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沖縄の民間信仰と儀礼

一本島の屋部 ･伊良部島の佐良浜を中心に-

金 良 柱

1.はじめに

｢環東中国海における二つの周辺文化に関する研究一沖縄 と済州の 間̀地方'人類

学の試み｣という長いタイ トルのプロジェク トのもとで遂行された沖縄の現地研究は､

1998年から2000年の3年間に渡って行われた｡この 3年間に三つの地域をフ

ィール ドワークすることができた｡初年度は沖縄本島の屋部､ 2年度は奄美大島の小

湊､3年度は伊良部島の佐良浜であった｡この三つの地域で行った共同現地調査の中

で､私の担当した研究領域は民間信仰であり､それを人類学的-民族誌的にアプロー

チすることであった｡

例えば､屋部での現地滞在期間は､ 1988年 8月 2日から12日までの 10日間

であった｡ ところが､入相 と退村そ して北部地域巡 りなどを除いた現地での実質的な

調査研究期間は6日しかなかったのである｡この短い期間中､地域の民間信仰を始め

とするいわゆる宗教文化の現状を人類学的に把握することは実に易 しくない作業であ

った｡そのため､フィール ドワークの初期段階において短期間に攻略できる調査戦略

を立てざるをえなかったのである｡

まず重点をおいた点の第-は､調査地の現在の信仰 ･宗教状況などを把握すること

であった｡ これには二つの細部戦略が設けられたが､その一つがフィール ドに散在 し

ている民間信仰の対象地や寺 ･教会などのようないわゆる宗教関連施設を中心に地域

の信仰 ･宗教状況を把握することであり､もう-つは地域で行われている年中行事を

分析することであった｡第二番 目に配慮 されたのは､宗教文化 と関連 したものごとの

変化の様子の把握という項 目であったOこれと関連 した具体的な方法の-つ としては､

信仰関連要素が過去からどのように変化 してきて現在の様相を露呈 しているかに注 目

する方法が採用された｡例えば口頭伝承であるいは文献で い̀われている'あるいは
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伝̀わる'ものと､現在時点における実際的な姿との距離を可能な限 り抽出 し､宗教

的状況の変容や変化を重点的に考察 してみる方法を採択 したのである｡ これには地域

の過疎化あるいは高齢化のような要素を宗教的現象 と連携 して考えてみるのも重要な

アプローチの一つであると思われた｡同時に現代的要素あるいは外部的要素の地域-

の浸透 と影響などのような事項も考慮すべき項 目であった｡第 3番 目には ｢環東中国

海｣とい う枠組み との連関から､より大きい地域的範噂の中で屋部の宗教文化的な様

相を察 してみることであった｡狭 くは屋部の位置 している名護市から､それよりより

拡大された地域的範境 としての沖縄本島北部地域すなわち ｢やんぼる｣ (山原)地域､

そ して沖縄全体とい う脈絡から何が共通 してお り､また何が相違するかとい う点を把

握することを試みたのである｡

3年度に行った伊良部島の佐良浜においても同 じ事はいえよう｡現地滞在期間は2

000年7月4日か ら7月16日までの13日間であった｡ しか し､結果的に実際の現地研

究期間は7日か ら14日までの7日間だけに限 られることになったのである｡前2ヶ年

と同 じく､まず短期間 とい う現地研究の制約を克服するために､現地で習得できる

記録および文献資料 とフィール ドワーク時点において行われていたものの ｢間｣を

みる戦略を立てざるをえなかった｡同時に､現地研究期間中に行われていた行事あ

るいは信仰関連儀礼を中心 として考えることに したのである｡つま り､なるべく参

与観察 しなが ら資料を習得 し､インタビューを通 じて疑問点を解決 していくことを

主に実行 したのである｡ このようなフィール ドワーク戦略が結果的に成功 したか否

かは確言できない｡ しか し､整理 されまた熟考された思考のもとで本格的な考察を

行 う前に､その予備的考察の性格をもっ この報告書では､このような戦略の枠組み

の中で整理 してみること自体に留まることの限界を認めざるをえない0

ここではこの三つの地域の中で地理的にも範噴的にも､沖縄諸島地域から外れる奄

美大島の小湊を除いてその他の二つの地域で行った民間信仰 と儀礼を中心にした現地

研究をまとめてみることに した｡すなわち人類学的方法論か らみれば短すぎる限られ

た時間の中で､現地で得 られた資料や話をもとに民間信仰関連の項 目だけを取 り上げ､

簡略にその内容を提示する｡それを下敷きにしなが ら､いくつかの問題点の提示する

とともに論議点を指摘 してみることにする｡深 く掘 り下げることの代わ りに､おわり

のところでは今回のプロジェク トの期間中にはできなかったことや､この報告には取

り上げることのできなかったテーマを今後残る課題 と展望 して述べることにする｡

2.沖縄本島の屋部における信仰と儀礼の様相

-198-



(1)足部の年中行事

まず現地研究の時点において､屋部地域で 1年の間に行われている主要な行事をみ

てみることにする｡入手した資料に依拠 して 1998年 7月から99年の 6月にかけ

て計画されている屋師の年中行事を整理すると次のようになる｡

1月2日 新春区民マラソン､餅つき大会､新年会

1月3日 生年春台同視架

2月 アサギ 火の御願 (旧1月9日)

3月 パダカムギ御殿 (旧2月吉日)

子どもの会､親子グランドゴルフ大会

4月 評議委員会学事奨励会､こいのぼり掲揚式､区福祉委員会主催独居老

人激励会

5月 区体育部区民運動会､アブシバレー共同作業

6月 監査委員会､総務部会評議委員会､りカカウイ (旧5月 13日)､

ウマチー御願 (旧5月 15日) 区民総会

7月 教育懇談会､評議委員会､ 6月ウマチー

8月 12日 八月踊 ミンクバイ

9月 豊年踊リスクミ 敬老会米寿祝賀祭前初組 (旧8月7日) ･

初組 (8. 8) ･正目 (8. 10) ･わかれ (8. 12)

11月 寺ブリメー (旧9月吉日)､名護市区対抗駅前大会

12月 ｢10ヶ所御願｣､南体協駅前大会､共同作業､除夜の鐘

尾部の ｢御願台帳｣にみえる ｢御願｣関連行事を整理 してみると次のようになるO

この行事はすべて旧暦で行われている｡

1月9日 ｢火の御願｣､場所はアサギ

2月吉日(24日)パダカムギ御願-豊願の御願､ヌンデウルチ

3月吉日 ナームギ御願-豊願の御願､ヌンデウルチ

4月吉日 ｢虫払い御願｣､ヌンデウルチ

5月 13日 ｢ウタカウイ｣､ヌンデウルチ

5月 15日 ｢ウマチー御願｣､ヌンデゥルチ/アサギ
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6月 15日 ｢6月ウマチー御願｣､ヌンデウルチ

8月8日 ｢ウタカウイ｣､ヌンデゥルチ

8月 10日 ｢豊年踊り御願｣､ヌンデゥルチ .アサギ ･サグン神

9月 15日 ｢寺ブリメー｣､寺 (凌璽寺)

10月 15日 ｢10ヶ所御簾｣-火の御岸

以上の二つの行事一覧を相互比較 してみれば分かるように､伝統的 ｢ウガン｣行事

の中に現在は途絶えて行われていないいくつかの行事がある｡いうまでもなく屋部で

行われてきた行事における変化を物語っているのである｡

(2)拝所とウガン (御飯)

