
河川改修に伴う荒川中流域における堤外地集落の移転

The Relocation of Settlements from the Riverside land by the Arakawa River 
Improvement Projects

本研究は，1918年に着手された荒川の河川改修事業によって堤外地となった荒川中流域の集落における

生活と堤内地への家屋の移転実態を，水害の記憶や家屋移転に対する行政の対応を通して明らかにしたも

のである。荒川の河川改修によって堤外地となった集落では，多くの場合移転補償を受けて堤内地へと移

転したが，移転補償を待てずに堤内地に移転した世帯もあった。堤外地集落の家屋の移転形態を，移転先

と移転期間で分類すると，「一括・集団移転」，「段階的・集中移転」，「段階的・分散移転」，「一括・集中

移転」の 4つに類型化される。1999年の水害を機に堤内地への移転が進んだが，最後まで残っていた握津

集落も2005年に一括移転が実現し，集落は消滅した。荒川の河川改修によって得られた下流の首都東京の

安全は，中・上流域に暮らした多くの住民生活の犠牲の上に成り立っているといえる。
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.　はじめに

集落移転には様々な背景がある。自然災害によるものがあれば，ダムや空港建設などに伴い公権力に

よって移転を強制されるものもある。また，山間地に孤立・散在する過疎化の進んだ小集落を，便利な

ところに移転・統合するために行われる移転もある（篠原 1976；國歳 1981）。本来，集落移転事業とは，

大規模建設事業や過疎対策，自然災害の防止などの目的で，集落機能の一部または全部を移転させる事

業であり，1970年代に多く行われている（渋谷 2003）。近年，八ツ場ダム建設工事による群馬県長野

原町の集落移転の問題が注目されている。八ツ場ダムは，利根川水系の支川のひとつ吾妻川の上流に建

設される予定の多目的ダムで，水没予定の 5地区の住民が代替地への移転を強いられることとなったも

のであるが，必ずしも予定どおりには進んでいない。

地理学の分野で自然災害に伴う集落移転の研究としては，藤田（1983）による奈良県十津川水害の報

告が知られている。田中・村上（1999）は，自然災害を契機とした集落移転に着目し，集落移転により

廃村となった 2集落をとりあげ，災害への対応，移転の意思決定過程や形態，移転先の選択，自治体の

支援体制などを明らかにし，この 2集落の共通点や相違点から移転形態を「集中移転」と「分散移転」

に分類している。また，田中ほか（1996）は，新潟県黒川村の 3集落をとりあげ，羽越水害後の集落移
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転による土地利用の変化や住民の生活環境の変化などを明らかにしている。しかし，移転の形態だけで

なく，移転を余儀なくされた住民の集落移転事業に対する意識や対応といった社会的側面に焦点をあて

た研究例は少ないのが現状である。

ダム建設に伴う集落移転に関しては，西野（1981）がダム建設に伴う水没村落の村落構造と移転形態

の間に対応関係があることを指摘している。また，渋谷（2003）は，ダム建設に伴う移転形態を集団移

転と個別移転とに分類した上で，特に移転先の決定要因に注目して考察している。

ところで，埼玉県と東京都を流れる荒川は，度重なる洪水により江戸時代にはすでに河川改修が行わ

れ，明治末から昭和初期にかけて大規模な近代的改修工事が行われたことは広く知られている。しかし，

この改修工事によって堤外地となった地域に現在でも集落が存在することはあまり知られていない（磯

谷 2004）。荒川の堤外地の集落移転について調査したものに，新井ほか（1988）による論考があるが，

これには，2005年まで堤外地に残されていた川越市の握津集落についての記載はない。民俗学の視点

から，大久根（1998）はこの握津を事例に洪水への対応を考察している。荒川や利根川の水害常襲地帯

の水塚の研究例としては，佐藤ほか（1980），佐藤（1988）や阿由葉（1987）などがあり，木曽三川下

流地域の輪中地域では，安藤（1988）よる詳細な研究が知られている。また，近年の輪中地域における

水屋の変貌については，水谷・大嶽（1995）などの報告がある。

また，松浦（1984 a，b）は，荒川中上流域の水害と河川改修について歴史的側面から考察しているが，

河川改修による生活の変化や集落移転事業については十分な考察はない。また，池末（1988）は，荒川

中流域の微地形と堤外地の集落立地を類型化し，各集落が自然堤防上に立地していることを明らかにし

ているが，河川改修に伴う集落移転事業や居住者の生活の実態には触れていない。以上のことから，水

害や過疎，ダム建設などによる集落移転の研究蓄積はあるものの，河川改修工事に伴い堤外地に残され

た集落におけるその後の生活や移転形態について言及した研究は少ないといえる。

そこで本研究では，荒川の改修工事で堤外地となった後，最近まで居住していた堤外地集落を事例に，

堤外地での生活や水害の記憶，洪水への対応の実態を明らかにすると同時に，各堤外地集落における移

転時期と移転形態の関係を洪水と河川改修工事を通して時空間的に分析することで，荒川の河川改修が

堤外地集落に与えた影響について考察することを目的とした。その事例集落として，今日も横堤上に集

落を形成している吉見町の明秋地区と鴻巣市と吉見町にまたがる古名新田地区，2006年に全戸移転が

完了した埼玉県川越市古谷上の握津地区，1960年代に移転したさいたま市の西遊馬地区，2002年まで

集落が残っていた同市塚本地区，今日でも居住世帯がある同二ツ宮地区の計 6集落をとりあげた。なお，

本研究では便宜上，河川の流量が異常に増加し河川から水が溢れ出すことを「洪水」，その洪水によっ

て堤外地集落の居住者が受ける様々な被害を「水害」とする。

.　調査対象地域と研究方法

1.　調査対象地域

荒川は，関東平野の西，奥秩父山系の甲武信ヶ岳に源を発し，秩父山地の山間を東流して秩父盆地に

流れ，そこから北流して寄居付近で平野部に至り，熊谷付近で南東に流路を変え，東京湾に注ぐ延長約

169 kmの埼玉県内最大の河川である。流域面積は 2940 km2で，県内では総延長 148 kmに及び，県全面

積の 2 /3以上がその流域に含まれる（沼野 1988）。

河川は，一般的に上流・中流・下流と分けることがあるが，その定義は明確ではない。荒川について

は，国土交通省荒川上流河川事務所が，河川の勾配や地形の特徴などから上・中・下流の三つに分類し



図 1　堤外地と研究対象の範囲

図 2　荒川中流域(研究対象地域)における堤外地幅
(1/25000地形図上で計測して作成)
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ているものの，同事務所の河川管理区域は，笹目橋（東京都板橋区，埼玉県戸田市，和光市）から花園

橋（埼玉県花園町，寄居町）までの 59.4 kmの区間と，その他の支川やダム区間となっている（荒川上

流河川事務所，2003）。一方，荒川下流河川事務所の河川管理区域は笹目橋から河口までとされており，

中流域の範囲は明確ではない。そこで，本研究では，堤外地が広く分布する大芦橋から羽根倉橋までの

区間を荒川の中流域と捉え，特に堤外地集落が残されてきた糠田橋から羽根倉橋まで地域を研究対象地

域とした。

河川管理者は，河川を堤防敷，河川の流路を低水路，堤防敷と低水路に挟まれた土地を高水敷とし，

堤防敷から堤防敷までの範囲（堤防自体を含む）を河川区域と定義している。堤外地とは，堤防と堤防

に挟まれた河川側の土地，つまり河川敷のことをいい，高水敷と低水路の部分を指している。荒川には，

流路に対して直角に突き出した堤防が数多く見られるが，これは横提 1）とよばれる。この横堤は，本

来の堤防敷とは違った機能をもつものであるため，本研究では横堤も堤外地に含めることにする。つま

り，ここでいう堤外地とは，低水路と高水敷に横堤を加えた範囲を指す（図 1）。



図 3　堤外地に立地する明秋・古名新田集落
(1/25000地形図「鴻巣」，「東松山」（平成11年修正測量)の一部を使用)
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荒川中流部では，河川改修の際にこの地域が遊水地としての機能を発揮するよう計画されてため堤外

