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はじめに 

 板橋区は、東京 23 区で公文書館を設置している唯一の区です。これは板橋区民のみなさ

んにとって、とても幸福なことです。なぜならみなさんは、他の公文書館を設置していな

い自治体の住民よりも、自分たちの地域のことを知る機会に恵まれているのですから。 

しかし、いかに機会に恵まれているといっても、その機会を活かす方法を知らなければ、

まさに「宝のもちぐされ」です。そこで今日はみなさんに、社会学者、専門社会調査士の

立場から、板橋区公文書館を上手に利用するための活用術についてレクチャーします。 

※社会調査士 

 社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事象等をとらえることのでき

る能力を有する「調査の専門家」のことです。なかでも、大学院で所定のカリキュラムを修めることで専

門社会調査士の資格を得ることができます。詳しくは「社会調査協会」のサイト（http://jasr.or.jp/index.html）

をご覧下さい。 

 

【活用術之零】 調べ物をするときの基本を押さえる！ 

・その情報は正しい情報ですか？ 

 世の中にはたくさんの情報が溢れています。しかしその情報が「正しい」情報であるか

どうかは、簡単にはわかりません。 

 例えば新聞に載っている世論調査。一例をあげましょう。毎日新聞は 2011 年 7 月 5 日の

朝刊で、大相撲の八百長問題についての世論調査の結果を掲載しています。その記事は、

このような出だしで始まります。 

 

 これを読めば、日本全国の約８割の人が、大相撲から八百長がなくなることはないと考

えているというふうに感じるでしょう。なにしろ「全国世論調査」ですから。 

 しかし、この全国世論調査の結果は、本当に全国民の意見を代表するものになっている

のでしょうか？ 

 この記事の末尾には、今回の調査の実施手法が記してあります。 

  

 

 毎日新聞が（7 月）２、３日に実施した全国世論調査で、八百長問題を受けて日本

相撲協会が導入した再発防止策で八百長がなくなると思うかと尋ねたところ、「思わな

い」との回答が７８％を占めた。 

（7 月）２、３の２日間、コンピューターで無作為に数字を組み合わせて作った電話

番号を使うＲＤＳ法で調査した。この際、岩手、宮城、福島３県の沿岸部など、東日

本大震災による被害が大きかった市区町村の電話番号は除いた。有権者のいる１５４

４世帯から、１１２９人の回答を得た。回答率は７３％。 
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 この RDS 法（RDD 法ともいいます）というのはマスコミがよく使う社会調査の手法で、

市外局番で地域を限定したうえで、残りの番号をコンピュータでランダムに入力し、かか

った番号の世帯に対して質問をし、集計するというものです。一見なんの問題もないよう

に思われますが、よく考えてみて下さい。この調査に答えることができる人は、かなり限

られてしまいます。条件をあげていくと・・・ 

・固定電話を持っている 

・電話がかかってきたときに自宅にいる 

・アンケート調査に答えるだけの十分な時間がある 

・アンケート調査に協力しようという意思を持っている 

 ほかにもあるでしょうが、これだけでも回答者はかなり限られます。携帯電話しか持っ

ていないという人は除かれてしまいますし、たいていこのような電話は昼間の時間帯にか

かってきますから、その時間、外で働いている人も除かれます。さらに電話を受けること

ができたとしても、忙しいときであれば答えてもらえないだろうし、そもそも協力しよう

という意思がなければすぐに切られてしまうでしょう。 

 つまるところ、RDS 法による調査の回答者は、昼間自宅にいて、たまたま暇なときにかか

ってきた電話を切らず、調査に協力してくれた人ということになります。その多くは家庭

の主婦や高齢者でしょう。このような偏りのある人たちの意見が、全国民の意見＝世論と

して報道されているのです。 

  

 このように、毎日新聞のような全国紙が伝える、一見したところ正しいと思われる情報

も、その根拠はあやしいものであることも多いのです。だから私たちは、何かものを調べ

るときには、その情報の根拠に気をつけなければなりません。 

 

・インターネットがあれば十分？ 

 インターネットが普及している現在、多くの人たちが調べ物をする

ときにインターネットをつかっています。しかしインターネット上に

ある情報には、 

①誰がいつ書いているか特定しづらい 

②いつ情報が更新されるかわからない 

 という問題点があります。 

 なぜならインターネットでは、ちょっとした知識と設備があれば、誰でも情報を発信し、

改変することができるからです。 

 つまりインターネット上にある情報は、情報の根拠という点で弱いのです。 

 

