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Abstract The aim of this paper is to clarify the aspects of the kitchen improvement of the 

farmhouse around 1950’s to 1960’s, by analyzing the “Ibarakiken Eiga (Movies of Ibaraki 

Prefecture)” as historical materials. Those films were produced by Ibaraki prefectural office to 

express for the movement of the improvement of living as promotion or documentary. 

Abundant information about farmers’ life and the movement, especially kitchen spaces and 

equipment is included in those films. As results, it was clarified that the models of the improved 

kitchen were depicted in these films, as the most important things of the life improvement in 

postwar period. In addition, the models which drawn in these films were inherited the style of the 

ideal images which were made in the prewar period through the examinations of the kitchen 

improvement in Japan. 

 

Keywords：Kitchen Improvement Farmhouse Postwar Showa Era Improvement of Living 

Ibarakiken Eiga (Movies of Ibaraki Prefecture) 

 

 

１．はじめに 

農村のくらしは、伝統的慣習のもとで農業と共に営ま

れてきた。しかしながら、その拠点としての住まいは、

農業技術や生活文化の近代化に伴って、主に大正期から

戦後昭和期にかけて大きな変化を遂げた。例えば、伝統

的な農村住宅は広い土間を有し、そこは農作業や炊事、

家畜の飼育（厩）といった様々な営みのための中心的空

間であったが、その特質は農作業の機械化や「農住分離」

によって変化し、最終的には「都市住宅化」が進むこと

となる(1)。すなわち農村住宅は、単に「住む」ためだけ

でなく、生業を営むための空間機能も具有していた。そ

れゆえ、住まいのつくり、とりわけ台所を含む土間空間

のあり方は農業技術と密接に関わっていたのである。こ

うした変化の背景として、戦前から戦後昭和期に展開さ

れた農村生活改善運動は、農村で暮らす人々の生活に多

大な影響を与えたといえる。 

戦後の生活改善は、GHQの勧奨により進められ、1948

（昭和 23）年には農業改良普及事業の一環として農林省

に生活改善課が設けられて、全国の農村住宅の生活改善

が図られた。そこでは住まいの封建性が指摘され(2)、よ

り近代的な在り方が模索された。また今和次郎や竹内芳

太郎、西山卯三らによって農村住宅の調査研究が行われ

た(3)。そうした農村住宅の改善でまず取り組まれたのが

台所改善である。台所改善は、1919（大正 8）年以降に

本格化した戦前期の生活改善運動においても「家庭の改

良はまず臺所設備から」(4)と謳われたように、戦前・戦

後を通じて生活改善の主眼となってきたテーマである。

戦後の農村住宅改善の対象は、竈、風呂、便所、給排水

設備等の多岐にわたっていたが、とりわけ中心となった

のは台所改善であった(5)。 

 農村生活改善運動についてはこれまで多くの研究の

蓄積がある。とりわけ住宅改善については、西山卯三『日

本の住まい Ⅲ』(6)に基本的動向が示されている。近年で

は、戦前の先駆的動向を報告した小沢朝江らの論稿(7)等

があるが、農村住宅の近代化における台所の具体的変化

については未明な点が多く残されている(8)。 

そこで本稿では、戦後の農村住宅における台所につ

いて、その変化の動向の一端を明らかにすることを目

的とする。検討にあたっては、台所設備のみならず、

調理の様子や食事空間も含み、更に戦後の農村生活改

善で進められた農業の機械化や職（農）住分離等へも

着眼しつつ、分析を行うこととする。 
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２．史料としての「茨城県映画」について 

これまで生活史や住宅史を読み解くための史料は、文

献や図面、遺構に依るところが大きかった。しかし近年、

映像・映画を分析対象として採用する意義が注目されつ

つある(9)。本研究が研究対象とする台所の変化を検討す

る上でも、制作当時の生活について文字・写真資料には

ない情報が多く含まれた貴重な資料と考えられる。その

ため本稿では、映画を分析史料として採り上げ、映像内

に描写された台所（および付随する食事空間や設備）に

ついて分析を行う。 

本稿で研究史料として対象としたのは「茨城県映画」

である（図－１）。「茨城県映画」は、茨城県によって制

作された啓蒙普及や宣伝、記録を主な目的とした映画で、

戦後 1949（昭和 24）年～1997（平成 9）年まで全 76本

の継続的な蓄積（IBE-1～IBE-76）がある(10)。これらは、

それぞれ一定の目的をもって制作されたものであり、目

的に合わせたストーリーや内容の操作や、映画ごとに年

代や台所の扱いの比重は異なるものの、当時の生活像と

台所の変化を読み解くための資料としては、有益な情報

を呈するものといえる。 

 

図－１ 「茨城県映画」 

 

 映画を研究資料として生活の変容を論じた先行研究

には、亘純吉「生活改善運動の映像にみる女性像」（2010

年）(11)、石村眞一「戦前期の日本映画に見られる鋼管製

カンチレバーの椅子:─日本映画に見られる起居様式と

家具に関する研究(1)」(2015 年)(12)が挙げられる。映像

を分析対象とする研究については、人類学、民俗学研究

等の分野でその重要性が指摘され、特に映像人類学はカ

ナダ、フランスなどでは確固とした分野が成立している

とされる(13)。近年、日本常民文化研究所(14)でも映像資料

を民俗学研究の資料として積極的に活用する取り組み

がなされているが、こうした映像資料を活用した研究は、

国内では未だ萌芽的なものといえる。 

こうした状況を踏まえつつ、本稿では「茨城県映画」

中の映像から読み取れる生活像、とりわけ台所とその周

辺の様子に着目して、戦後の農村生活改善における台所

改善の様相の検討を行うこととする。 

「茨城県映画」のうち、台所の映像が含まれるフィル

ムは(1)IBE-10『新しい村』1952（昭和 27）年、(2)IBE-

12『今日からでも』1952（昭和 27）年、(3)IBE-14『光

を浴びる村』1953（昭和 28）年、(4)IBE-34『住みよい

村づくり』1965（昭和 40）年の４篇である。(1)『新し

い村』は農村の生活改善運動について、(2)『今日からで

も』は農村の食生活を中心とした生活改善運動と農協経

営の製パン工場の設立について、(3)『光を浴びる村』は

農村生活改善運動と無医村（県北）における診療所開設

について、(4)『住みよい村づくり』は、農村の住生活と

農業の近代化を主題としたものである。このうち(1)『新

しい村』は台所改善の扱いの比重が大きく、改善前後の

台所の様子や、婦人会の座談会における台所改善に関す

る議論の様子などが撮影されている。映像内容がプロパ

ガンダ的であることは否めないものの、いずれも貴重な

資料と考えられる。以下、各映画中の映像から読み取れ

る台所や生活像について分析を進める。 

 

