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綾渡の夜念仏と盆踊（平成28年8月10日・矢満田道之氏撮影）
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山間地域における第一次産業の調査と方法
―戦後期の有畜農業を事例に―

経過報告や速報などのほか、資料編などで掲載を見送った資料を紹介すると

ともに、資料編などに掲載した資料のうち、特に重要と思われる資料の内容

をより深く検討した成果を報告する場でもあります。

ところで、現代の地域の産業を研究するとき、一般的には統計上の生産量

多い要因を自然環境や社会環境から明らかにし、産地が形成されるプロセス

や生産額が目立つ地域
（例えば産地）
を選定し、その地域で生産量や生産額が

た
（以下、
『資料編 現代Ⅰ』
）
。
『資料編 現代Ⅰ』
では、時間的には第二次世

を解明するという手法がとられます。つまり、生産量や生産額が第一位の地

資料編 現代Ｉ』
が刊行されまし

界大戦後から現在までを、空間的には現在の豊田市内全体を対象とし、おも

域が研究対象となることが多く、第二位以下の地域は研究対象となることが

平成二十六年三月に、
『新修豊田市史

に経済や産業に関するさまざまな資料を収録しました。

に採録し、可能な限り図表や写真も盛り込みました。この工夫により、市民

報、農協などの機関紙に掲載されたお知らせ
（告知）
やレポート
（報告）
を豊富

業を取り上げました。第三章では、統計資料や役場文書のほかに、町村の広

と旧豊田市松平地区の畜産業を含む農林業と、市内全域の内水面漁業・養殖

視点から地域にアプローチし、
地域の人々の暮らしの営みを記録することで、

査対象として見過ごされてきた地域も対象とすることができます。ミクロな

しも多くない地区や、産地を形成するに至らなかった地区など、これまで調

という限られた範囲の地域を対象とし、市内のなかで生産量や生産額が必ず

一方、
『新修豊田市史』
のような自治体史や郷土誌の編さん事業では、市内

少ないのです。

の皆さんが調べ物をする際に活用する資料集としてだけではなく、それぞれ

統計資料の数値からはうかがい知ることのできない事実や、これまでの研究

そのうち、第三章の
「山間地域における第一次産業の展開」
では、旧町村部

の資料から当時の雰囲気を、収録した資料の配列から時代の変化を感じ取っ

で気づかれてこなかった点を指摘できる可能性もあります。その際、現地で

関誌、図表や写真などの多様な資料を組み合わせ、対象へ多面的にアプロー

の聞き取り調査で得られた情報やデータと、統計資料、役場文書、広報や機

ていただき、ストーリー性のある読み物としても楽しんでいただけることを
目指しました。
とはいえ、全五章からなる
『資料編 現代Ⅰ』
では、全体はもちろん各章の
録を見送った資料も少なくなく、聞き取り調査で得られた証言などは収録で

