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東京学芸大学地理学会

学 会 記 事

第  期 臨地研究要旨
 年  月 群馬県高崎市


群馬県安中市麻苧の滝における父滝の後退速度
$ 類社会・五島 昂也

点が父滝の生成地点となる．このことから父滝
の後退距離は P であると推定される．

滝は河川地形の一つとして日本各地にみられ

現在の父滝上流部の河床縦断形をもとに，父

る．滝の後退は，河床の下刻を上流に波及させ

滝生成直前の河床縦断形を復元すると，碓氷川

るため，滝の後退速度を明らかにすることは，

との合流地点の標高は P となった．この値は，

河川の河床縦断形の発達速度などを考える上で

須貝  による碓氷川の現河床標高 P に

意義がある．群馬県安中市に存在する利根川水

おける河成段丘のⅣ面（形成期は ～ND）の

系碓氷川上流の支流には，麻苧の滝とよばれる

標高 P ときわめて近い値となる．したがっ

滝がある．麻苧の滝は父滝・母滝・曾滝・祖滝・

て父滝の生成時期は  万年前～ 万年前である

自行滝・小滝・孫滝の７つの滝で構成され，そ

と推定される．これらのことから，父滝の後退

れらの総称である．碓氷川流域には４段の河成

距離は P，後退に要した時間は  万年～ 万

段丘が存在し，各段丘の形成年代や，段丘の標

年となり，父滝の後退速度を算出すると，

高を明らかにした先行研究がある（須貝，）．

～P年という値が得られた．

本研究では，麻苧の滝において最も規模の大き



い，高さ P の父滝を研究対象として，須貝

群馬県碓氷川における河床縦断形と河床堆積物
の関係

 による先行研究の成果を用いて，父滝の

$ 類社会・吉田 隆志

生成時期と後退距離の推定を行い，後退速度を

河床縦断形は一般に上方に凹の曲線になって

明らかにすることを目的とする．
現地調査により，レーザー距離計を用いて，

いるが，その FRQFDYLW\ 凹状の程度 は，河川

碓氷川から父滝までの河床縦断形の測量を行い，

が異なれば異なるものとなる．河床縦断形の

その結果と安中市都市計画基本図を用いて，父

FRQFDYLW\ は，河床砂礫の粒径の減少率と密接

滝上流から碓氷川までの河床縦断形を作成した

な対応関係を示すことが明らかにされている．

結果，麻苧の滝を流れる河川が碓氷川に合流す

しかし，河床縦断形の FRQFDYLW\ に関する研究

る地点の標高は P であることがわかった．父

のほとんどは，河床堆積物の特性や上流域の地

滝は碓氷川との合流地点から水平距離 P の

質条件という観点から検討されている．

地点に存在することがわかった．滝は海面の低

本研究では，河床縦断形の FRQFDYLW\ が河床

下，もしくは海面の変化に伴う侵食基準面の低

堆積物の粒径と対応関係をもつのかどうかを検

下により生成されると考えられている．河川の

証するため，群馬県の碓氷川を研究対象として

支流に滝が生成される場合，侵食基準面の高さ

野外調査を実施した．調査対象区間は，安中市

は本流の河床標高となる．本研究のように，碓

横川付近から高崎市で烏川に合流するまでの約

氷川の支流に滝が存在する場合，合流地点の碓

NP とした．調査対象区間内での河床堆積物の

氷川の河床標高が基準面の高さとなり，合流地

粒径測定を行う地点を７地点選定し，各地点に
‐‐
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おいて河床表面から P×P の範囲を選び，安