・信頼できる情報源にあたろう！ 

 あやしい根拠、弱い根拠に基づいた情報は、その内容に誤りがある可能性が高いといえ

ます。そしてその、誤った情報を根拠にしてモノゴトを理解してしまうと、間違って理解

してしまうことになりかねません。 
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 だから、何かを調べて正しく理解するためには、なるべく信頼できる情報源にあたる必

要があります。では信頼できる情報源とは何か？その条件は大きく２つあります。 

 

［条件①］ 

 誰（個人・団体）が、いつ、どの媒体に、どういう目的で書いたものかがわかる。 

［条件②］ 

 記録されている情報の改変が困難である。 

 

 条件①は、要するに情報のメタデータがそろっているということ。このメタデータがわ

かることによって、その情報がどれくらい信頼できるか、どれくらいの偏りがあるのかを

判断することができます。雑誌記事よりも研究書の方が一般的に信頼度は高いでしょうし、

原発関連の文書の作成者が電力会社であれば、原発のメリットを強調する内容に偏ってい

るであろうことが想像できます。こうやって「情報の来歴」に着目することで、その情報

の信頼度を判断することができるのです。 

 条件②を満たす情報のなかでもっとも一般的なものは、紙に印刷された情報です。特に

書籍や報告書の形で冊子になっているものは、そう簡単には改変できません。 

 

 インターネット上の情報が、この２つの条件を欠いていることは一目瞭然です。 

 インターネットは、どこにどのような情報があるのか、つまり情報の「ありか」を探す

のには適しています。 

 そうやって情報の「ありか」がわかったら、その情報の「ゲンブツ」である、紙に書か

れた文書にあたることで、情報の根拠を固めることができます。 

 そして公文書館には、情報の「ゲンブツ」がたくさん収められているのです。 
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【活用術之壱】 ココにしかない情報を知る！ 

①過去の行政刊行物 

 各自治体では統計資料をはじめ、各課でつくっている報告書な

ど、さまざまな情報をホームページに掲載しています。でもホー

ムページにあるのは近年の情報ばかり。図書館にも行政機関が作

成した報告書が納められていますが、どんどん新しい報告書が増

えていくので、古いものから順に処分していかざるを得ません。 

 

 これに対して公文書館には、行政が発行した刊行物が、古いものから新しいものまです

べてそろっています。古いものでは、昭和 7 年 10 月 1 日に板橋区が誕生してから最初につ

くられた統計資料で、区長をはじめとする様々な役職者の氏名や、当時の人口、産業の状

況などが記録されている、昭和 8 年度の『板橋区勢要覧』（S08-001）や、戦時中に回覧さ

れた回覧板などをまとめて収載している『回覧板』（S17-001）なんていう珍しいものもあ

ります。 

資料① 「隣組回報」（昭和 18 年 3 月 30 日、号外） 

 そして重要なのは、古い情報が残っているので、時系列で板橋区の社会状況や行政の施

策を捉えられることです。古い統計資料を現在のものと比較することで板橋区の発展のプ

ロセスをたどってみることもできますし、数年ごとに出される報告書を発刊された順にみ

ていくことで、あるテーマに関する行政の施策がどのように変化していったのかを知るこ

ともできるのです。 

 

②行政機関が作成した公文書 

 行政機関（市区町村、教育委員会など）の職員が作成した文書のことを公文書といいま

す。行政機関は、何か活動を行うとき、必ず文書を作成しなければなりません（これを文

書主義といいます）。行政機関は、みなさんから預かった税金を元に活動しているので、ど

ういう理由で、どういう活動を、誰が、いつ、どこで行うのか、そして誰がその活動を許

可したのか、きちんと文書で証拠として残しておかなければならないからです。 

 ですが、そうやって作成された膨大な公文書のすべてを保管しておくことは、保管スペ

ースの問題等もあり困難です。そのため公文書には、その重要性に応じてそれぞれ保存期

間が定められています。そして保存期間を過ぎた公文書は廃棄されることになります。 

 しかし、こうした公文書のなかには、区民の文化財産として歴史的な価値を持っている

ものや、過去の資料として行政運営上必要なものもあります。そこで板橋区公文書館では、

それらの重要な公文書を選別、収集し、担当課ごとに分類して保管しているのです。 

 なお、詳しい選別基準については、『板橋区公文書館 10 年のあゆみ』42～45 ページをご

覧ください（板橋区公文書館ホームページから PDF ファイルで入手できます）。 
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③板橋の古い写真 