地が広く取られている。そこで，堤外地の幅と堤外地集落の関係を見るために荒川の堤外地幅を地形図

上で計測し，図化 2）した（図 2）。

荒川の堤外地幅は，左岸と右岸で，またその地域によって大きく異なる。堤外地幅が最大になるのは，

糠田橋付近（羽根倉橋から上流 26 km地点）で，その距離は約 2500 mであった 3）。また，地形と流路

の関係から羽根倉橋から上流 10 kmまでは，左岸の堤外地が広く，同橋から 10 km～30 kmの地域では

右岸の方が広くなっている。この広大な堤外地には，横堤上に立地するものも含めて 6か所の集落が見

られる。この中には，すでに居住する世帯はないが家屋や集落の跡が残されているもの，居住世帯が 1

世帯のみでコミュニティーとしての集落機能を失っているものも含まれるため，厳密にはすべてが集落

とはいえないが，ここでは，かつて集落であった箇所も含めて集落と呼ぶことにする。この 6か所の集

落は，羽根倉橋から上流へ約 1 km地点の塚本集落，約 5  km地点の二ツ宮集落，約 8 km地点の西遊馬

集落，約 10 km地点の握津集落，約 25 km地点の古名新田集落，約 26 km地点の明秋集落であり，いず

れも橋に隣接して立地し，かつ堤外地幅が広くなっている地域にこれらの集落が立地している。よって，

本研究では，羽根倉橋から糠田橋までの 6集落を含む堤外地を研究対象とした 4）。このうち 2006年現

在も居住する世帯が見られる集落は，二ツ宮と西遊馬（各 1戸），古名新田及び明秋（鴻巣市6戸，吉見

町 44戸）の各集落である。以下，これら 6か所の集落の立地環境を地形図を用いて上流側から順に概

観する。

明秋地区・古名新田集落は，元は荒川沿いの高水敷自然堤防上に立地していたが，河川改修事業後，

多くの世帯が横堤上に列状の住居を構えた地区で，横堤上の県道 271号今泉東松山線（吉見町側）と県

道 27号東松山鴻巣線（吉見町と鴻巣市）に沿って直線状の集落を形成しているが，今日でも旧荒川沿

いの堤外地に居住する世帯もある。古名新田の御成橋付近は，かつて御成河岸があり荒川舟運で賑わっ

た場所でもある（図 3）。



図 4　堤外地に立地する握津集落
(1/25000地形図「上尾」の一部を使用)

図 6　堤外地に立地する二ツ宮集落

図 5　西遊馬地区(1/25000地形図「上尾」）
(1/25000地形図「上尾」の一部を使用)

図 7　堤外地に立地する塚本集落

（いずれも昭和51年第2回改測，平成15年更新）

(1/25000地形図「与野」（昭和51年第2回改測，平成15年更新)の一部を使用)
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開平橋と上江橋のほぼ中間に位置する握津集落は，荒川左岸の高水敷自然堤防上に立地しており，

2006年に残っていた全戸の移転が完了している。行政上は川越市にありながら，荒川を挟んで対岸に

孤立したように対岸飛地の形で位置しているため，生活圏は大宮市（現さいたま市）との関係が強かっ

た。河川改修以前は握津と対岸の下老袋・蔵根の間に 2か所の渡しがあったが，昭和初期にはいずれも

廃止された（大久根 1998）。なお，今回調査対象としなかったが，握津集落の北東の上尾市西貝塚には

段丘崖下に 2戸の堤外地居住世帯がある（図 4）。

西遊馬集落は，荒川右岸荒川と入間川の合流点に近い上江橋と JR川越線に挟まれた場所に立地して

いる。この地区には未だに家屋が点在するが，現在居住する世帯は 1世帯のみで，かつての住居（農家）

は農作業のための納屋として利用したり，一部には企業の倉庫などとして利用されている（図 5）。

治水橋のたもとに残されているのが二ツ宮集落である。ここには， 3戸の家屋が残存するが，居住世

帯は 1戸のみで，他は農作業用の納屋として，またスポーツ関係の施設として活用されている。周囲に
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は，自動車教習所や運動場が広がっている（図 6）。

