進捗率（1955）

戦後開拓

50％未満

・第二次大戦終結後， 500万人にのぼる復員軍人
と引揚者の就業対策と食料確保が政治課題に。
⇒ ５年間で155万haの開墾をめざす「緊急開拓」
を計画。 各地に開拓地が開かれる。

東北の戦後
開拓地

仙台市内の開拓地
『仙台市史 現代編１』（2011.5）

50〜75％
75％以上

上北台地
三本木原

東雲台地
岩手山麓

泉田川
扇状地
薬莱山麓
芋沢段丘

・多くは未開地や開発途中の高地，冷涼地，乏水地
… 火山山麓，台地，丘陵
・軍用地（演習場,軍馬飼養地,飛行場）も多かった。
・開田は困難で，畑作（野菜，雑穀，桑，飼料），
果樹に，畜産を組みあわせ。

山形県の開拓地の
地形立地 ⇒
渡辺茂蔵（1965）

鳥海山北麓の開拓地
の営農型 ↓

三浦鉄郎（1968）

阿武隈
高原

矢吹原
滑津原
西白河高原

南蔵王
開発面積

※○は直径
比例で面積
比でないこ
とに注意

『環境の科学としての地理学』

旧大沢村・広瀬川左岸
芋沢段丘の開拓地
・段丘上の散居の家々は開拓
入植の農家。100戸ほど。
・大倉ダム（1956着工，61完工）
の水没地からも入植。

東雲台地の開拓

七日原開拓
七日原開拓
・蔵王東麓にある火山扇状地。
・寛保3 (1743) 年，伊達藩が開拓
して牧場を経営。
・明治27（1894），開拓農家が入植
・東西 3km，南北 4kmの草地に。
・第二次大戦後、開拓
農家が入植し，酪農と
高原大根に活路。

・能代北方の海抜
30m前後の台地は，
明治期から馬産地で，
戦前は陸軍飛行場に。
・戦後，181戸が入植。
・畑作で生産性が低
かったが，1960年頃，
米代川の水を揚水し
て水田を拡大。

・今は，チーズ工場，直売店，
レストランが並ぶ行楽地。

近代〜戦後の開拓・農地開発文献

北原尾開拓
北原尾開拓
1946年
・3月 パラオから引き揚げ38人が到着
・5月 第二陣が到着。
・笹小屋６棟を建て，29戸が定着。
・栗の大木や雑木林を手作業で開拓。
・焼き畑で大豆、小麦などを栽培。
・1950年11月 七日原開拓に遠刈田
小の分校が開校。（1972廃校）
・1952年6月 ランプから電灯に

＜近代＞
・渡辺茂蔵，1958，「明治以後の開拓村の地理学的研究
－士族授産村と戦後の開拓村」，山形大学紀要，4-1
・渡辺茂蔵,1968,「近代における東北地方の開拓」，『環
境の科学としての地理学』，大明堂
・福井英夫,1968,「昭和初期の東北地方の開拓」，同
＜戦後＞ 総論

・1953〜54年，冷害で収穫ほぼ皆無。
畜産に転換し、酪農，養鶏を拡大。

・渡辺茂蔵，1965，「地形区分からみた開拓地の営農類
型」，東北地理，17-3

・1965年， 大根栽培を始める。

・本岡武，1956，「戦後における農地開拓の展開とその
批判」，地理学評論，29-2

・1961年 簡易水道敷設
・2001年8月 ゆかりを知った
パラオ大統領が訪問
・2011年10月，開拓碑建立
・2015年4月，70年の節目に
天皇・皇后陛下訪問
・2016，パラオの五輪合宿誘致（蔵王町）
http://www.zao-machi.com/34431

・横山弘，1959，「東北地方における戦後開拓地の不振
要因」，『開発に関する地理学的諸問題』
・横山弘,1968,「現代における東北地方の開拓」,『環境
の科学としての地理学』，大明堂
・渡辺茂蔵,1968,「戦後の東北の大規模開拓計画」,同
・菊地俊夫，1984，「日本における戦後開拓地の地域的
展開」，群馬大学地理学会論文集，12

＜戦後＞ 各論，事例
・二宮書店『日本地誌』３・４巻（1975,71）に，東北各県の
代表的な開拓・農地開発地域の紹介あり。
・3巻 … 津軽平野，上北台地，三本木原，紫波扇状地，北
上川流域， 能代の洪積台地，大野台，八郎潟etc.
・4巻 … 栗駒耕英，薬来山麓，蔵王山麓，庄内砂丘，月山
山麓，松川扇状地，安積開拓，矢吹原，白河高原etc.
・渡辺茂蔵，1954，「開拓農村の性格－蔵王火山西麓の
場合」，人文地理，6-2
・三浦鉄郎1968，，「鳥海火山北斜面における開拓とそ
の問題点」，地理学評論，41-12
・高田衛，1968，「高冷地の農業開拓－福島県西郷村川
谷」，福島地理論集，12
・宮川善蔵,1972,「宮城蔵王の観光開発」，東北文化研
究所紀要（東北学院大）,4
・渡辺茂蔵，1972，「蔵王火山西麓の戦後開拓地」，同上
・無記名,1979,「北部上北開拓酪農業協同組合」，『戦
後開拓史（完結編）』
・無記名,1979,「白河報徳開拓農業協同組合」，同上
・原田由起乃,1998,「戦後開拓地における集団の組織
化と変容－松尾村」，人文地理，50-2

