
1 
 

 

 ＮＯ．7 

                        発行日 2009 年 7 月 7 日   

                          編集＝くにたち地域資料ボランティア 

発行＝くにたち中央図書館 

テーマ 

 

  『 国立の地図 』 
 

国立の地図 

国立は昭和４２（１９６７）年１月１日に市制がひかれましたが、それ以前の国立の様子を知りた

いときはどうしたらよいでしょうか。その手がかりのひとつは「地図」です。ここでは国立を知るため

の手がかりとなる地域資料としての地図にはどのようなものがあるかをまとめました。 
１ 江戸時代の国立 

 

（｢武蔵名勝図会 城山絵図｣より） 
２ 明治時代の国立 

 

江戸時代では、地域の様子をさまざまな絵図

で表していました。これは「国立市史 中巻」

に添付されている江戸時代の谷保村のあたりの

絵地図です。もちろん手描きですが、道、河岸

段丘、水田や雑木林の様子などがわかります。 

この地図は明治４０（１９０７）年ころの国立

を表しています。明治２２（１８８９）年に谷保

村、青柳村、石田村が合併し、谷保村となりまし

た。同じ年、新宿立川間が開業した中央線（当時

甲武鉄道）も見えますが、一帯は山林で駅はまだ

ありません。甲州街道沿いに集落や桑畑がありま

す。 
 
（「地図で見る多摩の変遷」より） 
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３ 大正時代の国立 

 

（大正１３年２万５千分の１地形図｢府中｣より) 

 ＜その１＞ 
４ 昭和時代の国立の変遷 

 
 
  

（「大正・昭和 東京周辺 1 万分の 1 地形図集成 －京葉・京浜・多摩地区」より） 
＜その２＞ 

 
（「地図で見る多摩の変遷」より） 

 

この地図は昭和２６（１９５１）年ころの国立

を表しています。昭和２６年に谷保村から国立町

となりましたが、東京商科大学（今の一橋大学）

の周辺は雑木林に囲まれ、１０年前と大きな変化

の見られないことがわかります。 

 国立は、大正１４(１９２５)年ころより箱根土

地株式会社によって谷保村北部の山林が学園都

市として開発され、現在の国立駅周辺の町の原形

が作られました。この地図は、その開発が始まる

前の様子です。（国立駅の開業は大正１５年４月

１日） 

この地図は昭和１５（１９４０）年のものです。

すでに東京商科大学（今の一橋大学）、東京高等音

楽学校（今の国立音楽大学付属高校）、国立学園、

桐朋第一中学校、桐朋高等学校（今の桐朋学園）

などがあることがわかります。国立駅から広がる

町並みが作られている反面、これらの学校の周辺

には雑木林が広く残っている様子もわかります。 
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＜その３＞ 

 
（「地図で見る多摩の変遷」より） 

  
このように、私たちは地図によって、ある時点の町の様子を調べたり、時代の流れの中でどのように

変化したかを知ることができるのです。 
 
 
参考 
 変遷   明治２２（１８８９）年   谷保村、青柳村、石田村が合併し、谷保村となる 
      明治２７（１８９４）年   神奈川県から東京府へ移管 
      大正１５（１９２６）年４月 国立駅開業 
      昭和 ２（１９２７）年   東京商科大学（今の一橋大学）神田より移転 
      昭和２６（１９５１）年   町制施行され、国立町と改称 
      昭和２７（１９５２）年   文教地区指定 
      昭和２９（１９５４）年   境界変更 府中市の一部 
      昭和３１（１９５６）年   境界変更 国分寺市の一部 
      昭和４２（１９６７）年   市制施行 
 
人口の移り変わり（「国立市史 下巻」より）  
     明治２４（１８９１）年         ２，４７３人（   ３６５世帯） 

大正 ９（１９２０）年（第 1 回国勢調査）２，６１１人（   ４７２世帯） 
大正１５（１９２６）年         ２，８９９人（   ４７２世帯） 
昭和２０（１９４５）年         ７，４６２人（ １，３１９世帯） 