ことを調べてみようと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こ

近年の地域への関心の高まりのなかで、
『新修豊田市史』
を活用して地域の

チすることが有効ではないかと思われます。

きませんでした。これらの資料は、
『資料編 現代Ⅰ』
に収録した資料ととも

こでは、
『資料編 現代Ⅰ』
第三章のうち、第五節
「畜産業の動き」
で取り上げ

紙数は限られているために、大部になる資料や写真資料など、編集段階で収

に、これから編集作業が本格的に開始される本編
（現代）
の内容に反映させる

た有畜農家創設事業を事例に、調査方法を紹介したいと思います。特に、現

調査のプロセスは、まず事前調査として既刊の統計資料、市町村史、既往

ことを考えています。
の刊行とともに、市民の皆さんに
「調査の中間報告や進捗状況などをお伝え」

研究
（先行研究）
の分析をおこない、現状把握と課題の洗い出しをおこないま

代の地域に関心をお持ちの方の参考になれば幸いです。

（
『新修豊田市史だより』
第一号）
するために、本紙のほかに
『豊田市史研究』
と

す。次に、閲覧が可能な範囲で資料調査をおこない、過去の様子を把握しま

『新修豊田市史』
の編さん事業では、各部会による本編、資料編、別編など

いう学術雑誌を発行しています
（以下、
『市史研究』
）
。
『市史研究』
は、調査の
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す。そして、現地に出かけ、許される範囲で観察や聞き取りなどの調査を試
みます。最後に、これらの調査内容をクロスさせて考察をおこないます。も
ちろん、それぞれの段階で疑問点などが生じたら、文献調査や資料調査に立
ち返り、現地の状況と照らし合わせることが必要です。
『資料編 現代Ⅰ』
第三章では、豊田市内の第一次産業に関する基礎知識の
習得と章立てを検討するために、事前調査として既刊の市町村史の記述内容
の確認から着手しました。それを受け、当時の状況と時代の流れを把握する
ために、戦後以降に旧町村部で発行された広報や機関誌の収集と分析を始め
ました。同時に、役場文書やＪＡ資料などの調査や、統計資料の収集も並行
しておこないました。つまり、調査の初期では、膨大な量にのぼる資料の収
集と調査に多くの時間が割かれました。
その結果、昭和二十〜三十年代に発行された旧町村部の広報などに畜産業

まり、この六年間に当時

の足助町内から五〇件の

申請があり、うち二五件

は冷田学区
（小学校区）
か

らの申請であり、そのう

ちの四ツ松集落からは毎

年申請が出されたことが

分かりました。このこと

から、冷田学区、なかで

も四ツ松集落で、有畜農

業の奨励に応えた農家が

多かったことが浮かび上

がってきました。しかし、

役場文書の分析のみでは

補助金の実際の運用状況

が分からず、当時の状況

を記憶する方から聞き取

り調査をすることが必要

牛の購入地、購入価格、補助金額、生年月日、購入日のほか、これまでの牛

査により、統計資料の分析のみでは浮かび上がってこない戦後の有畜農業の

この事例からは、役場文書の分析という資料調査と聞き取りという現地調

幸いにも、冷田学区で当時の状況を記憶する方からお話をうかがうことが

の飼育の有無と承認者などが書かれた書類が綴じられていました。これまで

一コマを明らかにすることができました。現地での聞き取りで得られる情報

（現代部会 調査協力員 高木秀和）

の文献調査や資料調査で、当時の東加茂郡で有畜農業が奨励されたことが分

た。

を含め、多様な資料を駆使して実態に迫ることの重要性を改めて実感しまし

旧足助町から豊田市に移管された役場文書を閲覧していると、
『有畜農

0

でき、有畜農業の実際と、役場文書と実際の相違を知ることができました。

5

家創設補助金交付申請書綴』
と墨書された綴が目に入ってきました
（以下、

10

かりましたが、その具体的な姿をうかがい知ることはできませんでした。
そこで
『綴』
を分析してみると、図１のようなグラフが得られました。つ
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1960（年）

1959

1958

1957

1956

1955

に関する記事が比較的多くみられ、同時期の東加茂郡を中心に田畑の耕作

冷田以外

15

詳しい内容は、
『市史研究』
第六、
八号の拙稿をご覧ください。

となります。

旧足助町における有畜農家創設補助金交付申請件数の推移
資料：
『有畜農家創設補助金交付申請書綴』
（豊田市蔵）

図１

と家畜の飼養を組み合わせた有畜農家の創設が奨励されたことが分かりまし
た。しかし、現在の統計資料を確認しても旧町村部で畜産業がさかんである
とは言えず、愛知県内では田原市をはじめとする東三河と、半田市とその周
辺などで畜産業がさかんにおこなわれています。前述したロジックにしたが
えば、現代の愛知県の畜産業を研究するとき、生産量や生産額が多くない豊