屋部には伝統的に伝わってくる村共同の民間信仰地として､いわゆる 10ヶ所の

｢拝所｣●とい うのがある｡ これ らは①ヌンデ ゥルチ (祝女殿内)､②フシヌウタキ

(御叡)､(卦テラ､④ フサティ､⑤ユアギムィ､⑥ トワヤ (渡波屋)､⑦アガリ

(東)､⑧イ リ (西)ジョノグチ､⑨シマン ド､⑩パマジョノグチ､とがそれである｡

月別に行われる御願の場所 としては､大体ヌンデ ゥルチとい う聖域が使われている｡

アサギとサグンガミそしてティラがその対象になる場合も時々あるとされているが､

現在の拝所 10ヶ所からアサギとサグンガミは抜けている｡毎年旧 10月 15日に行

われる ｢10ヶ所御願｣の際には､この 10ヶ所でその祭紀の儀礼が行われることに

なっているo Lかしその順番と場所を追っていくと､拝所は時代とともに少 しずつ変

わってきていることが分かる｡拝みの順番と場所も､住民に正確に認識されないまま

現在に至っていることも指摘できる｡これは伝統的な儀礼が徐々に風化 してきている

ことと､その地域における比重の減少を現 していることであるといえよう｡

(3) プー一門とウシヤキ

屋部にはプ-イチモンと呼ばれる門中がお り､5年に一度宇茂佐にある村落開発初

期時代に成立されたといわれる共通の祖先墓のプ- ミチャーの前で ｢ウシヤキ｣行事

を行っている｡プ-ミチャーは､ 大̀土'と書いて本来は大神の意味であるという｡

屋部のプ- ミチャーウガ- ミは大一門と久護のタックイの二つの門中によって毎年

旧暦の 11月 8日に行われているという｡プ- ミチャーウガ-ミには二種類があると

いわれているが､その一つは例年行 う単なる祭紀であり､そしてもう一つは5年毎に

行 うウシヤキ (牛焼き)の行事である｡例年の祭紀の場合は次のような内容で行われ

-200-



ていたという｡まず､各家庭毎に各家の戸主あるいは主婦が当日の午後に墓参 りをす

る｡墓参の時はお線香､クチャナクと呼ぶ直径 9cmと厚 さ1.5cmくらいの精米で作

った丸い餅を15個､スネ (供えの意味と推測)と呼ぶ豆腐､てんぷら､ごぼうなどの

ご馳走を重箱に入れた供物を持って行って墓前に供える｡ クチャナクはすべての門中

から供出しているが､供出した中から少量だけを家に持ち帰る｡花米は門中で準備 し､

これも家族の健康を守る符護 として儀礼が終わってから家に持ち帰る｡ しかし､この

ようなご馳走や餅などは近年になって各家で作る代わりに､ウサンチンと称するお金

を徴収 して門中の世話役が準備するようになっているという｡

(4)その他の宗教施設とお寺

東屋部の川辺には屋部教会が立っている｡外からみた感 じでは清々しい匂いのする

白ペイン トで塗られたこじんまりした建物である｡この教会は現在 120人の信者が

在籍しているという｡ しかし実状をしらべたところ､その大部分は高齢者であり､日

曜礼拝に参席する信者は片手で数えるくらいであった｡現在､この教会には80才を

超えた高齢の牧師と管理人が居住 している他､日曜の礼拝 日には名護市の他区域から

手伝いにくる信者によってようやく命脈を維持 しているのが実状である｡

一方､教会とは別に屋部には普通 ｢テラ｣あるいは ｢ティラ｣と呼ばれている寺院

が一つあるo凌雲寺がそれであるOこのテラには村の災害を防いでくれた和尚さんに

関する言い伝えなどもあって､ある時期までは住民の重要な精神的支えとしての役割

をしてきたことは確かである｡ しかし現在このテラの住職といえる存在はいないし､

テラを中心とする信仰関連行事も存在 しない｡また､屋部の西北に日蓮宗の寺院があ

るが､屋部とはなんの関わりももっていない施設にすぎない｡

(5)論点と課題

以上をもって今後展開していくべき論点そして課題などをいくつか指摘することが

できよう｡

第-､屋部で行われてきたあるいは現在行っている民間信仰それ自体と､それをと

りまく民俗知識あるいは民俗的認識体系と説明体系との関わ りの問題を指摘すること

ができる｡ というのは､説明体系としては民俗現象が現在も維持されているように語

られてお り､民間信仰が支配的な宗教文化と行為として屋部で実際行っているように

見える｡また､住民全体がこれに関わっている宗教様相のように考えがちである｡ し

かし実状は､老人会に代表される限られた年寄 りを除けば､青壮年会に代表される-
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殻的な住民層にはこのような意識あるいは認識は浸透されていないのである｡これは

地元の民俗学者による残存物志向的認識体系の影響､そして過去の記録物によって現

在を語る傾向が互いに影響 している結果といえよう｡

第二､変化の過程に対する議論の問題である｡現在屋部の場合も例外ではなく､伝

統的な宗教文化と民間信仰は変化の嵐にさらされているのは他の地域 と変わらない｡

前節で指摘 したように､地域を統合する伝統的な民間信仰行事として機能 してきた

｢御願｣の一部分は 86年までは行っていたことが確認されているが現在は途絶えて

いる｡ しか しこのような変化は住民による語 りの上では認識 されないまま､まるで変

化がないように語られ続けているのである｡

第三､適時的背景としての首里を始めとする屋部の周辺地域との歴史的関連からの

アプローチの必要性を指摘 しておきたい｡沖縄はいわゆる無文字社会ではなく､歴史

的文献資料が多く存在 している｡現地での口頭伝承 とともにこのような記録からの連

携作業が人類学的作業に加わればより実 りある結果を得ることができよう｡

第四､空時的背景として名護市をはじめとする周辺地域 との関係の中で屋部をみて

いく作業の必要性が指摘できる｡屋部はその地理的条件から名護市のベ ッドタウン的

な性格が強くなりつつあるOこのような社会変化が伝統的な宗教文化の様相に及ぼす

影響を考慮すべきであろう｡

第五､ウガンや ウシヤキのような伝統的な信仰関連儀礼に対する参与観察が今後必

要であることはいくら強調 しても足 りないであろう｡この儀礼の時空間は現地研究の

時点のおいては観察することのできなかった水面下の宗教相が浮上する機会になるか

らである｡ これを通 じてより深い民間信仰の様相の究明と理解に迫ることができるの

である｡

第六､民間信仰 との関わ りをもちながら活動をしている宗教者に関するより深めた

研究の必要である｡例えばウガンに関与 している ｢カミンチュウ｣､ ｢ハ ミンチュ

ウ｣をはじめ､ ｢ユタ｣そ して ｢サンジンソウ｣あるいは ｢モノシリ｣と呼ばれる民

間宗教者の研究にまで拡大 していく必要があるのである｡

第七､民間信仰以外にも既成宗教あるいは新宗教に関する調査と研究の必要性で

ある｡今回の現地研究においては屋部教会のような既成宗教関連の施設の一つは調査

できた｡ しか しその外に屋部に進出 しているセブンスデイズのような新宗教関係のも

のや本土に本拠を持つ宗教施設に関する研究の継続は今後残る課題であろう｡

3.伊良部島の佐良浜における信仰と儀礼の様相
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(1)伊良部における年中行事

