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概要 

本稿では、東京市近郊における屎尿流通網と都市近郊農業の変化に焦点を当て、東京

市の衛生政策が屎尿市場に与えた影響について検討する。この検討により、東京市がど

のような方法で、衛生的、かつ経済的な屎尿処理を実現したのかを明らかにし、東京市

の政策が大正期以降の屎尿市場の高質化に果たした役割について考察する。江戸・明治

期においては、都心部の屎尿は近隣の農家で使用され、屎尿の滞留が問題になることは

なかった。しかし、都市化によって東京市の外縁部にも市街地が広がるようになると、

従来、屎尿の供給地であった都心部に屎尿が滞留する事態になり、行政が介入して屎尿

問題を解決する必要に迫られた。他方、埼玉、千葉などの県農会や各郡農会にとっては、

安価な肥料を入手することが重要な課題であり、潜在的な屎尿需要が存在していた。東

京市は、このような近県の屎尿需要を認識し、新たな屎尿流通網を形成することによっ

て、屎尿処理サービスの質の向上を図った。 

 
*星野 高徳  慶應義塾大学大学院経済学研究科・商学研究科 

/京都大学経済研究所連携グローバル COE研究員 
慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程 

 
KEIO/KYOTO MARKET QUALITY RESEARCH PROJECT 

(Global Center of Excellence Program) 
 

Graduate School of Economics and Graduate School of Business and Commerce, 
Keio University 

2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345 Japan 
 

Kyoto Institute of Economics, 
Kyoto University 

Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501 Japan 



 1 
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―東京市の衛生政策との関係を中心に―
 

 

 

星野 高徳 

（慶應義塾大学大学院経済学研究科・商学研究科／京都大学経済研究所連携

グローバル COE 研究員、慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程） 

 

 

1 はじめに 

大正期の大都市部では、急激な都市化の影響を受けて屎尿問題が深刻化し、それまで、

農民や民間業者によって担われていた屎尿処理に地方行政府が介入する必要が出てきた。

特に、東京市中心部では、屎尿の滞留が顕著に見られるようになり、屎尿市場の質が問題

視されるようになったといえよう。 

まず、屎尿市場の質を考えるに当たり、静脈経済の質の問題について、細田衛士の研究

から考えてみる。細田は「逆有償物の取り引きのあり方は、有償物（有価物）のそれと著

しく異なっている」と述べ、「逆有償のものは、価値がないゆえに粗雑に取り扱われる恐れ

がある」と主張している1。このような問題は、逆有償物の取引では物の流れ（取引のフロ

ー）が見えなくなってしまうことから生じる。財やサービス、あるいは鉄屑、古紙などの

有価物の場合は、市場において有価で取引され、取引のフローは明確になる。しかし、逆

有償物の取引では、モノとカネが同方向に流れるために処理情報が残らない。このため、

逆有償物を受け取った側は処理内容を偽って、不適正処理や不法投棄を行う動機が生じる2。

このような問題を解決するために、静脈経済特有の法制度が必要となった。具体的には、

循環型社会形成推進基本法や個別リサイクル法が制定され、廃棄物の発生の抑制、不法投

                                                   

 本稿の執筆にあたって、本 COE プログラム歴史分析班の杉山伸也氏（経済学部教授）、

古田和子氏（経済学部教授）、牛島利明氏（商学部教授）、神田さやこ氏（経済学部准教授）、

島西智輝氏（立教大学経済学部助教）、瀬戸林政孝氏（COE 研究員）、山口明日香氏（COE

研究員）より有益なコメントをいただいた。また、平野隆氏（商学部教授）、工藤教和氏（商

学部教授）には、研究の構想段階からご指導をいただいた。この場にて感謝申し上げる。 
1 細田衛士『資源循環型社会―制度設計と政策展望―』慶應義塾大学出版会，2008 年，24

～25 頁。 
2 細田『資源循環型社会』，21～25 頁。 
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棄などの防止が目指されている。 

近代の屎尿処理に関しても、現代の静脈産業と同様、市場を考える上で環境・資源・衛

生などの動向は看過できない。つまり、屎尿市場の質は、屎尿という製品の質以上に、衛

生環境を維持するためのサービスの質の点から考察される必要がある。具体的には、どの

ように、不法投棄の防止や再利用の促進を図り、いかに環境に負担がかからないような処

理を行っているかが重視されなければならない。このようなサービスの質の問題に配慮し

てはじめて、粗雑でない取引、質の高い取引が実現されたと考えられる。 

これまで、屎尿流通については、主に江戸期から大正期に関して幅広く研究され、屎尿

の逆有償化の過程と取引関係の変化が読み取れる。 

江戸期については、伊藤好一3、小林茂4、森安彦5、安藤優一郎6が、屎尿をめぐる都市と

農村の利害対立、屎尿の売買・流通に関して実証しているように、屎尿は有価物として市

場で取り引きされていた。この状況は明治期に入っても変わらず、屎尿の価値をめぐる利

害対立の事例が明らかにされている7。 

しかし、大正期になると、状況は大きく変わり、屎尿は都市においては逆有償物として

取り扱われるようになった。吉良芳恵8、渡辺善次郎9、田島夏与10、稲村光郎11の 4 氏の研

究では、買取汲取から無料汲取、有料汲取へと移行した要因が明らかにされている。これ

らの研究では、宅地化の進展や硫安などの代替肥料の価格低下により、屎尿の経済的価値

が低落し、都市中心部の屎尿が滞留するようになったと主張している。 

以上の研究史を踏まえ、筆者は屎尿処理業者の収益環境の変化という視角から、東京市

                                                   
3 伊藤好一「江戸と周辺農村」西山松之助（編）『江戸町人の研究 第 3 巻』吉川弘文館，

1974 年；伊藤好一「江戸周辺における肥料市場の展開」津田秀夫（編）『近世国家の展開』

塙書房，1980 年。 
4 小林茂『日本屎尿問題源流考』明石書店，1983 年。 
5 森安彦『幕藩制国家の基礎構造』吉川弘文館，1981 年，559～563 頁。 
6 安藤優一郎「尾張藩邸と出入百姓戸塚村名主中村甚右衛門家」『社会経済史学』第 65 巻

第 2 号（1999 年 7 月）。 
7 田中愼一「明治肥料経済史の一断面」『北海道大学経済学研究』第 44 巻第 4 号（1995

年 3 月）。 
8 吉良芳恵「屎尿をめぐる都市と農村」横浜近代史研究会・横浜開港資料館（編）『横浜近

郊の近代史―橘樹郡にみる都市化・工業化』日本経済評論社，2002 年。 
9 渡辺善次郎『近代日本都市近郊農業史』論創社，1991 年。 
10 Kayo TAJIMA, “The Marketing of Urban Human Waste in the Edo/Tokyo 

Metropolitan Area: 1600-1935”, Tufts University (Ph.D. in Interdisciplinary Studies) 

2005. 
11 稲村光郎「講話集トイレヨモヤモバナシ（第 15 回）大正～昭和初期における屎尿問題」

『都市と廃棄物』第 36 巻第 6 号（2006 年 6 月）。 
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における屎尿処理の有料化・市営化の要因について考察した。有料化の際には、先行研究