の諸施設も多く存在した．そのため秋畑内で中

山岩からなる最大礫  個の粒径の測定をおこ

心的役割を担ってきた．しかし，高齢化や人口

なった．粒径の測定方法には，折尺を用い，長

の減少などが進んでいき，現在では小学校が廃

径，中径，短径の  辺を測定し，計測地点にお

校になり，診療所が廃合するなど，諸施設の統

ける河床堆積物の粒径は，  長径の平均値・ 

廃合が起きた．また，梅ノ木平地区は，６つの

中径の平均値・  三辺の平均値の三つを代表値

小地域集団があり，各地域にはそれぞれの神社

として算出した．また，現地調査とは別に，

や祠がある．住民の生活は，農業に従事する人

万  分の  の地形図をもとに碓氷川の河床

は少なく，多くの人は車で都市の方へ通勤をす

縦断形の作成と，同じく  万  分の  の地

る．

形図から同区間における標高 P ごとの河床勾

 梅ノ木平地区の農村芸能は，獅子舞があり，

配を求めた．

秋に行われる秋祭りの中で奉納される．梅ノ木

その結果，河床堆積物の粒径が大きくなるほ

平の獅子舞は，区長や保存会の人が中心となっ

ど，河床勾配が大きくなる傾向があることが分

て維持や管理を行う．そして，獅子舞を実際に

かった．このことは河床縦断形の FRQFDYLW\ と

やる担い手は小学生である．男児４人が猿と獅

河床堆積物の粒径とが対応関係をもっているこ

子舞３匹を行い，女児３人がササラという楽器

とを示しており．下流ほど河床勾配が緩やかに

を演奏する．秋祭りは，毎年  月の第２週の日

なり，河床堆積物の粒径が小さくなることと対

曜日に開催している．以前は，土曜日と日曜日

応している．結果として，河床堆積物の粒径は

の二日間に分けて行われていた．秋祭りの内容

下流ほど小さくなり，河床勾配と比例関係をも

は，集落内の７つの神社や祠を獅子舞の格好を

つことがわかった．このことから河床縦断形の

してまわる，
「七社めぐり」と，獅子舞や演芸を

FRQFDYLW\ は，粒径に大きく関係していると解

披露する「宵祭り」に分かれる． 年の秋祭

釈される．

りでは，一日のみの開催となり，また「宵祭り」



が無くなるなど，祭りの規模の縮小がみられた．

甘楽町大字秋畑地区における農村芸能の地域的

 現在の梅ノ木平地区の状況から，獅子舞の地

意義

域的意義は，地区をまわることで地域の範囲や
$ 類社会・田島 大樹

本研究は，現代の農村における過疎化や後継

様子を認識することができることと，世代や集
落の枠を超えた地域のコミュニティの場になっ

者不足，また中心性の変化などをみていき，そ

ていることが言える．

こから伝統的な農村芸能の維持や管理の状況を



踏まえて，現在の農村空間における農村芸能の

高崎市吉井地域における合併後の住民組織が果

存続の地域的意義や役割を考察することを目的

たす役割と課題
$ 類社会・判田 旭

とする．

市町村合併の結果，行政区域の広域化が進み，

 本研究の対象地域は，群馬県甘楽町大字秋畑
梅ノ木平地区とする．梅ノ木平地区は，大字秋

その周辺部に位置づけられた地域では地域が埋

畑における集落の中で，人口や面積などが比較

もれてしまうことへの懸念がある．本研究では，

的大きい地区である．また２つの県道の交差点

高崎市に編入した吉井地域（旧吉井町）を事例

に位置していることから，小学校や診療所など

地として，合併後に設けられた地域審議会制度
‐‐
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高崎まつりにおける担い手の変化と継承形態