現在､伊良部島で行われている代表的な年中行事を整理 してみると次のようなもの

ある｡

-さにつ

旧暦の3月3日は､ハマオ リ (浜下 り)の目である｡この日は女性の祝いの日とされ

ている｡潮水で体を清めて心身の疲れを癒 し､長寿を祈る行事である｡このハマオ リ

の行事は沖縄諸島で広く見られる行事で前年度の調査地でもみかけることのできた行

事である｡ただ､現在ここでも同じく女性の行事である点を確認すると同時に､他地

域との相違点を考察 してみることはハマオ リの考察において大事であろう｡長寿 と関

連 したさまざまな儀礼についてもその観念を検討する必要がある｡

--一一り

旧5月4日に行われる海の行事である｡勇壮なは りゆう船の競漕がメインで､その他

各種行事が行われている｡ この行事についても沖縄全体との関連でその特徴などを考

えていく必要性を感 じる｡

-巴商船大 レース

伊良部架橋の早期実現のために始めた行事である｡佐良浜漁港 と平良港のばいなが

まビーチ間の往復15kmを巴竜船で競漕する行事であるが､ 新̀ しいまつ り'の範噂

のものとして伝統的なハ- リとの比較から考察が要求される行事である｡

-ミヤ-クヅツ

旧暦 8月と9月の甲年の目から3日間 ミヤ- (ジャー :座)に集まって円を作って

踊るというQ池間島最大の粟の豊年祈願祭で池間島出身が多い佐良浜地区で開催 され

る｡いわゆる ｢他聞民族｣による特有の行事 という意味で注目に値するものがある｡

一豊年祭

旧暦 9月中の日に行われる豊年祈願の祭 りである｡ ヨ̀ーンテル' (富を一杯下さ

い)と歌い､踊る一番大きい豊穣祈願祭 りであるというO他地域との比較はもちろん､

その現在における変容から農作業の変化との関わ りの中で検討を要する｡

一町民祭 り

スーパージャンボフィッシング大会､ トーガ二大会など､様々な行事が行われてい

る｡ 巴竜船大 レースと同 じく 新̀ しい祭 り'のカテゴリーでその特徴を察すること

は佐良浜地域における新興のまつ りの様子を把握する契機を与えてくれる｡
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(2) ｢ツカサ｣のいう存在

ウガン関連行事は毎月旧暦1日に行われている｡これには様々な関連行事が付随し

て行われる｡佐良浜において伝統的に重要な信仰体系をなしていた行事である｡また､

この地域の住民を統合 し､アイデンティティを確認する装置として機能 してきたわけ

である｡この行事の中心に司祭としてのツカサという存在がある｡

ツカサという女性祭司の存在は従来の信仰システムにおいて､それを表象する中心

的象徴であると同時に実際的人物であるいえようOツカサと一言で括っているが､村

の中ではその上位 ･下位 レベル といった形で分節されている｡ したがって､記述のた

めにもその理解のためにも分析概念として ｢村ツカサ｣と ｢区域ツカサ｣と区別する

必要性が出てくる｡それは村を構成するいくつかの区域に何人かの ｢区域ツカサ｣が

存在 してお り､その上のレベルにおいて村全体を司る存在ととしての ｢村ツカサ｣が

いるからである｡具体的にみてみると､前里添 (通称ナカムラ)に3名のツカサがお

り､さらにその中の6つの区域に2名ずつのそれがいるOすると､区域ツカサが12名

となり､全体としては15名に至ることになる｡これに対 して池間添 (通称モ トムラ)

には3名の村ツカサがいる｡この二つの ｢村ツカサ｣を合わせて ｢おはるず｣といい､

全部6名が存在 している｡

(3)いくつかの議論

いくつか検討すべき点の提示とともに､それに対する主観的な観点からの指摘をす

ることができよう｡

第一､佐良浜における従来の民間信仰とそれを含めた信仰体系をとりまくシステム

の崩壊というテーマを取 り上げることができよう｡ しかし､現在佐良浜の形成の源と

しての存在である､言い換えれば佐良浜の元地といえる池間島から保持 してきたシス

テム-特に祭 りや儀礼に関するシステムーが崩壊されはじめている点をまず指摘する

ことができる｡つまり池間島の伝播先である前里添に転移された形になっているとい

えよう｡10年ほど前からツカサの選抜とその継承システムが作動しなくなっているの

である｡長い間代々に継がれてきたツカサに新 しい後継者がでなくなる事件にその端

を発 しているこの事態は､現地研究時点において信仰関連システムの継続どころかツ

カサシステムの存続さえ危ぶまれていることを物語っている｡

第二､本プロジェク トのキーワー ドであり､基本コンセプ トであった中心と周辺の

テーマが縮小された形で現れているといえよう｡つまり､その小さいモデル として佐
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良浜地域で現在進行中であることを指摘できる｡ とい うのは､縮小されたモデルの中

での中心である池間島とその周辺としての佐良浜の関係がまさに中心と周辺の関係の

縮図であり､この深度ある研究はプロジェク ト本質に迫るよい材料を提供 しているの

である｡

第三､もし池間島から池間添そ して前里添-の順番でこのようなシステムの崩壊 と

いう現象がおきているとすれば､中心から起きた社会変化に伴 う文化的動態が周辺に

影響を及ぼ しているとのモデルを奇麗に提示できると思われる｡もしそ うでなくても､

一つのバ リエーションのモデルとして様々な角度から分析 していくことができよう｡

第的､ツカサの継承問題において､ツカサ本人だけではない夫婦を中心として考え

る一つの道が見つかるのではないかとい うことである｡これは外部者からみてツカサ

に選ばれることそしてその継承においては本人だけに限ることではなく､夫婦関係の

重視という側面が見えるということである｡例えばツカサに選択された場合､その役

職につくのには実際ご主人の許可が必要である､または夫婦がともに年齢規制に制限

される､などの事柄が重要な変数になっているところからこのテーマは検討の余地を

残 している｡これはいわゆる ｢ツカサ ･システム｣において現在夫婦関係が重要視さ

れてきていることを物語るのではないかというである｡

第五､同じ世代の葛藤の問題も主要なテーマであろう｡現在起きている現象につい

て世代間はもちろんのこと､同じ世代間にもその葛藤が うかがえる｡ というのは､例

えばツカサの断絶について伝統社会を生きてきた年寄 りの世代はもちろん現在の事態

に対して納得 しにくい態度をとっている｡これはある意味において異常なことではな

い｡ しかし相対的に若いといえる世代の中ではこのように変化 した社会変化の中での

推移 として受け止めようとする人とそれに肯定 しない人とが共存 しているのが現状で

あるようにみえる｡例えば､ツカサの経験をもっている人からは後者の立場が強くみ

られたりするのである｡これは老若での区別ではなく自分がどこにアイデンティティ

を求めているかによって違ってくる現象としてとりあえず把握することはできよう｡

第六､ツカサに対する今後の継続する研究において必要なこととして､現職を担っ

ている場合は無論､それを経てからも日常生活の中での周 り-の影響力や 日常生活の

中での実際などについてこれからも機会があれば考察を続けていく必要があろう｡

第七､ツカサとい う役職を拒否するほどの伝統的信仰システムの揺れ動きの問題を

指摘できる｡前でも指摘 したようにツカサは神事に関わり神の意志に従 う存在で､本

来拒否することができない役職 とされてきた｡ しか し､数年前からツカサに選択 され

た女性がそれを拒否する事態は今もツカサの不在のまま続いているOこれは一昔の伝
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統社会においては想像を絶することであ り､い うまでもなく社会変化に伴った伝統的