でも言及されている宅地化と他肥料の低価格化の影響に加え、都市・農村双方における衛

生意識の高揚が重要な意味を持っていたことを指摘した12。さらに、有料化後も屎尿によ

る衛生問題が残存するとともに、下町と山の手のサービスの質の差異が問題視されるよう

になった。このような衛生問題の残存と処理サービスの質の格差が、市営化の直接的な要

因になったことを主張した13。 

このように、屎尿処理サービスの質の低下に対して、東京市は屎尿処理の市営化によっ

て、市場の質を改善しようとしたことがうかがえる。しかしながら、この市営化政策が屎

尿市場に与えた影響については、未だ明らかにされていない。 

そこで、本稿では、市営化による屎尿流通網や蔬菜栽培圏の変化に焦点を当て、市営化

政策が屎尿市場に与えた影響について検討する。この検討により、東京市がどのような方

法で、衛生的、かつ経済的な屎尿処理を実現したのかを明らかにし、東京市の政策が大正

期以降の屎尿市場の高質化に果たした役割について考察する。第 2 節では、市営化以前の

明治期から大正期にかけて、屎尿の流通網がどのように外縁化したのかを示し、屎尿流通

と都市近郊農業との関係について検討する。第 3 節では、屎尿市場の外縁化と同時に進行

した東京市中心部における屎尿問題と東京市の対応を明らかにする。第 4 節では、東京市

の屎尿処理市営化が屎尿流通網と都市近郊農業にどのような変化をもたらしたのかを考察

する。 

 

2 屎尿処理市営化以前における屎尿流通網 

明治 20 年代の東京市近郊の農業では、「府下農家ノ最モ便用スルハ人糞ニシテ其他鯡搾

粕乾鰯油滓糠馬屋肥海草等ヲ用ユレトモ何レモ尐数ナリ」14という記述に見られるように、

屎尿が最重要肥料として扱われていた。北豊島郡では、「本郡ノ東部ハ人糞ノミヲ用ヒ中部

以西ハ人糞乾鰯糠藁灰等ナリ而シテ人糞ハ問屋ニ就キ購入スル甚タ稀ニシテ市街ノ地主差

配人等ト約束買を為ス」15という状況であり、東京市中心部に近い東部では屎尿が唯一の

                                                   
12 星野高徳「20 世紀前半期東京における屎尿処理の有料化―屎尿処理業者の収益環境の

変化を中心に―」『三田商学研究』第 51 巻第 3 号（2008 年 8 月）。 
13 星野高徳「大正・昭和初期東京における屎尿処理の市営化」『近代日本研究』第 25 巻（2008

年 11 月）。 
14 大橋博（編）『明治中期産業運動資料 ＜第 1 集＞農事調査 第 7 巻ノ 1 東京府Ⅰ』

日本経済評論社，1979 年，10 頁。 
15 大橋『明治中期産業運動資料 ＜第 1 集＞農事調査 第 7 巻ノ 1』，11 頁。 
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肥料として位置づけられていたのに対して、東京市から離れた中部以西では他肥料も使用

されていた。以上の記録から、屎尿は東京市近郊地域を中心に流通しており、都市中心部

から離れた地域では、使用頻度が低下していたと考えられる。 

では、なぜ、東京市近郊と遠隔地域で屎尿の使用頻度に相違が生じたのであろうか。明

治 40 年の東京市の屎尿調査によると、「屎尿ハ東京ヲ遠ザカルニ従ヒ純屎尿ニ混合物ヲナ

スモノ多ク品質愈粗悪トナリ価格モ亦昂騰スルガ如シ是レ搬送遠キニ伴ヒ其費用ヲ要スル

コト多ク収益上止ムヲ得ザルモノナルベキ」16という性質を有していた。つまり、屎尿は、

需要先が遠隔地になるほど、価格の高騰と品質の悪化が問題になっていた。表 1 の明治 40

年の屎尿価格から明らかなように、都心部からの距離によって価格差が生じていた。例え

ば、東京市隣接の南葛飾、荏原ではそれぞれ 1 荷当たり 14.4 銭と 13 銭であったのに対し

て、遠隔地である北多摩、南多摩、北埻玉、猿島では、24.5 銭、35.7 銭、29.7 銭、24.4

銭となっており、近隣の郡部と比べて 2 倍前後ないしはそれ以上の高値であった。このよ

うな価格差があったため、遠隔地の農村では「人造肥料ヲ使用スルモノナキニアラズ」17、

つまり人造肥料の使用頻度が比較的高かったことがうかがえる。 

 

表 1 明治 40 年東京市外における 1 荷（4 斗）当たりの平均屎尿価格（単位：銭） 

府県 郡名 平均価格
南葛飾 14.4
荏原 13.0
北多摩 24.5
豊多摩 17.2
南足立 17.9
南多摩 35.7
北豊島 16.2

神奈川 橘樹 19.8
千葉 東葛飾 16.6

北埼玉 29.7
南埼玉 20.8
北葛飾 18.7
北足立 21.4
入間 17.9

茨城 猿島 24.4
平均 17.8

埼玉

東京府

 

出典）東京市役所『市内屎尿調査書』，55～56 頁。 

 

大正期においても、引き続き、近隣地域と遠隔地域で屎尿の使用状況に差異が見られた。

大正 9 年の『東京市農会報』では、「東京府下の内荏原豊多摩、北豊島、南足立、南葛飾

                                                   
16 東京市役所『市内屎尿調査書』東京市役所，1907 年，52～53 頁。 
17 東京市役所『市内屎尿調査書』，53 頁。 
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の五郡は東京市より産出さるる人糞尿を唯一の肥料として農業を営んでゐるので此点は他

の三郡（三多摩地方）と趣きを異にする処である」18と述べられている。具体的には、「東

京市に接近する五郡は市内の人糞尿を主とし其他都市の廃棄物を利用するもの甚だ多きに

反し三多摩郡地方は運搬其他の関係上是等肥料の利用甚だ尐なき為め勢ひ金肥の需要多き

結果となる」19という結果であった。三多摩地方では、運搬距離の関係から屎尿の利用は

尐なく、その他の金肥の需要が大きかった。このように、東京府の郡部を見てみると、明

治期から大正期にかけて、一貫して東京市近隣の隣接 5 郡と遠隔の三多摩地方で屎尿の使

用頻度が異なっていた。 

しかし、屎尿の流通網は必ずしも固定的なものではなく、都市の発展に伴って徐々に変

化した。明治後期から昭和初期にかけて、東京府の人口は荏原、豊多摩、北豊島、南葛飾

の隣接 4 郡を中心に急激に増加した20。これに伴い、農地が宅地へと変貌し、従来の屎尿

の需要地域が供給地域へと変化した21。このような郡部の宅地化には、大正 12 年の関東大

震災によって、下町地域が崩壊し、山の手や郡部へと移住した影響も顕著に現れている22。

こうした人口の郊外化は、東京市と隣接 5 郡における屎尿の供給地や流通網に多大な影響

を及ぼした。 

そこで、隣接 5 郡における屎尿流通網の変化について、帝国農会（編）『東京市農業に

関する調査（第二集）東京市域内農業経営の実態』の事例を中心に考察しよう。杉並区の

永福町（図 2・3 参照）の某農家の屎尿引取を見てみると、明治期には麹町まで手車で 60

貫の屎尿を往復 10 時間かけて引き取りに行っていたが、大正・昭和初期になると、供給

地が新宿や大久保に移り、200 貫の屎尿を 6 時間かけて牛車で運搬するようになった。他

方、栽培作物は、明治初年においては米、麦、大豆などが中心であったのに対して、第 1

次大戦後や昭和年間になると、小松菜、茄子、胡瓜、葱などの蔬菜類が主要作物になった23。 

続いて、板橋区の石神井谷原町（図 2・3 参照）の某農家の事例を見てみる。石神井谷

                                                   
18 川崎一郎「販売肥料購入方法に就て」『東京府農会報』第 40 号（大正 9 年 3 月），12 頁。

下線部は筆者挿入。 
19 阿部五郎「東京府肥料消費の状況」『東京府農会報』第 18 号（大正 7 年 5 月），3 頁。 
20 東京府（編）『東京府統計書』各年版。 
21 「困った問題 只急場を凌ぐ」『都新聞』大正 9 年 12 月 20 日；東京府南葛飾郡（編）

