の 5万分の 1・地形図

と1973年調査の 2.5万分の 1・土地利用図の観察

を中心 として， 行方台地等との比較を念頭に置き

ながら， この地域の開発過程を検討す る。

調査対象地域の出 島村は，北を高浜入に，南を

土浦入にはさまれ， 餞ケ浦に西から東に突き出た

半島の大部分を占めている。半島部は，新治台地

の主体をなす，高度約24~28mの台地で，これを

西か ら東へ，北側を菱木川，南側を一ノ 瀬川がは

ぼ平行に貫流し，侵蝕谷をつくっている。両河川

沿いには樹枝状の谷津田がみられるが，一般に下

流でその発達が著しく ，西部には比較的大きな平

坦面が残されている 。台地には， 肥沃な砂質土も

石井英 也

みられるが，多 くはいわゆる関東 ローム層に被わ

れている。

気候は，湖の緩和作用を受けて海洋的である。

そのため， とくに湖岸に面した南向き斜面では，

シィを主とした常緑広葉樹林がみられ，ツゲ ・マ

サキ ・マキ ・サンゴ ・モチなどが屋敷林や生垣に

利用されている 。台地上では，クロマツを交えた

アカマツ林やクヌギ ・ナラなどからなる雑木林が

多く なり， 屋敷林にも，力、ンのほか，ケヤキやス

ギが用いられている。雨量は，年 1,100-1,300

mm内外で，茨城県で雨贔の最も少ない地域の 1つ

である。とくに夏の雨量が少なく ，台地上の畑は

かっ ては常に干害に悩まされてきた。これに対し

て，湖岸は水害の常習地であった。しかし，近年，

灌漑用水や堤防が整備され，その様相は一変して

してきた。

出島とはこの半島部一帯をさす通称で，1955年

の町村合併以前には 9か村に分かれていたが，そ

のうちの安飾村，志士庫村，美並村，佐賀村，牛

渡村，下大津村の 6か村が合併 して，出島村が成

立した。

]I 明治期の土地利用 と台地の開発

rr-1 明治期の土地利用

迅速図から明治中期の土地利用を見る と， 西部

や中央東部の平坦な台地面を除いて，今日の土地

利用のおおよその骨格が既にこの期には形成され

ていたこ とが，こ の地域の一つの大きな特徴であ

る。しか し， 細かな点では種 々の相違がみられる

のも無論の ことである 。
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林地は，安食・宍倉台地面を除く台地上に，今

日に比してはるかに密に分布していた（第1ーa

図）。とくに西部の志士庫台地面では，林地が広範

に分布していた。各台地面の中央部には雑木林が

多く，台地周辺部や侵蝕谷に沿った地域にはアカ

マツを中心とした針葉樹林が卓越していた。出島

の江戸時代の所領関係は，年代によって異動はあ

るが，おおむね宍倉・上軽部・安食・柏崎。田伏

•三ッ木の各村が水戸藩領で宍倉領と称し，深谷

・成井・下軽部・坂・岩坪・加茂・戸崎が土浦藩

領で，その他は天領および旗本領であった3)。 ア

カマツは江戸時代には建築用材として着目され，

とくに水戸藩によってその植林が盛んに奨励され
4) 

た。 迅速図の観察によると，松林は，田伏など

の水戸藩領に発達していたとみてとることもでき

るが， 戸崎・牛渡・坂などにもかなり密に分布し

ており ，運搬とくに水運の便が，その植林にとっ

て大きな条件になったことが推察される。一方，

西部の志士庫台地面の林地は，圧倒的に雑木林が

卓越していた。

台地の中央部に広い採草地が存在していたこと

も，この期の土地利用の特徴であった。士族授産

事業で開墾された南野から上宿にかけての地域や

加茂北部，戦後急速に開拓された大平には，この

期にはまだかなり大規模な採草原野があった。こ

れらは村境に位置し，入会採草地であったが，そ

の権利関係などの詳細についてはわからない。そ

の他に，いくつかの小規模な採草地も存在してい

たが，一般に，漁業が盛んであった南東部では，

採草地が少なかった。これは，漁業活動によって

肥料を獲得できたことや農業への依存の低さなど

に由来するものと考えられる。
5) 

出島の集落の成立は古く，大化の改新によって

常陸国が設けられた際には，安飾•佐賀・大津の
6) 

