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考古学部門調査報告 

明治大学 石川 日出志 

はじめに 調査の方針について 

陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員会調査・保存部会の考古学部門について、調

査概略を報告する。考古学部門では、3～5 月にまず市内の主要遺跡の踏査を行い、単年度
事業のなかで重点を置くべき事項の判断を行った。

その結果、縄文時代から中世ないし近世初期に至る重要遺跡が市内各所に優れた状態で

保存されていることを確認した。そして、縄文時代は貝塚を伴う遺跡の集中が注目される

が、従来の発掘調査成果が比較的よく公表されており、貝塚を伴わない遺跡との関連を加

えれば、現状情報のみで当地域の特色の要点がつかめると判断した。弥生時代遺跡は従来

あまり重視されてこなかったが、小規模遺跡が主であるとしても、三陸地域のなかでは気

仙地域に集中する傾向があることに着目した。古代の遺跡については墨書土器が出土した

小泉遺跡がこれまでも注目されてきた。以上、縄文時代・弥生時代・古代の遺跡は、今後

の保存・活用計画を策定するには、従前の調査データの把握と分析で基本的に十分であり、

今年度内に新たに現地調査を重ねる緊急性はないと判断した。

これに対して、中世から近世初期に関しては、城館遺跡が多数良好な状態で保存されて

いるにもかかわらず、従来の調査内容は著しく不十分であることが判明した。中世史料は

著しく断片的で、近世文書も内容が十分把握されていないこともあって、中・近世の気仙

地域の躍動する歴史を知り、さらには近・現代の高田の街と気仙地域の村々が形成される

過程を描くのに重大な支障となっている。したがって、特に中世～近世初期の代表的な城

館跡の地表調査を実施することが喫緊の課題であると判断した。

以上の限られた範囲の調査ながら、それに基づくならば、今後、当地域の歴史遺産の活

用を検討するには、まず縄文時代の貝塚を主とする遺跡群、中世～近世初期の城館群にも

っとも重点を置くべきである。しかし、その前後の時代の各種遺跡も、当地域の景観や資

源のなかで生活してきた人々の躍動する歴史の積み重ねを描くには必須であり、注目すべ

きことは言うまでもない。

本報告は、今年度の考古学的調査にもとづいて、陸前高田市域および気仙地域の特色の

要点を述べる。

Ⅰ．縄文時代の貝塚とムラ 

陸前高田市域には、沿岸部と内陸の河川流域に多数の縄文時代遺跡が認められる。それ

らは、陸前高田地域の海と台地・山地で産出する各種の動・植物資源を巧みに利用した人々

の生活痕跡であり、一つの遺跡（ムラ）が単独で存在するのではなく、相互に結び付いて

初めて地域社会が成り立っている。しかし、全国的に、あるいは全県的に見た場合の当地
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域の縄文時代遺跡群をもっとも特徴づけるのは、貝塚遺跡の集中である（図１）。貝塚は、

縄文時代の人びとが食した貝類の貝殻が集積したもので、貝殻のカルシウム分のおかげで

当時の人びとが捕獲して食した魚類や動物の骨や、それを捕獲する鹿角製などの道具類、

さらには埋葬人骨、つまり縄文時代の人々自身を、現代まで見事に保存してくれる。市内

では、こうした縄文時代の貝塚が 18遺跡も知られており、さらに南北に広がる宮古市域か
ら宮城県松島湾までの海岸部は、関東地方に次ぐ縄文時代貝塚の密集地帯として、全国的

に著名である。ではなぜ縄文時代に貝塚がこのように多数形成されたのであろうか。

１．なぜ縄文時代に貝塚がつくられるのか

人類が日本列島に登場した今から約 3万 5000年ほど前から約 1万年あまり前までは、考
古学・歴史学の世界では後期旧石器時代と呼ばれる。俗に氷河時代とも言われるように、

今から 2万年前の最寒冷期には、年平均気温が現在よりも 7～8°低く、そのために海面は
現在よりも約 120ｍ低い位置にあった。しかしその最寒冷期をすぎると地球は温暖化に転じ、
今から約 1 万年頃になると、日本列島は鬱蒼とした森林が広がる環境となり、四季が明確
になった。そこでは各種のドングリやクリ・トチなどの樹木やヤマノイモ・ヤマユリなど

の食料資源となる植物が繁茂し、その森林にはイノシシやシカといった比較的大型の動物

が多数生息するようになった。それまで旧石器時代には、ナウマンゾウやオオツノジカな

どの大型動物を追って移動生活していた人々は、四季の森林が育む食用となる上記のよう

な動・植物を豊富に得ることができるようになり、生活条件の良い場所に長期にわたって

とどまる定住生活が可能となった。こうした日本列島の四季の恵みをたくみに利用して定

住生活を営む時代・文化を、縄文時代・文化という。一か所に定住することによって、半

径数キロメートルの生活領域内にある食料資源を多角的に求めるようになり、当然ながら

目前に広がる水産資源にも目が向けられるようになった。こうして、縄文時代になると、

海辺の地域では魚貝類を得るための漁撈活動が盛んになったのである。

三陸海岸は、海と山地形が複雑に入り組むリアス式海岸と、千島海流が流れる外洋が間

近に存在しており、多様な水産資源を獲得できる生態環境にある。山間内陸部から流れ下

る気仙川は、森林の栄養を広田湾域に供給するとともに、秋にはサケ・マス類が溯上し、

人々の食料源となった。陸前高田市一帯に貝塚遺跡が多いのは、四季の自然の恵みをたく

みに獲得して定住する生活に、これら豊かな水産資源が組み込まれ、それによって長期に

わたって安定的な生活が継続したことを証明するものである。

２．陸前高田市界隈の貝塚

気仙地域では、陸前高田市の中沢浜貝塚・獺沢貝塚・門前貝塚・二日市貝塚、大船渡市

の下船渡貝塚・細浦貝塚・大洞貝塚・蛸ノ浦貝塚・長谷堂貝塚などが明治・大正年間から

全国的によく知られている。特に、中沢浜・下船渡・蛸ノ浦の３貝塚は、東北地方を代表

する縄文時代の貝塚遺跡として、早くも昭和 9 年に国の史跡に指定されている。門前貝塚
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は、1954（昭和 29）年に発掘された際に出土した土器群が、東北地方の縄文時代後期初め
という時期を知る基準資料として「門前式土器」と命名されている（図２）。現在、陸前高

田市域には 18 の貝塚遺跡が知られており、このうち 12 遺跡は広田半島に集中し、とりわ
け広田湾側に面している（図１）。

 陸前高田市域の縄文時代貝塚は、前期に形成され始める（気仙町牧田貝塚）がまだ貝塚

も小規模であるのに対して、中期になると中沢浜貝塚・大陽台貝塚・堂の前貝塚・門前貝

塚・二日市貝塚などの貝塚を伴う大形集落遺跡が数ｋｍ間隔で分布するようになる。これ

ら中期の大型集落遺跡の多くは後期にも継続し、晩期になるとやや数を減じる。

貝塚遺跡の立地をみると、広田湾の東岸（広田半島西側）の広田町中沢浜貝塚・大陽台

貝塚・獺沢貝塚と、西岸の気仙町二日市貝塚、北側の米崎町堂の前貝塚は、海面との比高

差が 30ｍ内外の台地上にあり、広田湾を広く見渡して海況を知るのに格好の環境にある。
これに対して、小友町の門前貝塚、気仙町の牧田貝塚は、広田湾から枝分かれした湾奥部

に位置している。ただし、広田湾の海岸線から牧田貝塚は 700ｍ、門前貝塚は約 4km、東
の大野湾からでも約 1.5ｋｍと隔たっているものの、当時の海岸線は現在とは異なって湾奥
部まで進入しており、海岸線が遺跡の間近かにまで迫る状況であった。特に門前貝塚は、

広田湾の北東の小友浦から浅い海域が深く入り込んでおり、大野湾側からも海域が貝塚の

方向に延びる環境であったと考えられる。

こうした各貝塚遺跡の立地環境を反映するように、貝塚を構成する貝の種類は、イガイ・

ムラサキインコなどの岩礁性二枚貝やクボガイ・レイシガイ・スガイなどの岩礁性巻貝が

多い。湾奥部に位置する門前貝塚でも同様の傾向があり、砂泥域を好む貝種であるアサリ

やマガキが加わる点が内湾を抱える海況を反映しているとみられる。こうした貝種で構成

される貝塚の貝層中から魚骨が多数みつかっており、カツオやマグロ属などの外洋性回遊

魚やマダイ・カワハギなどの岩礁底に生息する魚種が多数検出される。ただし、中沢浜貝

塚ではかなり傾向が異なってマイワシが多く、ムラサキウニも目立つなど、遺跡によって

違いがあることも注意しておかなければならない。また出土数は多くないがオットセイな

どの海獣類も見られる。雲南遺跡は貝塚を伴わない遺跡であるが、発掘調査で魚骨や鯨骨

が集中し、魚の椎骨が並ぶ状況までも確認されている（図３）。

これらの貝塚遺跡は、多数の骨角器が出土することで全国的に著名であるが、そのうち

漁撈具には釣針とともに銛頭が多数みられる（図４・６）。つまり、釣漁と突き銛漁によっ

てこれらの魚類を捕獲したことが分かる。とりわけ、陸前高田・大船渡両市域だけでなく

三陸海岸一帯の縄文時代後～晩期では、回転式離頭銛という大型魚や海獣類を捕獲する優

れた漁具が発達する（図６）。丸木舟に乗った射手が銛を獲物に打ち込むと、銛先が獲物の

体内に入り、銛先につないだ綱をたぐると銛先が獲物の体内で回転して体皮に引っかかる

仕掛けである。河川流域の遺跡でみられる漁網用の石錘（おもり）はこれら貝塚ではほと

んど出土しないから、網漁が一般的だったとは考えにくい。考古学界では、大型漁や海獣

類を対象とする集団的漁撈が行われたとみる意見がある。三陸海岸から松島湾にかけてを
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中心として東北地方の太平洋岸の貝塚遺跡では、鯨の肋骨を用いた刀剣形の製品（図５）

が分布しており、そうした集団漁を統括する儀礼行為のなかで用いられたのではないかと

みる意見もある。

３．貝塚を伴わない縄文時代集落

陸前高田市域および気仙地域の縄文時代貝塚は、いずれも竪穴住居で構成される集落で

あり、そこに居住した人々が採取した魚貝類の残りかすが集積して形成されたものである。

現代の感覚ではごみ集積と考えてしまいがちだが、貝塚のなかに竪穴住居をつくり、死者

の埋葬も行うことをもっと考慮する必要がある。アニミズムのように、動植物など自然界

のものに霊的な意味を見出す宗教観の存在を想定する意見があるが、少なくとも現代感覚

で数千年前の縄文時代の社会を解釈してしまうのは適切ではなかろう。貝塚では、通常の

遺跡では残らない魚貝類が多数残るので当時の食料事情やどの季節に漁撈活動をしている

かを知りえるし、また骨角製の釣針や銛などの漁撈具や各種生産用具がよく保存され、さ

らに埋葬人骨までも保存されるなど、歴史学・考古学的にはむしろ「宝の山」とみられて

いる。

前項で挙げた貝塚遺跡群からは、シカとイノシシ骨もかなり出土している。特に、小友

浦が門前貝塚近くまで深く湾入してほとんど島状を呈していた広田半島の貝塚遺跡でも、

陸生動物骨ではシカとイノシシが目立つ。鹿角は各種の漁撈具などを製作する必要から入

手するとしても、それだけでなく、イノシシとともに各部位の骨格が確認でき、内陸域各

地の集落から食料としても入手されたと考えられる。遺物としては残らない各種の植物性

の物資も同様に内陸部からもたらされたであろう。こうして沿岸部の貝塚遺跡と内陸部の

遺跡とは、水産資源と森林資源を交換しながら共生関係にあった。

貝塚遺跡はいずれも小規模な発掘調査しか行われていないので、集落の姿を明確に復元

することは難しいが、大規模な集落遺跡であることは明らかであり、特に中沢浜貝塚は、

前期から晩期まで存続する貝塚を伴う集落であり、一部断絶があるとしても基本的には数

千年にも及ぶ長い期間にわたって集落が存続したと考えられる。そして、東日本各地の実

例では、貝塚を伴う遺跡と伴わない遺跡とで集落形態が異なるということはないので、貝

塚を伴わない集落遺跡の実例が、貝塚と伴う集落の姿を復元する上では重要である。

陸前高田市内で縄文時代集落のほぼ全容を把握できた例は乏しいが、矢作町の古館跡遺

跡では、矢作川北岸にある約 100×50ｍの広さの台地上に、中期末の竪穴住居が 6 棟以上
と、貯蔵穴を含む土坑（穴）13 基が検出されている。発掘調査範囲の周囲にも一部の施設
が広がると考えられるが、中央広場の周囲に住居と貯蔵穴を配置する環状集落という、縄

文時代の中期に典型的な集落形態をとっていることが分かる。したがって、前掲の広田湾

周辺各所にある縄文時代中期から後期初めの貝塚を伴う大型集落遺跡の姿も同様である可

能性が高い。ただし、後・晩期は環状を呈する集落の実例は著しく少ないので、将来の発

掘調査によって正確を期す必要がある。
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縄文時代遺跡についてはさらに堂の前貝塚と小友町の雲南遺跡についても触れておく。

堂の前貝塚は、地表観察でも、また一部の発掘調査でも貝塚形成は広範囲には及ばないと

思われる。しかし、遺跡が立地する台地地形の広さと遺跡範囲の広がり、および出土遺物

の多さからみると、中期後半から後期初めにかけて当地域では屈指の大集落である可能性

が高い。広田湾の北東端に位置し、北側には広大な森林域が広がっており、水産資源と森

林資源の双方を獲得し得る好条件を備えるだけでなく、広田半島の遺跡群と内陸部の遺跡

群との中継的役割も想定し得る点からも注目される重要遺跡である。

また、雲南遺跡は、縄文時代に小友浦が深く湾入して島状を呈する広田半島の北端近く

の緩傾斜地に立地する前期前葉から中期初めまでの大規模な集落遺跡である。縄文前期の

遺跡としては三陸地方で屈指の数量の遺物を出土したが、住居と思われる竪穴遺構 5 基と
焼土遺構 99基が検出されて注目された。また、貝塚を伴わない遺跡ながら、谷状地形の地
点でマグロの椎骨が最少個体数 93個体・マイワシ 34個体・カワハギ科 17個体など多量の
魚骨が確認され、マイルカ科も 2 個体みられた。想定される小友浦の海域から数百ｍの距
離にあるが、貝塚を伴わないために 2002～04（平成 14～16）年度の発掘調査以前には本
格的な漁撈活動を想定しなかった遺跡である。広田湾の西側に形成された牧田貝塚と東西

