
散村における村落構造に関する考察 (1)
- 村落内の小地域集団を中心に-

新 井 桂 子

1. はじめに

わが国の地理学の分野において村落に関する研

究は,戦前の形態論的アプローチから,戦後,水

津一朗氏 (1949)1)により生活空間としての地域と

いう観点が提唱され,様々な形態を生み出すとこ

ろの人間集団に関心が向けられるようになった｡

また,村落の内部構造に関する分析の重要性が認

識されてきた｡その後,石原潤氏 (1965)2)は,近

世村落を対象として,共同体の物質的基盤とその

上にたつ地域集団の 2つの面から研究すること

の重要性を指摘した上で,それらと密接に関係し

ているという点で形態の持つ意義を強調した｡村

落共同体に関する研究では,農村社会学の分野で

研究が蓄積されてきたが,山野正彦氏 (1976)3)

は,社会学や民族学の社会集団に関する分析に空

間的視点が不足 していること,一方,地理学にお

いても,｢集落形態を人間集団の空間形態 として

とらえる観点｣が欠けていることを指摘した｡そ

して,人間集団が創 り出す空間形態の背後にある

意味を明らかにすることを目的として,まず,人

間集団が地表に描き出した諸形態の分布について

考察した｡このように,同じく形態を対象としな

がらも,戦前のアプローチと異なる点は,形態を

人間集団と自然的基盤との2つの面からとらえ,

その相互作用の結果であるとした点,形態を生み

出す要因を解明しようとする点,動態的変化をも

追究する点である｡

形態という点から,散村は,集村の卓越するわ

が国では特色ある村落として地理学者の関心を集

めてきた｡小川琢治氏による砺波平野の散村に関

する論文が発表されて以来,その形態,起源,分

布様式が主な研究対象とされたが,戦後の大阪市

立大学のグループによる富山県東砺波郡鷹栖村の

調査 (1954)では,村落を形成する地域集団や土

地所有状況について分析が行われた｡また,橋本

征治氏 (1969)は同じく鷹栖村を対象として,村

落の小地域集団の諸関係と成立基盤,及びその形

成過程について詳細な分析を行っている｡

著者の関心は,村落における集団の存立様式を

土地所有との関係から明らかにし,種々の集団に

よって構成されている村落の成立要因及び全体と

しての構造を解明することにあるが,その研究の

端緒として,本稿では,砺波市宮村を事例とし

て,散村地域における小地域集団の存在形態を土

地との関係に着目しつつ予備的な考察を試みるこ

とを目的とした｡したがって,散村という村落形

態の起源等については,既存の研究成果をふまえ

ている｡

2.調査地域の概観

(1) 地形

砺波市宮村は第 1図aに示したように,砺波平

野を構成する庄川扇状地の扇央部,庄川の旧河道

である千保川の左岸に位置している｡砺波平野の

東側を流れる庄川は,中世以前は現在の庄川町金

屋から西北西の方向-流れて小矢部川に合流し,

その後順次東-河道を移して中世末には千保川を

主流としていた｡

宮村は,この川の左岸にあって,特に東部が河

川の影響を受けていたことは,明治42年 (1907)

発行の2万 5千分の 1地形図からも読み取ること

ができる｡すなわち,第 1図bに示 したように50

mの等高線が宮村東部で南下 し,600m余を隔て

対岸と考えられる旧南般若村千保で再び北上して

いること,この一帯を挟んで両側に堤防跡が認め

られることである｡聞き取 りによると,宮村側の

堤防は南側から ｢一番堤,二番堤,三番堤｣と呼

ばれていた｡

一方,西部は祖父川4)と呼ばれる河川で旧油田

村中村と境を接していた｡ここは第 1図aに示さ

れている扇状地上の徴高地にあた り,土壌も深い｡

(2) 村落形態

まず,ここでは,宮村の村落形態の特徴を把握

することとする｡村落形態は,大きく集村と散村

に区別され,庄川扇状地の集落は,わが国の代表
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宮

第 1図8 砺波平野及び周辺の地形

出典 :｢砺波市史｣(1965;新藤原図 )