３．「茨城県映画」における台所改善 

３－１ 『新しい村』（1952年）における台所改善 

 『新しい村』（1952（昭和 27）年、図－２）は、企画：

調査課、制作：弘報課、賛助：新治郡榮村、脚本・演出：

廣澤昇・清水義明によって制作された映画である。対象

地は新治郡旧榮村（図－３、現在のつくば市）(15)で、映

像中には「常陸榮駅」の名称が認められる（図－４）。 

 

 

図－２ 『新しい村』タイトル映像 

 

 

図－３ 榮村の風景 
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映画はまず、農民の女性たちが広大な畑から白菜を収

穫し、とれたものを背負い籠に入れて運ぶシーンから始

まる。女性たちが畦道を歩く、その先の遠く背後には筑

波山が映し出されている(16)。大きな荷物は牛車で運ばれ、

傍らには綿羊が飼育されている。続いて、土間空間で脱

穀、籾摺り、精米といった農作業が、幾人かの男女によ

って繰り広げられる(17)（図－６）。それらはすべて、在

来の農具を用いた手作業である。土間の一角には薪を燃

料とした在来の竃があり（図－７）、女性がしゃがんで調

理をしている姿が見られる。そこでつくられた飯をやは

り土間の一角（図－８）あるいは囲炉裏端（図－９）で

家族が食している。これらはすべて、生活改善を行う前

の、伝統的な農家の姿として映し出されているのである。

このようにやや批判的に描かれた土間における農作業

と炊事は、1952 年当時の農村住宅の実態を反映したも

のであると考えられる。 

このストーリーの中盤では村会の協議の様子が描か

れている（図－５）。その映像中では、黒板に掲げられ

た「協議事項」のなかに「一、生活の科学化に関する

件」いう議題が認められる。そして 

「生活の科学化ということであるから、県当局とも

相談して村としてもこれに応じたいと思います。」 

と議長らしき人物が語っていることから、この榮村では

村をあげて生活改善が取り組まれていた様子が読み取

れる。 

 

 

図－４ 「常陸榮駅」駅前の街頭演説 

 

 

図－５ 村の協議の様子 

 

 

図－６ 土間での農作業 

 

 

図－７ 土間の竃での調理 

 

 

図－８ 土間の一角で食事をとる家族 

 

 

図－９ 囲炉裏端で食事をとる家族 
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その結果、「動力線(18)は村の隅々にまで行き渡り」、モ

ーター630基を導入して、農業の機械化を図ったという

（図－１０）。『新しき村』では、このように農業の近代

化と生活改善を一体的なものと位置づけ、具体的な改善

の方針を示していることが分かる。それとともに、農業

技術のみならず、便所、湯殿といった住居の衛生や、結

婚などの儀礼の簡素化（公民館での結婚式や結納の簡素

化）などが提示されたことが読み取れる(19)。これらの指

針は、生活改善運動で展開された住宅改善の基本事項で

あった。 

婦人会でもしばしば懇談会や具体的な実践を通じて、

生活改善の第一歩として台所改善が取り組まれたよう

である(20)。映像中には婦人会の懇談会で、繰り広げられ

た議論の様子が撮影されている（図－１１）。このうち、

住生活に関わる議論の内容は以下の通りである。 

 

［懇談会の様子］（下線筆者） 

婦人 A「先ほどから皆さんのお話のように、よくもこ

の体が続いたと思うほど働いてまいりました。

しかし働くのも結構ですが、私たちは自分の体

を休めて趣味や娯楽に使ったり、あるいは家中

そろって楽しみあう時間をつくる工夫が大切

だと思います。」 

婦人 B「そうです。その工夫をするのにあまりに無頓

着でありすぎたのです。そこで私は私たちの一

番大きい負担になっている炊事場の改善をま

っ先になすべきだと思います。明るくて清潔で

便利で経済的な炊事場ができたら、どんなに良

かろうと思います。」 

婦人 C「炊事場の改善も必要ですが、私は真に毎日私

たちを追い回している仕事にもっと機械の利

用をして、無駄な骨折りを少なくしなければな

らないと思います。例えば田畑を耕すにしても

手にマメをつくりながら汗水流して一日にど

れほどできましょう。脱穀にしろ籾摺りにしろ

まったく昔のままの姿です。これに動力や電力

を利用すれば４～５日かかる仕事が一日で済

んで時間の余裕ができてくるのではないでし

ょうか。」 

婦人 D「それから私は毎日の生活に相当な無駄がある

と思います。たとえば冠婚葬祭ですが、たくさ

んの費用をかけそれを自慢してつまらない見

栄をはっているのですからこれを最小限度に

とめれば台所の改善も農業の機械化も簡単に

できると思います。」 

婦人 E「しかし、それをいざ実行ということになると

長い間の習慣でなかなか思うようにはいかな

いのではないでしょうか。」 

婦人 F「あなたのように、そんなことを言っていたので

は、いくら会合を開いても計画倒れになって

しまいます。要は、実行です。青年会とも相談

して是が非でもやり抜くように村の人々に働

きかけようではありませんか。」 

 

 このように、生活の合理化・近代化を目指した議論

では、台所改善が着手すべき目標のひとつとして位置

づけられていたことが分かる。 

 

 

