
３．流域の社会状況

3-1 人口

　流域人口注１）は、平成7年国勢調査（総理府統計）より流域内のメッシュ人口を集計

すると、約425万人であり、全国総人口の3.4％の人口が日本の総面積の約0.33％の地

域に住んでいることになる。また、多摩川流域の人口密度は1㎞２当り約3,400人であり

全国平均337人（平成7年国勢調査）に比べて稠密である。

　多摩川流域に関係する市区町村の人口総数注２）の動向は統計を開始した大正9年から

戦時期の一時を除き、昭和50年頃までは急増していたが、高度成長期が終息した昭和5

0年代からはやや緩やかな伸びとなっている。

　次にこれを地域別に見ると、東京区部の人口は昭和45年をピークに徐々に減少傾向

を示している。川崎市、中流左岸、中流右岸地区については、平成以降は落ち着きが

あるが、現在も増加傾向が止まらないことが分かる。特に人口増加が著しい中流左岸

域は多摩ニュータウンの影響が大きい。逆に多摩川の上流部は昭和30年をピークに減

少傾向にあり、都市の膨張による人口増加は全く見られない。

図 3-1多摩川流域関連市区町村の人口総数の変動    図 3-2多摩川流域関連市区町村の人口変動 注３）

注 1）：流域人口は平成 7 年の国勢調査地域メッシュ統計より多摩川流域のみ算定

注 2）：流域市区町村人口は、多摩川に接する 2 区 22 市 3 町 3 村の全区域の人口の計

注 3）：多摩川の流域市区町村の地域区分は以下の通り（以後同じ）

上 流 部：塩山市・丹波山村・小菅村・奥多摩町・日の出町・檜原村（1 市 2 町 3 村）

左岸中流：青梅市・瑞穂村・武蔵村山市・羽村市・福生市・昭島市・小平市・立川市・国立市・

府中市・国分寺市・調布市・狛江市・小金井市・三鷹市・武蔵野市（14 市 1 町）

右岸中流：あきる野市・八王子市・日野市・多摩市・稲城市（5 市）

区    部：大田区・世田谷区（2 区）…左岸下流相当

川 崎 市：川崎市                 …右岸下流相当

出典：東京都統計年鑑、川崎市統計書、山梨県統計書

図．3-1多摩川流域関係市町村人口の変遷
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図．3-2多摩川流域関係市町村地域別人口の変遷
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3-2 土地利用