3細が茨城（うばらき）郡に編入された。出島

では江戸時代以前に，主要な集落は成立して

いたものとみられ，江戸時代に関東各地で発達

した新田集落はみられない。南側の土浦入沿いに

は，台地末端部にそって路村が発達し，佐賀台地

には数戸からなる小村がみられるが，他のはとん

どは塊村であった。集落の多くは，南流する川尻

川沿いや小さな集落を除くと，北向き斜面に比し

て傾斜がやや急な南向き斜面あるいは台地面の南

縁部に立地していた。

集落の発達に伴って台地の開発も進められ，朋

治中期には，宍倉，安食，西成井，大和田，深谷，

加茂などでは，畑地が現在の分布パタ ー ンに近い

形で既に開墾されていた（第 1-b図）。 畑地は

中西部から北東部にかけて顕著に発達していたが

これらの地域は水田の発達が悪く，漁業の低調な

ところであった。水田は，樹枝状に伸びるほとん

どの谷に広がっていたが，ーノ瀬川上流部や菱木

川の谷ではまだ土地の改良が十分でなく，畑地と

混在している状態が多くみられた。湖岸付近は湿

田に悩まされる一方，雨戯が少ないため，台地末

端部や谷津の谷頭部には多くのため池が設けられ

ていた。

IIー 2 明治期の開墾

朋治期の土地開墾としては，まず， 1876年（朋

治 9)の家禄制度の廃止による士族授産事業があ

げられる。土地官民有区分によってかっての入会

地が官有地に編入され，広大な官有荒蕪地に恵ま

れた茨城県では，士族が開拓帰農して生活の安定

をはかれるようにするため，いくつかの大規模な

開墾事業が行なわれた。出島でも，土浦藩士族有

志によって，開墾結社・樹芸社が1881年（明治14)

に設立された。

樹芸社は， 1881年に出島一帯， 20余か村にまた

がって散在する官有原野の拝借を願い出て，同年

401町9畝 7歩の原野を借り受け，開墾事業を開
7) 

始した。 本社は，比較的まとまった拝借地のあ

る新治郡三村内・大原の原野におかれたが，拝借

地のおおよそ50~60笏は，現・出島村の地籍内に

あった（第 1表）。 結社は，樹芸社に資金を投資

する株王によって組織され， 1883年（明治16)に

は402名の株主が存在していた。開墾はすべて

本社で行ない，耕地を一戸約 2.5haづつ配当する
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第 1図 明治中期の土地利用
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第 1表 出島村に関する樹芸社の開墾 (1884年）

区・村名 拝借地面積 既墾地面積 未墾地面積 株社外主移住者・ 移住人口

第 1支部（宍倉） 8 1.1ha 4 7.2 ha 24.1 ha 2砂 62 人

第 3支部（戸崎・白烏・手野） 3 8.1 0.2 3 7.2 2 

第 7支部（加茂） 13.4 5.0 8.4 

第 8支部（牛渡・深谷） 24.1 4.6 19.5 

第 9 支部（成岩井坪•大・軽和部田•坂） 7 5.0 2.0 63.0 

第10支部（探F大谷堤・南根本） 12.0 5.0 6.0 

第11支部（菅谷・三ッ木） 9.4 2.5 6.9 

計 253.1 66.5 165.1 

注 1. ーは不明

注 2. 拝借地面積が既墾地，未墾地面積の合計とあわないのは，

宅地・植林地を除いてあることによる。

注 3. 村のうち，白鳥・手野・菅谷は現在土浦市に属する。

資料： 茨城県史料，近代産業編 1, P. 287 -288から作成

のが原則であったが，実際には，荒蕪地のまま配

当したり，付近の農民に土地を貸与し，社員外移

住者として開墾に従事させる場合が多かった。

1882年（明治15)には，すでに12名が宍倉村で移

住開墾を始めた。

1883年の勧業年報によると，同年の樹芸社の耕

作物は，夏作が陸稲（約 8.3ha)，エンバク (2.2ha),

ヒエ (2ha), ‘ノバ (l.6ha)，アイ (2.2ha)，カンショ

(0.5 6ha)，トウモロコシ (0.2ha)，アサ (O.lha),

牧草 (0.3hfYであり，冬作としては，エンバク(1.6 

ha)，ェンドウ (l.8ha)，大麦 (0.4ha)，晩菜(2ha) 