図－１０ 機械化された農作業 

 

 

図－１１ 婦人会での議論 

 

 さらにストーリーは、具体的な台所改善の実践（の

紹介）へと続く。ナレーションに基づいて、実施され

た台所改善の項目とその考え方などをまとめると、以

下の通りとなる。 

・ 燃料の節約（経済性）や労働の軽減が主題である。 

・ 竈の改善は燃料費の大きな節約となる。 

・ 合理的に改善された台所は農村女性を過労から

解放するとともに、その台所で働くことは楽しみ

のようにも感じられる。 

・ （給水ポンプの導入によって）屋上の水槽からい

つでも簡単に十分な水が使える。 

・ 食堂を台所の片隅につくれば、野良仕事から帰っ

たすがたそのままで気楽に食事ができる。食事の

たびごとに足を洗って座敷に上がったり、泥足を

囲炉裏に入れて食事をしてきたことを考えると

大きな改善である。 

・ 不潔になりがちな湯殿もきれいに、楽しく入浴が

できるようする。 
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このような議論とともに、実際に改善された台所のイ

メージが映し出される（図－１２～１４）。レンガ造の改

良竃は、在来の竈から造り変えたものである。改良竃の

後ろには煙突があり、そこから排煙する仕組みとなって

いる。すなわち、焚口が排煙口を兼ねていた在来の竃を

廃して、戸外へ直接排煙できる竃を用いて、清浄な明る

い空間を実現しようとするものである。こうした竃の改

善は、次項で述べるように台所改善の一手として生活改

善で重用された方策であった。 

台所には、近代的な立ち流しとそこで洗い物をする割

烹着を着た女性の姿が描かれている（図－１３）。その手

前にはダイニングテーブルのセットが置かれている（図

－１４・１５）。台所空間は大きなガラス戸を用いた開口

部が外壁面を占め、腰壁はタイル貼りで、収納棚が多く

設置されていることが読み取れる。ガラス戸の大きな開

口部とタイル貼仕上げは室内の明るさと清潔さを、収納

は整理整頓と空間の合理的活用を示すもので、戦前期

（特に大正末頃から昭和初期）に模索された近代的な都

市型住宅の台所の要点であった。こうした考え方が、戦

前期の都市型住宅から戦後の農村改善へと引き継がれ

た様子が読み取れる点は、戦後の台所改善を捉えるうえ

で非常に興味深い傾向といえる。給水ポンプの導入や洗

面所、浴室、便所といった水まわり空間の改善（図－１

７）も、戦前期の生活改善運動の主題であり、労働の軽

減や衛生面の改良を目指した住宅改善の取り組みが農

村改良にも導入された結果と捉えられよう21。 

 

 

図－１２ 改良竃 

 

 

図－１３ 改善された台所の流し台 

 

図－１４ 台所空間におかれた食卓 

 

 

図－１５ 食事風景 

 

 

図－１６ 貯水タンク 

 

 

図－１７ 洗面所と浴室 
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３－２ 『今日からでも』1952年 

『今日からでも』（1952（昭和 27）年、図－１８）は、

制作：弘報課、賛助：古里村綜合開発審議会・古里村農

業協同組合、演出：廣澤昇・小吹正司によって制作され

たもので、撮影対象地は旧真壁郡古里村(22)（図－１９、

現在の筑西市北東部）である。 

 この映画の主題は、農村における食生活の改善である

(23)。漬物とみそ汁で、ただ米飯をたくさん食べるだけと

いう農民の食事内容（図－２０）について、それでは栄

養が不足してしまうため、工夫をして体力をつけるよう

に改善しようと、食生活の改善を実施した村の事例を紹

介している。村では、生活改善普及員を招いて食生活改

善の講習会などを実施し（図－２１）、農村女性への知識

の普及を試みた。説明によれば、農村では動物性たんぱ

くが不足しがちで、卵、魚、肉をなるべくとること、豆

類、野菜類も工夫して積極的に摂取するような意識の啓

蒙や調理法の伝達が行われたという。さらにこの村では、

パン食の普及を積極的に推進した。村のパン工場を設立

し、県の援助によって工場内の機械も整備され、農協と

共に製造、販売を行ったという24（図－２１）。パン食は、

米食よりも栄養のあるものとして導入が図られ、小学校

の学校給食にも取り入れられた（図－２２）。こうした食

事内容や供給方法の変化は、パンの調理と米飯を炊く過

程では全く異なる手順や器具を用いるように、台所の設

備や調理器具、食器、作業姿勢などの変化にも大きく影

響するものである。 

 この映画中で、台所は殆ど登場しない。ナレーション

によって、労働負担が大きい「農村婦人のために、台所

や炊事場の改善が行われ、能率的に炊事ができるように

なったことは大きな収穫といわなければならない」と説

明される際に、台所の様子が見られるのみである（図－

２３・２４）。そこで映し出される台所は、土間に設えら

れた４基分の竃と、外部への出入口を挟んだ反対側に立

ち流しがあり、それぞれの前に女性が立って炊事をして

いる。 

 食卓としては、テーブル（図－２５）と座卓のものの、

２通りのシーンが描写されている。前者は生活改善の理

想的イメージとして、後者は農村の実態により近い様子

として描かれたもの捉えるのが妥当であろう。それと同

時に、こうした食事のイメージが混在した過渡期であっ

たことを物語る、当時の時代的特徴を反映した映像とし

て興味深い事例ともいえる。 

 総じて、この映画では、生活改善のなかで比較的着手

しやすい食生活の改善と共に、旧来の台所や食事空間も

合わせて近代的な設えに改善する必要性を伝えるため

のイメージが描写されたと考えられるのである。 

 

図－１８ 『今日からでも』タイトル映像 

 

 

図－１９ 村の風景 

 

 

図－２０ 農作業中の食事 

 

 

図－２１ パンの販売が行われた農業協同組合 
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図－２２ パン食の例 

 

 

図－２３ 土間に据えられた４基分の竃 

 

 

図－２４ 窓際の流しで調理する姿 

 