や従来の地域コミュニティが地域的課題の解決

$ 類社会・西野 新太郎

に対して果たしている役割について明らかにし，

高崎市には伝統的祭礼を起源とする山車巡行

その課題点を考察する．
 吉井審議会は新市基本計画のなかで吉井地域

が継承されているが，現在，さまざまな課題を

に独自に設定された重点事業に関する審議を行

抱えている．山本  は，高崎における山車

う組織である．したがって，吉井審議会が十分

の運営に関する第一の問題点として，山車を所

に機能するには，重点事業そのものが民意に基

有する町内が旧市街地に多く，少子高齢化に伴

づいたものである必要がある．高崎市の行った

い山車を引く子どもの数が減少し，山車巡行に

アンケート調査との比較から，重点事業は高崎

要する人数を確保することが容易ではない点を

市と比較した場合の満足度が低く吉井地域で独

指摘した．そこで，本研究では山車巡行の担い

自に解決することが求められる項目のうち，特

手の確保や育成に焦点をあてて，市や各町内が

に重要な項目に関しては対応していたが，地域

担い手の確保・育成のためにどのような取り組

的課題を網羅的に解決するものではないことが

みを行っているかについて考察を行った．

明らかとなった．

 市は各町内の山車巡行に対して積極的な資金

これを補うものとして，地域コミュニティで

面での援助を行ってきた．しかしながら，山車

の取り組みがあげられる．合併後，吉井地域で

巡行に参加できなくなった実態を検討したとこ

は従来の区（町内会組織）よりもさらに広域と

ろ，資金面の問題以上に担い手不足が重要な課

なる小学校区単位での地域づくりが進められ，

題となっていた．たとえば市は，まつりの参加

行政からの補助金をもとに地域的な課題解決に

に際して  地区あたり約  万円の支出を見込

むけた取り組みを住民主体で行うことを目指し

んでいたが，柳川町では直会の回数の削減によ

ている．馬庭小学校区を事例とすると，これま

り約  万円にまで資金を絞り込むことができ

での区で行われていたどんど焼きを小学校区で

た．担い手不足に関して，田町 ～ 丁目では積

行った結果，小学校の運動会への参加者が増え

極的に外部の人々を取り入れることでいち早く

る効果が現れている．行事への参加により結束

対応してきた．また，市としては山車連携部門

が強められたことで，今後は行政に代わって地

を設けることにより子どもの担い手の確保に積

域の課題を主体的に解決する組織となることが

極的に取り組んできた．この取り組みが柳川町

期待される．ただし，区長などの地域運営の中

の山車巡行参加に対して，少なからず影響を及

心となる人物の負担の増加や，地縁関係の希薄

ぼしたと考えられる．しかしながら，運営には

な新規流入者への対応という面で課題が残され

引き手や配給係などに多くの大人の担い手も必

ている．

要となる．今後は，子どもとともに，大人の担

以上から吉井地域ではむしろ合併を契機とし

い手の確保も重要になると思われる．

てよりローカルな視点からの地域運営の制度が

 以上の結果から山車巡行を維持，継承してい

整えられたと言えよう．ただし，地域コミュニ

くためには各地区が積極的に外部者を担い手と

ティでの課題解決には限界があり，幹線道路の

して受け入れ，内部者を基盤とした「地域組織」

整備などといった旧町村規模でおこなわれるべ

だけではなく，外部者をも取り入れた「目的組

き課題は今後も行政による取り組みが求められ

織」へと変わっていくこと，子どもの担い手の

る．

みならず，大人の担い手をも確保していく取り
‐‐
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組みを行っていくことが必要になると考えらえ

