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例 言 

 

１ 本書は、砺波市が平成 18 年度から平成 20 年度にかけて実施した砺波市散村景観保全・

活用調査の報告書である。調査については、文化庁の国宝重要文化財等保存整備費補

助金の採択を受け、国庫補助金及び県費補助金の交付を受けて実施した。 

 年度別主な事業内容と事業費（ 国費 1/2 県費 1/4 ） 

    平成 18年度  現況把握調査            4,000,000 円 

    平成 19年度  住民意向調査、住民説明会      4,000,000 円 

    平成 20年度  モデル地区詳細調査、報告書作成   3,125,870 円 

２ 調査は砺波市教育委員会が設置した「砺波市散居景観保全検討会議」において審議さ

れ、砺波市教育委員会が取りまとめたものである。 

３ 調査に係る事務は、砺波市教育委員会文化財室（平成 18 年度、平成 19 年度は生涯学

習課）が担当し、関連する業務を株式会社日本海コンサルタントに委託した。 

 調査体制は以下のとおりである。 

   平成 18 年度  生涯学習課長 清澤 康夫  生涯学習課主幹 鍋田 忠夫 

   平成 19 年度  生涯学習課長 清澤 康夫  生涯学習課主幹 鍋田 忠夫 

   平成 20年度  文化財室長  清澤 康夫  文化財係長   竹村 和敏（前期） 

   平成 20年度 文化財室長  清澤康夫    文化財係長   平木 宏和（後期） 

４ 本書の作成にあたり、次の機関等に多大なご指導とご協力をいただいた。記して厚く

御礼申し上げる次第である。 

文化庁、富山県教育委員会、砺波市自治振興会協議会、小島自治会 
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１．調査の経緯 

この調査事業は「砺波平野の散村」に関する文化的景観について、保存

対象となる地域の選定と価値の明確化を目的として、平成 18年度から平成

20 年度の 3ヵ年にわたり実施したものである。調査開始の 1年前の平成 17

年には、景観法が新たに施行され文化財保護法も改正施行されるなど、法

整備による文化的景観保護制度が発足した時期を捉えたものである。 

この制度発足に先立ち、文化庁は平成 12年度から平成 15年度にかけて

「農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究」を全国的に

行い、2 千件以上の調査対象の中から最終的に 8 件を絞り込み詳細調査を

実施した。この中に「砺波平野の散村」が集落景観として入った。この詳

細調査では、良好な散村景観の維持のためには包括的な景観保護施策が必

要とされており、行政上の支援が望まれている。 

砺波市ではこれまでも制度や計画の中で散村景観を重要視してきた経緯

がある。平成 5年の「花と緑のまちづくり条例」、平成 14年の「散居景観

を活かした地域づくり協定」、平成 18年の「砺波市農村環境計画」などが

具体的な取り組みの例である。市民もこれら諸制度に呼応しながら、散村

や屋敷林の保全についての意識を高めてきている。 

一方、調査研究や情報発信としては、昭和 58年には「砺波散村地域研究

所」を設立し調査研究の成果を上げるとともに、平成 18 年には「散居村ミ

ュージアム」を開設し、周辺市と協力しながら散村景観の情報発信にも努

めている。 

今回の調査はこうした取り組みも踏まえながら実施したものであり、行

政が関係住民の理解を得ながら具体的な保護施策を展開できる可能性を求

めようとしたものである。 
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２．調査の目的 

砺波平野の散村景観といえば、カイニョと呼ばれる緑豊かな屋敷林に囲

まれた家々が平野一面に点在する美しい風景が目に浮かぶ。この風景は日

本を代表する稲作農村の景観の一つである。その広がりや農家数・分布状

況を含め国内最大級であり、その成立過程から屋敷林・散村景観は稲作農

業を基盤として、砺波平野の地勢や地形・豊かで安定した水源、時折吹く

強い南風などと不可分の形で成立、展開してきた。 

砺波平野は三方を山に囲まれ、庄川と小矢部川の堆積によって形成され

た扇状地性の平野であり、砺波市・南砺市・高岡市・小矢部市の４市の広

大な地域にわたるが、砺波市と南砺市の平野部が散村景観の分布や広がり

などにおいてその中心と言える。 

本調査は、砺波市における散村景観の成り立ちや歴史的変遷、自然環境

や土地利用の現状を把握するとともに、散村景観の保存・活用に対する住

民意識を把握した。これらの調査により伝統的な農村形態を残しながら

日々の営みが現在も継続されている砺波平野の散村を文化的景観として評

価し、保存活用のための方向性を見出し、次世代へ継承することを目的と

する。 

 

３．検討体制 

砺波散村景観保全・活用調査に関する協議を行うため、砺波市では平成

18年 8月に、学識経験者や有識者で組織する「砺波市散居景観保全検討会

議」を発足し、8 回の会議を開催して保全・活用調査を取りまとめた。本

報告書の中で第 3章には散村景観の総合評価として市内全域の傾向をまと

めたところであり、これは庄川右岸の山間地域 4地区を除く 17地区の地区

別散村景観の評価の成果によるものである。この地区別評価の取りまとめ

は別に資料として保有することとし本報告書には掲載していない。 

なお、委員のメンバーと会議の開催経過は次のとおりである。 

（平成 21年 1月 1日現在） 

 氏 名 役 職 等 

会長 金田 章裕 人間文化研究機構 機構長 

職務代理 砂田 龍次 となみ散居村ミュージアム 館長 

委員 石丸 正運 砺波市美術館 顧問 

〃 柴田 昌三 京都大学フィールド科学教育研究センター 教授 

〃 広瀬 慎一 富山県立大学 環境システム工学科 教授 

〃 上野 幸夫 職藝学院 教授 

〃 高原  徹 砺波市立砺波郷土資料館 館長 

〃 安ヵ川恵子 砺波市立砺波郷土資料館 学芸員 
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砺波市散居景観保全検討会議開催経過 

 
1 回（18.8.14）                  

① 推進体制 

② 事業の概要 

③ 調査実施予定内容 

④ 事業推進スケジュール 

  

2 回（18.12.26）                         

① 平成 18 年度調査事業報告書（中間） 

② 今後の予定 

③ 事業推進スケジュール 

   

3 回（19.3.27）                          

① 平成 18 年度調査事業報告書 

② 今後の予定 

③ 事業推進スケジュール 

 

4 回（19.6.25）                          

① 景観保全区域の考え方 

② 景観構成要素保全の考え方（ガイドライン） 

③ 住民意向調査 

 
5 回（19.9.6）                           

① 住民意向調査 

② 地域別の保護施策（規制行為）のイメージ 

③ 工程・スケジュール 

 

6 回（20.3.14）                          

① アンケート調査結果 

② 地区別景観保護推進説明会集約結果 

③ 平成 19 年度住民意識調査報告書作成 

④ 今後の予定 

 

７回（20.10.24）                         

① 詳細調査の状況 

② 調査事業総合報告書の構成 

③ 砺波市散村景観を考える市民懇話会開催状況 

④ 庁内調整 

⑤ 今後の予定 

 

８回（21.２.12）                         

① 調査事業総合報告書 

② 砺波市散村景観を考える市民懇話会開催状況 
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１．砺波平野の概要 

砺波平野は、富山県の南西部に位置し、飛騨地方に端を発し平野を北流

する庄川と、平野の西部を北流する小矢部川によって長い年月をかけ形成

された扇状地である。昔からこの両河川ないしその支流より灌漑用水が引

かれ、平野部のいたるところで稲作が行われてきた。 

現在も砺波平野の全域で稲作が行われており、一面に水田が広がり、そ

の中にカイニョと呼ばれる屋敷林を有する農家が一軒一軒離れて展開する

散村形態を形成している。散村地帯の広さは約 220k㎡で、そこに散在する

農家の数は約 7,000戸を数える。（注 1） 

この砺波平野は、日本を代表する散村・小都市群地域であり、他地域で

は、岩手県北上盆地、北海道富良野盆地、島根県斐川平野などが著名であ

る。 

 

(1)砺波市の概要 

砺波市は、平成 16 年 11 月に、「旧砺波市」及び「旧庄川町」が合併

し、新砺波市として誕生した。東は丘陵地の中央で富山市と接し、南は

南砺市、西は小矢部市、北は高岡市及び射水市とそれぞれ平野部で接す

る。面積は 126.96k ㎡（東西 14.3km、南北 16.2km）であり、県都富

山市中心部へは約 30km の距離にある。 

 

①地形 

砺波市の地形は、市西部から庄川東部にかけての平坦な平野部と、

市南東部の標高 200～1,000ｍの庄東山地、砺波平野と庄東山地の間の

南北に伸びる芹谷野段丘の大きく３種類の地形に大別できる。 

砺波平野は、市域のほぼ中央部を縦断する庄川によって上流から運

ばれた土砂が堆積してできた冲積扇状地であり、砺波市庄川町金屋地

内を扇頂とし、市北部を扇央部としている。 

庄東山地は、標高 987m の牛岳から北へ高度を下げ、高尾山や鉢伏

山、三条山を経て射水丘陵へと続いている。また、和田川流域の軟弱

地盤を有する場所では、古くから地滑りが発生し、緩やかな傾斜を持

つ地形が多くみられ、和田川沿いの平地等は、谷川の湧水を引いて自

然灌漑田として開発することが容易であったため、古くから農地とし

て利用されている。 

芹谷野段丘は、庄川扇状地の東側に位置し、約 30ｍの崖を持つ段丘

である。この地形は、庄川が形成した古い扇状地が隆起した後に、西

側が侵食されて一部が残ったものである。 

図：砺波市位置図 

（注１） 

資料：砺波市HP 

第１節 砺波平野の自然 
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図：砺波市の地形と眺望点 

地形図（資料：砺波市都市計画図より作成）、眺望点（資料：富山県『ふるさとのながめ』/1997） 

写真：稲葉山牧場（小矢部市）からの眺望 

※地形図エリア外 

写真：散居村展望台からの眺望 写真：向山展望台からの眺望 
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②地質 

地質は、庄川扇状地では、厚い洪積・冲積の礫層が堆積して扇状地

を形成している。この礫層の表面に分布する表土が農耕に直接関係す

る土壌となるが、砺波市ではこの表土は場所によって厚さに差がある

が、一般に薄い。 

土壌の分布状況は、庄川扇状地では灰色低地土壌が多くみられ、庄

川流域では 1m 以内の砂礫層が存在し、排水が良いために乾田として

の土地利用が多くみられる。また、芹谷野段丘では、細粒グライ土壌

が多くみられ、庄東山地では森林土壌（褐色・乾性・湿性）が多くみ

られる。 

図：地質土壌分布図 

（資料：富山県土地分類図） 
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③水系 

庄川扇状地を形成した庄川は、岐阜県高山市寺河戸山中峠（1,370m）

を端に発し、軽岡峠の渓流を集め幾多の小河川を合わせて、御母衣ダ

ムに注ぐ。さらに、白川村に入っては、大白川、馬狩川、加須良川、

境川等の支流を集めて県境を越え、南砺市（旧上平村、旧平村）を経

て砺波平野を流れ、日本海に注いでいる。流路延長は 115km、流域面

積1,189k㎡、標高差約1,300mと庄川流域は、気候的にも変化に富み、

幾多の氾濫を繰り返し、地域住民が有形・無形の生活文化を築いてき

た。 

散村が広がる砺波平野においては、昔から庄川より用水が引かれ農

業への活用や人々が生活するための水として活用してきた。現在、庄

川扇状地の扇頂部に位置する庄川合口堰堤からは、庄川の水が引かれ

灌漑用水や上水道、発電など、人々の生活に広く利用されている。 

庄川合口堰堤からの水の利用状況は以下の通りである。 

 

 

①堰堤下流放流（河川維持流量） 8.35 m3/s 

②灌漑用水 最大(代掻き) 常時最大 非灌漑期 

 庄川合口用水(H17.2) 

小牧金屋用水 

射水平野補給用水 

70.96 m3/s 

 

57.10 m3/s 

0.764 m3/s 

11.38 m3/s 

20.08 m3/s 

 

 

③上水・工水 県営西部水道用水 

県営和田川工業用水 

砺波広域水道用水 

0.96 m3/s 

3.70 m3/s 

0.64 m3/s 

④発電 小牧発電所 

中野発電所 

雄神発電所 

庄東第１発電所 

庄東第２発電所 

138.74 m3/s 

44.52 m3/s 

90.00 m3/s 

70.00 m3/s 

50.00 m3/s 

 （資料：砺波散村研究所・富山地学会合同例会 

『庄川沿岸用水土地改良区 長谷川正助 庄川（合口堰堤）の水利用』/2006） 

表：庄川合口堰堤（小牧ダム含む）の水利用状況 



第１章 砺波散村景観の特性 

 10 

 

(2)気候 

①気温、降水量 

近年の平均気温は 13.5℃前後を推移し、全国平均気温の約 16℃か

らみると低い。月別の気温変化を見ると 12 月から２月までの平均最

低気温は０℃を下回り、8 月の平均最高気温には 30℃を超え、年間を

通して寒暖の差が大きい地域である。 

平成 17 年の年間降水量は 2,410mm（1979 年から 2000 年の年間降

水量の平年値は 2,239mm）であり、全国平均 1,800mm を大きく上回

っている。年間降水量の内 45％が 12 月から 3 月までの冬期に雪も混

じえて降る。平成 17 年の最深積雪は 2 月の 61cm であった。砺波市

は、日本海側に位置するため大陸の東岸気候の影響を強く受け、豪雪

地帯となっている。近年、暖冬のため積雪が減ってきているものの、

山間部では積雪が多い。 

 

 

②風向 

砺波平野は三方（庄東山地、高清水山地、医王山山地）を山に囲ま

れており西風が多く、春先にかけて井波風と呼ばれる強い南風が吹き

下ろすため平野部では屋敷の南西部にカイニョと呼ばれる屋敷林を配

置している。 

また、庄川峡から吹き下ろす風が、青島地区や種田地区の露を払う

ため、種籾生産に適した環境をつくっている。 

次ページの富山地方気象台提供の風配図を見ると、夏場を除けば、

南から西にかけての風の出現率が高く、北西から北及び東北東から南

東にかけての風は、一年を通して尐ない。すなわち、南から西方向の

風が多く吹く地域といえる。 

春には、南南東から西北西にかけての風と北北東から北東にかけて

の風が多い。特に南南東から西北西にかけての風が多く、砺波地方の

特徴を見ることができる。 

夏になると北西の風が見られるものの、秋には南方向からの風が卓

越し、冬になると、そのほとんどが南南西を中心とした風であること

が読み取れ、厳しい寒風を防ぐために屋敷林が発達してきたと言われ

る所以が感じられる。 

春は、一年で最も静穏※率が低く、強い南風が多いことが、前述の

井波風の存在を示している。 

※静穏：風速1m/s未満の場合をいう。 

【補足】 

気温、降水量等の観測地点は富山

地方気象台砺波地域気象観測所

（砺波市五郎丸288）である。 
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図：気温推移       （左上） 

図：月別気温変化（H17）  （右上） 

図：月別降水量（H17）   （左下） 

（資料：統計となみ） 

※12月の最深積雪は欠測値 

春 4 月 夏 7 月 

冬 1 月 秋 10月 

図：砺波（アメダス）における毎時風の風配図（2000-2002年） 

（資料：富山地方気象台） 
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２．砺波平野の植生 

(1)植生分布 

富山県は、比較的小さな県であるが、平野部から標高 3,000m を超える

北アルプスまで地形の変化に富んでおり様々な植生をみることができる。 

平野部では、原野があったころの植物はほとんど見られず、多くは新旧

の帰化植物に代わっている。 

標高 300m あたりまでの低山帯は、古くから人の手が入っていたため原

植生はほとんど見られず、アカマツ、コナラの二次林やスギの植林地とな

っている。標高 300～1,600m あたりの山地帯では、ブナやミズナラなど

の豊かな夏緑樹が育成し、春は新緑、夏は深緑、秋は紅葉、冬は落葉と富

山独特の四季の彩をみせる。標高 1,600～2,400m の亜高山帯は、オオシラ

ビソの亜高山針葉樹林が生育し、2,400m 以上の高山帯では高山草原が広

がっている。砺波市は、平野部から標高 1,000m に位置するため、平野部

低山帯から山地帯に属している。以下、それぞれについて整理する。 

①平野部 

市街地を除いたほぼ全域が水田雑草群落に属し、原植生はほとんど

見られずヒメジョオンやセイヨウタンポポなどの帰化植物をはじめ、

ドクダミやキイチゴ、ヤマブキ、ガマズミなどの人里植物も見ること

ができる。また、砺波平野には、スギを主とした屋敷林をもつ住宅地

が点在しており、砺波平野特有の散村景観を特徴付けるものとなって

いる。(注２) 

②低山帯 

東部の山間部は、落葉広葉樹地帯に属しており、アカマツ・コナラ

を中心とした雑木林とスギの植林の２つに大別することができる。現

在、市域の自然の大半が人の手による雑木林であり、原生林はほとん

ど見られない。尾根筋ではアカマツ林が発達し、中腹斜面一体にはコ

ナラ、リョウブ、ソヨゴ、ネジキ、コシアブラ、タカノツメなどの生

育がみられ、雑木林の様相を見せている。また、山麓にはユキツバキ・

ユキバタツバキ、アカメガシワ、クリ、カワラハンノキなどの生育が

みられる。(注２) 

③山地帯 

標高 500m 付近から牛岳山頂にかけては、

ブナ－ミズナラ群落に属し、樹高４m 程度の

ミズナラやシナノキ、リョウブ、草本にはト

クワカソウ、ミヤマカンスゲなどが生育して

いる。また、谷間にはクマシデやホツツジな

どのクマシデ群落が見られる。(注２) 

図：動植物分布図 

（資料：富山県 HP/2006） 

（注２） 

資料：環境庁（（財）日本野生生

物研究センター）『第3回自

然環境保全基礎調査生物調

査報告書（富山県）』/1988 
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図：植生図 

（資料：環境庁『富山県現存植生図』/1984 富山・八尾、1986 城端・石動） 
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④森林 

平成 18 年 1 月策定の砺波市森林整備計画及び同砺波市庄川町森林

整備計画では、森林は、木材資源等生産だけでなく、水源の涵養、山

崩れや土砂の流出の防止等、産地災害を未然に防ぐ機能を有し、自然

環境や生活環境の保全、保健文化の機能に重要な役割を果たしており、

森林の公益的機能を発揮させつつ整備を進めるとしている。(注３)具体

的には、自然的条件や森林の機能、社会的要請から「水土保全林」「森

林と人との共生林」「資源の循環利用林」3 つに区分している。 

森林区分 重視する点 

水土保全林 水源涵養、山地災害防止機能を重視 

森林と人との共生林 生活環境保全、保健文化機能を重視 

資源の循環利用林 木材等生産機能を重視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：森林区分図 

（資料：砺波市『砺波市森林整備計画』/2006、砺波市『砺波市庄川町森林整備計画』/2006 より作成） 

（注３） 

資料：砺波市 

『砺波市森林整備計画』

/2006 
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(2)貴重な植物 

砺波市には、ヤマトキソウ、キンラン、サザバギンラン、カキラン、

エビネ、ミヤマウズラ、ヒトツボクロ、コバノトンボソウ、スハマソウ、

オミナエシ、ミヤマシラスゲ、ウラジロなどの野草が自生している。こ

れらの野草の自生地は年々減尐しており、農山村部の開発によって今後

さらに減尐することが懸念される。 

ヤマトキソウ キンラン カキラン エビネ 

    

 

(3)砺波市が定めた植物 

砺波市では市の花としてチューリップ、市の木としてスギ、市の花木

としてエドヒガンザクラが制定されている。チューリップは春に開催さ

れるチューリップフェアに代表されるように、砺波市の観光資源である

と共に、生産量は日本一を誇り重要な産業のひとつである。 

 スギは、砺波平野に点在する散村のカイニョと呼ばれる屋敷林を形成

する主な樹種であり、散村では、昔から防風雪林や建築資材、燃料とし

て屋敷林を植え、人々の生活の中で大切なものとして先祖代々受け継が

れてきた。また、砺波地方の特徴的な地杉である増山杉は、優良品種を

選抜したもので、木目は真直で、地肌が美しく、明治初期より福岡建具

の発展に寄与した。現在では、優良建築材として重要視されている。(注

４) 

エドヒガンザクラは、国内において広く自生する野生種であり、砺波

市においても三条山（砺波嵐山）の山腹に 200本以上が自生しており、

北陸では大変珍しい。 

市の花 

チューリップ 

市の木 

スギ 

市の花木 

エドヒガンザクラ 

 

 

 

 

 

 

  

 写真：砺波平野を代表する植物 

（資料：砺波市HP） 

写真：砺波平野に生息する貴重な植物（例）（資料：砺波市『砺波市農村環境計画』） 

（注４） 

資料：砺波市保存樹等指定委員会

『散居のみどり 砺波市の

保存樹』/1997 
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３．砺波平野の動物 

(1)動物分布 

富山県は、海抜 0m から 3,000m 級の高山に至るまで、海浜、河川、

湖沼、森林、高層湿原、岩稜地など、変異に富んだ地形である。（注５） 

 

①平野部 

平野部では、市街地でも都市公園や緑地があるため、哺乳類ではア

ブラコウモリ、鳥類ではスズメ、ツバメ、ヒヨドリ、セグロセキレイ、

キジバトなどが生息している。また、大小の河川の河川堤防周辺や河

川敷が動物の住みかとなっており、イタチやノウサギ、タヌキなどが

見られ、流れの速い河川には、サケやアユが産卵に遡上する姿が見ら

れる。昆虫では、河畔の柳にノコギリクワガタやカブトムシ、平野部

に散在するため池にギンヤンマ、トラフトンボ、チョウトンボが生息

している。（注５） 

②低山帯 

低山帯では、スギの人工林やコナラ林、アカマツ林が広がっており、

哺乳類ではキツネやタヌキ、ムササビなどが見られ、近年では外来種

のハクビシンが全県に分布を広げている。鳥類では、ウグイス、ホオ

ジロ、ヤマカラが特徴種であり、林床照度の明るい広葉樹林を好んで

生息している。丘陵地から低山にかけて猛禽のオオタカも繁殖してい

る。昆虫では、オオムラサキ、ハルゼミ、ヒグラシ、オニヤンマ、ミ

ルンヤンマ、クツワムシなどが四季折々に姿を見せる。（注５） 

 

③山地帯 

山地帯では、哺乳類ではツキノワグマ、ニホンザル、ホンシュウモ

モンガ、ヤマネを始めカグヤコウモリなどが生息している。 

富山県動植物分布図によると、砺波平野ではキツネ、タヌキの生息

情報が得られ、山間部ではツキノワグマ、アナグマの生息情報が得ら

れている。ツキノワグマについては、近年、秋から冬にかけて人里に

食べ物を求めて現れたところを目撃されている。（注５） 

 

（注５） 

資料：富山県『とやまの野生動植

物』/2004 
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１．砺波市の歴史 

現在の砺波市は、「旧砺波市」と「旧庄川町」が平成の大合併によって平

成 16 年 11 月 1 日に合併し、新砺波市として誕生した。 

旧砺波市は、豊富な水量を誇る砺波平野において米作やチューリップ栽

培が盛んに行われるとともに、東西に走る北陸自動車道や南北に走る JR

城端線を有しており県西南部の交通の要所として栄えてきた。 

旧庄川町は、古くから飛騨や五箇山から庄川を利用した流木が盛んであ

り、流木が行われなくなった現在も木工業が盛んである。その他、種籾生

産や柚子の生産が行われている。 

 

(1)古代～中世 

庄川右岸の庄東山地等には、旧石器時代や弥生時代の遺跡が見られる。

特に、庄東山地や芹谷野段丘上・下、南東栴檀山地区など庄川右岸に多く

見ることができる。庄川左岸では、庄川町金屋の松原遺跡などがある。 

5 世紀頃、朝鮮半島から須恵器が伝わると、芹谷野段丘などでは丘陵斜

面を利用した登り窯が多く築かれ、8 世紀から 10 世紀頃にかけて生産され

ていた。 

律令制下においては礪波郡に属しており、奈良時代には歌人大伴家持が

国司として墾田地の検察に訪れている。当時、礪波郡では杵名蛭荘、井山荘、

伊加流伎荘、石粟荘の 4 ヶ所で東大寺領の荘園の開発が進められた。(注６) 

平安時代には、小規模な農耕が営まれ、集落が形成され(注６)、郷という

行政単位も生まれ、崇敬をあつめる神社があらわれた。礪波郡では高瀬神

社、雄神神社、林神社、比売神社、浅井神社、長岡神社、荊波神社がこれ

にあたる。この頃、石黒荘、高瀬荘が砺波地方の代表的な荘園として広ま

っていった。中世に入ると、般若野荘と油田条が、砺波の代表的な荘園と

して史上に登場する。 

この時代も経済の基礎は荘園にあった。しかし、平安時代中頃から国司

制度が腐敗すると、政治や治安が乱れ暴力によって他人の領地や権利を侵

害するものがあらわれ、領主や荘官は武器をとり武士が誕生する。この武

士が、源氏と平氏のもとに集結し後に源平合戦へと発展する。砺波地方に

おいても、倶利伽羅峠が合戦の場となっている。 

戦国時代、増山城は越中守護代として婦負・射水両郡に勢力を誇った神

保氏歴代の居城となった。神保長職は、富山城を築いて勢力を東に拡大し

たが、越後春日山城主上杉謙信により追われ、増山城へ後退した。その後、

神保氏の勢力は衰え、上杉氏によって越中は制圧された。天正 13 年（1585）、

富山城主佐々成政は、豊臣秀吉の越中征伐を受け降伏、礪波郡は前田利家

の所領となり、増山城には中川清六・山崎庄兵衛が守将となった。

第２節 砺波平野の歴史 

（注６） 

資料：砺波市史編纂委員会 

『砺波の歴史』/1988 

 