羽根倉橋の北側に立地する塚本集落は，2002年頃まで居住していたがその後移転が進み，現在は住

居跡と薬師堂にかつての面影を残すのみとなっている（図 7）。

2.　研究方法

本研究では，1918（大正 7）年に開始された荒川の河川改修事業や荒川の水害，洪水常襲地域の集落

立地などに関わる各分野の研究例について文献調査すると同時に，旧版地形図及び荒川筋平面図 5）を

利用して，荒川改修工事以前の旧荒川の流路と集落立地の関係，さらに河川改修と集落移転の関係を把

握した上で，国土交通省荒川上流河川事務所において，堤外地の管理や近年の移転補償の実績などにつ

いて聞き取り調査を行った。また，荒川上流河川事務所発行の「荒川利用状況図」を基に，荒川中流域

の堤外地の土地利用の実態を把握し，調査対象地域の中から明秋地区，握津地区，二ツ宮地区の 3地区

について空中写真と現地調査によって土地利用図を作成し比較した。

さらに，調査時点で堤外地に居住していた世帯については，堤外地での生活と水害の経験や記憶，堤

内地への移転に対する思いなどについてインタビュー調査を行った。調査は，明秋・古名新田地区で

は 2005年 6月15日と 2006年 8月16～17日に，二ツ宮地区では 2005年 8月12日に，堤外地集落居住者計

4人に行った。移転が進み居住世帯のない西遊馬地区は 2006年 8月17日，農作業に訪れていたかつての

居住者 2人にインタビューを行い，移転が完了している塚本地区では 2006年12月29日にかつての居住

者 1世帯の移転先を訪問してインタビューを行った。また，2006年 5月で移転が完了した握津地区では，

2004年 5月から 2006年 5月にかけて合計 12世帯 19人にインタビュー調査を行った 6）。

直接インタビュー調査ができなかった明秋・古名新田地区の 35世帯，二ツ宮地区の 2世帯にも同様

の質問項目を記載したアンケート調査を実施し，明秋・古名新田地区では 7世帯，二ツ宮地区では 2世

帯から回答を得た。握津地区と西遊馬地区はすでに移転が進み居住世帯が少ないため，農作業に訪れて

いたかつての住民 4人にもアンケート用紙を配布した。塚本地区は移転が完了していたため，先のイン

タビュー調査で移転先が把握できた 5世帯に配布した。その結果，握津地区では 4人，塚本地区は 2人

から回答があった。さらに，調査対象地域内ですでに堤外地から堤内地へと移転した世帯については，

移転時期と移転先を可能な限り聞き取り調査によって明らかにするよう試みた。

.　荒川上流改修事業と堤外地集落の土地利用

1.　荒川の河川改修事業

現在の荒川本流の流路は，寛永年間に行われた河道付替え（瀬替え）工事と明治期に行われた荒川放

水路の建設によって生まれたものである。近世の荒川流域の開発と河川改修については，秋葉ほか（1988）

に詳しい。明治以降に荒川で行われた改修工事は，主に河川の氾濫を抑制するための流路の変更と新川

の開削，氾濫の拡大を防ぐための堤防の建設であった。以下では，明治以降の荒川流域における洪水と

河川改修工事の歴史について概観しておく。

1896（明治 29）年に「河川法」が制定されると，国が費用負担を含めて積極的に河川改修に取り組

むこととなった。これにより，基本的な治水政策が確立され，河川行政上これまで府県の管理とされて

いた大河川は国の直轄となり，従来の低水工事（河身を浚渫して水運を開く工事）から高水工事（堤防

を構築して水害を防ぐための工事）へと河川改修の方向転換が図られることとなった（沼野 1988）。

荒川における明治・大正期の主な出水は 7回を数え，10年に 1～ 2度の頻度で洪水に見舞われている。



図 8　国有地の土地利用 図 9　民有地（農地や荒地を除く）の土地利用

(国土交通省荒川上流工事事務所「荒川上流河川区域利用図」，2000年より作成)
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その中でも，1910（明治 43）年の洪水は特に被害が大きく，堤防決壊 178箇所，死傷者 324名，浸水

家屋 84,538戸，農産物の被害は約 2,400万円（現在の資産価値で 1,000億円）にものぼった（荒川上流

河川事務所 2003）。この 1910年洪水をきっかけに，翌年から大規模な河川改修工事が始められること

となる。1910年，国の直轄事業として河川改修計画が決定され，荒川は上流部と下流部に分けて河川

改修工事が実施された。下流域の第一期工事では，1911年岩淵地先から河口までの放水路が開削され，

次いで築堤，水門の築造が各所で行われた。この改修工事によって，隅田川の沿岸の人々は多年にわた

る水害から開放されることとなった。当初，荒川下流部の改修工事の後，上流部の改修工事が行われる

予定であったが，1913（大正 2）年 8月の暴風による荒川の氾濫で，流域一帯が大水害に見舞われたため，

上流部改修の早期着工を願う声が高まり，下流部の工事終了を待たずに上流部の第二期工事が 1918（大

正 7）年に着手された（沼野 1988ほか） 。本研究対象地域である荒川中流域は，この工事では上流部

にあたる。

上流部（中流）の工事区域では，広い河川敷を利用して氾濫を防ぐための堤防工事と，新川の開削が

行われ，比企郡吉見村（現吉見町）から下流には横堤が築造された。横堤は遊水効果を高めることを

目的に建設されたもので，荒川中流域の堤外地内に 26箇所（左岸 14箇所，右岸 12箇所）設けられた。

横堤の建設は，1929（昭和 4）年に下流側から進められ 1951年に完成した。

この荒川改修工事は下流域の治水には大きく貢献したが，中流域の河川改修では広大な堤外地が誕生

し，その堤外地に多くの集落が取り残されることとなった。この一大堤外地計画は，松浦（1984）も指

摘するように，下流の首都東京を洪水から守る目的で誕生したものと言えよう。

2.　堤外地集落の土地利用　

ここでは，荒川中流域における堤外地がどのように利用されているかについて見てみる。荒川上流河

川事務所の「荒川利用状況図」資料によると，荒川流域の河川区域（河川敷 =堤外地）の土地は，国

有地が 53.3％，民有地が 46.7％となっている 7）。この資料から荒川中流域における用途別土地利用を算

出した。国有地では，公園としての利用が 54％，次いでゴルフ場と農地がそれぞれ 18％，運動場が 8％

などの順であった（図 8）。民有地（県，市町村，各種団体が利用する土地）では，運動場が 54％と最

も多く，次いで公園が 30％，ゴルフ場 14％の順であった（図 9）。もちろん，堤外地には古くから農家

とその農家が耕作する農地も多いが，そうした私有地はここには含まれておらず詳細は不明である。



図10　明秋地区の土地利用(2006年8月現在)
(現地調査を基に筆者作成)
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本研究対象地域における土地利用をさらに詳しく見るために，全 6地区の中から，明秋地区，握津地

区，二ツ宮地区の土地利用タイプの異なる 3地区をとりあげ，空中写真判読および現地調査によって各

地区の土地利用図を作成した（図 10－12）。

吉見町の明秋地区は，荒川右岸の堤外地に位置しており，横堤が右岸に建設されている。その横堤上

には県道 271号今泉東松山線が走り，その法面の下流側に列状に家屋が並んでいる。また，地区内の高

水敷上の堤外地に居住する世帯もあり，横堤上の世帯と共に一つの集落を形成している。ここは，荒川

流域で最も川幅（堤外地幅）が広い場所でもある。この地区で卓越する土地利用は，後背湿地に広がる

水田と荒地である。下流側の広大な荒地は，以前ゴルフ場予定地であったが，その後県によって買収さ

れた土地であるという 8）。畑は，かつての自然堤防上に分布しており施設園芸も行われている。横堤を

挟んで上流側には運動場なども造成されている（図 10）。

荒川左岸の堤外地に位置する川越市握津地区にも左岸に向かって横堤が伸びる。この地区では自然堤

防上に 2005年まで居住していた集落（跡）が立地し，その周りの後背湿地は水田として利用されている。

また，畑や荒地も宅地（調査時点で家屋の全部たまは一部が残されていたもの）や宅地跡（すでに移転

が完了し更地となっているもの）とともに地区内に散在している。堤内地への移転を機に耕作を放棄し

た農家があるため，荒地には以前水田として利用されていた土地が含まれる。また，地区内には森（樹

林地）が宅地および宅地跡の周囲に見られるが，その多くは屋敷森である。また，宅地および宅地跡周

辺には池もみられる。この集落（跡）と荒川の間には，流路に沿うように広大なゴルフ場が広がってい

る。このように，堤外地集落の面影を今に残しているのがこの握津地区の最大の特徴と言える （図 11）。

二ツ宮地区に見られる横堤は，治水橋へと繋がる県道 56号さいたまふじみ野所沢線の一部として利



図11　握津地区の土地利用(2005年 6 月現在)
(現地調査を基に筆者作成)

図12　二ツ宮地区の土地利用(2005年 8 月現在)
(現地調査を基に筆者作成)
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写真 1　水塚上の握津地区の公民館
(2004年11月23日，筆者撮影)

写真 2　水塚上の農家の屋敷森とカシの生垣
(2005年5月8日，筆者撮影)
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用されている。ここには，家屋が 3戸とかつて集落内に祀られた神社が確認できるが，現在居住してい