信仰システムの崩壊 といわざるをえないことである｡

6.おわりに

最後に3年間の現地研究を通 じて得 られたものからの暫定的課題を述べておくこと

で全体のおわ りにしたい｡

第-､奄美大島の場合､現地研究時点においてその形骸化 した残骸だけが残ってい

たとすれば､伊良部島の場合は現在進行形 として島の伝統､その中でも宗教的 ･信仰

的伝統が生きていたとい うのが実感であった｡これは現在生活の中で生きて機能 して

いたからこそそれが崩壊 していく姿を目の当たりしている実感が湧いてきたのかも知

れない｡

第二､中心 と周辺の問題 として､池間島が中心だとすれば佐良浜は植民地として周

辺部であるといえようO中心部からの伝統の継続が難 しくなるにつれ現れる現象を中

心に考察を続けていく必要性は再び強調 しておきたい｡

第三､日本本島とは違って旧暦が生活の中で生きてお り､様々な伝統的行事におい

て使われている｡今後本土における民間信仰 との比較研究､さらに済州島をふくむ環

中国海の他地域 との比較研究を必要とすることを指摘 しておく｡

第四､島における ｢ニガイ｣のような民間信仰の行事と関連 してその種類 と現在的

用途 とその廃棄 との関係についての考察が必要である｡例えば､島生活における大事

なのはいうまでもなく水の問題である｡そこからさらに問題になってくるのが井戸で

ある｡島における大部分のニガイごとはこの水あるいは井戸 と関連 しているのである｡

島に生きる人々と水 との関連性に注 目する必要があるのである｡また居住地の移動と

関わる事項も見逃せないテーマであろう｡

最後に､現地研究から得た資料その他をもとに民族誌を書いていく中で感 じる一

番大きいなことは､やはり生きている人々を如何に生き生きと描写できるかという問

題である｡例えば､既存の文献上の物事を下敷きにしながら､具体的な内容を注とし

て処理するOそ して現地で習得 した個々人からの話や語 りを生き生きと描写 していく.

可能な様々な方法を用いて個人を生かす書き方の展開を見出すことは､沖縄諸島の

人々や社会 ･文化を理解する一つの手として考えてみる価値があるだろう｡
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島喚地域における地域活性化の方向と課題

一奄美大島名瀬市小湊集落を事例 として-

鄭 光 中

1.はじめに

本研究の 目的は､九州本土 と沖縄二木島との間に位置する奄美大島名瀬市小湊集落を事例

とし､地域社会の活性化に対する方向づけ､ならびにそれに関連するい くつかの課題につ

いて議論することにある｡本稿の 目的を達成するために､名瀬市役所､名瀬市立奄美博物

館､鹿児島県立図書館(奄美分館)および鹿児島県大島支庁など､行政機関を訪問 し､ イン

タービュ-を行うとともに関連資料 を入手する一方､小湊集落の住民から事情聴取を積極

的に行なった｡現地で入手 した主な資料は､小湊集落の地域性 を把握するための資料､集

落の活性化に欠かせない基本要素 としての地域資源(人文的資源､自然的資源､集落行事な

ど)に関する資料､そして地域資源を活用する主体 としての人的資源に関連する資料などで

あるC

奄美群島は奄美大島 をはじめ､周辺部に散 らばっている加計呂麻島､請島､与路島､喜

界島､徳之島､沖永良部島､与論島の 8つの有人島から構成される｡奄美群島は､九州本

土の鹿児島県鹿児島市からおよそ380km離れた東シナ海の海上に位置 している｡ これらの

島々は､沖縄本島からみると､第1図のように､まるで飛び石のような形態 を示 しながら連

なっている｡奄美大島は､奄美群島の中でも最 も大きな島で面積は821hf､人口は1995年現

在､75,832人であるO また､行政区域からみると､奄美大島は1市3町3村 となるが､これら

の市町村のうち､名瀬市は奄美群島の中でも､あらゆる面で中心的地位 を占めている(鹿児

島県大島支庁 1999:7)0

2_小葉集幕の地域的性格

小湊は行政区域上名瀬市に属する集落の一つであり､市の南東部に面する静かな漁村の

性格を有 している｡地形的にみると､小湊集落は北側の大川 と南側の山田川､また東側の
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(資料:1:50,(X泊地形図による)

第1図 研究対象地域 :奄美大島名瀬市小湊集落

海からの堆額作用により形成された砂丘上に立地 している(第1図)｡小湊集落の立地する中

心部の海級は7mで非常に低いが､集落 をやや離れた地点では山地が発達 しており､全体的

にみると､山地が周 りの低地(集落)を取 り囲むような形態を示 している｡
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現地では､通常名瀬市 を市街地地区と三方地区に区分 し､ さらに三方地区は上方､下方

および古見方地区に区分 している｡ この分け方からも地域的性格が分かるように､三方地

区は行政区域上では名瀬市の市域に属するが､農漁村的性格が強いといえる｡小湊集落は

古見方地区に属する8集落のうちの一つであり､名瀬市の中心部からは車で約30分の距離に

ある｡

古見方地区における集落別人口数や世帯数 を現 したのが第1表である｡この表から読み取

れるように､小湊集落は1995年現在､234世帯の591人で､古見方地区の8集落の中では最 も

第1表 古見方地区における人口数および世帯数の推移(1985-1995年)

集 落 名 1985年 1990年 1995年

世帯数 人 口(名) 世帯数 人 口(名) 世帯数 人 口(名)男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 小計

崎 原 65 88 79 167 59 70 74 144 60 72 84 156

名瀬勝 63 71 95 166 64 63 87 150 59 51 66 117

前 勝 27 32 49 81 27 31 41 72 28 31 44 75

西仲勝 79 84 128 212 79 75 157 232 68 74 130 204

西 田 73 97 113 210 70 83 94 177 64 61 86 147

伊津部勝 31 37 37 74 31 40 36 76 31 33 37 70

朝 戸 62 69 72 141 48 55 63 118 46 50 58 108

小 湊 248 331 383 714 241 266 334 600 234 264 327 591

合 計 648 809 9561′765 619 683 886 1′569 590 636 832 1′468

(資料二鹿児島県名瀬市,1999,『統計書 なぜ』(平成 10年版)による)

多い人口を占めており､ したがって同地区では中心的地位にあるといえる｡ しか し､小湊

集落の人口は､この10年間に亘って減少し続けてお り､最近の減少傾向を前提にすると､

2010年頃には弧 )人以下に減ることが予想される(鄭光中 ･大城 肇 1999:1-4)｡ 特に､

1980年代以､降青壮年層の島外への流出現象は著 しい傾向を示 してお り(神谷裕司 1998:

106)､集落活性化のための人口数や年齢構成においては､ さほどよい環境 といえない状況

にある｡

小湊の主要産業 をみると､注 目すべき部門は殆んどないと言ってよいほど貧弱である｡

最 も普遍的に行なわれる農業においてさえ､ 目立つような特化作物はなく､ただ幾つかの

野菜類(例えばキュウ))､ナス､ ビ-マンなど)をはじめ､ さつま芋や里芋などを狭い面積

で栽培するのみである｡ ところが､集落の西側や南側では比較的広い水田が造成されてい
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るにも拘 らず､大半は荒れ地 とな り､耕作活動ははば期待できない状況に置かれている｡