 板橋区公文書館には、過去の板橋区の様子を撮影した写真がたくさん保管されています。

もっとも多いのは昭和 30 年代～50 年代の写真ですが、なかには大正・昭和初期の写真も

残っています。また、航空写真も多数あります。 

 古い写真は、当時の社会のようすが記録されている「記憶の宝庫」です。どこにどんな

お店があったのか、お店ではどんなものが売られていたのか、田んぼや畑はどれくらいあ

ったのか、などといった様々な時代の記憶が残されています。 

 なおこれらの写真は、所定の手続きをとっていただければすべて無料でつかうことがで

きます。 

資料② 『山手線をめぐる鉄道－早稲田大学鉄道研究会６０周年記念誌』 

（『鉄道ピクトリアル』2012 年 5 月号臨時増刊号） 

資料③ 『がんばれ！ニッポンの商店街』（オフィス三銃士編集制作、2012 年） 

 

④櫻井徳太郎文庫 

 櫻井徳太郎文庫は、板橋区に長年在住し「板橋区史」の編さんを統括、また文化財保護

審議会会長としても活躍され、日本民俗学の大家として知られた故櫻井徳太郎氏が、平成

14 年（2002）に板橋区へ寄贈された蔵書等、約 3 万 8 千点余の資料群のことです。 

 学術書、学術雑誌、古文書、和本、民俗調査の「聞き取り」内容を記したフィールドノ

ート、話者とのやり取りの内容を録音したカセットテープ（CD 化済）、写真、スクラップブ

ック、ビデオテープなど多種多様な資料が収められており、一部を除き公開されています。 

 この櫻井徳太郎文庫は、もちろん資料的価値も非常に高いのですが、1 人の優れた研究者

がどのように情報を集めていたのか（知の体系！）を知ることができるという点でも、た

いへん重要な施設です。 

 

【活用術之弐】 公文書館で効率的に集めることのできる情報を知る！ 

 板橋区公文書館には、実はこんな資料もそろっています。 

・過去から現在にいたるまでの住宅地図 

・『広報 いたばし』のバックナンバー 

・『板橋史談』のバックナンバー 

・板橋の近隣地域の自治体史 

・日本史を調べるための基礎となる辞典類、書籍 

  

 例えば住宅地図は、自分が住んでいるところにかつて何があったのかといったことを調

べるのに便利ですし、『広報 いたばし』のバックナンバーは、板橋区であったイベントや

板橋区によるさまざまな取り組みについての情報が満載です。 

 これらの資料ももちろん、コピーをとることができます。みなさんのニーズにあわせて

活用してみてはいかがでしょうか。 
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【活用術之参】 具体的なテーマについて調べてみる！ 

 では実際に、板橋区公文書館に所蔵している資料を用いて、板橋の農業について調べて

いきましょう。 

 

【調べ方】 

 今回は『板橋区史』をベースに調べ始めました。板橋区の歴史についてまとめてある『板

橋区史』は、公文書館閲覧室に配架してあります。農業については『板橋区史 通史編 下

巻』（1999 年、板橋区史編さん調査会編）の「第３章 帝都の近郊として」、「第８章 近

郊農村の変容」に詳しい記述があります。 

 『板橋区史』は、板橋の歴史についての情報の宝庫です。そして板橋区公文書館には、

この『板橋区史』を編さんする過程で収集し、参考にした資料が保管されています。板橋

の歴史について調べたいと思ったら、まずは区史に目を通してもらった上で、気になる記

述の原本にあたっていくことで、効率的に、かつより深く調べることができます。 

 さらに「板橋区公文書館 行政資料目録」からキーワード「農業」で検索し、タイトル

から内容を想像しつつ、重要そうな資料をいくつかピックアップし、書庫から持ってきて

もらいました。 

資料④ 「農業」の検索結果 

資料⑤ 公文書館資料閲覧・複写申請書（写し） 

 

 ではさっそく、公文書館所蔵資料を用いて明らかになった「板橋の農業」について見て

いきましょう。 

 

１．大正～昭和初期 

各地域の特徴 

 『板橋区史 通史編 下巻』の「第

３章 帝都の近郊として」は、大正から

戦前期にかけての板橋の農業について

まとめた章です。「帝都の近郊として」

というタイトルからも想像ができるよ

うに、北豊島郡の一部であった板橋は、

麹町区や神田区など15区によって構成

されている東京市に隣接する近郊都市

としての発展を進めている最中でした。 

 現在の板橋区にあたる地域は、板橋町、

上板橋村、志村、赤塚村の 4 町村に分

かれていました。北豊島郡農会が大正 7

年（1918）に刊行した『北豊島郡誌』には、これらの地域の特徴が描かれています。 
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〔志村〕 