的な散村地帯を形成している｡その形態と起源に

ついては,大正 3年 (1914)に小川琢治氏の論文

が発表され,その形態を ｢孤立荘宅｣と命名し,

起源を条里制,河川の氾濫による家屋の移転,

フェーンによる火災の防止に求めた｡以後,様々

な議論が行われ5),現在では,鎌倉時代から散村

の萌芽は見られること,近世になって農民が扇央

部を開拓していく際には,個々の家の宅地の周囲

に耕地を集めた散村形態の利点が認識されていた

こと,水利に関する制約が少なかったことが,敬

村形態が扇状地上に広 く展開した要因と考えられ

ている6)0

宮村においても数10mおきに宅地が点在する散

村の特徴を表しているが,その分布に偏 りの見ら

れる点が注目される｡第 2図は明治 8年 (1875)

の宮村地引絵図から宅地の位置を示したものであ

第 1図b 宮村及び千保 (一部 )の

堤防跡 ･水路の分布

る｡当時は村の中央やや東寄 りを南北に走る堤防

上の道が主要な道路で,宅地はこれより西部の宮

島 ･中島に,当時存在 した57戸のうち48戸が位置

している｡ これに対 して,東部では,東島に 8

戸,新戸島に 1戸が存在するのみである｡東島の

道に沿った7戸は,堤防によって保護された場所

にあり,東部の中では河川の氾濫による影響も少

なかったことにより立地したと考えられる｡

この状態は,基本的には現在まで存続 している｡

先の明治 8年地引絵図と比較して変化 している点

は,圃場整備に伴って整備された市道砺波一権正

寺線沿いに宅地が集合していることである｡しか

し,東部に宅地が少ないことは変化なく,散村形

態が維持されていることを示している (第 3図参

照)0
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島

ES]屋細 島 主な河川団 地村の飛び地 ･････,小字界

⊆∃ 堤防上の道

第 2図 宮村における屋敷地の分布

資料 :新川県管下第二十大区小四区越中砺波郡宮村地引絵図 (明治8年 9月)
注 1)縮尺は約8500分の1になるように縮小｡

2)図中の文字は小字名,冊 は日吉神社,Ftjは景完教寺を示す｡第 3図,
第 4図も同様｡

3)資料は砺波散村地域研究所所蔵｡

3.行政単位としての宮村 村が,中世の荘園である油田条の一部であると考

えられる7)ことから,居住の開始はかな り古いと

宮村の北部に位置する日吉神社の塙内からは平 されている.本章では,村としての領域が確定さ

安時代に遡るとされる須恵器が出土し,また,宮 れた江戸時代以降の宮村について概観する｡
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(1) 藩政村としての宮村

宮村の江戸時代初期の状況については,元和 5

午 (1619)｢利波郡家高新帳｣によって知ることが

できる8'｡これによると当時の宮村の家高は 5戸

であった｡千保川跡から西の野尻川跡にかけての

扇央部は,河川の影響と開墾に必要な技術が未発

達であったこと,労働力が不足 していたことに

よって制限され,村落規模は小規模な段階にとど

まっていた｡

江戸時代の宮村は加賀 ･越中 ･能登を領地とし

た加賀藩の支配下にあった9)｡砺波平野では,江

戸時代,主として南栃山麓部や扇状地上の徴高地

を中心に展開 していた集落が,庄川の固定化に

伴って扇状地上の旧河道跡や凹地にも拡大してい

く｡一一万,加賀藩では領内の農村を治めるために

末端の村々を統括する十村を設け10),藩財政の基

礎 となる年貢の納入を安定 させ るために田地

割11),改作法12)を実施するなど支配体制を整備 し

ていった｡

この時期の宮村については不明な点が多いが,

石高及び耕地面積について第 1表に示した｡初期

の状態を代表すると考えられる正保 3年 (1646)

には石高509石,田畑を合わせた耕地面積339反余

でその98%が水田であった｡10年後の明暦 2年

(1656)には17石増えて537石となる｡しかし以後

減少し,寛文10年 (1670)には411石,274反とな

り,文化12年 (1815)に千保川跡の開拓によると

みられる111石,74反が開かれるまでは 6石 5斗
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の増収にとどまった｡