るのは 1世帯のみである。県道を挟んで北は水田に，南は運動場として利用されている。運動場は東京

健康保険組合の施設として整備されており，おもに野球場やテニスコートとなっている。また，堤防付

近には自動車教習所が立地している。荒川中流の河川敷では，こうした仮設の建物で経営する自動車教

習所の立地が目立つ。このことから，二ツ宮地区では公共性の高い土地利用がなされているといえる（図

12）。

以上のことから，荒川中流域の堤外地では，国や県管理の公的な土地は，公園や運動場あるいはゴル

フ場などとして利用されているが，個人所有の農地なども多く残されていることがわかる。

.　堤外地での生活と水害の記憶

堤外地に残されることになった集落では，どのように洪水対策を行い，どのように洪水と向き合って

きたのかを，洪水対策と水害の記憶から見てみる。

1.　洪水対策

堤外地集落は，その立地上の特性から常に洪水の危険性が高い地域である。特に，集中豪雨や台風の

多い夏には家屋や耕作地が被害を受けるだけでなく，人命にもかかわる大水害に見舞われることになる。

そこで，まず堤外地居住者が水害に対してどのような備えをしてきたかを明らかにするために，全 6集

落で現地調査と堤外地居住者及びかつての居住者に対しインタビュー調査を行った。その結果，以下の

3つの共通する洪水対策が確認された。

（1）　水塚

堤外地集落におけるほぼすべての家屋は，水塚とよばれる周囲より 2～3 m高く土を盛った家屋敷地

の上に構えられている。このような水塚を有する代表的な地域として木曽三川の輪中地域があげられる

が，木曽川流域では「ミズヤ（水屋）」と呼ばれており，盛り土の上に構えた水防用の建物のことを指す。

一方，荒川中流域の堤外地では，集落によって異なるが，「ミヅカ（水塚）」や「ジンヨウ」と呼ぶこ

とが多い（佐藤ほか 1980）。横堤上の家屋では，水塚の周囲を石で補強している場合も見られるが，堤



写真 3　握津地区SA氏宅の避難用の舟
(2005年12月11日，筆者撮影)

写真4　農家SU氏宅の屋外の水塚トイレ
(2005年11月 6日，筆者撮影)

67― ―

外地の家屋では盛り土した斜面をリュウノヒゲなどを植栽して補強している場合が多い（写真 1，2）。

水塚を作る際には，各家で自宅周囲を掘り起こした土を利用した。この土を掘った跡の窪みには水が溜

まり，池となっている。こうした池は，家屋（母屋）の北側や西側に多く見られるが，これは洪水時，

上流からの水の流れを弱め，屋敷を守るためだと考えられている（大久根 1998）。

現在，河川区域に当たる堤外地では，新たに水塚を作ることや盛り土をすることなどは禁止されてい

るため，荒川上流河川事務所では，常に監視してこのような違反行為を取り締まっている。そのため，

堤外地に居住する住民は，新たな洪水対策が出来ない状況にある。

（2）　屋敷森

家屋敷地の周囲には，洪水防備や防風の役割を果たす屋敷森が発達している。堤外地に立地する家屋

は，冬の強い北風や洪水時に上流から流れてくる水やゴミや流木の衝撃から家屋を守らなければならな

い。そのため，防風だけでなく洪水防備林としての屋敷森が家屋の北及び西側に必要であった。また，

屋敷森は日常生活や家屋を維持するために有用な資源をストックするための森でもあった。このように

様々な目的で利用される屋敷森は，堤外地集落の居住者にとって重要な役割を担っていたといえる。握

津地区では，特に屋敷森の発達が顕著である。屋敷森を構成する主な樹種は，シラカシ，ムクノキ，エ

ノキ，ケヤキ，スギなどの高木のほか，屋敷北側は竹林（マダケなど）となっていることが多い。また，

母屋の南面にシラカシの生垣（カシグネ）を配する例も見られる（写真 2）。

特に，竹は生活に有用な材料資源でもあったが，洪水時には北側に植えられた竹林は，上流から流れ

てくる流木から家屋を守る働きがあることが知られている（佐藤ほか 1980）。2007年 9月の洪水後には，

実際現地でその効果を確認した。

（3）　舟

堤外地集落の各世帯では避難用の舟を所有してきた。舟は，水害常襲地帯では避難に欠かせないもの

で，各家で 1～2艘所有している場合が多かった。握津地区で確認した最大の舟は，SA氏宅に保存され

ていたもので，全長 5.4 m，幅は 1.3 mあり，最大 10人乗ることが可能な大きさで，艫には握津の文字

が残されていた（写真 3）。この船は，各農家の納屋などに保管されてきた。他の水害常襲地帯では，「揚



図13　握津地区のS氏宅の家屋敷地平面図
（2005年11月20，23日，12月11日の現地調査と簡易測量により筆者作成）
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げ舟」や「川舟」と呼ばれている所もあるが，この地域では単に「舟」と呼ぶことが多かった。堤外地

集落に常備されていたこれらの避難用の舟も堤内地に移転する際に廃棄されていった。

以上の 3点が，堤外地集落で共通して見られる水害対策である。ここでは水塚の家屋敷地をさらに詳

しく見るために，2005年 12月に移転予定であった握津地区の SU氏宅で，家屋敷地の簡易測量と屋敷

森や庭木の毎木調査，さらに母屋（この調査の直後移転のために取り壊された）の間取りの調査を行い，

平面図を作成した（図 13）。

SU氏宅は，家屋敷地全体が周囲の水田より約 2 m高く盛り土された水塚となっており，宅地の周囲

は生垣と屋敷森で囲まれている。特に，家屋の北側は全体がマダケで覆われている。その他の主な高木

樹種は，ムクノキ，シラカシ，エノキ，ケヤキなどであった。屋敷の西側は凹地の池になっているが，

これはかつて，家屋敷地を嵩上げし水塚を設けた際に土を掘った跡である。また，水塚となっている敷
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地内には，さらに一段高く（約 1.6 m）土を盛って洪水時用の屋外トイレを備えている。「水塚トイレ」