『南葛飾郡誌』南葛飾郡役所，1923 年，387 頁。 
22 東京府（編）『東京府統計書』各年版；内務省社会局『大正震災志』内務省社会局，1926

年，292～294，309～311 頁。 
23 帝国農会（編）『東京市農業に関する調査（第二集）東京市域内農業経営の実態』帝国

農会，1935 年，150～151 頁。 
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原は永福よりも東京市中心部からやや離れた地域であったが、屎尿引取と栽培作物に関し

ては永福の事例とほぼ同様の変化が見られた。屎尿引取に関しては、明治期には東京市に

隣接している北豊島郡の駒込まで 10 時間かけて引き取りに行っていたのに対して、大正

期以降になると新宿近郊の落合から供給を受けることが可能になり、所要時間は 8 時間に

短縮した。栽培作物の変化に関しても、以上の変化と同時並行的に、米、麦、大豆、甘藷

から大根、茄子などの蔬菜類へと移行している24。このような事例から、屎尿の流通網の

外縁化と相関する形で蔬菜栽培圏が外縁化したという関係を読み取ることができる。 

しかし、屎尿流通の変化がどれほど蔬菜栽培に影響を及ぼしたかという点に関しては依

然として考慮の余地がある。なぜなら、『東京市農会報』の記事に「東京市附近の農村は其

の需給の関係上蔬菜栽培の隆盛を来しつつある」25という記述があるように、蔬菜栽培は

都市消費者の需要を背景として発展してきたと考えられるからである。つまり、都市化に

伴って、蔬菜栽培圏が外縁化するのは自然な流れであり、相関関係を示すだけでは屎尿と

蔬菜の因果関係を判断する上で十分ではない。 

そこで、肥料学や下肥に関する当時の見解を見てみると、屎尿と蔬菜栽培の高い関係性

が示されている。燕佐久太『下肥』によると、「本邦の主なる蔬菜地は、何れも皆な都会に

接近せる場所にして、人糞尿を得ること容易なり。然も蔬菜栽培の為め、主に人糞尿を施

用するを以て、是なかりせば蔬菜の栽培は不可能の如く、当業者の信ずるは、全く人糞尿

の蔬菜栽培に最も有効なる為めなり」26と、都市近郊における蔬菜栽培は屎尿によって成

立・発展してきたことが示されている。 

以上の傾向は、東京市近郊の農村において顕著に見られ、屎尿流通と蔬菜栽培は密接に

関係していた。前述の『東京府農会報』の記事中には、屎尿と蔬菜栽培地域の関係につい

て、「蔬菜栽培上人糞尿は最も好適の良肥料である之れやがて練馬の大根、金町、千住の葱

乃至は葛西、三河島の菜、砂村、滝の
ママ

川の牛蒡の名産地が東京市近き所に生れた所以であ

る」27とあり、屎尿流通網が農地形成に及ぼした影響の大きさを物語っている。 

また、屎尿の効果については、「殊に葉菜類には此種肥料の如き速効肥料を、屡々追肥と

して施与せざれば、生育遅々として繊維多きを免れざるなり」28、「若し一時に多量の人糞

                                                   
24 帝国農会『東京市農業に関する調査（第二集）』，156～157 頁。 
25 阿部「東京府肥料消費の状況」，4 頁。 
26 燕佐久太『下肥』有隣堂書店，1914 年，133 頁。 
27 阿部「東京府肥料消費の状況」，4 頁。 
28 燕『下肥』，133 頁。 
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尿を施用するときは、作物は著しくその茎葉を繁茂すべしと雖も、種実を結ぶの期に至り

却て養分に不足を告げ藁稈のみ多く穀実尐きの結果を呈するに至らん」29という見解が示

され、葉や茎の生長に重要な役割を果たしていたことが分かる。特に、葉菜多毛作に関し

ては、「即効性窒素質肥料即ち屎尿の多量施用に依らねばならぬ」30という記述も見られる。

つまり、屎尿は蔬菜の栽培に適した肥料であり、葉菜類の栽培には屎尿の多量施用が必要

不可欠であった。 

このような当時の農業理論の見解を受けて、日本土地改良研究所『肥料学講習録』、ある

いは『東京府農会報』などで、各栽培作物に対する施肥の模範例が示されるようになった。

ここでは、『肥料学講習録』に基づいて、桑、馬鈴薯、甘藷、胡瓜、葱の 5 種類の作物に

対する 1 年間の反当り施用量を見ていく。桑では、堆肥 300 貫、大豆粕 50 貫、鯡粕 10

貫、硫安 4 貫、精過燐酸 7.5 貫、木灰 10 貫となっており、屎尿の施用は考慮に入れられ

ていない。しかし、蔬菜類 4 種の模範例を見てみると、馬鈴薯（堆肥 200 貫、下肥 100 貫、

過燐酸 4 貫、木灰 15 貫）、甘藷（堆肥 100 貫、下肥 60 貫、石灰 20 貫、過燐酸 5 貫、木

灰 10 貫）、胡瓜（下肥 500 貫、過燐酸 6 貫、厩肥 300 貫）、葱（堆肥 200 貫、下肥 400 貫、

大豆粕 20 貫）となっており、下肥（屎尿）を中心として施用されていた31。特に、胡瓜、

葱は屎尿の施用量が多く、屎尿は葉菜類・果菜類の栽培に適した肥料と考えられていた。

こうした屎尿の特性があったからこそ、屎尿流通網と蔬菜栽培圏が密接不可分のものとし

てほぼ同時期に外縁化したと考えられる。 

以上のように、大正・昭和初期において、屎尿の流通は「市中心部と市周辺の農家の間

の流通」から「市の外郭部と市外の間の流通」32へと変容し、それに伴って蔬菜栽培圏も

東京市近隣地域に限らず、石神井谷原などの三多摩に近い地域まで拡大することになった。 

 

3 東京市中心部における屎尿処理の停滞と衛生政策 

屎尿流通網が外縁化することによって、東京市外縁部の市街地と近郊の農村が結びつい

て屎尿の需給関係が形成されるようになった。これによって、東京市中心部における屎尿

                                                   
29 吉村清尚『新編肥料学全書［増補八版］』弘道館，1925 年，390～391 頁。 
30 青鹿四郎『農業経済地理』農山漁村文化協会，1980 年，199 頁。 
31 日本土地改良研究所『肥料学講習録 第五巻』日本土地改良研究所，1923 年，151～164