以上のように,17世紀後半から19世紀初めま

で,石高がほとんど変化しなかった原因として考

えられるのは庄川による水害である｡庄川は寛文

10年から正徳 4年 (1714)にかけての松川除の築

堤工事によって現在の河道に安定したが,それ以

前は旧河道の沿岸が洪水により被害を受けること

も多かった｡また,河道が安定 した後廃川地 と

なった千保川跡では,表土が浅 く耕地として利用

するには困難も多 く,その開拓は容易に進行しな

かった｡

しかし,旧河道のうち最も遅れていた千保川跡

の開拓も文化年間に入 り急速に進展 し13),宮村に

おいても同様に展開した｡ここで,宮村の特徴は

開墾耕地に居住地の進出を伴わなかったことであ

る｡江戸時代後期の状態を継承していると考えら

れる明治 8年地引絵図に示されているように,東

部に位置する分掛島,大島,新戸島,離島には宅

地が 1ヶ所 しかみ られ な い｡ かつ て水津 氏

(1954)は,鷹栖村について,同族を母体とした

地域集団の成立基盤としての ｢シマ｣について述

べている14)が,宮村では,｢シマ｣における集団に

よる地域形成はみられなかった｡この原因として

は,自然条件の他に,母村の規模の問題が考えら

れるが,今後さらに詳しい検討を要する｡

生産力については,宮村の本田は寛文10年以降

免 3つ 9歩で変化はなく,当時の砺波平野の平均

が免 4つであることから,中位の生産力を持った

第 1表 江戸時代の宮村の石高 ･耕地面積の推移

年 次 石 高 免 耕 地 面 積

正保 3年 (1646) 509石 430 3つ 85 339反 6畝07歩

明暦 2年 (1656) 537 000 4 70 358

寛文10年 (1670) 411 000 3 90 274

享保13年 (1728) 417 500 3 90 278 3 33

資料 :砺波散村地域研究所資料による

注1)表は宮村の古田についてのものであり,この他に,文化12年 (1815)に新開高110石

(免 2つ 9歩,面積74反 3畝33歩)が認められた｡これは,嘉永 6年にも変化して

いない｡

2)表中の面積は,1石-240歩,1反-360歩で算出した｡
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地域であったと考えられる｡