とでも呼ぶべきこの屋外トイレは，荒川中流域の堤外地集落で貴重な例であろう（写真 4）。特に，荒

川左岸の堤外地に位置する握津地区では，洪水時に荒川の流れる西から堤防のある東へと水が流れ込ん

でくるため，「東側にトイレを作る必要があった」との話が聞かれた。敷地内には，木造平屋の母屋と

農作業用の納屋が 2棟あり，この納屋の中に避難用の舟が保管されていた。

2.　水害の記憶

1918年に開始された荒川の改修工事によって，荒川中流域の堤外地では改修工事以前よりも洪水の

被害が増大することになった。その理由の一つは，改修工事の一環で建設された横堤に求められる。洪

水時に横堤にあたった水流が向きを変えて堤外地家屋に被害を及ぼしたり，遊水地となった堤外地に溢

れた水が長期間ひかないなどの影響をもたらした。もちろん，この地域で都市化が進行したことも被害

を大きくした。そこで，1938年の水害を機に横堤上へ移転した明秋・古名新田地区と，2005年まで堤

外地集落が残されていた握津地区を取り上げ，現在の居住者とかつての居住者に行ったインタビュー及

びアンケート調査結果から，堤外地集落の地域住民に共有されている水害の記憶を集約した。

（1）　明秋・古名新田地区

明秋・古名新田地区の居住者にとって，強烈に記憶に残っている水害として，1938（昭和 13）年の

洪水を挙げる高齢者が最も多かった。この時はまだ横堤上に移転する前で，堤外地に居住していたため，

母屋の 2階近くまで浸水する家屋が多く，流された家屋も 5軒ほどあったという。この水害を機に，当

時の内務省は，荒川上流改修工事の一環で建設されたばかりの横堤上へ移転することを居住者に提案し

た。このため，多くの居住者は水害から逃れるため，この提案を受け入れ，横堤上へと移転したが，移

転後も水害の危険は完全にはなくならなかった。また，完全に水が引いた後も安心はできなかった。

これは横堤上といっても堤防下流側の側面（横堤腹付拡幅部）の一部を家屋敷地としたもので，河川

管理上は河川の中であり，堤内地ではなかったからに他ならない。横堤上へ移転せず，現在でも高水敷

上に居住している Tさんは，次のように言う。

Tさん： 「最近は上流にダムができたから，水が引いた後に上流で放水することがあって危険なの。

建設省は放水することを知らせてくれないんだから。市には知らせてるんだよ。だから，市

が『避難しろ』って言ってくるけど，建設省は『勝手に住んでるんだから』って教えてくれ

ないんだ。」

1961（昭和 36）年，荒川の河川管理は県から建設省へと移管された。県が荒川を管理していた時代には，

水害時に地区の住民に炊き出しなどをしてくれていたが，建設省が荒川を管理するようになってからは

なくなったという。国は，堤外地は「川の中」であり，その堤外地の居住者は「自分の意思で勝手に住

んでいる人」という判断をしているため，堤外地居住者に対してこのような対応を取っているものと考

えられる。こうした対応に対し，Tさんを始め多くの堤外地居住者からは批判的な意見が寄せられた。

（2）　握津地区

この地区に 2005年まで居住していた住民にとって，記憶に残っている最も大きな水害は 1999年 8月

の洪水で 1958年以来の大水害であった。前年にも水害があったが，このときの大雨は，台風ではなく

熱帯低気圧によるものだったため，洪水に慣れている堤外地居住者にとってあまり警戒するものではな

かった。しかし，それまでに経験したことのない異常な速さで河川は増水し，周囲より 2～3 m高い水

塚の上に構えられている母屋や納屋まで浸水してしまった（写真 5）。この水害時の最高水位は握津地

区内の道路脇に設置されたカーブミラーのミラー中央の高さまで達し，全 18戸がすべて床上浸水した



写真 5　1999年洪水時のSU氏宅での浸水
(2005年11月 6日，筆者撮影)

写真 6  1999年の洪水による握津地
区の浸水

(2006年 5月28日，筆者撮影)
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という。これは荒川の平常時水面から約 9 mの高さ相当する記録的水位であったことが，簡易測量から

判明した（写真 6）。一部の居住者は舟を利用して堤防の上へと避難したが，あまりのスピードで増水

したため，車や農機具を安全な場所へ移動させる時間もなく，全て水没した。このときの被害について，

SAさんは次のように話す。

SAさん：「平成 11年には，床上浸水で畳は上がるし，冷蔵庫も倒れてね。親戚に手伝ってもらって

機械類を避難させたんだけど，新車を含む車 3台と，90万円もした米の乾燥機が駄目になっ

たよ。」

握津地区はこれまでにも度々水害に見舞われてきたが，この時は以前と比較すると明らかに洪水時の

様子が変わってきたという。以前は徐々に水位が上昇し，家屋が浸水するまでに時間がかかっていたが，

近年は急激に増水するようになり，また洪水の流れもその勢いを増すようになった。また，氾濫水が引

くまでには長い時間を要し，水が引いた後の敷地内には上流から流れてきた大量のゴミなどが散乱する

ようになった。そのときの様子を SUさんは次のように話す。

SUさん：「うちの宅地は握津で二番目に高い（水塚の高さ）のに 99年の洪水のときは，床上 40 cm

もきてさ。上流からゴーゴーとものすごい速さで波打って流れてくるし，畳がものすごい音

を出して持ち上がるしで，夜中の 1時頃真っ暗な中，舟で避難したんだよ。」

握津地区では，この水害を機に地区内に残る全世帯の一括移転要望を国土交通省荒川上流河川事務所

に陳情した。大きな被害が出た水害だったため，2004年度の国の移転補償予算を得て，2006年までに

全戸が移転することができた。

. 堤外地からの移転

1.　移転の経緯と移転補償費

荒川の改修工事によって，中流域でも洪水の発生頻度は減少したが，逆に一度の洪水で受ける被害は

増大するようになった。では，堤内地への移転よりも洪水の危険が増した堤外地に住み続ける道を選択
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させた理由は何であったのか。この点を，阿久津地区の住民へのインタビュー調査結果を基に検討した。

堤外地になったとはいえ，300年以上の歴史のあり，先祖から受け継いだ住み慣れた屋敷がある集落

を捨て，新たに堤内地に転居する決意を固めることは容易なことではない。これまで見てきたように，

堤外地の世帯では様々な水害対策を行い，幾多の洪水を凌いできた。同時に，度々発生する洪水によっ

て堆積した肥沃な土壌で覆われた土地を利用して農業を営んできた。「特に肥料をしなくても栽培がで

きる。特に，ここで採れたサトイモの味はどこにも負けない。」という話が何人もの住民から聞かれた

ほどである。もちろん，自宅と耕作地が近いという近接性も堤内地への移転を躊躇させる大きな要因で

あった。加えて，堤外地は農地だけでなく宅地の固定資産税も堤内地に比べて安価であったことも堤外

地に親地性を高めた理由であった。このことから，堤外地居住者は長く洪水と共存する生活を送ってき

たといえる。

しかし，近年特に洪水の危険性が増大してきたこと，住民の高齢化が進んだこと，農外就業者である

若い世代にとって堤外地は居住環境として魅力のない場所であったことは間違いない。さらに，堤外地

では，家屋の新築はもちろん増改築や水塚の造成もできず，通学や通院，買い物などの日常生活への不

便さ加わり，次第に堤内地へと移転する居住者が増加することとなった。では，移転する際の補償はど

うであったのか。この点について，かつての住民へのインタビュー調査と荒川上流工事事務所での聞き

取り調査をもとに検討してみる。

荒川の改修工事の工事区域となり，かつて強制的に移転させられた世帯には移転補償費が支払われた。

その額は，当時の相場からすると相当高額であったという。移転先の土地は，各世帯で堤内地に見つけ

て転居した。その後，堤外地となった地域から横堤への移転や堤内地への移転が徐々に進んだが，それ

らの移転補償は一様ではなかった。堤外地になったことで洪水への不安，通学や日常生活の不便さを理

由に堤内地への移転を希望した世帯が多くあったが，各世帯の事情や申請時期によって移転補償の有無

が生じた。かつて建設省（国土交通省）は，この堤外地集落の移転補償の予算を特別に確保していたわ

けではなく，要望に応じて年度末に移転補償費を捻出していたため，年間 1～ 2戸の移転しか実現しな

かった。特に，世帯数が多かった握津集落では堤内地への移転補償を受ける世帯の優先順位が決められ，

児童のいる世帯が優先された。これは荒川を挟んで大宮（さいたま）市側に対岸飛び地となっている川

越市渥津地区の場合，児童は対岸の川越市の小学校へ遠距離通学する必要があったためである。そのた

め，移転補償を受ける順番を待てずに自費で堤内地へ移転する世帯もあった。

もちろん，移転補償は，荒川上流河川事務所に堤内地への移転希望を申し出た世帯に対しての対応で

あり，荒川上流河川事務所側から堤外地集落の居住者に堤内地への移転を勧めることや，移転補償費の

支払いを提案することはなかった。

図 14は，荒川上流河川事務所が把握している 1974年度以降 2004年度までに買収によって移転した

世帯数を時系列で示したものである。ここでいう「買収」とは，宅地と建物に対して移転補償費が支払

われ，その居住者から国へ土地所有が移ったことを指している。そのため，この図は買収された居住世

帯だけを表しており，自費で堤内地へ移転した世帯は含まれていない。また，買収地区は，明秋・古名

新田地区，握津地区，馬宮（西遊馬地区）・二ツ宮・塚本地区の 3地区にまとめて集計されている。

横堤上への移転があった明秋・古名新田地区では，1974年以降買収されたのは 7戸だけで，さほど

多くない。これは，堤外地集落の多くが昭和初期に既に横堤上に上がっていたためでる。一方，握津地

区では 1974年以降 2003年度までにほぼ毎年 1戸の割合で，計 26戸が買収されてきた。特に 2000年以

降，買収戸数は増加しているのは，1999年 8月の水害がきっかけである。この水害で大きな被害が出た

渥津では，当時の渥津自治会長が建設省荒川上流工事事務長に，渥津集落に残る 17戸の早期移転の陳
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図14　荒川上流河川事務所による堤外地家屋の買収実績（1974-2004年）
(荒川上流河川事務所での聞き取り調査により作成)