・東京市の北西 3 里（約 12 ㎞）圏内に位置しており、帝都の一部に組み込まれつつあった。 

・しかしまだ当時の産業の中心は農業。土地の 8 割強は耕地であり、人口の 4 割強は農業

に従事していた。 

・ただ生産していたものは米や麦などの主要作物よりも蔬菜類（野菜のこと）に力を入れ

ていた。これは大消費地である東京市から近いという距離のメリットを活用した戦略。 

〔板橋町〕 

・「高燥にして住居に佳く、農業に良」（『北豊島郡誌』）かったとあり、都市と農村が混在

している様子がうかがえる。 

〔上板橋村・赤塚村〕 

・ほとんどが農業従事者。 

・「都内の大村」ともよばれた赤塚村では、北に水田が、南に畑がひろがる風景がみられた。 

・しかし赤塚村でも、「近来蔬菜の栽培盛にして」とあるように、野菜の生産にも力を入れ

るようになっていた。 

 

米から野菜へ 

 このように板橋では、生産される作物が米から野菜へとシフトしていきました。その様

子は、帝国農会編『東京市域内農家の生活様式－東京市農業に関する調査１』（1935 年発

行）から詳しく知ることができます（以下、『生活様式』と略記）。 

『東京市農業に関する調査』とは？ 

・町村・郡・府県ごとにおかれた農会の中央機関である帝国農会が東京帝国大学教授の

那須皓農学博士に委嘱し、帝大の農政研究室が半年をかけて実施した調査の報告書。 

・原本は「全国農業協同組合中央会 協同組合図書史料センター」にあり、板橋区公文

書館には 1993 年度に板橋区史編さん調査会が複写したものが保管されている。 

・本書には、当時の農業に関する統計的データや、農家の生活様式についての聞き取り

調査の記録が収載されている。 

※なお同書は、〔H08-140〕板橋区史編さん調査会編『板橋区史 近・現代資料集成「帝

都近郊の生活」』（1996 年発行）にも、その一部が収載されている。 

→この調査結果に基づいて、板橋区域内の農産物の変遷を表にしたものが、『板橋区史』に

あります。 

資料⑥ 板橋区域内の農産物変遷表 

 

 この表からわかるように、米の生産が板橋町では昭和 3 年時点でみられなくなり、黍（キ

ビ）類を除く雑穀類も大正にはいってからは生産されていないなど、主食の生産が減少し

ています。その一方で、瓜類や菜類の生産が大正期からなされるようになっています。 

→大正期を境に、生産の中心が主食から野菜へとシフト。「都会付属の菜園」に！ 

 資本主義経済が農村にも及んでくるなか、野菜の生産による現金収入の獲得は、農家に

とって重要なことであった。 
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 こうした野菜のなかでも、特にその生産が盛んであったのが大根です。練馬とともにた

くあん漬けの主産地であった板橋では、大根や干し大根の生産が盛んでした。『区史』に掲

載されている「北豊島郡の農産物表（明治 33～35 年・昭和 3 年）」をみると、大根が、作

付面積でも収穫高でも群を抜いて大きく、そしてその数値も伸びていることがわかります。 

資料⑦ 北豊島郡の農産物表（明治 33～35 年・昭和 3 年） 

 

農業規模の縮小と関東大震災 

 では農業の規模自体はどうだったのでしょうか。まずは耕地面積からみていきましょう。 

参考にしたのは『生活様式』です。 

〔地域別に見たる作物別作付面積並びにその変化〕 

 板橋区を含む北豊島郡の作物別の作付面積を見てみると、1921 年（大正 10 年）を 100

としたとき、1933 年（昭和 8 年）では水稲 54、陸稲 31、麦類 65 など、穀物が軒並み作

付面積を減らしています。 

 一方で大根 155、キュウリ 109、漬菜（漬け物用の菜）356 と野菜類の作付面積が拡大し

ているほか、トマトの作付けもはじめられています。 

 そして耕作地全体の面積は 77 と、わずか 10 年ほどの間に約 4 分の 3 にまで減少してい

ます。 

 

 続いて、当時農業に従事していた人がどれくらいいたのか見てみましょう。 

〔旧町村別有業者数総数に対する農業者数の割合〕 

・板橋区における有業者数と農業者数 

 1920 年（大正 9 年） 

  有業者数：15,192 人 農業者数：6,954 人 割合：45.8％ 

 1930 年（昭和 5 年） 

  有業者数：27,353 人 農業者数：5,631 人 割合：20.6％ 

 有業者数は増加しているにもかかわらず、農業者の数は減少していることがわかります。 

 