頁。 
32 本節で見てきた永福と石神井谷原は、昭和 7 年の東京市域拡大以前は東京市外に位置し

ていた。 
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は需要地を失って市内に滞留するようになり、衛生問題が深刻化した。東京市はこの状況

について、「都市保健行政の中で最も難物として取り扱われているのは屎尿処分問題であろ

う」33という見解を示し、農村還元処分法の改善を中心に屎尿問題の解決を図ることにし

た。 

農村還元処分法の改善については、大正 10 年においても後藤新平市長によって部分的

に取り組まれていた。当時の東京市は、「糞尿の応急処分方法として下谷、浅草両区の糞尿

は下水道に依り三河島にて処分することとなり居れども牛込、本郷、小石川三区を主とし

たる山の手方面の糞尿中一日三百石は埻玉県入間郡農会との契約に基き同郡下に輸送する

こと」を決定した34。具体的には、東上鉄道と步蔵野鉄道の沿線に糞尿溜を設け、部分的

に農村還元処分が拡大されることになった。 

しかし、それだけでは屎尿問題の改善には不十分であり、東京市はより幅広い地域にお

いて屎尿処理を市営化する必要に迫られた。そこで、東京市は屎尿の処分先の確保のため

に、詳細な農村調査を実施した。この調査によると、「都市に近接した地方は施用可能量に

於て比較的尐ないのみならず自給関係が豊富であるから、結局屎尿の輸送を受けやうとす

る慾望は尐ないと見るべきである故に都市屎尿供給地として不適当であるといはねばなる

まい」35という見解が示されている。 

そこで、屎尿の供給先の候補としてより遠隔の農地が調査対象となった。東京市の『農

村事情調査』では、東京市近隣の 21 郡と川崎市が調査対象とされている。この調査によ

ると、各地の屎尿施用量について、「大体屎尿の供給が潤沢な地区は施用量が多いし、反対

の現象の所は尐ない結果で、土質や気候並栽培作物が之を好まぬといふ理由ではない様で

ある、何故なれば反当施用量の尐ない所では相当高い経費を負担して屎尿を購入してゐる

し、農民自身の話を聞いても屎尿は欲しいが仲々手に入らぬと謂ふてゐる」36と言及され

ており、遠隔地で屎尿が利用されないのは、土質や気候、作物の問題ではなく、供給がな

いから使っていないだけであったと考えられる。このような供給の偏在性と遠隔地農村の

潜在的な需要の存在から、「屎尿が容易に農村に供給さるる途が開かれたならばまだまだ他

の窒素的肥料を排撃してよい筈である」37と結論づけている。つまり、供給が容易になり

                                                   
33 東京市役所『農村事情調査』東京市役所，1931 年，1 頁。 
34 「鉄道で糞尿運搬」『都新聞』大正 10 年 7 月 27 日。 
35 東京市役所『農村事情調査』，45 頁。 
36 東京市役所『農村事情調査』，33 頁。 
37 東京市役所『農村事情調査』，34 頁。 
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さえすれば、潜在的な需要が顕在化すると予測していたのである。また、同調査では、近

隣 21 郡と川崎市の屎尿消費力について、「未だ二、八倍までは消費力がある訳である、即

ちまだまだ供給しても消化し得られるのであつて、現在の状況は農村に於ける施肥は屎尿

施用可能量の約三分の一に達する程度に過ぎぬことになつてゐる」38と、現在の屎尿消費

量の 2.8 倍の潜在的な屎尿消費力が示されている。このような状況から、東京市は、三多

摩や埻玉県などの遠隔の農村においても安価であれば屎尿を利用するようになると期待し、

「本市屎尿処分計画として農村に肥料化せんとする方針を樹てるのは妥当な計画」39と考

えた。 

東京市は、これまで屎尿処理が滞っていたことと、遠隔地輸送が困難であったことの原

因として、「（1）屎尿の肥料的価値に対する農家の負担が多すぎるのと（2）屎尿の供給が

部分的であつて普遍的に行はれないといふこと」40の 2 点を挙げ、農家の多大な負担と屎

尿供給の偏在性を問題にした。 

これらの解決方法として、屎尿貯溜槽の建設が提案された。貯溜槽の建設は、有害病菌

の死滅を図るなどの衛生面の便益に加えて、需要と供給の調節、運搬費の低廉化を実現す

ることができると考えられた41。つまり、それまでは貯溜施設に限りがあり、農閑期の輸

送や大規模輸送の際には困難が伴ったと考えられるが、多くの貯溜槽ができればその心配

がなくなり、円滑な輸送ができると考えた。 

貯溜槽は、貯溜槽の寿命 30 年と、都市化のスピード、現在の運搬コストを考慮し、隣

接 5 郡よりさらに外側の 17 郡に建設されることになった42。この方針については、『農村

事情調査（其ノ二）』の中でより具体的な地名・方針が示されている。貯溜槽の建設候補地

としては、屎尿の大量消費地である蔬菜園芸地方、特に、将来的に益々発展が見込まれる

南多摩、三浦、安房、南埻玉、北埻玉の 5 郡が有力視された43。また、より遠隔の農村に

関しても、「茨城県猿島郡及北相馬郡は本市の屎尿処分地として特に有望なり。又稲敷郡に

於ては経済的の輸送方法さへ発見さるるならば特に有望なる地となるべし」44という見解

が示され、茨城県の猿島、北相馬、稲敷の 3 郡が有力な需要地と考えられた。 

                                                   
38 東京市役所『農村事情調査』，55 頁。 
39 東京市役所『農村事情調査』，55 頁。 
40 東京市役所『農村事情調査』，61 頁。 
41 東京市役所『農村事情調査』，62～64 頁。 
42 東京市役所『農村事情調査』，81～82 頁。 
43 東京市役所『農村事情調査（其ノ二）』東京市役所，1933 年，42 頁。 
44 東京市役所『農村事情調査（其ノ二）』，43 頁。 
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東京市は、以上の調査と同時に、屎尿需要地までの運搬手段に関する調査も実施した。