第１章 砺波散村景観の特性 

 18 

 

(2)近世 

①庄川の治水と新田開発 

近世初期には、高まった木材需要を満たすため、飛騨や五箇山地方に用

材を求め、庄川を利用した流木が盛んに行われ、文禄３年（1594）には金

屋に材木囲場が設けられた。このほか舟運・農業用水・生活用水としても

活用されたが、幾筋にも分流して現在より西を流れていたため洪水の被害

も絶えず、左岸では寛文 10 年（1670）、藩によって庄川扇頂部に松川除堤

防の築堤工事が着手され、45 年を要して野尻川、中村川、新又川、千保川

を締め切り中田川（現庄川）に主流を移す工事は完成した。(注７)庄川の本

流が固定されると、各用水の取水口が移動、整備された。この前後から旧

分流跡の新田開発が進み、新しい村が村立された。(注７)享保 10 年（1725）

には千保川跡の 4,500 石が礪波郡の請高新開となり、中野村、新明村、千

保村、大門村、矢木村、石丸村など各村の地先で開発が進められた。また

右岸では(注７)寛文３年（1663）には庄川右岸から取水する芹谷野用水が開

削され、諸村が村立てされた。(注７) 

 

②杉木新町の町立て 

慶安２年（1649）、杉木村や太郎丸村などの有志による市場町の町立て

の申し出が加賀藩に許可され、北東から南西へ走る城端道に沿って杉木新

町が町立てされた。長さ 300 間（約 545m）、幅 80 間（145m）の広さの

土地に 100 軒の家が建てられたといわれている。以降、作食蔵や十村寄合

所が設置された。文政４年（1821）の十村制廃止後は礪波御郡所が設置さ

れ、礪波郡の行政的中心機能を果した。明治時代に入ると杉木新町には杉

木郵便所や杉木屯所、礪波郡役所など礪波郡の中枢機関が設置された。(注

７) 

なお、この杉木新町が「出町」と呼ばれるようになり、現在の砺波市本

町一帯となっている。 

 

 

 

【補足】 

松川除堤防の完成後、砺波平野に

広がる用水の取水口が複数並び、

洪水の被害をさらに大きくして

いた。加賀藩は用水の合口を推進

したが、各用水の利害が絡み計画

は難航した。小牧ダム築造を期に

昭和 14 年にようやく合口ダムが

完成し、全ての用水の合口が実現

した。 

 

図：杉木新町の地図（江戸後期） 

（資料：砺波市立砺波郷土資料館） 

図：天保9年（1838）の砺波郡絵図 

（資料：礪波郡絵図（部分）） 

※江戸時代の終わり頃までに、砺

波平野にある村は630ほどに増

えていた。五箇山の谷あいにあ

る70の村を含めると礪波郡全体

で700の村があった。 

（注７） 

資料：（有）平凡社地方資料セン

ター『郷土歴史大事典 日

本歴史地名大系16 富山県

の地名』/1994 
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図：旧河床図 

（資料：富山県『地下水利用等基礎調査報告書』 より作成） 
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(3)近代 

①旧砺波市・旧庄川町の誕生 

明治 22 年（1889）の町村制施行により礪波郡出町、林村、高波村、油

田村、庄下村、南般若村、柳瀬村、太田村、中野村、五鹿屋村、東野尻村、

鷹栖村、東般若村、若林村、栴檀野村、般若村、栴檀山村が成立する。そ

の後の、礪波郡の東西分割や町村の編入、合併を経て昭和 27 年（1952）

に砺波町、同 29 年（1954）には４月に市制を施行し砺波市が誕生した。

同 32 年（1957）の西礪波郡若林村の一部編入によって、「旧砺波市」が確

定した。 

同様に、明治 22 年（1889）、町村制施行により礪波郡東山見村、雄神村、

種田村、青島村が成立した。同 29 年（1896）には、礪波郡が東西に分割

され東礪波郡に属し、昭和 27 年（1952）には旧砺波郡４カ村が合併し「旧

庄川町」となった。 

 

②旧砺波市の交通網の発展と産業 

明治 30 年（1897）、鷹栖村の大矢四郎兵衛の主唱によって高岡から城端

まで中越鉄道（現 JR 城端線）が敷設され、出町駅（現砺波駅）が設置さ

れた。舟運に恵まれていなかった出町は新しい運輸手段を得ることとなっ

た。大正７年（1918）頃から地場産業を株式会社組織に改める人が続出し、

織物や酒造、印刷、農機具、建設などの産業が発展した。(注７) 

砺波市成立以降、上水道敷設の拡充、圃場整備の進行、小中学校の統廃

合、総合病院建設や工場団地、総合運動公園の造成などが進められた。昭

和 48 年（1973）には北陸自動車道が開通し砺波 IC が、平成４年（1992）

には東海北陸自動車道小矢部砺波 JCT が設置された。 

砺波市の花であるチューリップの球根栽培は、大正７年（1918）に庄下

村の一農家が副業として始め、しだいに周辺地域に広がり、第二次大戦後

アメリカへ球根が輸出されてからは砺波市域をはじめ全県下へ広がり富山

県の特産となった。(注７)昭和 26 年（1951）から開催されているチューリ

ップフェアは年々盛大になり、近年では約 30万人の観光客を集めている。 

 

（注７） 

資料：（有）平凡社地方資料セン

ター『郷土歴史大事典 日

本歴史地名大系16 富山県

の地名』/1994 
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③旧庄川町の交通網の発展と産業 

明治時代になり伐木の制限が解かれると近世初頭からの重要な産業であ

った流木は、青島貯木場の度重なる拡張や木材会社の設立など発展を見せ

た。大正 4 年（1915）の礪波鉄道（青島―福野）の開通によって旧庄川町

は最盛期を迎えた。大正 7 年（1918）、礪波鉄道は加越鉄道となり、（注７）

大正 11 年（1922）には石動まで開通し、北陸線と結ばれた。（注７）昭和 18

年（1943）、加越鉄道は富山地方鉄道加越線となり、（注８）昭和 25 年（1950）

には、富山地方鉄道の分身として高岡市・氷見市・東西砺波郡の地方鉄道

及びバス事業を分離独立して創設された加越能鉄道の加越線となった。(注８) 

大正 16 年（1925）、上流の小牧で高堰堤築造が本格的に着工すると、木

材業者らは訴訟を起こし、大正 15 年（1926）には高堰堤築造のための資

材を運搬する加越線のポイントを切断し工事を妨害するなど、県や内務省

を相手に一般人を巻き込んだ争いとなり、昭和 6 年（1931）には流血の騒

ぎにまで発展した。(注７)この庄川流木事件は昭和８年（1933）に和解が成

立するが、昭和の乱伐も加わり流木は減尐し、町の木工業も大きく後退す

ることとなった。(注７) 

その他の産業については、近世末頃から、金屋石や五ヶ種籾、石灰、ネ

ギ、柚子、和紙などの尐量多品種の特産品があったが操業難などによって

衰退し、現在では庄川峡の観光や伝統の木工品、種籾、柚子などが町の顔

となっている。(注７) 

 

図：1916（大正5）年の砺波平野を走る鉄道の路線 

（資料：野田正穂(他)『中越鉄道開業二十周年誌』/1980） 

（注７） 

資料：（有）平凡社地方資料セン

ター『郷土歴史大事典 日

本歴史地名大系16 富山県

の地名』/1994 
 

（注８） 

資料：庄川町史編纂委員会 

『庄川町史 下巻』/1975 
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１．社会環境 

(1)道路・交通網整備状況 

砺波平野は、富山県南西部に位置しており、周辺の富山市、高岡市、金

沢市への主要道路として、南北に国道 156 号、同 304 号、東西に国道 359

号が延びている。また、市街地の南部を囲むように東西に延びる北陸自動

車道には砺波 IC があり、東海北陸自動車道、及び能越自動車道が小矢部

砺波 JCT で連絡しており、平成 20 年度の東海北陸自動車道の全線開通に

よって、東海地域との物や人、文化の交流が盛んになっており、今後は、

能登方面との交流拡大が期待される。 

砺波市の主な交通網は、国道 156 号、主要地方道高岡庄川線及び新湊庄

川線が南北方向に走り市南部から高岡市への主要ルートとなっている。ま

た、東西方向には富山市と石川県金沢市、両県都を結ぶ北陸自動車道や国

道 359号が走っており、砺波市はこの動脈のほぼ中間地点に位置している。 

小矢部市との市境付近に北陸自動車道と東海北陸自動車道及び能越自動

車道が交わる小矢部砺波 JCT を有する。鉄道は、JR 城端線が南北方向に

伸び高岡市や南砺市方面への通勤・通学や日常の生活における交通手段と

なっている。このように、砺波市は富山県西部の交通の要衝となっている。 

今後の道路整備計画として、県西部の

広域幹線道路である国道359号東バイパ

スが整備中である。現国道 359 号の北側

の太田地区、柳瀬地区、般若地区の農村

部を横断し、富山市方面へと整備されて

いる。農道の整備計画として、出町地区

内の路線と油田地区から高岡市への路線

の２路線が計画されている。 

砺波市都市計画マスタープランでは、

国道 156 号、359 号を主要幹線街路、市

街地から隣接市や地域に放射状に延びる

県道を幹線街路と位置づけている。また、

外環状道路として(都)栄町苗加線、及び

将来市街地拡大に伴い配置する道路につ

いても幹線街路と位置づけている。 

 

 

 

 

第３節 砺波平野の現状 

図：道路整備方針図 

（資料：砺波市『砺波市都市計画マスタープラン』/2004） 

【補足】 

 (都)：都市計画道路 
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(2)河川・用水整備状況 

庄川の水量は、冬場の積雪により夏場も渇水の心配がなく豊富な水量を

誇っており、砺波平野は水量に恵まれている。庄川水系にはいくつもダム

が設けられ、その豊富な水を用いて水力発電が行われている。 

現在砺波平野を流れる用排水路は、昭和 14 年に竣工した庄川扇頂部の

合口ダムを起点として庄川両岸から取水し、砺波平野の隅々まで引かれて

いる。 

用排水路は、昭和 37年頃から行われた圃場整備と合わせて整備された。

昭和 30 年以前の用水網図からもわかるように、それまでは曲がりくねっ

た自然の川を利用していたが、大型水田に沿って直線的に、そして、崩れ

ないように三面がコンクリートで整備されている。そのため、比較的流れ

が速く砂礫の堆積も無いため水生植物をはじめとする水生生物が生息しに

くい環境となっている。砺波平野が位置する扇頂部から扇端部の勾配は急

であるため、ところどころに落差工を設け用排水路の勾配は緩やかに設定

されているものの、流速を抑えるために設けた落差工が行き来する魚類な

どに影響を与えている。 

今後の用排水路計画は、庄川左岸の出町地区、庄下地区、中野地区、鷹

栖地区、若林地区、林地区、高波地区、油田地区、南般若地区、柳瀬地区、

太田地区に用排水路整備が計画されている。 

 

 

 

(3)農地整備状況 

農業の機械化や水田規模の拡大による生産増大、作業効率の向上のため、

昭和 37 年の東野尻地区の圃場整備を皮切りに、砺波市全域の圃場整備が

進められ、現在全域において圃場整備が完了している。 

初期に圃場整備が行われた地域では、整備後 30 年から 40 年経過してお

り用排水路の老朽化が進んでいる。これまでに、林地区や庄下地区、中野

地区、太田地区、鷹栖地区では、土地改良総合事業として用排水路の整備

が行われている。引き続き、庄下地区、太田地区、鷹栖地区に加え、今後

出町地区、高波地区、東野尻地区、五鹿屋地区、東般若地区、青島地区、

種田地区でも、土地改良総合事業などによる用排水路整備などの整備計画

が立てられている。 
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図：昭和30年頃の用水網図 

（資料：砺波市郷土資料館） 
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図：圃場整備推移と今後の整備計画 

（資料：砺波市農地林務課『砺波市ほ場整備事業地区別実施状況、砺波市農業農村整備事業管理計画図』、 

砺波市土地改良区『県営土地改良総合事業 各地区概要書』（鷹栖南部地区・鷹栖北部地区/平成12年、

庄下地区、林地区/平成14年、中野・中野二期地区/平成18年、太田・太田西部地

区/平成14年） 

庄川町土地改良区 『平成18年度庄川町土地改良区概要図』 より作成） 
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２．人口推移 

(1)人口・世帯数の把握 

昭和 60 年から平成 17 年までの５年ごとの推移を見ると、砺波市の人口

は、長寿化や近隣の市町村からの転入により増加傾向にあり、昭和 60 年

から平成 17 年の 20 年間で約 5,000 人増加している。人口・世帯数ともに

増加しているが、一世帯当たりの人員は減尐傾向にあり核家族化の進行が

伺える。 

年齢階級別人口を見ると、平成 17 年において、15 歳未満は 15.1％、15

～64 歳は 62.3％と減尐し、65 歳以上は 22.6％と増加しており、尐子高齢

化が進行している。 

人口増加の内訳を見ると、社会増加がその大半を占め平成９年の 583 人

をピークに増加数は減尐傾向に転じている。次ページ地区別人口増減比図

にて、平成７年から平成 17 年の 10 年間の増減比を見ると、庄川左岸の平

野部（林地区、太田地区を除く）では人口増加が見られる。特に、南般若

地区や柳瀬地区では 30％を越える増加が見られる。しかし、庄川右岸では

減尐傾向にある。 

平成 17 年の地区別人口を見ると、出町や油田といった市街地や国道 156

号沿線、主要な JR 駅を有する地区の人口が多い。両地区ともに世帯人員

は尐なく、中でも出町地区は世帯あたり 2.96 人と最も尐なく、核家族化、

単身世帯の増加が伺える。一方、郊外の若林地区においては世帯あたり

4.25 人と最も世帯人員が多い。 

図：人口・世帯数の推移(S60-H17) 

（資料：国勢調査） 

図：人口の増減(H2-H17) 

（資料：砺波市『統計となみ』） 

図：年齢階級別人口の推移(H2-H17) 

（資料：国勢調査） 
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新砺波市総合計画（平成 19 年度～平成 28 年度）では、今後、地域経済

活動がここ数年と同様の状況で推移すると見込み、継続的な人口定着や人

口誘導施策を展開することによって、平成 28 年度の目標人口を約 50,500

人、一世帯当たりの平均人数を 2.83 人と推計している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)農家人口、農家数の把握 

農家人口、農家数の推移を見ると、ともに減尐傾向にあり、昭和 45 年

から平成 12 年の 35 年間で農家人口は約 11,800 人（約 42.0％）、農家数は

約 2,400 世帯（約 42.1％）減尐している。専兹別農家数の推移を見ると、

兹業農家の減尐によるものであることがわかる。 

専業農家数は、昭和 50年以降 140から 160世帯でほぼ横ばいであるが、

兹業農家数は毎年減尐傾向にあり、昭和 45 年から平成 12 年では 2,850 世

帯（51.1％）減尐している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：砺波市） 

構成比 構成比
出 町 7,789 15.8% 2,630 18.4% 2.96
庄 下 2,418 4.9% 726 5.1% 3.33
中 野 1,759 3.6% 447 3.1% 3.94
五 鹿 屋 1,982 4.0% 530 3.7% 3.74
東 野 尻 1,893 3.8% 501 3.5% 3.78
鷹 栖 3,073 6.2% 831 5.8% 3.70
若 林 893 1.8% 210 1.5% 4.25

林 3,849 7.8% 1,125 7.9% 3.42
高 波 1,622 3.3% 405 2.8% 4.00
油 田 4,579 9.3% 1,495 10.5% 3.06
南 般 若 2,749 5.6% 766 5.4% 3.59
柳 瀬 1,987 4.0% 612 4.3% 3.25
太 田 1,718 3.5% 453 3.2% 3.79
般 若 2,186 4.4% 565 4.0% 3.87
東 般 若 1,451 3.0% 362 2.5% 4.01
栴 檀 野 1,498 3.0% 378 2.6% 3.96
栴 檀 山 599 1.2% 197 1.4% 3.04
東 山 見 2,543 5.2% 763 5.3% 3.33
青 島 2,346 4.8% 694 4.9% 3.38
雄 神 1,014 2.1% 274 1.9% 3.70
種 田 1,227 2.5% 320 2.2% 3.83
計 49,175 － 14,284 － 3.44

地区名
人　口 世帯数

世帯人員

図：地区別人口増減比（H7-H17年比） 

（資料：砺波市『人口データ』 より作成） 

図：農家人口・農家数の推移(S45-H12) 

（資料：砺波市『統計となみ』） 

図：専兼別農家数の推移(S45-H12) 

（資料：砺波市『統計となみ』） 
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【補足】 

平成 2年以降、販売農家についての

み専・兹分類調査が行われたため、

左図の農家数と右図の専兹別農家

数の合計は一致しない。 
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表：地区別人口・世帯数（H17.4.1） 
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３．産業・土地利用動向 

(1)土地地目別面積及び経営耕地面積の推移からの考察 

砺波平野は北陸有数の米作地帯であり、土地地目別面積を見ると市域の

約４割が田であり、田のほとんどが、夏は青く、秋は黄金色と美しい散村

景観に彩をもたらす一要素であるが、近年の農村部への商業施設や工場の

進出、住宅団地の建設などによって徐々に姿を消している大きな変化の途

上にある。 

昭和 50 年から平成 17 年の 30 年間で、田は 636.9ha（5.0％）減尐して

いるのに対し宅地は 597.0ha（4.7％）増加している。近年では、平成 12

年から平成 17 年の 5 年間で、田は 109.0ha（1.0％）減尐し、宅地は 54.7ha

（0.5％）増加している。 

また、経営耕地面積の推移からも耕地が減尐していることがわかる。昭

和 45 年から平成 12 年までの 35 年間で、1,358 ha（23.8％）減尐してい

る。 

 

  総数 田 畑 宅地 沼地 山林 原野 雑種地 その他 

土
地
地
目
別
面
積 

S50 12,696.0 5,769.0 227.0 795.0 0.0 3,165.0 71.0 47.0 2,622.0 

S55 12,696.0 5,698.3 218.5 955.0 1.4 2,286.1 67.9 51.8 3,417.1 

S60 12,696.0 5,623.6 214.7 1,041.4 2.4 2,264.8 69.5 53.5 3,425.9 

H2 12,696.0 5,552.8 203.6 1,116.4 7.1 2,241.4 205.1 128.1 3,241.6 

H7 12,696.0 5,372.9 194.1 1,266.9 6.0 2,236.6 202.8 146.4 3,270.3 

H12 12,696.0 5,241.1 187.6 1,337.3 6.5 2,227.2 203.0 200.0 3,293.3 

H17 12,696.0 5,132.1 189.4 1,392.0 5.7 2,214.4 203.8 232.4 3,326.3 

構
成
比 

S50 100% 45.4% 1.8% 6.3% 0.0% 24.9% 0.6% 0.4% 20.7% 

S55 100% 44.9% 1.7% 7.5% 0.0% 18.0% 0.5% 0.4% 26.9% 

S60 100% 44.3% 1.7% 8.2% 0.0% 17.8% 0.5% 0.4% 27.0% 

H2 100% 43.7% 1.6% 8.8% 0.1% 17.7% 1.6% 1.0% 25.5% 

H7 100% 42.3% 1.5% 10.0% 0.0% 17.6% 1.6% 1.2% 25.8% 

H12 100% 41.3% 1.5% 10.5% 0.1% 17.5% 1.6% 1.6% 25.9% 

H17 100% 40.4% 1.5% 11.0% 0.0% 17.4% 1.6% 1.8% 26.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：ha） 

（資料：砺波市『統計となみ』(S50-H17)） 

※土地地目に分類できない項目については、その他として計上。 

図：土地地目別構成比(S50-H17) （資料：砺波市『統計となみ』） 
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図：経営耕地面積の推移(S45-H12)  

（資料：砺波市『統計となみ』） 

表：土地地目別面積   
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(2)農地転用 

砺波平野では、農村部への分譲住宅の開発や商業施設の進出によるスプ

ロール化が懸念されている。近年の農地転用件数の推移を見ると、ほぼ全

ての年度において最も多いのが一般住宅、次いで工場、公共施設の順とな

っている。 

近年の推移を見ると、平成 9 年をピークに農地転用面積が減尐傾向に転

じるものの、転用面積は年間 100,000 ㎡以上を推移している。昭和 45 年

からの推移を見ると、昭和 60 年は大きく減尐し、全体としても減尐傾向

にあることがわかる。 

平成 7年から 17年の用途別の農地転用面積を見ると、一般住宅が 37.0％、

工場が 50.4％を占めている。また、一件当りの平均転用面積は、一般住宅

は 872 ㎡、公共施設は約 623 ㎡、工場は約 1,333 ㎡である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：農地転用面積 （単位：件、㎡） 

図：用途別農地転用面積及び件数の推移（H7-H17） 

（資料：砺波市農業委員会） 
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図：用途別農地転用面積及び件数の推移（S45-H17） 

（資料：砺波市農業委員会） 

（資料：砺波市農業委員会） 

件数 転用面積 件数 転用面積 件数 転用面積 件数 転用面積 件数 転用面積
H7 226 201,741 101 94,916 7 2,115 78 88,252 40 16,458
H8 210 215,095 80 73,105 8 2,277 77 127,155 45 12,558
H9 220 232,239 94 86,856 29 30,799 71 89,794 26 24,790
H10 197 134,979 96 41,506 6 2,321 56 62,472 39 28,680
H11 182 182,233 69 76,520 11 3,262 74 89,822 28 12,629
H12 166 133,037 63 68,492 12 7,061 60 46,202 31 11,282
H13 134 148,395 51 58,612 7 1,994 42 78,882 34 8,907
H14 135 104,413 38 18,239 2 2,872 48 74,153 47 9,149
H15 101 105,915 31 26,536 6 2,521 47 59,688 17 17,170
H16 94 120,170 44 58,540 1 248 38 59,736 11 1,646
H17 102 107,502 49 20,679 0 0 47 74,237 6 12,586

合計転用
面 積

1,767 1,685,719 716 624,001 89 55,470 638 850,393 324 155,855

用 途 別
割 合

－ 100% － 37.0% － 3.3% － 50.4% － 9.2%

一件当り
平均転用
面 積

－ 954 － 872 － 623 － 1,333 － 481

一般住宅 公共施設 会社工場 その他総数
地区名
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平成 7 年から平成 17 年までの農地転用面積を累計すると、1,685,719 ㎡

である。これを地区別に見ると、出町地区、庄下地区、油田地区、東野尻

地区、南般若地区の順に農地転用面積が大きい。 

このうち、油田地区、南般若地区は一般住宅への転用面積が大きく、出

町地区、庄下地区、東野尻地区は工場への転用面積が大きくなっている。

その他の 16 地区のうち、平成 7 年から 17 年の間に地区面積の 1.0％以上

で転用がみられた地域では、鷹栖地区、林地区、柳瀬地区、種田地区は一

般住宅への転用面積が大きく、中野地区、五鹿屋地区、高波地区、東般若

地区、青島地区は工場への転用面積が大きい。 

前述したように、人口増加が著しい南般若地区や柳瀬地区は、一般住宅

への農地転用面積が大きくなっている。また、近年、商業施設や事務所な

どの開発がみられる砺波 IC周辺の出町地区や東野尻地区、五鹿屋地区は、

工場への農地転用面積が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：砺波市農業委員会） 

※網掛け ピンク：総数の上位５地区 

     オレンジ：平成7年から平成17年の間に地区総面積の1.0％以上を転用している地区で、最も多い用途 

（単位：㎡） 

（単位：k㎡） 

※網掛けは、平成7年から平成17年の間

に地区総面積の1.0％以上を転用して

いる地区 

地 区 名
地区総面積

（①）
農地転用面積

（②）
農地転用率
（②/①）

出 町 5.80 0.3 5.9%
庄 下 3.66 0.1 3.6%
中 野 4.78 0.1 1.7%
五 鹿 屋 4.58 0.1 2.6%
東 野 尻 4.68 0.1 2.8%
鷹 栖 5.17 0.1 1.2%
若 林 3.46 0.0 0.4%

林 5.90 0.1 1.6%
高 波 4.98 0.0 1.0%
油 田 4.07 0.1 3.2%
南 般 若 3.35 0.1 3.8%
柳 瀬 3.25 0.0 1.0%
太 田 5.19 0.0 0.8%
般 若 8.65 0.1 0.7%
東 般 若 4.88 0.0 1.0%
栴 檀 野 9.46 0.0 0.4%
栴 檀 山 14.45 0.0 0.2%
東 山 見 15.06 0.0 0.2%
青 島 2.82 0.0 1.5%
雄 神 9.67 0.0 0.3%
種 田 3.22 0.0 1.2%
合 計 127.08 1.7 1.3%