コラム：大根と麦の意外な関係 

 資料⑦の「北豊島郡の農産物表」にはなぜか記載がありませんが、資料⑥をみれ

ばわかるように、板橋では麦の生産も盛んでした。この麦、実は大根の収穫が終わ

った後の畑で栽培されていたのです。『生活様式』には、「大根は八月中下旬から十

月下旬、十一月、十二月に亘って栽培せられるが、そのあとには普通大麦（又は小

麦）が栽培せられる。秋、練馬を通ると見渡す限り大根畑が続いているが、春はそ

れが一面に麦畑に化している」との記述があります。 
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→このように大正から昭和にかけて、農業の規模は、面積も従事者も縮小しています。そ

の背景にあるのは 1923 年（大正 12 年）の関東大震災です。 

 東京市や横浜方面に大規模な被害をもたらした関東大震災ですが、板橋はそれほど大き

な被害は受けませんでした。『大正震災誌』によれば、板橋町の被害は全壊 26 戸、半壊 37

戸、全焼１戸、重傷 2 名、軽傷 3 名であったとあります。 

 このように被害が軽かった板橋に、関東大震災で都心部から焼け出された人たちが、安

価な土地を求めて大量に流入してきます。そうした人たちの住居を提供するために、田畑

を宅地に転換する農家が増えた結果、農地も農業者数も減少しているのです。 

 さらに震災以降は、工場も多く板橋に進出してきます。そしてそれと同時に、工場から

の排水によって農作物が被害を受けるケースも頻出するようになります。『生活様式』には

志村の事例が紹介されています。 

 

「志村（坂上）では、『オリエンタル酵母会社（註：日本最初の製パン用イースト製造会

社）の悪水排出により約五町歩は収穫皆無に陥り、其他の水田も可なりの減収を来した。

（後略）』と言ふのを耳にした。（中略）同様の被害は成増の工業地域にも聞かれた。（中

略）工場地域の付近の水田は北部の志村・袋町・成増の如きは労働者、家内工業者、そ

れ等に付随する小商店等の居住地域と化している。」 

 

→このように板橋の農民は、工場の進出による農作物への被害と、工業従事者の増加によ

る農地の宅地化とを、同時に経験しています。さらに工業用水の大規模なくみ上げによる

地下水の低下という問題もありました。この工業化の進展も、板橋の農業を衰退させる原

因の１つだったのです。 

 

 その後、主要な作物であった大根も、昭和 8 年（1933）の大干ばつと、昭和 11 年（1936）、

15 年（1940）に発生したモザイク病によって大きな打撃をうけ、徐々に作付面積、収穫量

を減少させていきました。 

 

養豚と酪農 

 こうしたなかで、より「高等」な農業とされていた養豚や酪農に挑戦する農業者たちが

でてきます。 

〔養豚〕 

 昭和 6 年（1931）に北豊島養豚組合が設立しています。設立当時、40 人の加入者があり

ました。板橋区域では上板橋の大谷口周辺、志村の中台・前野町周辺に集中していました。 

 養豚は、悪臭や伝染病の問題から、東京市 15 区内での営業が禁止されていました。その

反面、豚を育てるためのエサは残飯であり、その残飯は東京市から入手していました。そ

して育てた豚は、主に東京市内の都市住民によって消費されました。このように養豚は都

市と密接な関係があり、都心部に近い板橋は、養豚に適した条件がそろっていたといえま

す。 
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〔酪農〕 

 酪農は板橋町、上板橋村を中心に昭和初期から発

達していきます。酪農自体は大正時代からなされて

いましたが、巣鴨や戸田市などを転々としていた吉

川牧場が昭和 3 年（1928）ごろ上板橋に移転してき

たのを機に、大きく発展していきます。 

 殺菌技術が未発達であったこの時代、都心部に牛

乳を提供するためには、都市近郊で搾乳する必要が

ありました。それゆえ酪農は、板橋のなかでもより

都心部に近い板橋町、上板橋村で盛んだったのです。 

  

昭和 20年頃の吉川牧場 

コラム：牝牛の貸し出し 

 少し時代が下りますが、昭和 29 年（1954）11 月 1 日、「東京都板橋区乳用牝牛

貸付規程」が制定されています。これは区が購入した乳牛の牝牛を区内の酪農家に

無償で貸し出すという制度です。具体的には、区から貸付を受けた乳用牝（めす）

牛が子牛を産んだ場合、牡（おす）であればその子牛を貸付農家に無償譲与し、牝

（めす）であれば今度は親牛のほうを貸付農家に無償譲与した上で、子牛を区に引

き上げ、引き上げたその牝（めす）牛を育てて更に他へ貸し付けるというもので、

酪農家にとってはたいへんなメリットのある施策でした。 

 ちなみにこの当時、東京都区部には 286 ヶ所の乳用牛を飼養している農家があ

り、そのうち約 23 パーセントが板橋区に存在しました。なお、昭和 29 年の板橋

区の乳用牛飼養農家は、農家数で 66 戸、飼養頭数で 614 頭でした。 

 この事業のおかげで、板橋の酪農は発達しました。そして酪農の普及は、牛乳の

生産・消費拡大に大いに貢献し、区民の健康増進・体位向上にも寄与しました。な

お乳牛の貸付事業は、環境衛生上の問題や借受希望者の減少など諸般の事情によ

り、昭和 37 年（1962）10 月 30 日をもってその役目を終えています。 
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２．戦前期～昭和の終わりまで 