 
図－２５ 食卓で栄養食をとる家族 

 

３－３ 『光を浴びる村』1953年 

『光を浴びる村』（1953（昭和 28）年、図－２６）

は、企画：生活科学課、制作：広聴課、賛助：嶐郷

村、脚本・演出：廣澤昇によって制作された映画であ

る。対象地の旧那珂郡嶐郷村（図－２７・２８）、現在

の常陸大宮市北西部）(25)は栃木県境近くの山間の村で

ある。嶐郷村は戦前期の農山漁村経済更生運動初年度

の指定村（昭和 7年度）となっており、戦前期から生

活改善が積極的に取り組まれた地域であった (26)。村の

土地の８割は山地で、１割を耕地とし、ナレーション

によれば林産物によって年間１億円以上の収益を上げ

ていたという。綿羊やヤギ、鶏の飼育も行われ、生産

や生活をより豊かにする工夫がなされていた。 

この村での生活改善は、生活改善委員会と村の厚生部、

青年会（図－２９）、家庭部が密接な連絡をとって推進さ

れ、良い成果を上げてたびたび県知事より表彰を受けた

とされる。生活改善の対象としては、台所や食堂の改善

とともに、（見栄と不経済の象徴としての）こいのぼりの

廃止、診療所の設置（有事には３～４里走らなければな

らない不自由さ）が主題となっている。近代化された生

活のイメージとして、流行りの洋服をきた若者たちやバ

スを追いかける小学生の姿、家庭内では労働に明け暮れ

るばかりではなく、ラジオや新聞、お茶などで食後のひ

と時を楽しむ人々の様子が描かれ、農村でも「文化の香

り高い日々」を送ろうという生活像が描写されているこ

とが読み取れる。 

 この映画における台所の扱いは１シーンのみである

（図－３０・３１）。映像からは、まず脚付きの食卓と椅

子のセット、すなわちダイニングテーブルが台所空間に

設えられたダイニングキッチンの空間が目に入る。ダイ

ニングテーブルには夫と子供が座り、主婦らしき女性は

奥の台所で作業をしている（図－３０）。台所は、大きな

開口部がとられた外壁に面して、L型に流し台、火器台

等が配置されている。こうした台所設備の配列型は、大

正期以降に展開された炊事労働の合理化を台所の平面

や空間の計画で実現しようとする試みのなかで模索さ

れ、やがて昭和戦前期には一定の型として収斂した形態

である。それは、主に都市型住宅をモデルとして検討さ

れた型であったが(27)、その考え方はやがて農村住宅改善

にも及び、最終的には戦後の農村の住まいにも浸透して

いった(28)。また、農村住宅におけるシステムキッチンの

導入は、戦後昭和期をかけて徐々に広がることとなるが、

この映画が撮影された 1953 年当時の農村住宅の実態と

しては、上述の図－７～９のような在来の土間台所が大

半であった (29)。そのため、このダイニングキッチンの映

像は、新しい台所形態を農村住宅に導入しようとする動

きの、初期段階の様子を反映したものと位置づけられる

(30)。 

なお、テーブルに並んだ食事は洋風のパン食であ

る。対象地の嶐郷村は、前記のように山間部に位置
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し、米が多く取れないために、そば・うどんといった

粉食の摂取がかねてから盛んであった。ナレーション

では、 

 

コメの少ない地方なだけに早くから粉食の利用が盛ん

でかつてはうどんそばなどをたくさん食べていたが現

在では栄養の多いパン食に切り替えられて、主婦の炊事

に必要な時間と労力を少なくする等あたらしい食生活

のあり方に工夫をこらしています。 

 

と、粉食の文化を利用して栄養価の高いパン食の導入す

ることと、それが主婦の労力の負担を軽減することにつ

ながると説明されている。実際、パン食の導入が労力軽

減に結び付いたかは定かでないものの、食生活の改善を

含めて調理や台所空間の改善が図られたことが読み取

れるという意味で注目できる。 

 

 

図－２６ 『光を浴びる村』タイトル映像 

 

 

図－２７ 嶐郷村の風景（１） 

 

 

図－２８ 嶐郷村の風景（２） 

 

図－２９ 青年会による生活改善の取り組み 

 

 
図－３０ 改善された台所と食卓 

 

 

図－３１ 食事風景 

 

３－４．『住みよい村づくり』1965年 

『住みよい村づくり』1965（昭和 40）年（図－３

２）は、これまで検討した映画と異なり、具体的な撮

影対象地は不明である。制作主体も「企画制作：秘書

広聴課」とのみ示され、脚本・演出等については明ら

かでない。 

この映画では、農業という生産技術の近代化と住環

境としての住まいが強い関係性を有するものと位置づ

け、双方の改善を具体的に進めた事例の紹介が主題と

なっている。まず、戦後 20年で急進した農業技術の機

械化に触れ、ヘリによる薬剤散布、スプリンクラーに

よる散水、耕運機を用いた耕作の風景といった映像を

通して、それは労働条件の改善という面でも重要な役

割を果たしたことを示している。 
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 一方、農村住宅（図－３３）とそこでの生活は「100年