冷田（四ツ松以外）

20

『綴』
）
。
『綴』
を開けてみると、一九五五年から六年間の申請者の住所、氏名、

田市は、その対象から除外されることでしょう。

四ツ松

（件）
25

明らかになる七〇年前の巨大地震

収率がおおむね一〜二割であることを考えると、今回の回収率は極めて高

く、市民の皆さんの関心の高さがうかがえる結果であると思います。加えて

アンケート回答者を中心に、直接ヒアリング調査を市内各地で実施し、当時

豊田市域を含む東海地方が過去に被害を被った災害の様子について、調査分

を開始しました。災害分野では気象災害と地震・津波災害をテーマとして、

新修豊田市史自然部会災害分野は、他分野より遅れて二〇一二年から調査

な位置情報の取得に重点を置き、その場所や移動経路、道々で見えたものな

こなっています。特に今回はさまざまな記憶がどこのことなのかという正確

から震度を推定して、被害分布および震度分布の解明を目指す取り組みをお

時どこで何をしていたのか、また発災時の様子などを詳しく聞き、その様子

の様子をさらに詳しくうかがっています。ヒアリング調査では、被災した当

析を進めてきました。今号の
「市史だより」
では、地震・津波災害についての

ど、被災者の行動を地図で追いながら、当時の様子を聞き取っています。当

—

内容や調査の方法、この調査で新しく分かってきたことなどの一部を紹介し

時の様子を思い出す手助けとして、米軍が撮影した戦後間もない空中写真や

一九四四年東南海地震の様相
—

たいと思います。

町村における地震・津波の被害について細かく調べました。他県の被害も含

豊田市を中心として愛知・静岡・三重の三県に及び、文献調査を中心に各市

田市域に被害を及ぼしたものを取り上げています。
調査の対象となる範囲は、

る規模で、一四九八年の明応地震から一九四六年の南海地震までの間で、豊

層で発生した内陸直下型地震のうち、おおむねＭ
（マグニチュード）
７を超え

上であり、死者や住家倒壊などの被害が集中しました。半田市にあった中島

野灘沿岸部や、地盤が軟弱な三河・尾張の臨海部では、震度がおおむね６以

害は愛知・静岡・三重の三県に集中し、特に深刻な津波被害にみまわれた熊

であり、全国で一二〇〇名を超える多くの人命が失われた地震災害です。被

一九四四年十二月七日に発生した東南海地震はＭ８．０の海溝型巨大地震

アンケートとヒアリング調査から震災の様子を復元する

当時の地図を拡大して調査に用い、当時の町の様子を俯瞰するかたちで、ヒ

めて調査する理由としては、広域災害である地震・津波災害を東海地方全域

飛行機山方工場の倒壊など、軍の重要機密に関わる施設の被害などもあり、

調査の内容と方法

を対象に広く調べて記述することで、災害の全体像を捉え、分かりやすくす

戦意高揚の妨げになることから政府による情報統制のもと、地震の被害はほ

アリングをおこないました。

ることがあげられます。調査では、被害記録に加えて、絵図や写真などの災

とんど国民に知らされることはありませんでした。

災害分野が扱う地震・津波災害は、南海トラフで発生した巨大地震と活断

害の様子をイメージしやすい資料を積極的に収集しました。また、現在に語

こうした人々のうち震災当時から現在まで市内在住の人を中心に、アンケー

日に発生した三河地震については、
豊田市内にも多くの被災体験者がいます。

一方、一九四四年十二月七日に発生した東南海地震と一九四五年一月十三

被害率三 ・ 五パーセントです。一方、現在の豊田市中心部を占める西加茂

いで上郷村では住家の全壊八棟、半壊九四棟、全壊率〇 ・ 五パーセント、

壊率二 ・ 六パーセント、被害率六 ・ 五パーセントと報告されています。つ

いた高岡村がもっとも被害が大きく、住家の全壊六〇棟、半壊一八二棟、全

内陸に位置する現在の豊田市内の被害を見てみると、当時碧海郡に属して

トとヒアリング調査を実施しました。アンケートは五〇〇〇通を発送し、お

郡挙母町では、住家の全壊二棟、半壊一棟、被害率〇・ 一パーセント、非

り継がれるエピソードや災害の遺構、記念碑なども調べています。

よそ五割にあたる二五〇〇通の回答がありました。一般的なアンケートの回
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住家の半壊一一棟という状況であり、南部二村と比較しても大きな被害は報
告されていません。震度についても南部二村では５〜６程度、それ以外では
５ないしはそれを下回ると報告されています
（飯田，一九七七）
。
豊田市内では南部二村を除いて、大きな被害は報告されていませんが、一
方で一九四四年の東南海地震の時、市内がどんな様子だったのかを伝える資
料がほとんどありません。しかし震度は地盤条件などによって局所的に大き
くなることも十分考えられ、一般的な震度が５であっても、地盤条件が悪い
所などでは相応の被害が発生したかもしれません。
したがって災害分野では、
被災体験者に直接アンケート、ヒアリング調査をおこなうことで、豊田市域
における震災の様相を明らかにし、被害を整理し示すことで、今後起こると
予測されている巨大地震への備えに資する資料の蓄積を目指してきました。
ここでは、調査でお聞きすることのできた多くの体験談や地域の様子の一