別と職種とが相関を示したと考えることもでき

る．

る．
一方，本研究で行った調査のほとんどは定量


群馬県高崎市における介護サービス業従事者の

的なものであるため，聞き取り調査などを軸と

就業形態と生活との関係

した定性的な研究を行った上で本研究や先行研

% 類社会・木村 惟啓

究と比較検討し，ワーク・ライフ・バランス等

介護保険制度の導入を軸とする社会福祉の再

の視点を援用しながら介護サービス業従事者の

構築は，その労働市場において女性就業者の増

就業形態と生活との包括的な関係を位置づけて

加をもたらした．この背景としては，家計の補

いくことが今後求められる．

助のために働かざるを得ない女性が増加したこ



とや，入浴介助や排泄介助などを伴う作業に女

群馬交響楽団における活動および支援体制の地

性労働力が必要とされたことなどがあげられる．

域的特徴
$ 類社会・須崎 成二

介護サービス業の就業上の特徴には就業が時
間・時間帯共に不規則な点があげられ，特に就

本研究は 年に創立され現存するなかで

業者が家庭において家事労働を担っている場合

は日本で  番目の歴史をもつプロオーケスト

は，２つの労働を時間的に無理の無いものへと

ラであり地方オーケストラの先駆けとして活

再編成する必要が生じる．よって本研究では群

動してきた群馬交響楽団の運営形態及び活動内

馬県高崎市を事例に，介護サービス業従事者の

容とその範囲を把握したうえで活動を可能に

就業時間に着目し，それに関わる就業者の家族

させている支援制度や地域の取り組みを明らか

形態や家事分担，就業先での職種や雇用形態な

にすることを目的とした．群馬交響楽団は地方

どとの関連を考察した．

オーケストラの先駆けとして第二次世界大戦直

その結果，就業者の家事労働の編成に関して

後に創立され行政と結びつきながら今日に至

は就業者の性別や末子の年齢，親との同居など

るまで様々な文化普及活動を行っており定期

の要素が，賃金労働の時間的な編成に関しては

演奏会は設立当初から  年代までは経済的

就業者の職種が相対的に強い関わりを持ってい

な問題もあり開催回数が多くなかったが

た．また，これらの関わりを賃金労働と家事労

年代以降は開催回数が増加安定し群馬音楽セ

働との再編成のプロセスにあてはめると，就業

ンター完成後に高崎市での開催の傾向を強めて

者の性別や末子の年齢，親との同居は家事労働

いた．一般演奏会は群馬交響楽団の全国的な認

の編成によって賃金労働が規定される方向性の

知度の高まりから群馬県内・外での演奏回数を

中に位置付けられ，就業者の職種は賃金労働の

増やしており現在は群馬県内を活動の中心と

編成によって家事労働が規定される方向性の中

した活動の傾向がみられる．教育活動において

に位置付けられた．なお，職種と性別との間に

は  年度から始まった全国のオーケストラ

も一定の相関がみられたが，ハンソン・プラッ

で唯一の県内すべての小・中・高生を対象とし

ト（）が指摘したジョブサーチにおけるジ

た移動音楽教室・高校音楽教室だけでなく近年

ェンダー差を本研究でも仮定すれば，この相関

からは幼児や高齢者を対象とした活動や全国各

は性別と強く関連した家事労働の編成によって

地の小・中学校を対象とした活動をしている．

賃金労働の編成が影響されたため，結果的に性

収入において公的支援額が多く特に文化庁・
‐‐
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基金支援額は積極的な教育活動等が評価され

