として ,一般 中小企業 の概念 では解消 し きれ をい幅 と矛 盾を有 してい るo現在 ,地域 には,西陣織の
業者約 15 00の営業所 や工場 ,約 4 0 0 0の賃機業 ,約 10 0 0の関連業が集積 してい るが,その
流行性 の強い多品種少量 の西陣織製 品の多様性 をそのまま反映 して ,産業 ･地域構造 は きわめて複雑
で ある○ 同 じ西陣内に,近代 化の極度 に遅れた 5人以下の家族労働者 か ら在る零細企業 か ら高度経済
成長 に即応 して規模拡大 を して きた 10 0人以上 の大企業 まであ り,高級品 も大衆品 も放 られ,着尺
･帯の固有部門だけで夜 くネクタイ,室内装飾織 物 を どの新興部 門 も多 く織 られてい る｡ それ故部門
別 ,規 模別 に各 々立地現状 ,改善要求 もか在 り異 在る｡複雑 さの原因 としては,本地域の伝統産業地
域 と しての特性一例 えば 〝
産業〝の方向が合理性 ,生産性 ,経営主体 の概念 を もつのに対 し,伝故の
面 では逆

に｢過去｣ ｢伝轟的 夜要素｣がつ きま と うとい った,常 に 2つの要素の背反性 の中に地域が

在 ることや,衣料消費の側の動機 あるいは文化的諸条件が か らま って,単 に規模が零細 であるか ら製
品 の価値が低 い とは限 ら覆い とい う資本集 中 ･経済効率の論理 のみでは をい別の価値意識が地域 に働
いてい る ことを見逃せ ない｡ そのため,ほ とん どの企業 は資本蓄積が されに くい面 を持 ち,多額 の固
定資本 を投下 して工場 を建設す る エDも,製 品の性質上や経営 の安全 の上 か ら丹後 を どの農村‑の出
機拡大 とい う方式 に よって生産 を拡大 して きてい るのが現状 で ある｡又 ,西陣の立地基盤 自体 に 目を
向ければ ,商 ･工 ･住混合の伝統的都市空間 を形成 してい る独 自の地域構造 を有す るが ,小規模企業
密集地帯 として立地条件 その ものが悪化 してお D,そ れが出機 を促がす原因 ･地 区内労働力確保 困難
化 の原因 とも在 ってい る｡ すでに大 企業 は 自力 で郊外‑の工場 移転 をすすめてい るが ,最近み られた
ネクタイ工業団地建設 と,西陣地区特 別工業地区指定は,前者 は共同化に よる体質改善 と郊外‑の拡
大 ,後者は地 区内環境整備 第一歩 と して新 しい方向 を示 してい る｡ 日本の経済構造 及 び人 々の価値観
の大 きを転換 の中で,この様 を伝統産業地域 の今後 の進 むべ き方向には注 目すべ きものが ある｡

埼 玉 県朝霞 市 におけ る都市化 と農業 の変化
長 谷 川

聡

子

この地 域 にかいては, 34 ･3 5年 ごろ より ｢東京のベ ッ ドタウン｣ として宅地化が進 みつつ ある｡
工業化 に関 しては ,やは bその ころ より中′
J
､
企業 の工場数 の急増が み られるが ,大 工場は少をい｡又 ,
この地域 は古 くよbニンジンを どの根菜類 に適 す る良好 を土壌 を もち ｢東京の近 郊農業地域｣ として
知 られていたが ,宅地化現家が顕著 と在 った 3 4 ･35年 ごろ より農地転用 も増大 し,耕地の減少が
著 しくなっていも さらに,貸 し家 ･アパー ト兼業を行なう農家,都市への勤めや農閑期の 日雇いなどに出る農
近郊農業の性格を変容させつつあるo
家が増大し, 40年ごろまでは他地城と比べても高かった専業農家奉が低下し,
朝霞 の農家 戸数は全 市戸数 のわず か a 6多(昭 4 5 )にす ぎず ,地域の産業の中で もその地位 を低
下 させ つつ ある｡ しか し,その ようを地域 にかいて も,まだ多 くの土地 を所有 してい るのは農家で あ
る｡ したが って ,地域 の変 貌一都 市化現 象を見 て ゆ く際 に も,農地 を提供 して きた (しつつある )農
家の役割 には大 きを ものが あると思 う｡ さ らに, この地域は , 自営 兼業農家率が高 く,兼業の形 とし
て貸 し家 ･アパー ト･貸工場 を どを営 む農家が多い と考 え られる｡ したが って, 〝
土地〝 忙関 して農