崩れ落ちるのが見えた。数分はその光景を見ていた。幸いにも低学年

い校舎がうねるように水平の屋根が波打って、瓦が何枚かバラバラと

たびたび転びながら、グランドの真ん中まで行った。振り返ると、長

へ出た。家の中は土壁にヒビが入り、ガラスが一部割れていた。また、

火鉢を持って外へ、母は小さな弟妹を抱えて外へ、上の妹ははって外

一方、地震発生時に自宅には父母と弟妹がいたが、父は火事を恐れて

中では、つぶれた家は見当たらなかったが、瓦が落ちた家は多少あった。

－5－

つを紹介したいと思います。
一九四四年の東南海地震の発生時刻は一三時三六分でした。地震の記憶が
あるのは当時小学生以上の人が多く、その中の一人で現在高岡地区若林東町
在住のＳさんは次のように話していました。
震災当日、若園小学校
（若園国民学校）
の教室で被災した。大きな揺れ
を感じると、教室の窓ガラスはバリバリと割れ、土壁はひびが入り崩
れ落ちた。先生は
「机の下へ入れ」
と指示したが、
「もうダメだから皆外
へ出ろ！」
と叫ぶと、皆窓へ駆け寄り、横引き戸を開けたり、窓から次々
に飛び出した。子どもたちが一度に駆け寄ったために転んでダンゴに

