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戦後開田の研究

一一宮城県築館丘陵地域における地下水利用開田の展開一一

元木靖

はじめに

第二次大戦後とりわけ1960年代に，東北日本ではわが国の長い開田史上でも特筆さ

れるほどの著しい関田ブームが起こったヘ本研究は3 この関図に焦点をあて，開田

の具体的な成立の過程とその後の動向を明らかにしよ うとするものである。 とくに小

稿では3 水利上地下水開発という側面に著しい特色をもっ， 宮城県北部 ・築館丘陵地

域の開田の事例について考察する。

地下水利用の関田については， すでに関東の洪積台地や阿蘇山麓の台地で注目され

てはいた幻ものの，それを正面から取り上げたものはなかった。 いわんや戦後開国の

中心地域となった東北地方での実態は， これまでほとんど注目されなかった。同時に

また，わが国では農業用地下水利用は「衰退傾向にある」というのが一般的理解であ

った叫が，そうした中で関田地帯での地下水利用が成立し，存続していることは3 あ

らためてその実態を明らかにしてみる価値があろうへ

ところで，地下水利用の場合にかぎらないが，筆者が今日の時点で戦後の開田.，に

注目する基本的な理由は 2つある。 lつは，農業生産にと って永遠のテーマである農

地確保の問題を考える場合，わが国では開回が重要な検討課題であるこ と。それは単

に新しい農地を拓くという視点からばかりでなく 3 今日のよ うに農地潰廃が急速に進

行する時代にあって，それへの対応策を練るのに重要な指針を与えてくれるものと思

われる。もう lつは，戦後の開閃が，いわゆる経済の高度成長期という， 日本の農業

と農村を激変させた時代背景と密接にからんで生じたことに関係する。すなわち，こ

の開田は，経営 ・経済的には急速な農業変容過程 （日本農業 の水 田モノカルチャー

化）6) を象徴する，まさに一大事件といってよいほどの意味を もつものであった。し
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かも，こうした関田を指向させた地域的ないしは社会経済的状況は， 1970年来の減反

政策がすでにIO年以上を経過しでも依然昏迷のままであることをみるならば，今でも

変わっていない。したがって開田の具体的な成立の過程とその後の動向を追跡してみ

ることは，そのまま今日の状況にたち至った日本の農業変容の重要なー側前をリアル

に検証できると同時に，その後の社会変化のもとで，日本の稲作がどのような課題に

直面しているのかを浮き彫りすることにもなる。

以上が戦後開田の記録を必要とする理由であるが，小稿では事例に民［lして，次のよ

うな点の解明と考察を行な う。 まず， 1主城県北部の築館丘陵地域の開国が地下水開発

に強く依存していることを明らかにする。次に地下水利用がどのような地域的背景か

ら指向されたのか， さらにそれが可能になった条件は何かを考綴する。そして最後

に， 地下水利用開国成立後の農業変容の実態から，開田の意義と今後に残された課題

について考えてみたいと思う。

1. 築館丘陵地域の概観一一水利開発の特性と調査対象地域

(I} 戦後の開田と水利の概要

築館丘陵の位置する宮城県の北部，すなわち北上川下流一帯は戦前の段階で，すで

に日本でも代表的な水田稲作地域としての基盤をっく りあげてきた九しかしさらに，

戦後は，それに拍車をかけるよう に開回が進められ，稲作地域としての性格はよ りい

っそう強化されたへ

宮城県の北部の地形は北上川 ・江合JI［・迫川沿いなどの沖積低地と，そのj剖辺の丘

陵地に大別される。ここにおいて戦前段階の水田化は沖積地の未開地を，戦後はその

周辺の台地ないし丘陵地を対象に開問が進展したのである。また，そのための用水源

として，戦前には低地の池沼を廃し河）IIからの取水が目立った。続々と揚水機が導入

され，宮城県は全国一の揚水機利用県となったこ とはよく知られているへ

これに対して， 戦後になると，従来の排水を再利用する方式に;IJJ］え，ある意味では

より積極的な水利開発がみられた。その lつが溜池の設置であり，もう lつは地下水

の開発であった。しかもその場合，開問が集中した北部丘陵地域の中にあっても溜池

は仙台， 古川聞で卓越したのに対し，地下水開発は築館丘陵を中心としたと ころで目

立ったのである。

(2) 築館丘陵の水利開発の特性

そこでまず，地下水利用の現況を慨観してみよ う。宮城県の「農業用地下水施設台

帳」 (1979）によれば，岡県の地下水かんがい面積は約4,900 ha （県農用地総面積の

約3%）あり，その大部分 （98%）が水間用である。また，そのうち， 地表水と併用

するいわゆる補助水源的な性格のものが62%，残り38%がすべて地下水依存の水田で
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第 1図 井戸施設設置数の推移
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ある。地下水の取水施設としては，集渠（ 4ヵ所）や集水池 （33ヵ所） も一部ある

が，大半は浅井戸（＇.？.，759眼）と深井戸 （716H艮）に依存している。 しかも浅井戸と深

井戸の設置年代は，いずれも昭和30年前後からで新しい （第 l図参照）。

このように宮城県におけるかんがい用地下水利用は， いわゆる経済の高度成長期に

浅井戸や深井戸の開発を通じて本格化した。そして，その利用形態ではs 地表水と併

用する補助水源的なものが多いが， q許l弱はすべて水田利用で，これが開田に使われ

たものとみられるのである。

しかしながら，これには顕著な地域差がある。いま，地下水利用面積で上位IO市町

村をあげると，仙台市，高清水町，瀬峰町，古川市，山元町，泉市，亘理町，色麻村，

大郷町，東和町などだが，これらで県下の地下水利用水田総面積の70%を占めてしま

う。 そしてしかも， 山元町や亘理町以外はすべてが県北の市町村である。

そこで，こ うした地下水利用面積の多い市町村に注目すると，さらに次のような特

色がみられる。

第 lは，概してその利用も補助水源的なものより水田の全てを地下水に依存してい

ることである。すべて地下水依存の水聞が多い市町をみれば，瀬峰町，高清水町，山

元町，東和町，古川市，丸森町，迫町，色麻村，岩沼市，田尻町が上位IO市町村に入

る。

第2は，その場合に，浅井戸よりは深井戸利用が多いことである。上述の市町村の

うち丸森町，山元町，岩沼市 （以上県南），東和町以外は深井戸開発が圧倒的に多い。

これは上述の浅井戸と深井戸の数からいえば，一見矛盾するよ うだがそ うではない。
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第 2図 高清水町の位置と周辺地域概念図