の対をなすように広田半島側にも縄文時代前期に本格的な漁撈活動を展開する集落が実在

したことをみごとに証明し、なおかつ貝塚を伴わない遺跡もその生業は遺跡の立地環境に

注目することが必要であることを教えてくれる。

４．縄文時代遺跡の保存と活用

 以上のような特色をもつ陸前高田市域の縄文時代遺跡群であるが、今後の保存と活用を

考える際に、いくつかの課題があることにも触れよう。

 第一に、貝塚の有無にかかわらず、各遺跡の立地環境と、遺物の広がりの現状を把握す

ることを課題とする必要がある。当地域では、骨角器や埋葬人骨が出土することから、古

くから貝塚を伴う遺跡に注意の眼が集まる傾向が顕著であった。しかし、貝塚形成は一部

であるが集落は大規模であると思われる堂の前遺跡や、貝塚形成は認められないがマグロ

椎骨が多量出土する遺跡が存在すること、また沿岸部の貝塚遺跡も当時は内陸部の遺跡（集

落）群との物資などの交換をして初めて存立しえることから、まず貝塚形成の有無にかか

わらず、縄文時代遺跡の所在と遺跡の範囲を明確にする必要がある。もちろん、遺跡は発

掘して初めて実際の内容が把握できるのではあるが、地表にどの時代の遺物がどの範囲に

広がるか、それが地形とどのような関係にあるか、を集約するだけでかなりの情報を得る

ことができる。発掘調査によって得られた情報も、実はいまだ発掘されていない多数の遺

跡の概略情報と関連付けることで、その意義は飛躍的に高まるのである。

 その意味では、この第一の課題は貝塚以外の遺跡への注目、と言ってもよいであろう。

 第二は、貝塚を伴う遺跡の発掘調査成果の集約である。これまでの貝塚遺跡の発掘調査

では、貝塚であるために調査範囲が限定され、集落遺跡として復元的に理解するのに困難
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を伴うことが少なくなかった。実際、これまで刊行された貝塚遺跡の発掘調査報告書でも、

発掘地点の層位や出土遺物・動物遺存体の記述はかなり詳細にわたるものの、遺跡全体を

どのように復元的に理解し、何が分かり、なにが不明なのかの整理に不足を感じる場合が

少なくない。遺跡を文化資源として保存・活用するためには、その遺跡の特色を誰もが理

解できるようにすることが必須条件である。

 第三に、上記の二つの課題をこれまでのように専門家が重点的に行うことは必須である

としても、専門家だけでは達成し得ないのであり、その土地の所有者や地元の方々の力が

必須である。第一の課題とした遺跡の地表調査は、畑地であれば春先や耕作の前後など一

年間で地表の状態が刻々と変わるために、繰り返し観察して、その情報を積み重ねないと

遺跡の広がりや疎密はつかめるものではない。遺跡情報を積み重ねる仕組みをつくり、一

つ一つの遺跡から当地域の遺跡群の構成を復元し、発掘成果をそこに組み入れながら縄文

時代の陸前高田市域と気仙地域、さらには三陸海岸部の地域的特色を描きだすことを可能

とする仕組みつくりが求められる。

 第四に、しかし上記の三つの課題は、すべてが並列的に行われるのでは、その意味・意

義が市民の方々に理解していただくことが容易ではない。その際に、こうした取り組みの

意味を知る場合の中核となる遺跡が必要であり、それは国史跡中沢浜貝塚がもっとも適切

である。幸い、これまでの陸前高田市教育委員会の努力により、中沢浜貝塚の史跡指定範

囲の地権者の方々のご理解が得られ、長年宅地として利用されてきた土地が原状に復しつ

つある。国史跡・中沢浜貝塚は、当地域のもっとも重要な生活資源である、広田湾の水産

資源を生活の基盤とする活動が始まった縄文時代の人びとの姿を知る格好の材料である。

眼下にまさしく広田湾が広がる絶景の地にある。国史跡の基本理念に即しつつ、広田湾の

幸を味わう場を提供しながら、この海の幸とともに生活する人々の歴史は 6000年以上にも
及ぶことを、誰もが体感的に知る場として観光資源化することも可能であろう。

Ⅱ．中世～近世初期の城館群 

１．陸前高田市域の中世城館群

 気仙地域の中世史は、文献史料が著しく乏しいために、不明な点が多い。しかし、本報

告書の七海雅人氏報告にあるように、今回の調査によって、陸前高田市には、（１）12世紀
における在来の領主である金氏の活動と考えられる痕跡、（２）鎌倉時代に始まる仏教文化

としての板碑の造立、（３）室町・戦国時代のものと考えられる多くの城館の分布という魅

力的な文化財が所在することを再確認することができた。それらの歴史学的な意義につい

ては、七海氏報告に詳しいので重複を避け、本項では考古学部門調査として、特に重要な

中世城館について縄張図の作成を行ったので、ここにその要点を報告する。

 当地域の中世城館に関する組織的な把握は、昭和 57～60年度に行われた岩手県中世城館
跡調査事業の成果（岩手県教委 1986）が今日の理解の基礎となっている。陸前高田市域に
おいても悉皆調査が行われ、55か所にも上る城館跡が確認された（図７）。その分布をみる
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と、①広田湾や大野湾・門之浜湾に直面する城館群、②広田湾奥部に位置する高田城跡・

二日市城跡・米ケ崎城跡という特に大型の城館とその周囲の城館群、③気仙川およびその

支流である矢作川流域に沿って線状に分布する城館群、の 3 群が認められる。②に大型城
館が集中するのとは対照的に、①は点状、③は線状を呈している。③は陸路に沿い、①は

海路の両側に配置されたとみることができる。特に③の中でも気仙川流域では、内館跡・

古館跡・壺館跡・本宿跡・三日市館跡など複数の曲輪で構成されたり、腰曲輪の発達した

比較的規模の大きな城館が近接して線状に分布することも注目される。

 こうした分布状態および規模のいずれから見ても、②の高田城・二日市城・米ケ崎城の 3
城が中核的な位置を占めることは一目瞭然である。したがって、中世から近世初期の当地

域の姿を描くには、まずこの 3 城跡の特徴を正確に把握することがもっとも重要である。
ところが、これまでこれら城館の正確な地表調査は行われていなかった。そこで、本調査

部会では、これら三つの城跡の正確な縄張図の作成を行った。縄張図とは、発掘など地下

の掘削などを行うことなく、もっぱら地表観察によって、当時丘陵を造成して各種の建物

や施設を設けるために平坦面を造成したり、堀や土塁・台などを設けて曲輪や櫓を構築し

た状況を観察して城館の構造を把握し、その観察結果や判断を地形図中に正確に記入した

ものである。主に等高線によって地形の起伏を表現し、補足的に崖や崩れなど明確な地表

痕跡を記す地形測量図よりも明確に城館跡がもつ構造上の特徴を的確に知ることができる

図面である。城館跡を検討・理解する上でもっとも基礎となる資料である。しかし、地表

調査は草木が繁茂する状態で観察せざるを得ない場合もあることや、中世の遺構と後世の

改変との峻別が難しい場合もあり、あくまで地表観察であることにも留意が必要である。

草木を伐採するなど好条件での観察で補正したり、さらに発掘調査を経て初めて遺構の特

徴を明確に把握することができる。こうした留保条件はあるものの、縄張図の重要性は変

わらない。こうした縄張図の作成には、十分な経験に裏打ちされた地表観察と、作図の適

格性の双方を兼ね備えた専門的技量が必要であることから、室野秀文氏に縄張図の作成を

お願いした。縄張図には、作図の基本とした図面名、作図者名、作図月日を明記した。こ

れは、基本とした図の精度や性格、作図者の技術、作図時の現地の状況を知るために必須

の情報である。

２．縄張図による高田城跡・二日市城跡・米ケ崎城跡の主な特徴

〔高田城跡〕（図８） 高田城跡は、高田市街地の北側丘陵上に構築されており、南北約 500
ｍ、東西 350ｍ余りに及ぶ当地域で最大の規模を誇る。尾根筋を分断する空堀や堀切によっ
て独立する四～五つの曲輪で構成される。現在本丸公園となっている一帯の曲輪Ⅰとその

北側の八幡神社一帯の曲輪Ⅱが中枢部であり、ⅠとⅡは深い堀切で分断され、その西側は

土塁を伴う空堀となる。曲輪Ⅰの頂部平坦面の北・東・西の三方に土塁がめぐっており、

本丸とみられる。本丸の北西側や曲輪Ⅰの西端など縁辺各所に屏風折と呼ばれる構造や、

台形に外方にせり出す横矢掛構造がつくり出されている。曲輪Ⅰの南西端の馬場不動尊の
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南側には外枡形とみるべき方形区画があり、その東端をなす土塁は岩盤の花崗岩を削り出

して構築されている。曲輪Ⅱは戦国期に千葉安房守廣綱の居館が存在した場所と伝えられ

る。東・西・南の三方に土塁があり、北西部には櫓台が築かれている。曲輪ⅡとⅢを分け

る堀切は中央で見事な屈曲を備える。曲輪ⅠとⅡおよびⅣが直線的な部位が多いのに対し

て、頂部を含めて曲線的な構造となっている。南西に延びる尾根の先端近くに愛宕神社が

あるが、頂部との間に 4・5段の平坦面をつくり出している。曲輪ⅣはⅠ～Ⅲからやや独立
した北西-東南方向に延びる尾根を利用した曲輪で、四方に多段の平坦面をつくり出して

いる。西・北西側の尾根上に土塁が延びるだけでなく、東南に延びる尾根の稜線上にも土

塁が明瞭に残る。一部墓地で失われているものの、南端まで延びていたようであり、洞の

沢地区の東側を防御する性格をもつと思われる。洞の沢の住宅地一帯も平坦面が明瞭であ

り、城館の構築もしくは改修時に造成された可能性が考えられる。曲輪Ⅳの北側のⅤも城

館遺構の可能性があるが、草木の繁茂によって判断が難しい。丘陵上の城館跡の特徴が明

瞭になったことにより、南側の市街地を東西に走る道が、外枡形南側とその東方 250ｍの地
点で鍵形に屈折する点が、城下町特有の構造として注目されることになる。室野氏は、曲

輪Ⅲを中世城館構築当初の形態を留めるのに対して、曲輪Ⅰ・Ⅱ・Ⅳは織豊系城館の特徴

と戦国時代末期から近世初頭の城館の特徴を備えるとみる。とりわけⅠとⅡの曲輪には、

①天守相当の櫓台と天守曲輪の存在、②本丸南側の虎口とその導線、Ⅰの南西側麓の大手

外枡形の存在、③Ⅰの随所にみられる横矢掛けや屏風折の形成、④さらにこれら全体のプ

ランニング、の４点に織豊系城郭の要素が濃厚だとし、天正 18年～19年（1590～1591）
の豊臣政権による奥州仕置に伴い、石田三成の仕置軍による大規模改修を受けた可能性が

高い、と判断されている。 

〔二日城跡〕（図９） 二日市城跡は、長部漁港の北側に西方から大きく伸びる台地・丘陵

上に構築されている。東端の本丸地区は南北約 250ｍ、館地区で約 100ｍをはかるが、西端
が明確でないために、東西規模は 500ｍかそれ以上と考えられる。東端の曲輪Ⅰの頂部に本
丸を設け、その北・西側に岩盤を削って構築したと思われる土塁が見られる。本丸北西端

の虎口付近には石塁が設けられている点も注目される。本丸の西側に大きな段差を設けて

二ノ丸とし、西隣りの曲輪との間に幅約 20ｍ近い大きな堀切を設ける。かつて曲輪Ⅰの東
南端に恵比寿鼻の岬があり、出曲輪があったが、港湾改修によって消滅した。曲輪Ⅱの中

央には南北方向に土塁を築いて東西に二分しており、その東側には塚と思われる高まりが

ある。館地区の西側に現在深く掘削した道路が走るが、中央屈折しており、館地区の西側

を「く」字形に区画する堀切を利用して、道路が建設された可能性がある。中枢部の曲輪

Ⅰに、高田城跡で見られた外枡形はなく、横矢掛・屏風折の特徴は不明瞭であり、城下町

が付随しないなど、高田城跡とは明確な構造上の違いがあることが注目される。

〔米ケ崎城跡〕（図 10） 米ケ崎城跡は、広田湾奥に来たから突き出た米ケ崎とその北東側

に続く丘陵状の台地に構築された大規模な城館跡である。米ケ崎先端部にある天守台を伴

う曲輪Ⅰから、堀切や段差を用いて区画された九つの曲輪から構成される。九つの曲輪が
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列状に並んで総延長 800ｍ以上にも及ぶ規模となっている。いずれも周囲に高低差 20ｍ内
外の断崖で防御されているが、各曲輪の構造自体は総じて簡素であり、土塁が現存するの

はⅠとⅡに限られ、横矢掛や屏風折、外枡形は見られず、高田城跡との著しい構造上の違

いがある。

３．中世城館群の保存と活用

 陸前高田市域にある 55か所もの中世城館は、中世の文献史料の乏しい気仙地域において、
きわめて重要な歴史資料である。今回の調査で、大規模な高田城跡・二日市城跡・米ケ崎

城跡の 3 城館跡のみ縄張図を作成したが、これにより当地域の中核をなす 3 城館跡の構造
上の特色と違いを明確にすることができた。3城館跡にはそれぞれ歴史的伝承があるが、そ
の史実性については今後の議論の蓄積を待たなければならない。今回の縄張図の作成によ

って、高田城跡の構造の特異性、特に織豊系城館という、それまで当地域では見られなか

った畿内系統の城館構造の特色が指摘された。天正 18・19（1590・91）年の豊臣政権によ
る奥羽仕置によって、石田三成が城館の破却と修築を進められたが、当地域では「気仙城」

が普請（土木改修）されて伊達家家臣に引き渡された。その「気仙城」が、従来は二日市

城跡とされてきた（岩手県 1961）が、室野氏は今回の調査成果に基づいて高田城である可
能性を指摘する。その適否は議論を要するものの、正確な縄張図が作成されたことによっ

て、城館跡自体がもつ特徴に基づいて具体的な議論が可能になったことが重要である。3城
館だけでなく、55 か所の城館跡のほとんどがよく保存されており、それらを将来にわたっ
て継承した上で、それぞれの特徴を正確に把握することによって、中世から近世にかけて

の気仙地域の歴史世界を具体的に論じることができると期待される。

 最後に、これら中世城館群の保存と活用に向けた課題を述べる。第一に、55 か所の中世
城館のうち、正確な縄張図が作成されたのは上記 3 城館跡だけであるので、他の城館跡の
縄張図作成が何よりも必須である。もちろん、専門家による作図が望まれるが、しかし縄

張図作成は短期間の講習で一定程度の作図は可能である。こうした地域住民有志による縄

張図作成という取組みが可能となれば、地域の歴史を体感する大きな契機になると期待さ

れ、活用への大きな力となるに違いない。第二に、関連石造物の調査である。陸前高田市

内には中世から近世にかけての板碑や石造物・墓碑が多数存在しており、城館群との関連

づけを進めていく必要がある。例えば、高田城跡の場合、隣接する浄土寺の墓地には 17世
紀中頃から現代にいたる墓碑が多数残されている。それらは高田のまちの歴史を物語るま

さしく証人であり、高田城の城下町が確かに築かれたとすれば、江戸時代初期の元禄 10
（1697）年の絵図がもとになった吉田家文書「高田村絵図」には、高田城跡の地が「古館」
と表記され、浄土寺も描かれている。その南側には高田村の家並みが描かれており、高田

村と浄土寺は歴史を共にしていることが明らかである。高田城の築造や改修による城下町

の設営が高田村の始まりであり、浄土寺の墓碑の調査によってその経過を跡付けることが

可能となる。市内各所にある石造物や墓碑はこのように城館跡群と関連付けることが可能
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である。さらに、市内各所にみられる塚跡や、山間部における金の採掘史など、歴史探求