この点は､調査時点における小湊の専業農家が260戸のうち､8-10戸にす ぎないという事

実からも理解できる｡ こうした背景か らも､多 くの青壮年層が地元の小湊 を離れ､名瀬市

内での会社員や公務員､ もしくは土木業や建築業などの職業に従事する要因として作用 し

ている(第2表参照)｡

一方､歴史的にみると､小湊集落は周辺の集落 とは違 って､非常に古い歴史 を持ってい

る｡小湊集落に伝わる島建石l)あるいは大里2)に関わる伝説や古記壕は､その事実を裏付け

てお り(隣 重俊 1993:9;高橋一郎 1994:292-295)､ しかも最近集落の一角で発見された外

金久遺跡の 貝塚は､小湊集落において もおよそ6-7世紀頃から人々が入ってきたという証

拠 となっている｡

小湊集落は大 きく古晴 と大金久 という二つの地区3)に分けられる(隣 重俊 1993:9)｡古晴

地区は､南東 ～北西方向に広がる集落 を中央部から二分 したとき､南東部に位置する集落

であり､大金久地区は北西部に位置する集落である｡そもそも集落の成立 とその後の拡散

は､古晴地区から大金久地区- と進んだものと言われている(高橋一郎 1994:281-284)｡

3.小幕集幕における地域賛蓑の安食

第2図は､小湊に分布する主 な地域資源の実態 を表 したものである｡まず､小湊の地域資

源 として最 も重要なものは､奄美大島の東海岸の港 という立地条件 を背景 として展開され

る締麗な海や砂浜､珊瑚礁､さらに保存状態のよい森林など､天恵の 自然景観である｡特

に､奄美大島の東海岸に位置する港 という点では､冬季に北風 を避けるために､小湊漁港

を利用 しようとする船舶が多 く入港する｡現地では､小湊海岸が汚染 されずに今でも椅麗

なことについて､周辺の森林が様 々な種類の木から構成されてお り､同時にまだ開発の手

が届いていないため と指摘 している｡結果 として､小湊集落の周辺には､豊富な森林資源

とともに､珊瑚が 自生す るほどの青 く椅麗な海､ また近隣の集落では殆んど期待できない

広 い砂浜が重要な地域資源 として存在 している訳である｡ したがって､このような自然環

境 と景観 を背景 として､様 々なイベ ン トや行事､ または体験型観光および学習コースを企

画 ･設定 して行けば､地域活性化の可能性は非常に高 くなると思われる｡

1)大昔､イイマランコラという王族(兄妹)が住む場所を探すために､二つの大きな石を担いでムエヤマ(前

山:小湊集落の南側に位置する山)に登ったあと､その石の上で下方(現在の小湊集落の一角)を見下ろし

て､島(柿)を建てたという伝説である｡
2)現在の小湊集落を形成するうえで､きっかけとなった地点を言い､最初人々はそこに家を建てて居住し

たと 伝えられている｡ 現在の 小湊集落の 中心部からは, 東南側におよそ丈氾m離れた 地点である (防

1993:9)｡

3)小湊集落は餅)個の小字に分けられるが､古晴は上ル間､上聞､中間､中村の4つの小字を､また大金久

は大金久や小金久の2つの小字を含める通称である｡
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(資料:1:10,㈱ 地形図および現地調査などによる)

第2図 小湊集落における地域資源の分布

-211-



第3図 小湊集落の組織 と構成員数

(資料‥小湊町内会,1998,｢第8回名瀬市生涯学習振興大会資料｣による)

~方･人文資源の中では現在活用 していないが､小湊集落の北西側や南西側に広がって

いる広大な農地が上げられる｡この農地は､大 きく北西側のフワタブタロ地区と南西側の

ウチタブタロ地区とに分けられるが､北西側の 7ワタブタロ地区では､最近どこ-ルハウ

スを利用 した施設園芸農業(花井頬)が行なわれるなど積極的な土地利用が 目立っている｡

その反面､南西側の ウチタプタロ地区は･水稲栽培を目的 とし1982-1983年にかけて畑地

から水田に転換 したものの､殆んど利用されず荒廃化 している4)｡2(X氾年からは積極的な

土地利用を図るために､再び畑地に転換するという計画が決っているが､今後この農地を

効率的に利用することになれば､小湊の地域活性化にも大いに役立つと思われるO

小湊集落の場合も､日本の他地方の農山漁村のように､各種団休を組織 したうえ､これ

4)現在､水田利用の見られない背景については､行政側(名瀬市)と小湊住民側 とが意見を異にしている.

すなわち､行政側では莫大な経費 を使い､畑地を水田に転換 したにも拘わらず､住民達が水稲を栽培 し

てはもとがとれないことを言い訳に使用 しないという･逆に､住民側では畑地 を水田に転換する中で､

山地の土砂 を大量に使ったため､砂利の含量が多 くなり､結局水田としては使用できないと主張 してい
る.
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第2表 小湊集落 を中心 としたソフ トJiiL ルナ-ム 小̀湊 ファイターズ(Fighters)'の

構成員 と属性(1999年8月現在)

氏名(略称) 年齢(才) 出身池 現居住地 職業(場) 勤務先 その他

1.TB 42 小湊 小湊 農業 小湊 監督

2.AZ 32 鹿児島市 小湊 警察官 小湊

3.UT 45 小湊 小湊 大工 名瀬市街地

4.OS 33 名瀬市街地 名瀬市祷地 看護士 西仲勝

5.0Y 36 小湊 小湊 新聞社記者 名瀬市街地

6.OR 34 小湊 名瀬市街地 建設業 名瀬市街地

7.KB 35 小湊 小湊 土木菜 名瀬市街地

8.OA 35 小湊 小湊 薬師 名瀬市街地

9.OH 48 小湊 名瀬市街地 運転手 名瀬市街地

10.SY 46 小湊 小湊 電気商店 名瀬市街地

ll.CD 45 岩手県 小湊 建設業 名瀬市街地

12.TN 44 小湊 名瀬市街地 放送局記者 名瀬市街地

13.TO 39 小湊 小湊 整備士 名瀬市街地

14.NT 27 小湊 名瀬市街地 ガス会社 名瀬市横地

15.NB 45 小湊 名瀬市街地 電気技師 名瀬市街地

16.HK 40 小湊 名瀬市街地 運輸業 名瀬市街地

17.HT 23 小湊 名瀬市街地 税務事務所 名瀬市衝地

18.YN 42 小湊 名瀬市街地 新聞社 名瀬市横地

19.YD 36 小湊 名瀬市衝地 建設業 名瀬市鋳地

20.YK 30 小湊 小湊 宅配会社 名瀬市街地

21.YZ 33 小湊 名瀬市鋳地 警察官 名瀬市街地

(資料:1999年8月の現地聞 き取 り調査 による)

(注:氏名に 下線が 引いてある 人 は､ 他スポーツ同友会 である 野球チーム ク̀ジラマ ツ(蘇

松)'のメンバー として も活動す る人 を意味す る｡)

を中心 に集落内の様 々な行事や事業 を展開 している｡1998年8月現在､小湊集落には第3図

の ように､4つの団体が組織 されているが､これ らの組織 は地域活性化 を図 るうえで､重要

な存在 となっている｡4つの組織 の中では､子供会 を除いた3つの団体が成人組織 であ り､
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またすべての組織は集落の全住民 を構成員 とする町内会の下部組織 として 運営されてい