強く集中していた．しかし，自動車を所有して

地方オーケストラの中で最も多くなっている一

いる学生の高崎市中心部以外の対象地も，他市

方でパトロンがおらず民間企業からの支援が

の大型ショッピングセンターに集中し，全体的

地方オーケストラの平均以下であり企業・個人

に対象地は多様とは言い難く，またそれらの大

からの支援は目標としている金額に到達してい

規模ショッピングセンターは「ショッピング」

ない．また市民団体からの支援はあるものの十

「外食」「映画鑑賞」「娯楽」など複数の余暇活

分ではなく自立的な経営体制を確立するため

動の対象地となっていた．そのほか，休日の余

にはより広く市民の支援を受けることが求め

暇活動の限界範囲は高崎市中心部から半径約

られる．群馬交響楽団は地域に根ざした楽団を

NP であることや，長期休暇中の余暇活動の

目指し様々な活動から幅広い年齢層に質の高

対象地は非常に多様で，規則性や共通点は導か

い音楽鑑賞の機会を提供しているが聴衆層が

れなかったが，学生の在籍学部によっては志向

広くないオーケストラにおいてどのように地域

する活動や選択する対象地に一定の影響を与え

の人々に支持支援を受けていくかが今後の課

る可能性があることなどが明らかになった．

題といえる．

 本研究で考察した余暇活動の実態は，調査対



象者の年齢や居住地等が限定された事例であり，

高崎市を中心とする大学生の余暇活動

時間的・経済的条件が余暇活動に影響を与えな

$ 類社会・杉野 美沙希

いという結果の普遍性や社会人との比較につい
ては今後の課題としたい．

観光産業や余暇活動は今後の日本経済におい
て重要な役割を果たすことが期待されており，



重要な研究テーマの一つと考えられる．本研究

高崎市中心市街地におけるマンション居住形態

では，高崎市の大学生にアンケート調査をおこ

と通勤流動
% 類社会・内藤 亮

ない，大学生の余暇活動の実態を明らかにする
ことを通して，大学生の特徴が余暇活動に与え

人口の都心回帰が進む近年では，都心部にお

る影響を考察するとともに，大学生の余暇活動

ける研究は多くみられる一方，郊外都市に着目

の空間的な特徴を考察することを目的とした．

した研究は少ない．本稿は，郊外都市における

 アンケートをもとに，個人の年齢や性別，経

マンションについて国勢調査・アンケート調

済状況，時間的余裕，自動車の有無など様々な

査・町丁目別の人口集計の分析よりその居住形

個人の属性について分析した結果，余暇活動を

態を明らかにし，大都市圏の中心都市との結び

おこなう大学生の性別，自動車の所有状況以外

つきを強めているか，もしくは関係性が弱まり

の個人の属性は余暇活動に直接影響しないこと

自立性を強めているかという点について考察し

が明らかになった．女子学生の方が男子学生に

た．

比べて「ショッピング」の志向程度が強いなど，

研究対象とした群馬県高崎市は新幹線や湘南

性別は特定の活動の志向程度に影響し，自動車

新宿ラインなど東京方面へ向かう高速鉄道網が

の有無は余暇活動の頻度と対象地選択に影響を

発達しており東京への通勤圏にもなりうる都市

与えていた．自動車を所有する学生は，非所有

である．バブル経済期以降に高層マンションが

の学生に比べて対象地が多様で偏りが少ない一

建設され，現在でも高層マンションの建設が続

方で，非所有の学生の対象地は高崎市中心部に

いている．国勢調査の結果からも， 年代お
‐‐
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よび  年代前半と比較して，近年では東京方