の糸口はいくつもある。それらの総合を目指すことが当地域の中世から近世への道筋を描

き出すには必要であり、気仙地域の歴史の蓄積と連続性を具体化し、それらを後世に伝え

るとともに活用法を策定していくことが求められる。
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岩手県 1961『岩手県史』第 3巻
岩手県教育委員会（編・発行）1986『岩手県中世城館跡分布調査報告書』
岩手県教育委員会（編・発行）1998『岩手の貝塚』
遠藤勝博・佐藤正彦・熊谷賢ほか 2006『雲南遺跡』陸前高田市文化財調査報告書第 26集，

陸前高田市教育委員会

及川洵ほか 1974『門前貝塚発掘調査概要』陸前高田市教育委員会
及川洵・遠藤勝博・牛沢百合子 1979『大陽台貝塚』陸前高田市教育委員会
原口強・岩松暉 2011『東日本大震災津波詳細地図』上巻，古今書院
吉田義昭 1960『門前貝塚』郷土資料館報告，盛岡市公民館
陸前高田市史編纂委員会（編）1994『陸前高田市史』第 2巻地質・考古編，陸前高田市
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図１ 広田湾周辺の主な縄文時代遺跡（原口・岩松 2011 に加筆） 
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図２ 門前式土器（及川ほか 1974） 

図３ 雲南遺跡の魚骨出土状況 
（遠藤・佐藤・熊谷ほか 2006） 

図４ 大陽台貝塚の骨角器 
（及川洵ほか 1979） 

図５ 門前貝塚の鯨骨刀（吉田 1960） 

図６ 獺沢貝塚の鹿角製漁具（及川・金子 1977、 

陸前高田市史編纂委 1994） 
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図７ 陸前高田市域一体における中世城館 

（国土地理院１/50,000 地形図「盛」「気仙沼」に加筆） 
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図８ 高田城跡縄張図（室野秀文氏作成） 
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図９ 二日市城跡縄張図（室野秀文氏作成） 
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図 10 米ヶ崎城跡縄張図（室野秀文氏作成） 
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表１ 陸前高田市内の縄文時代貝塚 
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気仙郡の中核拠点と「武日長者」伝承 

国立歴史民俗博物館  平 川  南

１．北方交易と気仙地方 

 陸前高田の地には、よく知られた「武日長者」伝承が遺されている。この伝承が何故に

この地に伝えられているのかを解明することは、気仙地方の歴史文化の特質を明らかにす

ることになるであろう。

 そこで、まず最初に拙著『東北「海道」の古代史』（２０１２年、岩波書店）において解

明したテーマ「北方交易と気仙地方」「気仙郡の中核拠点」について要約して述べておきた

い。

弘仁元年条には、渡嶋の狄二百余人が気仙郡に来着したという。

『日本後紀』弘仁元（８１０）年１０月甲午条

陸奥国言。渡嶋狄二百余人来二着部下気仙郡一。非二当国所 管。令二之帰去一。狄等云。

時是寒節。海路難レ越。願候二来春一。欲レ帰二本郷一者。許レ之。留住之間。宜レ給二衣粮一。

陸奥国言さく、渡嶋の狄二百余人、部下の気仙郡に来着す。当国の管する所にあらざ

れば、之を帰去せしむ。狄等云わく、時是れ寒節にして、海路越えがたし。願わくは

来春を候
ま

ちて、本郷に帰らむと欲す、てへり。之を許す。留住の間、宜しく衣粮を給

うべし。

 渡嶋については、斉明紀の阿倍比羅夫によるいわゆる「北征記事」に初めてみえる。こ

の渡嶋について、本州北部総称説と北海道説で長い論争が続いた。近年発表された小口雅

史氏「渡嶋再考」によると、次のように整理している（『国立歴史民俗博物館研究報告第 84

集』２０００年）。中世以前における「津軽」は、現在の津軽地方の南部のみを指す語であ

り、半島海岸部はむしろ道南地域と密接な関わりをもつ世界であった。またそうした津軽

海峡を挟む世界は、道央部あるいは道東・道北部とはやはり違った世界である。こうした

ことから、津軽の北に位置するという渡嶋は、この海峡を挟む世界に相当するのではない

かと想定している。

 弘仁元年条によると、渡嶋の狄は陸奥国の所管ではないので、来着した狄二百余人を帰

還させようとした。ただ狄らが、今は寒い季節で海路を越えがたいので、来春をまって、
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渡嶋の地に帰りたいと願い出て許されている。この渡嶋狄二百余人という大勢の人々は、

無目的に気仙郡に寄港したのではないであろう。しかも漂着ではなく来着とある。当初か

ら気仙郡を目指して、渡航を計画したと考えるべきであろう。おそらくは、気仙郡が長年

にわたり渡嶋の地との北方交易拠点であったことを前提とした移住計画だったと推察され

る。

 この弘仁元年条からの右の類推可能なものを除くと、気仙郡が北方交易の拠点となりう

る直接的な史料は、六国史などの歴史書に見い出すことはできない。しかし、七世紀以降

のいわゆる擦
さつ

文
もん

文化における北海道地域とくに太平洋沿岸に近い地域と東北地方との交易

で積極的に受容したものは、やはり、金・鉄などの鉱産物・製品および米・漆・布などで

あったと考えられる。その点で時代は下るが、『源平盛衰記』の記事は、気仙地方が産金の

地として注目されていたことをものがたっている。

育王山に金を送る事（『源平盛衰記』巻十一）

我朝の三宝に財宝を抛ち給うのみに非ず、異国の仏陀にも志をぞ運びける。奥州知行

の時、気仙郡より金千三百両の金を進らせたりけるを、妙典と云う唐人の筑紫に有り

けるを召して、百両の金を賜わって仰せけるは、「千二百両の金を大唐へ渡すべし。其

の内二百両をば育王山の衆徒に与え、千両をば帝に献って、当山に小堂を建立して供

米所を寄進せられ、重盛が菩提を弔うて給わるべしと申すべし」とて、檜木材一艘漕

ぎ渡すべき由を下知し給いければ、妙典承りて、材木・砂金取り具して、事故なく渡

唐して二百両を僧衆に施して、千両を帝に献じて事の仔細を奏しければ、御門
み か ど

、其の

深き志を随喜して、一塵の送物猶
なお

以
もっ

て黙止しがたし。況
いわ

んや千金の重宝をやとて、即

ち檜木の材木を以て宝形作りの御堂を立て、五百町の供米田を彼の育王山へぞ寄せら

れける。

 これによれば、平重盛が奥州を知行していて、その中に気仙郡も含まれていた。気仙郡

は、産金地ゆえに奥州藤原氏が荘園として寄進したものと思われる。この気仙郡から金千

三百両が重盛に届けられたので、重盛は唐人の妙典に託した。すなわち、百両を同人に与

え、二百両を浙江省の育王山の僧に施し、千両を皇帝に献じさせた。そして同山に重盛の

菩提を弔うため小堂を建立し、その供米田購入の資としようとしたのである。気仙地方は

早くから金および三陸沿岸で産出された鉄資源などを集積し、北方交易の拠点として活動

していた。それが渡嶋の人々の憧憬の対象ともなっていたかもしれない。
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２．気仙郡の中核拠点 

 小泉遺跡は、陸前高田市高田町字法量地区にある。陸前高田市付近の海岸線は、複雑な

鋸歯状のリアス式海岸で、市の東側の広田半島が南東方向に太平洋へ大きく突き出し、広

田湾を形作っている。遺跡は、北上高地の東南部にあたり、氷上山（７４７．４メートル）

より南にのびた二つの丘陵に挟まれた海抜１０メートルほどの低地帯にあり、近くを小泉

川が流れる。小泉遺跡の周辺には、奈良・平安時代の遺構・遺物のある遺跡は２４ヵ所あ

る。氷上山には理
り

訓
く

許
こ

段
た

神社・登
と

奈
な

孝
か

志
し

神社・衣
え

太
だ

手
て

神社の気仙郡内延喜式三社すべてが

鎮座し、麓の高田町西和野には、仮宮の氷上神社がある。このことから氷上山麓の奈良・

図１ 気仙地方と三陸沿岸地域 
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平安時代の遺跡は、気仙郡の中核的拠点に深く関わるものと考えられる。

 小泉遺跡の１９９９（平成１１）年度の市道改良工事に伴う発掘調査では、遺構は確認

されず、遺物含有層のみが検出された。遺物は土器・土製品・鉄製品である。土器編年で

いえば、小泉１期は八世紀後半、２期は九世紀第２四半期、３期は九世紀第３四半期を中

心とする時期に比定されている。

 また小泉遺跡は墨書土器が多量で、総数１１２点、刻書土器１０点、線刻土器２点であ

る。墨書の種類として「吉」（１０点）、「羽」（４点）、「主」（３点）、「具」「千」「廾」（各

２点）、「厨」「下」「中」「化」「集」「木」「一」「止」「生」「土」（各１点）がある。

図２ 「厨」「主・吉」（小泉遺跡出土墨書土器） 
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 これらの墨書土器のなかでも、「厨」が注目される。全国各地で出土する多量の墨書土器

のなかでも代表的なものが「厨」関係の墨書である。「厨」関係の墨書土器は「厨」一字の

ものに加えて、「国・郡・官・政など＋厨」や郡名などを伴うものも少なくなく、遺跡・遺

構の性格や地域比定等に活用されている。

 筆者は全国各地の「厨」関係墨書土器を検討した結果、次のように理解すべきであると

した。

 「厨」墨書土器は、従来いわれているように厨施設が管理・保管する意味で「厨」と記

銘したとはいえないのではないか。むしろ、基本的には国府・郡家等の官衙内外における

恒例行事や臨時行事あるいは接客等に対して、饗
きょう

饌
せん

のために「国府之饌」「郡家之饌」等の

意味において「国厨」「郡厨」と記銘したものとみなすことができるであろう。したがって、

「厨」墨書土器の出土地点は、必ずしも厨遺構そのものではなく、饗饌の場における廃棄

場所またはそれらの饗饌を弁備する厨施設であろうと想定しておく必要もある。

 この点を留意したうえで、小泉遺跡出土の墨書土器「厨」は、本遺跡が古代官衙関連の

施設・機能を示すものと判断することができる。

図３ 小泉遺跡の位置図 
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３．「武日長者」伝承

 ところで『陸前高田市史 第六巻 民俗編（下）』（１９９２年）に「武日長者」伝承が

詳細に収載されている。

 姉歯の松 

 高田町に鳴
なる

石
す

（成住）というところがある。ここに「武日長者」と呼ばれる長者の邸が

あったと伝えられている。付近の古老たちの話によればその昔、日本武尊
やまとたけるのみこと

東征のおり、副

将であった「大伴武日」が、蝦夷平定後ここにとどまり、近辺一帯を開拓して、奥州でも

有名な大長者になったという。この武日長者には二人の娘があり、姉を朝日姫、妹を夕日

姫といった。

 用明天皇のころ、朝廷では諸国から采
うぬ

女
め

（女官）を募ったことがある。「姿色艶
えん

麗
れい

の才女

を求む」ということで、各地で厳選された結果、奥州では、気仙の武日長者の娘、朝日姫

が選ばれた。朝日姫は、郷土の栄光と名誉をになって都へのぼることとなった。

 ところが、旅の疲れから重い病にかかり、今の宮城県栗原郡梨崎村の姉
あね

歯
は

の里で重態と

なり、この地で亡くなった。里の人びとは、哀惜の情絶ちがたく、これをねんごろに葬っ

てやった。

 そこでこんどは、妹の夕日姫が、姉のかわりとして都に召し出されることとなった。夕

日姫は、途中、姉の亡くなった姉歯の里に立ち寄り、その霊を弔うために、岩蔵寺という

供養の寺を建て、「墓じるし」として、松の木を植えた。

 この松を「姉歯の松」と呼んだ。現在なお、同地にはこの松が残っているそうだ。また、

古い松の幹の一片が、近くの梨崎八幡神社に納められており、文政五年（一八二二）の七

月十一日、仙台藩主領内巡見のときの「お墨付」も残っている。

なお、昭和２９年（１９５４）に行われた東北学院大学考古学教室の加藤孝教授の調査

によって、姉歯の松の近辺は、古墳群であることが確認された。

 『伊勢物語』に、

「栗原のあねはの松の人ならば 都のつとにいざといはましを」（注１）

という歌があるように、姉歯は、みちのくの歌枕
まくら

として古来から有名だ。（注２）

（注１）陸前高田市史に引くこの歌は「栗原やあねはの松の人ならば 都のつとにいぎと

いまわしを」とあり、『伊勢物語』の原文とは異なっているので、上記のように訂正

した。

（注２）陸前高田市気仙町にある姉歯橋は、もとは、今よりも上流の方にかけられていた
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が、明治３６年（１９０３）に、今の地点に移された。朝日姫、夕日姫が、それぞ

れ都へ赴く際、この橋をわたって行ったというところから、この名がつけられた―

というのが、気仙地方の言い伝えになっている。

武日長者と糠
ぬか

の森 

高田町大石の北部に鳴石という所がある。大きな岩に、川の流れがぶつかると、きれい

な音を発するので、鳴石と呼ぶようになったといわれているが、ここは昔、武日長者の屋

敷跡だと言われている。

 また、近辺には「糠の森」という３０メートルあまりの丘があった、これは、武日長者

の富豪ぶりを物語るもので、長者の家で使用した穀物の糠や、灰がたまってできた丘だと

伝えられている。そして、鳴石から１キロメートルばかり川に沿ってさかのぼると、「畳石」

と称する高さ３メートル、広さ１３平方メートルを下らない大きな石があるが、ここは、

武日長者の愛娘が遊び場にした所だという。

４．軍事氏族「大伴武日連」 

 ヤマトタケルノミコトの東征とそれに従ってきた有力豪族「大伴武日連」伝承が、何故、

古代の気仙地方の中核拠点である陸前高田の地に遺されたのか。

まず、「大伴武日」について、『日本書紀』景行紀に載せる日本武尊の東征伝承の記述を

みてみたい。

『日本書紀』巻第七 景行天皇四十年七月戊戌条

於是、日本武尊、雄誥之曰、熊襲 平、未レ經二幾年一、今更東夷叛之。何日逮二于大平一

矣。臣雖レ労之、頓平二其乱一。（中略）天皇則命三吉備武彦与二大伴武日連一、令レ従二日本

武尊一。

 是
ここ

に、日本武尊、雄誥
をたけび

して曰
まう

したまはく、「熊
くま

襲
そ すで

に平
たひら

ぎて、未
いま

だ 幾
いくばく

の年
とし

も經
へ

ずし

て、今
いま

更
また

東
ひむがし

の夷
ひな

叛
そむ

けり。何
いづれ

の日
ひ

にか大平
た ひ ら

ぐるに逮
いた

らむ。 臣
やつかれ

、労
いたは

しと雖
いふと

も、 頓
ひたぶる

に

其の乱
みだれ

を平
む

けむ」とまうしたまふ。（中略）天皇、則
すなは

ち吉
きち

備
びの

武
たけ

彦
ひこ

と大
おお

伴
ともの

武
たけ

日
ひの

連
むらじ

とに

命
みことおほ

せたまひて、日本武尊に從
したが

はしむ。

 景行天皇は日本武尊東征に際して、吉備武彦と大伴武日連を従わせている。
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『日本書紀』巻第七 景行天皇四十年是歳条