      昭和２６（１９５１）年        １４，９０３人（ ３，４４９世帯）   
      昭和４７（１９６７）年        ５２，５２３人（１４，４５０世帯） 
      平成２１（２００９）年 6 月１日現在  ７４，３７４人（３５，１９４世帯） 

 
 

 
 

この地図は昭和４７（１９７２）年ころの国立

を表しています。（その 2）の地図と比べると、富

士見台地区の大規模開発が進んだことなどから、

この２０年間で国立の町が都市化されたことがよ

くわかります。国立は昭和４２（１９６７）年１

月１日に市制が引かれ、人口も増えていきました。 
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名称 縮尺 発行年月 発行所 記号

1 地形図　立川 １／10,000 平成２年（１９９０年） 国土地理院 291

2 地形図　国分寺 １／10,000 平成２年（１９９０年） 国土地理院 291

3 国立市全図 １／6,000 昭和４８（１９７３）年１２月 第一航業（株）

4 国立市地籍集成編纂図 １／2,500 昭和６３（１９８８）年１月 朝日航洋（株）

5 国立市地籍集成編纂図 １／2,500 平成８（１９９６）年１月 国際航業（株）

6 国立市地籍図 １／2,500 昭和４８（１９７３）年３月

7 国立市都市計画図 １／10,000 平成１６（２００４）年６月 国立市 １０/S1

8 1:25000 地形図　立川 １／25,000 昭和４８（１９７３）年８月 国土地理院

9 1:25000 地形図　立川 １／25,000 昭和５５（１９８０）年１０月 国土地理院

10 1:25000 地形図　立川 １／25,000 昭和６０（１９８５）年２月 国土地理院

11 1:25000 地形図　立川 １／25,000 平成１８（２００６）年６月 国土地理院

12 1:25000 地形図　府中 １／25,000 大正１３（１９２４）年１０月 国土地理院

13 1:25000 地形図　青梅 １／25,000 昭和４６（１９７１）年７月 国土地理院

14 1:25000 地形図　青梅 １／25,000 昭和５２（１９７７）年６月 国土地理院

15 1:25000 地形図　青梅 １／25,000 平成１４（２００２）年９月 国土地理院

16 明治前期　関東平野地誌図集成 １／25,000 平成１（１９８９）年７月 柏書房 ０１／C1

17 明治前期 昭和前期　東京都市地図
１東京東部

１／25,000 平成７（１９９５）年１２月 柏書房 ０１／C4

18 明治前期 昭和前期　東京都市地図
２東京北部

１／25,000 平成８（１９９６）年１月 柏書房 ０１／C4

19 明治前期 昭和前期　東京都市地図
３東京南部

１／25,000 平成８（１９９６）年２月 柏書房 ０１／C4

20 明治前期 昭和前期　東京都市地図
４東京西部

１／25,000 平成８（１９９６）年３月 柏書房 ０１／C4

21 大正・昭和　東京周辺１万分１地形
図集成　ー京葉・京浜・多摩地区ー

１／10,000 昭和５９（１９８４）年４月 柏書房 C４

22 地図で見る多摩の変遷 １／50,000 平成５（１９９３）年７月 財団法人日本地図
センター

０２／Ｃ４

23 多摩地形図
１９４２(昭和17）～４４(昭和１９）年

１／50,000 平成１６（２００４）年５月 之潮（コレジオ） ０１／C4

24 武蔵名勝図会　　本宿村・谷保村
・四谷村

昭和５０（１９７０）年３月 慶友社 １０/Ｂ５

25 江戸名所図会 平成８(１９９６)年１２月 評論社 ０１/B５

26 昭和前期　日本商工地図集成 昭和６２（１９８７）年６月 柏書房 ０１／Ｃ２

27 国立市史 平成１（１９８９）年５月 国立市 １０/Ｂ１

28 くにたちの歴史 平成７（１９９５）年１２月 国立市 １０/Ｂ１

国立の地図  いろいろ

*財団法人たましん地域文化財団や公民館にも国立に関する地図があります。

 