前から旧来のままであるように見える」と批判的な説明

が続く。広い土間の片隅に馬が同居し、上がり框の上に

は囲炉裏が赤々と燃える伝統的農村住宅について、旧態

依然とした住宅の構造やそこでの生活の改善の必要性

を指摘している。 

また映像では、広間に家族や村の人々が集まって寄り

合いを行う様子が映し出される（図－３４）。建具を外せ

ばひとつの大きな部屋として展開できる、伝統的な農家

の間取りに多く見られる田の字型プランの広間の使わ

れ方の例である(31)。ナレーションによれば、寄り合いは

ごくたまにしか行われないのに、そのための空間に間取

りの過半をとられ、結果として夫婦や子供の個室がない。

こうした伝統的民家の構造が、生活意識を変え難いもの

にしているという(32)。そのためには、近代的な住宅を建

て、家族本位(33)に考えた、年寄、夫婦、子供の部屋をそ

れぞれ設けたいという。 

庭は生活の喜びや憩いのためのものではなく、農作業

の必要性から広さが確保されているため、都市型住宅と

は機能を異にしている。しかしながら、既存の環境では

農作業の騒音と生活を切り離すことができず、子供の学

ぶ環境などに必要な静穏が確保し難い状況にあるため、

生産の場と生活の場を分けて考える必要があると指摘

している(34)。 

加えて、農村の生活環境や封建的な人間関係を理由に

村から離れる若者が多く、彼らに農村の魅力を感じても

らうためにも、農業の生産性を向上させて経済的な豊か

さを実現する必要がある。そこで、取り入れられたのが

養鶏、養豚といった畜産である。しかし、鶏舎や豚舎は

住まいの庭の一角につくられたので、生産性の向上とは

裏腹に、家畜が毎日排出する大量の糞尿による、生活環

境の不衛生さや、排水の窒素過多による水稲の枯死の原

因となってしまった。村は、こうした農業公害への対策

として、霞ヶ浦岸の湿原３町分余りを埋め立て、農家に

貸し付ける豚舎の集団移転計画を実施し（図－３６）、尿

処理施設、塵芥処理施設を建設した（図－３７）。すなわ

ち、営農との共存で問題となる衛生面の改善を主眼とし

て、「農住分離」が図られた様子が読み取れよう。 

 

 

図－３２ 『住みよい村づくり』タイトル映像 

 

 
図－３３ 農村住宅の庭の使われ方 

庭は土間と共に様々な農作業が行われる場であった。 

 

 

図－３４ 広間での寄り合いの様子 

 

 

図－３５ 農作業の機械化 

 

 

図－３６ 豚舎 
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図－３７ 下水または廃物処理場 

 

 この映画に登場する台所は旧態のもので、上記の改善

すべき住まいの一部として描かれている（図－３８～４

１）。土間に設えられた竃の前では、主婦が腰を深々と曲

げて炊事に勤しみ、竃の焚口からは煙がモクモクと立ち

上る。その反対側は農具等の置き場となっており、その

傍らに座って作業が行われている。こうしたイメージは、

前項で挙げた伝統的民家の土間台所にほぼ共通するも

のである。1960年代半ばの時点でも、旧来の台所が依然

として使われていたことを示す映像である。 

庭の一角に設けられた便所（図－４１）は農家にとっ

て生活の営みの一部であり、下肥を取って堆肥をつくる

という、生産とのつながりを多分に有していた。そのた

め、便所は敷地の南側に配置されることが多かったが、

金肥や化学肥料の導入によって、その必要性も薄れてい

った。 

総じて農村の生活改善は、農業と表裏一体のものとし

て実践された取り組みであったことが、実態として「茨

城県映画」の映像をもとに読み取ることができた。また、

住宅への影響としては、衛生面の問題が営農との共存で

重視され、改善の動向に大きく影響したことが分かる。 

 

４．農村生活改善運動の動向と 

「茨城県映画」にみる農村住宅の台所の変化 

最後に本節では、前節で「茨城県映画」の映像分析か

ら読み取れた台所の変化について、農村住宅改善の動向

と合わせて検討したい。 

農村住宅における台所改善の動きは、主に大正期以降

に展開された。先駆的事例としては、1913（大正 2）年

に愛知県知多半島で実施された簡易水道の敷設や、翌

1914（大正 3）年に島根県八束郡で婦人会が取り組んだ

台所改善が最初の例とされる(35)。 

日本における全国的な生活改善運動は、1919（大正 8）

年の生活改善展覧会を機に、官・学・民をあげて全国的

に展開されたのが最初である。農家の生活改善に関する

主だった動きは、1927（昭和 2）年の御大典記念事業以

降にみられ、1929（昭和 4）年には内務省社会局による

全国の農漁村住宅調査が行われている(36)。そこでは、通 

 

図―３８ 土間と竃上の釜 

 

 

図－３９ 土間での調理作業 

 

 

図－４０ 在来の竃での調理作業 

 

 

図－４１ 庭先の便所 

伝統的農業では、糞尿から良質な肥しをつくることが重

要であり、便所は南側の暖かい位置に設けられる傾向に

あった。 
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風・採光、が指摘され、台所としてはまず竃の改良や窓

をとることによって採光、換気を実現するという、衛生

面の改善が主な目標であった。 

1932（昭和 7）年に始まった農山漁村経済厚生運動で

も、生産技術の向上や生活の改善が取り組まれた(37)。こ

の時、茨城県内では 38 の村が更生運動の「指定村」と

され、そこには新治郡や那珂郡といった「茨城県映画」

の舞台となった周辺地域も含まれていた。前節でも述べ

たように、特に嶐郷村は初年度からの指定村であり(38)、

戦前期の試みを素地として、戦後も様々な改善の取り組

みが実施された、生活改善のモデル村として重要な存在

であったと考えられる。 

また日本学術振興会および同潤会は、1935（昭和 10）

年以降、東北地方の農山漁村住宅調査を行った。同潤会

資料では、 

 

昔から普請といえば贅沢ごとと考えられている傾向

がある。昔の普請は接客のためか財力を誇って見せる

ためかが主な目的だったからであるが、しかし今日、

台所や寝間を改善するのは家族の健康のためであり、

また堆肥場や作業場を改善するのは生産のためであ

って、ますます生活力を増し、またますます収入を豊

かにするための普請だと考えたい。 

 