是歳、日本武尊、初至二駿河一。（中略）爰日本武尊、則従二上総一転、入二陸奥国一。時大

鏡懸二於王船一、従二海路一廻二於葦浦一。横渡二玉浦一、至二蝦夷境一。蝦夷賊首嶋津神・国

津神等、屯二於竹水門一而欲レ距。然遙視二王船一、豫怖二其威勢一、而心裏知二之不 可レ

勝、悉捨二弓矢一、望拜之曰、仰視二君容一、秀二於人倫一。若神之乎。欲レ知二姓名一。王対

之曰、吾是現人神之子也。於是、蝦夷等悉慄、則 レ裳披レ浪、自扶二王船一而著レ岸。仍

面縛服罪。故 二其罪一。因以、俘二其首帥一、而令二従身一也。蝦夷 平、自二日高見国一

還之、西南歴二常陸一、至二甲斐国一、居二于酒折宮一。時挙燭而進食。是夜、以レ歌之問二

侍者一曰、珥比麼利、菟玖波塢須擬 、異玖用伽禰菟流。諸侍者不二能答言一。時有二秉燭

者一。続二王歌之末一、而歌曰、伽餓奈倍 、用珥波虚々能用、比珥波苔塢伽塢。即美二秉

燭人之聡一而敦賞。則居二是宮一、以二靫部一賜二大伴連之遠祖武日一也。

是
こ

歳
とし

、日本武尊、初
はじ

めて駿河
す る が

に至
いた

る。（中略）爰
ここ

に日本武尊、則ち上
かみつ

総
ふさ

より転
うつ

りて、陸奥国
みちのくのくに

に入りたまふ。時に大
おほ

きなる鏡
かがみ

を王
み

船
ふね

に懸
か

けて、海路
うみつじ

より葦
あしの

浦
うら

に廻
めぐ

る。 横
よこしま

に玉
たまの

浦
うら

を

渡りて、蝦夷
え み し

の境
さかひ

に至る。蝦夷の賊 首
ひとごのかみ

、嶋津
し ま つ

神
かみ

・国津
く に つ

神
かみ

等
たち

、竹
たかの

水門
み な と

に屯
いは

みて距
ふせ

かむと

す。然
しか

るに遙
はるか

に王
み

船
ふね

を視
おせ

りて、 豫
あらかじ

め其の威勢
いきほひ

を怖
お

ぢて、心
こころ

の裏
うら

にえ勝
か

ちまつるまじき

ことを知りて、悉
ふつく

に弓矢
ゆ み や

を捨てて、望み拜
をが

みて曰
まう

さく、「仰
あふ

ぎて君
きみ

が容
みかほ

を 
み

れば、人
ひ

倫
と

に

秀
すぐ

れたまへり。若
けだ

し神
かみ

か。姓名
み な

を 知
うけたまは

らむ」とまうす。王
みこ

、対
こた

へて曰
のたま

はく、「吾
われ

は是
これ

、現
あら

人
ひと

神
かみ

の子
みこ

なり」とのたまふ。是
ここ

に、蝦夷
え み し

等
ども

、悉
ふつく

に 慄
かしこま

りて、則
すなは

ち裳
きもの

を 
かか

げ、浪
なみ

を披
わ

け

て、自
みづか

ら王
み

船
ふね

を扶
たす

けて岸
きし

に著
つ

く。仍
よ

りて 面
みづから

縛
ゆは

ひて服罪
し た が

ふ。故
かれ

、其
そ

の罪
つみ

を 
ゆる

したまふ。因
よ

りて、其の 首
ひとごの

帥
かみ

を俘
とりこ

にして、従
みともに

身
つか

へまつらしむ。蝦夷 
すで

に平
む

けて、日
ひ

高
たか

見
みの

国
くに

より還
かへ

り

て、西 南
ひつじさるのかた

、常陸
ひ た ち

を歴
へ

て、甲
か

斐
ひの

国
くに

に至
いた

りて、酒
さか

折
をりの

宮
みや

に居
ま

します。時
とき

に挙燭
ひ と も

して進食
み を し

す。

是
こ

の夜
よる

、歌
みうた

を以
も

て侍 者
さぶらひひと

に問
と

ひて曰
のたま

はく、

  新
にひ

治
ばり

 筑
つく

波
は

を過
す

ぎて 幾
いく

夜
よ

か寝
ね

つる

諸
もろもろ

の侍 者
さぶらひひと

、え答
こた

へ言
まう

さず。時に秉燭者
ひともせるもの

有り。王
みこ

の歌
みうた

の末
すゑ

に続
つづ

けて、歌
うたよみ

して曰さく、

  日
か

日
が

並
な

べて 夜
よ

には九
ここの

夜
よ

 日
ひ

には十日
と を か

を

即
すなは

ち秉燭人
ひ と も し

の聡
さとり

を美
ほ

めたまひて、敦
あつ

く 賞
たまひもの

す。則
すなは

ち是
こ

の宮
みや

に居
ま

しまして、 靫 部
ゆけひのとものを

を

以
も

て大
おほ

伴
ともの

連
むらじ

の遠祖
とほつおや

武
たけ

日
ひ

に賜
たま

ふ。

 日本武尊は陸奥国に入り、「蝦夷境」まで進出したと記す。しかし、この蝦夷の境が、ど

この地点を示すかは不明とせざるをえない。
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むしろここでは、「日本書紀」の酒折宮伝承に、「即
すなは

ち秉燭人
ひ と も し

の聡
さとり

を美
ほ

めたまひて、敦
あつ

く

賞
たまひもの

す。則
すなは

ち是
こ

の宮
みや

に居
ま

しまして、 靫 部
ゆけひのとものを

を以
も

て大
おほ

伴
ともの

連
むらじ

の遠祖
とほつおや

武
たけ

日
ひ

に賜
たま

ふ。」とある

記載に注目したい。

靫
ゆき

は矢を入れて携帯する容器のこと、その靫を背負う武人が靫負・靫部である。ここで

は、靫部を大伴連の遠祖である武日に賜ったとある。

図４ ヤマトタケル東征の道 

図５ 東海道と東山道を結ぶ“交ひ”と酒折宮 
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 この大伴連・靫部について、東北の入り口・白河関のある陸奥国白河郡および黒川郡と

の関連が史料上確認できる。

 『続日本紀』神護景雲三（７６９）年三月辛巳条の陸奥国の大規模な賜姓記事の白河・

黒川両郡に関する部分は次のとおりである。

白河郡人外正七位下靱大伴部継人。黒川郡人外従六位下靱大伴部弟虫等八人。靱大伴連。

 白河・黒川両郡の「靱大伴部」に「靱大伴連」を賜姓したものである。黒川郡は史料上

に「黒川郡以北十一郡」「黒川以北奥郡」などと表現され、陸奥国北部への起点となる枢要

な郡であった。さらに、

『続後紀』承和八（８４１）年三月癸酉条

（前略）黒川郡大領外従六位下勲八等靱伴連黒成。江刺郡擬大領外従八位下勲八等上毛

野胆沢公毛人等並借 授外従五位下一。皆由二国司哀挙一也。

とあり、黒川郡大領が「靱伴連」であることから推して、おそらく、先の神護景雲三年の

賜姓も郡領層にかかわるものであると思われる。

 次に「靱大伴連」について、若干触れておきたい。本来、靱負あるいは靱部は大伴連の

支配下にある有力な軍事組織であったことはすでに直木孝次郎氏の指摘するところである

（『日本古代兵制史の研究』１９６８年）。氏は靱大伴部について、次のように説明してい

る。

 地方から上番してくる靱負を中央で管掌したのが大伴連と丹比連の両氏であり、両

氏のうち、とくに靱負のことを専当する家すじが靱大伴・靱丹比を名のったと考えら

れる。このウジの名が（靱大伴は靱大伴部としてではあるが）奈良時代まで残ったこ

とは靱負をこの両氏が管掌する伝統がかなり強かったことを思わせる。

 この点を参考にすれば、白河郡・黒川郡に靱大伴部が存在し、しかも、郡領クラスの有

力氏族として両郡に定着している事実は看過すべきでない。また、両郡に靱大伴部が存在

したことは、両郡の歴史的位置づけにもかかわるのではないか。とくに、白河郡は陸奥国

の入口に所在する点から、大郡の規模をもち、軍事的に重要な役割を担っていた。また、

黒川郡が陸奥国北部の入口に位置し、８・９世紀段階ではむしろ律令国家の関心事は陸奥
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国北部地域にあり、その意味では黒川郡は白河郡に匹敵する位置づけをなされていたので

あろう。「靱大伴部」の存在も、黒川郡が白河郡と同様の役割を担ったことの例証の一つと

いえよう。

 ここで、「武日長者」の采女貢進と「姉歯の松」伝承の関連について付言しておきたい。

采女とは令制以前、国造・県主など地方豪族が一族の女性を朝廷へ服属の証として貢進し、

天皇に近侍、とくに食膳に奉仕した。令制では、郡の少領以上の姉妹・娘で容姿の端正な

者が三郡から一人貢進され、７４２年（天平１４）からは郡ごとに一人となった。

 そこで、采女貢進のルートについて、三陸沿岸の気仙地方から都へ向かうルートとして、

陸奥国栗原郡という山道を通過していることに留意したい。

 すでに拙著『東北「海道」の古代史』において指摘したが、古代の気仙地方は、大嶋神

社・計仙麻神社・計仙麻大嶋神社が牡鹿郡・桃生郡に祀られていることでも明らかなよう

に、北上川河口に位置する牡鹿・桃生両郡も含む広域であったのである。したがって、気

仙郡の中核拠点（陸前高田の地）から牡鹿まで海上を南下し、牡鹿の地から北上川をまっ

すぐに遡上し、第二河口とされる磐井に至り〔拙稿「古代における地域支配と河川」（『国

立歴史民俗博物館研究報告』第９６集、２００２年）〕、ここから東山道にのり入れ、峠を

越えれば、栗原郡に達する。采女は「姉歯の松」の地で倒れてしまうが、この東山道を南

下すると、二つの要衝が“靱大伴連”の支配する陸奥国北部の入口・黒川郡さらに南下し、

東北地方の入口の白河郡に至るのである。「武日長者」の采女貢進と「姉歯の松」伝承は、

はからずも気仙地方から都への人・モノの貢進ルートを推測する貴重な史料といえる。

むすびにかえて 

 古代の気仙地方は、金・鉄などの鉱産物資源と漆、さらには昆布などの海産物資源に恵

まれ、さらに、リアス式沿岸の中で広田湾という最良の港を有していた。その優位な条件

のもと、北方交易によって、貴重な北の産物―羆の毛皮・アザラシなど海獣の皮・オオワ

シの羽なども集積できたであろう。この気仙地方の中核拠点が中央権力者の憧憬の対象で

あったことは容易に想像できるであろう。

 ヤマトタケルノミコトの東征伝承は「蝦夷の地」におよんでいる。中央政府は気仙地方

の中核・陸前高田の地を、東北北部とくに沿岸地方の行政・軍事上の重要拠点と位置づけ

ていたことが、ヤマトタケルノミコトの東征の副将格で、軍事氏族大伴氏の遠祖・武日の

伝承がこの地に遺った大きな要因であるといえよう。
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民俗調査の成果報告 

筑波大学 中野 泰 

Ⅰ．はじめに 中野 泰(筑波大学) 

 本稿は、「文化財等保存活用計画策定調査事業」(陸前高田市)として行われた民俗調査の
成果を報告する。この報告の目的は、陸前高田市の祭りと信仰の民俗について、その実態

と特徴を明らかにすることにある。以下、（１）陸前高田市の民俗についての研究課題を確

認し、（２）において「調査研究の意図」を、（３）において「調査研究の経過」を記し、

Ⅱ部～Ⅴ部で行う報告の導入としたい。

（１）陸前高田市の民俗についての研究課題

 当地域の祭りと信仰の民俗については、以下の３点に焦点をあてて実態を明らかにし、

その特徴を抽出することが肝要である。一つ目は、祭りと信仰が、地域社会の生活総体と

どのような関係を有しているかである。具体的には、祭りと信仰が、いかなる生活空間や

環境を背景として営まれているのかに注目する。二つ目は、その担い手との関係を重視す

る。祭りと信仰を担う人々が、地域社会の中でどのように編成されているのかを明らかに

する。三つ目は、陸前高田市における祭りと信仰の民俗が、分布としてどのような特徴を

有しているかである。

 第一の課題として、祭りや信仰の場を挙げることができる。様々な信仰の場として注目

されるのは、祠堂の位置である。祠堂の存在は、既存の調査研究成果である『陸前高田市

史』も多々記載してはいるが、その位置が、生活が展開される地域社会の中で、どのよう

な性格を持っているのかについては、留意されて来なかった。例えば、観音堂や行屋とい

った宗教施設は、集落の草分けと見られる旧家に隣接する傾向がある。そこで営まれる祭

りや信仰には、そのような旧家の由縁も反映され、特徴的な性格を認めることができる。

また、他方で、集落の外れや岬の突端に祀られている祠は、氏神祭祀や浦祭りで順周りに

祭祀される対象となっており、特徴的である。これらの実態を明らかにする必要がある。

 第二の課題については、例えば、オシラサマの例を挙げながら説明するのが分かりやす

い。陸前高田市では、市域内におけるオシラサマの所在数と、所有件数を調査研究し、オ

シラサマの所有件数は、近隣自治体の中で最も多いことを明らかにしている。オシラサマ

は、東北地方の民俗的特徴として良く知られているが、陸前高田市の成果により、その分

布が一様なものではなく、地域差があることが分かった。この事実を明らかにした点で、

陸前高田市の調査研究は高く評価できる[陸前高田市立博物館編、1990、佐藤 1997、水野・
及川 2007]。だが、陸前高田市内のオシラサマの信仰が、具体的にどのような性格の家々
で祭祀され、その祭祀の仕方の特徴が、他の信仰との関係でいかに位置づけられるかにつ

いては、充分に検討されてきたとは言えない。本報告で明らかにするように、オシラサマ
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は、行屋という集落の施設でも祭祀されている。その祭祀のあり方は、これまでに知られ

ているオシラサマの信仰とは異なる特徴を有している。祭りや信仰は、特定の家や地域社

会における活動全体との関わりの中で、検討していなかければならないのである。

 第三の課題を説明する例としては、七夕行事を挙げることができる。県の無形民俗文化

財に指定されている「気仙町けんか七夕祭り」は、勇壮で貴重な祭りとして知られている

が、飾られた七夕が、山車などで移動する例は、実は、陸前高田市内においてもかつて普

通に見られ、また、宮城県側においても類例が認められるものなのである。具体的には、

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に指定された宮城県南の角田市の七夕との

間に類似性が認められる[三崎 1993]。このような類似点へ、既存の調査研究成果である『陸
前高田市史』は充分に説明していない。陸前高田市で認められる民俗について、宮城県北

部に連なる広域的な差異や共通性に留意して明らかにし、当地における民俗の特徴(地域的
性格)へ歴史的にも迫ってみる必要がある。
 以上のように、陸前高田市の祭りと信仰の民俗については、地域社会におけるいかなる

空間や環境下で営まれるものであるか、その担い手は、地域社会の中でいかに編成されて

いるか、その地域社会における他の祭祀とどのような違いがあるか、そして、広域的な分

布の中で、いかなる位置にあるのかに配慮し、調査研究を進める必要があると言える。

（２）調査研究の意図

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と津波によって、陸前高田市は大きな被害を被り、民
俗文化財の多くが被災した。表１の通り、「気仙町けんか七夕祭り」「根崎梯子虎舞」「長部

湊七福神舞」の 3 件が流出の被害に遭っている。民俗を継承する上で、これまでにない大
きな危機を迎えている。この危機は、道具の流出に加え、人的資源の流出によって、深刻