総数
面積 面積 割合 面積 割合 面積 割合 面積 割合

出 町 353,122 101,868 28.8% 7,967 2.3% 223,010 63.2% 20,277 5.7%
庄 下 130,966 31,543 24.1% 1,814 1.4% 92,282 70.5% 5,327 4.1%
中 野 81,421 36,824 45.2% 651 0.8% 42,736 52.5% 1,210 1.5%
五 鹿 屋 123,432 55,050 44.6% 1,745 1.4% 64,344 52.1% 2,293 1.9%
東 野 尻 129,414 24,738 19.1% 137 0.1% 100,345 77.5% 4,194 3.2%
鷹 栖 60,823 33,361 54.8% 7,881 13.0% 17,984 29.6% 1,597 2.6%
若 林 12,549 2,572 20.5% 0 0.0% 9,272 73.9% 705 5.6%

林 92,002 48,088 52.3% 1,252 1.4% 35,903 39.0% 6,759 7.3%
高 波 49,687 15,288 30.8% 610 1.2% 28,868 58.1% 4,921 9.9%
油 田 130,682 57,727 44.2% 9,359 7.2% 56,793 43.5% 6,803 5.2%
南 般 若 128,742 74,185 57.6% 3,780 2.9% 49,115 38.1% 1,662 1.3%
柳 瀬 34,383 28,253 82.2% 388 1.1% 5,442 15.8% 300 0.9%
太 田 41,492 11,984 28.9% 820 2.0% 22,693 54.7% 5,995 14.4%
般 若 56,999 16,699 29.3% 11,723 20.6% 22,196 38.9% 6,381 11.2%
東 般 若 50,141 10,455 20.9% 1,649 3.3% 26,431 52.7% 11,606 23.1%
栴 檀 野 33,595 9,472 28.2% 78 0.2% 14,003 41.7% 10,042 29.9%
栴 檀 山 32,938 2,413 7.3% 3,173 9.6% 2,781 8.4% 24,571 74.6%
東 山 見 34,744 15,047 43.3% 652 1.9% 6,127 17.6% 12,918 37.2%
青 島 41,441 16,655 40.2% 1,791 4.3% 19,842 47.9% 3,153 7.6%
雄 神 29,150 3,288 11.3% 0 0.0% 2,643 9.1% 23,219 79.7%
種 田 37,996 28,491 75.0% 0 0.0% 7,583 20.0% 1,922 5.1%
合 計 1,685,719 624,001 37.0% 55,470 3% 850,393 50.4% 155,855 9.2%

公共施設一般住宅 工場 その他
地区名

表：地区別農地転用面積累積値（H7-H17） 

い用途 

表：地区別農地転用率（H7-H17） 

（資料：砺波市農業委員会） 
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図：地区別農地転用面積の割合が大きい用途 

（資料：砺波市農業委員会 農地転用面積データ より作成） 

※平成7年から平成17年の間に、地区総面積の1.0％以上を転用している地区についてのみ表示 

※前ページ、表のオレンジ色の網掛けがある用途を表示 
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(3)農業振興地域 

農業振興地域整備計画では、優良農地を確保、保全する為に、農業振興

地域を指定し、農業の健全な発展を図ることを目的としている。近年、都

市化も進み、特に出町地区や、庄下地区、油田地区、南般若地区、柳瀬地

区においては、非農用地区域が広がりを見せている。 

まとまった農用地区域を見ることができるのは、北西部の高波地区や、

林地区、若林地区、南西部の鷹栖地区、東野尻地区、五鹿屋地区、種田地

区と、砺波市域縁地部の高岡市や小矢部市、南砺市と隣接する地域である。 

山間部や庄川河川敷などは、農業振興地域から除外する地域となってい

る。 

 図：農業振興地域（平成18年9月現在） 

（資料：砺波市『砺波農業振興地域整備計画 土地利用計画図』/2002、 

土地利用計画図 庄川町 より作成） 
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(4)産業別人口 

砺波市内の産業別人口を見ると、第一次産業は、第二種兹業農家への移

行や農業からの離脱などにより大きく減尐し、昭和 60 年から平成 17 年ま

での 20 年間で 2,216 人（58％）もの減尐がみられる。しかし、平成 12 年

から平成 17 年はほぼ横ばいである。 

第二次産業については、新規に造成された工業団地への企業の立地が進

んでいる事から平成７年までは増加傾向にあったものの、平成７年から平

成 12 年はやや減尐に転じている。 

第三次産業については、大規模小売店の進出、高度情報化の進展や近年

の事業所数の増加などから大きな増加を見せている。 

今後も、尐子高齢化による農業の後継者不足などからますます第一次産

業の人口減尐が想定される。 

 

 

(5)企業立地 

①大規模小売店舗の立地状況 

砺波市内には、大規模小売店舗立地法に定められる大規模小売店舗が、

平成 18 年 10 月 1 日現在、17 店舗立地している。 

地区別に見ると、21 地区のうち立地が見られるのは出町地区、東野尻地

区、鷹栖地区、油田地区、青島地区の 5 地区であり、市中心部の出町地区

が 8 店舗と最も多い。立地年度別に見ると、近年の開店は東野尻地区や油

田地区、出町地区南部の郊外部に出店がみられる。平成 3 年から平成 12

年の 10 年間で 9 店舗の立地があるが、その内 5 店舗が出町地区で市街地

と農村部の境界付近に多い。 

 

地区 大規模小売店舗 開店日 

出町 

吉田の家具砺波インター店 S51.10.30 

石崎家具㈱リビングプラザトナミ店 S52.10.15 

コスモタウン 21 H4.11.20 

となみ野ミルズ H7.4.28 

カーマホームセンター砺波店・サンキュー新富店 H8.4.1 

となみ太郎丸モール H9.3.25 

アピタ砺波店 H11.7.2 

ジョーシン砺波店 H18.9.8 

油田 

電陽社砺波店 H2.10.9 

ファッションセンターしまむら砺波店 H6.11.17 

ホームセンタームサシ砺波店 H6.11.23 

マルエン砺波店 H7.9.22 

大阪屋ショップ砺波店 H18.3.17 

東野尻 
スーパーセンターシマヤ砺波店 H13.10.20 

サンコー砺波店 H17.7.7 

鷹栖 渡辺家具センター S49.8.30 

青島 コメリホームセンター庄川店 H4.5.10 

図：産業別人口構成比(S60-H17) 

（資料：国勢調査） 

※数値は人口 

※年齢不詳を除く 

表：大規模小売店舗一覧 
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（資料：砺波市） 
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②工業・企業団地及び工場団地の立地状況 

砺波平野は、砺波 IC を有していることや富山空港が近いという地理的

条件に恵まれており、近年の高速道路網の充実や富山空港の国際線の増便

など、国内外への交通アクセス性が高い。また、庄川扇状地は豊富で良質

な水や安価な土地が確保できるため、砺波市内に８つの工業・企業団地及

び工場適地がある。これらは、柳瀬地区、若林地区、東般若地区、太田地

区、青島地区の農村部に位置し、55 の企業が立地している。 

砺波市では、助成制度を設け企業立地の促進を図っている。

図：大規模小売店舗、工業・企業団地及び工場適地 

（資料：砺波市 大規模小売店舗一覧 より作成） 
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(6)開発動向 

①開発行為※の変遷 

砺波市の開発行為の変遷を見るため、昭和 55 年以前、昭和 56 年～平成

2 年、平成 3～12 年、平成 13 年以降の 4 時期ごとに開発行為の整理を行

う。開発動向図１では、時代ごとに色分けを行っている。 

開発行為は主に庄川左岸の平野部で行われており、逐年、郊外の農村部

へ拡大している。 

昭和 4 年～55 年の開発行為は、そのほとんどが出町地区、油田地区にお

いて行われている。郊外での開発傾向がみられるものの、砺波駅及び油田

駅の駅周辺や駅から概ね 2km のエリアにみることができる。 

昭和 56 年～平成 2 年の開発行為は、昭和 55 年以前に開発行為のあった

エリアを囲むように周辺の林地区、若林地区、高波地区、鷹栖地区、東野

尻地区、五鹿屋地区、青島地区、種田地区の農村部へ拡大している。この

頃、油田駅東部にまとまった住宅団地が開発されている。 

平成 3 年～12 年の開発行為は、さらに庄下地域、中野地域、太田地域と

拡大し、ほぼ平野部全域へと広がっている。特に、砺波 IC 周辺や柳瀬地

区の農村部には、大規模な工場や商業施設、住宅団地が開発されている。 

平成 13 年以降の開発行為は、エリアで見ると縮小傾向にあり庄川左岸

の中でもJR城端線以東に多く見られる。特に、砺波 IC周辺や油田駅周辺、

柳瀬地区周辺にまとまった開発がみられる。 

住宅団地の開発が平野部全域へ広がる動向は今後も進むものと考えられ

るが、既存の住宅団地に連担する開発行為等が予想される。また、出町地

区の中神土地区画整理事業が計画されており、面的整備が施行されること

で、整備中の隣接する林地区の杉木や実施済みの油田地区の中村と併せて、

栄町苗加線沿道など市街化が促進されることが予想される。道路では国道

359 号東バイパスが計画されており、沿道部のさらなる開発が予想される。 

 

②用途別動向 

開発動向図２では、用途ごとに色分けを行っている。 

商業施設は、主に国道 359 号や主要地方道の沿道に立地している。市街

地周辺での立地が多くみられる。 

事務所・工場は、広い土地を必要とするため農村部に多くみられ、一般

県道や広域農道の沿線に立地している。 

住宅は一般県道や生活道路沿線に多く立地している。商業施設や事務

所・工場より農村の油田地区や南般若地区、柳瀬地区では住宅団地の開発

がみられる。 

※開発行為：建築物の建築または

特定工作物の建設のために土

地の区画形質を変更すること。

都市計画法で設けている、一定

規模以上の開発を行なうため

に知事（指定都市等では市長）

から開発許可を取得する必要

がある行為。 
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○開発動向図１（開発行為変遷） 

 

図：開発動向図１（開発行為変遷） 

（資料：砺波市 開発行為位置 より作成） 
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○開発動向図２（用途別開発行為） 

図：開発動向図２（用途別開発行為） 

（資料：砺波市 開発行為位置 より作成） 
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４．都市の変遷 

(1)都市基盤の変遷 

ここでは、道路整備状況などの都市の変遷を整理する。昭和 35 年頃、

昭和 45 年頃、昭和 55 年頃、平成 8 年頃の４時点の国土地理院地形図

（1/25,000）を用いて、砺波市の都市基盤の大きな変化について考察する。 

 

 

①昭和 35年頃 

地形図に見ることができる道路は、現在の主要な幹線道路である。 

国道 156 号は、市街地を通過する経路をとっている。 

圃場整備以前のため、農村部には自動車が通れるような農道は見られず、

曲がりくねった荷車道（幅 1.6m 未満）や小径（1.0m 未満）が不規則に広

がっている。 

当時、加越線が青島から福野、さらに石動駅まで接続されていた。 

図：都市の変遷図１（昭和35年頃） 

（資料：国土地理院 戸出S32.3.30 高岡S32.7.30 砺波S36.6.30 宮森新S36.11.30 城端S37.3.30  

山田温泉S23.8.30地形図 より作成） 

 

【補足】 

砺波市域の国土地理院地形図

（1/25,000）は 6 図画あり、それ

ぞれ発行年が異なるため発行年

度の近いものを用いて作成して

いる。 
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②昭和 45年頃 

昭和 30 年代後半から自家用車を持つ世帯が多くなり、交通渋滞が発生

していた。この対策として昭和 38 年に国道 156 号の東廻りバイパスが開

通している。続いて、市街地の南、西、北側にバイパスが整備された。 

北陸自動車道の建設前であり、散村景観を遮る特に高い建物もなく分断

されることなく１つの空間が続いている。 

庄川左岸の庄下地区や柳瀬地区、油田地区、太田地区、林地区、若林地

区、鷹栖地区、東野尻地区の一部で圃場整備が実施されている。その他の

地区や庄川右岸は、この段階では圃場整備が行われていない。 

 

図：都市の変遷図２（昭和45年頃） 

（資料：国土地理院 戸出S46.12.28 高岡S46.9.30 砺波S48.3.30 宮森新S45.3.30 城端S45.3.30  

山田温泉S45.3.30地形図 より作成） 
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③昭和 55年頃 

昭和 47 年、加越鉄道が廃線となり、廃線跡は自転車道路となっている。 

昭和 48 年、北陸自動車道砺波 IC が建設され、砺波 IC－小杉 IC 間が開

通、翌年には砺波 IC―金沢東 IC 間が開通した。これによって砺波平野の

構造や散村景観が南北に分断されることとなった。 

庄川左岸では、ほとんどの地区で圃場整備が実施されているが、青島地

区や種田地区の一部などでは実施されていない。庄川右岸では、東般若地

区でのみ圃場整備が実施されている。 

 

 

図：都市の変遷図３（昭和55年頃） 

（資料：国土地理院 戸出S55.1.30 高岡S52.3.30 砺波S54.12.28 宮森新S53.2.28 城端S54.1.30  

山田温泉S52.9.30地形図 より作成） 
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④平成 8年頃 

平成 2 年、砺波市の一部を通過する東海北陸自動車道と北陸自動車道が

結ばれ、小矢部市との市境に小矢部砺波 JCT が建設された。 

砺波市を南北に走る国道 156 号は、順次改良され現在では砺波市五鹿屋

以北は片側 2 車線の道路となっている。また、国道 359 号の国道 156 号以

西についてバイパス化が進められ、東野尻地区、鷹栖地区の農村部を横断

する路線となっている。 

圃場整備は、出町地区の一部を残し市内全域で完了している。 

図：都市の変遷図４（平成８年頃） 

（資料：国土地理院 戸出H12.7.19 高岡H17.11.1 砺波H8.3.28 宮森新H17.11.1 城端H12.9.30  

山田温泉H7.5.1地形図 より作成） 
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第２章 散村景観の成り立ちと構造 

 

 

１．砺波散村景観の形成 

砺波平野に人々が住み始めたのは遠く縄文時代に遡る。近年、庄川扇状

地の先端部から見事な弥生時代の水田跡が出土している。平野の水田開拓

は先端の湿地や平野周辺の山麓から始まったと考えられる。(注 1)奈良東大

寺の正倉院に伝わる８世紀の地図には、砺波平野の荘園が描かれ、「孤立荘

宅※」を想定させる表現などから、小川琢冶によって砺波平野の散村の起

源はこの頃に遡ると考えられている。(注 1)この頃、東大寺の荘園として杵

名蛭、井山、伊加流伎、石粟の４荘の存在が確認され、井山、伊加流伎、

石粟の３荘は現庄川の流路の東一帯であったとされた。平安末期から鎌倉

時代にかけては京都徳大寺家領般若野荘となり、扇央部には京都平賀家領

油田条が開かれている。 

当時の集落と現在の散村は直接結びつかない。その理由の１つとして、

庄川の流路の変遷とそれに伴う洪水がある。奈良から平安時代にかけては、

旧野尻川を主流とし、庄川町金屋（現砺波市）から福野町（現南砺市）の

北、下川崎で小矢部川へと流れていたが、洪水が起こるたびに宮川、中村

川、新又川と東へ流れを変えていった。天正 13 年（1585）の大震災で主

流が千保川、中田川（現庄川）へと移ったと考えられてきた。川が流路を

変えるたびに、扇状地に開かれた集落は洪水によって流されたり、堆積物

で埋められたりした。扇頂部の松川除の築堤後、統一的な堤防※が築かれ

た江戸時代以降に河道が固定され、水田開拓は、中世紀末から近世初頭に

かけて急速に進み、それに伴って散村が広がっていったと考えられる。 

加賀藩領となって間もない元和 5 年（1619）の『利波郡家高ノ新帳』に

よると、現存する集落のほとんどがこの頃には成立している。その後開か

れた新村は、加賀藩によって手がけられた山田野、芹谷野の新田集落と、

野尻川、中村川、新又川、千保川などの河川跡に、周辺の村々が開いたも

のである。 

扇状地で開拓を進めるにあたって、人々は微高地を選んで居住を進めた。

また、扇状地特有の「ザル田」や、水田や畑として利用できる土壌が豊か

な場所が少なかったことから、条件の良いところから開拓が進められてい

った。そのため集村を形成するよりも自分の開拓地・耕地の中に居住した

ほうが、田の水の管理や、肥料の運搬、刈って干しあがった稲の取り入れ

など、田畑を耕すことが効率的であった。 

このようにして形成された散村が核となって周辺に徐々に拡大していっ

たのである。現在見られる平野を埋め尽くすような散村景観が形成された

のは、江戸時代を過ぎて明治以降のことである。 

 

 

(注1) 

新藤正夫『砺波平野の散居村の歴

史とくらし』JCCA No.204 

 

※孤立荘宅：散村の一つ一つの農

家。ドイツ語の“Einzelhof”

や英語の“Homestead”の翻訳

語として作られた用語。 

※統一的な堤防：「霞堤」や「二

重堤」を組み合わせて、治水の

ため堤防が築かれた。また、無

堤区間於間を結ぶ「連絡堤」に

より一連のものとして堤防が

機能するようになった。 
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２．散村景観の変遷 

(1)散村景観の変遷 

ここでは、空中写真を用いて散村景観の変遷を整理する。空中写真は、

昭和 22年及び平成 16年のものを用い、現在と圃場整備以前の変化を比較

する。 

○現在と圃場整備以前の比較 

昭和 22年の空中写真からは、自然地形に規制されたため、曲がりくねっ

た道や用水と規模が小さく不整形な水田を見ることができる。また、広い

平野一面に屋敷林に囲まれた民家が点在しており、民家があまり見られな

いところは、旧河道跡である。出町や福野などの中心集落が存在している。 

全域に散村景観が広がっているが、中野・太田・柳瀬などに家が集まり

集落をなしていることがわかる。 

道路網については、主要な幹線道路を見ることができるが、農村部には

大きな道路は見られない。 

昭和 37年から始まった砺波市平野部の圃場整備は、平成元年頃には終わ

っており、平成 16年の空中写真では、規模の大きな整形された水田や、直

線的な農道や市道とそれに沿って流れる用水が見られる。出町地区の市街

地が区画整理事業などの面的開発により拡大している。また、近年見られ

る農村部での住宅団地や工場などの開発は、以前は水田しか見られなかっ

た旧庄川の河道跡（千保川跡）などに見ることができる。 

○近年の変化 

近年見られる変化として、市街地から東へ伸びる国道 359号の東バイパ

スの整備が進められていることや、市街地南東部の(都)豊町高道線が整備

されたことで周辺が市街化されたことがわかる。 

また、大規模な開発行為としては、柳瀬地区や東般若地区の農村部には

大きな工場が建設されている。 
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写真：『空中写真』（昭和22年）米軍撮影 

（資料：砺波郷土資料館） 

砺波平野全域に点々と黒い点が広がっている。この黒い一点一点が屋敷林に囲まれた散村

であり、見事な散村景観を形作っている。しかし、よく見ると、その分布には疎・密がみら

れる。本写真中央よりやや上の方の黒い大きなかたまりが出町であり、南西に向かっている

細い筋は県道で、写真中央やや左下の福野と結ぶ。出町から南南東へ向かう細い筋は国道 156

号であり、井波と結ばれており、井波から東に青島が位置する。 

写真東の太く白い筋は庄川であり、その左岸では細い筋状に中野集落が見える。また、そ

のやや北側東部の黒いかたまりが太田、その上が柳瀬である。いずれも、扇状地上の微高地

に家がやや集まって形成された集落である。特徴的なことは、南北に筋状に長く連なる中野

集落の西側に民家が見られないところであり、その部分がやはり筋状に連なり、庄川が現在

の河道に固定される前、長い間本流であった、旧千保川の河道跡であるということである。 

扇頂部から細く黒い筋がいくつか広がっていくのが見えるが、用水とその河岸の畔（クロ）

の緑の連なりである。 
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写真：『空中写真』（平成16年） 

 

出町周辺の市街地が区画整理事業などの面的開発により大きく拡大し、市街地の両端

を結ぶ北陸自動車道が南側を弧状に走っている。写真左側には南北方向へ東海北陸自動

車道が走り、北陸自動車道とのクロスポイントはジャンクションとなっている。 

農地は、圃場整備により、大型化され、直線化された道路・用排水が規則正しく並ん

でいる。また、昭和 22年の空中写真に見られる用水のクロは、用排水の整備によりそ

の姿を見ることができない。 

従来の宅地や集落のほかに、庄川河道の右左岸には新たに工場団地が形成されてい

る。また、農地のいたるところに、やや大きな区画が見られるのは、統合された学校や

工場などの大型建築物であり、小規模なミニ開発や大きな住宅団地の存在もみることが

できる。特に、従来民家の見られなかった旧千保川河道跡や地域内の幹線道路沿い周辺

に新規の開発が行われていることが読み取れる。 
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(2)屋敷林を有する家の分布 

（田園空間整備事業となみ野地区推進協議会調査結果より） 

○データの概要 

「田園空間整備事業となみ野地区推進協議会（富山県・砺波市・南砺市）」

により平成 14年度から 16年度に調査された、「5本以上の屋敷林を有する

家」※の調査結果に基づき、屋敷林を有する家の分布を整理した。 

上記調査は、「田園空間整備事業となみ野地区」一帯において「5本以上

の屋敷林を有する家」を調査したデータであり、散居村 GISとして構築さ

れている。 

砺波市の範囲で見ると出町地区・南般若地区・雄神地区・東山見地区に

おいて 5本以上の屋敷林を所有する家は見られないなど、データとしての

正確性には疑問があるものの、初めて砺波平野一帯の屋敷林を大規模に調

査したものであり、現在の屋敷林の状況を把握できる唯一の資料として調

査結果をそのまま引用した。 

 

○屋敷林の分布状況 

5 本以上の屋敷林を所有する住居の分布状況は、庄下地区や、栴檀野地

区、栴檀山地区において分布が少ない結果となっている。 

柳瀬地区や、太田地区、中野地区、般若地区については、5 本以上の屋

敷林を有する住居はあるものの、国道や主要地方道などの幹線道路沿線に

固まって分布している結果となっている。 

その他の地区については、比較的地区内に分散している。特に、鷹栖地

区や、東野尻地区、五鹿屋地区では一戸一戸の間に間隔もみられ、散村景

観としての特徴を見ることができる。 

 

 

※「5本以上の屋敷林を有する家」： 

調査を行うにあたり、各調査員に

対して一定の基準で調査を行え

るように、調査対象は下記のよう

に決定された。 

・家屋を囲む屋敷林であること 

・樹木が列状または並列状を成

しており、その面が1面以上

ある 

・屋敷内に5本以上の木がある 

・調査対象の樹高は、10m以上 

・樹種は限定しない 

・上記の条件を全て満たす家 
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○5本以上の屋敷林を有する家の分布 

 

図：田園空間整備事業となみ野地区推進協議会調査結果（平成14年度～平成16年度調査）

（散居村GISに基づき作図） 

※5本以上の屋敷林を有する家のみ 
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(3)散居景観を活かした地域づくり協定の締結状況 

砺波平野の散村景観を保全・活用するため、平成 14 年度より散居景観保

全事業が実施されている。この事業では、常会（地区）ごとに散居景観を

活かした地域づくり協定を締結することで、常会（地区）単位で行う散村

景観の保全活用に対して補助金制度が受けられる。 

平成 18年 7月 12日現在の協定締結状況は、協定を締結した常会の 6,115

世帯のうち、2,810 世帯（46.0％）で締結されている。東野尻地区、鷹栖

地区、若林地区、東般若地区、栴檀野地区では締結率が 80％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページの図を見ると、高波地区や林地区、鷹栖地区、東野尻地区、五

鹿屋地区、種田地区などでは、農村部に多く見られ、分布状況からも散村

の農家が多く締結しているものと思われる。また、中野地区や太田地区、

五鹿屋地区などでは、沿道に連なる家々においても締結されていることが

わかる。 

開発が行われてきた出町地区や、油田地区、南般若地区などにおいても

開発が行われず農地が残っている地域では締結がみられる。 

平野部では、柳瀬地区や青島地区、山間部の栴檀山地区、東山見地区、

雄神地区では締結はみられない。 

 

 

 

地区名 締結世帯数
関連常会

世帯数
締結率

出 町 116 561 20.7%
庄 下 154 689 22.4%
中 野 274 384 71.4%
五 鹿 屋 342 443 77.2%
東 野 尻 169 203 83.3%
鷹 栖 170 211 80.6%
若 林 154 160 96.3%

林 209 664 31.5%
高 波 127 326 39.0%
油 田 75 501 15.0%
南 般 若 176 543 32.4%
柳 瀬 0 0 0.0%
太 田 286 365 78.4%
般 若 274 573 47.8%
東 般 若 142 160 88.8%
栴 檀 野 14 17 82.4%
栴 檀 山 0 0 0.0%
東 山 見 0 0 0.0%
青 島 0 0 0.0%
雄 神 0 0 0.0%
種 田 128 315 40.6%
合 計 2,810 6,115 46.0%