(2) 明治時代以降の宮村

明治時代に入 り,廃藩置県の後,地方の行政区

画は何度か変更されたが,宮村については変化は

なく,明治 5年 (1872)には田が約53町歩となっ

ている｡現在の宮村の耕地面積が50haであること

を考慮すると,この時期までに,現在の耕地は開

かれていたと考えられる｡

以後,宮村は,明治22年 (1887)の町村制施行

によって,矢木 ･庄下館 ･庄下新 ･大門 ･大門新

･高道 ･坪内の7ヶ村と五郎丸新 ･杉木 ･堀内の

3入会地とともに庄下村を形成 した｡昭和27年
(1952)には,庄下村が油田 ･中野 ･五鹿屋 ･出

町 ･林の 1町4ヶ村と合併して砺波町となり,昭

和29年 (1954)4月に砺波市が誕生 した｡ この

間,宮村は,庄下村 ･砺波町 ･砺波市の大字とし

て存続し,藩政村以来の領域に変化はなかった｡

土地利用上の変化から見れば,明治20年代後半

から昭和10年頃にかけて10観が北海道-移住

し15),その宅地は田に変わった例がある｡

また,昭和41年 (1966)～43年 (1968)に実施

された囲場整備事業によって30aあるいは40aに整

然と区画された水田と直線上に走る道路 ･水路が

実現し,従来の景観は一変 した｡景観という点で

は散村に欠かせない要素であった ｢カイニョウ｣

も,第二次大戦中供木として伐採され,戦後は家

屋の新築 ･増築用として利用されたが,その後の

生活様式の変化は,木材利用を減少 させ,｢カイ

ニョウ｣ は重要性を失っていった｡

宮村は現在砺波市において旧村となった庄下地

区に統合される行政の末端組織 としてとらえら

れ,市の自治振興会 と土地改良区の最小単位 と

なっている｡また,昭和48年 (1973)～52年

(1977)と55年 (1980)～57年 (1982)に北部の

田が宅地に変わ り,宮村以外から,それぞれ11世

帯,10世帯が入居 した｡その結果 ,昭和63年
(1988)人口312人,世帯数71を数えている16)｡一

方で,耕地面積は先にも記したように,水田が50

haと,昭和48年 (1973)に開通した北陸自動車道

など道路用地に転用された以外は面積的には大き

な変化はなく,通勤兼業と機械化農業を特徴とす

る水田単作地帯となっている｡

4. 宮村内部の小地域集団

前章までに述べたように,宮村は自然発生的に

成立 した集落が江戸時代に藩政村として行政的な

単位として認められ,以後現在までその領域を維

持 してきた事例として考えることができる｡本章

ではそのような村落を構成する集団とその基盤に

ついて考察する｡

小地域集団について考察する前に,宮村全体を

母体とする社会集団について述べてみたい｡宮村

の社会集団としては,歴史的に形成の古い宗教を

紐帯とした集団,明治期に形成された ｢組｣を母

体とした自治及び社会的相互扶助の機能を果たす

集団,同族 ･姻戚を基礎とする集団と ｢トナリ｣

という地縁的集団が代表的なものとして考えられ

る｡以下,その内容について概観することとする｡

(1) 宗教的社会集団

宮村では氏神を日吉神社にまつ り,宮村のすべ

ての家が氏子となって,氏子総代と宮番を置いて

管理運営がなされている｡日吉神社は中世には越

中国砺波郡油田条11ヶ村の総社として存在し,現

在の神社は当時の拝殿の位置にあたるという｡神

社を中心とした行事は秋祭 りが主なものであり,

盆と秋祭 り前には各家から人が出て神社の清掃が

行われる｡現在では,公民館が併設されて集会の

場ともなり,境内を利用 して,ゲー トボール ･

ビーチバレーなどのスポーツも行われるoLか

し,お宮参 りや七五三などの儀式的な事柄の行わ

れる場所とはなっていない｡

また,宮村には浄土真宗景完教寺があり,従来

から居住する47戸のうち31戸が壇家となっている｡

また景完教寺以外の寺の壇家である場合も,浄土

真宗を信仰している家が大部分である｡

寺を中心に営まれる行事には ｢報恩講上 ｢太子

伝｣,｢尼御講 (十日御講)｣がある｡｢報恩講｣は

壇家による行事であるが,｢太子伝｣は,壇家であ

るなしにかかわらず宮村では先の47戸すべてが参

加し,他に隣接する千保 ･中村 ･坪内の景完教寺

の壇家である家々も参加して行われる｡｢尼御講｣

は無常仏様をお守 りする女達による講で,10日ご

とに無常仏様を預 り,次々に回していくもので,

女のいる家はすべてが参加している｡

以上のように,信仰に係わる集団は,宮村にお

いては内部を分割して存在するものではなかった｡
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それは,一般に北陸地方で根強い浄土真宗-の信

仰に起因すると考えられる｡

(2) ｢範｣の役割とその変化

宮村における ｢阻｣は衛生組合として明治21年

(1888)に誕生 した｡富山県では明治 12年

(1879)にコレラが大流行し以後大正時代にかけ

て何度か多数の患者が発生している｡宮村ではそ

の予防のため明治21年に｢衛生離合設立認可額｣17)