写真 7　家屋の解体後に残る水塚
(2006年 3月31日，筆者撮影)

写真 8　移転家屋の解体作業
(2006年 5月28日，筆者撮影)
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情書を提出したことで，2000年以降 2003年 3月までに 9戸の買収移転が実現したが，依然として 7戸

が残された。その後，2004年度に国の補正予算で5億2500万円の移転補償が認められたことで，この 7

戸の一括移転が実現することとなった 9）。

かつて，移転補償は家屋と庭木が対象とされたため，家屋を壊し，庭木をすべて伐採することが求め

られたが，宅地跡を畑地として利用する移転者もあった。その後，家屋を含む宅地と庭木のすべてが買

収対象となったことで，家屋をすべて取り壊し，屋敷森や庭木もすべて伐採し，更地にして移転しなけ

ればならなくなった。その際，マダケなどの竹林は伐採してもすぐに萌芽するので残されることが多かっ
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た。その結果，移転が完了した住宅跡には水塚と竹林だけが残されることになった。しかし 2004年頃，

一部の屋敷森の高木にオオタカの営巣が確認されたため，自然保護団体から高木の樹木を残すよう要望

があり，その後は，移転時でも高木は残されることとなった（写真 7，8）。

2.　各集落別に見た移転先

次に，二ツ宮を除く 5集落を対象に，堤外地内でのかつての居住地と堤内地の移転先及びその移転理

由などの関係について分析するために，該当世帯へのインタビューやアンケート調査結果を基に各集落

別の家屋の移転先を地図化した（図 15－19）。

 （1）明秋集落・古名新田集落

明秋・古名新田地区で河川改修工事が行われたのは，1933（昭和 8）年～34（昭和 9）年であった。

それ以前は旧荒川に沿った自然堤防上に居住していた世帯が多かったが，1938年の水害を機に堤外地

住民による安全な場所への移転陳情が行なわれた。当時の内務省は，改修工事の一環として 1927年に

建設されていた横堤上の横堤腹付拡幅部への移転を堤外地居住者に提案し，多くの世帯が 1941（昭和

16）年～1942（昭和 17）年の 2年間でこの横堤上へ移転した（新井ほか 1988）。

横堤上へ移転した理由には，堤外地が洪水の多発する地域であるからという意見が最も最も多く，水

害を避けるために横堤上へ移転したことがうかがえる。しかし，居住世帯の多くは農家で，横堤上へ移

転したことにより堤外地に所有する耕作地へ通うのが不便になった，という意見もあった。現在でもこ

の堤防上には 16世帯が居住している（図 15）。

中には，少しでも安全な場所を求めて堤外地内での移転した例や，堤外地間の移転後さらに横堤の上

へ移転した世帯もあることがわかった。また，堤内地や横堤上に移転せずに堤外地に残った世帯は，堤

外地に所有する農地に少しでも近いところに住みたいという理由や，家屋敷地全体が水塚で周囲より高

かったため洪水の危険性が比較的少なく，移転の必要性を感じなかったという理由であった。また，横

堤の上へ移転せず，洪水の危険性がより少ない堤内地へ転出した世帯もある。これらの世帯は当時，小

作農だったことから，移転することが容易であったためだったという。堤内地に移転した世帯の主な移

転先は，この地区に隣接する北本市が中心で，川口市や浦和市もあった。堤内地への移転希望者に対し

て国や県・市町村は土地の斡旋などは特に行わなかった。

横堤上での家屋の位置は，移転を決定した世帯から順に決められたという。そのため，早い時期に移

転を決めた世帯は，元の家から比較的近い横堤上の土地に移転することができた。移転の決定が遅かっ

た世帯は，くじ引きで自宅の並びを決められたため，元の家から比較的遠い土地になることがあった。

横堤の家屋敷地は，全て同じ規格（ 8間×15間）で割り当てられたが，家屋敷地の上流側 1 /2が建設

省からの借地となっている。この借地部分は長く無償であったが，1980年以降，建設省の指示によっ

て居住者は年間 180円 / ㎡の占用料を国有地の使用料として納めている。内務省が荒川を管理していた

時代には，無料で横堤に住んでよいという約束（「永代無代占用」）であったが，その後荒川は建設省の

管理となり，文書としての記録がないことを理由に「永久無代占用」は認められなくなったという経緯

がある。

横堤上の居住者の中には，いずれは堤内地へ移転するよう荒川上流河川事務所からの要請があったと

いう居住者と，そうした要請はないという居住者がおり，今後も横堤上での居住権が将来に渡って担保

されているか否かは明確ではない。しかし，荒川上流河川事務所では，今後新たに横堤上への移転を許

可することはないとし，横堤から堤内地への移転希望があれば個別に対応していくとしていることから，

将来的にこの横堤上の集落が立地し続ける保証はないといえる。



図15　明秋集落における家屋の移転（1929-30年頃）
(現地でのインタビュー調査を基に筆者作成)

図16　古名新田集落における家屋の移転（1929-30年頃）
(現地でのインタビュー調査を基に筆者作成)
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図17　握津集落における家屋の移転（1970-2005年）
(現地でのインタビュー調査を基に筆者作成)
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（2）握津集落 

渥津集落の歴史は古く，集落内の墓標から約 330年前にはすでに集落が誕生していたことがわかって

いる。河川改修以前までは，握津と対岸の下老袋・蔵根の間に荒川の渡しが 2か所あり，渥津はその渡

津集落しても賑わった。その頃の渥津集落は世帯数 70戸，人口は約 500人もあったという。

握津地区周辺で河川改修工事が行われたのは 1930（昭和 5）年頃である。改修工事による荒川の流

路の変更と掘削工事に伴い，その工事区域となった約 20～30世帯が堤内地への移転を余儀なくされ，
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1930（昭和 5）～1931（昭和 6）年の約 2年間で堤内地への移転を完了した。これが，握津集落におけ