な地域社会の乗り越えるべき課題となっている。

 本調査においては、漁村地域に対象を設定した。その理由の一つは、陸前高田市の民俗

の特徴として、海に関わる側面が重要だと考えられるからである。二つ目の理由は、漁村

地域は、被災が激しく、早急な調査を実施することによって、可能な限り、失われる可能

性の高い民俗やその現況について記録する必要性が高いと考えられたからである。具体的

な調査地は、広田半島の突端に位置する広田町の根岬地区と、広田湾に面した気仙町の長

部地区に設定した。

 ここでは、指定民俗文化財という定義ではなく、日常生活の中で営まれてきた習俗とい

う広い捉え方で、陸前高田市の民俗を捉えていく。予算と時間的制約の関係で、民俗全般

を対象化することは不可能である。また、こうした民俗文化財の被災状況については、陸

前高田市の教育委員会を中心に調査が行われている。このため、より具体的には、祭りと

信仰の側面に限定し、調査を進めた。祭りと信仰の側面に、調査を限定する際に配慮した

点としては、以下の二つを挙げることができる。一つ目は、指定民俗文化財、及び、調査

報告が祭りと信仰の側面において、既存の記録が最も豊富であること、二つ目は、祭りや

信仰の場を体現する祠堂などの施設の多くが現存し、信仰する対象の情報や、その活動に
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関わる記録が得られやすいこと、である。調査の過程では、地域社会の特徴に配慮しなが

ら、村落生活の空間的特徴を明らかにすることに留意した。鎮守、講、氏神祭祀を対象と

する過程で、鎮守としては黒崎神社、月山神社や鹿島神社の大祭、講としては観音講、行

屋、氏神祭祀としては、同族(マケ)による祭祀に焦点を当て、地域的な性格を明らかにする
ことにつとめた。なお、漁村地域に対象を設定するにあたり、当初は、漁業の実態や変化

についての調査も試験的に行ったが、本年度でまとまった成果を得ることは大変に困難で

あることが分かった。本報告では、漁業についての報告は行わず、補足的に言及するにと

どめる。

（３）調査研究の経過

 広田町根岬、気仙町長部における民俗調査は、以下の日程で行ったi。

月日 調査地区 調査者

予備調査 ５月１２日 気仙町 中野

６月１日 広田町 中野

本調査 ８月１日 広田町 中野・小谷

～８月７日 気仙町 戸邉・辻本

山本・小野寺

補足調査 １０月２０日

～１０月２２日 広田町 中野・小谷

１２月８日

～１２月１０日 広田町 中野・辻本

１月１２日 気仙町 辻本・戸邉

～１月１５日 広田町 小谷

（４）報告の構成

 以下の報告は、「Ⅱ．生活空間の特徴と変化」「Ⅲ．観音講」「Ⅳ．行屋」「Ⅴ．信仰と地

域社会」の４部で構成されている。漁村の生活空間を、根岬と長部の事例から捉え、津波

被害に応じた空間利用の変化を明らかにし、陸前高田市における特徴の析出につとめてい

るのが「Ⅱ．生活空間の特徴と変化」である。「Ⅲ．観音講」においては、女性によって営

まれる観音講の実態を明らかにし、どのような信仰の特徴を有しているのかについて、根

岬の行屋におけるそれと、長部の観音堂におけるそれとを比較検討している。講の中でも

特徴的な宗教的施設における活動を取り上げているのが「Ⅳ．行屋」である。そこでは、

広田町の行屋と八日行に焦点をあて、実態を明らかにするとともに、その特徴の析出につ

とめている。「Ⅴ．信仰と地域社会」においては、根岬と長部における鎮守、講、氏神祭祀

の実態を明らかにしながら、地域社会の担い手との重層的な関わり方の特徴を、講の独特

な性格に注目して導き出そうと試みている。「Ⅵ．おわりに」においては、調査研究の成果

をまとめ、民俗の保存と活用についての課題を指摘する。
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Ⅱ．生活空間の特徴と変化     

辻本 侑生（筑波大学） 

中野 泰（筑波大学） 

はじめに  

 これまでの陸前高田市の漁村については、陸前高田市史編集委員会［1991］や東北歴史
資料館［1984］によって調査研究が積み重ねられ、砂浜や磯浜を中心とした大小の漁浦の
存在と、そこで営まれてきた種々の漁業について記述がなされてきた。しかしながら、津

波常習地であるという特性を踏まえた村落空間の把握は、前掲した市史・報告書において

も試みられていない。数十年に一度という頻度で津波の被害を受けてきた三陸海岸の漁村

では、生活空間ごと高台移転するといったダイナミックな変化をしてきた点に特色が認め

られることが指摘されている［山口 1943］。
 本章では、部落や小部落といった集落単位の空間的特色を、旧家や神社等の立地に着目

して明らかにしつつ、過去の津波の影響を受けた生活空間の変化や景観の特質を明らかに

しようと試みるものである。

１．村落の範囲と生活空間 

 表 1 に示したように、長部には上長部・二日市・湊・古谷・双六・要谷・福伏という 7
つの部落があり、そのうち上長部、二日市、双六はさらに「小部落」という小さな単位に

分かれている。これらの部落の境界は地形によるところが大きく、例えば福伏と要谷、双

六と古谷の境界は尾根線に沿っている。部落と部落の境界には石碑群がみられることが多

く、福伏と要谷の境、古谷と双六の境、上長部と湊の境（図 1）にはそれぞれ 5体以上の石
碑がみられ、近世期に建てられたとみられるものも少なくない。

表１ 長部の概況 

部落 総戸数 農家数 漁業世帯数

二日市 99 19 データなし

上長部 67 31 データなし

湊 119 20 40 
古谷 46 20 28 
双六 85 27 24 
要谷 70 22 25 
福伏 51 22 18 
注：総戸数・農家数は 2000年農業センサス、
漁業世帯数は 1998年漁業センサスによる

図１ 上長部と湊の境の石碑群 
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 部落よりさらに小さな単位である「小部落」について、広田町の部落の一つである根岬

を事例にみてみたい。表 2に整理したように、根岬の小部落は行政区や大字の範囲と一致
しない。根岬は 2つの行政区に分かれているが、根岬全体で集まるのは公民会の総会と市
民テレビの集会くらいであり、行政区単位で集まることもほとんどないという。地域の役

員決めや予算の管理、後述する八日行が行われるのは 4つの小部落単位であり、こうした
会合や年中行事に用いられる「行屋」も小部落単位に設けられている。根岬において、日

常生活における集落としてのまとまりは「小部落」が中心であるといえよう。また、小部

落と小部落の境にはコウジン（庚申塔）が建てられており、根岬部落の村はずれには村境

のランドマークであるサイノカミが祀られているi。

表２ 根岬の概況 

部落 行政区 字 小部落 総戸数農家数 漁業

世帯数

根岬

広田町

第 4区
赤坂角地 岩倉

58 20 28 岩倉

根岬 堂の前

広田町

第 5区
志田 54 20 31 

集 集

注：総戸数・農家数は 2000年農業センサス、
漁業世帯数は 1998年漁業センサスによる

図２ 根岬の村はずれの 

サイノカミ 

以下、部落の中での景観の特徴を家屋、耕地、山林の順にみていく。広田・長部ともに

海沿いの部落は家屋が密集する集村の形態をとっており、典型的な漁村の景観を呈してい

る。ただし、海に集落中心部が面していない部落・小部落（根岬の岩倉、長部の上長部）

は比較的家屋間の間隔が広い。

集落は海に向かって傾斜しているため、平坦な土地は多くない。そのため耕地は狭小な

畑地が卓越し、屋敷のごく近くにも、集落から離れた場所にも点在している。かつて畑作

では麦がよく作られ、根岬では「ナベヤキ」や「カマモチ」といったおやつの材料になっ

た。現在でもイモや豆、蔬菜の栽培がみられる。海沿いの部落では耕地における水田の比

率は小さく、例えば根岬の小部落である集では、戦前すでに居住していた 14戸のうち水田
を所有していたのは 3戸に過ぎず、面積はそれぞれ 3反ほどであったii。現在、集部落では

水田は耕作されておらず、根岬全体でみても岩倉と堂の前の平坦な場所で耕作されている
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にとどまる。また、戦後すぐの要谷では、船で広田湾を経由して高田平野まで通い、水田

を耕作していた。

集落は背後に山地を背負っているが、要谷の場合は、集落から見える範囲の山は高田市

街の地主たちが持つ山で「我々にはだれが持ってるか分からない。関係ない」山である。

まだ薪を各家で使用していたころ、薪を切ることができた山林は集落からは見えないオク

ヤマであり、これらは旧気仙町有の山林であった。旧気仙町有の山林は部落ごとにも払い

下げられて植林も行われたが、部落の中でも「参加したい人はする、しない人はしない」

ものであった。上長部では明治期に「上長部山番講」が存在し、部落全員が加入して共有

山の管理や山の神への参拝が行われた［陸前高田市史編集委員会 1991：273］。また、根
岬では本分家のまとまり（マキ）ごとに「ナカバヤマ」と呼ばれる共有山を持ち、山の手

入れや木材の利用を行ったという［亀山 1986：63］。

２．旧家と神社・祠堂・墓地の立地 

長部の神社・祠堂と旧家の立地を概観する。図 3からは、標高 20m附近に神社・祠堂が
多く立地していることがわかり、とりわけ福伏のオツキヤマ、要谷の八坂神社、二日市の

鹿島神社（図 4）は張り出した岬状の地形の先端に立地している。長部の神社・祠堂の中で
平成 23（2011）年 3月の津波で流出したものは双六の稲荷大明神と要谷の観音堂であった。
比較的多くの神社・祠堂の所在地が津波被害の及びにくい立地であることが推察される。

こうした岬状の地形は海沿いまで山が迫るリアス式海岸特有の地形である。上長部の大神

家：観音堂、二日市の大二日市家：鹿島神社、古谷の大古谷家：観音堂、要谷の要谷家：

観音堂のように、「大○○」という屋号を持つような旧家と神社・祠堂の近接性も指摘でき

る。さらに岬状に張り出した地形には、旧家が土地を所有し、個人の神社や先祖墓が置か

れている場合がみられる。例えば湊では標高 40ｍ近い地点に大坂家の近世期の先祖墓があ
り、その近くには大坂の本家から分出した分家が管理する八幡神社がまつられている。

図 5 から根岬について概観すると、各小部落につき神社と行屋がみられる。根岬におい
ては「大」が付く屋号を持つ旧家が複数あるが、志田では「大屋」・「大前」両家が集落で

もっとも標高が高い所に屋敷を構えている点に特色がみられる（オオヤの表記は大屋や大

家など複数あるが、本稿では大屋で便宜的に統一する）。大屋・大前両家の裏手には両家の

近世期の先祖墓があるが、そこからは鶴樹神社（根岬全体の鎮守であり、両家の氏神でも

ある）の本殿である椿島が一望でき、付近には井戸も複数ある。志田大屋・大前両家が根

岬の草分け的な家であることを推測させる立地である。今日の墓地は大森山の市営墓地が

利用されているが、志田大屋・大前両家のように近世期の先祖墓は旧家の裏手に残されて

いることが多い。また集では住民の大半が伊藤姓であるが、伊藤家の先祖墓は標高約 20m
の森の中に複数認められ、現在でも盆にお参りがなされる。伊藤家の先祖墓は津波が到達

しない高さにあるといい、過去の津波で亡くなって身元が分からない無縁仏の墓も存在す

る。
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図３ 長部地区の 7部落と、神社・祠堂、旧家、石碑の分布 

注 標高の段彩は 0～19m、20～39m、40m以上の三段階に区別した。

図４ 津波で流出した湊の市街地と、流出を免れた二日市の鹿島神社 
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図５ 根岬の 4小部落と、神社・祠堂、旧家、墓地の分布 

注 標高の段彩は図 3 と同様に、20m ごとに区別した。

３．1933（昭和 8）年の津波被害に関わる特徴的な景観 

 2011（平成 23）年の津波で大きな被害を受けた湊では、1933（昭和 8）年の津波でも

被害が多かったと言われる。当時は港湾工事のため外部から土木労働者が働きにきていた

が、彼らの中には内陸出身で津波のことを知らなかったため犠牲になった者も多かったと

いう。地形的にも標高 10m 未満に集落が立地しており、被害を受けやすい。湊では 1933
（昭和 8）年の津波の後、土盛組合（また

は、盛り土組合とも）を結成し、山を削っ

て地面約 3m をかさ上げし、さらにその上

に防波堤として石垣約 3m を築いた。この

石垣は現存している（図 6、図 7）。
1933（昭和 8）年の被災当時は、住宅地

の範囲は図 7 に示した「土盛した範囲」に

限られていた。図 6 で示した石垣も、その

当時の住宅地を守る為のものである。 

図６ 1933（昭和 8）年の津波後に作られた石垣 
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しかしながら、埋立てや住宅開発が進められ、湊の住宅地は海側へと広がっていった。た

とえば古谷との境界近くに「塩田」という通称地名があるが、これはかつて塩田であった

ような低地が住宅地に開発されたことを示唆する。また、湊では 1960（昭和 35）年のチリ

地震津波でも多くの家屋が床上浸水する被害を受け、新たに堤防が建設された。図 7 に示

した「チリ地震津波後の堤防」は 1933（昭和 8）年のものより広範囲をカバーしている。

このことは当時の市街地が「土盛した範囲」を超えて海側へ広範囲に拡大していたことを

窺わせる。

図７ 湊における津波の痕跡と市街拡大 

根岬では、小部落の 1 つである集の高台移転が特徴的である。根岬は「もともと海沿い

にあった部落」であるといわれ、集も標高 10m 前後に集落が立地していた。1896（明治

29）年の津波で大きな被害を受けつつも元の場所に復帰し、1933（昭和 8）年の津波で再

び大きな被害を受けた。津波以前に住宅があった海沿いの平地は現在空き地になったり、

畑地として利用されたりしているが、住宅があったことを物語る石垣が現在でも残ってい

る。この住宅の跡地は「モトヤシキ」と呼ばれ、どこがどの家のモトヤシキであるかは現

在も高齢の住民に記憶されている。

図 8 はこうした住民の記憶の聞き取りに加え、過去の住宅地図を用いて集の家屋立地の

変化を復元したものである。1933（昭和 8）年の津波以前は集落が低所に、神社と先祖墓

が高所にあり、前節までに指摘した典型的な漁村景観であったと考えられる。1933（昭和 8）
年の津波直前から 2013（平成 25）年に至るまで加茂明神（伊藤家の氏神）と先祖墓の位置

は変化しておらず、行屋も 1933（昭和 8）年の津波では流出せず、1975（昭和 50）年ごろ

高台移転後の集落中心部に移転した。2013（平成 25）年の図にはエビス像（2011（平成

23）年の津波で流出）などの分布を入れ込んだが、神社や先祖墓に加え、エビスや龍神な

ど漁業とかかわる信仰対象が岬の張り出した部分に設けられていることがわかる。

集では 1933（昭和 8）年の津波で当時住んでいた 14 戸のうち、9 戸が流出した。この 9
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戸は段階的に高台移転した。さらに戦後は分家（ベッカ）が増加し、2013（平成 25）年現