を砺波郡長に対して提出した｡

これによると村内は4組に分けられ,当時存在

した61戸が 1番細か ら4番組に組織された｡その

内訳は 1-3番髄.に15戸,4番範に16戸が所属し

組長が 1名指名された｡この細分 けは家によるも

ので,｢細.合内二於テ名望アル現住老｣が組長 と

なるため各魁に村の地主である ｢クジオヤ｣18)が必

ず含まれ,細長 を勤められるように細分 けが行わ

れた｡

｢認可願｣に添えて提出された ｢衛生組合規

約｣には主に各家で守るべき事柄に加えて ｢観合

内二貧病者アル トキ-組合長ノ､其親戚-救療ヲ促

ス ト錐モ,其親戚赤貧ニシテ救助ノ資カナキ トキ

-観長-組合内二協議シ応分ノ救療ヲナスコトア

ル-シ｣との一文が見られる｡このことから家の

災難にあたってはまず親戚が助け,それが不可能

な場合には組合という地縁的集団が援助するとい

う原則が示されている｡以上のように,｢阻｣は,

コレラの流行を契機として阻織されたが,宮村の

衛生管理に留まらず,社会的な相互扶助の役割を

担 うものとして機能したといえる｡

第二次世界大戦中にも,この ｢阻｣組織は解体

されることなく受け継がれたが,現在は宮村とい

う行政の末端観織のさらに下位の集団として位置

づけ られ,行政的な役割が大きくなっている｡宮

村の北部に居住するようになった21戸は先に入居

した11戸が 5魁,後の10戸が 6組に阻織された｡

また,生産範織の末端としても位置づけられてい

る従来からの 1-4組は,自治と農業を担 う自治

班と生産班の2つの側面を持ち,5･6観はすべ

て非農家であるので自治班としてのみ機能してい

る｡

｢魁｣単位で行われる仕事の第一は ｢-ザラ

イ｣である｡例年 3月20日以降の 1週間のうち土

曜 ･日曜の 1-2日で宮村内の各用排水路の点検

･修理を行 う｡ 5･6範も居住地に近い箇所を受

お茶の水地理 第30号 1989年

け持つが, 1-4組は所有地の位置にかかわ ら

ず,水路に沿って南北に4つに分けられた区域の

毎年異なった場所を担当する｡この時併せて道路

の修繕が行われることもあり,道路の位置に関係

なく ｢組｣単位で人が出て作業にあたる｡

以上のように,水利に関する作業が,各家の所

有地に関係なく,全体を公平に分割する形で行わ

れることは,宮村の村落構造を考える上で注 目す

べき点であると考えられる｡

(3) ｢阻｣と土地

｢細.｣は設立当時家を主体に作られたもので,

｢阻｣内の家は距離的に近い家同士がまとめられ

ていたが,道路や田の畔など明瞭な地物によって

なされた区分ではなかった｡また,農地改革以前

の地主小作制のもとでは,小作は ｢観｣に関係な

く1-4戸程度の地主から土地を借 りて耕作 して

いた｡したがって,借入れ地を任意に選択できな

い立場にある小作に関しては,必ずしも小作地が

1ヶ所にまとまっているわけではなく,したがっ

て,特定の ｢組｣に帰属する農家の耕地が ｢観｣

ごとにまとまっていたわけではなかった｡

しかし,農地改革によって小作地が開放され耕

作権即ち所有権とな り,他方で,労働生産性の向

上による農業の合理化が求められる中で,分散し

た耕地の集団化が問題となった｡長年の経験から

耕地が家の周囲にあることの有利性は広 く認識さ

れていたので,農地の交換分合19)が若干の曲折を

経ながらも昭和27年 (1952)に実施された｡

これによって居住地の周囲あるいは近い位置に

耕地が集められることにな り,暇和30年代後半か

ら40年代前半にかけて行われた圃場整備事業にあ

たっても,原則的には直前に所有していた耕地の

位置と面積が保証された20)0

その結果,第 3図に示したように現在では同じ

｢組｣に属する家の耕地が集まることになった｡

しかし,現在でも,｢組｣は家によるまとまりで

あって,土地とは無関係なものであるという認識

が一般的である｡一方で,｢阻｣は宮村を東西に分

割する形で存在していることも認識されており,

これは,第 3図の耕地の分布と一致している｡こ

のような認識は,圃場整備によって一段と進んだ

耕地の集団化によるものであるのか,それ以前か

ら存在したものであったのかについては今後の調

査から明らかにしたいと考えている｡
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市道大門

一千代捉

凡 例

各 r組｣

の耕地

6.孤

+I-Ilr.:I.:'.:::

や令◎

r √二 〟●▲●■●●■●●■■●■■一■■■■■●●●一●●一■■●

匹詔 1租 Ⅲ 2租 に迅3軌 ⊂コ 4姐

巨∃道路 巨⇒ 主な用排水路

亡妻コ墓地

第 3図 宮村における ｢組｣の土地の分布

(昭和63年10月25日現在 )

資料 :砺波散村地域研究所資料による｡

注 1)図中の ｢5組｣｢6組｣は,各 ｢組｣の家の
敷地を総合して示した｡

2)原図は ｢砺波市庄下地区全図 (昭和48年 1

月 1日現在,縮尺3000分の1)｣0
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市道大門

一千代役

凡 例

[画 本家 画 分家 [亘】本家 -分家の軒 家

- rトナリJ 一一一本家 ･分家及び同族飼係 ････.･･ 姻戚関係

第 4図 宮村における ｢トナリ｣と同族 ･姻戚関係

注 1)道路,用排水路,墓地の凡例については,第3図
に同じ｡

2)1989年 2月の聞き取り調査により作成｡
3)原図は第3図に同じ｡
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また,第 3図によると,市道大門一千代線の東