多摩川流域の土地利用は、明治後期までは水田を主体とした農地利用がなされて

おり、水田に付随して畑地がみられ、八王子・秋留の諸盆地では桑畑が分布してい

た。それ以外の丘陵・山地等では樹林が卓越していた。大正から昭和初期になると、

下流部に市街地化が見られるようになったが、一方で、中流の山麓地帯では桑畑が

かなりの広がりを見せ、蚕製糸業の隆盛がうかがえるなど、流域の農業主体であっ

た状況が現れている。その後、経済の高度成長に伴う東京圏への人口、産業の集中

と、多摩川下流域での京浜工業地帯の発展を受け、昭和30年頃になると下流域にお

ける宅地化が急速に進行し、これが土地利用、特に農地の減少に明確に現れるよう

になった。昭和40年代に入ってからは、宅地化の速度が一層速まるとともに、農地

においても水田から畑地への転用が行われるなど、水田は流域全体で残り少ない状

況となっている。

さらに現在では、多摩ニュータウンの開発により多摩地域の緑地のほとんどが失

われ市街地化している。

かつて多摩川の氾濫原であり、近年まで水田もしくは未利用地であった沿川の低

地は、地域社会からの要請により本格的な堤防が築かれ、洪水被害が少なくなると

ともに近年の都市化の波を受け、高密度利用地へと変化してきている。明治期には

市街地がほとんどみられなかった多摩川沿川の中下流域は、現在ではもっとも都市

化が進んだ地域となっており、ひとたび水害を受けたときの被害は、明治期とは比

較にならないほど莫大なものになると予想される。

出典：明治後期、昭和47年前後の土地利用図は、「多摩川河川環境管理計画報告書」

（昭和55年2月）掲載の土地利用図をもとに作成

平成9年の図は、建設省国土地理院発行の１／５万地形図より作成

図3-3 多摩川流域の土地利用の変遷図①



出典：明治後期、昭和47年前後の土地利用図は、「多摩川河川環境管理計画報告書」

（昭和55年2月）掲載の土地利用図をもとに作成

平成9年の図は、建設省国土地理院発行の１／５万地形図より作成

図3-4  多摩川流域の土地利用の変遷図②



3-3 産業・経済

昭和30年代を契機として、急成長を遂げた我が国の経済は全体的に社会構造の大

変化をもたらしたが、多摩川流域も東京都、神奈川県、山梨県での人口、製造品出

荷額は年々増加の一途をたどり、特に川崎市を中心とした多摩川下流部の京浜工業

地帯の伸びが著しかった。近年では多摩川流域内の昭和38年から平成8年までの産業

別就労人口の推移を見ると、約119万人が約236万人となっている。

また、産業別就業者数は、第三次産業の就業者数が増加し、約7割を占める一方、

第一次産業就業数が著しく少ない就業構造となっている。

一方、製造品出荷額は昭和35年から平成7年までの推移で見ると、約1兆2千億円か

ら、約14兆2千億円に増加している。地域別に見ると、昭和55年時点では工業地帯を

抱える川崎市の比率が約5割強であったが、平成7年時点では東京都市町村部が急増

し、約5割強を占めている。

図3-5　多摩川流域の産業別就労人口の推移

表3-1 産業別人口一覧表

第一次産業 第二次産業 第三次産業 総　　数

昭和38年 841 660,259 526,430 1,187,530

昭和56年 2,465 707,367 1,204,030 1,913,862

平成８年 1,784 656,344 1,704,732 2,362,860
出典：東京都統計年鑑、川崎市統計書、山梨県統計年鑑
　　　山梨県について、昭和38年、昭和56年については、第一次産業の就労者人口が整理されて