は午前中に帰宅して学校にはいなかった。揺れが収まった後グラウン

タンスが転倒し、ものが散乱し、茶碗もいくつか割れて散らばっていた。

なり、
そのうえを越えていった。外に出たが揺れのためにうまく走れず、

ドで解散し、教室にかばんを取りに行ってそのまま帰宅した。帰宅途

図１ Sさんの1944年東南海地震被災当時の様子と行動。米軍撮影空中写真
（R2800-115）
（昭和24年撮
影）
（国土地理院）
を加工して使用

家は少し傾き、つっかえ
棒で支えた。後日、若林
八幡宮の鳥居と常夜灯が
転倒しているのを見た。
また、通学路脇の松林の
中にある墓地のほとんど

第二三回 市史講座

豊田の建物再発見バスツアー

別編 建築』
に掲載された建造物

平成二十八年十二月二十二日、第二三回市史講座
「豊田の建物再発見バス

ツアー」
を開催しました。
『新修豊田市史

を執筆者とともに見学し、豊田市内にある建造物をより一層身近に感じてい

午前中は、足助八幡宮を参拝したのち、足助の町並みを散策し、足助中馬

の墓石が転倒していたの
これらの様子や位置関係

館や田口家住宅、現在修復工事中の旧鈴木家住宅を見学しました。旧鈴木家

ただこうという企画で、一八名の皆様が参加されました。

を米軍撮影の空中写真にま

住宅では、平屋の構造にわずかな段差を付けた錣葺形式など住宅の構造や修

を見た。

とめたものが図１です。当

復の工法について澤田多喜二副部会長より説明がありました。

午後は、如意寺、豊田市民芸館にある旧井上家住宅西洋館や民芸の森にあ

しころ

時の行動や周囲の様子、そ
の位置関係がわかり、記録

度を推測していきます。このような情報を積み重ねることで、現在の豊田

ンケートやヒアリング調査から、当時の町や人々の様子を明らかにし、震

度の揺れに襲われたと考えられます。これは一つの例に過ぎませんが、ア

たお話の様子から、若園小学校や若林八幡宮
（図２）はおそらく震度６程

今後もさまざまなかたちで市史講座を開催

市史』
をより深く理解していただくために、

編さん室では、市民の皆さんに
『新修豊田

た」
といった感想をいただきました。市史

参加者からは、
「素晴らしい豪商の建物に驚いた」「街歩きの楽しみが増え

る茶室
（松近亭）
、田舎家
（青隹居）
を見学しました。

市内が被災当時、どんな様子であったのかを明らかにしていきます。す

していきます。平成二十九年度も十月から

することができました。ま

べての結果を載せることはできませんが、よりリアルに震災の様子を復

ください。

ご参加いただき、豊田の歴史に触れてみて

中世、民俗部会です。ぜひ一度市史講座に

定で、今年度の担当部会は、原始、古代・

十二月にかけて市史講座を三回開催する予

【引用文献】
飯田汲事
『昭和一九年一二月七日東南海地震の震害と震度分布』
愛知県、
一九七七
（自然部会 執筆協力員 廣内大助）
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元して、市民の皆さんにわかりやすくお伝えすることを目指しています。

図2 若林八幡宮

『 新 修 豊 田 市 史 』新 刊 好 評 発 売 中

／近藤商店
（栄町）
／ブックスヤマギワ
（田中町）

刊行予定の案内（ 平成三十年六月中旬配本予定 ）

『 新修豊田市史 』平成二十九年度（ 第七回配本 ）

まち精文館
（土橋町）
／精文館書店豊田西店
（逢

／精文館書店新豊田店
（広路町）
／ＦＡＳもと
平成二十九年六月に第六回配本として、
『資料

妻町）
／那須書店陣中店
（陣中町）
／ブックウォー

菊判 予定価格：四〇〇〇円

松平・足助・下山

編 考古Ⅲ』
、
『資料編 古代・中世』
、
『別編 民

カー
（上野町）
／平和堂書店猿投店
（青木町）
／

総合解説

第四章 災害

近世Ⅲ

俗Ⅲ』
の販売を開始しました。フルカラーで親し

白久商店
（足助町）
／マンリン書店
（足助町）／

第三章 家と村

第六章 社会

資料編

近代Ⅱ

第九章 足助

解説／資料群解説

第七章 寺院と神社 第八章 文化

第五章 産業

資料編

みやすい内容の
『新修豊田市史』
をぜひ一度ご覧く

第一章 領主の支配 第二章 土地と山野

新修豊田市史概要版
『豊田市のあゆみ』

好評発売中

もあります。書店に確認後ご来店ください。

書店によっては、見本による注文販売の場合

芳和堂書店
（西中山町）
／尾形誠意堂
（武節町）
古代〜近世
第二章 主要遺跡解説

Ａ４判 販売価格：四五〇〇円

考古Ⅲ

ださい。
資料編
第一章 総論
古代・中世

第三章 集成・特論
資料編

菊判 予定価格：四〇〇〇円

第一編 政治・行政 第二編 産業・経済

Ｂ５判 販売価格：二一〇〇円
資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文

菊判 販売価格：四〇〇〇円
第一章 編年史資料 第二章 各種史資料

第三編 教育

第四編 宗教と文化
資料編 考古Ⅱ 弥生・古墳

民俗の諸相

【付録ＣＤ―ＲＯＭ】
豊田市域現存太閤検地帳
民俗Ⅲ

自然

総合解説

編

別 編 建築
編

Ａ４判 予定価格：四五〇〇円

第四編 生物

第一編 地形・地質 第二編 気象・気候

別

別 編 美術・工芸

別

菊判 販売価格：四〇〇〇円

Ａ４判 販売価格：四五〇〇円
藤岡・小原・旭・稲武

第二章 マチの民俗

資料編 近世Ⅰ

第一章 総論

第三章 工場の民俗 第四章 民俗の交流

挙母・高橋・上郷・高岡・猿投

第三編 水文

資料編 近世Ⅱ
資料編 近代Ⅰ

第五編 自然災害

第五章 祭礼と芸能 第六章 民俗の変化

資料編 現代Ⅰ
別 編 民俗Ⅰ 山地のくらし

●刊行市史の購入について●
左記の施設・書店でお買い求めください。

別 編 民俗Ⅱ 平地のくらし
菊判 販売価格：四〇〇〇円

【販売施設・書店】
市史編さん室
（陣中町）
／郷土
資料館
（陣中町）／民芸館
（平戸橋町）
／ 中央図
書館
（西町）
／鈴彦書店
（美里）
／原田屋
（喜多町）
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『豊田市史研究』第八号刊行案内
平成二十九年三月に
『豊田市史研究』
第八号を刊