部と西部では ｢組｣の耕地の集中度に違いが見ら

れる｡すなわち,東部の,市道砺波一権正寺線よ

り南の耕地では,西部より ｢組｣の耕地が交錯し

ている｡それに対して,西部では,南から北へ向

かって,1観から4魁の耕地が東西方向に集団化

されている｡この原因としては,東部と西部の自

然条件の違いによる開墾時期の差が考えられる｡

(4) ｢トナリ｣と本家 ･分家関係

｢阻｣は10-13戸の家のまとまりで,自治的,

生産的な役割を担 うものであった｡この他に,宮

村には ｢組｣とは異なる2- 8戸の家のまとまり

である ｢トナリ｣と呼ばれる集団が存在する｡｢ト

ナリ｣は ｢向かい三軒両隣｣という言葉で表され

る,近隣の,行き来する機会の多い家々のまとま

りである｡地主小作制のもとでもそれに関係なく

｢トナリ｣のつき合いは行われて現在に至ってお

り,その発生は古いと考えられる｡

｢トナリ｣は葬式の際に最も機能を発揮する｡

｢トナリ｣の家に不幸があった場合は,男も女も

手伝いに出かけることが,昔から変わらず続けら

れている｡また,｢トナリ｣の家に病人がでた時の

見舞いは欠かさず行われる｡その他に,かつて屋

根を萱で葺いていた当時は ｢トナリ｣の家が萱を

葺き替える時には,材料となる萱を持参して手伝

いに行った｡瓦葺きの木造建築あるいは鉄筋の家

が立つようになると,建前の手伝いがそれに代

わった｡このように ｢トナリ｣は,相互扶助を基

礎にした地縁的集団として位置づけられる｡

しかし,｢トナリ｣が農作業を共同して行 う際

の単位となることは少なく,｢トナ リ｣ に病人が

発生して農作業に支障が出るような場合以外は,

共同で作業を行 うことはなかった｡また,この地

域では昭和30年頃まで牛馬耕が行われていたが,

使用する馬や牛を借 りる際にも,必ずしも ｢トナ

リ｣が単位となるわけではなく,親戚や気のあっ

た老同士が集まり,それは家と家との距離にもあ

まり影響されなかったようである｡この ｢仲間｣

は農業機械が導入され,その共同利用が行われる

ようになると解体されて,前述 したような形の別

の新たな ｢仲間｣が魁織された｡

葬式や建前など日常生活の節目に当たる出来事

に際しては,｢トナリ｣とともに本家あるいは分

家という同族や姻戚が加わった｡第 4図に宮村に

おける ｢トナリ｣と同族,姻戚関係を示した｡｢ト

ナリ｣は 1つの家が敷戸の家の ｢トナリ｣ となる

形をとっており,いわゆる両隣,向かいにあたる

2- 4戸の家のまとまりが基本である｡ここに比

較的近い位置にある地主と小作が ｢トナリ｣ の関

係を保っていたり,現在機械の共同使用を行って

いる ｢仲間｣が加わっている例があり,その場合

は通常の ｢トナリ｣に比べて構成する家の数が多

くなる｡また,内部で家を移した場合,以前家が

あった場所で結ばれていた ｢トナリ｣の関係が,

新しい場所に移った後も続いている例がある｡そ

して,宮村と隣接する地域との境界は所有地や水

路によって認識されているため,｢トナリ｣ の関

係はその境界の内部で完結している｡

次に,本家 ･分家関係について見ると,宮村に

は本家 ･分家関係にある家が17阻あり,本家が北

海道に移住し分家のみが存在しているものが 2組

ある｡本家は宮村の西部に,分家は本家の東に位

置している場合が大部分である｡前述 したよう

に,宮村では西側ほど土壌が深く,耕作に有利で

あるとされており,分家は本家より生産力の低い

土地を分け与えられて家を建て,周辺を開いて

いったことがうかがえる｡

5. おありに

以上,宮村という散村の内部に見られる小地域

集団と土地との関係について述べてきた｡

宮村では,東部が庄川の最も新しい旧河道の氾

濫原にあたっていたため,河川による影響を避け

て東部に家屋が進出しなかった点に特徴がある｡

このため宮村では,扇状地の他の地域に見られる

ような ｢シマ｣を基盤にした集団は成立しなかっ

た ｡

明治中期に結成された衛生魁合は,家を単位と

し,当初は土地を伴う区分ではなかったというこ

とであるが,各 ｢組｣に江戸時代の有力者であっ

た ｢クジオヤ｣が所属していることから,｢阻｣の

生産力の平均化という点が考慮されていたことも

考えられる｡

農地改革,交換分合を経て,各家の所有する耕

地が集団化されるにつれて ｢組｣として土地が集

まる傾向が見られるが,｢細.｣が宮村を分割する

存在とはなり得ないと考えられるo宮村には ｢ト
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ナ リ｣ とい う ｢阻｣を越えてつなが り合 う家の集