。

浅井戸の場合， l眼あたりのかんがい面積は大方 lha未満であるのに対して，深井戸

では 10ha以上のものが多く，少なくとも深井戸は浅井戸の10倍以上のかんがい函積

を有している。

以上から，県北に地下水依存度の高い水田が多いのは，深井戸開発に起因したもの

であることが明らかであろう。そこであらためて深井戸港概が10ha以上の市町村を

摘出すると，瀬峰町267.9 ha (16限），高清水町238.9 ha (21 限）， 古川市102.2 ha (13 

限），迫町85.5 ha ( 5 11良），回尻町63.2 ha ( 14限），中新田町56.0 ha ( 5眼）， 南方町

35. 4 ha ( 3眼），岩出山町33.4 ha ( 5限），金成町29.5 ha ( 3眼），泉市 25.5ha (5 

眼），松山町14.7ha(2眼），色麻町13.3 ha ( 3眼），築館町 13.0 ha ( l 眼）の順と

なる。 つまり，深井戸は瀬峰町と高清水町を核として， しかも岡町の位置する築館丘

陵とその周辺に県下の大部分が集中していることでもわかる。

かくて，この築館丘陵地域をもって戦後の宮城県における地下水（深井戸） 開発地

域と性格づけることができょう。そしてこれらの水利開発が，丘陵地開田の大きな支

えになったことはいうまでもない。
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(3) 調査対象地域の概観一一高清水町

地下水開発による開田の実態調査地域として選定したのは，栗原郡高清水町であ

る。同町は3 地下水濯慨による水田面積が県内で瀬峰町に次いで多く，深井戸数では

第 I位の地位にある。栗原郡南端部にあって総面積2,340 ha，人口4,964人（昭和50

年）の農村地域で，仙台市の北方52kmのところに位置する。

高清水町は，周囲の古川市北部地区をはじめ，田尻町，瀬峰町，築館町，岩出山町

などとともに築館丘陵を構成している（第 2図参照）。奥羽山地から東方にはりだし

た築館丘陵の周囲は，北部および東部をとり囲む形で迫川が，さらに南側には江合川

が流れており，その流域沿いには丘陵とは対照的な沖積低地が展開している。

高清水町はいわば県北の代表的な単作地帯に固まれたとこ ろである。同町の町史10)

によれば，終戦直後のころの土地利用は，「田の面積の倍が畑の面積Jといわれたほ

どで，周囲の単作地帯とは農業構造上も一線を画した農業地帯であった。ところが，

後述するごとく，戦後の開田によって現在では水田が耕地の80%弱を占め，当時の畑

作地帯から米単作地帯に大きく変貌した。以下，こうした変貌をもたらした地下水利

用開田の背景からみてみることにしよう。

2. 地下水利用開田の成立＝その背景

わが国における水田の港紙水は， 一般に地表水が主であり，地下水利用はむしろ特

殊である。地下水利用に くらべ， 技術的にも経済的にも容易であるからである。 地下

水利用地域といえば，地表水利用が困難で，「どう しても水源を地下水に求めざるを

えない事情にある」山というのが， 一般に解されているところであろ う。しかし， そ

の場合，実際にはどのよ うな地域的事情が存するのか，さ らに地下水利用による契機

は何であったのか，といういわば背景の問題については必ずしも立ち入って検討され

ていない。ここでは，これらの問題に焦点をあてて考察することにする。

(1) 開田への地域的欲求

しかし，その前に，開田自体の背景を地域に即して簡単に素描しておこう。

戦後の高清水町で開田がなぜ進展したのか。その基本的理由は東北の開田地域一般

とほとんど変わったものはない。 端的にいえば，戦後の東北における米作の発展を背

景として，畑作に対する水稲栽培の相対的有利性があったことに起因しよう。ただ

い 高清水町の地域性に即した特殊要因がこれに密接にからんでいることはいうまで

もない。

その第 lは，戦後のエネルギー革命の影響である。これによって従来丘陵地の土地

利用を特色づけていた薪炭林の意義が喪失した。第 2には，丘陵地での；畑作の不振，

同時にこれに変わるものとして期待された牧草地化が，障者重量の伸び悩みなどで進展し
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なかった事情がある。

つまり，開田は，丘陵地を基盤とした高清水町の農業における，戦後の経営土地利

用問題の打開策として登場したといってよい。なお同時に，これに関連して築館丘陵

周辺の低地がわが国有数の米作地帯であったことも，目にみえない影響を与えたもの

として，特筆しておかねばならない。

(2) 地表水利用の困難性

さてそれでは，そうした開田のために高清水町ではなぜ地下水利用を指向したの

か，いいかえれば地表水利用の方法がなぜ困難であったか。

この理由は，もちろん丘陵性台地ということだけでは簡単には理解できない。高清

水町内外の地表水利用の諸条件を検討した結果，それを制約している特殊性として次

の2つのことが浮き彫りにされた。

第 lは，高清水の位置と丘陵地形の特性である。高清水町は，前にも述べたよう

に，奥羽山麓から東にのびた築館丘陵の東端に位置している。普通，このようなとこ

ろで水源を求めようとする場合， lつの方策として考えられるのが周辺を流れる河川｜

（この場合でいえば江合川や迫川が該当）上流部で新規に用水を開発し，これを自然

流下の方式で導入することである。扇状地の開発にこうした方式が採用された例は多

u、。
実は，第二次大戦後，築館丘陵東部で開田構想、が生まれたことがある。総合開発計

画の一環として建設が進められた鳴子ダム （江合JII）＇花山ダム（迫 川上流）の水を導

水しようとするものであった。高清水町北隣の築館町山では，昭和30年代初頭，丘陵

傾斜地の合理的利用を図るのに階段耕地の造成が提案されたが，これはそれによって

「高い水源たる（花山）ダムの水も利用できて畑地滋慨も水田化も共に可能になる」

というものであった。 高清水町山でも「30年頃，鳴子ダムの水を四ツ壇原に導入し

て， 水田を造るという構想、が生まれたJ。

ところが，こうした地区外からの用水導入構想はいずれも実現には至らなかった。

築館町の場合「花山ダムの水と錐も地形の関係上，濯概水を導くことは不可能で，開

田の見込みは立ちそ うにもない」と判断された。高清水町の場合も「測量の結果はど

うにか可能な線がでた」ものの，「経費が問題Jで立ち消えになった。

以上から判断するかぎり，高清水町の場合，両ダムからの距隊が遠すぎたことと，

扇状地などとくらべて丘陵末端部で地形が複雑に侵蝕されていることが，費用負担の

面でそれを不可能にさせたものと考えられる。しかし，この費用負担の問題は，次の

点とも密接に関連していよう。

第2は，向丘陵周辺沖積低地の開発史との関連である。上述のように遠方からの導

水が不可能でも水利開発の方法としては，地域内に溜池などをつく って，それを揚水
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して滋概する方式が当然考えられよう。しかし，これには地域内に余剰水があること