る｡これらの組織 は､言 うまでもなく1年間の集落の主な行事 を行なう際に､それぞれ中枢

的な役割 を果たすことになる｡そのための組織別役割 と任務は､行事が行なわれる前にす

でに決っているといえよう｡例えば､子供会の構成員は､集落の3大行事 ともいえる小湊港

祭 り(船漕ぎ大会､5月)､敬老会(10月)およびかのえさる(11月)行事においても､それなり

の役割が決 まっているので､皆が積極的に参加できるような雰囲気になっている｡

以上の組織 とは別に､小湊には同集落出身の青壮年層 を中心 として結成されたスポ-ツ

同友会がある｡すなわち､野球チームの 鯨̀松'とソフ トボールチームの小湊フアイタ-ズで

ある｡ この 2つのスポーツ同友会には､1999年 8月現在､それぞれ12名 と22名の会員が所

属 し活躍 している(第2表)｡これらのスポーツ同友会は､基本的に集落の行事に団体で参加

したり､あるいは後ろで援助するようなことはしない｡言い換えると､集落内に居住する

何人かが行事に参加する形(例えば､第2表ではTB氏､AZ氏､UT氏､KB氏､TS氏など)

であって､会員皆が集 まって行事を企画 したり､引っ張っていくような形ではないのであ

る｡ しかし､今後､小湊の活性化 を考える場合に､会員間における充分な意見交換 さえな

されれば､人的資源 としての潜在力は高いと言えよう｡

1995年小湊集落に立地 した奄美看護福祉専門学校(以下､専門学校 と略す)は､古見方地

区の他集落 と比べると､今後の地域活性化のためのよい助けとなると考えられる｡ つま

り､小湊の立場からみると､専門学校 自体が一つの地域資源 として活用できるという視点

が生まれる｡ この専門学校に通 う学生達は､1995年以降ずっと小湊集落の主な行事に参加

しており､住民 との仲は非常によいとされる｡

すでに指摘 した通 り､小湊集落には住民達が大切にする3大行事をはじめ､多 くの年中行

事がある｡その中でも､主なものを月別に整理 したのが第3表である｡全体的にみると､1

年間に体育関連行事(マラソン大会､相撲大会､船漕 ぎ大会など)をはじめ､環境浄化運動

(村内の掃除および美化作業)､神社祭 り､旧盆迎え､浜降れ(降 り)および生涯学習振興大会

など､様 々な行事が組み込 まれている.結局､これらの一連の行事は､小湊の活性化を進

めていくうえで重要な機能を果たす ものといえるO行事構成面からみた特徴 と言えば､参

加対象や年齢層 を問わず､誰でも幅広 く受け入れるような行事が多いことである｡ とにか

く､これらの行事は､小湊の地域活性化 を考える際に欠かせない存在であり､今後の課題

はこれらの行事 をいかなる方法をもとにして編成 ･展開 して行 くかにある｡

小湊集落にとって､ もう一つの重要な地域資源は専門学校の付近で発見 されたフワガネ

タ遺跡 をはじめ､集落の至るところに散在する歴史的遺物(遺跡地)である｡ フワガネタ遺

跡は夜光貝の貝塚であるが､ とりわけ匙の製作跡やその当時の住居地が発見されることに

よって､6-7世紀頃奄美群島においても夜光貝を巧みに使 う匙製作の技術集団が居住 して

いたことが判明された｡ フワガネタ遺跡のほかにも､第2図にみるように､技司屋敷(過去

王族の兄妹が住んでいたという屋敷)を筆頭にして､神道(神の通る道)､7-道(昔から村の
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第3表 小湊集落における主 な年中行事

月別 主 要 行 事 名 備 考

4 (9総会および役員会 (診さくらの 苗木の 下草除草および肥料入れ ③■
民清掃 日美化作業

5 ①港祭 り準備 .港大掃除 (診 小湊港祭 り (卦-マオレ ④海ガメ産卵保
諸活動 ⑤市民清掃 日美化作業

6 ①子供会､ 育成会合同会 ②海ガメ産卵保護活動 ③市民清掃 日美化r莱 海ガメの産卵､保護および放流活動 も児童や大人が一緒に行なう○

7 ①ふるさと美化作業 ②海かメ産卵保護活動 ③ ｢海の 日｣見学学習彦
加支援

8 ①子供会キャンプ ②あまみ祭 り船漕ぎ大会参加(名瀬市主催)③子供会
球技大会参加 ④あまみ祭 り小湊郷友会8月踊 り

9 ①旧盆迎え､墓地の大掃除 ②市民清掃 日美化作業

10 ①小湊小学校運動会 ② 十五夜の 綱かつぎ ③古見方地区親睦運動-zz
④敬老会､相撲大会 (9市民清掃 日美化作業

ll ①かのえさる ②市民体育大会(名瀬市)③厳島神社祭 り(旧暦9月9日)④
市民清掃 日美化作業

12 ①名瀬市生涯学習大会(古見方地区大会)②青少年の森掃除(児童)､神社
周辺の掃除(成人)､集落内の年末大掃除

1 ①新春町内一周駅伝(子供会)②名瀬市成人祝賀駅伝競争大会参加 ③市
民清掃 日美化作業

2 ①夜間歩こう会(子供会)②市民清掃 日美化作業

(資料小湊町内会,1998,｢第8回名瀬市生涯学習振興大会(古見方地区大会:第2分科会及び第4分科会)の発表資料にi:る)

重要な行事を行なう大 きな道､現在は鹿児島県道)､マー(神 を祭ったところで､昔から村

の行事を行なう広場)モーヤ(村の先住民 と思われる古い時代からの無縁墓)､鍛冶屋の跡地

(2カ所)､手洗い石(大昔身分の高かった人が手 を洗ったとして､住民達が大事にする道路

沿いの自然石で､水が溜っている)など､歴史的な遺跡や対象が数多 く分布 している｡これ

らの歴史的な遺跡 と対象 も､小湊の活性化 を図ってい くうえでは貴重な資源であると評価

することができる｡

4_地域活性化のための方向づけ
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小湊の活性化 を本格的に展開してい くためには､以上で提示 した地域資源 と地域環境を