在は 24 戸が居住している（図 9）。分家が増加した理由は、高台に移ったため集落内に家屋

を建てるスペースや余裕が生まれ、次三男にも土地を分けられるようになったからだとい

う。ただし高台移転の結果、家屋は標高 30～40m の急傾斜地に密集したため、様々な不便

も生じた。例えば昭和 30年代に集に嫁いできたある女性は、海でとった魚を背中に背負い、

坂の上にある家まで運んだ苦労を語る。また現在でも道は細く（図 10）、自動車の出し入れ

にも不便である。

1933 年津波直前 1933 年津波直後

1972 年 2013 年

図８ 1933 年～2013 年までの集の高台移転 

以上に示したような家屋の高所移転は 1933（昭和 8）年の津波の後すぐにあらわれたわ

けではなく、被災後 15 年前後の長いスパンを経て現れてきた。例えば集の A さん（1931
（昭和 6）年生まれ、女性）の生家では、1933（昭和 8）年の津波によって祖父母・父・兄

二人の計 5 人が死亡し、母と幼かった A さんの二人が生存した。その後まもなく父の弟が

東京から戻って母と再婚し、陸前高田市内で縁のあった各所で数年間過ごした後、満州へ

と一家で引っ越した。1947（昭和 22）年に引きあげ、集に戻ってきて、高台へ移転して新

居を建てた。その後、A さんは岩手県北部から広田の定置網に働きに来ていた男性と結婚し、

集にベッカとして家を建てた。このように、A さんの実家では家族 7 人中 5 人が死亡する
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という大きな被害を受けつつも、親類との再婚や満州への移住を経て、被災から 14 年後に

高台移転を行い、さらにはベッカも出している。

図９ 集の高台移転を示す景観 図 10 集の細く急峻な道 

おわりに  

 本報告においては、リアス式海岸に立地し、かつ津波常習地である陸前高田市の漁村に

おける生活空間の特質の一端を明らかにした。その要点は以下のとおりである。

① 岬と岬に囲まれた空間には家屋が密集して集落を形成している。傾斜地のため狭小な畑

地が点在し、集落の背後には山林が広がっている。リアス式海岸特有の岬状に張り出し

た尾根は、部落の境界としての性格も持ち、また神社と旧家が立地する傾向がみられる。

② 生活空間上のまとまりは、行政的な区分と必ずしも一致しない。根岬の場合、小部落が

年中行事や自治上の基本的な単位となっている。広田町においては小部落ごとに行屋が

設けられている点に特徴がある。

③ 現在の生活空間や景観には、過去の津波による影響が反映されている。築堤や集落移動

の痕跡は、どちらも景観としての特徴であり、歴史・文化的な景観としても重要な意義

を持つ。

 今後の研究上の課題として、「屋敷」の問題を挙げておきたい。長部・根岬のどちらにお

いても、近世史料には地域の単位として「屋敷」が出現する。例えば 1778（安永 7）年の

「気仙郡広田町御蔵入本地高指上並当御改御成格小割帳」には、「集屋敷 名請人 8 名 志

田屋敷 11 名 堂の前屋敷 10 名 樽川屋敷 3 名 相之角地屋敷 3 名 岩倉屋敷 3
名 赤坂屋敷 4 名」というように「屋敷」ごとに課税対象者が数え上げられている［藤井 

1963］。「集」「志田」のように現在も用いられる小部落の名称が認められる。また、「樽川」

のように個々の家の屋号へと連なる名称も確認できる。近世史料における「屋敷」は宮城

現在の集落の位置
1933（昭和 8）年

津波以前の集落の位置
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県北部にも出現しており［千葉 1969］、本章で示した小部落のようなまとまりが近世の「屋

敷」といかに関連しているかは、宮城県北部との比較の可能性も含み込んだ課題である。

 大船渡市にある盛岡地方法務局盛出張所に、気仙町と広田町の地籍図（和紙公図）と土

地台帳が所蔵されている。地籍図の一部は 2011（平成 23）年 3 月の津波で浸水したものの、

大きな資料破損は見られない。地籍図を用いて地割を復元することで、本稿で指摘した近

世期における「屋敷」の問題や、津波による集落移動の実態を更に深めることができると

考えられる。

【参考文献】

石垣悟、2010「陸前高田市広田町のジョウギ 技術・用具の普及をめぐって」民具マンス

リー43（3）
亀山慶一、1986『漁民文化の民俗研究』弘文堂

千葉徳爾、1969「ヤシキの性質」和歌森太郎編『陸前北部の民俗』吉川弘文館

東北歴史資料館、1984『三陸沿岸の漁村と漁業習俗 上巻』東北歴史資料館

藤井幸右エ門、1963『郷土史料』私家版

陸前高田市史編集委員会編、1991『陸前高田市史 第 5 巻 民俗編（上）』陸前高田市

山口弥一郎、1943『津浪と村』恒春閣書房

i 根岬ではこうした集落内の祠堂や石碑を巡拝する習俗がみられる。たとえば志田の B さん

（1931（昭和 6）年生まれ、女性）は正月や節供など祝い事のたびに、鶴樹神社、鶴樹神

社前の石碑群、不動堂、八大龍神・西宮様の碑、船上のフナダマサマの順に拝んで回ると

いう。
ii 広田町の水田耕作では「ジョウギ」と呼ばれる正条植の農具が、昭和 10 年代から昭和 20
年代までのごく短期間であるが用いられていた。ジョウギは明治後期に香川県で開発され、

瀬戸内海沿岸地域で盛んに用いられたが、広田町には金毘羅信仰に伴う香川県とのつなが

りによって伝播してきたと推測されている［石垣 2010］。漁業にかかわる信仰が、農具・

農法の伝播にも影響した例として興味深い。
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Ⅲ．観音講 

戸邉 優美（筑波大学） 

中野 泰 （筑波大学） 

１．はじめに   

 本稿の目的は、陸前高田市の観音講の実態と特徴を明らかにすることである。当地域の観音

講の特徴については、以下の３点に焦点をあてて検討する。一つ目は、観音講が、観音信仰に

おいてどのような特徴を有しているかである。具体的には、子安信仰に加えて、いかなる信仰

の多様性が認められるかに留意する。二つ目は、講の組織と小部落の関係である。講を支える

女性が、小部落の中でどのように編成されているのかを明らかにする。三つ目は、陸前高田市

の観音講が、民俗の分布においてどのような特徴を有しているかである。陸前高田市域内にお

けるミクロな多様性と、例えば、宮城県北部に連なる広域的な共通性や差異を明らかにするこ

とで、当地における観音講と観音信仰の特徴(地域的性格)について歴史的にも迫ってみたい。 

（１）観音講についての民俗学的研究―三陸地方における女性組織の展開― 

 「講」とは、仏典を講義することを意味し、仏教における研究集会や法会を指す仏教用語で

ある。他方で、今日まで日本各地に展開してきた講は、庚申講や伊勢講など信仰に基づく集団、

契約講に見られる組織性、頼母子講など経済的互助など、極めて多彩であるといえる。それら

の講の多くは男性によって行われてきたが、女性による講も存在する。女性の講は、多くが地

縁に基づき既婚女性によって編成され、子授けや安産などの祈願を目的とすることころに特徴

があるといえる。子安神は『三代実録』iに既述の見られる古い神で、木花咲耶姫を祭神とする

子安神社や子安荒神・子安稲荷のように祀られてきたほか、仏と結びつき、子安観音や子安地

蔵として信仰されてきた。 

 観音菩薩は、インドにおける地母神的女性神、中国における神仙思想の巫女の影響を受け、

女性的な容姿で表現されてきた〔速水 1997 43〕。このため、日本では特に女性から親しまれ、

篤く信仰されてきた。地蔵菩薩もまた、古来より子どもを救済する仏として、女性の信仰の対

象としてなってきた。女人講が濃厚に分布する関東地方北部利根川周辺では、十九夜講・二十

三夜講など、観音菩薩や地蔵菩薩の縁日と月待講が結び付いた子安講が各地で行われている。

こうした女人講は、信仰的意義だけではなく、女性の休み日、女性同士の繋がりを作る場とし

ても機能した。関東地方で見られる女人講の場合、嫁の講、主婦の講、隠居の講のように、年

齢や家における立場に連動して上位の講に移動していくのも特徴といえる。 

 年齢集団としての女人講組織は、三陸地方においても同様の傾向が見られる。年齢集団的特

徴の顕著な宮城県牡鹿半島では、結婚してから 38 歳まで地蔵講、次に観音講、最後に念仏講

というように制度的に組織されていた〔齋藤 2010〕。牡鹿半島の場合、結婚間もない嫁たち

から成る地蔵講は、子授けや安産祈願を主とした子安講的性質を持つ集団であり、子安神とし

て信仰されてきた山神講も同じ講員によって編成されていた。他方、観音講は 50～60 歳代の

姑たちが主であり、その目的は子安講から離れ、村落社会の安寧などを祈願するものになって
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いる。子安信仰と観音菩薩・地蔵菩薩の習合については、西日本では子安観音、東日本では子

安地蔵が多く分布している〔菊池 2006 205〕が、牡鹿半島の女人講もこの傾向に対応してい

るといえる。ただし、三陸地方の女人講が全て牡鹿半島のような体裁をとっているわけではな

い。宮城県南三陸町では観音講が女性の中心的な講になっており〔東北歴史博物館 2009〕、

三陸沿岸部においても異なる女人講の在り方を確認できる。その背景には、生業形態、とりわ

け漁業形態の差異、男性集団との対組織性、宗教的側面など、様々な要素との連関を指摘でき

る。したがって、女人講の実態を明らかにすることは、地域性を示す上で極めて重要といえよ

う。本報告では、陸前高田市に展開する女性の講集団・観音講に着目し、信仰・社会・生業の

要素との関連から女性たちの結びつきについて明らかにする。 

（２）陸前高田市における観音講の記録・課題 

 陸前高田市において、女性の講として広く分布しているのは観音講である。地蔵信仰につい

ては、塞ノ神と結びついて祀られていることが多く、女性の講として組まれている場合も、子

安講ではなくii年配女性による例が見られるにとどまる〔細谷 1996〕。陸前高田市において、

観音講が嫁たちの講として展開していることについて、旧仙台藩領や三陸沿岸部を含めた広域

的な検討も求められるが、本項では、市域の観音信仰における位置づけ、あるいは関係性から、

陸前高田市における観音講の意義と課題について述べたい。 

 陸前高田市における観音信仰としては、まず気仙三十三観音があげられる。気仙三十三観音

とは、陸前高田市・大船渡市・住田町にまたがる観音信仰の巡礼札所iiiのことである。巡礼御

詠歌が享保（1716～1736）年間に選定されていることから、各巡礼所自体はそれより古いと見

られている〔陸前高田市史編集委員会 1992〕iv。巡礼所は寺院や個人の氏神であり、巡礼者

に限らず、集落の者や観音講が参拝に訪れ、信仰を集めてきた。他方で、これらの観音堂で地

域の観音講自体が必ずしも行われていたわけではないようである。女性の観音信仰の所在につ

いては、気仙三十三観音とは区別して、地域の生活の面から迫っていく必要があると考えられ

る。とりわけ、巡礼所がない地域においては、観音講が気仙三十三観音と全く接点を持たない

まま行われてきた側面があり、観音堂をもつ地区と比較することで、その差異を明らかにする

ことができる。 

 しかし、管見の限り陸前高田市における観音講の記録は乏しく、観音講の地域性については

ほとんど看過されてきたといえるv。平成 23（2011）年の東日本大震災以後、観音講を無期休

止状態にしている地区も少なくなく、資料保存の観点からも、調査と記録が急務となっている。 

本報告書では、観音堂のない広田町根岬地区と、長部三観音を擁する気仙町長部地区の事例

をもとに、陸前高田市内の観音講の比較を試みる。根岬地区の観音講は簡略化が進んでいるが、

かつては行屋で行われており、男性の八日行との関わりなど、小部落社会レベルでの交渉・交

流が認められる。長部地区では、古谷・要谷・上長部の 3つの小部落に気仙三十三観音の観音

堂があるが、観音堂のない二日市・湊・双六・福伏を含め、観音講はほぼ同じ形式で行われて

きたため、この点に一つの地域性を読み取ることができる。以上の観点から、陸前高田市の多

様な観音講の実態を記述していきたい。 
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２．行屋における観音講（広田町根岬地区） 

（１）講員について―仲間入りと世代別組織― 

 広田半島の南端に位置する根岬地区は、集・志田・堂の前・岩倉の 4 つの小部落から成り、

小部落ごとに置かれている行屋が集会所の役割を果たしてきた。小部落の女性たちは、観音講

をはじめとする小部落単位の集まりの際は行屋を拠点としてきたvi。観音講と重なる年代の女

性集団として婦人会があるが、婦人会は根岬地区の団体なので、女性たちにとって最も小さな

地域集団は観音講であるといえる。 

 観音講は、嫁に来ると必ず「はまる」（参加する）ことになっている。仲間入りする際は豆

腐を持参することになっており、その豆腐は講でつくる精進料理に使われた。 

講は世代ごとに分かれて集まる。小部落によって異なり、集では「ヨメ」と「ガガ」に分か

れて行う。志田では年齢の近い者同士で、5～6 人のグループを作る。岩倉では全世代一緒に

行っていたが、「話が合う人同士でやっぺ」という話が出て、平成に入った頃から、20～30 歳

代・40 歳代・50 歳代以上の 3 つのグループに分かれて行うようになった。いずれの小部落で

も作法の簡略化が進んでおり、特に若い世代の講では、行屋に集まらず外食で済ませることも

増えている。 

（２）観音講の実施 

 観音講は新暦 12月上旬に行う。男性が 12月 8 日頃に行屋で八日行を行うので、重ならない

ように日にちを選ぶ。若い世代（ヨメたち）の観音講は八日行より前に、中年世代（ガガたち）

の観音講は八日行の後に行われていた。昭和 30 年代までは 3 日間行屋に籠ったが、女性が工

場などに働きに行くようになった昭和 40 年代から、1 日で済ませるようになっていった。こ

の項では、昭和 40年代以降の観音講の実施について説明し、それ以前の実態については（４）

で詳しく述べたい。 

 観音講の日は、家事を済ませると午前中に行屋に集まり、料理の支度に取り掛かった。講で

食べるのは、白飯・味噌汁・漬物などの質素な精進料理である。集金はせず、材料は持寄りで、

味噌汁の材料は豆腐と野菜である。行屋に安置されている地蔵に料理を供え、めいめいに拝ん

だ後、講員一同でいただく。 

 行屋では終日自由に過ごして良いことになっているが、家事や家業のために何度も出入りす

ることも少なくなかった。例えば、夫が漁から戻る際、その船を浜に曳くのは女性の重要な役

割であり、観音講であろうと夫の手伝いに行った。仕事が夜遅くまでかかっても、行屋の電気

が付いているのを見ていそいそと行屋に向かうほど、観音講は嫁たちにとって楽しみの日だっ

たといえる。 

（３）信仰的側面―八日行と観音講― 

 講の名称は観音講であるが、行屋に安置しているのは地蔵像であり、いずれの小部落でも地

蔵像にお供えを上げ、拝んでいる。堂の前のみ日常的に観音菩薩のお掛図を掛けているが、や
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はりその横には地蔵像が置かれている。修験と観音講がそれぞれ浸透したために、観音講であ