が栽培されていたことが報告されている。 1884年

には，出島村内の拝借地も約25伶ほどが開墾され

た（第 1表参照）。 県史料などによると，開墾に

は多くの困難があったようであるが，樹芸社の開

墾は，当時のきわめて自給的な農業からの脱皮を

めざして着実に進行しつつあった。 1906年（明

治39) に20か村にわたる約 510haが払下げを受

け，樹芸社は後に株式会社となって存続したが，

1926年（大正15)に解散した。

開墾の経過には不明な点も多いが，この開墾の

結果は，昭和初期の土地利用にあらわれている（第

2図）。南野から南根本に至る地域，大和田一岩

坪間，加茂北部にあった，かつての大きな採草地

は，ことごとく畑地にかわった。

皿 大正期以降の台地の開発と利用

m-1 第 2次世界大戦前までの台地の利用

茨城県では平地林や荒蕪地が多く，明治期以来，

それらの開墾が盛んになされてきた。荻城県の開

墾面積は，大正期に約 14.000ha, 第 2次世界大

戦前の昭和期に約 18.00Ohaにものほり，出島を含

む新治郡は，稲敷や行方台地とともに，猿島や結城

などの西部畑作地域についで開墾の盛んな地域で

あった。しかし，その実状は，個々の農民の手労
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働による手軽な平地林の開墾が多く，それは切替

畑として利用されたこともあって，著しく土地

を改変させるものではなかった。
8) 

この期における出島村の開墾についての詳細は

不明であるが，明治期の樹芸社の側墾以後，大規

模な台地の開発は行なわれなかったようである。

1905年（明治38)から 1942年（昭和17)に至る，

佐賀村・安飾村・志士庫村の断片的な事蹟簿によ

っても， 1908年（明治41)に佐賀村で， 94筆・

約 29.6haにのぽる林地開墾がなされたのと，1919

年（大正 8)の開墾助成法の成立後， 1920年から

1923年にかけて安飾村で 6か所の小規模な林地関

墾がなされているのが目立つ程度である。このこ

とは，明治中期と昭和初期の土地利用を比較して

もうかがわれる（第 1• 2図参照）。 ベースマッ

プの縮尺が異なるので厳密には比較できないが，

林地の減少はそれほどみられない。この頃までに

アカマツを主とした植林が進められ，深谷・飯岡

•岩坪などでは，むしろ，畑地が林地に復してい

るのが目立つ。しかし，全体的には，大規模な開

発はなされなかったものの，林地が漸減する傾向

が，第 2次世界大戦前まで続いた。また，この頃

までに，菱木川流域やーノ顧川上流域の水田化が

なされた。

この期における出島の農業は，米麦を中心とし

た自給的性格の強いものであった。稲作は，塩水

選の普及，梨の改良，馬耕・牛耕の導入などによ

り，大正期以降，その生産力が著しく上昇した。
9) 

畑地では，断片的な事蹟簿から判断すると，陸米

・大麦・小麦・ダイズ・カンショが主産物として

ほかにアワ・ヒエ・ソバ・トウモロコシ・アズキ

・ゴマ・ササギ・ダイコン・ゴボウ・ナス・カブ

・バレイショ・サトイモ・キュウリ・カボチャ・

ネギ・タマネギ・ラッキョウ・トウガラシ・菜類

など，さまざまな作物が栽培された（第 2表）。

換金作物として，ワタ・アイ・タバコなども若干

栽培されていた。現金収入源として最も重要なも

のは，養蚕であった。これは明治に入ってから急

速に普及し， 1887年（明治20)の安食における養

蚕巡回指導には，参加者が 180名もあったとい
.10) 
つ 。明治末には，大和田や有河で椎蚕の共同

飼育も始まった。この事情は，昭和初期の土地

利用図に明瞭にあらわれており，桑園は，西成

井から大和田をへて下大堤に至る地域のほか，

下郷・中台・有河•田伏・岩坪・柏崎などに分

布していた。

皿―-2 第2次世界大戦後の台地の開発

第 2次世界大戦後の開拓は，出島でも緊急開拓

事業によって始まった。これは，旧軍有地・国有

地や民有の未墾地を買収・解放し，帰農者・引揚

者に就業の場を与えるとともに，食糧の増産をも

くろんだものであった。出島では，県の出島10か

村開拓事務所が開設され，出島村のほか，現・石

岡市の三村・関川・千代田村の七会・土浦市の上

大津を含めて，開拓が強力に推進された。

出島の開墾事業は，出島10か村の水に悩む台地

面に農業用水を施し，水田 480ha, 畑 40haを

拓き，さらに l,000haの水田に引水し，入植 200

戸，増反 340戸を入れ，食糧の増産に供しようと
11) 