特に、自動車運搬法に関しては、「近来目醒しい発展を遂げて来たのであるから、屎尿運搬

にも之を合理的に利用することは、局面打開策として最も適切である」45と考え、汲取現

場から農地までの運搬能率、経費などの調査を行った。調査の対象は、東京市の中心部か

らの距離が約半径 10 里の各地までの走行状態と経費であり、具体的には、千葉、印旛、

東葛飾、北相馬、猿島、北葛飾、南埻玉、北足立、入間、西多摩、南多摩、高座の各郡内

の農村への運搬状況を調査した46。これらの地域が設定された理由は、屎尿を十分に消化

し得るだけの農地が存在していたからであり、前述した貯溜槽の建設候補地の選定と同様

の理由であった。 

この調査の結果、茨城県、神奈川県を含め、遠隔地への運搬も支障がないと判断された。

千葉県の印旛、茨城県の北相馬、猿島、埻玉県の北葛飾、神奈川県の高座方面の一部で凹

凸や狭小な道が見られることを除くと、概して、自動車の走行に適した路面状況であった47。

往復の所要時間は積荷・荷卸の 40 分を含めて、最長の東京－猿島郡森戸村間で 5 時間 10

分、平均で 4 時間 9 分になっている48。前述した永福と石神井谷原の事例における手車、

牛車での運搬と比較すると、遠隔地への輸送にもかかわらず、格段に時間が短縮されてお

り、運搬にかかる労働力の節約につながったと考えられる。 

この調査の結論には、「自動車運搬法は其通路が、自動車走行に適するか否かに依つて、

適不適が定まるものであることは勿論であるが、之を能率的に効果あらしむる為めには、

積荷と荷卸とを迅速に運ぶ外、特に積卸の捌即ち屎尿の終末処分を円滑にせねば、屎尿運

搬夫れ自身の能率を阻害するのみならず、屎尿処分自身をも行詰らしめることになる」と

述べられており、「結局処分地であるべき農耕地帯の消費力の有無」が重要であると考えら

れた49。つまり、需要地における積荷・荷卸の効率や農耕地の状況次第であると結論づけ

られている。この点に関しては、前述の『農村事情調査』を通して、屎尿施用可能量に余

裕があることが証明され、貯溜槽の建設により積荷・荷卸などの能率が向上すると考えら

れた。一連の調査結果を見てみると、貯溜槽の建設と自動車運搬法の普及により、屎尿の

遠隔地輸送が能率的になると考えられていたことが分かる。 

                                                   
45 東京市役所『本市屎尿運搬能率調査報告』東京市役所，1933 年，1 頁。 
46 東京市役所『本市屎尿運搬能率調査報告』，2～3 頁。 
47 東京市役所『本市屎尿運搬能率調査報告』，24～32 頁。 
48 東京市役所『本市屎尿運搬能率調査報告』，15～18 頁。 
49 東京市役所『本市屎尿運搬能率調査報告』，36 頁。 
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このように、東京市は、農村還元処分法を屎尿問題の主要な解決策と捉えていた。東京

市の屎尿政策は、一義的には衛生問題の改善を意図していたが、その背景には近郊農村の

潜在的な屎尿需要があり、東京市も近郊農村の動向を意識して屎尿供給地域の選定、供給

方法の決定を行ったと考えられる。 

 

4 東京市の屎尿処理市営化と近郊農業の変容 

続いて、以上の東京市の動向が都市近郊農業に与えた影響に焦点を当てる。貯溜槽の建

設が各地で始められるに伴い、東京市において貯溜槽関連の予算が計上されることになっ

た。昭和 9 年 3 月 30 日の東京市会で「屎尿供給契約締結ニ関スル件」50が議論され、「一、

本市ヨリ屎尿ノ供給ヲ受ケムトスル農会ニハ其ノ負担ニ於テ左ノ規模ヲ有スル屎尿貯溜槽

ヲ建設セシムルコト（イ）容量及個数 総容量ハ六十万石乃至九十万石トシ之ヲ約二百五

十箇所ニ分割ノ事（ロ）型式 多槽密閉式（ハ）位置 本市ノ中心部ヨリ半径六里乃至十

里ノ円周地域内ノ国道、府県道ノ沿線及輸送関係其ノ他ニ依リ市長ニ於テ適当ト認メ承認

シタル場所ナルコト」、「二、本市ハ前項ノ貯溜槽ヲ建設シタル農会ニ対シ屎尿ヲ供給シ其

ノ価格ハ一石平均約二十銭トスルコト」、「三、本市ハ農会ニ対シ貯溜槽建設費ノ償還財源

ニ充ツル為建設費ニ対応シ引受屎尿量一石ニ七銭以内ノ割合ヲ以テ交付金ヲ支給スルコ

ト」、「四、契約締結ノ日ヨリ六年以内ト為スコト」が決められた51。屎尿の供給先の農会

に貯溜槽建設を義務づけ、東京市がその建設費の一部を補助するという方針が示されたの

である。また、屎尿の売却代金は 1 石当たり約 20 銭、交付金は 1 石当たり 7 銭以内とさ

れ、売却代金から交付金を差し引いて考えると、屎尿は安価であった。表 1 によると、明

治 40 年の平均屎尿価格は、最も低廉な荏原郡でも 1 荷当たり 13 銭（1 石 26 銭）であり、

昭和 9 年以降に東京市から供給された屎尿がいかに安価であったかが分かる。 

この方針は、昭和 11 年の新市域の市営化に伴って若干の修正と具体化が図られた。ま

ず、「配給地帯は現行半径六里－十里の円周地域を約十二里程度の圏内に拡張し配給先農会

との間に屎尿供給契約を締結するもの」とし、供給地域については、「屎尿の終末処分地た

る配給先町村は埻玉、千葉、神奈川、茨城の各県及府下に亘り約二百数十に達するを以て

                                                   
50 昭和 9 年 2 月 16 日の東京市会に上程され、同年 3 月 30 日に可決された。東京市会事

務局『東京市会史 第八巻』東京市会事務局，1939 年，1130～1131 頁を参照。 
51 東京市役所『昭和九年度自一月至三月 東京市会決議録 第一巻』東京市役所，1934

年，1374～1375 頁。 
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供給契約は其等の代表機関たる県、郡、市農会と締結するもの」とした52。 

埻玉県農会においては、東京市の市営化に先立って、大正 15 年度から屎尿配給事業が

行われていた。大正 15 年と市営化後の配給事業について、「県農会が屎尿配給事業を始め

たのは大正十五年四月で満十三年余の歴史をもち、当時は一日千石足らずの僅かな数量で

あつたが、昭和五年汚物掃除法の改正による屎尿処分事業の東京市直営が実現したのに伴

ひ九年、十一年の二回に亘つて拡張を行ひ現在（十四年四月）では一日八千石」53に増加

したと記されている。つまり、市営化に伴って、埻玉県農会の屎尿配給事業は 1 日 1,000

石から 8,000 石に飛躍的に拡大した。 

昭和 11 年度の埻玉県農会通常総会では、「昭和十一年度埻玉県農会特別会計収支予算及

事業方法ニ関スル件」が議案になり、屎尿関連の特別会計についての方針が示された。こ

の特別会計予算によると、県農会が農家と東京市の取引を斡旋する役割を担っていたこと

が分かる。表 2・3 の備考欄に示されているように、東京市から供給される屎尿の量は、

船舶輸送 693,000 石と自動車輸送 784,000 石を合わせて 1,477,000 石に上り、かなり大規

模な事業であったことが分かる。表 2 は埻玉県農会の収入、表 3 は支出についての予算書

である。このうち、収入の「屎尿配給斡旋取立金」、「貯溜槽建設交付金」、「手数料」、「代

理配給手数料」、支出の「納付金」、「屎尿貯溜槽建設交付金」の 6 つが屎尿の取引に関す

る項目である。表 2 の「屎尿配給斡旋取立金」268,639 円は県農会が屎尿代として農家か

ら受取した金額であり、「貯溜槽建設交付金」97,370 円は貯溜槽建設に伴う東京市からの

交付金を示している。これらの項目に対応する支出項目は、屎尿代として東京市に納付す

る「納付金」と「屎尿貯溜槽建設交付金」である。「屎尿貯溜槽建設交付金」は、下部組織

である郡農会への交付金である。埻玉県農会は、「手数料」、「代理配給手数料」などの手数

料を農家から徴収し、屎尿配給事業を維持していた。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 東京市役所『新市域屎尿処分市営計画に就て』東京市役所，1936 年，5 頁。 
53 協調会『近郊農村と最近の労力移動―農村実地調査報告―』協調会，1939 年，94 頁。 
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表 2 昭和 11 年度埻玉県農会特別会計収入予算書 