図：散居景観を活かした地域づくり協定締結状況（平成18年7月12日現在） 

（資料：砺波市） 
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○散居景観を活かした地域づくり協定の締結状況 

 

 

図：散居景観を活かした地域づくり協定の締結状況（平成18年7月12日現在） 

（資料：散居景観を活かした地域づくり協定（地区別）） 
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１．散村景観の構造 

砺波平野の中心部は、富山湾に注ぐ庄川による緩やかな扇状地から成っ

ており、砺波平野全体に広がる一面の水田と屋敶林に囲まれた家々が数多

く展開し、市街地が形成された区域が見られるものの、広大な地域にわた

って散村が形成されている。 

屋敶林に囲まれた住居の周囲にはその農家が耕作する水田が取り巻いて

おり、水田の耕作範囲により住居の間隔が 100～150m（注２）という距離を保

ちながら平野全体に広がっている。 

圃場整備前は、自然地形に規制された、曲がりくねった道や用水と規模

が小さく不整形な水田であった。圃場整備により区画が大きく平坦な水田

が広がる現在の景観に変化してきたが、水田耕作が行われており、散村と

しての様相は大きく変容していない。 

平野に屋敶林が島のように点在する景観について「砺波平野の景観は「鳥

の目」になってみないとわからない。点々と広がる住居の屋敶林（カイニ

ョウ）が、冬枯れの田んぼに広がり、遠く山裾にすい込まれていく。その

時、その場所によって、美しさを変え人々の心をひきつける。（『砺波散居

村－緑の知恵－』北日本新聞社編：S.57）」と書かれるなど、水田が一面に

広がる水面を成す春、田面が濃い緑色を成す夏、黄金色の稲穁が広がる秋、

一面の雪景色を背景とする冬の景観など、季節や気候・農作業（人の暮ら

し）により多様な変化を見せてくれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 散村景観の構造 

写真：圃場整備前の空中写真     

（資料：砺波市史編纂委員会『砺波市史』 口絵写真） 
写真：最近の空中写真     

（資料：砺波郷土資料館） 

(注２) 

散村の間隔については、「砺波市

史資料編４：民俗・社寺 P１にお

いて、100～150mと記述している。

また、「地理学詳論」の松井論文

では、90mとしている。 

本稿では、砺波市史の記述を採用

した。 
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散村景観を構成する重要な要素は、大きく「農家の住居」と「周辺自然

環境」に分類することができる。さらに、「農家の住居」については「建物」

「屋敶林（カイニョ）」「庭園」「生垣・石垣」、「周辺自然環境」については

耕作のための「水田」「用水」などに分類することができ、これらが全体と

なって散村景観を形成する。また、その配置やしつらえにはおおむね共通

する原則が見られる。 

以下に、各構成要素についての役割・機能を整理する。 

 

２．建物 

(1)母屋 

屋敶林に囲まれたアズマダチの民家が点在する様子は、砺波平野散村の

代表的景観の 1つである。 

砺波の散村地帯の農家はもともと茅葺き屋根であり「クズヤ」とも呼ば

れ、多くは寄棟型の屋根を持つ民家であった。 

現在の砺波平野に多く見られるアズマダチは、江戸時代に金沢の武家屋

敶に見られた「アズマダテ」が原型とされ、この切妻妻入りの石置き屋根

造りが、農村部に広がり、瓦屋根の切妻妻入りアズマダチとして多く建て

られた。瓦葺のアズマダチが散見されるようになったのは明治 20年代のこ

とである。 

アズマダチ民家には瓦葺のアズマダチとして新築されたものと、茅葺き

の屋根部分だけを改造してアズマダチとしたものがある。明治に入ると家

の増築が盛んになり、増築部に下屋をつけたり、ツノ屋根をつけたりした

が、屋根の接合部から雤漏りするなど管理が大変であった。「屋根をおろす」

といって、茅葺き屋根を取り壊し瓦屋根にする改築が行われ、この瓦屋根

への改築は、明治 20 年代～昭和 30年代まで各地で行われた。この際妻入

りのアズマダチにする家と平入りのマエナガレにする家が見られた。 

アズマダチの家は、大きな瓦屋根を乗せ、正面の妻口をほぼ東に向けて

いる。束・貫・梁の格子組みとその間を白壁で塗られた妻意匠は魅力的で

あり、屋敶林の木立に囲まれた妻口が朝日に映える姿は、美しい眺めである。 

しかし、かつては散村の農家が競って建てたとされるアズマダチ民家も、

昭和 50年以降新築が尐なくなり、近年、生活様式や住環境の変化とともに、

現代様式の家に改築される例が見られるようになっている。 

図：散村景観の構成要素 

図：散村の構成要素 

図：屋敷内の配置 

（資料：『砺波平野の屋敷林を学ぶ』

/2003） 

写真：クズヤ（茅葺き）寄棟の民家 

（資料：砺波市史編纂委員会『砺波市史』/1965） 

写真：ツノ屋根 
（資料：佐伯安一『富山民俗の位相』/2002） 
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(2)付属屋 

①ナヤ（納屋） 

ナヤは、農作業を行ったり、農具を収納したりするために作られた付属

屋である。農機具としては、コンバイン（昔は脱穀機・バインダー）・乾燥

機などが入っている。脱穀機があったころの収穫期には、ナヤの中に刈り

取った稲を運び込んで、脱穀が行われ、ナヤの窓から吹き出された籾殻が、

水田に山をなしている光景が見られた。なお、より近代的で大型の機械を

収納する付属屋は、サギョウバと呼ばれて区分されている。 

規模は２間×４間程度で、戦後になってから建築されたものが多い。戦

前の砺波地方では、農作業は母屋の土間で行われており、ナヤなどは存在

しなかったようである。ナヤは、切妻屋根の乗る総２階建てで、外壁の１

層が下見板張り、上層が土壁となっている。母屋に面した側には大きな庅

と入り口がある。そして前庭と一体化した利用がなされている。一方水田

側には出入り口がなく、正方形の鉄の格子窓（カナマド）だけがあいてい

る。 

 

②クラ（蔵） 

クラは、収穫した籾を貯蔵したり、膳や椀などの利用度の尐ない調度品

を収蔵したりするための付属屋である。その外壁は、延焼を防ぐために漆

喰塗り込め仕上げ（土蔵造り）となっている。これにより土蔵（ドゾウ）

とも呼ばれる。 

ナヤと同じく総２階建てに切妻屋根をかけているが、１間半×２間ほど

の大きさしかない。閉鎖的な外観の中で、側面の格子窓が目を引く。内部

の２層目にあたる位置にあり、そのまぐさ（出入口、窓などの開口部の上

下に水平に設ける部材で、上部にありその上部の壁を支えるものを「まぐ

さ」という）は装飾的で、左官仕上げによるそりと繰形がついている。古

いものでは大正初期に建てられたものもあり、籾を貯蔵するものとして自

作農の家にはあった。現在では、共同の米乾燥所ができ、冠婚葬祭を住宅

内で行わないため、籾や膳を保管するクラの機能は低下し、モノオキとし

て利用されるか、取り壊されるものも多い。 

クラは、ナヤとともに、前側

にならぶことが多く、ジュウグ

チから見ると、屋敶林の深緑を

背景にナヤとクラが並び、その

間に母屋のアズマダチが見える。

このようにクラは、屋敶構えの

正面性を強調する、外観的に重

要な要素となっている。 

写真：クラ（蔵） 
（資料：砺波郷土資料館） 
 

写真：ナヤ（納屋） 
（資料：砺波郷土資料館） 
 

写真：前面にクラとナヤのあるアズマダチ 
（資料：砺波郷土資料館） 
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③タモン（多門） 

屋敶の入口に建てられ、塀や垣に囲まれた広大な屋敶と豪壮な本宅と蔵、

それに見合う重厚な門であり、格式の象徴として一種のステータスシンボ

ルであった。両側に納屋を持つ長屋形式で「多門」と呼ばれている。田門

※と呼ぶこともある。 

本来、開放性に富んだ一般農家や町家には門は無く、江戸時代には十村

などの役宅、明治以降は村の地为層の家だけであり、門があるのは「村の

オヤッサマ」の家だけであった。 

このような多門は武家屋敶の門の形式で、外敵に備える守りの門構えで

あり、十村などの役宅でのみこのような門構えが許された。明治時代にな

り藩による身分制度の束縛が無くなると、経済的に余裕のある大地为たち

が、多門を建てるようになったのである。農村部では、門を閉める必要が

無いことから、開かれた門であり、防備のための門としてではなく、現在

でもデザインとステータス（格式）としての意味合いが強いものである。 

中央は両開きの門で、両脇の納屋は農具や藁・茅などの置き場・米蔵な

どにも使われる実用的なもので、夜間は門扉の脇のくぐり戸から出入りす

る。 

藩政期の建物はヒバ材を使用して扉の金具も質素なものが多いが、明治

以降のものはケヤキ材などを使用し、扉には筋鉄や飾り金具及び鋲釘を配

し、威厳と格式を派手に誇示したものが为流となる。屋根は茅葺きで、壁

は真壁・白壁どちらもあるが、共に腰は雤の跳ね返りや冬季の雪に配慮し

下見板張りとしている。明治以降は屋根を瓦葺きにするようになった。 

 

※田門：十村も大地为も、作男を

使って田を手作りしていたの

で、納屋は作男の寝泊り、農具

の置き場や作業納屋として使

われていた。それで私は「田門」

と表現してみたこともあった。 

（資料：佐伯安一『富山写真語 万

華鏡「とやまの門」』） 

 

写真：多門 

（資料：砺波郷土資料館） 
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④ハイナヤ（灰納屋） 

灰小屋を作るようになったのは後のことで、普通はいろりの横に灰室（ハ

イムロ）と呼ぶ穴を設けて落として貯めていた。 

防火上危ないことから、灰を貯める小屋である灰納屋が作られるように

なると、灰をかくのは翌朝に行われ、朝起きると、まずいろりの灰を箕
み

で

かくのが为婦の日課となった。その後でこの灰納屋に貯めて、肥料として

田畑に散布していた。 

灰納屋は防火と農作業の便や屋敶の景観を配慮し、母屋から離れて田畑

に近い屋敶入り口脇に建てられる場合が多く、屋敶構えを前から見た場合

に非常に目立つ位置に建てられている。建物は１坪弱の平面で、木造、切

妻造りの桟瓦葺とし、妻を正面に灰の出し入れ口を設けている。内部は延

焼防止のため漆喰塗込め仕上げとなっている。 

当初は粗末な小屋程度のものであったが、外壁も荒壁だったものがトタ

ン張りから白壁になり、柱も弁柄を塗るものまで出てきた。屋根も茅ぶき

から瓦ぶき、鬼瓦までつくようになって、名称もコヤからナヤに変化し「ハ

イナヤ（灰納屋）」と呼ばれることになった。 

昭和 30年代頃までは、どの家にもある必需品であったが、現在では無用

の長物となってしまった。それにもかかわらず今日でも依然として残して

いる家が多い。 

 

 

 

 

図：灰納屋 

（資料：菊地 成朋、黒野 弘靖『砺波散居村における居住システムの分析』/1998） 

写真：灰納屋 
（資料：砺波郷土資料館） 
 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E8%8F%8A%E5%9C%B0%20%E6%88%90%E6%9C%8B
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E9%BB%92%E9%87%8E%20%E5%BC%98%E9%9D%96
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３．屋敷林（カイニョ） 

(1)屋敷林の構造 

屋敶林は、景観上も生活上も大きな役割を果している。また、屋敶林は

カイニョとかカイナと呼ばれ、ほとんどが丹念に枝打ちされた杉を含み、

母屋の 2～3 倍、高さ 20ｍほどに及ぶものもみられる。このため、景観上

も屋敶の点在性をきわだたせている。 

その配置は、屋敶の南～西側にかけて、春と冬の季節風や雪などから屋

敶を守るために植えられており、カイニョもその部分に厚い。また、高木・

中木等の多様な樹木構成とすることによって防風・雪効果を高めている。 

屋敶の東側や北側にはカイニョがあまりみられないが、「以前カイニョが

あった場所にサギョウバ、車庫などを建てた」という話も聞かれる。圃場

整備前には屋敶の北側や東側にもカイニョがあったのではないかと考えら

れる。 

樹種はスギを为とし、アテ（アスナロ）、ヒノキ、ケヤキ、エノキ、カシ、

タケなど多くの種類の木が見られる。また、下草も多く、平野の緑環境と

しての役割を果している。 

南側から西側：スギ、ケヤキ、ヒノキ、アテ、カシ等の高木 

西側から北側：スギ、エノキ、ハンノキ、タケ等が混植 

正面、東側 ：屋敶林が尐なく、花木、カキ・モモなどの実のなる木 

下草 ：フキ、ミョウガ、ドクダミ、ゲンノショウコ、オウレンなど 

砺波平野に古くからある、砺波市油田地区・堀内

の芳里家の屋敶林を例としてあげる。芳里家の屋敶

林は、砺波地方の散村に見られる一般的な形態をし

ている。旧家であるという点で、特異な面も多く見

られるが、南側から西側にかけて多くの樹木が栽植

されている。前庭の左右には、目周り※3 メートル以

上のケヤキの大木があり、当家のシンボル的存在と

なっている。 

屋敶を取り囲む石垣の内側には、スギをはじめヤ

ブツバキ、サザンカ、アセビなどの低木が植えられ

ている。西側から北側にかけてモウソウチク、カラ

タケなどのタケ類が植えられている。東側には、カキ、イチジク、ビワ、

アンズ、ウメなどの果樹が植えられている。 

1983 年の調査では、45 種、234 本の樹木が確認され、西側のスギが植

栽率 26.1％であった。砺波散村の屋敶林の特徴を示しているが大きな屋敶

としては、スギの大木が尐ない。これは、戦時中に供出されたためである。 

現在、北側にあったスギや果樹が無くなり大きな納屋が農機具を格納す

るために建てられている。 

図：屋敷林の配置（芳里三正宅） 

（資料：砺波郷土資料館『砺波平

野の屋敷林』/1996） 

※目周り：高さ1.2mでの幹周長、

造園用語 
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(2)屋敷林の役割 

屋敶林の始まりは、人々が原野を切り開いて、開拓をし始めた頃にさか

のぼる。（注１）人々は自分が住む家を風雤や吹雪から守り、冬の寒さをしの

ぎ、夏の強い日差しを避けるためには、家の周りにある原生林を残す必要

があったこととされている。以後、長きに渡って人々の暮らしの中で密接

な関係にあった屋敶林は、様々な役割をもち、昔から『高（土地）は売っ

てもカイニョ（屋敶林）は売るな』と言われるほど大切にされ、家の建替

えの時には一旦切られることもあるが、先祖代々守り育てられてきた。 

ここで、屋敶林の役割を整理する。 

 

①防風雪林 

砺波地域では、特有の南から西の風、特に春先には南から井波風と呼ば

れる強い風や、冬の冷たい季節風・吹雪、台風などが吹き荒れる。これら

から家を守るために屋敶の南側に厚く樹木が植えられた。また、かつての

家屋は茅葺であったため隣家の火事で火の粉が飛んでくるとひとたまりも

なく、これを防ぐ役目も大きかった。（注３）(注４） 

 

②断熱効果 

夏の暑い日差しを遮り木陰をつくるとともに、樹木の蒸散作用によって

周囲の気温を下げ、涼しく、空気を浄化し、その殺菌作用から家の腐敗を

防いでくれる。冬場には、冷たい風や吹雪を遮るとともに、熱が奪われる

のを防ぐ断熱効果もある。（注３）(注４） 

 

③建築、生活用材 

屋敶林は、家を建てる際の用材としても用いられた。特に、スギやアテ

（アスナロ）などの木は、重要な用材としてとして用いられた。スギなど

の樹木は用材となるまで何十年もかかるが、タケは、一年で伸びきり、伐

っても毎年生えてくることや、中が空洞で軽く、弾力性もあることから、

物干し竿や竹はしご、竹ぼうき、ザル、などの農具や生活用具を作る用材

として重宝された。（注３）(注４） 

また、散村は山から離れた平野部に多く分布しており燃料となる薪や落

ち葉などが尐なく、屋敶林から得られるスンバや小枝は貴重な燃料として

アマ（二階の屋根裏）に蓄えられ、炊事の煮炊きや囲炉裏で燃やされて冬

場の暖房として使用された。さらに、女子が産まれるとキリを植えて嫁入

りに備え、男子が産まれると真っすぐ成長することを願って杉の木が植え

られた。 

図：屋敷林のもつ機能 

（資料：『散居村田園空間計画報告書

（となみ野）』/2000） 

写真：南側が厚くなった屋敷林 

（資料：砺波市郷土資料館『砺波平

野の屋敷林』/1996） 

（注１） 

資料：新藤正夫『砺波平野の散居

村の歴史とくらし』JCCA   

No.204 

（注３） 

資料：砺波市郷土資料館『砺波平

野の屋敶林-散居に暮らし

た人々の自然との共生の証

-』/1996  

（注４） 

資料：砺波市立砺波散村地域研究

所『砺波平野の散村』/2001 
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④洪水から家を守る 

庄川に堤防が築かれる以前には、分流する庄川は頻繁に洪水を起こして

おり、流された家も尐なくなく、タケ･スギ・カシ・ヒサカキなどの水流に

強い木が、家を守るように洪水防水林としての役割も果たしていた。 

 

⑤食料補充 

敶地内には、カキ、モモ、クリ、ウメ、イチジクなどの果樹を植え、実

は食料としたり金銭に換えて家計の足しにしたりした。 

カキは、散村のほとんどの屋敶林の中に植えられており、子どもたちの

間食になくてはならないものであった。また、渋柿（シブガキ）は干柿に

加工され、単調になりがちな冬の食生活の足しにされた。ウメは、花を楽

しみ、果実を梅干にし、夏場にはご飯やおにぎりの防腐剤として利用され

た。（注３)(注４) 

 

⑥生物の住みか 

木の実や芽といった食料が豊富にあり風雪をしのぐことができる森とし

て、鳥や小動物、昆虫などのすみかとなっている。季節により小規模な移

動をするウグイス・ミソサザイ・ウソ・メジロ、ツグミ・アトリ・キジバ

トなどの冬鳥、カッコウ・アマサギなどの夏鳥、一定の地域に住み続ける

スズメ・カラス・ヒヨドリ・モズ・トビなど四季折々の鳥たちの住みかと

なっている。（注３)(注４) 

 

砺波郡下川崎村の江戸時代の農学者 宮永正運は、『私家農業談』（1789

年）の中で屋敶林の「多徳」について次のように述べている。 

『農家屋敶廻に木を栽るに多徳あり、第一風寒を防ぎ盗賊の用心と成、或

ハ隣家の火災の難を防ク也。枝葉は薪の絶間を助け、しん木ハ間をぬき伐

て材用を足し落葉ハ竈の賑となし、又ハ田畠の糞の補トモなる事也。』 

 

(3)屋敷林の新たな役割 

屋敶林の役割は前述のとおりであるが、屋敶林を守り維持していくため

に、従来からの防風雪林としての効果や断熱効果、生物の住みかなどの効

果を踏まえつつ、次のような新たな役割や機能の再発見が求められている。 

①癒しの空間としての機能を高める 

今日、多忙な社会生活において求められている癒し。木陰のある住ま

いや花のある住まいは住環境として最高に贅沢なものである。 

②雑菌の繁殖防止 

椎茸の栽培やカビの繁殖の抑制など、スギ林の殺菌力（フィトン・チ

ッドなど）を活用する。

写真：厳冬のキジバト 

（資料：砺波市郷土資料館『砺波

平野の屋敷林-散居に暮

らした人々の自然との共

生の証-』/1996） 

（注３） 

資料：砺波市郷土資料館『砺波平

野の屋敶林-散居に暮らし

た人々の自然との共生の証

-』/1996  

（注４） 

資料：砺波市立砺波散村地域研究

所『砺波平野の散村』/2001 
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③環境・循環型社会への貢献 

燃料としての活用や有機肥料としての活用。 

④地球温暖化の防止に貢献 

近年、地球温暖化が深刻化しており、二酸化炭素（CO2）を始めとす

る温室効果ガス排出量削減が求められているなかで、屋敶林の持つ緑の

力（光合成）が CO2を吸収することで、地球温暖化防止に貢献する。 

⑤健康な生活を保障する 

フィトンチッドの効果として、病原菌の発生を防ぐ効果があること、

屋敶林内の植物の光合成により酸素を作り出し空気がきれいになるなど、

健全な生活を行う上で重要な役割を果す。 

⑥屋敷内の雑草を抑える 

マツやスギの下では、堆肥ができず、雑草の発生を抑えることができ

る。 

⑦森林浴効果 

屋敶林に入ると独特のにおいが漂う。このにおいの正体が、フィトン

チッドといい、森林から発散されている成分であり、人がこのフィトン

チッドのにおいをかぐと、精神が落ち着き、リラックスしてくると言わ

れている。この森林浴効果により、心身をリフレッシュし、健康の維持

などを図ることができる。 

平成 15 年富山医科薬科大学医学部（現富山大学）西条寿夫教授が、

スギやヒノキから抽出される香気成分「セドロール」により、心身リラ

ックス効果があること（心拍数や血圧が下がり、ストレス状態や緊張時

に働く副交感神経の作用が増大すること）をつきとめた。 

 

(4)屋敷林の保護と被災 

江戸時代、加賀藩は「七木の制」という法を定め、藩内の山や林に生え

ている樹木を保護し、無断で伐採することを禁じた。砺波地方ではスギ、

キリ、カシ、ケヤキ、マツ、ヒノキ、クリの 7 種類を特に保護するように

命じた。屋敶林内にある樹木も大切に守らせたのである。 

現在では、生活文化の変化などによりカイニョは伐採される傾向にある

が、その一方で刈り込み方や樹種に凝ったカイニョもみられることから、

今も居住者の間にカイニョを屋敶の表情として捉え、大切にする考え方が

根付いていることがうかがわれる。 

また、現在の屋敶林も当初のままではなく地域住民の努力により守られ

てきたもので、歴史や災害などの幾多の洗礼を受けながら息づいてきたも

のである。そのため、砺波地方には屋敶林を守るという地域住民の強い思

いが感じられる。 
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①戦時中のスギの供出 

第二次世界大戦の軍需用木材として、直径 8 寸（24cm）以上の木が

供出の対象となり、昭和 18 年以降屋敶林の伐採が行われ、屋敶林が

減尐し散村景観が一変した。その後地元住民による植樹も行われたが、

戦前の状態に戻ることはなかった。 

②昭和 23 年～24 年頃：農村改善運動で屋敶林の伐採運動が起こる。 

③台風による倒木：昭和 25年のジェーン台風、昭和 34年の伊勢湾台風、

昭和 36 年の第二室戸台風 

④昭和 37 年：圃場整備が始まり、スギの枯死が出始める。 

⑤昭和 30 年代～40 年代：家屋の新築・改造、納屋の新築、モータリゼ

ーションに伴う車庫の建築により屋敶林が伐採され始める。 

⑥平成 16 年 10 月 20～21 日：台風 23 号による大被害で砺波平野では、

17,534 本の倒木被害（かってない北東の強風）があり、被災戸数 3,108

戸、254 の集落に被害を及ぼした。（平成１７年１月末日現在、砺波市・

南砺市による調査結果による） 

⑦平成 17 年 12 月 13 日～18 年 1 月 15 日：18 豪雪による被害 

⑧平成 18 年 7 月～9 月：猛暑 

 

 

４．庭園 

旧家では、母屋の南側に庭園を設けている例が多く、砺波地方では一般

的に「ロジ」と呼ばれている。スギ以外にも多くの種類の樹木を植え、池

や築山、石灯籠などを配置する。前庭との仕切りに木塀を設けることもあ

る。 

このような庭園は、十村の役宅などでは江戸時代からあったようだが、

その後、明治中期から後期にかけて村の地为層へ広がっていった。当時は

あくまでも「村のオヤッサマ」だけの特別な庭園であった。そのため、式

台玄関からは、庭園が見えるようにしつらえられた。 

砺波地方の散村では、その多くが庭園を設けているが、池が掘られ、庭

木が植えられ、冬場はその樹木に雪吊りをするようになったのは、高度経

済成長期以降のことである。 

写真：庭園 

（資料：砺波郷土資料館） 

写真：戦時中のスギの供出 

（資料：砺波郷土資料館） 
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写真：ブロック塀による境界 

（資料：砺波郷土資料館） 
 

 

５．ハドリ（石垣） 

(1)ハドリ 

散村では屋敶の周囲に基壇のようにめぐらされた石垣を目にする。これ

は「ハドリ」や「ハドリ石」と呼ばれる。周囲に高さを揃えて一体として

作られているものが多く、一抱えもあるような立派な丸石を積んだハドリ

は、昭和 40年代以降に作られたものが多いが、それ以前にも洪水から屋敶

を守るために石垣として存在していた。それ以前のものは、不正形な細か

い石で、屋敶のカミ側だけを人の背よりも高くした例が見られる。運搬技

術の発達などにより大きなハドリ石を使用することが可能となり、ハドリ

石は、家格の表現としての役割を強く帯びている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ブロック塀 

近年は、屋敶の周囲にブロック塀が整備されている。人の侵入を遮る境

界装置としては、スギの低木や生垣、板塀などがあったが、それらの代用

品として昭和 30年代後半から作られるようになっている。素材に凹凸のあ

る石材を使用するなど、外観を意識したしつらいがなされているものも見

られる。 

 