するものであった 。用水計画は，霞ケ浦の水を

土浦・手野で機械揚水して神立まで送り，そこに

分水堰を設けて，東西 12.6Kmにわたって灌漑水を

送ろうとするもので， 1955年頃にはほ完成した。

これによって開発された面積は 637haにおよび，

202戸の入植者と 341戸の増反者に恩恵がもた

らされた。出島では，広大な平地林が残っていた

志士庫台地を中心に，戸崎原，大平に約 13 0戸

が入植し，開墾にあたった（第 3図）。

志士庫台地は，開拓当初，ナラ・クヌギからな

る雑木林で，軍が待避飛行場をつくるために，天

神の狩野一族を中心とする地土から借用していた

地であった。ここは，満州からの引揚者，茨城・

埼玉の開拓増産隊など，入植経路の異なる 5つの

グループ (90余戸）によって開墾された12)。初期

の開墾は困難をきわめたようであるが，入植 3年

半後にはほほ開墾を終え，第三営農類型と称する，

個人経営と共同耕作を巧みに組み合わせた特殊組織
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第 2表 出島村における第 2次世界大戦前の主要作物
単位： ha 

l甲三名（年次＼物、水稲 陸稲 大麦 小麦 ダイズ

安飾(1907) 139.3 44.2 3 9.5 5 9.8 8 0.0 

佐賀(191C) 2 69.2 1 5.3 79.2 80.5 135.0 

志士庫(1911) 182.6 18.0 175.5 4 60.5 4 0 5.2 

佐賀(1919) 2 7 8.9 2 5.8 8 6.5 118.2 11 3.0 

志士庫(1919) 192.1 69.4 10 7.5 2 97.4 190.3 

佐賀(1927) 2 83.7 2 9.1 94.5 106.5 92.5 

安飾(1929) 2 0 5. 7 3 0.0 4 6.2 3 8.5 2 4.4 

安飾(1941) 1 5 1.5 299 42.0 6 4.2 3 2.8 

的営農形態を発達させ，すぐれた営農実績をあげ，

この開拓組合は多くの人々の注目を集めた 。
13) 

14) 
1955年頃から機械化につとめ， 1958年には陸田

化に成功し， 1970年頃から酪農が盛んになって，

ここでは水田酪農という営農形態が定着してきた。

現在， 80戸のうち40戸が酪農を営んでいる。集落

は，神立駅の東方約 600mから，東にはとんど真

直ぐのびる道路に沿って， 5戸をもって単位とし

た組が15組たちならんでいる。とくに西端部は，

1戸が幅50m, 長さ約 350mの矩形に整然と区画

されており，広々とした農村景観を呈している。

第 2次世界大戦後の台地利用の高度化は，この

ような緊急開拓事業を契機として進められてきた。

1955年には，耕地面積が村の総面積のなかで50伶

強を占めるようになり，それに対して林地は30%

ほとを占めるにすぎなくなった。しかし，実際，

1955年頃までは，緊急開拓地を除くと，台地の利

用にはそれほど大きな変化はみられなかった。

1956年の農作物の作付状況をみると，主要作物の

作付面積に対する割合は，水稲 35.8笏，ついで小

麦 14.0茄，大麦 12.5%•カンショ 10.6伶・ダイズ

4.9%・ナタネ 3.9%,・ 陸稲 3.8笏・ラッカセイ3.7笏

アワ カンショ ソバ アズキ ササギ ナタネ ク ワ

14.0 4 3.7 

1 5.0 1 5.0 5 4.5 

12.3 1 5.1 2 8.9 

12 5 1 7.2 6 3.2 

40.3 3 5.0 16.5 1 0.4 15.8 7 8.4 

1 7.5 不明

119.8 

2 1.8 10 2.8 

注． ーは作付されていても1Cha以下のもの

資料： 各村事蹟簿より作成

トウモロ コシ2,6 %・タバコ 2.5 ％となっており，

ラッカセイ・タバコなどの換金作物の栽培が普及

してきたことがわかるが，基本的には，米麦を中

心とする従来の伝統的な農業経営が受け継がれて

いたとみることができる。平地林の減少も，この

頃には緊急開拓地を除くと，それほど顕著でなか

ったと考えられる。なぜなら，山林は農地解放の

対象とならず，また，この頃まで平地林が洛葉や

下草の採取地として，営農的に重要な意味をもっ
15) 