種目 予算額 備考

屎尿配給斡旋取立金 268,639
船舶配給（693,000石、1石11銭5厘、小計79,695円）、自動車
配給（784,000石、1石平均24銭1厘、小計188,944円）

貯溜槽建設交付金 97,370
船舶輸送（693,000石、1石5銭、小計34,650円）、自動車輸送
（784,000石、1石8銭、小計62,720円）

手数料 15,883
船舶配給（693,000石、1石平均1銭5厘、小計10,395円）、自
動車配給（784,000石、1石平均7厘、小計5,488円）

代理配給手数料 2,520
新田村、出羽村1日平均120石、1ヶ年42,000石、1石平均6
銭、合計2,520円

雑収入 700 預金利子、不用品売却代、直営配給手数料
繰越金 1,500
合計 386,612  

出典）『埻玉県農会通常総会議案』（埻玉県立文書館蔵），1936 年，26～27 頁。 

 

表 3 昭和 11 年度埻玉県農会特別会計支出予算書 

種目 予算額 備考
俸給 3,540 監督技師及事務員俸給3,360円、嘱託員手当180円
旅費 1,500 監督員、事務員、その他係員旅費
傭人料 2,064 人夫4人（1人月額43円）計2,064円
退職死亡給与金 354 監督員、事務員退職死亡給与金帝国農会掛金
賞与 430 監督員、事務員、嘱託員人夫賞与
備品費 200 備品購入費
消耗品費 200 薪炭、筆、墨、紙、その他配給用消耗品費
通信運搬費 200 電信、電話、その他運搬費
印刷費 250 諸印刷費
配給事務所家賃 60 配給事務所1ヶ所家賃
修繕費 200 船、桶、杓、その他備品修繕費
協議費 800 関係農会協議費
創業十周年記念会費 1,000 創業十周年記念会費及表彰費
賃貸料 194 船3隻賃借料（1隻年48円）計144円、借地1ヶ所年50円
雑費 1,000
積立金 200 事業基金積立金

納付金 268,639
船舶配給（693,000石、1石11銭5厘、小計79,695円）、自動車
配給（784,000石、1石24銭1厘、小計188,944円）

屎尿貯溜槽建設交付金 97,370
船舶配給（693,000石、1石5銭、小計34,650円）、自動車配給
（784,000石、1石8銭、小計62,720円）、関係郡農会に交付

割戻金 5,544
繰入金 2,000 一般会計へ繰入金
予備費 867 予備費
合計 386,612  

出典）『埻玉県農会通常総会議案』，28～31 頁。 

 

以上の埻玉県農会の屎尿配給事業の目的に関しては、「北足立郡、入間郡、南埻玉郡、北

葛飾郡下の八十六ヶ町村ノ需要者ニ低廉ナル肥料ノ供給斡旋ヲナシ以テ生産費ノ節減ヲ計
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リ関係農家ノ福利ヲ増進セシメントス」54と明示されている。つまり、安価な屎尿の供給

を通じて、農家の生産費削減と福利増進が目指された。 

以上、埻玉県農会の事例を見てきたが、東京市の市営化による農業への影響は、他県を

含めた郡レベルのデータからも読み取れる。表 4 は 1 年間に各郡に対して売却した屎尿の

代金、表 5 は各郡に対する 1 年間の屎尿貯溜槽交付金を示している。表 4 の石当たり売払

単価を見ると、自動車輸送で最も高価格であった南多摩郡で 30 銭、船舶の最高値が猿島

郡の 22 銭となっており、表 1 の明治 40 年の水準と比較すると遠隔地においても屎尿が安

価に購入できるようになったことが分かる。また、表 5 によると、自動車輸送に対しては

1 石当たり 8 銭、船舶輸送に対しては 1 石当たり 5 銭が一律に交付されており、実質的な

屎尿価格はさらに安価であったと考えられる。このような屎尿価格の低廉化によって、埻

玉県の入間、北足立、南埻玉、北葛飾、千葉県の東葛飾、千葉、印旛などの郡に対して、

大量の屎尿を売却することが可能になったと考えられる。 

 

表 4 屎尿売払収入額 

自動車 船舶 鉄道 自動車 船舶 自動車 船舶 鉄道 計
埼玉県入間郡 82,946 - 46,334 26 - 21,566 - 1,738 23,303 64
同北足立郡 46,586 63,947 - 21 12 9,783 7,242 - 17,025 47
同南埼玉郡 419,686 249,059 - 24 12 98,626 28,642 - 127,268 349
同北葛飾郡 273,582 248,747 - 25 12 68,396 28,606 - 97,001 266
計 822,801 561,752 46,334 - - 198,371 64,490 1,738 264,598 725
千葉県東葛飾郡 531,782 229,418 - 23 17 122,310 36,230 - 158,539 434
同千葉郡 85,803 - - 24 - 20,593 - - 20,593 56
同印旛郡 84,739 - - 28 - 23,727 - - 23,727 65
計 702,324 229,418 - - - 166,630 36,230 - 202,859 556
神奈川県橘樹郡 14,773 - - 21 - 3,102 - - 3,102 8
東京府南多摩郡 40,425 - - 30 - 12,127 - - 12,127 33
同東京市 157,074 468,250 - 18 9 28,273 38,391 - 66,664 183
計 197,498 468,250 - - - 40,401 38,391 - 78,791 216
茨城県猿島郡 - 23,587 - - 22 - 5,189 - 5,189 14
合計 1,737,396 1,283,008 46,334 - - 408,503 144,299 1,738 554,540 1,519

同上一日
平均（円）

処分地先郡農会名
精算供給量（石） 石当り売払単価（銭） 売払代年額（円）

 

出典）東京市役所『東京市清掃事務成績』東京市役所，1935 年，52～53 頁。 

備考）一、精算供給量は供給量に対し、自動車輸送は二割引、船舶輸送は一割引とす 

二、埻玉県北足立郡、千葉県東葛飾郡及東京市農会船舶供給量中、北足立郡 1,717.2

石、東葛飾郡 23,094.9 石、東京市 93,797.1 石分は特別供給なるを以て売払単価は

夫々石当五銭とす 

 

 

                                                   
54 『埻玉県農会通常総会議案』，32 頁。 
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表 5 屎尿貯溜槽交付金額 

自動車 船舶 自動車 船舶 自動車 船舶
埼玉県入間郡 82,946 - 8 5 6,636 - 6,636
同北足立郡 46,586 63,947 8 5 3,727 3,111 6,838
同南埼玉郡 419,686 249,059 8 5 33,575 12,453 46,028
同北葛飾郡 273,582 248,747 8 5 21,887 12,437 34,324
計 822,801 561,752 - - 65,824 28,002 93,826
千葉県千葉郡 85,803 - 8 5 6,864 - 6,864
同印旛郡 84,739 - 8 5 6,779 - 6,779
同東葛飾郡 531,782 229,418 8 5 42,543 10,316 52,859
計 702,324 229,418 - - 56,186 10,316 66,502
神奈川県橘樹郡 14,773 - 8 5 1,182 - 1,182
東京府南多摩郡 40,425 - 8 5 3,234 - 3,234
東京市 157,074 468,250 8 5 12,566 14,978 27,544
茨城県猿島郡 - 23,587 8 5 - 1,179 1,179
合計 1,737,396 1,283,008 - - 158,992 54,475 213,467