が前提である。ところが高清水周辺の丘陵地では，そうした可能性はすでにまったく

閉ざされていた。

前掲の第2図を参照されたい。 築館丘陵東端地域は，東西方向の侵蝕谷が入り込ん

だ地形となっている。そしてそれらの侵蝕谷は，北から南流する北上川や迫川沿いの

低地と直交する形で向かっている。そのため，それらの部分を中心とした低湿地は，

そうと う広い地域を未開発の状態のままにしてきた。しいていえば，洪水時の遊水池

的機能を果たし，また，多く の池沼は，周辺水田の濯概用溜池として開発されてき

た。一方，こ うした低湿地に対する開発の試みは，すでに伊達藩時代から積極的に進

められてきた1へしかし，何といっても，大幅な水田化を助長したのは， 昭和初期の

北上川下流域の改修によって水利が安定し，河水の揚水が進んだことである＂ 'oその

結果，今日では，伊豆沼，内沼，長沼，蕉栗沼，名鰭沼などのそれぞれ一部を残すに

すぎない。

要するに，この地域のこうした開発 ・土地改良史に関して，こ こで注目しなければ

ならないのは，多くの用水源的機能を有していた池沼などを埋め立て，縮小した結

果，逆に用水不足を深刻化させたことである。これはまた，低地に拓かれた水回は多

くの場合湿田であったので，その対策が進められるようになっていっそう助長され

た。そしてこ うした動きの当然の帰結として，他方では，新たな用水供給源を確保す

るため，周辺丘陵地域における水利開発に強い関心が払われてきたのである。

高清水町内を東流する小山田川河岸低地には早くから水田が拓けている。いまその

用水源をみると，同河川の他周辺の侵蝕谷頭に補助水源としての溜池を数多く配して

まかなってきたこ とがわかる。また，戦後に至つてはその下流の野谷地，千貫谷地の

開田や排水改良が進むと用水不足が一層顕在化し，その対策として上流の高清水町と

古川市の境に県営事業による宿の沢溜池を新設（昭和20年着工， 24年完成，滋概面積

566. 6 ha，堤長l92m，堤高l3m）した例がある。

さらにこ うした動きをよ り大規模な形で示したのが，実は，上述した総合開発下の

多目的ダムへの期待であったといってよい。既述の如く築館丘陵周辺の水稲単作地帯

をうるおす主要河川上流部には鳴子ダム （江合川，昭和32年完成）＇花山ダム（一迫Jil,

昭和33年完成），栗駒ダム （三迫川，昭和37年完成）などが築造されたが， しかし農業

サイドの利用目的をみると，そのほとんどは旧問補水で，かかる用水不足対策が主眼

とされたことがわかる1ヘ
これは同じ戦後の多目的ダムの農業的利用でも，北上川上中流の場合17》多く の地区

で大規模な開問を生みだしたのとくらべて，きわめて対照的である。あるいはこ うし

た下流の水悶開発段階の差が関係して，築館丘陵の場合はダム用水による関田構想、を

回避させた遠因といえるかもしれない。
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いずれにせよ，かくして，高清水町にあっては戦後開国の経営，経済的環境が熟し

つつも， 地表水利用の道は大きく制約されていたのである。

(3) 地下水開発の契機＝畑地港紙試験

以上のような制約条件下で，結局水利開発は地下水に注目するほかなかった。しか

しその場合直接の契機は， f羽田ではなく丘陵性台地の畑作振興を図る立場から与えら

れた点が注意されよう。つまり，当時，その手法として地下水を使った畑地濯概が時

代の脚光をあびつつあったのである。

畑地濯j阪の発達について論述した中島峰広氏の研究18》によれば，畑地濯殺がわが国

において本格的に発達するのは1945年以降である。それは「第 2次大戦後の逼迫した

食糧事情などから畑作農業の振興が叫ばれ，その一環として…行政的にとりあげら

れるようになった」ためである。

宮城県は1953年，高清水町東部のi没後畑作開拓地 （匹lツ壇原）に対してとの方式を

奨励した。すなわち開拓地畑作の低生産性の向上を目的として，畑地港紙のための深

井戸掘削を指導援助した。同様の条件下の周辺丘陵地域でもこの方式は注目されるこ

とになった。たとえば築館町山では， 1958年丘陵地開発のため学術調査を実施した結

果，陸稲や馬鈴薯の生産性の向上，および牧草栽培による酪農導入のために，地下水

利用の畑地進慨に対して大きな期待が寄せられた。

ところが1955年になると，東北日本にあっては稲作生産の発展が目覚ましく，土地

利用開発は水源さえ得られれば開田をするというのが，どこでも一般的になった。畑

地濯概用の地下水を開固に転用しよ うとする動きが，ここに自然発生的にみられたの

である。上述の中島氏は1960年以降になるとわが国の畑地滋慨は1945～1960年の発展

をさらに上回るようになることを指摘される一方，地域的にはそれまで全国の同港紙

i茄積の半分以上を占めていた関東地方の地位の低下に注目，これが陸田への移行によ

ることを指摘している。

関東地方だけでなく，東北地方や他の一部地域の戦後の開田の背景としても，畑地

織統の動きを重視しなければならない。しかし，ここではこれが契機となって，関回

目的の地下水開発が助長されたことを指摘したい。築館丘陵およびその周辺地域22'で

はそうした畑地濯瓶のための地下水利用は1958年の大皐魅21＞によってもいっそう期待

され，開田と結びついてくるのである。

さて，高清水町において，地下水利用開問がいかに記念すべきできごとであったか

は，このことが同町史の年表，.，Iこ組み入れられていることでもわかる。それによれ

ば，最初のものは1955年4月，中袋地区の農家が組合を結成して行なった。そのあと

1958年には，佐野丁でフやルドーザによる造問とさく井工事が進められ， 同年に中 の

茎，および立街道に波及した。さらに翌1959年からはこの動きが活発化し， 台町裂と
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党満寺前の既成田を含めたボーリング工事に伴う開田事業，四ツ喧原の畑地灘瓶事