いかなる形で､効率に活用するかが重要なカギとなる｡ここでは､小湊の地域資源 と地域

環境 とを十分活かしうる可能性 を前提 として､ 今後の地域活性化のための 方向について

探ってみたい｡

第1に､小湊住民達は天の恵みをうけた自然環境が小湊にとっての顔であるという事実を

新 しく評価するとともに､優れた 自然環境や景観を地域の演出材料(金文換 1998:228)と

して活用する必要がある｡すなわち､小湊は高 くて蒼い山と給麗で清い海を背景にして立

地するという事実 とともに､ 森林破壊や 周辺環境が 汚染されていない 清浄地域 という イ

メージを住民の 自ずから認識 しなければならない｡そのうえ､その事実 を小湊住民達は､

普段の生活の中でも､常に話題にして行こうとする態度が何よりも大切である｡ また､そ

うした地域住民達の思考 と態度 を背景として､清浄地域の小湊を段階的に島内外に知らせ

る戦略が必要である｡ これは､今まではそれほど脚光 を浴びることのなかった小湊の 自然

環境や景観を住民連の弘報活動によって､地域の イメージ(すなわち､地域性)を新 しく変

化させてい(作業 といえる｡結局､小湊の 自然環境や景観は､小湊 を新 しい角度からリメ

イキングする上で貴重な資料 となるのである

一つの農村集落 を広報することは､そう簡単ではない｡ また､それに関わる経費や努力

も無視できない｡ しか しながら､本稿でいう広報活動 とは､夢でみるような壮大な計画や

莫大な経費 を前提 としたことではない｡ もう少 し具体例 を上げれば､最少の経費を考えて

いるとすれば､先ず周辺地域の小 ･中 ･高校生を対象 とした計画を立てることができると

思われる｡本格的な作業においては､良質の紙にカラー写真 を入れ､パンフレットを製作

してもよいが､そうした状況が許さないのであれば､取 り敢えずパソコンを使い､小湊を

知 らせ うる文字や イラス トを入れた一枚の紙であってもよい｡ひいては､インタネット上

でホームページを開設 してもよいし､あるいは名瀬市が開設 したネッ トワークを通 して､

小湊を知 らせ る方法 も考えられる｡

小 ･中 ･高校生を対象 とした計画であれは､小湊は野外の体験学習をするのに､ちょう

どよい場所 となる｡先述 した優れた 自然環境や歴史的遺跡および対象は､児童 ･生徒達に

とって夏場のキャンピングや水泳が楽 しめると同時に､集落の中を巡検 し歴史的な香 りに

包 まれることのできるよい学習対象である｡ この計画には､前で指摘 した 4つの組織のう

ち､なるべ く子供会が中心 となり､青壮年スポーツ同友会のメンバ-(特に会員のうち､集

落内居住者)が後ろで支援するような形式であればよいと思われる｡そのためには､子供会

と青壮年スポーツ同友会々員が事前に相談 し､外部の学生達が訪問する時期や曜 日に合わ

せて､恒常的に運営できるよう新たな担当班を設けることが必要である｡集落の中の巡検

に際 しては､場所別 または対象別に簡単な説明を加えた案内がよい｡ また､キャンピング

場所では､テン ト張 りなどを手伝ったりする情の込めた心遣いが伴われば､小湊集落のイ

-216-



メ-ジを一層高められる機会 となる｡

以上のように､小湊にとっての緑あふれる山々､珊瑚の棲息する清涼な海､さらに海ガ

メの産卵場所 として利用される広い砂浜などは､ ｢小湊の顔｣ として僻角させるのに遜色

のない資源といえる｡

第2に､広大な農地についてであるが､この点については鹿児島県と名瀬市による今後の

土地整備および利用計画を立てることが予想されるo もし､ まだ具体的な計画が立てられ

ていないとすれば､小湊では先ず意見 を交換 したうえで､ これから小湊を代表 しうる農産

物が集団的に生産できるよう､優先的にシステムを構築することが重要である｡調査時点

においては､青壮年層の農家数が非常に少なかったため難 しいこととも思われるが､ もし

可能であれば､夏作物や冬作物の中で1-2種類 を選択 し､持続的な生産過程 を経ることが

効果的 といえる｡勿論､ どんな作物がよいかについては､様 々な情報 を土台にして､専業

農家や第1種兼業農家を中心 として､意見の収赦過程 を経ることが望 ましい｡このような一

連の過程がスムーズに行なわれるためには､専業農家や第1種兼業農家 を軸 として､自家所

有の土地の他にも無償による貸出しや､一定期間の交換などを通 じて､農地供給が円滑に

行なわれるようにしなければならない｡ これは､選択 した農産物に対 して一定規模だけの

生産 を維持 して行 くためである｡

一方､積極的な農地利用を図るという立場では､集落内の専門学校 との相談を通 して､

薬草や実験 ･実習用の野菜類 を生産する方式 も考えられるC現在､専門学校には2年 コース

の薬草学科 と1年 コースの調理師養成学科が設けられている｡ したがって､学習過程の中で

は､多様な実験 ･実習が必要であり､結局大量の薬草や農産物(読菜類､果菜類)の使用が

不可欠となる｡これらの薬草や農産物 を小湊の住民連が直接栽培 し､供給する形態 となれ

ば､両者の社会的関係は一層深 くなり､また固定的な地域農産物の生産 を背景 とした地域

活性化においてもよい助けとなると思われる｡ この場合は､薬草や農産物 を契約栽培の方

式で生産することも考えられる｡ こうした一連の過程がうまく行 くとすれば､今後小湊を

｢薬草栽培のメッカ｣ として積極的に育成する計画 も検討 してみるのがよい｡なお､薬草

の供給は専門学校だけに限 らず､奄美大島を離れ周辺の大都市にも販売できるよう､流通

体系の整備についても前向きに検討 した方がよい｡

第3に､小湊における4つめ組織に関する機能 と役割分担についてである｡現在の 4つの

組織は､住民の意見を交わす中で新 しいアイディアを生み出したり､男女老若 または新旧

世帯が心を合わせ団結 して行 く上で重要な機構である｡そして､会員の皆が中心 となる集

落の様 々な行事は､名実 ともに地域活性化を図るうえでな くてはならない存在である｡ ど

ころが､小湊の場合は青年会や向上会が別 々に組織 されておらず､町内会に吸収 された形

となっているため､集落の行事や今後の計画などを段階的に実践 して行 くには､色んな面

で難 しい点が多いと思われる｡ このことは､小湊に散在する地域資源の性格 と関連づけた

時に､一層浮かび上がる問題でもある｡ 換言すれば､地域資源を活 した小湊の活性化に
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は､青壮年層の積極的な協力がなければ成功は難 しい｡そのための集落の様 々な行事や事

業 を担当する組織は､その内容 と性格によって分担する形式を取 らなければならないので

ある｡ したがって､場合によっては今の組織のほかにも､別の組織が必要 となる可能性が

出てくる｡例えば､専門学校で必要 とする実験 ･実習用の薬草や農産物の契約栽培が成立

した時には､生産農家を中心 とした別の組織が必要 となる｡ このようなことからすれば､

今後小湊の活性化 と関連 し新 しい行事や事業を興す場合には､それに有効に対応できるよ

うな組織の結成はもとより､住民達の役割 もうまく分担する形でなければならない｡

第4に､専門学校の有効な活用については､言 うまでもなく.人材育成 とともに大学生の

若い活力 を借 りることにある｡小湊住民 とのインタービューにおいても実感できることで

もあったが､専門学校が小湊に立地することによって､住民達はそれまで感 じられない活

気があふれるようになったと､口を揃って言っている｡現在､専門学校学生数は､約260名

に及ぶが､ このうち85%は奄美大島出身である｡ したがって､小湊住民連 ともより一層親

しくなりうる背景は持っているといえる｡

専門学校学生の 近況 を学校側や 小湊住民から聞いてみると､圧倒的に 肯定的反応が 多

かった｡実例 をあげると､専門学校学生は､毎年小湊小学校の運動会や5月の主要行事であ

る船漕 ぎ大会においては､ 自発的に一つの チーム(専門学校チーム)を結成 して参加するほ

ど積極的であるという｡ また敬老の 日には､小湊の老人達を学校に招待 し､祝賀行事とと

もに沫浴やマ ッサージなどのサービスも提供 している｡その他にも､小湊のスポ-ツ同友

会(特に､ ソフ トポ-ルチーム)には､ 自ら練習試合を応 じて くるほど､青壮年層 とも友好

的な関係を保っている｡こうしたことからも分かるように､今後小湊の様 々な事業や行事

を展開 していく上では､専門学校学生の協力は絶対的であ り､現に小湊居住の青壮年層が

少ない状況下では､尚更地域社会の人的資源として十分な役割が期待できる｡

第5に､前で小湊の歴史的遺跡や対象を地域資源 として活用する方法について述べたが､

そのためには､具体的に体験型学習 ･観光ルー トを設定することや､集落内の遺跡地の分

布図や案内文(案内パンフレット)の製作､また簡単な標識(木製 または石)を立てる作業 も並

行 しなければならない. 学習 ･観光ルー トは､第2図でみるように､ 奄美博物館(名瀬市教

育委員会)が1:5,α)0地形図をもとにして編集 した分布図が有効であると考えられる｡この地

図を うまく使い､遺跡地 または学習 ･観光対象 までの 距離や 巡回方向などを考慮に入れ

て､2つか3つのルー トを設定すればよいと思われる｡案内パンフレットには､例えば遺跡

地の見学順序や方法､遺跡地から遺跡地 までの移動距離や時間､ また遺跡地別簡単な内容

の紹介ないし遺跡に関連する伝説など､詳 しい情報 を盛 り込むことが大切である｡普通､

有名な観光地における案内パンフレットは､単なる紙一枚に過 ぎないかも知れないが､農

漁村地域においては該当集落の重要な戦略が組み込まれた情報紙の役割 を果たしたりす

る｡

遺跡地や学習 ･観光対象の分布図を作成する際には､その時点で小湊を理解させるうえ
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で必要な対象や場所 も取 りあげて､活用すればよいと思われる｡それには､例えば砂浜､