る最初の強制的移転であった。移転世帯には当時としては高額の移転補償費が支払われ，元の家よりも

立派な家が建てられたという。荒川の改修工事区域にならず堤外地に残された世帯は，そのまま農業を

続け，度々起こる洪水に堪えながら生活をすることになった。しかし，改修工事によって巨大な遊水地

の機能を持つようになった堤外地集落では，1932（昭和 7）年頃から堤内地への移転が始まったという。

前述したように，建設省は堤外地からの移転補償は 1年に 1戸程度しか認めなかったため，自費で堤

内地へ移転する世帯もあった。2003年までに徐々に進んだ 26戸の移転先は，市内（川越市）ではある

が荒川を挟んで対岸の古谷本郷，蔵根，黒須地区，大宮（現さいたま）市の指扇，蓬莱地区さらに上尾

市の上野本郷など比較的広範囲に分散していた。これは，渥津集落がかつて川越との関係が強かったこ

とを物語っている。2004年度予算により一括移転が実現した最後の 7世帯は，2006年 5月までに，さ

いたま市指扇や宝来，上尾市上野本郷など比較的近距離地域に移転した。移転先は，多くの世帯が堤内

地に以前から所有していた農地などを新たに住宅とした。近距離移転となったのは，移転世帯のほとん

どが農家で，握津地区内に所有する農地を耕作するための利便性を考慮したためである（図 17）。

2004年度の一括移転契約によって，堤外地移転が実現し水害の危険から解放されることになった渥

津集落では，2006年 3月末で渥津自治会が解散し，2006年 5月，最後に残っていた家屋が取り壊された

ことで，全戸移転が完了し，渥津集落は 330年の歴史に幕を下ろすこととなった（写真 8）。

昭和初期に堤外地となった握津集落の住民は約 75年という時間を経てやっと洪水の危険性から解放

されることとなったが，集落は消滅した。それまで遅々として進まなかった堤内地への家屋移転を一括

移転という形で実現させたのは，当時の握津自治会長が 1999年水害後，集落の各世帯のまとめ役として，

国土交通省とのパイプ役として大きな役割を果たしたためといえる。

（3）西遊馬集落

西遊馬（馬宮）地区では，荒川上流改修工事による強制的移転以降，1964（昭和 39）年に初めて堤

外地から堤内地へ移転した世帯があった。その後，徐々に移転が進み 1969（昭和 44）年には，ほぼ全

戸の移転が完了していたという（図 18）。ここでは，該当世帯が移転補償を受けずに移転しているため，

家屋敷地は現在でも個人所有のままとなっている。そのため，家屋（母屋）や納屋などをそのまま残し，

農作業のための倉庫などとして利用している元居住者もいる。中には，残された家屋や敷地が企業に貸

し出されているケースもある。また，家屋を取り壊した土地を耕作地として利用している世帯もある。

家屋敷地の所有者は変わらないため，家屋をそのまま残しておけば，一度堤内地へ移転した後また戻っ

てくることも可能である。2005年現在，この地区には1世帯の居住が確認されている。この地区の移転は，

移転先である堤内地の土地を当時大宮市が安く斡旋したという点で他の地区とは大きく異なる。市が移

転先の土地斡旋をした理由は明らかではないが，少なくとも移転先は所有農地との関係から同じ大宮（さ

いたま）市内で，かつ近隣の同地区内（平均移動距離は約 900 m）に集中する傾向にある。

（4）塚本集落

荒川上流改修工事で強制的移転の対象とならなかった世帯が，改修工事後の水害増大を理由に堤内地

へと徐々に自主的に移転していく中で，1999年の水害が発生した。この水害を機に，多くの世帯が堤

内地への移転を急いだ。移転先の土地の斡旋などはなかったが，1984年以降に移転した全ての世帯が

移転の補償を受けており，1999年の水害を機に 2002年までに全戸の移転が完了したことで，塚本集落

は消滅した。移転先は，堤防を挟んで隣接する堤内地側の同地区が中心であるが，その他に，旧浦和（さ

いたま）市内の島根，白鍬，下大久保など元の集落から比較的近距離地域に集中している（図 19）。



図18　西遊馬地区の家屋の移転（1964-69年）
(現地でのインタビュー調査を基に筆者作成)

図19　塚本集落の家屋の移転（1984-2002年）
(現地でのインタビュー調査を基に筆者作成)

表 1　荒川中流域の堤外地からの移転形態の類型化（～2006年）

移転期間 (時間 )

一括移転 段階的移転

移
転
先
（
空
間
）

集団移転
明秋集落 *
古名新田集落 *

個
別
移
転

集中移転
握津集落 (2005～ 6年 )
塚本集落

西遊馬集落 **

分散移転 握津集落 (～ 2004年 )

二ツ宮集落を除く　　*横堤上への移転　　**全戸移転補償なし
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.　移転パターによる堤外地集落の類型

以上，明らかになった堤外地集落における家屋の移転に関する事実から，荒川の河川改修事業後，堤

外地となった二ツ宮を除く 5集落の家屋の移転のパターンを，移転期間（時間）と移転先（空間）の視

点で分類し，類型化した（表 1）。

移転期間は，1～2年の短期間に移転が進んだ「一括移転」と， 3年以上の長期間にわたって徐々に

移転が進んだ「段階的移転」に分類した。また，空間的にみた移転先は，移転世帯だけが新たな集落を

形成する「集団移転」と，ほぼ同じ地域内にまとまって移転した「集中移転」，さらに，様々な地域へ

と分散的に移転した「分散移転」とに分類した 10）。

これまで見てきたように，明秋・古名新田集落においては，改修工事によって横堤が建設された直後

に，水害の危険性を理由に行政指導による半強制的移転が行われた。この移転は，横堤上への集団的移

転で，1929年から 2年間で行われ，横堤上で新たに集落を形成した例である。横堤に上がらず他の堤

内地に移転した世帯もあったが，この集落の移転形態は基本的に「一括・集団移転」であったといえよ

う。その後，他の 4集落においても改修工事に伴い水害の危険性が増大したことによる家屋の移転が始

まるが，集落によって家屋の移転形態は様々である。西遊馬集落は，1964年からの約 5年間で移転補

償を受けずに徐々に移転が進み，多くの世帯が堤内地のほぼ同じ地区内に転居した。この個別的な移転

形態は，「段階的・集中移転」ということができる。握津集落においては，正確な移転開始年は明らか
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にできなかったが，少なくとも 1974年以降 30年以上という長期間にわたって徐々に家屋の移転が進ん