　　　いなかったため、産業別人口の総数より、第二次、第三次産業の人口を引いた値を用いた。



表3-2製造品出荷額等一覧 （単位：億円）

昭和35年 昭和55年 平成７年

山　梨　県 33 610 440

東京都区部 3,172 16,600 15,210

東京都市町村部 2,142 39,555 74,915

川　崎　市 6,278 60,897 51,231

総　　計 11,625 117,661 141,796

出典：東京都統計年鑑、川崎市統計書、山梨県統計年鑑

　注：山梨県について

　　　①昭和35年の値は当該年のデータが無かったため昭和37年の値を用いた。

　　　②昭和35、55年は、北都留郡一式で値が算出されている。

　　　　（平成７年は丹波山村、小菅村のデータを用いた）

　　　東京都について

　　　①昭和35年については、三多摩地域（北多摩郡、南多摩郡、西多摩郡）

　　　　が一括して算出されているため、流域外の地域も内包した値となって

図3-6 多摩川流域の製造品出荷額の推移
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3-4 交通

　多摩川の水運は、河川勾配が比較的急なことなどから、近世から明治期にかけて筏

流しによる木材の流送が行われた程度で、大規模な河川交通は発達していない。

流域の陸路交通は、青梅を境に上流域と下流域では大きく異なり、上流域ではほぼ

東西に流域を縦貫する交通が発達し、それより下流では東京都心部を中心として放射

状に発達した交通網及びそれらを横断的に連結する環状交通網が整備されている。こ

れらの交通機関の多くは、多摩川を横架している。

　流域の主要な鉄道網は、上流域には多摩川沿いにJR青梅線、秋川沿いにJR五日市線

があり、これが上流部の沿川交通網に位置づけられる。ＪＲ中央本線、京王線、小田

急線、東急田園都市線、東急東横線、東海道本線、京浜急行は山手線に接続する放射

状の路線である。環状線に相当するのはJR八高線、JR南武線である。これらの鉄道は

主として、都内通勤者の主要な経路となっている。JR東海道新幹線は東京と関西方面

を結ぶ人流の重要な幹線となっている。また、多摩川に沿った各鉄道は大正11年以降、

関東大震災、第二次世界大戦の敗戦による首都圏の荒廃の中、多摩川で採取される砂

利の需要は急増し、その輸送手段の確保のため発展していったものである。東急東横

線、京王線、JR南武線、西武是政線などはその代表である。

　主要な道路は、鉄道網と同様東京都心から放射路線と環状路線の組合せで発達して

いる。上流域では唯一の交通手段となり、多摩川沿いに青梅街道、秋川沿いに五日市

街道、浅川沿いに陣馬街道及び甲州街道が伸びている。多摩川に関係する主要な道路

である国道1号、国道15号、国道416号、国道246号、県道丸子内山茅ヶ崎線は、ほぼ横

断方向に発達しており横架している。また、多摩川を横断する東名高速道路は東京と

関西方面を結ぶ物流の日本でも主要な幹線道路となっている。

　多摩川河口部の左岸側には国内最大級のターミナル空港である東京国際空港（羽田

空港）がある。東京の空の玄関となっている。



図 3-7 流域の主要な交通図＜鉄道網図＞



図 3－8 流域の主要な交通図＜道路網図＞



3-5 関係ある法令の指定状況

  多摩川流域では、河川環境の保全並びに流域の風土・歴史・文化を考慮し、また、

関連地域の社会経済情勢の発展に即応するよう、首都圏整備計画、地域防災計画等の

法令が指定されている。

①首都圏整備計画

　本計画は､首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づいて作成したものであって、首

都圏基本計画(昭和61年6月24日総理府告示第12号)を基本とし､既成市街地､近郊整備

地帯及び都市開発区域の整備並びにこれに関連する首都圏における交通通信体系及び

水供給体系の広域的整備に関し､その根幹となるべきものを定めたものである｡

　なお、本整備計画において、多摩川流域と関連が強いと思われる諸計画ついて図に

示す。

　②地域防災計画

　本計画は､災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき･都防災会議が策

定する計画であって、都、区市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関等の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における震災に

かかる災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、都の地域並びに

住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的としている。

③南関東地域直下型地震により著しい被害を生じる恐れのある地域

関東地方建設局防災業務計画において、南関東地域直下の地震により著しい被害を

生じる恐れのある地域では、河川施設の耐震点検に基づく震災対策を図るものとされ

ている。本計画では、地震災害予防計画（事前対策）として高規格堤防の整備や、河

川堤防等の耐震性の向上、及び緊急排水を行う移動式ポンプ等の施設整備を推進する

ものとしている。さらに、地震災害応急対策計画（地震発生後）として河川管理施設

の点検、水防活動と震災対策の実施、及び震災による水質汚濁対策等について適切に

対応するものとしている。

なお、本計画において、多摩川流域内で関連する範囲について図に示す。



図 3－9 首都圏整備計画関連図



図 3-10　南関東地域直下の地震により著しい被害を生じるおそれのある地域の範囲と多摩川流域
（注：プレート境界面近くで発生する直下の地震に係わるもの）

対　　象 市　区　町　村

南関東地域直下の地震によ

り著しい被害を生じるおそ

れのある地域の範囲に含ま

れる市区町村

日の出町・青梅市・瑞穂村・武蔵村山市・羽村市・福生市・

昭島市・小平市・立川市・国立市・府中市・国分寺市・調
布市・狛江市・小金井市・三鷹市・武蔵野市・あきる野市・

八王子市・日野市・多摩市・稲城市・大田区・世田谷区・

川崎市（神奈川県）

対象外の市区町村 丹波山村、奥多摩町、小菅村、檜原村、塩山村（山梨県）

出典：関東地方建設局  防災業務計画書