業，小山田南沢，台町西部，上外沢田，北甚六原，熊の堂，影の沢の地下水利用開田

が進展したのである。この面積だけで約200haに達した。

以上を要するに，地下水開発は地表水利用が著しく制約されていることから必然的

に帰結されたものではなく，戦後の畑地濯l凝の動きが一つの契機となって注目され，

それが開田ブームの中で本格化したのである。

3. 地下水利用開国成立＝その基盤と条件

以上みたよ うなことは，既述の地下水利用の地域性からも明らかなように，築館丘

陵地域 （とくに東部）に共通するこ とである。それでは，なぜこうした水利開発によ

る開田が，かかる強い地域性を伴いながら可能になったのか，考察しなければならな

ν、。

(1) 豊富な地下水の存在

まず最初に，この築館丘陵東端部地域は，宮城県仙北平野にあってきわめて恵まれ

た地下水包蔵帯を有していることに注目する必要があろう。

奥津春雄 （経済企阿庁総合開キ局， 1972年）向によれば，築館丘陵末端部地域はお

もに第三系中新統や鮮新統の泥岩，凝灰岩などの軟岩を主とした地層からなるが，そ

のうちでも鮮新統の浮石質凝灰岩や，厚い洪積礁層の分布地では深層地下水が豊富に

包蔵されているという。実際，このような知見は，深層のものではないが，高清水町

の丘陵末端部に （湧水する）高清水“七清水”が存在すること，さらに往時にこれを

仙北地方13ヵ村の酒屋が酒造用として利用した2べという歴史的事実からも裏づけら

れる。

高清水町の地形および地質の特徴について要約しよう 25'。まず地形を大観すれば，

丘陵地は町内を西から東に横断する小山田川と透川｜の2つの小河川で区切られてい

る。北部から南部ほど低下し，南部は古川市の丘陵地帯に続き，やがて四ツ壇原へと

延びている。

丘陵を構成する地層は，本町の基底をなす瀬峰層，高清水層などの第三紀の堆積層

と沖積平野縁辺部の段丘堆積層からなっている。瀬峰層は層厚が50~ 70m に達する。

凝灰岩，砂岩，シノレト岩，亜炭，磯岩からなり，南東部の丘陵地帯に分布し，町外で

は田尻町，古JIJm，瀬峰町，築館町にみられる。

高清水層は瀬峰層を不整合に覆う地層で，砂岩，凝灰岩， シル ト岩，磯岩か らな

り，層厚は30mに達する。本層は町内の丘陵地帯を広く覆って分布しているほか3 古

川市，築館町，瀬峰町などの丘陵地帯に発達する。

段丘堆積層は，町内の五輪，蕃光寺，佐野丁，本町，水の手，来館，台町，四ツ壇



原に分布し，砂磯粘土よりなる層厚

3~5mの地層である。

以上の概観によってもわかるよう

に，丘陵地帯を構成する地層は砂・

磯の発達がよい。しかもその層の厚

さと相侠って豊富な滞水層を形成し

ている。ちなみに同町内の深井戸の

データ26）から考えると，こうした滞

水層は地表下50m内外， および 100

m前後に位置している。

(2) 揚水技術の発達

次に，このような地下水利用を可
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写真 1 丘陵尾根にできた地下水揚水の

ための機関場と周辺の関岡地

(1980年7月25日）

能にさせたものとして，揚水技術の進歩があったことはいうまでもない。一般に，地

下水の開発は，①自然露頭の湧水（泉），→②不圧地下水の開発（浅井戸）＇→③被圧地

下水の開発（深井戸）に3分類される。わが国における地下水利用の歴史をみると，

①のタイプはかなり古くさかのぼるが，人工による積極的な②や③のタイプは特別の

場合を除いては，揚水のための動力源が発達してからであるm。

ところで，高清水町の地下水（被庄地下水）利用で注目されるのはほとんどすべて

の場合に水中モーターポンプ。が使われていることであろう。この水中モーターポンプ

は現在わが国の深井戸用ポンプのうちでは最も普及しているものといわれ，その特徴

は大量揚水を可能にする点にある。しかも本体は西ドイツで開発され，わが国へは

1954年頃に導入された28）というから，同町の地下水開発はこの技術によって直接推進

されたといっても過言ではない。要するに1955年頃から 1970年頃までの開田ブームの

中で，高清水町の豊富な被圧地下水の資源的価値が，こうした新しい揚水技術の導入

によって一挙に高められたわけで，水中モーターボンフ。は開田成立の重要な条件とみ

なしえよう。

それでは，このような戦後の新しい揚水技術が実際どのように適用されたのであろ

うか。いま，工事の過程を①深井戸の位置の決定，②搾井，③ケーシング（側管）の

掃入，④ポンプの据え付け，に区別してみよう。事例は，高清水町北甚六原で1968年

仙台市のM商会東北支店の請負によって行なわれた十のである。

工事仕様書によれば，まず位置の決定には既設搾井との距離（位置）関係，およ

び，水田への港紙（条件）が考慮された。現地でみると，立地の地形的な特徴とし

て，丘陵の尾根にあたる部分に井戸が掘られた例が多い。これは開田面積をできるだ

け増やし，各水田へ自然流下方式で配水するのに都合がよいが，景観的には，地表水
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第 3園 地質柱状図とケーシング断面図
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利用の場合ポンフ。小屋が谷

底近く の低所にあるのとく

らべ，対照的な特色を生み

だしている。

位置決定後は搾井であ

る。ビーム式ロ ーリ ング機

械を使って，掘削口径 35

cm，掘削深度 120mの深井

戸が掘られた。

ケーシング挿 入 の作業

は，地下の帯水層との対応

を決めるうえで重要な部分

である。施行方法の中に，

とくに監督の立合いが義務

づけられている。第3図に

その際の地質柱状図とケー

シングの断面の対応関係を

示した。これによると，ケ

ーシングはストレーナーパ

イプ （収水管）とメ クラパ

イプからな り，地表下20m

くらいまではメクラノξイプ

が使われ，それ以下は地質

（層）に応じて両パイプが

交互に利用されている。す

なわち，シル トや:i!E炭層な

どの不透水性の地層にはメ

クラパイプを，砂質の帯水

層の部分にはス トレーナー

パイフ。を施し， 採水が工夫

されている。

最後は水中モーターポン

プ。の据え付け工事である。

ポンプは耐水 ・耐酸 ・耐ア

ルカリ性のポリ エチ レン系



第 4図 水中モーターボンフ・の据え付け概要図
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合成樹脂で巻線を被覆した完全満水式の三極三相誘導電動機に夕 子