 

写真：石垣と板塀による境界 
（資料：砺波市保存樹等指定委員会『散居のみどり』/1997） 

写真：石垣と生垣による境界 
（資料：砺波市保存樹等指定委員会『散居のみどり』/1997） 
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６．水田(注５) 

屋敶周囲の農地は経営規模に応じて変化してきており、近世初頭では 50

石百姓（四町）、その後、分家などにより 25 石百姓（二町）となり、幕末

から明治期においては戸数が増加し、1 町百姓へと変わっており、それが、

現在の散村景観の基礎となっている。 

庄川扇状地はかなりの傾斜があり、扇状地面には大小無数の流路があっ

て凸凹が激しい。水田はこのように複雑な地形に順応してもとのままの形

で開かれたので形が整わず、面積もまちまちで一般に小さいものであった。 

そのため、砺波平野では集村地域と異なり部落などが共同して農道を作

ることが一般的ではなく、農道ではなく畦道が田のまわりにある独特の景

観を作り出した。また、起伏に富んでいるため、水田の間に段差がある場

合には、石垣を積むハドリがところどころにみられた。 

また、小区画で不整形かつ起伏に富んだ複雑な地形で水回しを行うため

に、圃場整備以前には「カワから直接取水するもの」と「隣接する水田か

ら畦越しに取水するもの」の２種類取水方法があり、ミチもその形体と整

合していた。 

その後、交換分合後に耕地整理、昭和 37 年以降圃場整備が進められ、

農道・用排水の整備もあいまって、現在の直線的な用水と整形田が多く見

られる砺波平野の散村景観となっているが、各戸の耕地は、圃場整備前後

ともに屋敶の周囲にまとまっており、水路に沿って広がっている。 

この屋敶とこれに連続した農地が１軒の農家の経営単位であり、その家

の領域的な広がりを示すものとなっている。

この領域の土地利用は、大部分が水田である

が、１筆ごとに条件が異なり、それに応じて

苗代の育成や稲の乾燥などの使い分けがなさ

れており、１枚１枚の水田が名指しで呼ばれ

ていた。また、水田の方向を示すにも屋敶内

と同じオモテ・セド・マエ・ウラという呼び

名が使用されており、周囲の水田が屋敶の延

長として認識されていたものと考えられる。 

 

 

（注５） 

資料：菊地 成朊、黒野 弘靖『砺
波散居村における居住シス
テムの分析』/1998 

図：屋敷周辺の水田の呼び名 

（資料：菊地 成朋、黒野 弘靖『砺波散居村における
居住システムの分析』/1998） 

 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E8%8F%8A%E5%9C%B0%20%E6%88%90%E6%9C%8B
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E9%BB%92%E9%87%8E%20%E5%BC%98%E9%9D%96
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E8%8F%8A%E5%9C%B0%20%E6%88%90%E6%9C%8B
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E9%BB%92%E9%87%8E%20%E5%BC%98%E9%9D%96
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７．用水(注５) 

(1)圃場整備前の用水 

水路は、上流から下流に向かって屋敶を束ねるように通

っている。屋敶に通された水路は、母屋の裏側（セド）を

流れ、セド・シモの位置でホリと呼ばれる深さ 1ｍほどの

貯水池で一旦溜まった。ここでカワの水は、飲料・炊事・

洗濯に利用され、余った水がシモ側の屋敶へ流れて行った。

母屋の間取りも、このカワの流れの方向性に対応するもの

となっており、カミ側にザシキ、シモ側にダイドコロがく

る。ホリはダイドコロのすぐ近くに設けられていた。ホリ

では食器だけを洗った。そのかすを中で飼っている鯉の餌

にした家もあると聞く。またホリに溜まったドロは、春の

江ざらいの際に田畑の肥料として利用された。 

一方、洗濯はホリではなく、ホリから水をたらいに汲ん

で行っていた。この残り水は、ニワに掘った穴（ツボ）に

流した。このツボには残飯や野菜くずなどを入れて堆肥を

作り、その上澄みだけを屋敶周辺の水田に流していた。こ

の水は、畦越しに次々と低い田へ流され、最も低い水田に溜

まり、直接水路へ戻ることは尐なかった。 

耕地整理前の水路には用水と排水の区別はなかったが、排

水は自分の水田の中で完結し、シモ側の屋敶へ直接流さないような水利用

システムとなっていた。その結果として、カワの水質は保全され飲料水と

して使いまわすことも可能なものとなっていた。また、景観的にも用水の

堤に沿って畔（クロ）と呼ばれる草木が繁茂する場所が細長い森のように

地域全域に広がっており、水生の動植物の生息する場所にもなっていた。 

 

(2)圃場整備後の用水 

圃場整備事業は、農地の集団化を図って１枚の区

画を拡大、整形化するとともに、農道や用排水路を

整備したもので、砺波平野においても 30ａの区画を

標準として統一され、道路は直線的で、水田の両側

には水路が通される等、個々の屋敶以外は全く新し

い形態となった。また、水路がコンクリートにより

整備されたため､前述したクロが姿を消し、上水道の

整備などにより、水路と関わりの深い生活様式はほ

とんど見られなくなった。 

圃場整備前 圃場整備後 

図：圃場整備前後の屋敷周辺の変化（種田地区の天正における同一屋敷の変化） 
（資料：菊池成朋、黒野弘靖『砺波散居村における居住システムの分析』/1998） 
 

図：屋敷周辺の水系 

（資料：菊池成朋、黒野弘靖『砺波散居村における居
住システムの分析』/1998） 

 

（注５） 

資料：菊池成朊、黒野弘靖『砺
波散居村における居住シ
ステムの分析』/1998 
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○圃場整備前と圃場整備後の空中写真の同一範囲での比較（太線赤枠内は拡大したもの） 

写真：平成 13年（圃場整備後） 
（資料：砺波郷土資料館） 

写真：昭和 38年（圃場整備前） 
（資料：砺波郷土資料館） 
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１．砺波散村独特の生活様式・習慣 

(1)砺波散村の生活 

砺波散村の生活について、衣生活、食生活及び住生活の観点から整理す

る。 

 

○衣生活(注６) 

平常着はナガモンと呼ばれるワンピースの衣類であり、仕事着はミシカ

モンと呼ばれる上体と下体が分かれたツーピースであった。 

男子は、上体に小倉の縞木綿のシャツを着用し、その上に紺の半天状の

モジリを着て帯をした。下体は六尺ふんどし、またはモッコふんどし（越

中ふんどし）をしめて紺のモモシキを穿いた。女子は、上体に木綿の肌着

（夏）、キショネル（紀州ネル）のハダコ（秋）を着用し、その上に男子よ

り長めのモジリを着た。若いうちは、縞や絣で柄が荒く赤味のあるものを

着、年がいくと黒っぽいものを着た。下体は腰巻の蹴り出しで、夏はモス、

冬はキショネルのものを穿いた。作業時は、前掛けやキャハン（脚半）や

コテ（手甲）をすることもあった。 

 

○食生活(注６) 

砺波は米どころといわれたが、戦前は年貢米を収め、肥料代や生活費を

得ようと尐しでも売米を多くしなければならなかったため、三度三度米の

飯を食べることは無く、通常は屑米や混食するのが普通であった。 

副食は、朝はオツケ（味噌汁）と漬物に梅干、昼はさらに何か皿もの一

品、夕は煮しめに漬物であった。干しいわしや干しだら、塩ます、鮭の塩

引きなどの干し魚は週に一度くらいであった。生魚になると、いわしやさ

ば、あじ、いか、たらなどが月に一度くらいであった。おかずが尐ないた

め、漬物は三食欠かすことができなかった。 

 

時  間 食 事 内 容 

アサハン・アサ

メシ（朝） 

イコを好きなほどかいて食べ、その後ご飯を一膳。混食

であったり、ヨゴシをのせて食べた。 

ヒルマ（昼） ダゴを好きなほど食べ、あとはご飯一膳。 

ヨハン（夕） ゾロか飯。 

 

 

第３節 散村の生活様式・習慣 

（注６） 

資料：砺波市史編纂委員会『砺波

の歴史』/1988 
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○住生活 

●散村の農家の間取り 

屋根型は寄棟・入母屋との違いがあるが、両者とも間取りはよく似たタ

イプの広間型を基本としており、いろりのある広間の、いわゆる土座住ま

いである。また、付属屋も尐なく、母屋の中で馬を養ったり、農作業も行

う単棟集中型で、柱や梁も太くそのため規模も大きくなり、雪国であるこ

との特徴を有しているものと考えられる。 

間取りは広間型で、オイと呼ばれる広間が構造的にも機能的にも家屋の

中心をなしている。上と下の大黒柱の上にはウシと呼ばれる太い横梁が渡

され、これと交差してハリマモンと呼ばれるたて梁が＋あるいは廾型にか

けられる。また、柱と柱の間はヒラモンという幅の広い平鴨居で連結され、

横に壊れないような構造になっている。こうした作り方をワクノウチヅク

リといい、砺波民家の特徴的な構造であり、柱や梁の各部材も大きいのが

家格の象徴とされたため、必要以上に大きくする風があった。丸竹を編み

並べた天井も高く、小さい家でも九尺、大きい家や後期の家では十二尺に

達するものもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家の出入りは、为にオイから行い、オイにはエレンナカ（囲炉裏）が切

られ、これを中心として煮炊き・暖房・食事・団欒・接客などが行われた。

この間を板張りにするのは富農層で普通は土間に籾殻・藁を敶き、その上

に莚を敶いて生活の中心としていた。 

オイの上に座敶（ザシキ）があり、仏壇と庆の間が設けられている。こ

こを上座敶と下座敶に分け、また、欄間書院を設けるようになったのは、

一般に明治以降である。こうした贅沢＊は十村や大高持・大寺はともかく、

一般の農民層には制限されるまでもなく望み得ることもないものであった。

しかし、今日では正月に天神様を、三月にはお雛様を飾らねばならぬので、

なくてはならないことになっている。モノゴト（冠婚葬祭や仏事）などの

際は、この二間とオイの間の戸をはずして開け広げ、家全体をお寺の御堂

のように広くして使うのである。 

写真：「ワクノウチ」と呼ばれる重厚なつくりの広間 

（資料：となみ散居村ミュージアム HP） 

※寛文八年（1668）のおふれ 

「なげし作・杉戸・附書院・くし

がた・彫物・組物、一切無用。 

庆ぶち・さん・かまち等ぬり候義、

並びにから紙はり付堅く停止せ

しむる事」とあって、贅沢を制限

した。 

（資料：砺波市史編纂委員会『砺

波市史』/1965） 

写真：エレンナカ（囲炉裏） 
（資料：となみ散居村ミュージアム 

HP） 
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オイの下にある土間はネワ（庭）と呼ばれ、脱穀調整・米つき・餅つき・

藁仕事等、すべての作業場であった。また、この一隅に厩が設けられた。

ネワは頻繁に使われるので、庆面は粘土を混ぜ、杵でつき固めてある。そ

の際塩を混ぜて搗
つ

く。飢饉のときにこの土を煮出して食べるためだという

伝承もあるが、土間が割れることを防ぐために塩の湿り気を利用したとい

うのが本当であろう。ネワの前隅、玄関から入ったところにアマバシゴが

あり、アマと呼ばれる屋根裏にネワから梯子を通じて上下した。アマには、

藁や燃料が貯蔵されており、庆面は下の部屋の天井でもある。丸竹を編み

並べた上にこもを２～３枚敶いた簡単なものであるが、総持ちになってい

るので踏み破ることはなかった。オイに囲炉裏があったころは、その隅の

シバヤ（燃料置き場）の上に穴をあけ、そこから藁や薪を落とすようにな

っていた。 

以上のザシキ・オイ・ネワ（ニワ）の三室、すなわち母屋部分の三室を、

後ろの下屋部分に対して俗に「前三坪」といい、世間的な評価をするとき

も「前三坪がしっかりしとる」などと家の为体部分と考えられていた。昔

は分家する時に座敶をつけない場合もあり、「前二坪建ててやりゃよかろ」

などといったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オイの後ろには、小さい下屋をつけて納戸（ナンド）が設けられ、ヘヤ

（寝室）、その残りから後ろにかけてチャノマをとる。これができると、オ

イにあったエレンナカ（囲炉裏）はこの間へ移され、それにつれて団欒・

食事などオイの持っていた機能はほとんどここへ移ってしまった。 

ネワの後ろにはナガシがあった。扇状地で地下水が深いので井戸（イケ）

を持つ家はほとんどなく、川水を利用した。イケが一般に掘られるように

なったのは、明治も末以降のことで、それもイケダノモシという頼母子講

を組んで長い間かかって掘ったものである。 

図：農家の間取り 
（資料：砺波市史編纂委員会(砺波市)『砺波市史』/1965） 

写真：アマ（屋根裏） 

（資料：となみ散居村ミュージアム 
HP） 
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●部屋の呼称と住まい方 

(1)ヒロマ 

家の中心となる桁行２間から３間半、梁間２間から４間半程度の規模を

もつ文字通りの広い部屋で、接客のために利用される部屋である。家の格

式の象徴的な部屋で、堅牢なワクノウチづくりとなっている。 

(2)チャノマ 

ヒロマの後方にあり、ヒロマのもともとの機能のうち、食事、家族団ら

んなどの部分が移った部屋であり、ごく親しい人の接客はここで行われる。 

(3)ナガシ 

チャノマの下手の土間部分にチャノマ機能のうち煮炊きや食事場の部分

が分化したものである。 

(4)ヘヤ 

寝室であるとともに、貴重品の収納場所であった。 

(5)ザシキ 

ヒロマの上手に２室ある部屋で、前面をクチザシキ、奥をオクザシキと

呼び、特別な賓客の接待や冠婚葬祭等の行事や寄り合いの時のみに使用さ

れ、オクザシキには、仏壇が置かれた。 

(6)ヒカエマ 

クチザシキやオクザシキの背後、仏間の背後にトコ・タナ備えた６畳間

程度の小部屋を設け、ヒカエマと呼んでいる。ヒカエマは、控え間で、仏

事の時の、僧侶の控室になる部屋である。ヒカエマに接してソトエンを設

けここから直接を出入りできるようにしている。 

(7)ニワ 

ヒロマ下手の土間部分を一般にニワと呼ぶ。ニワは脱穀、調整、米つき、

わら仕事などの作業場であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図：昭和初期の一般的な民家の間取りの一例 

（資料：砺波市立砺波散村地域研究所『砺波散村地域研究所研究紀要第 18号』/2001） 
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２．砺波散村集落の歳時記 

砺波平野の祭り・行事をまとめる。 

 

季

節 
祭り・行事 内  容 

正
月 

元日 

1 月 1 日 

・朝、ノライサマ（仏様）と神様を参り、家族揃って年酒と雑煮を頂く。 

・为人は氏神や手次寺へ参り、近所や娘の嫁ぎ先へ年頭にまわった。 

仕事始め 

1 月 2 日 

・農家は早朝に起きて朝食までに縄一把（30 ヒロ=約 5.6m）をなう。 

・商家では、初売りを行い、最初の客にお鏡を進呈する。 

・子どもたちは書き初めをする。 

ナンカブ 

1 月 7 日 

・仏様に備えてあったお鏡をおろして、雑煮にして食べる。 

厄払い鯉の放流 

1 月 7 日 

・厄年にあたる老若男女が「長寿」「学業成就」などを願い、御神酒を与

えられた鯉に一人ひとりが手を触れ、鯉の生命力にあやかり、身の厄を

託し庄川へ放流する。 

キシュウ 

1 月 10 日 

・商家では、帳面祝いといって、新しい帳面に赤飯と神酒を供えて商売繁

盛を祈った。 

サギチョウ（左義長） 

1 月 14 日 

 

・子ども組みの管理で、2、3 日前から各戸を回ってわら・縄・竹を集め、

高さ 7、8m の円錐形を作り上げ、晩に正月飾りや、古いお札、書き初

めなどを燃やす。 

・燃えた書き初めの紙が天高く舞い上がると、習字がうまくなると言われ

ている。 

・この火で焼いた餅を食べると一年中病気にならないとも言われている。 

サツキ 

1 月 15 日 小正月 

・この日一日を田植えのような気持ちで過ごす。朝食前にノデワラを打つ

家もある。 

カモボイ（鴨追い） 

1 月 15 日 小正月 

・早朝、子どもが家の田へ出て大声で鴨追いの歌をうたう。 

『苗代田のおばいさ 鳥ぼうでくれっしゃい 何鳥ぼおうじゃ 朝鳥夜

鳥 昼間の孔雀 よさるの鳥 ホワーイ ホワイホワイ』 

アズクソーン（小豆雑煮） 

1 月 15 日 小正月 

・この日の朝作る小豆粥。中には稲株・穁・米俵・田んぼに象った団子を

入れる。 

十八がゆ 1 月 18 日 ・小正月の小豆粥を茶碗に残しておいて、この日の朝に食べる。 

テンジンコー（天神講） 

1 月 25 日 

・正月の間、庆の間にまつってあった天神様が帰られる日。 

・天神様のお鏡をおろして食べる。 

 

表：砺波市の主な祭り・行事 
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季

節 
行  事 内  容 

春
か
ら
夏 

火祭り 

2 月初旬 

・この時期に火祭りを行う村が多い。神为が宮へ来て防火のお払いをする。 

ネハンゾ（涅槃像） 

2 月 15 日 

・真言宗や禅宗の寺では御堂に釈迦の涅槃絵像を掛けて法要を勤める。 

・供えてあった赤青黄緑白などの色とりどりのネハンダンゴを撒く。 

ヒンナサマ（雛祭り） 

3 月 3 日 

・女の子のいる家では、庆の間に雛人形を飾り、菱形のよもぎ団子などを

供えた。 

オチューニッツァマ 

3 月 23 日頃 

・春彼岸の中日。この日の夕日は極楽の入られるといって拝む。 

・カイモチ（ぼたもち）などを作る。 

春祭り 

3 月下旬から 4 月中旬 

・宮へ神为が来て祈祷する。 

・各家ではダゴマッツリといって団子を作る。 

出町神明社の春祭り 

4 月 16 日、17 日 

 

・6～12 歳くらいまでの子どもが曳山の上に設けられた台座の上で、三味

線や浄瑠璃に合わせて歌舞伎を演じる。 

・東、中町、西町の 3 町ごとに曳山を所有しており、西町の曳山が最も古

く、天明９年（1789）に建造された。 

・かつては毎年 3 台の曳山が出されていたが、昭和 44 年以降、当番で毎

年 1 台のみが出されている。 

・平成 6 年、富山県指定文化財に指定された。 

五月節句 5 月 5 日 ・昭和 40 年代から鯉のぼりや武者人形を贈るようになった。 

・鷹栖村では、嫁の実家から 10cm 位の尖った白と黄の餅を贈った。 

イリガシボン 6 月 1 日 ・餅のはぜや大豆・米などを煎ってイリガシを作って食べ、農を休む。 

ヤスゴト 

6 月 10 日、11 日 

 

・田祭り。田植えを終えての祝。砺波平野では大部分がこの日に行う。 

・笹餅などを作って農を休む。 

・子供たちが中心にとなってヨータカ（夜高）を製作し、地区の各戸を練

り歩いた。なかには、お宮の神輿を担ぐ地区もあった。行灯の大きさは、

手に持てるものから横 3 尺、幅１尺 5 寸、高さ 6 尺のものを丸太で作っ

た台の上に立て数人で持つ大きなものもある。行灯には、「祝田祭」「豊

年満作」「武者絵」などと書かれていた。 

・青年会が中心となって製作する大型のヨータカは、砺波夜高祭りや庄川

観光祭の夜高行灯として賑わっている。 

虫送り 

7 月初旬 

・神为が宮へ来て祈祷し、各戸へシデ（御幣）を配る。これを青竹の先に

差し、为な田の畦へ差しておく。 
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季

節 
行  事 内  容 

お
盆
前
後 

八朔の一日 

8 月１日 

・「継子の腹ふくらがし」といって、この日だけは、継子にも腹いっぱい

食べさせる日。ボタモチを作る。 

ナンカボン（七日盆） 

8 月 7 日 

・栴檀山地区中尾では墓の掃除をする。 

・鷹栖村ではこの日から月末まで墓や地蔵の前にタカドーロを吊るした。 

・毎晩、角燈篭に火をともし、長い竹竿の先に滑車で吊り上げる。 

盆 

8 月 15 日、16 日、17 日 

・14 日の晩から墓参りをする。蝋燭・線香・花を供える。 

秋
か
ら
冬 

9 月の節句 

9 月 9 日 

・鷹栖では、昔は丁寧な家では嫁の実家から餅を贈った。 

秋祭り 

9 月から 10 月 

 

・収穫を感謝する秋祭りが各地で行われた。一年の中で最もにぎやかな祭

りで、ワカイショ（若衆）によって獅子舞が奉納された。 

・農村部では、春祭りより盛大でほとんどの村で獅子舞が出る。 

・子どもは獅子取りとして、刀や鎌、棒などを使って獅子の相手をする。 

・各村で獅子を持つようになったのは明治 20 年以降のことである。 

・鷹栖が 8 月 20 日で最も早い。最近では、農繁期を避けた 11 月 3 日頃も

多い。 

 

オシチャサマ（お七夜様） 

11 月 28 日 

・寺では、御満座として前七日間の法要を営む。 

・各家でも、このころから暮れにかけて手次寺の僧を呼んでホンコサマ（報

恩講）を営む。 

ハリセンボ（針歳暮） 

12 月 8 日 

・針供養を行い、1 日針仕事をしない。 

・昔は嫁の実家からナガマシとイガラマンジョを贈った。 

ヤママッツリ（山祭り） 

12 月 9 日 

・昔は散村ではこの日を休みとし、山へ入ってはいけない日とされていた。 

・現在、一般には山祭りはなくなり、炭焼きや製造所など山仕事の関係者

だけが祭りをするようになってきた。 

・2 月 9 日に行うところもある。 

すす払いと餅かち 

年暮れ 

・すす払いをして餅を搗く。 

・29 日は「苦餅」といって、餅を搗くのを避ける。 

門松 

 

・庄川の金屋や青島あたりでは山へ行って松の枝を切ってきて、家の入り

口の雪垣に刺しておく。 

 

 

（資料：富山県教育委員会『富山県の祭り・行事』/2002、砺波市史編纂委員会『砺波の歴史』/1988、 

砺波市文化財審議会『砺波市の文化財』/1983、砺波市史編纂委員会『砺波市史』/1965） 
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１．散村をとりまく社会構造の課題 

(1)車社会中心の生活形態への変化 

砺波地方の充実した道路網は、農村部からどこへでも車を使えば通勤が

可能であることから、通勤圏の拡大に大きく寄与したが、道路整備は、低

廉な価格の土地を求めて住宅団地や工業団地が造成された結果を産み、散

村景観に大きな影響を及ぼすことになった。 

急速に車社会が進み、車の保有台数が増加すると、広い敶地面積を求め

る需要に対して、砺波地方は近隣諸都市への近距離通勤圏内として適地で

あり、工業団地の造成が就業機会を増やし、就業者が砺波周辺に居を構え

るということになった。 

農業従事者にとっても、就業機会の増加は農業の兼業化に拍車をかけ、

通勤のための車の保有台数が増えることになり、十分な駐車スペースを求

め敶地内に車庫を建てる際に、屋敶林を伐採することが行われるようにな

った。 

車社会中心の生活形態への変化と農村部での宅地化の進行による、農地

の減尐と屋敶林の伐採が懸念される。 

 

(2)農業経営 

①就農構造 

農業経営規模の拡大と農作業の合理化を目的として、砺波地方において

も、昭和 37 年（1962 年）農業構造改善事業にともなう圃場整備事業によ

る水田の大型化や農道が縦横に新設されたことにより、砺波平野の道路整

備が進み、急速に交通の便は良くなった。 

昭和 40 年（1965 年）以降、農業の機械化による余剰労働力を工業へ向

ける「農工一体化政策」によって、砺波平野には、広く安い土地を求める

アルミや電気関連企業が進出した。 

また、高度経済成長期以降、昭和 45 年（1970 年）から米の生産調整「減

反」が行われ、昭和 53 年（1978 年）からは水田利用再編対策として「転

作」の割当制度が開始されるなどの農業政策の転換期を迎えた。 

農業政策の転換と工場進出は、農家の就業構造にも影響を与えた。すな

わち、男性のみならず農家の为婦にも安定した就業先を与え、農業の実質

的な担い手であった为婦もまた恒常的に兼業に従事することになった。 

就業構造は、1960 年代は通勤兼業と日雇兼業が、1970 年代後半からは

为に通勤兼業に変化し、現在の世帯为・後継者層・为婦の農外就業を生み

出した。 

第４節 散村の課題 
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砺波農村の変化の傾向をまとめた図（新藤正夫 1976）は、圃場整備を契