農地の減少と宅地化の進展 

 昭和 10 年代にはいると、農地の宅地化はさらに進んでいきます。その様子は、『区史』

通史編下巻の 8 章「近郊農村の変容」に詳しく書かれています。ここでは、区史で引用さ

れている『大野ときさん自筆自分史』をもとにみていきましょう。 

 

『大野ときさん自筆自分史』（複写製本版）について 

 大野ときさん（大谷口在住、明治 41 年 1 月生）が、自分史作成用の冊子として市販さ

れていた『自分史をつくる本 わたしの歴史』（荒井勉編、1985 年発行）に、自身でか

きとめてきた日記をもとに書き込んだものを全文複写したもの。 

 農家に嫁いだ女性の一代記を読むことで、板橋の農業がどのような変化を経験してい

ったのかを知ることができる。 

 

 ではさっそく、大野ときさんの目からみた、板橋の農業の変遷をみていきましょう。 

 

〔昭和初期～終戦〕 

 ときさんは、昭和 2 年（1927）、19 歳の時、板橋町大字中丸から上板橋村字大谷口（現・

大谷口１丁目）へと嫁いできます。嫁いだ先は農家で、主に大根とネギをつくっていたそ

うです。 

 その大谷口では、日大病院ができた昭和 9 年（1934）ごろから都市化が進んでいきます。

大野家でも、自宅から近い現在の幸町のあたりに家を建て、それを貸家にして流入してき

た人たちに貸しました。幸町は大谷口よりも大山駅、池袋駅に近いので、家を借りる人は

すぐに決まり、その後 3 年続けて貸家を拡大していきます。大野家では畑を小作人に貸し

コラム：レファレンスを活用しよう 

 この『大野ときさん自筆自分史』は、区史で引用されていた資料ですが、

館所蔵資料のデータベースである「板橋区公文書館 行政資料目録」には掲

載されていません。そこでレファレンスで問い合わせたところ、区史編纂関

連の資料庫に保管されていたことがわかりました。なお、「行政資料目録」

に掲載されていない理由は、この資料が個人の日記であり、プライバシーに

関わる内容が多いから、とのことです。 

 このように区史で引用されている資料については、公文書館に保管されて

いる可能性が高いので、「行政資料目録」の検索でみつからなくても、レフ

ァレンスに問い合わせることによってみつかることもあるのです。みなさん

もまずは職員の方に、自分が探している資料について相談してみてくださ

い。自分では思いもよらないところに必要な資料があるかもしれませんよ。 
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ていたので小作料収入もありましたが、小作料は年に 1 回の収入であるのに対して、家賃

収入は毎月の収入となるので、「何と云ってもこの方が頭は使ふけれど収入は大きい」（昭

和 17 年）と、家賃収入への期待は高いものがありました。 

 そして昭和 18 年（1943）に入ると、大谷口あたりでも宅地化が進んでいきます。戦時下

にあって、比較的都心に近いのに畑もまだ残っていた大谷口は、食糧確保に加え、防災上

も有利な地域だとみなされたのです。こうして大谷口では、空き地がわずか 1 年ほどの間

にみな宅地となり、住宅地化が急速に進みます。しかし戦時下であったことから建築資材

の不足が深刻化し、住宅建設はいったん終わりを迎えます。 

 