い交通弱者にとっての交通手段の確保が必要に

面へ従業する割合が減少し，高崎市周辺の市町

なる．そのため，モータリゼーションが進展し

村に従業する割合が高まっている．新幹線定期

ている高崎市において，交通弱者の交通手段の

券利用者数も横ばい傾向となっており，長距離

１つとなる市内循環バス「ぐるりん」に着目す

通勤者の割合が減少している． 年代および

る意味はあるといえる．また，
「ぐるりん」の運

 年代前半に竣工したマンションは中心商

行の目的に公共施設の利用促進が挙げられてい

業地や駅前に存在しており，新幹線通勤を意識

る．そのため，本研究では，路線内に多くの公

したもので，面積が狭く就労者世帯向けであり

共施設が集まる高崎市市内循環バスの都心循環

価格も全国並みであった．しかし  年代後半

線を取り上げ，モータリゼーションの進展して

および  年代に竣工したマンションは高崎

いる高崎において，中心市街地で主要な交通手

駅から離れているところに存在しており，高崎

段となっている市内循環バス「ぐるりん」の都

市周辺への通勤を意識したもので，面積が広く

心循環線の利用実態と課題を明らかにした．

ファミリー世帯向けであり価格も全国平均の 

調査結果によると，都心循環線の利用者の半

割ほどである．またアンケート結果から転勤を

数以上が  歳以上の利用者で占められており，

理由とした転入だけでなく，持家の取得を理由

交通弱者の中心市街地での主要な交通手段とな

とした転入も多くみられる．したがって近年の

っている．交通弱者の交通手段の確保は「ぐる

高崎市中心部の高層マンションは，東京方面へ

りん」の運行目的にも挙げられていた．都心循

従業する人々の需要よりも高崎市周辺部へ従業

環線の利用者の降車地として多かったのは，高

する人々の需要が高く，マンションの価格低下

崎総合医療センター，スズラン，市役所，中央

も合わさって持家の取得にも結び付いた．この

図書館，総合保健センターとなった．
「ぐるりん」

ような性格の変化はバブル経済崩壊に伴う東京

の運行目的の１つに公共施設の利用促進があり，

都心部の地価・住宅価格の下落に伴うものであ

公共施設利用者の交通手段となっている．

る．これらの点から，東京大都市圏においても

 音楽センター前での乗降者数の差などから，

都市圏が空間的に縮小されていることが明らか

利用者は都心循環線の１方向への運行という特

となった．近年建設されている高層マンション

性を理解し，目的地と乗車時間と自分の歩くこ

はファミリー世帯向けのものが多く，今後も郊

とができる距離等を考え，利用者それぞれに合

外都市でありながら人口増加が見込まれている．

った利用方法をしていると考えられる．



 都心循環線の利用者のほとんどが高崎駅周辺

高崎市市内循環バス都心循環線の役割と課題

から目的地へ，目的地から高崎駅へという利用

% 類社会・尾崎 信哉

に留まっており，高崎駅以外の目的地から目的
地へというような少なく，都心循環線が高崎の


群馬県は全国的にモータリゼーションが進展

中心市街地内の回遊性の創出には繋がっていな

している都道府県といえ，１世帯あたりの自動

いという結果になった．

車保有台数，１人あたりの自動車保有台数は全



国平均を大きく上回っている．モータリゼーシ
ョンの進展した地域では，モータリゼーション
に対応した街づくりがされるため，車を持たな
‐‐
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高崎市中心部における駐車場空間から見たモー

ションへの対応と課題を明らかにすることを目

タリゼーションへの対応

的とした．
その結果，高崎市中心市街地においては 

$ 類社会・木谷 隆太郎
 年代に始まったモータリゼーションは

年代から街路の拡張や駐車場整備が行われ，

高度経済成長とともに急激な発展を見せ，都市

 年の調査と比べて現在では有料駐車場の

内部における自動車交通への対応を必要とした

収容台数は約 ． 倍に増加した．その間の自動

一方，対応には多くの時間がかかることから郊

車保有台数の増加は約 ． 倍に留まったことか

外部の道路交通網の発達に伴って都市機能が分

ら，自動車の普及と比べて駐車場の整備は進ん

散し，著しい郊外化が進んだ．この動きは地方

でいるといえるものの， 年から続く利用者

都市において顕著であり，都市内部では商業地

アンケートによると，利用者はより一層の駐車

の衰退や空き店舗の増加が問題となっている．

場の増加を望んでいることが分かる．駐車場利

しかし近年では，商業地の衰退の結果として，

用率は大型商業施設や高崎駅周辺において高く，

中心部では駐車場が増加し，モータリゼーショ

ピーク時には駐車待ちの行列が出来るものの，

ンへの対応という点では改善しているようにも

少し離れれば空いているといった状況であるな

見られ，駐車場の適切な配置や有効活用なども

ど，既存の駐車場が有効活用されているとは言

課題となっている．

い難い．

そこで本研究では，一人あたりの自動車保有

以上から，高崎市中心市街地ではモータリゼ

台数が全国  位であり，全国の中でもモータリ

ーションへの対応は進んでいるといえるが，駐

ゼーションの進んでいる群馬県を取り上げ，商

車場利用率には大きな偏りがあり，利用率向上

業機能の中心である高崎市を事例に，駐車場空

への働きかけや利用料金の割引など工夫の余地

間から中心市街地を見ることで，モータリゼー

があることが明らかとなった．
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