■表紙の写真「 綾渡の夜念仏と盆踊 」■
重要無形民俗文化財に指定されている綾渡の夜
念仏は、平勝寺
（足助地区）
で八月十日の施餓鬼と

『 新 修 豊 田 市 史 』刊 行 に と も な う
市史講座開催のご案内

に―／矢作川流域における局地豪雨の河川水位へ

期の有畜農業とその展開―足助町冷田学区を事例

の建設―航空イメージの変遷に着目して―／戦後

Ａ４判、一四〇頁で、論文三編
（衣ヶ原飛行場

か所で確認されています。いずれの供養塔も江戸

夜念仏供養塔が、足助地区や旭地区を中心に一二

れば、夜念仏がおこなわれなくなると建立される

年代までおこなわれていました。
『足助町誌』
によ

夜念仏は、足助地区の霧山や葛沢でも昭和三十

ります。

せします。市民の皆さんのお越しをお待ちしてお

とよた』
、市史編さん室のホームページでお知ら

たって左記の日程で開催します。詳しくは
『広報

市史講座
（入場無料）
を十月から十二月に三回にわ

古代・中世』
、
『別編 民俗Ⅲ』
の内容を紹介する

新たに刊行した
『資料編 考古Ⅲ』
、
『資料編

の影響）
、研究ノート一編
（足助地区における縄文

時代中期から明治時代後期にかけてのもので、古

第二十四回
（担当）
古代・中世部会

十五日の観音供養の二回おこなわれています。

時代の活動様相とその展開）
、資料紹介二編
（豊田

くは広く足助地区や旭地区でおこなわれていたと

行しました。

のナイフ形石器／『愛知日日新聞』
の刊行と福地

日時 十一月二十六日
（日）
午後一時三〇分〜四時

第二十五回
（担当）
民俗部会

会場 崇化館交流館 二階 大会議室

日時 十月二十八日
（土）
午後一時三〇分〜四時

考えられています。
夜念仏では行列を編成し、念仏を唱えながら行

源一郎）
、調査報告一編
（足助地区の縄文時代遺跡

『豊田市史研究』
第８号 口絵

道がおこなわれています。行列の先頭は極楽絵を
描いた
「折子灯籠」
を持った人で、その後ろに両手

会場 近代の産業とくらし発見館

平成二十九年八月発行

－8－

―その資料報告―）
です。

口絵２：衣ヶ原飛行場第一格納庫写真（
「熊崎惣一郎氏寄贈資料」豊田市近代の産業とくらし発見館所蔵）

購入希望の方は、市史編さん室までお問い合わ

で香炉を捧げた
「香焚き」「音頭」
が二名、鉦を持つ

日時 十二月十日
（日）
午後一時三〇分〜四時

第二十六回
（担当）
原始部会
た人が続きます。夜念仏は、
「幟立て」
とよばれる

会場 足助交流館

「ガワ」
、行列に最後に地獄絵の
「折子灯籠」
を持っ
参道南端から念仏を唱えた後、行列が出発し、観

『新修豊田市史だより
 』第 号

E-Mail: shishihensan@city.toyota.aichi.jp

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

〒四七一―〇〇七九 豊田市陣中町一―一九 ―
一

文化財課 市史編さん室

豊田市教育委員会
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音堂石段下
（辻回向）
、門前
（門開き）
、観音堂前
（観音回向）
、神明宮
（神回向）
、本堂前
（仏回向）
の
順に夜念仏の回向を唱えながらゆっくりと移動し
ていきます。念
仏 が 終 わ る と、
平勝寺境内で手
す。

踊りが始まりま

門開き

せください
（販売価格五〇〇円）
。

口絵１：衣ヶ原飛行場遠足記念写真（
「竹生町若子家資料」豊田市郷土資料館所蔵）