〔戦後〕 

・農業の復興と民主化 

戦中から続く食糧不足がますます深刻化するなか、戦後の板橋農業は食糧増産、および

供出という国家的な要請のもとで復興をはじめます。「昭和 21 年 8 月 板橋区役所事務概

要」（『板橋区史 資料編４』91）には、「終戦後は食糧危機の声に刺激せられ寸土と雖も開

墾せられ利用坪数はさらに増加しつつあり」との記録が残されています。このように板橋

の農業は、都民のおなかを満たすべく、急ぎ足で復興していきました。 

 そして同時に、占領軍による民主化政策が、板橋の農業者にも大きく影響をおよぼして

いきます。特に昭和 21 年（1946）10 月に公布された自作農創設特別措置法により、地主

から土地を借りて耕作していた小作人は、所有に応じた土地を年賦で購入することで自作

農となっていきました。板橋区では、昭和 20 年の時点では小作地率が 56.3％でしたが、昭

和 25 年には 19.4％までに減少しています。 

 大野家でも、小作人に土地が買い取られていきます。ときさんは「此の年（註：昭和 22

年）に当家で持って居た赤塚の土地も三反歩小作人に安く買取られ」たと日記に書いてい

ます。さらに家賃、地代を勝手に上げることも禁止されていたため、大野家の生活は少し

厳しいものになっていきます。 

 昭和 24 年（1949）に家賃の統制がとかれ、値上げすることもできるようになると、大野

家では自宅の母屋に手を加えて、一部の部屋を貸間にします。それは「戦後材木もなし、

釘など古いのを延して使ふ有様なれど、家を焼い

た人のために」という思いもあってのことでした。 

 なおこの年の秋から、赤塚の松月院と上板橋の

安養院（後に徳丸の安楽寺）で、稲の刈り入れ時

期である 10 月と、田植え時期である 6 月に、臨

時の農繁期保育所が設置され、100 人前後の子ど

もたちが通うようになります。ベビーブームと重

なっていたとはいえ、この時期は稲作が盛んにな

されていたことをうかがわせる事柄だといえるで

しょう。 

 

赤塚農繁期保育所（昭和 34年） 
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・宅地化の進展と農業の衰退 

 しかしこの頃から、少しずつ農業は衰退し始めます。その大きな理由は、やはり宅地化

でした。昭和 25 年のときさんの日記には「野菜作りも昔ほど作らない、葱を作っている畑

が多い、作物もひらける（註：宅地化が進んで都会化していくの意）につれ虫が多くなっ

てきたのでねぎなどを秋の作物とする、大根も作るが昔ほど作らない。ひらけて来ると作

るものもかわって、皆貸地に頭も使ふ、食料不足も徐々に出廻って来て落ち着いて来た、

土地も貸地にする人が増えて来た、一時ストップしていた耕地も段々と宅地化して来て、

次第に開けて家が又出来初めて来た」とあります。ちょうどこの年は、モザイク病がみた

び蔓延したことによる大根の不作も同時におきており、大根畑をネギ畑に変えたり、宅地

に変えて土地を貸したりする農家が増えていきます。 

 この宅地化の流れは、農業の盛んな赤塚・徳丸地域においても進んでいきます。志村や

荒川沿いの工場による大量の地下水使用によって地下水の枯渇や地盤沈下がおき、さらに

工場から排出される汚水、住宅地から排出される生活排水による水質悪化になやまされる

など、赤塚・徳丸地域の農業は、工業化や宅地化の進展によって大きな打撃をうけていま

した。さらに昭和 30 年（1955）からは干ばつが 3 年つづき、昭和 33 年の狩野川台風では

収穫後の稲束が流出したり収穫直前の稲が冠水したりと大損害を被ります。 

こうしたなか、昭和 36 年頃から、

日本住宅公団による公団団地建設の

話が赤塚・徳丸田んぼの農民に伝わ

ってくるようになります。高島平団

地のことです1。 

発展の見込みの薄い農業を辞めた

いという気持ちと、先祖伝来の土地

への執着とがせめぎ合うなか、昭和

38 年（1963）には 51 万坪の田んぼ

の売却がなされ、44 年に着工、47 年

1 月には最初の住民が入居しはじめ

ます。こうして板橋では、米の栽培

はまったくなされないようになりました。 

もっとも畑地については、高台を中心にまだ残っており、キャベツ、大根、ニンジン、

馬鈴薯、甘藷、ホウレン草、小松菜、カリフラワー、ネギなどの野菜類、サツキ、ツツジ

などの植木類、梅、柿、栗、ブドウ、梨などの果樹類、温室でのシクラメン栽培など、よ

り専門化した、商品価値の高い作物を生産していました。 

                                                   
1 住宅公団による農地買収の経緯を当事者の視点から描き出した資料として、『高島平地区

の農業・土地売却に関する調査（鈴木憲作・中尾克男両氏）』、『高島平地区の農業・土地売

却に関する調査（遠藤金一さん）』の 2 冊が公文書館に保管されている。 

 

板橋農協取扱の米の販売高の変遷 
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 この農業の衰退の経緯をまとめたものが、以下の表です。 

 

 

 現代に近づくほど農家の数も、人口も、耕地面積も減っていく。この表をみれば一目瞭

然ですね。 

 