f~ff；；~~：出国7 ::) ＇：：：：：：，~： ~：：~：；； 
以上，地下水開発の技術的な過程の概略である。ともあれ，こ うした技術の進歩に

；；ヰ：：：：：立？？；：；？；！？？？取得が容易になったことは 開田成

(3) 費用負担方式

既述のような自然条件と技術条件がう まく結びつき 大量の開田が実現したのは，

もう lっ，開国主体である農家の費用負担の問題が解ムしたからにほかならない。

宮城県の場合にかぎらないが戦後の開聞が進展する中にあって，その対象地は自然

的技術的に比較的容易な土地から，よ り困難なところに移ってきた。したがって，開

田事業は2 主体である農家に対して多大な資本投資（負担）を強いることになる。と

くに地表水の得にくい丘陵地にあっては，なおさらのことである。いま関田事業を水

利事業と末端での造問事業に区分してみると，まず後者はそれ自体大きな地形改変の

工事である。が，これはプ／レドーザなど機械力の利用によって，経済的にも比較的容

易に克服されるようになった。

一方，水利 （事業）問題はなかなか克服しがたい。わが国のような零細土地所有の

下にあってはよ り高度な技術を採用しようとすれば，どうしても設備費がかさむとと

にならざるをえない。 したがって，もし，容易に地表水を取水できる条件下にあれ

ば，農家は開国規模に応じた簡単な港東設備で目的を達しよ うとする。そのよい例

が， 各地でみられた簡単な揚水ポンプとピニ－1レパイフ。を使った自己開国である。

さて，高清水町。戦後の関田の場合，そうしたことがまったく困難な中で，地下水

利用が指向されたbけである。問題は深層の被圧地下水を汲み上げるための井戸掘

削，ポンプの設置乞対して，農家はそれぞれいかなる対応を示したか， である。そこ

で，開田の具体的な施行方式に注目すると，ほとんどの場合，共同の形（開回組合）

をとヮていることが注目される。

深井戸の揚合浅井戸にくらべて水f誌が豊富であるため，農家は共同して事業を行な

うことによって3 いくぶんでも濯概設備費の軽減対策としたよ うに思われる。ちなみ

に，開田地が丘陵地であるにもかかわらず，新しい水田はかなり集団的かっ統制がと

れているのもこうした共同開田が行なわれたからである。

ところで，こうした関団組合を媒介させた地下水利用方式は，確かに個々の農家で

は対応できない地下水利用の技術の採用の道を聞かせることになったが，費用負担の

面に着目していえば2 より積極的な意味があった。
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水中モーターポンプの据え付け概要図
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合成樹脂で巻線を被覆した完全満水式の三筏三相誘導電動機にターピンポンプを直結

し，水中に降下して使用するよ うになっている（第4図参照）。なお，この水中モー

ターポンプは，口径10cmの送水管（全揚程 67cm）を使 って， 1.3m3/minの揚水

を行なうものである。

以上，地下水開発の技術的な過程の概略である。ともあれ， こう した技術の進歩に

よって丘陵地のような高燥地でも大量の滋概水の取得が容易になったこ とは，開田成

立の技術的条件としてあらためて注目されよう。

(3) 費用負担方式

既述のような自然条件と技術条件がうまく結びつき，大量の開田が実現したのは，

もう lつ，開国主体である農家の費用負担の問題が解決したからにほかならない。

宮城県の場合にかぎらないが戦後の開聞が進展する中にあって，その対象地は自然

的技術的に比較的容易な土地から，より困難なところに移ってきた。したがって，開

田事業は，主体である農家に対して多大な資本投資（負担）を強いることになる。と

くに地表水の得にくい丘陵地にあっては，なおさらのことである。いま開国事業を水

利事業と末端での造回事業に区分してみる と，まず後者はそれ自体大きな地形改変の

工事である。が，これはブル ドーザなど機械力の利用によって3 経済的にも比較的容

易に克服されるようになった。

一方，水利 （事業）問題はなかなか克服しがたい。わが国のような零細土地所有の

下にあってはより高度な技術を採用しようとすれば， どうしても設備費がかさむこと

にならざるをえない。したがって，もし，容易に地表水を取水できる条件下にあれ

ば，農家は開閏規模に応じた簡単な港紙設備で目的を達しようとする。その よい例

が， 各地でみられた簡単な揚水ポンプとビニー／レパイプを使った自己開国である。

さて，高清水町の戦後の開問の場合，そ うしたことがまったく困難な中で， 地下水

利用が指向されたわけである。問題は深層の被圧地下水を汲み上げるための井戸掘

削，ポンプの設置に対して，農家はそれぞれいかなる対応を示したか，である。そこ

で，開田の具体的な施行方式に注目すると，ほとんどの場合，共同の形（開田組合）

をと っていることが注目される。

深井戸の場合浅井戸にくらべて水量が豊富であるため2 農家は共同して事業を行な

うことによって，いくぶんでも滋税設備費の軽減対策としたよ うに恩われる。ちなみ

に，関田地が丘陵地であるにもかかわらず，新しい水田はかなり集団的かっ統制がと

れているのもこうした共同開閉が行なわれたからである。

ところで， こうした開田組合を媒介させた地下水利用方式は3 確かに個々の農家で

は対応できない地下水利用の技術の採用の道を聞かせることになったが，費用負担の

面に着目していえば，より積極的な意味があった。



第 1表 事業費と事業量 （円）

搾 井費

機 械費
揚 水機揚 費
送水管量

工事雑費

計

送電線負担金

調査設計費

合計

｜事 業量｜事 業費

lヵ所
l 台

lヵ所
973. 7m3 I 423 000 

~竺l叫 000

F可函

元木：戦後関岡の研究 IOI 

第 2表 資金計画 （円）

区 分 ｜金額

県資 金

自己資金

借入 金

地元負担金

I, 317, 000 

3,953,000 

3, 160, 000 

I, 793,000 

計 ｜訊223,000

そこで第 l表には，前掲北甚六原

地区における水利事業一一地下水開

発ーーの費目と費用の概略を示す。

この場合受益面積は約 12haである

が，そのための水利開発費として，

まず基本となる搾井（ I眼）が181

万 7,000円，揚水機の設置が 123万

2,000円，これらで計304万 9,000円

を要している。さらに，これに付随

する調査設計費，送電線負担金，送

水管費，工事雑費までを含めると総

額，実に527万円の水利事業である。

写真 2 丘陵斜面に整然と造成された開

岡地。中央上部の小屋は機関場

(1980年 7月25日）
この費用は，IOa当り約4万 4,000

円，関係、農家 I戸平均37万6,428円 （14戸）である。

次に， IRJ事業の資金計両（第2表参照）をみると，行政施策の果たした役割の大き

さをあらためて看取できる。すなわち，総額527万円のうち131万円は県 からの 補助

金3さらに316万円を借入金（農漁資金）によってまかない，さしあたりの 地元負担

金は79万3,000円と なっている。これはIOa当り の水利開発の当初経費約6,600円で対

応できる計算になる。

要するに，このような資金的裏づけのもとに水利開発，したがってまた開田が成立

したのである。高清水町の関田で，特徴となった開田組合の結成も高度な地下水開発

技術の採用によって促されただけでなく，補助金や制度資金の利用と密接に関連して

いたのである。
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第 5図
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（昭和26年，昭和51年の1/50,000の地形図より作成）

関田に伴う農業変容と今後の課題

これまでのところで，高清水町における地下水利用開聞が，いかなる背景と条件の

もとで成立したかをほぼ明らかにし，その実態に触れることができたと思う。 この章

では，そうした開問が地域農業にどのような影響を与え，さらにまた近年の経済社会

環境のもとで関閏地稲作がどのような問題に直面しているかをみてみよ う。

4. 