というように、住宅改善は生産性や住環境の改良を目的

として位置づけられている(39)。 

 こうした動きと並行して、1933（昭和 8）年には今和

次郎、竹内芳太郎、藤島亥次郎らが「民家研究会」を立

ち上げるなど、農村住宅への着眼が活発化していた。以

上のような戦前期の農村住宅改善運動で主眼となって

いたのは、台所は通風・採光が悪く、竃には煙突がない、

流し場も不衛生で汚水の始末が不良であること、便所や

厩が台所や井戸に近い、といった不衛生さへの指摘であ

った。 

戦後は、1948（昭和 23）年の農業改良普及事業の一環

として施行された農業改良助長法によって、農林省に

「生活改善課」が設置され、全国の町村に生活改善普及

員らが配置された。普及員たちは農村地域での具体的な

改善指導や生活改善の主力となるグループの育成など

に取り組んだ。茨城県では、県知事室生活科学課によっ

て、「カマド改善」の普及指導が行われた(40)。県内に 45

ヶ所の生活科学化指定村が設置されたほか、57ヶ所の農

業改良相談所が設けられ、農業改良普及員ならびに生活

改良普及員が駐在して、農業技術の改良と生活改善指導

がおこなわれたという(41)。 

戦後の住宅改善の中心は台所改善であったことは、す

でに多くの研究で指摘されている。そこでまず取り組ま

れたのは竃の改善であり(42)、その目的は燃料効率を上げ

るために構造的改良を行い、また室内への排煙を避ける

ために煙突を設けることが中心となっていた。西山卯三

が著書『日本のすまい Ⅲ』で「農家のカマドは、ただナ

ベ・カマをささえて火を燃やすように囲っただけで、羽

ガマで煙を受け止める工夫はなされているが、（中略）た

いてい煙突もなく、効率のわるいものが一般的であっ

た。」と記しているように、茅葺の農家ではこの排煙によ

って屋根の耐久性を高める効果も必要ではあったが、天

井や壁が煤汚れて、薄暗く不潔な台所が問題視されたの

であった(43)。竃からの排煙はトラコーマ（眼病）の原因

として改善の必要性がより強く認識されるようになっ

た。1948（昭和 23）年 11月に農林省農業改良局普及部

が開催した「第一回生活改善に関する懇談会」において、

今は「台所に窓をあけるやうに運動したいですね。」と述

べ(44)、まず台所改善を促しているように、やはりこの時

期の農村住宅の改善は台所や竈から始まったとみて大

きな間違いはないと考えられる。戦後の農村生活改善開

始から 10 年後の報告によれば(45)、住宅改善に関する項

目では竃の改善が最も多く、実施した戸数は全戸数の

28.1%、排水設備の改善が 27.3%、台所改善が 22.1%で

ある（1956 年 8 月現在、全国 46 県中 36 県の報告によ

る）。改良竃の普及状況としては「すでに改善した農家」

が 37.8%（2,202,329 戸）、「向う一ヶ年以内に改善する

つもり」が 25.3%（1,471,691 戸）で、これらを合わせ

ると６割程度の農家が導入し始めていたことが分かる

(46)。 

ここで、本稿で扱った「茨城県映画」にみられる、改

善後の台所について検討したい。上記の各映画で撮影さ

れた台所のモデルにみられる特徴をまとめると、大きく

以下の４つの傾向が見いだされる。すなわち、 

 

① 外壁面に大きく開口部をとり、積極的な採光、換

気を可能にしていること（図－１４、３０） 

② 壁面（特に腰壁や水まわり）を明るい色のタイル

貼りとし、掃除がしやすく衛生的な仕上げとして

いること（図－１４） 

③ 立働式の流し台、調理台などを集約的に配置し炊

事労働を合理的に処理しようとする配置計画とし

ていること（図－１３、３０） 

④ 台所と椅子座のテーブルをひとつの空間に設えた

ダイニングキッチンとしていること（図－２５、

３０） 

 

といった点が重視されていたことが読み取れる。これら

の改良点は、戦前期の都市型中流住宅の台所改善で収斂

した理想的モデルとも重なるものであり(47)、それらの主

題やイメージが戦後の農村改善にほぼそのまま認めら

れることは大いに注目すべき動向といえる。なお、④の

ダイニングキッチンについては、それが土間空間なのか、

床上のものなのか映像からは判然としない。土間に直接、

脚付きのテーブルを置いて食事場所とする提案が戦前

期から散見されるが、そうしたスタイルも徐々に床上の
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ものへと変化していく(48)。 

さらに改善が進むと、台所のみならず住まい全体へと

対象が広げられ、在来の広間型・田の字型プランの農村

住宅の間取りを批判的に捉え、「住居と営農空間との分

離」、「個室の確保」の必要性が謳われた(49)。こうした動

きの反映として、前節で検討した『住みよい村づくり』

の内容を捉えることができる。以上のような住宅全体の

改善によって、土間に設けられたダイニングキッチンは、

やがて床上に設計され、都市住宅のそれと変わらないも

のとなる。 

農村住宅で生業を営むための空間として存在してい

た土間や台所空間は、都市型住宅のそれとは展開される

生活行為がまったく異なるため、必然的に空間が有する

性質は大きく異なる。にもかかわらず、最終的には、前

述した衛生面での改良や「農住分離」による「専用住宅

化・都市住宅化」が進む中で、外部空間との繋がりも薄

れ、地域差も殆どみられない均質化したものとなった。

その意味では、本稿で分析した 1950～1960年代におけ

る農村住宅の台所改善の動向は、その特質が変化した、

まさに過渡期の変容の様子を示すものと考えられるの

である。 

 

５．まとめ 

本稿では、生活改善を主眼として制作された戦後 1950

～1960 年代の「茨城県映画」を研究史料として採り上

げ、農村生活改善の様子を含む、農村住宅の台所改善の

動向とそこで扱われたモデルについて検討を行った。 

映像では、家事労働や農業を営む生活の様子が描かれ、

家庭生活を近代化しようとする様々な試みのなかで、台

註 

(1) 西山卯三『日本のすまいⅢ』勁草書房 1980（昭和 55）年 

pp.76-77, 131． 

(2) 戦後、農村住宅の封建性を指摘したものに、浜口ミホ『日本

住宅の封建性』相模書房 1949（昭和 24）年. ポドコ（日下

あこ・久松由利子）『農家の台所改善』1959（昭和 34）年

等が知られる. なお, 農村住宅の改善については, 戦前期

でもすでに同潤会による改善要旨の提示などがなされてい

た. 