機に大規模経営を目指す尐数の農家といわゆる「土地持ち労働者」化する

多数の兼業農家の両極分離がますます進むと予想している。 

第 1 章 P27 の「グラフ：専兼業別農家数の推移」を見ると、兼業農家数

は減尐しているが、専業農家数はほぼ

横ばい傾向にある。農外収入が得られ

る兼業化は安定的な収入をもたらした

が、新規就農者は増えず、農家人口の

減尐と農業従事者の高齢化に伴う担い

手不足などから、耕作放棄地（平成 18

年 3 月現在、45ha）の増加と経営耕地

面積の減尐（S45：5,699ha→H12：

4,341ha）が進んでいる。 

散村の背景である水田を保全し、耕

作放棄地の増加や経営耕地面積・担い

手の減尐に対する歯止めが求められる。 

 

②農業経営 

日本の農業は、伝統的に「農家」という家族経営によって担われてきた。 

稲作中心の農業形態は、戦後、農業機械化により労働生産性が大きく向

上したが、規模拡大のテンポは遅々としており、現在もその大部分は小規

模な兼業農家によって担われている。 

こうした構造を支えてきたのは、農村社会の風習であり、農家の長男は

後継ぎとして家や農地を守り継承してきた。しかし、こうした構造が崩れ

だしたことなどから、後継者不足のため稲作をやめる農家が増加し、今後

の家族経営の行方が懸念されている。 

このことは、経営耕地面積規模が全国と比して大きく（砺波市で経営耕

地面積が 1.0ha 以上の耕地：家族経営で 52.0％を占めているが、全国平均

では 42.9%）収益構造

が全国平均より高い砺

波平野の農業において

も、基本的には変わら

ないものであり、農家

人口の減尐・高齢化・

担い手不足は農家経営

において喫緊の課題と

なっている。 

図：砺波平野における農村変化の図式 

（資料：新藤正夫『ほ場整備に伴う礪波市の農業および農村の変容』 

地域開発問題研究/1976） 

経営耕地面積規模別経営体数

富山県 構成比 砺波市 構成比 全国構成比

農業経営体　計 32,291 100.0% 2,360 100.0% 未公表

31,505 100.0% 2,308 100.0% 100.0%

15,980 49.5% 1,133 48.0% 未公表

15,683 49.8% 1,120 48.5% 57.1%
11,532 35.7% 942 39.9% 未公表

11,514 36.5% 939 40.7% 25.3%
2,701 8.4% 136 5.8% 未公表

2,691 8.5% 134 5.8% 8.2%
705 2.2% 31 1.3% 未公表

689 2.2% 29 1.3% 5.0%
306 0.9% 11 0.5% 未公表

287 0.9% 10 0.4%
477 1.5% 49 2.1% 未公表

383 1.2% 42 1.8% 2.5%
590 1.8% 58 2.5% 未公表

258 0.8% 34 1.5% 1.9%

（単位：経営体。％）
平成17年（2005農林業センサス）

5.0ha以上10.0ha未満
うち、家族経営

10.0ha以上
うち、家族経営

3.0ha以上4.0ha未満
うち、家族経営

4.0ha以上5.0ha未満
うち、家族経営

1.0ha以上2.0ha未満
うち、家族経営

2.0ha以上3.0ha未満
うち、家族経営

うち、家族経営

1.0ha未満
うち、家族経営

区分

表： 
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これまでの農家・家族経営がかかえる課題に対しては、認定農業者

※や集落営農の組織※により解決されてきたが、新たな食糧・農業・農

村基本計画においては、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農

業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされた。 

また、19 年度から導入している品目横断的経営安定対策についても、

認定農業者や一定の要件を満たす集落営農組織をその対象とすること

とされている。 

砺波市では、認定農業者 99 組織、1,673.1ha（協業型集落営農 9 組

織 439.8ha、個別経営 90 組織 1,233.3ha）であり、集落営農４組織

112.1ha（協業型集落営農 3 組織 59.0ha、転作組織 1 組織 53.1ha）を

含め、品目横断的経営安定対策※関連の総経営水田面積 1,785.2ha で

ある。 

砺波市の経営水田面積 4,890.0ha の約 37％が対象となることから、

農家の経営安定を図り、農地を保全・良好な景観を守るためには、上

記制度などを利用した、より一層の農業活性化方策の推進が不可欠で

ある。 

また、認定農業者制度においては、地域の農業の担い手としての取

組みや農地集積などの調整が不可欠となってくることから農地転用が

行われにくくなるという利点もある。 

 

■ 農地・水・環境保全向上対策※ 

平成 19 年度から始まっている新しい支援制度であり、農業者だけ

でなく地域住民が参加する活動組織を母体に、活動計画を策定し、市

町村と協定を結んだ上で、その実践活動に対して、活動する区域の農

地面積に応じた基礎支援を受けるものである。共同活動としては、水

路の保全活動に対するものや生態系保全のための活動支援などがある。 

共同活動以外の営農活動に対しての支援としては、化学肥料と化学

合成農薬の 5 割低減等の環境にやさしい農業に取り組む場

合や地域全体の農業者による環境負荷低減に向けた取り組

みが支援の対象となるものである。 

砺波市では、平成 19 年度より取り組んでいる地区水田

面積が 2,080ha 程度（46 集落、うち 99 常会）あり、農業

者と地域住民が一体となった環境保全向上対策が行われる

ことになれば、散村の重要な要素である水田が守られるこ

とにつながると思われる。 

※認定農業者：自ら経営改善に取

り組む、やる気と能力のある農

業者が、いわば「農業経営のス

ペシャリストを目指す計画で

ある「農業経営改善計画」を作

成し、その計画を市町村が認定

する制度である。認定農業者に

なると、その計画達成に向けて

様々な支援措置を受けること

ができる。 

 

※集落営農組織：集落営農とは、

集落を単位として、生産工程の

全部又は一部について共同で

取り組む組織をいう。 

 

※品目横断的経営安定対策：これ

までの全ての農業者を一律的

に対象として個々の品目ごと

に講じてきた施策を転換し、意

欲と能力がある担い手を対象

にその経営安定化を図る施策

のこと。 

 

※農地・水・環境保全向上対策：

平成19年度からの新しい制度

であり、農地・水・環境の良好

な保全と質的向上を図るため

の地域共同の取り組みを支援

する制度である。 

①共同活動（資源保全）への支

援 

②農活動への支援がある。 
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○ 認定農業者が管理する水田の分布 

○ 農地・水・環境保全向上対策取り組み地の分布 

図：農業経営動向図（平成 19 年 3 月末現在） 

（資料：砺波市提供資料により作成） 
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③工業団地 

前述した大規模な面積を有する工業団地の増加は、砺波平野の景観を一

変させる可能性がある。一部の工業団地では、工場周辺に植樹するなどの

配慮が見られるが、計画的な土地利用も含め、景観誘導を図っていく必要

がある。 

 

④宅地開発 

昭和 50 年頃から、圃場整備が終わった農村地帯へ大規模な住宅団地が

建設され始めた。昭和 60 年ごろからは、兼業農家の減尐と離農によって

水田を手放す農家が増え、水田１、２枚程度の土地に住宅 8 軒から 12 軒

程度の宅地開発が盛んに行われ、散村景観と調和しない緑の尐ない住宅団

地が見られるようになった。今後も人口の増加に伴い、農村部へのスプロ

ールが懸念される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤圃場整備 

圃場整備以前には、曲がりくねった用水や川に数多くの畔（クロ）と呼

ばれる緑が存在していたが、昭和 37 年頃から始まった圃場整備により、

水田は大型化され、直線化された道路やコンクリートで整備された用排水

路が地域全体に広がった。そのため、河畔に繁茂していた木々や水生植物

が姿を消し、魚類・水生昆虫・両生類などにとっては、流れが速く砂礫の

堆積も無いため生息しにくい環境となった。そのため、田園空間の保全と

共に動植物の生息環境を守り、共生することが求められている。 

図：砺波市農村部での宅地開発（平成15年頃の写真） 

（資料：砺波郷土資料館） 

写真：昔の用水 

（資料：砺波郷土資料館） 
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２．散村の課題 

(1)伝統的家屋の存続 

昭和 30 年代以降、技術革新と経済成長に伴いライフスタイルは大きく

変化し、経済性や実用性などが追求されるようになった。家の改築・建替

の際には、茅葺屋根は瓦屋根に、雤戸がアルミサッシに変わるなどの大き

な変化が見られた。機密性の高いアルミサッシや化学建材などの、安価で、

性能も良く、すぐに手にいれることのできる住宅建材は、すぐに人々の間

にひろまり、砺波平野の家々は、姿を新しいものへと変えていった。 

また、尐子高齢化や核家族化に伴い家庭の構成人数が減尐しているのに

対し建物が広すぎ、管理できないことなどもあり、砺波平野散村の特徴で

あるアズマダチ家屋の存続が危ぶまれている。 

 

 

(2)屋敷林の維持 

家の建材の変化にともない丈夫になった家々では防風雪林としての屋敶

林の存在意義が薄れ、冷暖房設備の普及によって断熱材としての屋敶林の

存在意義が薄れるなど、生活様式の変化によって、住む人の屋敶林に対す

る意識が変わってきた。 

平成 2 年度に富山県が実施した住民意識調査では、屋敶林を維持してい

くうえでの悩みとして、落ち葉の処理と枝打ちなどの手入れが 1 位、2 位

となっている。 

屋敶林は、屋敶を取り囲むように配置されているため、散村地域全体か

ら発生するスンバ（杉葉）の量は膨大であり回収に大変な労力と時間を必

要とする。 

スンバが雤樋に詰まるといった問題も見られる。また、かつて燃料とし

て重宝されたスンバは、電気やガス、石油といった代替エネルギーの発展

により燃料としての消費量が減尐しており、スンバの処理・利活用が課題

となっている。 

また、１つには敶地内に適度な光を入れ中低木の育生環境を整え、永続

的な屋敶林を育成していく、２つには樹木が受ける雪害、風害の軽減及び

病虫害の予防、３つには家屋や田畑に影響を及ぼすと考えられる枝の除去

などの目的から必要な枝打ちは、枝打ちの強度やバランスなどの技術が必

要であり、大変な作業である。高齢者のみの家庭などでは、対応のできない

ところもある。(注７) 

 

 

 

 

写真：スンバの清掃 

（資料：砺波市郷土資料館『砺波平野

の屋敷林 -散居に暮らした

人々の自然との共生の証-』

/1996） 

 

写真：アルミサッシとトタンの家 

（資料：砺波市郷土資料館『砺波平野

の屋敷林 -散居に暮らした

人々の自然との共生の証-』

/1996） 

(注７) 

資料：となみ野田園空間博物館HP 

順位 悩み 割合
1 落ち葉の処理 77.8%
2 枝打ちなどの手入れ 66.2%
3 害虫駆除 58.9%
4 雪吊り作業 45.9%
5 手入れの方法がわからない 11.6%
6 経費がかさむ 10.5%
7 家族の共通理解 3.5%
8 苗木の確保 2.4%

その他、無回答 1.4%

（資料：砺波市立砺波散村地域研究所『砺波散村

地域研究所研究紀要第 18号』/2001） 

 

表：屋敷林を維持していく上での悩み 
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(3)スギの枯死 

近年、スギの「全木枯れ」や「先端枯れ」が樹齢に関係なく市域の全域

で発生し、屋敶林の存続を脅かしている。スギの枯死は年によって地域性

をもって集団的に発生する傾向があり、発生時の対応として先端の枯死部

分を伐り落とすなどの処置が必要となっている。 

「全木枯れ」の場合、虫害や乾燥、強度な枝おろしなどが为因として考

えられている。「先端枯れ」の場合、地球規模で問題視されている酸性雤や、

その他の様々な要因の複合や生理現象との合併症ではとの推察もあるが、

今のところ不明である。 

昭和 30 年頃までは平野部を流れる河川は素掘りであり、川底から水の

浸透があったが、圃場整備の際に三方がコンクリートの用水として整備さ

れたため、地下への浸透水がなくなり地下水位が下がったこと、また、工

場の進出によって地下水が汲み上げられ地下水位が下がったことなどが、

地下水位の流れの変化を伴い、複合的に影響を与えているのではないかと

も考えられている。 

 

 

(4)災害（台風など） 

屋敶の南西側は強風に備え屋敶林は厚くなっているが、普段吹かない方

向からの強い風や、台風等によって長時間の風雤にさらされると倒木の恐

れがある。 

平成 16 年の台風 23 号では、砺波地域で 17,534 本のカイニョが倒木の

被害に遭った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：スギの枯死 

（上：全木枯れ、下：先端枯れ） 

（資料：砺波市郷土資料館『砺波平野

の屋敷林 -散居に暮らした

人々の自然との共生の証-』

/1996） 

 

写真：平成16年 台風23号による倒木 

（資料：となみ野田園空間博物館HP／2006） 

【補足】 

となみ野田園空間博物館HP(平成

17年１月末現在) 
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１．総合散村景観図 

砺波市全域の傾向を分類すると、第 1に、市中心部は、用途地域に指定

されており、土地区画整理事業が既に完了している区域と現在施工中、ま

たは、施行予定地区など都市基盤の整備が図られることとなり、外環状道

路としての(都)栄町苗加線が市街地を囲むように整備され、その内側及び

その沿道の地域は、今後とも市街化が促進される地域として区分する。 

第２に、本調査で人口が集中している地域の現状要素を考察すると、以

下の要素の全て、または一部が満たされているといえる。 

①行政区域を跨る国道や県道の動脈となる主要な幹線道路や、JR駅及び

北陸自動車道 ICなど交通の要衝となる拠点がある。 

②市役所、保育所や幼稚園、小・中学校など生活に密着した公共施設や

公益施設が立地している。 

③前項に近傍で、かつ、地域内の道路状況等アクセスが整備されている。 

④近傍地域への通勤、通学の条件が満たされている。 

⑤前 4項の項目に該当する地区と隣接している。 

地区別状況を見ると、油田、南般若地区では、地区全体にスプロール的

な宅地化の進行が著しく、柳瀬地区では、小・中学校が近接する区域に住

宅団地が開発され、その後連坦する一団の大規模団地へと変貌している。

これらは、以前水田であったところを転用して住宅開発した団地であり、

同様の状況は、市街地に隣接する出町の農村部及び五鹿屋、東野尻、鷹栖、

林の各地区にも見られる。 

第３に、前述の２分類以外の地域は農村部であるが、地区毎の沿道環境、

開発動向によって散村を構成する要素を阻害している様々な状況がある。 

①沿道に住宅が列状に不規則な間隔で、または連続して並んで、旧来か

らの集落を形成している区域 

②住宅が連坦かつ密集する既成市街地を形成している区域 

③大規模な工業団地や公共施設、中小規模の工場など既成開発区域 

散村の特徴は、広い水田の中に敷地規模の大きい農家住宅が 100～150ｍ

の間隔をもって、まばらに広い区域に展開していることであるため、前述

の分類に該当する地域を除く地域が、散村景観が見られる地域となる。 

その中でも、屋敷林を保有した散村がある程度分布している地域を、散

村が見られる地域（総合散村景観図の茶色の地域）と設定した。 

この散村が見られる地域の分布を見ると、概ね砺波市の北西部から南西

部の鷹栖地区から種田地区にかけての農村部や、高波地区から若林地区に

かけての農村部など、南砺市や小矢部市との市境周辺に多く見ることがで

きる。 

第１節 総合散村景観図 
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○総合散村景観図 

 

 

 

 

◆散村景観ゾーニング図 
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１．地区別景観評価の考え方 

砺波散村景観の特徴や散村景観の成り立ちと構造などを踏まえ、前節で

は、砺波市全域の総合散村景観図を作成し、散村が見られる地域（総合散

村景観図の茶色の地域）を抽出した。 

散村景観の保全については、農地の保全が重要な要素を占めていること

から、総合散村景観図において抽出した「散村が見られる地区」に「認定

農業者の管理水田」「農地・水・環境保全向上対策実施地域」を重ね合わせ、

「優良散村景観地区」を下図に設定した。 

第２節 地区別景観評価 



第３章 散村景観の総合評価 

 85 

 

２．優良散村景観地区の景観評価と課題 

(1)北陸自動車道沿道南部地域 

北陸自動車道の沿道に、南砺市も含めると最も広い範囲に分布してお

り、大阪方面から訪れる観光客が目にする散村景観であり、アズマダチ、

マエナガレ、入母屋など混在している砺波地域の散村を印象付ける上で

ゲートウエイとして重要な地区である。 

市東部の鉢伏山の展望台や三条山、南砺市の山頂からもその良好な景

観が望める。 

 

・鷹栖北部地域 

鷹栖地区の北部に位置する地域であり、アズマダチ、マエナガレ、

入母屋などが混在している。地域の一部に認定農業者の管理水田が

見られるものの、農地の保全対策は十分ではなく、後継者の育成に

よる水田の保全や地域住民と連携した「農地・水・環境保全向上対

策」の推進による農地の保全が求められる。 

また、出町地区の隣接地として開発の影響を受けやすく地区周辺

にも宅地開発が見られるため、今後この区域に波及することも考え

られる。 

２．優良散村景観地区の景観評価と課題 
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・市南部（南砺市連続）地域 

鷹栖、東野尻、五鹿屋、種田、青島に渡り南砺市と隣接するゾー

ンと、国道 156 号に近接する五鹿屋、種田のゾーンがあり、南砺市

の散村景観と一体的に広がる地域である。 

両ゾーンともに、アズマダチ、マエナガレ、入母屋などが混在し

ている。地区の一部に認定農業者の管理水田が見られ、東野尻地区

の一部と五鹿屋地区の一部に農地・水・環境保全向上対策地が見ら

れるものの農地の保全対策は十分ではなく、後継者の育成による水

田の保全や地域住民と連携した「農地・水・環境保全向上対策」の

推進による農地の保全が求められる。 

また、砺波南部小学校の周辺地域の一部に住宅団地が見られるこ

とから、今後拡大することも考えられる。 
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(2)市北西部地域 

市の北西部に位置し、能越道を挟み小矢部市にも広がる散村景観を残

しており、県西部の稲葉山から望むことができる。 

 

・高波地域 

地区の中でも、高波周辺の小さなゾーンと東中の林地区と隣接す

るやや大きな 2 つのゾーンがある。両ゾーンともに入母屋が多く見

られ、認定農業者の管理水田が一部にあるものの、農地の保全対策

は十分ではなく、後継者の育成による水田の保全や地域住民と連携

した「農地・水・環境保全向上対策」の推進が求められる。 

高波地域 
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・林地区中央部地域 

林地区の中央部に位置する地域であり、比較的アズマダチが多く

見られる。地域内の水田の半分以上が認定農業者の管理水田であり、

地区全体が農地・水・環境保全向上対策地となっていることから、

散村景観の維持が期待できる。ただし、南側には新興住宅が開発さ

れており、中心市街地の都市基盤の整備が完了し周辺地域へ拡大す

ることになれば、中央部に公共施設が立地していることもありこの

区域に波及する可能性がある。 

林地区中央部地域 
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・若林・林地域 

若林地区の中央部を大きく包含する地域であり、アズマダチ、マ

エナガレ、入母屋などが混在している。地域の一部に認定農業者の

管理水田が見られ、林地区においては農地・水・環境保全向上対策

地となっているものの、農地の保全対策は十分ではなく、後継者の

育成による水田の保全や若林地区において地域住民と連携した「農

地・水・環境保全向上対策」の推進が求められる。 

能越道小矢部東 ICが近接していることで、隣接する小矢部市も含

め周辺地域の住宅地等開発動向によっては、本地区へ波及する可能

性がある。 
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(3)北陸自動車道沿道北部地域 

北陸自動車道の沿道に位置し、東京方面から砺波地域を訪れる観光客

が最初に目にする散村景観であり、アズマダチが多く見られ砺波地域の

散村を印象付ける上でゲートウエイとして重要な地区である。特に優良

散村景観地区は、東般若及び庄下地区の北部の地域に見られる。 

・東般若北部地域 

この地域は、北陸自動車道の庄川左岸の IC開設が具体化し整備さ

れると、工業団地の拡大や工場に関連する住宅施設等の開発の可能

性はあるが、現状においては「農地・水・環境保全向上対策」・「認

定農業者が管理する水田」が重なり合っていることから、良好な散

村景観が維持されている。 
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・庄下北部地域 

北陸自動車道の沿道に位置し、区域としては比較的狭いが、東京

方面から砺波地域を訪れる観光客が東般若北部地区に続いて目にす

る散村景観である。アズマダチ・マエナガレ入母屋などが混在して

いるが、砺波地域の散村を印象付ける上でも重要な区域であるとい

える。この区域は「農地・水・環境保全向上対策」・「認定農業者が

管理する水田」が重なり合っていることからも、良好な散村景観が

今後も維持されると考えられるが、周辺の住宅開発がこの区域に波

及することも考えられる。 
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１．調査の概要 

(1)調査の目的 

本調査は、散村（散居）景観保護に対する市民の意向や、景観

の評価などを聞き、散村（散居）景観の文化的価値を見いだし、

後世に残すための規制・誘導策、支援策等を検討する基礎資料

として活用することを目的として実施した。 

 

（2）調査の対象者 

・砺波市在住の世帯主 2,000 人を対象とした。 

・対象者の抽出方法は、住民基本台帳からの無作為抽出とした。 

 

（3）調査の方法 

・郵送により、調査票を配布･回収した。 

・配布 2,000 通 回収 1,028 通（回収率 51.4％） 

 

（4）調査の期間 

・平成 19年 9月 19 日（水）～10月 2日（火） 

 

（5）設問項目 

１．回答者自身について（問 1～問 5） 

・年齢/家族構成/家族人数/職業/居住地区 

２．敷地や家屋の形態（問 6～問 7） 

・敷地状況/家屋形態/築年数/付属屋/屋敷林等 

３．散村(散居)景観について（問 8） 

・景観の現状評価 

４．散村(散居)景観保護について（問 9～問 16） 

・景観継承意識/継承理由/継承要素/継承手法/ルールづくり/ルール内容/

強制力 

・非継承理由 

５．散村(散居)景観保護活動について（問 17） 

・活動参加意識/活動内容 

６．伝統的家屋の現状（問 18～問 22） 

・住みよい点/住みにくい点/家屋維持の支援/今後/後継者 

 

第１節 アンケート調査 

 



第４章 住民意向調査 

 97 

16.2%

29.0%

34.8%

10.5%

11.0%

0.6%

0.0%

22.2%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40%

農業（専業）

農業（兼業）

会社員

公務員、団体職員

自営業

林業・水産業

学生

無職

その他

２人
18.3%

３人
19.3%

７人以上
12.3%

１人
5.0%

５人
13.8%

６人
14.7%

４人
16.7%

(6)調査回答者の属性 

※回答率（％）は、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が

100.0％にならない場合がある。 

問１．あなたの年齢についてお聞きします。（１つだけ○） 

 

・60歳以上が 65.2％と半数を超えており、50歳代を加えると

87.0％となり、回答者のほとんどが 50歳以上である。 

・若年層の世帯主が尐ないため、20～40 歳代の回答率が 13.0％と低

く年齢層に偏りが出たと考えられる。 

 

問２．ご家族の構成についてお聞きします。 

（1）家族の構成についてお聞きします。（１つだけ○） 

 

・親と子の世帯が 36.0％と最も多く、次いで三世代同居の 34.6％

となっている。 

・夫婦のみの世帯も 17.3％あり、尐子高齢化や核家族化による高齢

夫婦世帯の増加が伺える。 

 

問３．家族の人数についてお聞きします。（１つだけ○） 

 

・２人世帯から７人以上の世帯まで均等に見られる。 

・三世代同居の世帯が多いため、世帯人員も多く５人を超える世帯

が 40.8％となっている。 

 

 

 

問４．職業についてお聞きします。（１つだけ○、農家（兼業）の方のみ

２つに○） 

 

・農業の専業、兼業の合計は 45.2％となっており、回答者のほぼ半

数が農業従事者となっている。 

・兼業の職業では、会社員が最も多く、次いで 60歳以上の世帯主が

多いことから無職となっている。 

 

 

30歳代
5.7%

40歳代
6.5%

50歳代
21.8%

70歳以上
30.7%

60歳代
34.5%

20歳代
0.8%

夫婦のみ
17.3%

３世代同
居

34.6%

その他
7.0%

単身
5.0%

親と子
36.0%
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17.8%

13.1%

11.1%

0.3%

1.3%

11.6%

13.0%

5.6%

2.5%

23.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

屋敷林

高さ10ｍ以上の樹木5本未満

石垣

生垣

土塀

板塀

コンクリートブロック塀

駐車場

なし

その他

伝統的家
屋

36.3%

アパート、
マンション

1.7%

その他
0.6%非木造住

宅(鉄骨､鉄

筋等)

2.9%

洋風木造
住宅

6.3%

和風木造
住宅

52.3%

２．調査の結果 

（1）敷地の状況 

問６．あなたがお住まいの敷地（集落）の状況についてお聞きします。 

・散村居住者が 61.3％と最も多い。 

・30～40代は分譲された団地居住者の

比率が高く、50代以上は散村居住の

比率が高い。 

・農家の 76.8％が散村に居住している。 

 

 