‑
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業 の変化 と都市化現 蒙には深 い関係 が あるだ ろ うと考 え られ る｡
た とえば,根岸 ･台 ,浜 崎 ･宮戸の ようを畑作地域 で経営 耕地規 模 も小 さ くを く,比我的精力的 に
野菜栽培 を行 を って きた地域 においては ,多毛作の野菜作 Dを継続 させ るため労働力が他 の仕事 に奪
われ る事の夜い貸 し家 ,アパー ト兼業が多 く見 られた｡ そ してその転業 資金 を得 るために も耕地 の禿
買が進 み,宅地化現象が顕著 にみ られ る｡ 農業 に とっては耕地 の滅少 ･市街化 に ともを う新た をマイ
ナスの条件が生 まれつ つある｡
それに対 して,稲作地域 で中規模 の耕地 を もち,冬は , よしず ･竹ぼ うき作 bの副業 ををす農家 の
多 か った下内聞木では ,農閑期 にそれ らの副業 か ら土建関係 の 日雇い‑ と変えたが ,稲作は これ まで
どお り維持す る事が で きた｡ したが って,下内聞木 は農業的 な色彩が強 く残 り,都市化の遅れた地 域

とな ったo
しか し,同 じ稲作地域で も 〝
竹屋〝 と半 農半 商の農家 を もつ上内聞木 では経営耕地規模 も′
｣
､さ く,
したが って農家は採算 の とれ 夜い農業経営 を切 り捨 て,地価 の安 い低湿地帯 に適 す る貸=場 ･貸倉庫
業 を始 めた｡ したが って上内聞木 は市街化はか くれているが ,零細企業 の工場が多 く,地域内 には ,
休耕地 の増大が めだつ ｡
これ らの結果 より農村 の内部 の条件が現在 の地域 におけ る都市化現象 を大 き く性 格 づけてい る事が
わか った｡

福 島県夏井川流域 の地理学 的考察
松

崎

正

子

夏井川は福島県 の南東 に位置 し,県域 で太平洋‑流入す る河川 と しては最大 の流域面積 を有 してい
る｡ 本論文 は夏井川流域で も,その中で最大 の市街地で あ り,かついわ き市の 中心地 で ある平 を主 と
して取 り上げ ,自然 環境 を重視 しつつ地 誌的 にま とめたo
いわ きは NW‑SEの走向 を もつ多数 の断層群 に より第三紀層が阿武 隅山中 まで深 く入 9込ん でい
るため ,福島県の狭小 な海 岸地帯の中では 比較的海抜 高度の低 い地帯が広 く拡が ってい る｡ この様 に
四方 を山地 と海で囲まれた ｢レーわ き｣は古来一 つの閉鎖的 を地域社会 をな して来 た｡ そ して現在 で も
それは同 じで ある｡ レ､わ きの 中では断層地形 か ら北部 ･南部 と二つ の地塊 に分け られ るが ,夏井川流
域 はそ の北半 を占め る地塊全域 とほぼ一致 してお り, これは平影響圏 ,特 に平 商圏の領域 を大 き く規
定 してい る｡ 夏井川水系は阿武隅山 中に発 し,山 中では断層 の影響 を受 けて ,本流 や支流好間川 は N

W‑SEの 方 向 に 流 れ て い るが,東縁 においては著 しい先行性 流路 を呈 し,東縁 の山麓斜面 か ら現
出 して くる石城 爽炭層 中では河岸段丘が発達 してお り,なかで も好 間川 ･新川 沿いの河岸段丘 では明
治末 か ら炭鉱の開設 に伴い多数 の炭鉱集落の立地 をみた｡夏井川 沿いの河岸段 丘では ,水はけの良好
を土地条件 か ら,梨栽培が盛んで ある｡ 支流好 間川や新川は平 市街地付近 にて本流 と合流 してい る｡
このため主要道路 は平 を中心 に放射状 に延 びてい る｡ この合流付近 は平が城 下町 と して発達す る上 で
核 とな った城跡 を残 す残丘状 の中位段丘 を中心 に広い平坦面 をな して お り,平 中心市街地 は中位 段丘
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