団があ り,同族や姻戚 も全体に広が り,信仰の面

で も同質性が高 いか らで あ る｡ しか し,現在

｢組｣が宮村を東西に分割する形で存在 している

とい う認識がなされている点は注 目され,領域の

形成に果たす土地所有の役割は今後の課題である｡

また,｢細.｣や ｢トナ リ｣とい う地縁的集団が農

業生産の中心 とはならなかった点は,従来か ら指

摘 されている散村における農業経営の独立性が現

れているものと考えられる｡

本稿では,人間集団と成立基盤 としての土地 と

の関係を考察 してい く上で,各家の土地所有に関

する分析を十分に行な うことができなかった｡宮

村では墓地以外に全体 で共有 している土地はな

く,残 りの土地はすべて私有地である｡また,農

地改革以前 において も小規模な地主 しか存在せ

ず,村外の所有者による土地 も少なかった｡ この

ように土地所有において平均化 されているとい う

点 も考慮 して,宮村 とい う村落の存立基盤 として

の土地の役割を明らかに し,居住地の進出を伴わ

なかった旧河道の自然条件 と開拓状況により異な

ると考えられる地域集団の形成要因についても考

察を深めていきたいと考えている｡

最後に,今回宮村の調査でお世話になった砺波

市立砺波散村地域研究所の皆さんと宮村の方 々に

深 く感謝致 します｡

注

1) 水津一朗 (1964) :社会地理学の基本問題,大明

壁,248p.+6p.

2) 石腐潤 (1965) :集落形態を村落共同体一特に讃

岐の事例を中心に一,人文地理,17(1),38-64

3) 山野正彦 (1976) :丹波山地における村落の空間

形態とその内部構造,大阪市立大学人文研究,28

(2),23-53

4) 砺波郷土資料館長佐伯正一先生によると,祖父川

は,中世の油田条の水路であったとも考えられ,古

くから安定した河川であるという｡

5) 石田龍次郎 (1965) :砺波散村研究譜,砺波荷

史,pp.979-1017

6) 佐伯正一先生のご教示による｡

7) 砺波市史編纂委員会編 (1965) :砺波市史,砺波

お茶の水地理 第30号 1989年

市役所,1032p.+20p.

8) 同上

9) 宮村を含む砺波郡は,天正13年 (1585)に後の加

賀藩主となった前田氏の領有 とな り,明治 4年

(1871)まで変化はなかった｡

10)十村が置かれたのは,慶長 9年 (1604)からとさ

れているが,明確ではない｡

ll)-村内の各自の耕作地を,ほぼ20年ごとにくじで

交換すること｡碁盤割ともいう｡加賀藩農政の柱と

なったもので,水害などの自然災害による年貢負担

の不公平を防止し,改作法 (注12)実施の基盤とし

て,寛永19年 (1642)から地租改正まで続けられた｡

12)-村内の草高 (生産高)を一定に定め,免につい

ては-村内平均免,永年定免とすることなどを定め

たもの｡慶安 4年 (1651)に着手 され明暦元年

(1656)にはぼ完成した｡加賀藩の封建的支配体制

を確立させたものとして評価されている｡

13)この時期に,加賀藩から,遅れていた千保川跡の

開拓を推進するよう命があり,土地の状態も耕作が

可能な段階に達していたことから開拓が進んだ｡

14)水津一朗 (1954) :土地占居からみた散居の機

能,大阪市立大学人文研究,5 (9),27-40

15)北海道の他,国外では満州,国内では金沢-移住

した例がある｡

16)砺波市役所市民課資料による｡

17)庄下村史誌編纂委員会編 (1979) :庄下村史誌,

庄下地区自治振興会,892p.

18) ｢オヤッサマ｣とも呼ばれる｡宮村では13戸の

｢クジオヤ｣が現存している｡

19)農用地の集団化を目的として,主に農用地に関す

る権利の交換を行うこと｡これにより,宮村の耕地

集団化率は72%となり,平均52%の集団化率となっ

た宮村を含む庄下村はこの年交換分合模範村となっ

た ｡

20)換地処分と呼ばれ,宮村では昭和46年 (1971)～

47年 (1972)に行われ,旧庄下村では 1筆当りの平

均面横が換地前の302niから換地後に1890m2とな

った
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