農業変容と経済効果(1) 
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（司農業の変容 第 B図 高清水町における集落別水田率の変化と大

上述のような開田が実現 家畜飼養の動向

した結果，高清水町の水田 （以）90

分布は従来と大きく変わっ 80 ~ lkJ川牛

た。従来は小山田川をはじ

め南沢川や透川沿いの谷底

部にかぎられていた水田

が， 町東南部の四ツ壇原を

中心に，その他丘陵斜面に

拡大した（第5図参照）。

こうした水田化の特色は集

落ごとの水田率（対耕地面

積）によってみると，たと

えば1960年には10%未満か

ら80%未満の範囲で様々で

あったものが， 1975年時点

では 2～3の例外を除けば

大半が70～85%前後の水田

率を示すようになり，少な

くともこの指標からみる限

り集落聞の差がなくなり，

高清水町の農業は全体とし

て水間単作に変化した （第

6図参照）。

こうした中で農家個々の

動きをみるため，経営耕地

面積階層別農家数1960年と

1970年でくらべれば， 0.5

~ o . 7ha層の比率の高まり

がみられたが，総じて 2ha 

未満層の減少， 2 ha以上層

の増加が注目される。とく

に3ha以上層は1960年に21

戸であったものが1970年に

は58戸に増加し，うち 6戸
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第 3表 経営耕地規模別農家数の推移一高清水町一

農 H坊－に・ 数（戸） 構 成 比 （%）

1960 1970 1975 1960 1970 1975 

0. 3ha> 76 10. 7 

0. 3～0.5 65 55 641 7.8 9.2 

0.5～0. 7 50 63 64 7. 11 9.0 9.2 

0. 7～I. 0 91' 63 69 13. 01 9.0 10.0 

I. 0～I. 5 1581 145 139 20. l 

ト5～2.0 135 113 19.3 16. l 15.3 

2.0～2.5 77 9. 71 l l. l 

2.5～3.0 36 6.4 6.9 

3.0～5.0 21 52 49 3. 7.4 7. I 

5.0haく 61 3 o. 91 0.4 

lロ>. 計 100. 0' 100.ol 100.0 

（高清水町役場資料より作成）

は5ha以上層が新しく加わった（第3表参照）。

このように，関田は水間率に関して集落聞の差をほとんどなく し，単作化を集めた

一方で， 農家ごとには経営耕地の拡大に寄与していることを見逃がせない。

もちろんこうした農家の変化は，普通作物や雑穀類の作付けを急減させたが，家畜

飼養の面では集落問で新たな差異を生みだしているようにみられる。それは増加が著

しい養豚よりも一見停滞ぎみな大型家畜の飼養動向である。すなわち，従来は各集落

で少数飼育（肉用牛16頭前後，乳用牛I口頭未満程度）であったのが，開問が進む過程

で集落により増減の相違がみられるよ うになった。いま集落ごとに水田率の変化に対

応させて家畜飼養頭数の11iJJきをみると 3 概して開閃の多い集落で糟加が目立ち，従来

比較的水田率の高かったところでは家音飼養減少の傾向がみられる（第6図参照）。す

なわち，こうした差異に着目 していけば， 開田は単作化，規模拡大だけでなく，家畜

飼養にも大きな影響を与えていることがわかる。ただ従来から水田率が高かった農家

での飼養の減少傾向は農業変化の中では問題とすべき点だが，これについては後述し

ょう。

（ω 開田の経済的効果

土ころで，高清水町の農業は関田を通じて大きな変化をとげたが，全体としては結

局生産の圧倒的部分を米に依存するかたちに変わったといってよい。ここではその経

済的効果を 3 同町の農協事業の経過をたどりながらみることにしよう。 農協事業の経

営収支の動きは，農家個別の資料によるより 3 ある意味ではそれを最も集約的に表現
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第 4表 高清水農業協同組合事業の推移

組合

；関空？ 米数取販扱量売 米・ 麦他高 購売 上買 決剰（不算余足状金況金） 面農資i林漁金考業出資金 貸付金 借入金 その
員数 販売
｛人｝ （千円） （千円） （千円） （俵） （千円） （千円） （千円〉 （千円）