（2）住宅の形態 

問７．あなたがお住まいの住宅（母屋）や敷地についてお聞きします。 

（1）あなたがお住まいの住宅（母屋）の形態についてお聞きします。 

・和風木造住宅が 52.3％と最も多く、

次いで伝統的家屋 36.3％となってい

る。 

・30代は、伝統的家屋居住者が 5.2％

と最も低い。 

・農家の約半数が伝統的家屋に居住し、

残りの半数は和風木造住宅に居住し

ている。 

 

（4）敷地内や外周に設けられている樹木などについてお聞きします。 

・30.9％に、10ｍ以上の屋敷

林がある。 

・30代は団地居住者が多いた

め、屋敷林が尐なく駐車場

が多い。 

・農家の 37.7％に 10ｍ以上

の屋敷林が残されている。 

 

 

 

 

市街地
5.2%

住宅等が
連坦、密集

している集

落

14.7%

住宅が点
在、散村

（散居村）

61.3%

その他
1.1%

山間地の
集落

7.2%

開発・分譲
された宅

地・団地

10.6%
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（3）散村景観の現状 

問８．散村(散居)景観の現状についてお聞きします。下記の項目それぞ

れについて、現状の満足度を５段階で評価し、番号に○をつけて

下さい。 

１．伝統的家屋(アズマダチ､マエナガレ､入母屋等)の多さについて 

２．伝統的家屋(アズマダチ､マエナガレ､入母屋等)の美しさについて 

３．屋敷林の緑の量や管理状況について 

４．屋敷林の美しさについて 

５．石垣や生垣などの多さについて 

６．石垣や生垣などの美しさについて 

７．敷地周辺の農地のひろがりについて  

８．敷地周辺の農地の美しさについて  

９．用水路及び用水路周辺の自然環境について 

10．砺波市の散村（散居）景観全体の評価 

 

・不満、やや不満の回答が最も多いのが、伝統的家屋の美しさ

62.1％であり、次いで散村景観全体の評価 48.8％、屋敷林の美

しさ 42.8％の順となっている。 

・屋敷林の緑の量や管理状況 30.0％、自然環境 29.5％について満足

の回答が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8%

1.0%

5.3%

2.5%

2.7%

1.8%

2.9%

2.6%

6.9%

1.8%

10.4%

2.9%

24.7%

11.1%

10.8%

7.0%

12.4%

10.6%

22.6%

12.7%

50.2%

33.9%

44.7%

43.5%

56.4%

47.9%

48.9%

45.9%

43.9%

36.7%

20.4%

32.0%

17.2%

26.1%

21.0%

29.8%

21.4%

25.2%

18.6%

36.3%

16.1%

30.1%

8.1%

16.7%

9.1%

13.6%

14.4%

15.7%

8.0%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問8-1  伝統的家屋の多さ

問8-2  伝統的家屋の美しさ

問8-3  緑の量や管理状況

問8-4  屋敷林の美しさ

問8-5  石垣や生け垣の多さ

問8-6  石垣や生け垣の美しさ

問8-7  農地のひろがり

問8-8  農地の美しさ

問8-9  自然環境

問8-10  全体評価

満足 やや満足 普通 やや不満 不満
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消滅して
もしかた
がない
23.0%

わからな
い

6.9%

その他
0.6%

後世へ引
き継ぐべ
き

31.7%

保護する
区域や
ルールを
定め後世
へ引き継
ぐべき
37.7%

年々少な
くなってき

ているから

45.3%

市民共有
の財産だ

から

35.2%

その他
0.8%

特になし、
わからな

い

1.3%

世界遺産
レベルの

景観であ

るから

8.4%

後継者不
足で空き

家が増え

ているから

9.0%

その他
6.9%

時代に合
わない

1.5%

何もしなく
ても残る

3.9%

住宅開発
は不可欠

6.9%

特になし、
わからな

い

1.5%

膨大な負
担が必要

35.8%

所有者の
自由にす

べき

43.6%

 

（4）散村景観の継承 

問９．散村(散居)景観を守り、後世へ引き継ぐ必要があると思いますか。 

 

・後世へ引き継ぐべきとの回答が合

わせて 69.4％と高く、消滅しても

しかたがないは 23.0％である。 

 

 

 

 

問１０．「後世へ引き継ぐべき」と答え

た理由は何ですか。 

 

・年々尐なくなってきている 45.3％、

市民共有の財産 35.2％が高く、空

き家が増加も 9.0％見られる。 

 

 

 

 

 

問１６．「消滅してもしかたがない」と

答えた理由は何ですか。 

 

・「所有者の自由にすべき」が

43.6％と最も多く、次いで「膨大

な負担が必要」35.8％となってい

る。 
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29.6%

14.2%

12.0%

68.5%

64.7%

23.7%

23.1%

4.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%

建物の形態やデザイン

建物の色彩

建物の大きさや敷地面積

建物周囲の緑化（屋敷林）

農地など無秩序な開発の規制強化

散居形態を維持する宅地の間隔

屋外広告物の規制強化

特になし、わからない

その他

25.8%

55.9%

52.0%

31.9%

40.6%

10.6%

6.5%

16.8%

2.1%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

範囲を絞り込んで守る

周辺市町村と連携して守る

国や行政の支援により守る

開発の抑制など強制力で守る

地区でルールを決めて守る

世界遺産を目指して守る

空き家を買い取り、守る

観光地としてＰＲし、守る

わからない

その他

行政案を
市民と話

し合い、定

める

47.2%

行政が規
制・誘導を

行う

16.4%

その他
0.9%わからな

い

3.9%

自主的に
ルールを

作り、行政

が支援す

る

31.5%

（5）散村景観の保護 

問１２．散村(散居)景観を守るためには、どのようなことが必要だと思

いますか。 

 

・周辺市と連携が最も多く、

次いで国や行政の支援、地

区でルールを定めるの順で

ある。 

 

 

 

 

 

 

問１３．開発行為や建築行為等に対して一定の規制・誘導が必要だと考

えられますが、そのルールはどのように決めていけばよいと思

いますか。 

 

・行政の案を市民と話し合うが

47.2％と最も多く、次いで自主的

にルールを作るが 31.5％となって

いる。 

 

 

 

 

 

問１４．散村(散居)景観を保護するためには、どのようなルールづくり

が必要だと思いますか。 

 

・建物周囲の緑化 68.5％が最も

多く、次いで無秩序な開発の

規制強化となっている。 
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勧告や違
反者の名

前公表な

ど

11.8%

助言・指
導など

58.2%

その他
1.4%

わからな
い

5.4%

罰金や罰
則

2.8%
是正命令
など

20.3%

問１５．景観の規制・誘導のために求められる強制力はどの程度必要だ

と思いますか。 

 

・「助言・指導など」が 58.2％と最

も多く、次いで「是正命令など」

の 20.3％となっている 

 

 

３．調査結果のまとめ 

（1）調査結果の概要 

調査結果の概要として、アンケ

ート結果に基づいた市民意識や傾

向をアンケートの項目毎に整理した。 

 

①敷地の状況 

・全体の 61.3％、農家の 76.8％が散村に居住しており、南部地域、

北部地域の 8割が散村に居住し、開発進行地域の 2割が住宅団地に

居住している。 

 

②住宅の形態及び屋敷林の状況 

・全体の 36.3％、農家の 48.9％がアズマダチ等の伝統的家屋に居住

しており、北部、南部、庄東地域では、約 4割が伝統的家屋に居住

している。 

・築 50 年以上の住宅居住者が 23.0％で、付属屋では「納屋」が

34.5％、「土蔵・蔵」が 14.3％あり、「灰納屋」も 3.8％残っている。 

・屋敷林は、全体の 30.9％、農家の 37.7％に残っている。 

 

③散村景観の現状  

・伝統的家屋、屋敷林、農地など散村景観を構成する主要な要素につ

いての全体評価は、満足・やや満足との回答が 14.5％と低く、中

でも伝統的家屋は 3.9％、屋敷林は 13.6％、農地は 13.2％と満足

度が全体評価よりも低い結果となった。これは、「美しさ」そのも

のへの不満だけではなく、従来の美しい散村景観が生活様式の変化

や老朽化、ミニ開発等の進行などにより衰退していることへの不満

の意見が多いと推測される。 
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④散村景観の継承 

・散村景観が年々減尐しており、市民共有の財産として後世へ引き継

ぐ必要があると考えている回答は多い。 

・一方「消滅してもしかたがない」の回答は 23.0％あり、その理由

としては、「所有者の自由にすべき(43.6％)」「膨大な負担が必要

(35.8％)」と答えている。 

・個人の財産である屋敷林や伝統的家屋、水田を含めた全体を散村景

観と捉えた人は、「市民共有の財産」「後世へ引き継ぐべき」と回答

し、屋敷林や伝統的家屋などを所有者個人のものと捉える人は、

「所有者の自由にすべき」、「消滅してもしかたがない」と回答する

傾向にある。 

・地域別では、庄東地域の 32.5％が「消滅してもしかたがない」と

回答しており、最も尐ない開発進行地域の 19.0％とは、13.5 ポイ

ントの差がある。 

・庄東地域は、７割以上が散村に居住し４割以上が伝統的家屋に居住

しているものの、地理的条件により開発の余波を受け難いことから、

人口が減尐している状況にあるため、住宅や工場等の開発を求める

傾向にあることが伺える。 

 

⑤散村景観の保護 

・後世へ残したい要素として、６割以上が自然環境、伝統的家屋、屋

敷林と回答しているものの、散村景観を形成する重要な要素である

「敷地周辺の農地(46.5％)」の回答が尐ない。 

・景観保護のために必要なこととしては、「周辺市との連携」、「国や

行政の支援」、「地区でルールを定めて守る」の順となっている。 

・規制誘導のルールづくりについては、「行政の案を市民と話し合う

(47.2％)」「自主的にルールを作る(31.5％)」となっており、行政

主導による規制誘導ではなく、市民参加によるルールづくりを求め

ていると考えられる。 

・ルールの内容としては、「建物周辺の緑化」、「無秩序な開発の規制

強化」との回答が多く、開発進行地域では、「無秩序な開発の規制

強化」の回答が最も多くなっていることから、無秩序な開発への危

機感が伺える。 

・ルールの強制力としては、「助言・指導など(58.2％)」「是正命令な

ど(20.3％)」となっており、厳しい強制力ではなく協定などによる

緩やかなルールづくりを求めていると考えられる。 
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⑥保護活動への参加  

・81％が、何らかの形で活動へ参加すると回答しており、保護活動へ

の参加意識は高いものの、活動内容では「美化清掃活動(61.5％)」

「規制・指導内容を守る(43.5％)」が高く、それに比べて「ルール

づくり、勉強会参加(27.4％)」「ＮＰＯへの参加(14.4％)」は低い

結果となった。 

 

⑦伝統的家屋について  

・住み良い点では、「夏涼しい(70.4％)」「隣を気にしない(57.8％)」

「部屋が広い(51.6％)」となっており、屋敷林や散村などによる効

用で住み良さを感じている居住者が多い。 

・一方で、困る点では「使わない部屋が多い(60.1％)」「冬の寒さが

厳しい(45.9％)」「台風時の屋敷林被害が心配(38.2％)」となって

おり、住み良い点と相対する意見が多い。 

・また、「屋敷林の維持管理」「光熱費がかかりすぎる」「税金の負担

が心配」など金銭的な負担に対する心配も多く見られる。 

 

⑧伝統的家屋の維持について 

・支援策としては「屋敷林の維持管理支援(42.7％)」「税制優遇

(37.6％)」「耐震補強(36.4％)」となっており、維持修繕に関する

費用負担の軽減を求める声が多い。 

・伝統的家屋の継承については、「後継者に引き継ぎたい(32.6％)」

「住み続けたい(23.6％)」「住みやすいよう修繕したい(16.9％)」

となっており、伝統的家屋を維持継承したい意向が合わせて

73.1％と高い。 

・後継者については、「すでに決まっている(41.6％)」「見通しがある

(25.4％)」となっており、70歳以上の 61.6％、60歳以上の 40.2％

がすでに後継者が決まっていると回答しているため、伝統的家屋の

継承の可能性は高い。 
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（2）調査結果のまとめ 

 

・伝統的家屋、屋敷林の美しさについて不満が多く、散村景観の現状

に危機感を感じており、空き家の増加・無秩序な開発などによる問

題意識も高い。 

 

・散村景観の継承については、散村景観を市民共有の財産と捉える場

合は継承を求め、個人の財産と捉えた場合は所有者の自由にすべき

との回答が多くなる。 

 

・残したい景観要素としては、自然環境や伝統的家屋、屋敷林が多く

農地の回答が尐ない。散村景観を構成する重要要素である水田につ

いて意識の低さが伺え、農業と一体となった散村保全について啓発

が必要である。 

 

・景観保護のための規制誘導等のルールづくりについては、市の案を

市民が話し合う形で検討する手法を求めている一方、勉強会等への

参加意欲は低いため、積極的な働きかけが必要である。また、ルー

ルの強制力としては助言・指導程度のものを望んでおり、規制誘導

手法についてメリット、デメリット等を明らかにした、わかりやす

い説明が求められる。 

 

・伝統的家屋の維持については、維持管理の費用負担に対する支援を

求める声が多い。継承については、取り壊すなどの回答は尐なく、

何らかの形で維持継承したいと考えており、60 歳以上の世帯では

後継者が決まっている家が多い。 

 

・総括的には、市民は散村景観に誇りや愛着を感じており、散村景観

の減尐に対して危機感を持っている。今後は、散村保護継承に対す

る意識啓発の推進や維持管理に対する費用負担の軽減、税制優遇措

置などによる支援策の検討、規制誘導のルールづくりを市民と共に

進めていくための体制づくりと案の検討等が求められる。 
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１．説明会の概要 

（1）説明会の目的 

散村景観保護に関する市の取り組み状況を、平成１８年度の調査概

要やアンケート調査の内容をもとに説明し、市民の散村保護への思い

や意見を地区毎に確認するため、21 地区での説明会を実施した。 

また、散村景観保護の手法として「景観法に基づく景観計画と重要

文化的景観選定」及び「富山県景観条例に基づく景観づくり重点地域

指定」の 2 手法の概要を説明し、市民への啓発を実施した。 

 

（2）説明会の日程 

散村景観保護に関する説明会は、平成 19 年 11 月 22 日から平成

20 年 2 月 8 日までの期間で、砺波市の 21 地区を巡回して開催し、

地区自治振興会役員、各

自治会長を中心に 464

名の出席者へ説明を行っ

た。 

 

 

 

 

（3）説明会の内容 

散村景観保護に関する説明会は、以下の次第により内容説明を行い、

その後参加者より自由に意見質問を話していただいた。 

 

□説明内容□ 

①散村景観成立ちとその特徴、景観の変化 

②景観保護制度の創設（従来の保護施策、景観法制定と制度

の創設、重要文化的景観の選定） 

③現況把握(H18 調査)、アンケート調査(H19 調査)の主な結果

概要説明 

④地域別の保護施策(規制行為)のイメージ（市街地、山間地、

平野部の散村） 

⑤散村景観の保護手法（景観法、県景観条例） 

 

第２節 地区説明会 
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２．説明会結果のまとめ 

（1）質問・意見の分類 

説明会での地元からの意見や質問を、散村の重要な景観要素である

「屋敷林」「伝統的家屋」「水田」と開発や保全などの「土地利用」、

文化的景観や景観計画などの「景観保護の制度・手法」、「説明会やア

ンケート」に対する意見など、７項目 15 分類に整理した。 

 

項 目 主な内容 

①屋敷林（カイニョ） 

・屋敷林の維持管理 
台風被害・生活様式の変化・維持管理の

苦労など 

・屋敷林の補助制度 協定締結による補助制度の課題など 

②伝統的家屋 

・空き家・後継者問題 
空き家対策、生活様式の変化、後継者問

題など 

・伝統的家屋の維持 維持管理の苦労など 

③水田・農業 

・水田・農業について 
重要な景観要素である農業施策との連携

など 

④土地利用 

・土地評価・売買 
土地評価が低くなることに対する懸念な

ど 

・開発と保全の調和 
土地利用のゾーニングや開発と保全の矛

盾など 

⑤景観保護の制度・手法 

・景観法と富山県景観条例 制度についての意見や質問など 

・景観保護のための手法 
私権制限に関する懸念や新たなメリット

の提案など 

・重要文化的景観の選定 選定のメリットや選定時の制限内容など 

・景観保護施策のイメージ 
提示した景観保護施策のイメージについ

てなど 

⑥説明会・アンケート 

・説明会･今後の進め方 今後の取り組みや進め方など 

・アンケート 
アンケートの内容に関する質問や意見な

ど 

⑦その他 

・周辺市の取り組み状況 南砺・小矢部・高岡との連携状況など 

・その他の景観に関する意見 
世界遺産との関係や庄川など散村以外の

景観など 
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（2）説明会での主な意見 

説明会での主な意見をまとめ、散村景観保護に向けた市民意向を

７項目毎に整理した。 

 

①屋敷林（カイニョ） 

・スンバを燃料に使っていた時代と異なり、生活様式の変化や住環境

の変化、若い世代の理解不足・継承意識の低下、台風の被害等の影

響で屋敷林が年々減尐していることに関して、危機感を感じている

住民が多い。 

・しかし、尐子高齢化や核家族化の進行に加えて、スンバが伝統的家

屋の瓦や雤どいに被害を与えること、野焼きの監視が厳しくなって

いることなど、屋敷林の維持管理について苦労を訴える意見が多く

みられた。 

・また、屋敷林の維持管理費用の一部を補助する「散居景観を活かし

た地域づくり協定」の制度については、制度に関する認知度は高く、

活用している例もみられたが、補助要件が住民のニーズと合致して

いないため、工夫が必要であるという意見が多くみられた。 

 

②伝統的家屋 

・生活様式の変化等により、若い世代がアズマダチ等の伝統的家屋に

居住することを嫌う傾向にあることや、進学や就職などで都会へ流

出することなどにより、地区に空き家が増加しており、空き家が景

観阻害となるという危機感を持っている住民が多い。 

・また、伝統的家屋が広すぎる、冬寒いなどの理由で建て替える人が

多く、昔に比べて伝統的家屋が減尐していることを懸念する意見も

みられた。 

・伝統的家屋に実際に居住する人は、伝統的家屋の維持管理における

苦労や老朽化による負担増を心配する意見がみられた。 

・一方、散村景観の保護・継承のためには、空き家対策が重要であり、

団塊世代への斡旋や環境教育の場としての活用など発展的な意見が

みられたほか、住民が暮らしやすく、維持管理などに負担のかから

ないしくみ作りを求める意見がみられた。 
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③水田・農業 

・水田は散村景観に四季の彩りを与える重要な構成要素であり、屋敷

林や伝統的家屋を映しこむ水田の近景は、散村景観の特徴であると

の認識が高い。 

・農業従事者等からは、農業環境が大きく変化している中で、後継者

不足・営農者の高齢化・ミニ開発の進行などにより、水田の維持・

継承が困難な状況であり、散村景観の基盤となる農業の衰退から散

村景観保護を懸念する意見がみられた。 

・そのため、農業施策と連携した総合的な景観保護の検討を望む意見

がみられた。 

 

④土地利用 

・都市の発展のためには住宅開発や企業誘致による人口増が必要であ

り、そのことが散村景観を減尐させる要因でもあるため、開発と保

全の不均衡や矛盾を指摘する意見がみられた。 

・無秩序な開発により散村景観が大きく変化していることについて危

機感を感じている住民は多く、開発と保全の不均衡を是正するため

に、散村景観を保全するゾーンと住宅開発などを促進・容認するゾ

ーンに区分するなど、土地利用ゾーニングによる誘導の必要性につ

いては、一定の理解が得られた。 

・しかし、散村景観保護の施策により土地利用上の制限が加わること

となり、土地の評価が下がることや、容易に土地を手放せなくなる

ことを心配する意見もみられた。 

 

⑤景観保護の制度・手法 

・景観法や富山県景観条例による景観誘導や土地利用の制限を行うこ

とで、都市の健全な発展を促しながら散村景観の保全を図るなど、

散村景観保護のための両制度について理解が得られた。 

・散村景観の保護について、総論としては賛成であり、散村景観の維

持・継承に理解を示す意見が多いが、各論については重要な区域に

選定されることに抵抗を感じている意見がみられた。 

・また、景観保護の手法として２つの制度以外に、愛着の醸成やふる

さと教育などの実施、住宅開発などでの外周の緑化義務化など、景

観保全のための手法について発展的な意見がみられた。 
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・説明会において「区域別保護施策のイメージ」として、「用途地域

内の市街地区域」「散村景観を保全すべき区域」「特に重要な文化的

景観区域」「丘陵地及び中山間地域」の４区域に区分した基準内容

のイメージを提示した。 

・区域区分の考え方や基準の内容、区域毎の特性を活かした誘導基準

の導入や、散村区域以外の市街地区域及び中山間地域などにおいて

も景観誘導を行うことについて理解が得られた。 

・重要な区域としては、鉢伏山などから眺望できる範囲や写真スポッ

トとして有名な場所などを限定して選定してはどうかという具体的

な意見もみられた。 

 

⑥説明会・アンケート 

・説明会の趣旨や、この説明会をきっかけとして地区別に勉強会など

を開きながら地区の将来を考える必要性について理解が得られた。 

・具体的な方向性を行政主導で検討し、案を地区へ提示して欲しいと

いうトップダウン型での景観保護の検討を求める意見や、個人の財

産を制限することとなるため、市民主体の勉強会を発足して検討を

進めればどうかという発展的な意見もみられた。 

・また、アンケートに関して回収率 51.4％が低すぎるのではないか

との意見もみられ、郵送による配布回収や家族の形態や後継者の有

無など個人的な情報の設問も多いことなどによる影響を説明した。 

 

⑦その他 

・その他の意見としては、散村景観は砺波市だけに分布しているわけ

ではないことから、周辺市の取り組み状況を確認する意見や連携し

た景観保護の必要性に関する意見がほとんどの地区でみられた。 

・隣接市への働きかけの経緯や、地区説明会、調査状況などの情報を

随時伝えながら、砺波市が先導し周辺市と連携して取り組んでいく

必要性を説明し、参加者の理解を得た。 

・また、散村景観はあくまで生活の場であり、観光地化が難しいこと

から、生活者の視点での景観保護を推進してほしいとの要望や、散

村景観以外の景観要素として、赤祖父地区での風力発電所建設、庄

川の桜並木、送電線の眺望景観阻害などの意見が出された。 
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（3）説明会結果のまとめ 

・散村景観の重要な構成要素である「屋敷林」「伝統的家屋」「水田」

が年々減尐していることについて、危機感を感じている参加者が多

く、散村景観保全のための取り組みの必要性について理解された。 

・ほとんどの参加者が、散村景観について愛着や誇りを感じており、

地域の宝として守っていきたいという思いは共通であった。 

・しかし、尐子高齢化、生活様式の変化、農業環境の変化、台風によ

る影響、ミニ開発の進行など、散村景観を取り巻く環境変化や問題

が山積しており、伝統的家屋居住者の高齢化などにより屋敷林や家

屋の維持管理に関して大きな負担を感じている。 

・若い世代では、屋敷林や伝統的家屋の効用、重要性についての理解

が不足している場合もあるが、経済状況や同居を避ける傾向などラ

イフスタイルの変化もあり、ミニ開発された住宅団地や集合住宅へ

転居している例が多い。 

・「散居景観を活かした地域づくり協定」などこれまでの市の取り組

みについては、認知度が高く、制度を活用した例もみられたが、補

助要件について住民ニーズと乖離しているとの意見もみられた。 

・散村景観の保護については、景観保護の制度や手法について十分な

説明を行ったことから、制度の特徴やメリット・デメリットについ

て概ねの理解が得られた。 

・都市の発展と散村景観の保全の調和を図るためには、景観保護の制

度を活用しつつ、土地利用等のゾーニングによる景観誘導を実施す

る必要性についても理解が得られた。 

・しかし、散村景観の保全について総論では賛成であるものの、自ら

の地域が重要文化的景観に選定されることについては、将来への不

安や十分なメリットが見出せないなどの理由で、抵抗を感じている

意見がみられる。 

・一方で、団塊世代へのＰＲや空き家情報の発信などによる散村空き

家の斡旋・屋敷林の剪定補助を地域でローテーションすることによ

る屋敷林の緑量の維持・確保など、散村景観保護に向けた様々なア

イディアや、地区毎に散村景観保護のための勉強会の実施など発展

的な意見もみられた。 

 

・今後は、散村景観の保護継承に対する反対意見なども踏まえ、景観

保護意識の啓発や維持管理等に対する支援策の検討を行うとともに、

市としての具体的な方向性を示す必要があることから、規制誘導の

ルールづくりを市民と共に進めていくための体制を整え、都市計

画・農業振興・空き家対策・文化財など様々な関係部局が連携した

総合的な案の検討が求められる。
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１.調査対象地区の概要 

（1）対象地区選定条件の整理 

散村景観の保全手法を検討するため、優良散村景観地区などから

詳細に調査を実施する地区を選定する。 

詳細調査地区の選定条件は、以下の項目とする。 

 

①散村景観が多く残る「優良散村景観地区」に選定された地区 

②自治会などコミュニティのまとまりがあり調査協力が得やすい

地区 

③優良な散村景観が残るものの、地区周辺では住宅開発などが進

行し、砺波市の散村景観が抱える課題がわかりやすい地区 

 