処分地先郡農会名
精算供給量（石） 石当り交付金（銭） 交付金年額（円）

合計（円）

 

出典）東京市役所『東京市清掃事務成績』，53～54 頁。 

備考）一、精算供給量は供給量に対し、自動車輸送は二割引、船舶輸送は一割引とす 

二、埻玉県北足立郡、千葉県東葛飾郡及東京市農会船舶供給量中、北足立郡 1,717.2

石、東葛飾郡 23,094.9 石、東京市 93,797.1 石分は特別供給なるを以て交付金なし 

 

輸送手段に関しては、船舶が東京市内、埻玉県、東葛飾郡などに限定されたのに対して、

自動車輸送は各郡で大きな割合を占めていた。前述した自動車運搬法に関する調査を経て、

効率的な運搬手段として自動車輸送の重要性が高まっていたといえよう。 

以上のように、東京市による農村還元処分の促進を受け、各農会によって屎尿貯溜槽の

建設が進められた。表 6 に基づいて、市営化直後の貯溜槽の竣工状況を見てみると、埻玉

県 340 ヶ所と千葉県東葛飾郡 204 ヶ所を中心として、各地で貯溜槽の建設が進められてい

た。また、遠隔地に関しても、猿島郡の 63 ヶ所で竣工するなど、順調に増加したことが

うかがえる。昭和 10 年 9 月時点の竣工歩合は、5～7 割の地域が多く、埻玉県、千葉県な

どにはさらに多くの貯溜槽が建設されたものと推測できる。 
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表 6 農会別屎尿貯溜槽竣工状況一覧表（自昭和九年十一月一日至昭和十年九月末日） 

自動車 船舶 箇所数 容量（石）
埼玉県 5,005 2,800 2,205 234,150 340 177,587 -56,563 0.76 230,864
千葉県 710 710 - 42,600 44 24,862 -17,738 0.58 32,320
東葛飾郡 2,580 1,935 645 135,450 204 91,649 -43,801 0.68 119,144
南多摩郡 150 150 - 9,000 15 4,810 -4,190 0.53 6,253
神奈川県（橘樹郡） 70 70 - 4,200 7 1,302 -2,898 0.31 1,693
東京市 1,385 545 840 28,950 130 26,661 -2,289 0.92 34,659
茨城県猿島郡 200 - 200 6,000 63 5,487 -513 0.91 7,133
計 10,100 6,210 3,890 460,350 803 332,358 -127,992 0.72 432,065

内訳（石）
契約数（石）農会別 規格容量（石） 建設費概算（円）

過不足容
量（石）

竣工
竣工歩合

 

出典）『屎尿処分市営事業ニ就テ』（埻玉県立文書館蔵），1935 年，No.4。 

 

この結果、東京市近郊の広範囲の地域に対して屎尿が供給されるようになった。表 7 は

東京市から 1 日に供給される屎尿量を示したものである。この表によると、東京市農会に

5,365 石と多量の屎尿が売却されているほか、埻玉県に対しては全部で 8,891 石、千葉県

も東葛飾郡農会を中心に 6,088 石に上り、埻玉、千葉を中心に多量の屎尿が供給されてい

た。遠隔地域に関しても、茨城県の猿島郡農会に 210 石、北相馬郡農会に 300 石、神奈川

県の高座郡農会に 735 石供給されており、広範囲にまたがる屎尿流通網が形成されていた

といえよう。 

 

表 7 東京市屎尿処分先別 1 日当たり処分量 （単位：石） 

売却 農民団体 浄化 海洋投棄
東京市農会 5,365
西多摩郡農会 160
南多摩郡農会 448
北多摩郡農会 2,001
橘樹郡農会 1,167
都筑郡農会 595
高座郡農会 735
三浦郡農会 900
川口市農会 230
北足立郡農会 2,455
入間郡農会 830
南埼玉郡農会 2,898
北葛飾郡農会 2,478
市川市農会 175
東葛飾郡農会 3,700
千葉郡農会 388
君津郡農会 700
市原郡農会 430
印旛郡農会 695
猿島郡農会 210
北相馬郡農会 300
東京府下 164
東京市内 1,769
綾瀬作業所 466
房総沖外洋 400

26,860 1,933 466 400

東京府

農会以外

合計

神奈川県

埼玉県

千葉県

茨城県

 

出典）東京市役所『東京市保健局清掃課事業概要』東京市役所，1937 年，8～10 頁。 
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続いて、埻玉県と千葉県の事例を中心に、屎尿流通網の拡大によって、各地の農村が受

けた影響について考察する。第 1 節で触れたように、大正期以降、衛生意識の高まりと硫

安価格の低下によって、屎尿が忌避される傾向が生じた55。しかし、前述したように、東

京市近郊では、東京市の市営化を機に屎尿の低価格化と貯溜槽建設による衛生面の改善が

進展した結果、近県農村の屎尿需要が大きく変化した。 

埻玉県では、東京市から約 8,000 貫の屎尿が安価に供給されるようになった。「屎尿（一

日の配給契約量）八千石を貫数に直すと三十六万貫、窒素成分が〇・五七パーセントだと

して計算すると二千五百貫、これだけの窒素成分を大豆粕から得るには四千三百枚（大豆

粕の窒素は六・五パーセント、一枚が七貫三百匁として三万千五百貫）を要し、これを金

額に直すと大豆粕一枚が二円五十銭として一万八百円、屎尿は東京市に納入する金にして

千四百円に過ぎぬ（前記パンフレットによる）ので一割三分、屎尿は誠に格安な肥料と云

ふべきであらう」56と記述されているように、市営化以降、屎尿の他肥料に対する価格優

位性が高まっていたと考えられる。 

続いて、千葉県東葛飾郡の事例を見てみよう。市営化以前の東葛飾郡では、東京市から

の距離の差異によって、屎尿価格が大きく異なっていた。東葛飾郡の中でも茨城県猿島郡

との県境に近い川間村（図 3 参照）の業者によると、「松戸迄は非常に利益を得て運搬し

得るも、それから上流になるに従い漸次減尐して川間村がその限界であ」ったという57。

運搬距離の差異は屎尿価格に反映され、「昭和初年に石当り松戸にて一五－一六銭、川間村

にて五〇銭と三倍以上の開きがあつた。」58この川間村の屎尿価格を同時期の硫安の価格と

比較すると、「石当り五〇銭の場合は窒素一貫当り一円八〇銭となり、当時の硫安の価格で

計算した場合の一円七〇銭より高価」59となり、川間村では屎尿の価格競争力が低かった

ことが分かる。しかし、この比較を川間村よりも東京市中心部に近い松戸などで行った場

合、屎尿は硫安より安価であったといえる。 

東京市の屎尿処理が市営化されると、東葛飾郡においても屎尿価格に影響が見られた。

東京市からの屎尿輸送については、「都心より八里圏内供給を十里圏内とし、全域公定価格

                                                   
55 星野「20 世紀前半期東京における屎尿処理の有料化」，43～46 頁。 
56 協調会『近郊農村と最近の労力移動』，96 頁。 
57 逸見謙三『近郊蔬菜圏の成立条件―松戸市附近に於けるその分析―』農業総合研究刊行