359 45 9 5 9 

436 484 9 4 9 725 125 39 3, 700 12,500 2,326 (731) ．．． 

499 682 9 4 6 2,253 I, 566 I, 980 4,000 16, 137 4,858 (181) ・．．

469 I, 158 9 4 7 2,927 2,398 4,376 4,300 23,919 7,052 (89) ・．．

457 I, 231 7 3 7 4,278 4,389 4,819 5,000 25,258 8, 741 (131) ・．．

440 3, 100 7 3 7 4, 180 7, 122 4, 170 5,400 39,488 I I, 207 13 ・．．

456 3,325 7 3 7 4,401 8,494 3,099 6,600 35,803 10,248 ・－－
456 3, 325 7 3 8 8, 312 I I, 550 11,481 8,800 47,307 12, 712 5 

417 3,425 7 3 8 14,067 21, 935 16,579 12,600 47,504 14, 004 13 10, 723 

557 3,464 7 3 9 15, 715 25,951 18, 749 16,545 72, 081 21,478 14 7, 738 

557 5,229 7 3 11 27, 957 47,272 39,429 12,200 63, 433 20,550 (1, 288) 24,268 

554 6,434 7 3 11 42, 340 89, 763 79,524 18, 700 84,838 23,615 (884) 63,064 

583 7, 783 7 3 I I 35, 660 105, 031 93,914 22,000 119,249 34,685 (359) 63, 199 

590 8,914 7 3 13 52, 029 131, 957 126,459 26,000 120,664 41, 284 8 76, 887 

610 10,031 7 3 14 63, 953 168,885 137,525 29,000 157,636 49,445 9 73, 049 

609 11, 381 7 3 16 87,400 175, 763 136, 748 29,800 175,474 48,948 94 68,364 

613 12,596 7 3 17123,621 205, 101 139,847 31, 000 205,077 58,805 96 

629 12,650 7 3 18175, 963 231, 105 159, 130 38,300 271,314 73,375 257 61,466 

639 13, 155 7 3 19194,303 289, 149 201, 671 38,500 298,613 96,924 223 69,688 

654 13, 211 7 3 19237, 600 358,384 246,560 46, 716 387,396 100, 724 857 76,480 

655 13,236 7 3 20 292,002 417,001 279,962 53,007 458,882 114,407 I, 575 96,573 

661 13,265 7 3 20 353,569 453,203 333, 739 55,297 492, 724 142,255 7,646 88,435 

669 18, 318 7 3 22 390, 151 517,859 375, 706 50, 153 468,254 189,306 8,405 

665 23,698 7 3 22 410,213 553,045 455, 743 

：：：：~~：：：~ 
207,442 3,266 73,903 

669 26,017 7 3 23 463,090 540,284 399,836 47,01 45,348 260,832 10, 216 65, 766 

668 35,654 7 3 24 641, 156 655, 718 407, 708 47, 18 41, 393 334,860 5,898 67,665 

（高消水農協資料より作成〉

しているよ うに思われる。

第4表に，同農協の1948年から1973年までの事業経過の内容を整理した。これによ

ると，高清水農業協同組合の経営は戦後1952年まで赤字基調で推移， 1955年前後の 5

年間も低調であったことがわかる。さらにその後数年間は1958年の皐魅によって赤字

に逆もどりするという動きを示してきた。と ころが， 1963年頃からはようやく本格的

に経営の改善がみられるようになった。職員数の増員はそれを象徴している。
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第 5表 高清水町西神原開田組合の収支決算の推移

＼＼＼ 

~ Lt ｜昭和明 ｜ 45 46 47 
項目

償 還 金 651, 187 
返 済 金 (85. 3) (8 . 6 (77. 7) (74. 5) 

補管 修 費費
67,230 

理 (5. 3 (2. 7) (7. 7) 

電 カ 費 92,243 
( . 5) (10.4) (10. 5) 

事雑 務 資費’ 182869 
(5. 6) (2. 7) (3. 9) ( . 2) 

委員報酬費 45,000 
( . 7) (5.4) (5. I) 

計
874,529 

(100. 0) (100. 0) (100. 0) (100. 0) 

注：（）内%。

さて， こうした経営の改善が開田＝稲作生産の強化に伴った動きであるこ とは明ら

かであろう。すなわち米麦等の販売高は1957年頃から急速に熔加しはじめるが，これ

はほぼ同農協の米販売取扱い数量の急増に対応している。その影響は貯金取扱高のう

えにもはっきりあらわれている。したがってそうした中で農協は，一方で貸付金も増

加させ，他方では借入金を減少させ，経営を建て直してきたといってよい。

このように米販売数量の増加が農協の経営収支を大幅に好転させたことは，当然個

個の農家および地域経済に対しでも，開田が大きな効果をもたらしたものと断言して

よいであろう。

(2) 関田後の問題点と今後の課題

(a) 開国後の諸問題

以上の事実は，高清水の戦後の関田が農家の多大な期待のもとに推移されたことを

裏書きしている。しかし，こうした開田および農業変化の方向がまったく問題を内包

していないわけではない。周知のごとく＇ 1970年から開聞は政策的に抑制され，一方

でいわゆる減反政策が開始されて今日に至っているが，その過程で 2～3の基本的問

題が顕在化してきているように思われる。

第 lは，開聞のための水利開発が地下水利用というきわめて人工的な方式に依存す

ることに根ざす問題である。第 5表を参照されたい。開田が1967年に完成した同町西

神原開田組合 （19戸， 10.2ha）における，開回以後1979年までの経営収支の決算状況
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48 49 50 51 52 53 54 

吋討11,069, 11 ~1 丸… 922,437 
(61. 0 (64. 3) (5 (65. 3 (86. 2) (6 . I) (64. 7) 

(27. 5) (11. 3) (I .4) ( . 0) ( . 9) 6~4~00 

282,380 
(14. 3) (18. (14. (6. 7) (24. 2) (19. 6) 

( .9) (2. 7) (2. 0 (15. 5) ( . 6) (4. 8) 7~5:so 

判 100,000 
(4.6) (2. I (5. 0) (7. 0) 

1,582,81911,012,01911,0吋 1,637, 3561い73217 1,486, 17111,438 267 
(100.0) (100.0) (100.0 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

（首神原開回組合資料より作成）

である。組合は農協からの一時借入金の返済がすんだ1977年を除くと，年々 100万円

前後から150万円前後の事業費を要している。これは， 10a当り l万円から l万5,000

円にものぼる多額の出費である。内訳は，何といっても整地費および搾井費の償還金

の返済額が大きな比重を占めている。

しかしここで，年々その費用が大きくなっている委員報酬と電力料金の推移には注

目される。たとえば1968年に対する1979年の費用の伸び率は，全体ではI.09倍である

のに対し，前者が2.8倍，後者は6.2倍と増加している。とくに5月から 9月まで東北

電力株式会社に支払われる電力料金についてみれば，1973年頃まではIO万 円未満で

（比率も10%未満）あったものが，翌年から10万円台を突破し， 1975年には 20万円台

に入札最近で‘は30万円前後に増加している。主因はオイ／レショックの影響とみられ

るが，ともあれ結果として，最近の組合事業費に対する電力料金は20%程度の高い比

重を占めるに至っている。

このように滋瓶に人工を加えるこ とは近年では電力を要することであり，ここに今

後の大きな問題がある。もちろん，これは高清水町の事例にかぎったことではない

が， この場合は問題が集約的にあらわれている。 一方，農家は，以上のよ うな中で，

借入資金の償還が完了しないこともあるが，開田地であっても生産調整への対応はき

わめて消極的といわれる29）。

第2の基本問題は，開聞によ って相対的に収益性の高い稲作への依存を強めたもの

の，農家の経営構造からすると，専業が減少し，兼業化が進展したことである（第7
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第 7図 集落別水田率の変化と専業農家率の変化の関係
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注：l～20は集落番号（名称は第6図を参照）。 （農林業センサス農業集落カードより作成）