 

 

小島
お じ ま

地区 

第１節 詳細調査 
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（2）調査地区の選定 

選定条件を踏まえ詳細調査の実施地区は、市北西部の林地区中央

部に位置する「小島
お じ ま

地区」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）調査内容 

調査対象地区の文化的景観の構造や特性を把握し、景観保護のた

めの課題を整理するため、散村景観を構成している「建物（母屋・

付属屋）」「屋敷林」「水田」などの状況を調査する。 

なお、地区内の住宅団地の建物については、散村景観を構成する

ものではないことから、宅地間隔・建物・屋敷林・垣・柵の詳細調

査の対象から除いた。 

項   目 調査内容 

(1)宅地間隔調査 宅地の分布状況 

(2)建物調査 母屋形態、付属屋 

(3)屋敷林、垣・柵調査 屋敷林（高木）、垣・柵 

(4)水田調査 水田、畑地、休耕田 

(5)景観に合わない建物等調査 建物、工作物 
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（4）散村景観把握（上空から） 
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資料：富山新聞社提供「ふるさと上空」より 
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２.対象地区詳細調査結果 

（1）宅地間隔調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地区内の住宅団地以外の宅地の分布状況は、圃場整備前からほとんど

変わっていないことから、宅地の間隔を測定した。 

●「25m 以上 50m 未満」が 26 軒 44.8％と最も多く、次いで、「50m

以上 75m 未満」が 13 軒 22.4％となっている。 

●また、「100m 以上」が 3 軒存在している。 

●小島地域の宅地間隔の平均値は 59.1m であった。 

小島地区散村の状況（南方向） 

小島地区散村の状況（北方向） 

※宅地間隔は、宅地の中心から最も近い

宅地までの距離とした。 

【宅地間隔】 

宅地間隔 軒数 割合
25ｍ未満 9 15.5%
25ｍ以上50ｍ未満 26 44.8%
50ｍ以上75ｍ未満 13 22.4%
75ｍ以上100ｍ未満 7 12.1%
100ｍ以上 3 5.2%

合計 58 100.0%
平均 59.1ｍ
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(2)建物調査 

①母屋形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●母屋の形態は入母屋が 18 軒 31.0％と最も多く、次いで、和風木造が

16 軒 27.6％、アズマダチが 13 軒 22.4％となっている。 

●洋風木造や陸屋根は合計４軒 6.9％と尐数見られる。 

●伝統的な母屋形態が見られるものの、建て替えや改築などを実施した

家屋も多く、生活様式の変化による散村景観の移り変わりが把握でき

る。 

 

アズマダチの母屋 

入母屋の母屋 

【母屋形態】 

母屋形態 軒数 割合
アズマダチ 13 (22.4%)
マエナガレ 6 (10.3%)
入母屋 18 (31.0%)
和風木造 16 (27.6%)
洋風木造 3 (5.2%)
陸屋根 1 (1.7%)
母屋なし 1 (1.7%)
合計 58 (100.0%)
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②付属屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●敷地内の付属屋は納屋が 52 軒 54.2％と最も多く、次いで車庫が

19 軒 19.8％、土蔵が 11 軒 11.5％となっている。 

●灰納屋が１軒、多門が３軒で見られた。 

●ほとんどの敷地において、数軒の付属屋が併設されており、子供

世帯のため近代的な様式の離れを敷地内に建築しているものも見

られた。 

 

付属屋 軒数 割合
納屋 52 (54.2%)
倉庫 4 (4.2%)
車庫 19 (19.8%)
土蔵 11 (11.5%)
工場 3 (3.1%)
はなれ 3 (3.1%)
多門 3 (3.1%)
灰納屋 1 (1.0%)
合計 96 (100.0%)

土蔵 

多門 

【付属屋】 
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(3)屋敷林、垣・柵調査 

①屋敷林（高木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●屋敷林なしが 20 軒 34.5％と最も多く、次いで、１～５本が 19 軒

32.8％、６～10 本が 10 軒 17.2％となっている。 

●高木の無い家屋が地区内に多く分布しており、散村景観の重要な

構成要素である屋敷林が減尐している。 

●手入れの行き届いていない屋敷林がある。 

※本調査では、母屋の高さよりも

高い樹木の本数を目視で調査し

た。 

【屋敷林の本数】 

屋敷林 軒数 割合
１～５本 19 32.8%
６～10本 10 17.2%
11～15本 6 10.3%
16本～ 3 5.2%
屋敷林なし 20 34.5%
合計 58 100.0%

管理の行き届いた屋敷林 

手入れの行き届いていない屋敷林 
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②垣・柵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生垣を設けている敷地は半数以上あり、高さ 1.0～2.0m 程度の生垣

が多く見られた。 

●散村の景観と調和しないコンクリート塀が数軒で見られる。 

●生活様式の変化や台風などの影響で屋敷林を伐採した後に生垣な

どを設け、建物周囲の緑化推進に努めていると考えられる。 

●竹垣、石垣等も若干見られる。 

生垣 

コンクリート塀 

屋敷林と生垣の緑化 

※垣柵の種類を全て計上した。 

複数の垣柵がある宅地は全種類

を計上した。 

垣・柵 軒数 割合
生垣 35 (68.6%)
木柵 2 (3.9%)
コンクリート塀 10 (19.6%)
石垣 2 (3.9%)
竹垣 2 (3.9%)

合計 51 (100.0%)



第５章 モデル地区詳細調査 

 123 

 

（4）水田調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水田が中心となっていて 31.9％の転作田には大豆が栽培されてい

る。 

●転作田は輪作されており、水田と屋敷林・伝統的家屋等による散村

景観が減尐している。 

転作田 

水田 

水田と転作田(大豆) 
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（5）散村景観と調和しない建物等調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地区隣接部では、7 階建ての建物や携帯電話の電波塔などがあり、散村

景観と調和していない。 

●地区の内外には住宅開発が見られ、密集した住宅地には緑が尐なく、

広がりのある散村景観と調和していない。 
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３.散村景観保全の課題整理 

（1）散村の変化と課題 

●圃場整備前から宅地の位置はほとんど変わっていないが、建て替

え等による建築形態の変化、屋敷林の減尐、転作田などにより散

村景観は大きく変わっている。 

 

 

 

 

 

 

 

建築形態の変化         転作田による景観変化 

 

●地区の外縁部等では、住宅開発が行われており、密集した住宅地

には緑が尐なく、周辺の散村景観と調和していない。 

 

 

 

 

 

 

 

散村景観と合わない色彩の住宅       緑の少ない住宅地と散村 

 

●地区内には空き家が数軒見られ、手入れの行き届いていない屋敷

林もある。 

●屋敷林は、台風の影響や生活形態の変化、維持管理の費用負担面

など様々な要因で年々減尐している。 

 

 

 

 

 

 

 

手入れの行き届いていない屋敷林          高木が少ない屋敷林 
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●地区近接地に７階建ての建物や 15ｍ以上の携帯電話電波

塔が立地している。 

 

 

 

 

 

 

 

             携帯電話電波塔が目立つ 

 

（2）景観保全の手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○景観保全の意識高揚 

●生活様式の変化や後継者不足などを要因として、伝統的家屋や屋敷林

が減尐していると考えられることから、景観保全の意識高揚に努めて

いく必要がある。 

○景観保全のためのルールづくり 

●散村景観を阻害する恐れのある無秩序な住宅開発の見直しや景観へ

の配慮、伝統的家屋等の保全などについて、景観形成のためのルール

を明確にし、法的な根拠の中での景観誘導を実施する必要がある。 

○景観保全のための支援 

●散村景観の保全に向け、伝統的家屋や屋敷林の維持、営農環境の向上

のための支援策は不可欠であると考えられることから、ソフト・ハー

ドを含めた支援策を検討する必要がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章  砺波散村景観の保護 
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１．散村景観保護の意義と目的 

水田や屋敷林、用水などは、そこに住む人々が長い年月をかけて自らの

生活や生業を自然に刻みつけ作り上げてきた独特の景観である。しかし、

このような文化的景観はそこに住む者にとって、日ごろの生活に密着した

身近な景観であるがゆえに、その価値にはなかなか気付かされず、逆に時

代に応じた合理性を求めた生活や経済活動を行うことにより、景観が失わ

れようという状況に至っている。一方、こうした変化の中にあっても、水

田農業や屋敷林の文化的価値を正しく評価し、地域で守り次世代へ継承し

ていこうとする機運が高まってきているのも事実であり、全国的にも潮流

となっている。 

このため、国では文化財保護法を改正し、「地域における人々の生活また

は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活又

は生業の理解のために欠くことのできないもの」を文化的景観と定義し、

その保護を図ることとしている。 

砺波平野の散村景観は、飛騨地方を源流とし富山湾に注ぐ庄川が作り上

げた扇状地上に広がる広大な水田農業景観である。この成立は、かつて氾

濫を繰り返していた庄川の治水工事が効果を上げ始め、水流が安定に向か

った江戸時代、近世以降のことである。今回の調査により、戦後の農業構

造近代化の中にあって、その姿は変容しながらも現在に生き続けているこ

とが判明した。 

しかしながら、高度成長期以後の産業・社会構造の急激な変化を後追い

するかのように、散村景観は徐々に失われつつあるのが現状である。その

ため、変化しながらも残っている散村景観を将来への大切な資産として保

護することが求められ、無秩序な開発などの抑制、散村景観を動態的に捉

え優良景観を共有するという住民意識の高揚、恵まれた生活空間としての

普遍性を全国に情報発信することなどに取り組むことが必要となる。散村

景観とその中に息づく暮らしや風土を次世代に伝え続けていくことで、更

なる地域住民の郷土愛の育成と地域振興を目指す必要がある。 

第１節 散村景観保護の意義 
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２．散村景観保護の制度 

散村景観は、豊かな屋敷林をもつ家屋が広がりのある水田に点在してい

る景観であり、広い面として捉える必要がある。また、該当区域の周辺区

域が背景として景観に影響を及ぼすことを考慮すると、市街地や山間地を

も含んだ市内全域を景観誘導の対象とすることが望ましい。 

市内全域の景観誘導については、景観法の制度などを活用し、山間部・

市街地部・散村部など地域の特徴に応じた緩やかな規制誘導を行うことが

考えられる。 

また、散村景観が残る特に重要な区域を設定し、該当区域を文化財とし

て保護することを目的に、既に制度化されている国の重要文化的景観に選

定を目指すことも考えていく必要がある。 

重要な区域の候補地区においては、具体的な保護指針や補助制度を検討

し、関係住民の景観保護と開発抑制への意識啓発を図る必要がある。 

なお、区域の境界は行政区域や集落区域をにらみながらも、この景観が

主要道路や河川などの地形をよりどころとすることから、隣接の南砺市、

小矢部市、高岡市など他市との協力体制を整えることも必要である。 

 

■ 散村保護のイメージ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な区域 

重要な区域 

重要な区域 

重要な区域 

重要な区域 

・景観計画（景観計画区域）や自主
条例等による緩やかな誘導 

・重要文化的景観の選定
等による景観の保護 

隣接市との連携・協力 
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１．検討目的と課題 

散村景観の保全手法を探るためには、まず景観を作り上げている構成要

素を把握する必要がある。構成要素の主たるものは水田、住居、屋敷林な

どであり、第２章で分析してきたとおりである。これらは、圃場整備や農

業の機械化等による農業構造の変化や、それに伴う余剰労働力を雇用の場

として受け入れる工場の進出等による経済活動や、高度成長、また家族構

成、住宅事情など社会構造の変化とともにその姿を変えつつある。このた

め散村景観が失われつつあることが今回の調査で浮かび上がってきた。 

こうした状況を認識した上で散村景観を保全しようとするには、その手

法として各構成要素特有の課題を総合的に整理できる幅広い施策が必要と

なってくる。この施策を展開するには、地域の総合的発展の展望を見据え、

住民意識の高揚、土地利用の誘導、関係行政との連携などを基本的事項と

して捉えることができる。 

 

２．散村景観保全手法の検討 

散村景観の本質的な価値を十分認識し、景観構成要素毎の景観保全の手

法について、以下の課題解決策などに基づき、今後具体的な保全手法の検

討を行う必要がある。 

 

(1)水田 

散村景観の構成要素である水田の保全については、農業施策と直結し

た課題であり、後継者の育成、耕作放棄地の解消などについて、農業者

等の意見を聞きながら、農政部局と連携した保全策の検討を行うことが

求められる。 

また、優良農地の確保、散村景観の保全、無秩序な開発行為の制限等

のためには、農業振興地域制度及び農地転用許可制度において適正な指

導が求められる。 

 

第２節 散村景観保全の手法 
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(2)屋敷林 

屋敷林については、生活様式の変化に伴いその役割が大きく変わった

ことから、今では年々減尐している傾向にある。そのため、屋敷林に対

する住民意識の高揚や次世代への環境学習の展開などによる市民意識

の改変（不必要なものから貴重な緑へ）を推進するとともに、「散居景

観を活かした地域づくり協定」締結地区への枝打ち支援等の継続的推進

に加え、さらなる助成制度の充実など緑化施策と連携した保全策の検討

を行うことが求められる。 

また、良好な散村景観が残る地域での開発行為については、現在行わ

れている緑花協定による緑化率の設定など、引き続き緑豊かな住宅地開

発に努め、散村景観への影響を最小限に抑える等の工夫を検討する。 

 

(3)伝統的家屋 

伝統的家屋については、世帯人員の減尐や維持管理負担の増加、現代

の生活様式に対応できない等の理由で、年々減尐している状況にあるも

のの、古民家再生やアズマダチ風の住宅新築など、伝統的家屋に現代的

な価値を見出し守り続けるなど市民の意識も高い。 

そのため、現在の生活様式に対応できるアズマダチ等の伝統的家屋の

リフォームモデル紹介や、広い伝統的家屋を店舗や宿泊施設とする改築

提案など新しい使い方や保全手法を検討するとともに、田舎暮らしを求

める人への空き家の斡旋など、伝統的家屋の活用策を検討する。 

また、良好な散村景観が残る地域での建築物の建築などにおいては、

伝統的家屋の意匠と調和するように、勾配屋根や黒瓦葺き、漆喰風の外

壁など建築物の意匠や色彩への配慮等について、どの程度まで住民の理

解を得られるか、懇話会等での意見も参考に市民全体での検討が求めら

れる。 
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１．重要文化的景観選定に向けての必要な手続き 

散村景観保護の方策として、国の重要文化的景観の選定を目指すことが

望ましいと考えられる。これを進めるには、景観法に基づき、砺波市が景

観行政団体となり、景観計画を策定することや、文化財保護法に基づく砺

波平野の散村保存計画の策定が必要となる。 

しかしながら市全域に広がる散村景観を保護するための「景観計画区域」

などの設定や、重要文化的景観の「生活・生業に結びついた文化的景観の

保存と活用」にあたっては、十分な市民の理解と合意が大前提である。市

では平成 19 年度に住民アンケートと地区別の説明会、平成 20 年度にモデ

ル地区での調査と市民懇話会の設立など住民の意見の把握や事業の啓発に

努めてきたが、この制度に対する基本的な理解を確認するためにはまだま

だ時間がかかると考えられる。 

そこで、引き続き市民懇話会等で市民の意見を聴取しながら、市民の理

解と参加を得て保護施策を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 重要文化的景観選定などに向けた取組体制 

景観行政団体（県の同意） 

●景観法、その他法律に基づき、文化的景観の保存のため必要な規

制を定める条例制定 

文化的景観に関する保存調査 
（文化的景観の構成要素及び
範囲等の調査） 

●文化財保護法に基づき、重要文化的景観の選定の申出 

●重要文化的景観の選定 

文化的景観保存計画の策定 

景観計画の策定、景観計画区
域の設定 
（全部又は一部に文化的景
観を含む） 

 

●重要文化的景観の申出に関する所有者等の同意 
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２ 検討体制と今後の課題 

(1)検討体制 

景観計画や保存計画を策定するには、行政のみならず学識経験者、関

係住民等の関係者が加わった計画立案体制が必要となってくる。また、

行政内部においても都市計画、農林業、文化財、環境といった担当部署

の取り組みの一体化が要求される。こうしたうえで、市の将来構想の策

定、さらに関係住民の合意の取得、加えて先に述べたとおり隣接各市と

の協力体制も進めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 
市 民 

（水田、屋敷林、伝統的家屋など） 

●景観計画・文化的景観保存計画の検討組織 

・学識経験者、各種団体代表者、市民代表者等 

市 
議 

会 

○都市整備課 

・景観計画、土地利用等の検討 

○農業振興課、農地林務課、農業委員会 

・景観農業振興地域整備計画、農振 
除外、担い手育成、農地転用等の検討 

○教育委員会 

・文化的景観保存計画の検討 

○生活環境課 

・環境など 

・環境 

総合的な窓口（庁内横断組織） 

隣 

接 

市 

と 

の 

連 

携 
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(2)今後の課題 

検討会議での議論や住民説明会、アンケートの意見、モデル地区調査

結果などから、散村景観保全のため「景観計画」や「文化的景観保存計

画」を検討する際に、必要と考えられる課題を以下に整理した。 

 

①散村景観構成要素の保存について 

砺波平野の散村景観は、美しく広がる水田の中に、屋敷林、伝統的

家屋などの多様な景観特性が点在することで成り立っており、これら

景観要素毎に適する保存計画を定めることによって、文化的景観の保

存が可能となると考えられる。 

 

②土地利用の規制誘導について 

砺波市は県内でも数尐ない人口増加都市であり、散村景観は市内全

域に広がっていることから、開発と保全のバランスを十分配慮しなが

ら引き続き景観保全に努めていく必要がある。 

また、農業政策と連携した水田の保全を検討するとともに、農地転

用による建設行為や建設資材の採掘などによる景観阻害や環境悪化

の調整等も求められる。 

 

③集落景観のルール作りについて 

散村の美しい集落景観を保全するため、点在する家屋のほかミニ開

発により形成された住宅地等も含めた景観づくりが求められること

から、建築物の色彩や形態意匠等の基準や、屋敷林等を含めた緑化推

進などについて、住民の合意形成を図りながらルール化していくこと

が求められる。 

 

④眺望景観の保全について 

高台から美しく広がりある散村景観を一望できることが、砺波散村

景観の大きな特徴であることから、鉢伏山など高台の視点場から市内

全域を眺め、景観誘導や開発規制を行うなど、砺波市らしい特徴を活

かす方策が求められる。 

 

⑤沿道景観の保全について 

散村景観を貫く幹線道路や北陸自動車道などの沿道については、沿

道の景観阻害要因となる建築物や屋外広告物の規制誘導を行うこと

が求められる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
終 章  砺波散村の特性と重要文化的景観の申出 
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 文化財保護法は、文化的景観を「地域における人々の生活又は生業及び

当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解

のため欠くことのできないもの」と規定し、従来の有形文化財、無形文化

財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群に加えて保護対象の文化財とし

たものである。 

 具体的には次の 8つの類型とその複合した景観を基準としている。 

（１） 水田・畑など農耕に関するもの 

（２） 茅野・牧野など採草・放牧に関するもの 

（３） 用材林・防災林などの森林の利用に関するもの 

（４） 養殖いかだ・海苔など漁ろうに関するもの 

（５） ため池・水路・港などの水の利用に関するもの 

（６） 鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関するもの 

（７） 道・広場などの流通・往来に関するもの 

（８） 垣根・屋敷林などの居住に関するもの 

（９） 以上が複合したもの 

 文化財保護法の改正によって、文化的景観を加えることとなった主旨は、

ほぼ次のように理解される。 

 文化的景観は、各地の地域的な自然条件、立地条件や歴史的過程、ある

いは経済・文化と結びつき、歴史的な淘汰を経て形成されたものであり、

その地域の個性や伝統的生活・文化と一体化した不可欠な部分でもある。

したがって、その地域の人々にとって当然のものであり、あるいは好まし

いものでもある。 

ところが、このような伝統的な景観は、いかに価値が高いとしても、そ

の形成の過程からも窺い知ることができるように動態的である。ある文化

的景観を形成した経済的・社会的・技術的な要因のうち、その一部が欠落

したような場合には、その文化的景観が維持あるいは再形成されなくなる

可能性が高いことになろう。文化的景観が価値の高いもの、あるいは好ま

しいものであり、それを保護しようとすれば、何らかの方策が必要となる。 

 

 

第１節 文化的景観の規定と類型 
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 文化財保護法の改正と同時に制定された景観法は、「良好な景観」を「現

在及び将来における」「国民共通の資産」と定義している。「良好な景観」

を資産と明確に位置付けた同法は、日本における景観のあり方を大きく変

えるものである。つまり、好ましい文化的景観は、その地域の重要な資産

であることになる。日本の近代における政策が、近代化の名の下に利便性

を追及し、一律性と画一化を強く志向してきたのに対し、それぞれの地域

が、他の地域にない個性を軸にして、アイデンティティを高める方向への

歩みを進めるのが景観法の方向性である。この基調の中にあって、文化的

景観の保護という枠組みは、とりわけこの方向性を強く体現するものであ

り、文化的景観を地域の付加価値として評価・認識することにもなろう。 

 ただし、文化的景観の保護のためには、少なくとも次の二つの観点が重

要である。その一つは、文化的景観を構成する部分が、たとえ個人所有で

あったとしても、外から見える部分、つまり景観の一部となる部分は公共

のものであるという認識であろう。程度の差こそあれ、西ヨーロッパ諸国

で共有されているこの考え方は、例えば建物を新築する場合、日本のよう

に単に建ぺい率や容積率、高さ制限といった形式的ないしハードの面だけ

でなく、外観がその地区の機能や景観と合致するか否かなどについての地

区委員会の認可の手続きを経るものである。この手続きにより地域住民の

合意として、好ましい伝統的な文化的景観が維持ないし再形成されること

となる。 

 二つ目の観点は、この手続きに関連する。文化的景観の保存が、単に伝

統的景観を固定するものではなく、動態的に好ましい景観をむしろ再形成

する方向が望ましいことになる。このためには、地域住民によって、その

地域の環境や歴史・文化を反映した好ましい景観を創造するという意識が

重要な要素となる。 

 その上で、景観法にもとづいた景観計画を定め、重要文化的景観の選定

を求めるものであれば、その申出の手続きを行う、というのが法律上の手

順である。 

 

 

第２節 地域資産としての文化的景観 
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 砺波散村地域の開拓と居住は、８世紀後半の東大寺領開田地図にみられ

るような非連続的な耕地と屋敷の分布状況が基本的には大きく変わらず展

開していたとみられる。17 世紀の初頭まで選択的・分散的な状況が続き、

17 世紀以後、新田開発が進展し、典型的な散村が展開することとなった。

このプロセスにおいては、入植・開拓および農業経営上の利便性が優先し、

集村化して集村の居住形態となる契機がないままに散村が展開した。 

 砺波散村の各孤立荘宅の農家は、それぞれの経営耕地を屋敷周辺に集中

し、農家の周囲の屋敷林とともにいわば「生活の完結体」をなしていた。

孤立荘宅は、農業経営上極めて有利な居住形態・集落形態であったのであ

る。しかし、農家のほとんどが第 2 種兹業農家となり、同時に農村部にお

ける非農家の増加によって、孤立荘宅の主たる機能が居住の場となり、散

村が居住地としての側面を強めているのである。1950 年代ごろまで、生

産・就業の場としての孤立荘宅と、機能中心としての中心集落とが一体と

なり、相互補完的かつ対立的な関係を軸とした伝統的な構造が持続してい

たとみられるが、その後の構造変化が大きい。 

 砺波散村地域の構造変化を支持した要因として、圃場整備事業等による

インフラストラクチュアの整備と、著しいモータリゼーションの進行が主

要なものであり、これによって散村の居住環境・生活環境が向上し、一方

でかつて中心集落に集中していた機能が散村地域全体に拡散し始めたので

ある。その結果、孤立荘宅の住民にとっても、中心集落住民にとっても、

日常的な移動・行動パターンに基本的な差異がなくなった。したがって、

かつては職住の複合体として存在していた孤立荘宅から、農業経営体とし

ての機能がほとんどなくなっても、その居住パターンを維持することが不

都合ではなくなった。つまり、地域住民の多くは、散村居住の方向性を維

持し、その景観を保全すべきと考えていることになる。 

 この動向には、砺波散村地域の人々が居住様式の理想型をどのように認

識しているか、という点が大きくかかわってくる。これまでの動向とアン

ケート調査の結果からは、屋敷林に囲まれた豪壮な孤立荘宅を意識した、

ゆったりとした住居建築と、広い庭ならびに十分な駐車スペースを理想型

として認識していることになろう。 

 この動向は、砺波平野に点在する中心集落と、散村地帯に拡散した各種

の都市施設全体からなる「分散型都市環境（dispersed city）」とでも表現

し得る状況への展開を示すものでもある。 

 今後の砺波散村の景観の保全については、一方で住民によるその景観の

地域資産としての認識が重要であり、他方でその保護のための行政的方策

が必要となろう。この両面において、重要文化的景観としての申出にもと

づく選定が、一定の役割を果たすものと考えられる。 

資料：金田章裕・藤井正編（京都大学学術出版会）『散村・小都市群地域の動態と構造』/2004 

第３節 砺波散村の特性 

（金田 章裕） 
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