会，1949 年，29 頁。 
58 逸見『近郊蔬菜圏の成立条件』29 頁。松戸の位置については、図 3 を参照。 
59 逸見『近郊蔬菜圏の成立条件』29 頁。 
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にて石当り船舶便一八銭、トラック便三四銭」と決められ、これにより、「溯上距離による

肥料費の差はなくなり」、むしろ、「都市より近距離にある農家の有利性を大いに失わしめ

た」ことが問題とされるようになった60。 

この変化に関して、東京市葛飾区においては、千葉県産蔬菜の価格競争力の上昇に対す

る懸念が広がった。当時の屎尿の農村還元は、「市街地住宅の人糞尿は一樽九銭（一荷十八

銭）の標準で汲まれ、トラックで、船で農村地帯へ来ると、農か
ママ

では一荷九銭で買ふ」61と

いう形で行われており、東京市、あるいは市の請負業者は、市街地と農村の両方から代金

を得ていた。農家に対する売却代金 1 荷 9 銭は、表 1 の明治 40 年の水準と比較して安価

であり、東京市市営化の影響が顕著に表れた。このような変化を受け、葛飾区では、「糞尿

が市から千葉県には従来よりも安価に提供され、反対に本区では当面さして利益はない。

従つて益々遠隔地との競争上不利に立つであらうと云う農家もある」62と考えられるよう

になった。 

このように、東京市の屎尿処理市営化によって、近県では安価に屎尿を購入できるよう

になり、近県の蔬菜は市場競争力を持つようになった。市営化により、「本市農民の特殊利

益を剥奪せらるる」ことになり、「市営実施に依り利益を受けたるものは従来肥料としての

屎尿に恵まれざりし三多摩地方並に隣接近県の農民」であった63。近県の農家は、屎尿の

価格差が解消されると、「益々安くて甘い鮮菜をドシドシ作つて来る」64ようになり、東京

市の農家に脅威を与えるようになった。 

以上のように、東京市の衛生政策によって、東京市の屎尿問題の改善が図られるととも

に、近県向けに新たな屎尿流通網が形成されることになった。このような東京市の政策は、

市内に滞留していた屎尿を遠隔地の農業に活用することを可能にし、埻玉、千葉をはじめ

とした近県の蔬菜農業の発展を助長した。 

 

5 おわりに 

本稿では、大正・昭和初期の東京市近郊における屎尿流通網の変容過程を明らかにし、

                                                   
60 逸見『近郊蔬菜圏の成立条件』29 頁。 
61 帝国農会（編）『東京市農業に関する調査（第一集）東京市域内農家の生活様式』帝国

農会，1935 年，266 頁。 
62 帝国農会『東京市農業に関する調査（第一集）』，266 頁。 
63 高橋友忠「新市域屎尿市営処分実施と本市農民の脅威」『東京市農会報』第 15 号（昭和

10 年 11 月），12 頁。 
64 「巻頭言」『東京市農会報』第 12 号（昭和 10 年 2 月），1 頁。  
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東京市の衛生政策が屎尿市場の高質化に果たした役割について考察した。屎尿市場の高質

化とは、屎尿処理サービスの質の向上を指し、具体的には、大正期以降に深刻化した屎尿

問題に対する東京市の対応とその影響について検討した。 

まず、第 2 節では、東京市が屎尿処理の市営化を進める以前において、屎尿市場がどの

ように変容したのかを明らかにした。東京市の屎尿は長い間、近隣の農村で利用され、家

主、屎尿処理業者、農民の間で取引がなされていた。しかし、明治後期からの急激な都市

化に伴って、東京市隣接 5 郡を中心に人口が著しく増加すると、屎尿の供給地が外縁化し、

市の外縁部の宅地と近隣農村が結びついて需給関係が形成されるようになった。また、同

時並行的に、蔬菜栽培圏の外縁化も見られ、屎尿の流通と密接不可分ものとして捉えるこ

とができた。 

第 3 節では、屎尿流通網の外縁化とともに進行した都市中心部の屎尿問題に対する東京

市の対応について見てきた。東京市内の屎尿の滞留と衛生問題の深刻化を受けて、東京市

は衛生対策として屎尿の農村還元処分法の改善を考案した。遠隔の農地においては、当時、

屎尿は高価格であり、これらの農地に安価に屎尿を供給することができれば、より円滑な

屎尿処理が可能になると考えた。このように、東京市は近県農家の利害を考慮に入れなが

ら、屎尿政策を促進した。 

第 4 節では、東京市の屎尿政策が近県農村へ与えた影響について明らかにした。東京市

の市営化によって、一定の距離圏内であれば、屎尿の価格が一律となり、埻玉、千葉、茨

城、神奈川などの遠隔地の農村においても屎尿を安価に購入できるようになった。この結

果、屎尿流通網はさらに拡大し、特に埻玉、千葉などの近県農家で作られた蔬菜は東京市

の市場でも競争力を持つようになった。 

本稿が対象とした屎尿は、近代において逆有償物へと変化した財であり、大正期以降の

東京市にとっては衛生上除去したいものであった。しかし、近県農村にとっては依然とし

て肥料としての価値があり、硫安や大豆粕と比較して安価であれば利用したいという願望

を持っていた。東京市の政策の目的は、一義的には衛生面の改善であり、屎尿の有効利用

とは異なっていたが、屎尿の最終処分先を考える上では、当時の農村における屎尿需要を

考慮に入れていた。以上の東京市の政策によって、東京市と近県農村の利害が一致し、新

たな屎尿流通網が確立されることになった。このように、東京市では逆有償物として扱わ

れるようになった屎尿を、衛生的、かつ経済的に処理するために、屎尿流通網の拡大を図

り、処理サービスの質の向上を図った。 
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以上のように、東京市の介入によって、屎尿流通が活性化した背景には、屎尿という財

の特異性があった。現代の静脈産業と異なり、取引のフローを規制・モニタリングする制

度は皆無に等しかった。しかし、現在、逆有償物と考えられるものは、一定の処理・加工

を施すか、市況が変化しない限り、市場で価値を有することがないのに対し、屎尿は、そ

の価値が都市と農村で大きく異なるという特徴があった。都市問題の元凶とされた屎尿も

農村では有用な肥料と考えられ、輸送手段の確立、あるいは行政の介入があれば、再び有

価物として扱われる可能性があった。東京市の屎尿政策は、結果的にこの特異性を生かし、

屎尿市場をうまく機能させるようになったと考えられる。 
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図 1 東京市地図 

 

 

図 2 東京府地図 

 

注）昭和 7 年の東京市域拡大以前の東京市・東京府の地図。 
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図 3 東京市近郊地図 

 

出典）東京市役所『新市域屎尿処分市営計画に就て』付図を加工して作成。 

注）昭和 7 年の東京市域拡大以後の東京市近郊の地図。 