できており，その移転先も広範囲に展開する。そのため，この移転形態は「段階的・分散移転」として

分類できる。また，1999年の水害を機に，短期間に堤内地へと移転した集落が 2か所ある。その一つ

は，2000年に補償を受け 2002年に移転が完了した塚本地区であり，いま一つは，2004年に移転が決定

し 2006年までの移転が完了した握津集落である。この 2集落では 2年間で，ほぼ同じ地域に移転先が

集中していることから「一括・集中移転」といえよう。

田中・村上（1999）による福井県池田町美濃俣と福井県西谷村（1970年 7月大野市に合併）の集落を

対象とした集落移転の研究では，それぞれの集落の移転形態から「分散移転」，「集中移転」に分類して

いる。また，渋谷（2003）は，津軽ダムの建設による移転を，「個別移転」と「集団移転」に分けて論

じている。これらは，本研究での集落移転形態の類型における「段階的・分散移転」と「一括・集団移

転」にあたると考えられる。さらに，美濃俣の「分散移転」と西谷村の「集中移転」は，中心集落の規

模と吸引力の差，集落移転に対する村の取り組み姿勢の相違によるものであるとしているが，本研究の

対象集落の場合，河川改修によるものであり，集落の立地環境や行政の対応にも違いがあり，必ずしも

移転の決定要因としてはこれらの研究との共通項は見い出せない。

むしろ，ここでは長年，洪水の危険性の高くなった堤外地に居住し，農業を営み続けてきた集落が少

なからず存在したことの方が注目されよう。もちろん，移転希望を満足できるだけの移転補償費が国で

計上されてこなかったことも事実であるが，住み慣れた先祖伝来の土地を捨てることへの抵抗や，ある

意味で洪水と共存しながら生活してきた経験と知恵が移転を躊躇させた一因であったとも考えられる。

荒川の河川改修工事以来，内務省，建設省，国土交通省さらに地元自治体もこの堤外地内の集落が，河

川区域であるということを理由に，これまで全く水害対策を講じてこなかったという事実は指摘してお

きたい。

　おわりに

本研究は，河川改修工事で堤外地となった荒川中流域の集落を事例に，堤外地での生活や水害の記憶，

洪水への対応を把握し，集落からの移転時期と移転形態の関係を洪水と河川改修工事を通して時空間的

に分析したものである。この研究で明らかになった事実は，以下のように要約することができる。

この荒川改修工事は下流域の治水には大きく貢献したが，中流域では広大な遊水機能をもつ堤外地が

誕生し，この堤外地に多くの集落が取り残されることとなった。

荒川中流域の堤外地の土地利用を見ると，国有地や公有地では公園やゴルフ場，運動場などが多いが，

私有地の多くは今日でもかつての堤外地に居住していた農家が耕作する農地が卓越する。

堤外地居住者及びかつての居住者へのインタビュー調査などから，堤外地に暮らす上での洪水対策と

して，水塚，屋敷森，避難用の舟が備えられていることが確認できた。これは他の洪水常襲地域にみら

れる対策とも共通するもので，長い間洪水と共存してきた生活の知恵である。

荒川中流域の河川改修工事の初期には，改修工事区域になったことで強制的に堤内地への転居を強い

られた集落もあったが，改修工事で堤外地となった集落では，その後ますます洪水の危険にさらされる

ことになり，次第に堤内地へと移転するようなった。一部では，洪水の危険性から横堤上に移住し集落

を再編成する例もあった。

堤外地集落の家屋移転補償のための国の予算は，建設省で十分に確保してこなかったため，年間 1～

2戸ペースでしか移転が実現しなかった。特に，握津集落では堤内地への移転補償を受ける世帯の優先
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順位が決められていたため，移転補償の順番を待てずに自費で堤内地へ移転する世帯もあった。

堤外地集落で大きな被害が出た 1999年 8月の水害が契機となり，堤外地に残されていた家屋の一

括移転の陳情が国に出されたことで，その後急速に堤内地への移転が進んだ。そして，握津集落では

2006年 5月最後の家屋が取り壊されたことで，330年の歴史に幕を下ろし，集落は消滅した。しかし，

今日でも荒川中流域の堤外地に残る世帯もある。

堤外地集落の家屋の移転形態を，移転先（空間）と移転期間（時間）軸で分類すると，明秋・古名新

田集落のような「一括・集団移転」，西遊馬集落が該当する「段階的・集中移転」，2004年までの握津

集落で行われた「段階的・分散移転」，さらに塚本集落や 2005年以降握津集落で見られた「一括・集中

移転」の 4つに類型化される。

本研究では，従来の研究にはなかった移転に要した時間軸を採用することで堤外地からの移転の実態

の一端を明らかにできたと考えるが，もちろん問題がない訳ではない。そのひとつは，時間軸の区分に

ある。「一括移転」を 1，2年間に行ったもの，それ以上の時間を要したものを「段階的移転」とする区

分では，移転の詳細を理解するのは困難である。今一つは，特に握津集落において堤内地への移転先が

すべて明らかにできなかったことである。さらに，移転補償の有無についても必ずしも十分な解明には

至らなかった。以上のような課題が残された。

かつて頻発していた荒川の氾濫を制御し，下流に位置する首都東京を洪水から守るという国家的目的

を実現するために行われた荒川の河川改修事業は，治水行政の所期の目的を達成したと見ることができ

る。しかし，本研究で見てきたように下流域の安全は，少なくとも中・上流域に暮らした多くの住民の

生活を犠牲にして今日担保されたものであるという事実を忘れてはならない。

本稿は，2006年度に磯谷有紀（当時駒澤大学大学院地理学専攻修士課程）が駒澤大学に提出した修

士論文の一部に，橋詰がその後，補足調査を加えて，加筆・修正したものである。修士論文の一部は，

日本地理学会 2007年春季学術大会（於東洋大学）で口頭発表した（磯谷 2007）。本研究の調査にあたっ

ては，荒川の堤外地集落の居住者の皆様にはアンケート調査やインタビュー調査を通してご協力いただ

きました。特に，握津地区の皆様には調査の際にご協力いただきました。また，堤外地集落の家屋の移

転補償等については，国土交通省荒川上流河川事務所調査課の皆さまから貴重なお話をうかがうことが

できました。末筆ながら，厚く御礼申し上げます。

注

 1） 荒川に設けられた横提は，荒川上流工事事務所2000年発行の「荒川上流河川区域利用図」では，特に表示さ

れていない。これは，横堤が既に完成したものであり，本来の堤防の役割と異なるためであろう。

 2） 堤外地幅の計測には，1 /25000地形図「鴻巣」「東松山」「上尾」「与野」をベースに，CONCURVE－9Juniorを

用いた。研究対象地域で最も下流に位置する羽根倉橋を基点とし，低水路の中心（流心）から両岸の堤防

（一部は段丘崖）までの直線距離を100 m間隔で計測し，図 2を作成した。

 3） 堤外地幅が最大となるのは埼玉県道27号東松山鴻巣線の御成橋から630 m上流地点で，左岸（鴻巣市）と右

岸（吉見町）間の計画高水位での堤防間間隔が2537 mとなっており，これは日本一の堤外地（河川敷）幅と

されている。

 4） これら荒川中流域の堤外地は，厳密には1918（大正7）年に開始された河川改修工事以前から堤外地であっ

たといえる。明治39年測量の1 /5万地形図では，旧荒川の両側に連続堤ではないものの，道路兼用となって

いる旧堤防が確認できる。この堤防に挟まれた集落（段丘崖が堤防の役目を担う場合もある）は，堤外地で
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あったとみなすことができる。

 5） この荒川筋平面図（1 /1200）の範囲は，川口市から現在の熊谷市・大里村までの旧荒川沿いの区間で，1914

（大正 3）年に測量・発行されたもので，埼玉県立文書館地図センターに保管されている。この平面図につ

いては，河田（1996）に詳しい。

 6）  握津地区ではこの他に，2005年10月23日，川越市古谷公民館主催で行われた「忘れてはならない～握津を歩

く～」会でも参加者18人に，かつての握津での生活や，水害に関するアンケート調査を実施し 9人から回答

を得た。

 7） ここでいう国有地とは，荒川上流河川事務所が河川敷として直接管理している土地であり，ここでいう民有

地とは，農地等の私有地あるいは県・市町村所有の公有地，もしくは土地所有者が公共団体や企業に土地貸

して，ゴルフ場や運動場，公園などとして利用している土地を指す。荒川上流河川事務所では農地などの私

有地については把握していないという。

 8） この荒地には大規模な公園が建設されるという話や，いずれは彩湖のような調節池がつくられるのではない

かという居住者からの不安そうな話が聞かれた。

 9） 毎日新聞1995年 2月18日埼玉版，朝日新聞2006年 4月18日埼玉版より。

10） 研究対象6集落すべてにおいて，荒川上流改修工事の工事区域になったことによる家屋の移転があり， 1～

2年の短期間に各世帯で堤内地に土地を見つけて移転しているが，詳細は不明であるため，この強制的移転

は類型化に含めない。
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