図参照）。1960年には30%であった専業農家率は1975年には僅か7.8%に減少し，しか

も第 l種兼業から第2種兼業の比重が増大した。 一方，こうした動きを農家人口と農

家数によってみると， 1965年から1975年のIO年間に，前者は15人 （15.0%）の減少を

みたが，後者はその間若干の変化はあったものの結果的に変わっていない。

もちろん，こうした農家人口の減少や兼業化の進展は単なる開国の結果とはいえな

いまでも，多額の借入資金を前提と した関岡山と，それによる経営の単作化が，それ

を大幅に助長したことを，ここで考える必要があろう。そのことは，既述のように集

落聞の経営を比較しでも，水回以外の畜産部門が仲びているのは，開田農家で，水田化

が早かった農家では逆に後退傾向がみられることである。これは単作化が他部門の発

展を促す可能性をみせる反面， それを抑制する動きがあることを示している。また，

経営耕地規模別農家数を開田が抑制され生産調整期に入ってからの 5年間でみると2

1970年までみられた規模拡大傾向が一変し，1975年には2.5～3.0 ha層が3戸増加し

たのを除いて， I ha未満層が増加，以上層の減少傾向となった （第 3表参照）。
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以上のように，高清水町の農業は生産調整期に入ってから，開国の進展したときと

は異なった変化を迎えている。それは農業内的にみれば米作の相対的地位の低下に起

因して生じた問題とみることができるが，一方，これには農業をめぐる同町の社会経

済環境の変化が強くからんでいることを見落としてはならない。そして，同町の農業

問題に対する将来対策もそうした中で当然考えられねばならない。

(b) 社会経済環境の変化と農業の今後の課題

そこで，高清水町全体の近年の産業構造を概観する。まず人口は， 1955年 （5,885

人）以来1970年（4,757人）までは減少を続けてきたが， 1975年（4,964人）までの5

年聞は培加傾向を示しはじめた。このことは開国後農家がむしろ農家人口の減少，お

よび兼業化を進行させたことと一見矛盾するかのようだがそうではない。

すなわち，同町では， 1968年頃からの食糧品や電気機器関連を中心とした企業の誘

致とその定着化の影響によって人口が増加し，それが農家人口の減少にもつながり，

兼業化の地域的な背景にもなっている。いま同町の産業別生産額をみると， 1970年に

14億5,000万円であったものが1973年には33億円へと急培している。これは上述の工

業部門の著しい成長によるもので，産業別比率はその問第一次産業が 37%から 23% 

へ，第三次産業が29%から26%となったのに対し，第二次産業は逆に34%から51%へ

上昇している。こうした高清水町の第二次産業の生産比率は，宮城県平均が27%であ

るのとくらべてもきわめて高い地位にある。

一方，第一次産業（農業）の生産比率は同町では産業各部門のうち最低だが，それ

でも県全体の傾向（12%）からする と倍近く，しかも就業人口の産業別構成では第一

次産業が48%を占め，他の第二次 （31.1%），第三次（28.1%）部門を凌いでいる。

要するに，今日の高清水町は産業構造が高度化し，経済の主力は工業を中心とした

非農業部門に移行した感があるものの，依然農業地域としての性格が強いところであ

る。したがって， 上述のような農業問題が顕在化してきていることは3 その今後の対

応が大きな課題になるであろう。

まず第 lに，積極的に推し進めてきた開田後，農業部門を強化するというより，全

体的に縮小傾向がみられ，兼業との結びつきを強めてきたことについては，前向きの

対応策が必要であろ う。つまり高清水町は上述の企業の進出，定着化傾向や，仙台市

へも通勤可能な距離にあることから考えるならば，開田は結果的に，農家が自らの経

営組織を単作化させ，兼業化を可能にしつつ，全体として農家所得の向上を図る方向

を指向しているようにみえる。こ うしてみると開田は農業収入の向上に寄与した以上

に，それを果たしつつ燦外部門への就業条件を内部的に創出したこととして，さしあ

たり重視されよ う。しかし，今後はこうした営農の主体をどのよ うに育成するか，ま

た兼業化した中での稲作をどのように再編してゆくかが大きな課題となろう。

第 2は，地下水利用という人工の度合が強い水利開発を前提とした水田の地域的存
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写真3 丘陵を削り水回を潰して走る東

北高速道路 (1980年7月25日）

立に関する問題にどう対処するか，

ということである。一般に，「かん

がい用水源としての地下水は，河川

よりの取水，導水が技術上，社会と

相互関係上可能になれば，地下水利

用から河川および溜池等の利水に転

換されるものであるJ31l といわれ，

その地表水に対する不利性が示唆さ

れている。高清水町ではそれが既述のごとく，電力料金の高勝と結びついて顕在化す

る可能性がある。

しかしながら，高清水町においてはこうした予想される問題に，より大局的見地か

らの対策が望まれよう。

第 lの理由は，地下水利用はその成立の背景から考えて，当分は，新しい水田立地

の大前提である。したがって今後の揚水費高騰問題は，同町において新規水田を否定

するか存在させるか，のより大きな視点から解決されねばならない。

第 2の理由は，近年の農地の潰廃傾向を重視する必要がある。すでに同町の産業構

造の中で工業の比重の高まりを指摘したが，この動きは同町をめぐる社会経済環境の

急速な変化と密接に関連している。とくに総面積が約23.4 km2と狭小な同町にと っ

て，重視すべきは近年における交通商での開発であろう。

同町には中央を南北に国道4号線が通じているが，近年は交通渋滞が激しく高清水

パイパスが建設され，さらに東部には東北新幹線の工事が進み，西部は東北縦貫自動

車道が開通した。こ うした中で，高清水町では昭和53年から65年度を目標に13ヵ年計

画が策定32)され，交通網・水資源、の開発まで含めた土地利用体系の確立が望まれてい

るが，しかし，その際，農地潰廃の進行はその視野に入れるべきであろう。

要するに，大量の低地の水田が潰廃する中で，それに代替するものとしての開田地

の重要性が高まることは必至である。つまり，開田は直接関連した農家のみでなく，

町全体の土地利用再編の重要な一環をになってきているわけで，そうした観点をふま

えた将来対策が望まれよう。

おわりに

戦後開閉の一事例として，とれまで正面からとりあげられることがなかった深井戸

による地下水利用開国の成立の背景と条件を明らかにし， さらに開閉が与えた影響

（効果），開田後の問題点についてできるだけ総合的に考察した。

とくに指摘したいことは，開間後の兼業化問題や水田の維持管理問題 （平地でも用

水パイプ。圧送方式は宣言Jカポンプを使用し電力消費が大きし、）は，決して高清水町のみ
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の特殊問題ではなく，広くは今日の日本の農業（稲作）問題に共通するものがあり，

同町ではそれが開田を契機に集約的にあらわれたにすぎないことである。もちろん，

こうした問題が早くからでてきている地域にくらべ開発の新しい同町にあって，その

対策がいかに講じられるか注目されるととろである。一方3開国による新しい水田は，

地下水利用とい う水の問題だけでなく台地にできたところに大きな特色があるが3 こ

のことは旧来の低地の水田が潰廃の動きを強めていることを考慮すると，あらためて

注目されよう。これは現代の開問の積極的な評価に係わる重要な点である。
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