りながら地蔵菩薩を拝む状況が形成されたと思われる。 

写真１ 堂の前の行屋 

（平成 25年 8月 1日筆者撮影） 

観音様のお掛図の前に蝋燭台と賽銭

箱がある。 

お掛図の左側に地蔵像がある。 

 前項で触れたように、観音講は八日行の実施に準じて行われる。精進料理を作り行屋に籠る

一連の行為を、講員は「行」として認識しており、修験の影響が窺える。観音講が 3日間行わ

れていた頃は、集や岩倉では各自が布団を持ち寄り、実際に行屋に寝泊まりしていた。 

 他方、産育の信仰については、むしろ観音講以外に認められる。岩倉では、屋号「岩倉の大

家」、「川向」がそれぞれ山ノ神を氏神として祀っており、根岬の人々はそのお堂を子授け・

安産の神として参拝した。お手玉ほどの大きさの「枕」を借りてきて神棚に供え、出産すると

同じものを作り、借りてきたものとあわせて山ノ神に返した。また、岩倉と市営墓地の境界に

あるセエノカミ（塞ノ神／歳ノ神）に積んである小石を子どもに舐めさせると夜泣きが治ると

伝えられている。観音講自体、若い嫁だけではなく中年女性も参加していることからも、子安

講的な側面は薄かったといえる。 

（４）経済的側面―ホマチとセンタクガエリ― 

 観音講を行うことは、講員個人の暮らしにおいても極めて重要な意味があった。観音講が 3

日間に渡っていた頃、2 日目に餅搗きが行われた。この餅は地蔵に供えられるだけではなく、

小豆・胡麻・胡桃などで作った餡をかけて、行屋を訪ねて来る人びとに売られた。客として訪

ねて来るのは、多くが講員の夫である小部落の男性だった。この利益はそのまま観音講の収入

となり、講員に均等に配分された。志田では、餅は客 1人前 3,000 円で売れ、また講員の側も

1人当たり約 3,000 円が収入になったということである。 

 昭和 40 年代に女性の働き口が増えるまでは、根岬地区では行商の習慣も少なく、女性が個

人的な収入を得ることは難しかった。しかし、自分や子供の衣類、洗濯石鹸、哺乳瓶などは嫁

が自分自身で用意しなくてはならなかった。姑から年 2回（春・秋）のセンタク日にセンタク

金と呼ばれる小遣いをもらうが、多い人で 2,000 円、少ない人で 500 円程度だった。観音講で

の収入は、嫁が個人的に使ってよいお金、すなわちホマチとして貴重だったといえる。 
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 センタク日は、嫁が実家に帰り、繕い物などをする日だった。観音講の日と違って、船の手

伝いからも解放されるため、このときに自分のモンペや子どもの服をできるだけ沢山作るよう

にした。女性が家の外で働くようになると、餅売りによるホマチの収入やセンタクガエリの必

要性も小さくなっていった。 

３．ヤドにおける観音講と観音堂 （気仙町長部地区） 

 長部地区は、平成 23（2011）年の東日本大震災において津波による大きな被害を受けた地

域である。各小部落の女性たちは毎年観音講を行ってきたが、震災以降、その活動を休止して

おり、再開の目途はついていない。本章では基本的に、震災前まで続けられてきた観音講につ

いて記述するものとする。 

（１）講員について―トウヤとシュダチ― 

 広田湾に面する長部地区には、広田半島のような行屋はない。他方で、古谷・要谷・上長部

の 3つの小部落には気仙三十三観音に数えられる観音堂がそれぞれある。また、観音堂のない

小部落にも氏神を祀る祠堂はあり、公民館が設置される以前にも小部落の行事を行うような場

所がなかったわけではない。実際に、上長部では小部落の男性たちやワラセド（子ども）が観

音堂で夜籠りをしていたvii。しかし、女性は観音講をお堂ではなく回りヤドでおこなっていた。 

写真２ 上長部の観音堂（平成 25年 8月 1日筆者撮影） 

ヤドになる家はトウヤ（当屋）といい、班や組を単位とした輪番で担当の家を決める。トウ

ヤとは別に、講を取り仕切る役員も交代に勤めた。要谷や湊ではシュダチ（首立）と呼んでい
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る。シュダチは観音講に限らず、小部落の様々な行事を取り仕切る役割で、必ず夫婦揃ってい

る人が就く。要谷では、男性の庚申講の上の年齢の人から順にシュダチを務め、その妻が観音

講のシュダチになる。要谷の観音講ではシュダチが米や味噌、豆を 1 軒ずつ回って集めるが、

シュダチという語を使わない他の小部落viiiでも、同様の役割を毎年交代で行う。一方で、湊の

シュダチは役割が重く、観音講のお掛図を管理し、食事作りを含めた講の全ての支度もシュダ

チが行う。上長部でも同様に、当番が炊事を担当した。上長部ではヤドは当番の家に置かれる

が、それ以外の小部落では、トウヤとシュダチは同じ家に当たらないように配慮されてきた。

なお、公民館が建てられてからは、ヤドではなく公民館で講を行うようになり、トウヤはなく

なった。

 観音講には結婚するとはまり（参加し）、新しく嫁が来ると抜けた。仲間入りの際は、ミカ

ン１箱（昭和 20 年頃／上長部）や 1,000 円ほどの御祝儀（昭和 35 年頃／古谷）を持参した。

また、家に嫁が来ないとなかなか観音講を抜けられないため、年齢によって抜ける場合もある。

（２）観音講の実施 

 長部地区の観音様のご縁日は 12 月 17 日、1 月 17 日とされており、この日に講をする。古

谷以外の小部落では旧暦に行われてきた。ただし、近年では講員にとって都合の良い日にちを

選んだり、また、要谷では旧暦 12月 17 日はシュダチだけでお祀りしている。 

 講前日までに、シュダチなどの役員が 1軒ずつ回って米や大豆などの穀物を集めた。要谷で

は集めた大豆を豆腐屋に渡して豆腐に加工してもらった。その他の食材もシュダチが用意して

おく。竈で調理していた頃は、付け木も持寄りだった。 

 当日は、早朝から料理の支度に取り掛かる。朝の食事を朝やわら、夕方の食事を夕やわらと

いい、昼食は用意しない。献立は、オボキ（高く盛られた白飯）とけんちん汁のほか、白和え

や酢の物、おひたしなどで、肉や魚は食べない。朝やわらの支度が終わると、湊では首立が講

員を迎えに行った。観音様のお掛図の前にオボキを供え、蝋燭の火が消えるまで全員で拝み、

その後朝やわらを食した。オボキは新しく講へ入った者の順に一口ずつ食べ、次の人へ回す。 

朝やわらが済むと、夕やわらまで自由時間になった。観音堂にお参りに行ったり、高田町ま

で連れ立って映画に見に出かけたりした。上長部以外は漁業者の家が多いが、仕事のためにヤ

ド（公民館）を何度も出入りする者は少なかった。観音講の日は公認の嫁の休み日であり、ヤ

ド（公民館）で横になって休んだり、実家に帰る者もいた。朝のうちに甘酒やがんづきなどの

軽食が用意されるので、おなかがすいたときはめいめいにそれを食べた。 

夕やわらの献立は朝やわらとほとんど同じである。この日は帰宅が遅くなっても良いため、

夕やわらはゆっくり過ごし、宴会芸を繰り出して騒いだ。平成に入ってからは夕やわらは外食

で済ませるようになった。 

 昭和 50 年代までは、2 日にわたって観音講を行う小部落もあった。ただし、広田町根岬地

区のように餅搗きなどの催しがあったわけではなく、1日目と同じように過ごした。 
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（３）信仰的側面―観音堂と巡礼― 

 長部地区の観音講にとって、観音堂とはどのような位置づけといえるのだろうか。観音講の

日は観音菩薩の縁日とされ、地元の講員だけではなく、市内の女性たちが巡礼にやってきた。

ただし、観音講としてまとまって参拝することはなかったようである。 

古谷・要谷・上長部の長部三観音は、それぞれ屋号「大古谷」、「要谷」ix、「大神」の氏

神であり、集会所的に利用されることはない。観音講は所持する観音様のお掛図を拝み、観音

堂は参拝先という位置付けにとどまる。観音堂の家の者が観音講において何らかの役割を担う

こともなく、観音講と観音堂は小部落にとって全く別のものとして捉えられているといえる。 

 他方で、長部三観音は女性的な側面が強い。古谷・要谷・上長部の順に姉妹仏であると伝え

られ、それぞれ金の兜仏を秘仏してきたとされるx。また、屋号「要谷」の家では「代々、観音

様は男ではなく、嫁に伝えられる」とされているxi。

産育においても、観音堂は信仰された。古谷の観音堂では、お手玉大の「枕」や「お幕」（赤

い布）を奉納し、子授けや安産を祈願した。ただし、「枕」や「お幕」を奉納しに来るのは嫁

本人ではなく、姑だった。古谷では元々1 日と 15 日に年配者がお煮しめやオハネリ（米と賽

銭を包んだもの）を持って観音堂にお参りする習慣があり、逆に若い嫁については個人で観音

堂にお参りするということは少なかった。

図１ 観音堂の間取り（古谷の観音堂） 

 採光のため、右側の壁には窓がある。また両壁には、参拝者が奉納した

「お幕」が貼られている。
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写真３ 古谷の観音堂と堂内に献じられた 写真４ 要谷の観音講で拝んできたお掛図 

「お幕」（平成 26 年 1 月 14 日筆者撮影）    （平成 26 年 1 月 13 日筆者撮影）

絹布 410×1180 遠野栄子氏所蔵

長部地区では、観音菩薩は女性との関わりがとても強い仏様として捉えられている。要谷

の観音講で用いるお掛図xiiを管理する家では、「（お観音様は）女の神様で、お母さんのお願

いを聞いてくださる」とされている。つまり、観音菩薩の守護の対象は子どもというよりそ

の母親である女性であり、産育に関わらず女性の悩みを聞いてくださる存在と見なされて

いるといえる。長部地区における観音講と観音堂は、幅広い年代の女性による観音信仰の上

に成立してきたといえよう。

４．まとめ 

同じ陸前高田市内においても、多様な観音講が展開していることが明らかになった。社

会・信仰・経済の観点から、根岬地区と長部地区の観音講を比較してみたい。 

まず、社会的な観点から観音講の構成を整理すると、根岬地区においては結婚した女性の

20 歳代から 60歳くらいまでの幅広い年代が観音講に属しつつ、「ヨメ」と「ガガ」のグル
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ープに分かれて活動していた。長部地区では、家における代替わりが観音講においても基準

になっている。これは、男性側の社会組織・講集団や、上位の講集団との階梯制と関係して

おり、観音講は、社会全体の地域性に繋がっているといえる。 

 次に信仰の観点では、根岬地区の観音講に修験的要素が強く表れているのに対し、長部地

区では女性と観音菩薩の関わりが信仰の基礎となっている。前者は、広田半島における修験

に観音講が結び付いたと考えられ、後者については、女性の守護者としての観音菩薩が強調

されている。観音講が気仙地方、あるいは三陸地方という広域でどのように分布しているか

を確認することが、両地区の観音信仰の実態を明らかにする上で今後の課題となろう。 

 経済的な観点からは、講員である嫁の経済状況との関わりが明らかになった。根岬地区の

場合、嫁にとってホマチを得ることは暮らしていくために極めて重要な問題であり、観音講

がその支えとなっていた。一方の長部地区の観音講には、経済的補助の機能はない。むしろ、

講で集金したり、菓子や映画を楽しんだりするなど、出費の方が大きかった。この違いにつ

いては、根岬地区の場合、観音講とセンタク日が別に設けられ、センタク日に小遣いを貰っ

たり、休むことを認められていたりしたことも関連していよう。このような違いが何によっ

てもたらされたかについては、休み日感覚の違いのほか、女性の就業、流通の変化等とも関

連付けて検討する必要があると思われる。 
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ii 子どもの生育に関する地蔵信仰としては、気仙町姉歯橋近くの「土手の地蔵様」など

〔陸前高田市史編集委員会 1992:518〕全く報告がないわけではないが、境界に置かれ、

やはり道祖神として祀られている傾向が強い。
iii 札所は次のとおりである。（1）泉増寺観音堂（陸前高田市気仙町）、（2）金剛寺（陸前

高田市気仙町）、（3）古谷観音堂（陸前高田市気仙町）、（4）要害観音堂（陸前高田市気仙

町）、（5）上長部観音堂（陸前高田市気仙町）、（6）馬頭観音堂（陸前高田市矢作町）、

（7）観音寺観音堂（陸前高田市矢作町）、（8）延命寺（陸前高田市竹駒町）、（9）羽縄観

音堂（陸前高田市竹駒町）、（10）正覚寺（陸前高田市竹駒町）、（11）常光寺観音堂（陸前

高田市横田町）、（12）平栗福寿庵（陸前高田市横田町）、（13）向堂観音堂（気仙郡住田

町）、（14）満蔵寺（気仙郡住田町）、（15）中清水観音（気仙郡住田町）、（16）長桂

寺（気仙郡住田町）、（17）城玖寺（気仙郡住田町）、（18）坂本堂（気仙郡住田町）、

（19）稲子沢（大船渡市猪川町）、（20）館下観音堂（大船渡市猪川町）、（21）洞雲寺

観音堂（大船渡市盛町）、（22）長谷寺観音堂（大船渡市猪川町）、（23）田端観音堂

（大船渡市赤崎町）、（24）熊野堂（大船渡市末崎町）、（25）小館観音堂（陸前高田市

広田町）、（26）田束観音堂（陸前高田市小友町）、（27）常膳寺観音堂（陸前高田市小

友町）、（28）立山観音堂（陸前高田市米崎町）、（29）普門寺（陸前高田市米崎町）、

（30）大石観音堂（陸前高田市高田町）、（31）氷上本地（陸前高田市高田町）、（32）

坂口観音堂（陸前高田市高田町）、（33）浄土寺観音堂（陸前高田市高田町）〔陸前高田

市史編集委員会 1998:313-356〕。
iv 三十三観音の選定は、中御門帝（在位 1709～1736）によるとする説（「封内風土記」に

基づく）〔細谷 1999 8〕と、御詠歌選定者である佐々木友則によるとする説（「気仙風土

草」に基づく）〔陸前高田市史編集委員会 1998:311〕がある。
v 数少ない観音講の記述として『陸前高田市史 6 民俗編（下）』がある。八日行や、男性

の来訪について触れられていることから、本稿における根岬地区の事例に近く、八日行実

施地域に限定した観音講の記述と考えられる。また「講中は自由加入で、未婚でも既婚で

も差支えない」ともあり、一般的な女人講と一線を画している〔陸前高田市史編集委員会 

1992: 517〕。ただし、本調査報告における事例では、根岬・長部地区共に講員を既婚女性

に限定しており、『市史』を補足して調査研究を行うことが急がれる。
vi 観音講のほか、行屋で行われてきた女性の行事としては「神さま遊ばせ」（2 月）、「石子

念仏」（3 月）、「お花見」（6 月）などがある。「神さま遊ばせ」は、オガミサマと呼ばれる

巫女を呼び、各家から一人の女性が参加して各々占ってもらう行事で、平成 22 年頃まで

行われていた。「石子念仏」は春彼岸の前に行われる行事で、100 個超の石（大祝の浜で集

め、1 字ずつ経文を書く）を皆で囲み、触れながら経を唱える。この石は後で境に祀られ

る神に供えられ、病気や災厄から村を守るように祈られる。「お花見」は田植え後の休み

で、サナブリともいう。小麦まんじゅうやナベヤキなど、手製の菓子をそれぞれ持ち寄り

楽しむ。行屋はこれらの行事のほか、日常においても茶飲みの場としても利用されてい

る。
vii 1 月 12 日は山ノ神の縁日であり、上長部の男性たちは観音堂で共食し、夜籠りした。

上長部は長部地区で唯一の内陸地であり、山仕事の従事者が多かったことから山神信仰が

発達した。また、同じく正月にはワラセドの行事としてオドミョウジンがあった。各家を

回て小銭を貰い、それを集めてお菓子を買った。女の子は夕方には家に帰るが、男の子は

観音堂に寝泊まりした。いずれも、現在は観音堂では行っていない。
viii 古谷では夫婦でシュダチを務めるが、妻は観音講で何らかの役割を担うわけではない。

上長部ではシュダチは神事や講における男性の役員を指し、女性の観音講の役員をシュダ

チという名称で呼ばない。このように、シュダチについては小部落ごとに認識が大きく異

なっている。
ix 「要谷」の観音堂は、東日本大震災の折、住居ごと流出した。
x 古谷・上長部の観音堂については、盗難にあい兜仏を失った趣旨の伝承が伝わってい
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る。なお、いずれの観音堂においても本尊は聖観音像である。
xi この話は、「要谷」から話を聞いた要谷小部落の女性（昭和 6 年生）の語りに基づく。