３．現在 

 板橋区農業委員会が毎年作成している『板橋区農業経営実態調査報告書』の平成 23 年度

版によれば、平成 23 年 8 月 1 日現在、農家戸数は 176 戸、うち生産農家 155 戸、販売農

家は 63 戸となっています。農業従事者は 331 名で、そのうち 6 割強が 60 歳以上です。 

 耕作地の面積は 2,499.52 アールです。作付面積がもっとも広いのは大根（223.3 アール）

で、じゃがいも、苗木、ブロッコリー、さつまいもと続きます。花卉類の栽培もなされて

おり、サイネリアやシクラメンが温室で栽培されています。 

 販売額をみてみると、500 万円以上の販売額がある農家は 2 戸だけで、半分以上は 50 万

円未満の収入しかありません。 

 農地が多いのは徳丸・赤塚地区で、この２地区だけで全体の半分以上を占めています。

農家戸数もこの２地区だけでやはり半分以上を占めています。 

  

総数 専業 一次兼業 二次兼業 総面積 田 畑 樹園地
1955 1,184 231 72,206 29,420 42,786
1960 934 281 316 337 6,108 57,368 27,978 29,305 85
1965 734 214 159 361 4,579 38,698 17,361 21,178 159
1970 497 41 24 432 2,877 20,762 6,574 13,545 673
1975 393 3 24 366 2,176 9,619 732 7,679 1,208
1980 339 6 25 308 1,824 7,860 410 5,737 1,713
1985 342 6 27 309 1,778 8,069 381 5,985 1,703

『東京府統計書　農業』、『板橋区勢要覧』、『板橋区の統計』、『板橋区農業経営実態調査報告書』より作成

年次
農家数 耕地面積（アール≒100㎡）

農家人口（人）

462

コラム：大野家のその後 

 そういえば、あの大野家はその後どうなったのでしょうか。ときさんの日記

によれば、昭和 30 年代中頃より、実質的に不動産業を軸にするようになってい

ます。はじめは大野家が所有していた農地を宅地化して貸家を建設していまし

たが、次第に新たな土地を購入して建て売りの住宅を建設するようになります。

そして昭和 42 年（1967）、大学を卒業して信用金庫に勤めていた長男が、不動

産事務所を開業したのです。 

 なお『平成 23 年度 板橋区農業経営実態調査報告書』によれば、1 年のうち

1 日以上農業に従事したことのある 331 人のうち、183 人が兼業の職種として

不動産賃貸であると答えており、さらに不動産業を営んでいる方は14人います。 
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 このように規模は小さくなりました

が、今でも「板橋の農業」は続いていま

す。こうしたなかで近年注目されるのが

区民農園です。区民農園とは、区が板橋

区内の農地を借り、その土地を区民に１

区画（約 15 ㎡）年間 5000 円で家庭菜

園として貸し出すというもので、多くの

区民の方が利用されています（5 月 30

日現在、空き区画はないとのこと）。 

 昭和 44 年（1969）から始められたこ

の区民農園は、宅地化が進展するなか、

旧住民である農業者と新住民である居

住者とが共存していくために編み出された１つの方策です。農業に従事したことのない新

住民にとって、農地は虫が集まり悪臭を漂わせる迷惑な存在として捉えられてしまいかね

ません。そうした新住民の人たちに、作物を育てることの重要さと楽しさとを経験しても

らうことで、両者の摩擦を小さくしようという試みだといえるでしょう。 

なお区民農園の総面積は 416.83 アール。ということは、耕作地の約 5 分の１は区民農園

なのですね。 

 

おわりに 

 今回は「公文書館の活用術」という目的があったため、公文書館所蔵の資料を中心に「い

たばしの農業」について調べていきました。本来であれば、実際に農地を訪れ、農家や周

辺の住民の皆さんからお話を伺ったりするフィールドワークも同時になされなければなり

ません。 

 ただ一方で、実際に訪問する前に、調査対象についての情報を事前に入手し、概要を把

握しておくことは、フィールドワークの鉄則でもあります。つまり今回の講座でやったこ

とは、フィールドワークの事前準備にあたるものなのです。そして事前準備をする上で、

公文書館という施設は大変有益な施設です。本講座を通して、皆様にそのことを実感して

いただけたとすれば、大変うれしく思います。 

 なお、今回の報告資料作成にあたっては、高瀬館長をはじめ板橋区公文書館のスタッフ

の皆様に大変お世話になりました。板橋についての豊富な知識を持っているスタッフがそ

ろっていることも、板橋区公文書館のすばらしさの１つです。この場を借りてお礼申し上

げます。 

区民農園（板橋区 HPより） 


