市 の北 恵中央 線が通 ると,甲州街道沿V,
は衰退傾 向に入 った｡ しか し間 もた く下河原韻 の設思q
cよ
9府 中に大=場 が立地 し,大 正時代 U
c入 り京王 線が数かれ ると,叉 新 しV'
発展 を見せ るようv
cなっ
た｡ この頃 よD東京 自身 の人 口は急増 し,関 東大桑 災 後に山手環 状線外q
c伸びは じめた住宅化 の進
展u
cよ 9･電茸 もス ピー ド缶速め,通 勤電革 と しての性格 を持つ ようになってきた｡ 叉 昭和初期に
誘致 された娯楽 施設 ･工場等は , 日本 の産業 の飛躍的発展 の施 果 もた らされ た もので, この期が丁
度二市に と って,都市施設整備 期昭怒 ったわけ で,都市 としての発展 の基碇をつ くった｡戦後は煎
cは,東京都心 と
開人 口,産業回額 とともに,ニ市 の発展 が もた らされたが.特 に昭和 50年以 後q
の結びつ きが崇密 v
c怒D,東京 を母市 とする西郊住宅地 として発 展 す る よ うに な った｡ これは東
京へ の過度 の人 口集中,資本主 義的経済 の繁栄,都 内の地価 の高騰, 電卓のス ピー小･7 ,ブv
cよ 9,

郡内 か らの流入人 口が数増 した結果 ,小地主 群 が 発生 し,小規模 な住宅 が急増 した｡
こ うして母市 東京に依存 する通勤住宅地 としての変化 を見せ たわけで,又近年 の大食本u
cよる団
地 E
･
集団住宅 地の増加は ぜす ます この傾 向を強め てvlる｡ つ ま 9 5 0年以 後の二市 の発展は,それ
lう性格 が無 くな 9,東京 の住宅衛 星都市 として大都市圏栗京の申
までの二市 史中心 と した発 展とv
I
:
/
C完全q
rま き こil
れ てか 9,東京西郊 に位置す る二笛の地域 の性格は ここV
C特 徴的な変化 を遂げた
ことに な る｡そ して現在 U
cふけ る二市 の都 市構造 は,

交通 ｡住宅 ･商工業 と もVC都市的発展 な反映

してt
J
lるO そ しですでV
C住宅都市 としての 当面の都市 間題 をかかえ でvlるが,複雑 夜間粍がか らみ,
問題雛決は容易 で夜V'
｡又都市計画は将来 の予想 に もとづ く計画 では 夜 く,悪化 した現状に対する
対策 でしかない｡ しか し,地域 の様相 はそれ らと共 になお変化 しつづけ,都市の複 合化,高次の都
市的発展へ と続v
lてい くで あろ うと思われ るo

防 府 市 に お け る
干 拓 地 の地 理 学的 研 究
小

倉

晃

子=

調査地域 は山 口県 の瀬戸内海 周防灘沿 岸地域 のほ ぼ中央q
c位置 してV,る防府市 にあ る干 拓地 であ
るo

論文 東雲約 すると次の ようv
C茂 る｡
糾

章

干拓地 の築立 と歴史的苑達

薄の財 政事情 倉直接 の賓 因 とした毛利藩 の新 田開発 政策 の もとに,水 田 ･塩 田の開発 色 白的 とし
.600haの干拓地が防府 に於 い て形成 された｡地形的 には当時島
て近憧以降約 280年の間 に 1
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であった 田 畠山 ｡同島を換地化 させ,現在 の防府 平野の約 1
/2 の面積 缶占め るQ
C至 った｡ その間,
盛業 甘塩 業 の 2つ の産業活動 が行われ

このなか で も塩 英は毛利 市内 のみ 怒 らず ,溜戸内塩業 の夜

かで も大 き夜役割を占め,近世 の間 q
c非常 を発展 を したO
節 2章

土地利用の変化

明治以降 も虚業用地 ｡塩 臼の 2っの土地 利 用は続 き,農業 む塩業 の産業活動が行 なわれ てvlた｡
しか し,昭和 8年 を もって=菜用地 が出 現 して以来 ,多 くの土地利用変化 が生 じたO最 も大 き夜変
化は塩業 国策上 の理 由か ら昭和 5 4年 缶 もって全 く塩 田が消滅 して し壇 っことであったO そのため
て防府 市が周南地区工
‑時広大 な塩 田跡地 が全 く塵活動地域 として残存 した が,そ の後昭和 5 9年 L
業整備特 別地域 に指定 され て以来 ,塩 臼跳 出の工業 剛 封ヒの計蕗がな され.一 応の落 着 き缶得 るこ
とが できた0‑万 .盛業用地 も飛行場

a =業 用地 , さ らに農近 では宅地へ と転 地 され ,

面還的 に大

巾v
c浜少 した｡ 叉築立完成 後 10 G年 恵経 た現在,再び新 らたT
z干拓地が出現 した とい う土地利 用
上T
Z大 き7
5
:
変化 もあ ったO この ような変化 缶経た現在 では農業用地 ｡=業用地 の 2つが主 を土 地利
用 と7
5
:ってお 9, この 2っの土地の止 だ農業 ｡工業の 2つ の産業活動 が行われ ている｡

i
755章

干:
;
石地 上で行なわれ てい T
)露盤

農 業 :根
菜 用地は 築立以来 の伝統 か ら殆ん ど閏 として利用 され てか D,農業 用水 に も恵 まれ,表
作q
c水稲 忠盛作 に表 象栽培 す る米麦中心の作付利 用状況 缶示 し,良家 は水稲 中心 の農業経営を行 な
っでV,7
,｡ しか し 1戸 あた Pの経営 耕地規模 渦小 とL,lう致命的悪 条 件のため良薬収入は非常に少 く
実際には兼業 の方へ虚家の労働 力の重 点が行 ってお 9,農 業は飯米 確保 を目的 としてい る｡ なお昭
c完成 した干拓地U
Eかvlては ,新た を農地 缶基盤 と した農業構造 の改 善 と経営規二
和 41年 042年 U
校 の拡大 に よD,付近地域 の頗英経済の安定 缶図 るこ と女 郎 勺とした農業活 動が昭和 45年 か ら行
われ ようと してい る｡
工業 :工業 は現在 のところは三田尻湾岸 を中心 とした臨海立 地状況 を示 し,全 ての工場 の業種は
化学 とT
Zってvlる｡ もっと も瀬戸内= 業地域 の‑= 英地区 としての位置 缶占めてvlる とはvl
え.敬
近 の他 の瀬 戸内工業地域 の よう改大規模な重化学工業化 C
)
現象は生 じてはお らず ,防府 軽工業地区
としてま とま って しま ってお D,工業化 は遅 れてvlる といえ るo Lかし周南地区=業整備特別地域
に指定 され て以来 ,大規模 夜=業開発 の計画が本地域 の臨海地及び海上 缶め ぐって覆され てお 9,
これか らの工業開発 に大い V
C期待がかけ られ てv
l50 以上の ことか ら, これか ら本地城 は工業地域
として発展 してい くことは明 らか で あると思われるO 従 って ,今後,本地 域v
c或 卓九 でい る問題は
地域住民 の生活安定を考えた上 で,工芸開発 缶如何 に進 め てvlくか とvlうことで あ ると思 う｡

‑ 25‑