(3) 戦前からの研究者である今和次郎, 竹内芳太郎は, 1950（昭

和 25）年に日本建築家集団 NAUが解散した後,「農村建築

研究会」を結成した. その初期の取りまとめとして竹内『農

村住宅の改善』（1950（昭和 25）年 7月）があげられる.な

お，戦後の生活改善運動については，衣食住その他，さまざ

まな見地からの研究蓄積がある． 

(4) 生活改善展覧会（1919（大正 8）年 11月 30日～1920（大

正 9）年 2月 1日 於東京教育博物館（現在の国立科学博物

館），会期は『日本博物館発達史』による）に出品されたポ

スターの標題（国立科学博物館所蔵）． 

(5) 前掲書(1) pp.83-84． 

(6) 前掲書(1) pp.1-138． 

所の改善も近代化を目指す第一義的な目標として扱わ

れていた様子が認められた。すなわち、営農と居住が一

体であった当時の農村住宅の改善では、農業の技術進歩

と表裏一体のものとして台所改善が位置づけられてい

たことが確認された。 

また、台所に関する映像分析からは、改良竃の導入や、

採光・換気・給排水設備、合理的な設備配置などが、改

善の対象として重視されていたことが明らかとなった。

そしてこの傾向は、戦前期の都市型中流住宅の台所改善

において収斂した考え方の影響が認められるものであ

ることを指摘した。 

さらに、脚付きのテーブルを台所兼食事空間に据えた、

所謂ダイニングキッチンの導入の様子が、食事空間で展

開される新旧の生活像と共に明らかとなった。戦後の農

村住宅では、最終的に都市型住宅のダイニングキッチン

と殆ど変らない形態が普及することとなるが、本稿で検

討した時代の動向は、農村住宅の特質が変化する、まさ

に過渡期の段階のものとして捉えられることを明らか

にした。 

 

 

【映像提供および画像の出典に関する付記】 

 本稿で対象とした映像資料は、2017（平成 29）年 9月

現在、茨城県が公開している「なつかし・いばらき 茨

城県映画シリーズ」によるもので、その内容は動画共有

サービス「YouTube（ユーチューブ）」にて公開されてい

る。本稿では、学術研究に供するため、公開されている

映像をもとに作成したキャプチャ画像を用いた。 

 

 

(7) 猪狩渉・小沢朝江「戦前期における東北地方の農村住宅改

善事業の実態とその先進性 : 山形県の農村住宅改善事業

を中心に」日本建築学会学術講演梗概集(建築歴史・意匠) 

p.p.679-680, 2015（平成 27）年ほか． 

(8) 台所の近代化に関する論稿は, 拙稿「検定済高等女学校用

家事教科書にみる日本の台所の近代化に関する研究」（学位

論文 2014（平成 26）年）,「家事教科書にみる家庭生活の

近代化 : その 2 戦後昭和期の台所変革における機能の多

様化について」生活学論叢(14), pp.7-29a, 2009（平成 21）

年 3月ほか, 山口昌伴『台所空間学』1987（昭和 62）年等

が挙げられるが, 農村住宅の台所の変容については未明な

点が多い. 

(9) 堀尾尚志ほか「『実態保存』としての技術映像」日本産業技

術史学会第 30回年会（2014）講演要旨, 「映像資料に基づ

く産業技術と労働の分析ならびに科学技術産業理解の増進」

科学研究費補助金（基盤研究(C)）2011-2013 年度. また筆

者が所属する神奈川大学常民文化研究所及び非文字資料研

究センターでは, 文字資料以外の情報から史実を読み解く

先駆的な調査研究を展開しており, 映像資料もその対象の

ひとつといえる. 
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(10) 茨城県公式ホームページ（2017（平成 29）年 9月 15日確

認） 

http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/hodo/natsukashi-

ibaraki/contents/index_iba.html 

(11) 亘純吉「生活改善運動の映像にみる女性像」駒沢女子大学

研究紀要 17 pp. 325-360, 2010（平成 22）年 12月, 基盤研

究(B)「映像に記録された女性像に関する文化人類学的研究」

2007-2009年度（研究代表者：亘純吉）． 

(12) 石村眞一「戦前期の日本映画に見られる鋼管製カンチレバ

ーの椅子 ─日本映画に見られる起居様式と家具に関する

研究(1)」『デザイン学研究』62(4) 2015（平成 27）年, 「小

津安二郎が監督した映画に見る椅子の研究(1)戦後の家庭生

活を表現した椅子を中心として」『芸術工学研究 20』九州大

学大学院芸術工学研究院紀要 pp.19-33, 2014（平成 26）年, 

「映画に見る戦後の日本の籐椅子--形態及び起居様式との

関わりを通して」『芸術工学研究 13』pp.31-46, 2010（平成

22）年など. 

(13) 国内では日本映像民俗学の会の取り組みや, 国外では女

性人類学者ワイナーが監修した「トロブリアン島」, シャロ

ーティ・ポワイティ『アシャンテ族 市場の女』などの取り

組みが代表的とされる（註(11)）. 

(14) わが国の民俗学分野の代表的研究機関である．なお，筆者

も現在，同研究所に所属している. 註(9)参照のこと. 

(15) 榮村は 1889（明治 22）年～1955（昭和 30）年の新治郡

の自治体名で, 1955（昭和 30）年に桜村の一部となった（『角

川日本地名大辞典 8 茨城県』1983（昭和 58）年）『和名類

聚抄』では河内郷菅田郷（現在の桜村上境から金田・東岡な

どを中心とするあたり）に比定されるという（（「<千年村>

データベース」による）. 2017（平成 29）年 9月現在の現

地調査では，登録有形文化財「沼尻家住宅主屋」などの農村

住宅の遺構がいくつか現存していることを確認し, 同村の

位置や農地, 景観等の現況を確認した. 

(16) 「茨城県映画」では，筑波山を背景として描写したシーン

が多く見られる. 