東北開発（株）の事業

国策としての東北開発

○直営工場

・1958.8，東北開発促進計画を閣議決定

アルコール工場（八戸市）
下北鉱業所（石炭）（東通村）
瀧ノ沢鉱業所（金属鉱）（西目屋村）
青森工場（セメント）（東通村）
アルギン酸工場（大槌町）
八鉢鉱業所（金属鉱）（岩手・下有住村）
大雪屋鉱業所（金属鉱）（岩手・伊保内村）
岩手工場（セメント）（岩手・東山町）
秋田農機製作所（秋田市）
木友鉱業所（亜炭）（舟形村）
宝山鉱業所（金属鉱）（山形・中川村）
大貫鉱業所（金属鉱）（宮城・大貫村）
大貫鉱山金精錬所（金）（宮城・宮部村）
花崎鉱業所（亜炭）（宮城・不動堂村）
福島工場（石灰窒素）（福島市野田）
松川鉱業所（金属鉱）（福島・松川村）
会津工場（合板）（会津若松市）

・鉱工業，農林水産業に10年間の生産目標を設定

○その他

・インフラ投資額を決定 … 道路，治水，農地，港湾，
鉄道，電力（ダム，火発），上下水道

・設備貸付 … 漁船，家畜，養鰻設備
・農地開発 … 王城寺原，七日ヶ原，安達太
良，岩手山麓etc
・工業用地造成 … 秋田市、酒田市、東根市、
仙台北部、塩竈市、石巻市、小名浜市

・1950年の国土総合開発計画法と同時に，
北海道開発法を制定
・戦後復興と国力増強のためには，資源あり
ながら低・未開地が多い「東北」の開発が政
策課題に。
⇒1957年，いわゆる「東北開発三法」成立
・東北開発促進法 … 国よる開発基本計画策定
・北海道東北開発金融公庫法 … 東北の民間企
業に長期資金を融資
・東北開発株式会社法 … 東北興業（株）を拡充。
各地で地場資源利用の工業を経営 … セメント，ゴ
ム，合板,紙 etc.

※計画地域は新潟を含む7県

国土総合開発と
多目的ダム

・1950年，「国土総合開発計画法」制定
・戦後の荒廃した国土の保全と開発に
関する基本法。
・治山治水，資源開発，産業の適正配
置の基本方針を定める。

・事業の柱は「多目的ダム」
の開発。
・重点的に開発すべき地域に
「特定地域総合開発計画」を
策定。

※第2位の信濃川が左表にないのは，戦前期に
開発が進展していたため。

阿賀野川水系の
阿賀野川水系の
電源開発
阿賀川河川事務所web

田子倉ダム

・阿賀・只見川の開発は，
戦後のダム型総合開発
の優等生。
優等生。

東北開発
促進計画
の推移
河北新報，93.4.01

・開発工事が集中した昭和
40年頃まで，只見川流域は
年頃まで，只見川流域は
ダム景気に沸いた。
ダム景気に沸いた。

TVA

岩手山麓開拓事業
（1968終了）

・入植：1,710戸
・増反：2,229戸
・土地改良：969戸

岩洞湖

四十四田
ダム

「いわて山歩き」web↓

御所ダム

・終戦後の日本は食糧増産が緊急課題でした。
・そこで国は，岩手山麓に広がる原野の開拓に目をつけたの
ですが、松尾鉱山の鉱毒水のため，松川や北上川から水を
取ることができません。
・そのため北上川の東側の北上高地から引水する大事業に
よる「岩手山麓開拓事業」が昭和22年に始まりました。

北上川と五大ダム
北上川 五大ダムの関係
五大ダム 関係
・一関市の狐禅寺からは、狭窄部のため洪水が起こ
・一関市の狐禅寺
りやすい地域となっています。さらに、狭窄部から河
口までの川の勾配が急に緩やかになるため、下流に
流れきれず水が狭窄部とその上流であふれて洪水
被害を発生させる原因になっています。
・そこで、洪水による被害の軽減を図るため、北上川
の治水計画では、堤防とダム・遊水地の貯留施設に
より調節することにしています。
・ダムと遊水地がない場合、県境付近の狐禅寺地点
で13,000m3/sが流下すると想定されていますが、そ
のうち4,500m3/sをダムと遊水地で調節（昭和48年3
月計画）する計画です。
・この計画に基づき北上川五大ダムは、昭和28年に
竣功した石淵ダムをはじめ、田瀬ダム、湯田ダム、四
十四田ダムが順次竣功しその後56年に御所ダムが
竣功しました。
・なお、四十四田ダムは、昭和28年計画に基づき建
設されました。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/01dam/index.html

・その中核となる事業が岩洞ダムの建設で，4年11カ月
かかって昭和36年に完成しました。
・ダム（岩洞湖）の水は，トンネルや導水管で14ｋｍ離れ
た円筒分水工（滝沢駅の近く）に送られて，分水されて
岩手山麓一帯に供給されています。

・多目的ダムによる地域開発のお手本は，米国
ニューディール期の公共事業「TVA」。
・TVAは，ダムとリンクした電力消費型の資源・
エネルギー工業と農地・観光開発で，中山間
地帯を発展させた。

・一方，東北の「総合開発」では，ダム工事が
終わると人口が激減。
・電力の大半は首都圏へ送られ，地元の産
業立地は限定的。