ていたからである 。

その後1960年頃から，人々の生活方法と台地の

利用法は急速に変化してきた。周辺地域の工業化

や交通条件の改良に伴って農家の兼業家が進むな

かで，土地利用の高度化がはかられるようになっ

た。平地林はこの頃にはほぼ営農上の意義を失な

ぃ，また利用についての厳しい規制外にあること

や 1筆あたりの面積が大きいことなどもあって，

都市的土地利用に転用されるものも多くなっ

た。 1962年以降，西部の天神，加茂に工業団地が

造成され，その周辺部や深谷では住宅地も建設さ

れてきた。一方， このような状態のなかで，従来

の農業も変革を余儀なくされた。レンコン，タバ
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コなどの栽培のほか，野菜や花井類の施設園芸，

クリ，ナ、ンなどの果樹栽培，養豚，酪農，養蚕

といった収益性の高い営農形態が，かっての地

域的伝統をふ まえて専門化しな がら発達してき
16) 

た 。こうした土地利用の高度化に伴い，林地

は虫食い状に蚕食されてきた（第 3図参照）。

これらの土地利用上の変化は，ベー スマッ プの

縮尺の近い迅速図 と比較すると ，と りわけ明瞭

である 。

N おわりに

出島村は， 洪積台地上に平地林が発達する東

関東に共通の特徴を有する地域であるが， ここ

ではこの地域の明治中期以降の土地利用変化に

ついて概観 して きた。

明治中期の土地利用の特徴の一つは， 台地面

とく に西部の台地が広範に平地林におおわれ，

中央部は採草原野 として粗放的に利用されてい

たこ とであった。後者は，1881年 （明治14)か

ら土浦藩士族有志の開墾結社・ 樹芸社によって

開墾された。この開墾事業は約 250haにおよ

ぶ大規模なも のであ った。 しかし，・東部では，

その開発が早 くから 行なわれ，既に明治中期に

今日の土地利用の骨格が形成されていたことが

この地域のもう一つの特徴であった。

大正期以降か ら昭和初期についての開発状況

については不明な点が多いが， 事蹟薄などの若

干の資料から判断する と，とくに1919年 （大正

8)の開墾助成法の成立後，僅かづつ林地開墾

がなされたらしい。しかし，切替畑的に開墾さ

れたものが多いとみえ，林地の開発は限られたも

のであった。

第 2次世界大戦後には，緊急開拓事業によっ

て，西部の台地を中心として，再び大規模な開

墾がなされた 。 1955年頃には，耕地面積が村

の総面積の50％強を占めるようになり，一方，

林地は30％ ほどを占める にすぎなくなった。し

かし，農民の生活は一般に，この頃まで伝統的

な営農法に依存 し，また山林は農地解放の対象に

ならず， 営農上大きな意義をもっていたことなど

もあって，緊急開拓地を除 くと，その開発はそれ

ほとなさ れなかった。や っと 1960年頃以降の高度

経済成長期に入 って，都市的土地利用に転用され

る平地林も多 くなり ，台地利用の高度化がはから

れるようになった。

ところで，出島の営農構造を地域的に把握する

ため，作物作付率の分布図を作成した桜井の研究
17) 

(1961年）によれば ，当時パイオニア的換金作

物であったラッカセイ・クリ・ナシなどの作付率

の高い地域は西部から中央部に張 り出すように分

布 しており，それを取りま くよう にカ ンショ・ク

ワなどの伝統的作物の作付率の高い地域が東部に

分布 していた。最近の土地利用 の変化にも，同様

なこと をみてとるこ とができる。 これは， 西部の

広大な平地林の存在が，古くはと くに東部を中心

として栄えた地域であったにもかかわらず，出島

に陸の孤島的性格を与えてきた一方，明冶中期以

降，その開発と利用の高度化が絶えず出島に新し

い可能性を与えてきたという事実を象徴的に示し

ているものと思われる。

本報告を作成するにあた り，出島村企画課，教育委員会の方々や新生開拓組合長の戸谷義次氏をは じめとする多

くの方々にご教示を頂きました。製図には筑波大学技官の宮坂和人氏にお世話になりました。記 して謝意を表しま

す。
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