(17) 西山によれば, 農村住宅の土間は「家事だけでなく、（中略）

脱穀・調整や収穫物の収納、野菜のよりわけ、冬期のワラ仕

事」など様々な屋内作業がここで行われたため, 大きな空

間（ときに住まいの半分以上）であったとされる.（前掲書

(1) pp.76-77） 

(18) 電線の意味で用いられている. 

(19) 映像から「新生活優良村」「榮村立公民館」といった文字

が読み取れる. 

(20) 家の光協会『台所改善より見たる文化普及活動に関する調

査』（家の光調査資料第 35 号 1956（昭和 31）年 5 月）等

の資料に，茨城県における戦後の農村生活改善で婦人会が

中心的役割を担ったことが記されている. 

(21) なお，戦前期の農村住宅における台所改善においては主に

竈の改善や壁面に窓をとることによる採光・通風が図られ

たことが知られるが（前掲書(1)ほか同潤会資料等による），

具体的かつ詳細な改善の動向については今後検討を要する.

関連資料を通覧する限りでは土間における椅子坐式の食卓

の導入も散見され，農村住宅の土間空間におけるダイニン

グテーブルの導入過程については稿を改めて報告したい. 

(22) 古里村は明治 22年～昭和 29年の真壁郡の自治体名で, 昭

和 29 年に協和村の一部となった（『角川日本地名大辞典 8 

茨城県』1983（昭和 58）年）. 

(23) 日本人の食生活の改善についても戦前期から取り組まれ

た課題であり，佐伯矩（1876（明治 9）－1959（昭和 34）

年）が設立した栄養研究所（のちの国立栄養学研究所）など

が中心となって, 栄養価の高い食事の摂取やそれによる健

康維持, 疾病予防などが取り組まれていた．そこでは, 栄養

のある食事を安価かつ合理的に調理するための「共同炊事」

も提案され, 農村部でも実施された（佐伯の取り組んだ共

同炊事については，拙稿「大正期から昭和初期における共

同炊事場の展開と建築的特徴 : 栄養学に基づく佐伯矩の

取り組みに着目して」『生活文化史 第 71 号』2017（平成

29）年 3月 pp. 3-35に詳しい）. 

(24) 協同組合を食糧供給の拠点とする方法は, 古くは大正期

以降に「共同炊事場」として, 主に工場労働者の栄養改善を

目的として普及していた（拙稿「大正期から昭和初期にお

ける共同炊事場の展開と建築的特徴 : 栄養学に基づく佐

伯矩の取り組みに着目して」註（23）に同じ．）炊事の共同

化は,家庭内の炊事労働の負担軽減が目的のひとつであり,

台所のあり方に少なからず影響したと推察される. 

(25) 嶐郷村は, 1889（明治 22）年～1956（昭和 31）年の那賀

郡の自治体名で,鷲ノ子山塊東部に位置する. 昭和 31 年檜

沢嶐郷村の一部となり，美和村と改称された（『角川日本地

名大辞典 8 茨城県』1983（昭和 58）年）. 

(26) 農林省経済更生部『農山漁村経済更生計画樹立町村名簿 : 

昭和 7、8、9、10、11年度指定』1936（昭和 11）年，昭和

7年の時点では住宅や台所は改善の対象となっていない. 

(27) 拙稿 前掲書(8). 

(28) 前掲書(1) pp.96-99「新築農家の傾向」． 

(29) 農村住宅における台所改善の実施状況については第 4 節

で詳述する. 

(30) ちなみに，このダイニングキッチンが土間に計画されたも

のか，それとも床上空間のものなのかは不明である. 

(31) 日本の民家については多くの研究成果があるが, 先駆的

なものとしては今和次郎『日本の民家』鈴木書店 1922（大

正 11）年などがある. 

(32) こうした伝統的住宅の封建性は前掲註(2)の論作に詳しい. 

(33) 家族本位という住宅の間取り（計画）に関する考え方は,戦

前期の生活改善運動から展開されたものである（内田青蔵

『日本の近代住宅』鹿島出版会 1992（平成 4）年）. 

(34) 註(28)に同じ. 

(35) 竹内芳太郎「本邦農村生活の改善事業と改善に関する研究

の沿革」『農村技術研究所報告 H』第七号, 「農村生活研究

の発展の経過」『農建月報』1951（昭和 26）年 12月． 

(36) 日本学術振興会『東北地方農山漁村住宅改善調査報告書 

Ⅰ』1941（昭和 16）年 4月． 
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(37) 和田健「農山漁村経済厚生運動初年度における生活改善事

項と民俗的慣行との関わり－昭和七年度茨城県指定村の事

例より－」『茨城県史研究』(92) pp.75-90, 2008年 2月． 

(38) 註(26)に同じ. 農山漁村経済厚生運動において, 嶐郷村は

山村のひとつとして指定され, 厚生計画書内で具体的な生

活改善事項が掲げられていた（和田健「農山漁村経済更生

運動初年度における生活改善事項と民俗的慣行との関わ

り : 昭和七年度茨城県指定村の事例より」『茨城県史研究』

(92) pp.75-90 2008年 2月）. 

(39) 同潤会『東北地方農山漁村住宅改善要旨』1940（昭和 15）

年 3月． 

(40) 前掲書(20)に同じ. 

(41) 同上 pp.45-46． 

(42) 農林省振興局生活改善課『10 年になる農家の生活改善普

及事業』1957年 9月． 

(43) 前掲書(1) p.84． 

(44) 農林省農業改良局普及部『第一回生活改善に関する懇談会

記録』（1948年 12月発行）. 11月 30日（火）開催とある. 

(45) 前掲書(42)． 

(46) 1956 年 12 月現在の実態（北海道を除く）．農林省農林経

済局統計調査部調査による. 

(47) 拙稿『明治・大正・昭和初期の検定済高等女学校用家事教

科書にみる日本の台所の近代化に関する研究』神奈川大学

博士論文, 2014年 3月． 

(48) 註(28)に同じ. この傾向については稿を改めて報告する予

定である. 

(49) 前掲書(1) p.87． 