砂浜の中の海ガメ産卵場所､旧三方村立第2中学校跡地(1948年4月～1962年12月､名瀬市立

大川小中学校 1985:2-3)､小湊小学校､高蔵､奄美小湊郵便局､大島紬織 り(機織 り)の家

などが上げられる｡

5_括がに代 えて

ここまでは､小湊集落の活性化 と関連 して､地域資源の実態 を検討するとともに､それ

らを積極的に活用する方法について考察 してきた｡本章では､現地調査の際に聴取 した内

容をもとに､研究者が現地で直接感 じ取ったことなどを加えて､今後小湊が活性化を図っ

て行 くうえで壁となりうる幾つかの課題を指摘する｡ また､その課題を解決するための可

能性を提言することで結びに代えたい｡

先ず最初に､多 くの青壮年層が小湊を離れることによってもたらされる活力の欠如現象

を指摘 したい｡すなわち､小湊出身の多 くの青壮年は集落 を離れて､名瀬市の中心街で生

活基盤を求めているため､普通集落の中へ入ると､極めて静かな雰囲気に包 まれる｡この

点は､毎年集落内の老年層人口が増加 しているという現実 とも相 まって､一層深刻に受け

止めなければならない課題である｡特に､結婚適齢期 を迎えた青壮年男性が､結婚 ととも

に小湊 を離れてい く割合が高 くなるという背景 を考えるときに､小湊の立場では相当のマ

イナス要因になっていると言わざるを得ない｡ このような背景には､結婚後市内の中心街

で暮 したいという女性の発言権に圧倒 された余 り､居住地が決 まってしまうケースが多

か った ｡

最近の状況を考えるときに､小湊の立場では青壮年層による活気あふれる活動 をなくし

ては､新たな変化を望むことはできない｡勿論､ この問題を解決するための方法について

は､前で議論 したように､集落内の専門学校学生の協力を誘導する方法 と､名瀬市内に居

住する小湊出身の青壮年層集団(例えば､ 2つのスポーツ同友会)を適時に活用する方法 と

がある｡ しか し､後者の方法を選択する場合には､慎重な決定が要求 される｡市内中心街

と小湊集落までは､車で約30分の距離なので､必要な時にはいつでも協力 してもらうこと

はできる｡ ところが､集落の主要行事や事業を展開してい く過程では､すでに個別的役割

や任務が決 まった状況の下で､果たして30分の距離感を完壁に克服 し､調和のとれた場面

を演出できるかが未知数なのである｡ このような立場からすると､いつ も集落内に居住す

る専門学校学生の協力を得た方がかえって有利 となる5)｡

二番 目は､小湊における主要行事の内容構成に関することである｡つまり､これまで行

なわれてきた主要行事の内容をもう少 し目新 しく多彩 な形に仕上げる必要があるというこ

5)専門学校学生の中では､小串集落内の寮で下宿する者も多いので都合がよいと思われる｡
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とである｡この点は､さほど難 しい問題ではないと思われる｡既存の行事の中身を､多少

とも変化させることで十分可能であると思 うし､また集落の活性化を目指 して､一度は新

しく試 してみるの もよいと思われる｡一例 を上げてみよう｡小湊集落の伝統行事 として､

毎年5月に行なわれる港祭 りの船(イタツケ)漕ぎ大会は､ とても人気を集めてお り､最近

2-3年の 間には参加チームも増加 しているという｡ しかし､現に大会進行過程や 競技方

法､ または賞金(商品)の授与方法などにおいては､改善の余地が多いと思われる｡合わせ

て､主催側である小湊では､今 まで単に周期的な行事の一つとして行なおうとする消極的

な対応ではなかったかと反省 してみる必要がある｡ この船漕ぎ大会については､取 り敢え

ず競技時間を現在のような午後時間帯(最近は午後13:α)～16:00の間に行なわれている)に限

らず､半 日(例えば午前10:(泊～17:00時の間)行事 として時間帯 を大幅に拡大 し､大会の雰囲

気 を変えてみることがよいと思われる｡そして､競技方法については男性部 と女性部の他

に職場別､集落別 もしくは敗者復活戦などを導入することができる｡ また､この他に現在

の参加資格は無料 となっているが､参加チームが多 くなると大会進行が難 しくなることも

予想される｡ したがって､一応低額の参加費を受取 り､その分賞金額 または商品数 を増や

すことが考えられる｡賞金(商品)の授与方法についても､参加チームが多かれ少なかれ､

現在のような一等3万円､2等2万円､3等1万円という形式6)から多彩な方式に替えることが

できると思われる｡

三番 目には､ 普段小湊住民達の 抱いている意識問題が 浮かび上がる｡ 小湊の 住民達に

は､豊かな自然 とともに歴史や文化の香 りが漂 う自分達の故郷 に対 し､強い誇 りを持ち生

活することが望 まれる(鄭光中 ･大城 肇 1999:3)｡ある意味では､住民達の強い誇 りをもと

にして､新 しい集落を作 り直そうとする実践的行動が表に現れてほしい｡要するに､何よ

りも重要なことは､住民達のやる気であり､そのやる気 というのは､皆の気持 を貫いた連

帯感 として現われなければならないということである｡ このような意識を持つようになれ

ば､外部からの多 くの人々を受け入れようとする意識 も一段 と高まってくると思われる｡

最後に､小湊住民 と行政側 との関係について述べておきたい｡小湊の立場では､行政側

(主に名瀬市や鹿児島県大島支庁)と友好的関係を保つ中で､地域活性化に必要な支援を受

けることが大事だと思われる｡最近の土地整備過程では､両者の間に些細な摩擦があった

と言われる｡調査時点では､海浜公園の整備事業や港の防波堤工事が進行中にあり､また

20(カ年からはウチタプタロ地区の田地を畑地に転換する事業が行なわれる予定にある｡ し

たがって､様 々な工事 を行なうことになると､住民連は工事関係者(または行政側の公務員

など)との接触の機会 も自然に多 くなる｡そうなると､場合によって是非 を正す行動 も出て

くる可能性があり､時 として小湊にとってはマイナス要因に働 くことも予想される｡地域

6)賞金の他にも､優勝旗やトロフィーが与えられる｡なお､競技方法はトーナメント方式で､1回に4チー

ム(一つのチームに2名)が出て､イタツケを漕いで一定区間を回ってくるようになっている｡ここで､1

位と2位のチームが2回戦に進むことになる｡
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活性化を前提 とした場合､小湊のような農村集落では､行政側の強力な支援 をバックにし

て推進せねばならないこともあるので､住民達は様々な状況を前 もって感知 しておくべ き

であろう｡
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