更にこの女性は、平成 23 年に要谷の観音堂が津波で流出した後、「要谷」の嫁が兜仏を見

つけてきたと聞いて、「嫁に伝わる」という意味を確信したと語った。
xii 要谷の観音講のお掛図は、屋号「久保」が所有するものである。このお掛図を作成した

のは「久保」に嫁いだ女性で、時期は昭和 20 年代と思われる。彼女は産婆であり、未熟

児の生育などに尽力を注いだ。産育への熱意から、女性たちの心の支えにできるよう、観

音様のお掛図を作らせたと見られる。彼女は早世するが、後妻によって観音講で使うよう

になった。この掛軸以前に、要谷の観音講でどのような観音像を拝んでいたのかは不明で

ある。
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Ⅳ．行屋                           中野 泰(筑波大学) 

１．はじめに 

 本稿は、陸前高田市においては、広田半島のみに所在している行屋について、広田町に限

定して悉皆調査を行い、その概要を把握することを通じて、その民俗学的な位置づけをはか

ることを目的とする。様々な講や集落の活動拠点となっているこの地域の行屋の特徴につ

いて、氏神祭祀、オシラサマや出羽三山の信仰などとの関連に留意し、解き明かすことを試

みるものである。

（１）研究史

 行屋と称する建物は、山岳登拝に関わる信仰施設として知られている。東北地方において

は、飯豊山や出羽三山への登拝の前後に行屋を利用し、精進潔斎の籠もりを行う例がある。

例えば、山形県小国町の長者原や市野々においては、登拝前に、修験者の祈祷を受け、行屋

で三週間程度の行を行う[奥山 1985]。別火といって行屋の火で煮炊きをした精進料理を食

し、朝晩に水垢離を行った。飯豊山を登拝する際には、カケネンブツといい、南無阿弥陀仏

を唱えながら登る。ムラに戻ると鎮守へお礼参りをし、修験者を訪ねて祈祷をして貰う。飯

豊参りをしない者は婿に貰うなと言われ、飯豊山への登拝は、ムラの男として一人前になる

過程で重要な位置を占めていた。置賜地方において、飯豊山や出羽三山へ登拝する習俗は、

農業の豊作を願う祈願の儀礼であるとともに一人前になる通過儀礼の性格を有していた。

このような登拝習俗は大正時代まで認められたものであり、東北地方の庶民の山岳信仰の

特徴を良く示している。山形県の置賜の六郷町の行屋は、登拝習俗の用具とあわせて国の重

要有形民俗文化財指定(平成 9 年 12 月)されている[文化庁文化財保護部 1998]。
 陸前高田市には、広田半島を中心に行屋を多数認めることができる。だが、行屋について

の学術的記録は充分になされず、その姿と意義については未解明と言える。例えば、学術的

記録は、『陸前高田市史』の民俗編に認められ、断片的な記述であるとはいえ、唯一のまと

まった資料となっている[陸前高田市史編集委員会 1991-2]。
行屋は内陸部では淨屋と称する所が多い。市内では広田や小友に多く、かつては小

集落に一戸ずつは必ずあったもの。今の公民館のような機能を果たすものである

が、信仰的な諸種の行事を行う場所として、なくてはならない存在であった。・・

(略)・・気仙地方では海岸地帯に多く設けられたが、旧広田村(町)が特に多く、一

村に実に二三戸も存していた[陸前高田市史編集委員会 1992:521]。
これに続いて、記載は、広田の例として、祭祀対象、組織の概略と続く。祭祀対象は、稲

荷・不動明王・地蔵菩薩・庚申・オシラサマ・日枝神社・古峯神社・御明神様・観音様など

の９位、組織は、集落の共同責任による維持管理であり、一般的に「さきだち」と呼ばれて

いる集落の長老や顔役がそのまま行屋の「さきだち」になる例が多いという。また、以前は、

法印・神官・その他の聖職にある者が行屋の行事を主催したものであったという。

 ここから、集落の「さきだち」が行屋の自治的運営を主導していたこと、行屋で祀られて
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いる神仏が９種に及んでいたことが分かる。各小集落に行屋がある広田地区においては、行

屋の総数が 23 棟を数え、そこでは多くの神仏を祭祀し、居住者間の親交が深められていた。

加えて、行屋の用途が３つの型に整理されている。①神仏を祀って祈願をし、庚申講・観音

講など講中の集まる修業・精進と宿泊、②その集落の共同作業の場所、あるいは七夕や盆行

事の準備の場所、③その集落の懇談・娯楽・子どもの勉強会などの場所、と整理されている

[陸前高田市史編集委員会 1992:521-522]。この報告は、行屋の分布、祀られている神位、

集落施設としての機能を整理しており、行屋の要点を知ることができる。

 だが、なぜ、特定の神仏でなく、複数の神仏を祭祀しているのか、神仏同士の間にはどの

ような関係があるのかは分からない。丁寧に見てみると、『陸前高田市史』の民俗編の記載

は、どの集落を対象とした記述であるのか記されていない。そのため、上述の行屋の位置づ

け自体、広田地区の特定の集落についてのものなのか、複数の集落に共通する一般性の高い

共通的要素についてのものなのか、読者は知ることができないのである。さらには、そもそ

も行屋がなぜ広田半島にだけ分布しているのかについても教えてくれることはない。

 以上、先行する調査研究は行屋に対する断片的な資料にとどまり、飯豊山や出羽三山を参

拝する習俗との関係性を明らかにして来なかった。すなわち、広田半島には多くの行屋が存

在するにも関わらず、陸前高田市に伝承されている行屋の民俗が、どのような意義を有して

いるのか、明らかにされていないのである。

（２）本稿の目的と調査研究の方法

 陸前高田市で行屋が伝承されていることの意義を明らかにするためには、飯豊山や出羽

三山を参拝する習俗との関係性を明らかにすることが求められる。その全容を総合的に解

明するためには、建築学、美術史、宗教学等の多角的なアプローチが求められる。中でも、

習俗の研究として、民俗学的なアプローチは重要な位置を占めている。その課題は大きく３

点に整理できる。第一に、行屋における生活、儀礼、行屋をとりまく集落の日常生活や信仰

との関わりなど、聞き取りや参与観察に基づく詳細な記録を、個別の集落を対象に作成する

ことである。第二に、それらの移り変わりの様相を聞き取りに基づき、明らかにし、その変

化の姿を再構成することである。第三に、行屋の習俗が、どのような範囲で営まれているの

かについて明らかにする広域的調査を実施することである。

 ここでは、限られた期間と予算の範囲で、以下のように調査研究の目的を限定して設定し

た。①広田町に所在する行屋について、アンケート(統一的項目)に基づき、その概要を明ら

かにすること、②アンケート結果に基づき、特定集落の行屋についての聞き取り、参与観察

調査を実施し、現在の記録と過去の姿を再構成すること、③以上の①と②の調査の成果を関

係付け、広田町の行屋についての民俗学的位置づけを行うこと、である。

 アンケート調査の調査項目を注に載せたi。このアンケートに基づき、広田町で調査を行

った。調査総数は 20 地区であったが、調査過程で漏れがあったことを確認し、更に 1 地区

増やして補充調査を実施したii。調査総数は 21 地区となる。小友町の 2 地区の巡検も実施

し、比較例として参考にした。広田町の 20 の行屋については、実質、２名の調査員を中心
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に２日間で行ったiii。

 以上の調査研究によって、広田町の行屋は、一般的に八日行を行うほか、集落の草分けの

旧家を中心とする氏神やオシラサマを祭祀したり、また、葬送儀礼を支える地蔵菩薩を祭祀

したり、個々の行屋が特徴的な信仰伝承を有していることが分かった。また、地域や集落に

よっては、漁業や防災の拠点になっていたり、子どもや大人の学習拠点になっていたりと、

多様な役割を担っていることが分かった。従来報告されていた以上に多様な性格を有して

いることが明らかになったと言える。

 広田町の行屋に共通する点としては、①各集落が自治的に運営するものであること、②複

数の神仏を祭祀する宗教的施設であることを挙げることができる。これら行屋の起源が、伝

承として伝えられる例もあれば、比較的新しく形成された行屋もあるが、その機能が宗教的

側面だけに還元できず、各地区の生活と密接に結びついている点を③第三の共通点として

指摘できる。

 以下、行屋の特徴と多様さについて、「２．行屋の機能」「３．行屋の信仰伝承」に焦点を

当てて報告する。「２．行屋の機能」では、行屋の組織と機能の様々な事例を、主としてア

ンケート調査に基づいて紹介し、その特徴を指摘する。「３．行屋の信仰伝承」では、行屋

の特徴的な信仰伝承を紹介し、その性格を整理する。最後に、東北地方における山岳信仰の

登拝習俗との関わりを検討し、陸前高田市における行屋の民俗が、どのような意義を有して

いるのかを考察する。なお、原則として、広田町の事例を中心に報告するため、小友町の 2
事例については、必要に応じて補足的に言及することにとどめる。

２．行屋の機能 

 アンケート調査結果から、行屋の概要とともに、主要な役割を以下に整理し、その機能を

まとめる。表１にアンケート調査結果の要点を一覧にした(表１)iv。

（１）名称

 行屋、浄屋、集会所、公民館などの名称がある。行屋という名称が多く、総じて集会所、

公民館といった一般的な名称へ移り変わってきている傾向を看取できる。昭和 30年代には
行屋建設ブームがあったという声も聞かれた。後に、公民館やコミュニティセンターを設置

することで、その意義が薄れていったと思われる。

行屋という名称には、先屋敷
せんやしき

行屋(田端)、天
あま

ケ
が

森
もり

行屋(中沢)というように、特定の名称を
つけている行屋もある。これらの名称は、行屋を有する集落の歴史過程と関わっている(３．
信仰伝承の（２）氏神で後述する)。ジョウヤと称する名称は、浄屋と表記するようである
(越田)。宗教的な清浄の感覚に基づく命名と思われる。行屋での精進潔斎の習俗に起因する
ものであろう。

（２）管理者・管理方法

 特定の家を中心に行屋を管理している集落としては、中沢、田端、越田、大陽などがある。

これらの行屋は特定の家の氏神祭祀と関連する傾向がある。大陽においては、寺の世話役が
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行屋の草刈りを行って維持管理しているが、この世話役は、大本家の家が代々務めてきたも

のでもあった。区長や公民館長が管理している例は、集、堂の前、志田、岩倉、泊、黒崎、

山田、平畑、大祝、蒲田、六ヶ浦、袖野など多い。田谷も現存当時は区長であったという。

行屋の敷地は個人所有の土地という例が見られ、契約を結んで、賃貸料を支払っている集落

(志田)もあれば、無償賃貸の集落もある(大祝)。山田集落の場合、集落の役員は次のようで
あった。部落会長(公民館長兼)：１名(以下、省略)、副会長(副公民館長兼)：１、公民館主事：
１、区長：１、班長：４(１班～４班)、女性会理事：２、老人クラブ：１、漁協婦人部：２、
農業委員：１、お寺世話人：２、花園会幹部：１、黒崎神社世話人：１、漁協総代：２、開

口報知係：１、交通安全協：１、小学校ＰＴＡ：１、中学校ＰＴＡ：１、体育委員：２、都

合 18 の役割に 26 人が就いている。公民館長、女性会理事、開口報知係が行屋の鍵を管理
している。開口報知係とは、磯漁業の口開け情報を有線放送で集落内に通知する役割である。

平畑の場合、畠山家、漁業の運営委員、公民館長、婦人会の４者で鍵を所有する。行屋の隣

に稲荷社があるが、その稲荷社は畠山家の氏神であり、畠山家では氏神祭祀の際に行屋を利

用する。蒲田の場合、管理は黒崎神社であるが、区長、漁業運営委員、行屋の近所の家で行

屋の鍵を所有し、開閉の管理をしている。多くの集落が、磯漁業の口開けの連絡をする関係

で、漁業組織の代表者に鍵を委ねている。

（３）建物の歴史

 行屋の多くは、集落の端というよりは、中程に位置する傾向があり、大屋
お お や

とか大前
おおまえ

と称す

る草分けの家の周囲に隣接する例も認められる。いずれも平屋建てである。間取りは、祭壇

を設けた部屋を中心に構成され、それに隣接する部屋がある場合と、台所、トイレを設置し

ている例が認められる。

 充実している間取りとしては山田の例を挙げることができる。もっとも質素な行屋とし

ては、越田の例を挙げることができ

る。越田の行屋は、大屋の熊谷家の敷

地に母屋と隣接して建っている(写
真１)。現在は瓦葺きで、ガラス格子
戸で外部と仕切られているが、大正

時代は障子戸に雨戸形式で、茅葺き

屋根であったという[岩手日報社編 
2003]。間取りは、祭壇を設置した 8
畳の1部屋のみである(2間半×2間)。
縁が敷設され、台所やトイレはない(図１参照)。トイレがない行屋は他にも認められる(志田、
堂の前、中沢、泊、田端、後浜、袖野、大陽)。この点は、長部地区の観音堂などと共通す
る。一般の祠堂ではよく見られる形式である。山岳信仰のための行屋で精進潔斎を行ってい

た点との関連を連想させるが、伝承として具体的に関連する話は聞けなかった。山田の行屋

は、平成元年に山田公民館として建てられた。間取りは、祭壇のある 21 畳間の部屋に、8

写真１ 越田の行屋 

80



畳間が隣接し、炬燵が備えられている(図２参照)。この部屋に隣接し、台所と放送室がある。
他にもトイレと物置が設置されており、施設は充実している(7間半×3間半)。

図１ 行屋の間取り（大陽地区越田） 

図２ 行屋の間取り（喜多地区 山田公民館（行屋）） 
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 昭和以前に遡る古い例は現存していない。ただし、現存の行屋以前の建物で具体的年代が

わかる例として、泊の以前の行屋は大正９年に設置されたものであった[西條 1994]。天ヶ
森行屋の以前の建物は、昭和８年に建てられたものだという。志田についても昭和 10年代
にあったことが、八日行の記録から確

認できる。新しい例としては、堂の前、

集、天ヶ森行屋などであろう(写真２)。
集のそれは、2011年 3月 10日頃に完
成し、現在は、公民館と称している。

以前の建物は昭和 50 年頃に出来たも
のと言われており、行屋と称してい

た。昭和 50 年頃に建てたという例が
多いが、小友町の塩谷の行屋は昭和 35
年に建てられたものである。当時、行

屋の立て替えや利用頻度が増え、行屋が流行したという。大野の行屋は、公民館ができ、使

用されなくなっていたため、2000 年に取り壊した。この行屋は 70 年前にはあったという
ので、1940年代を遡るものと思われる。建築年代から推察すると、行屋の歴史は古いもの
ではなく、昭和を遡るものの、近代になってからの建築様式ではないかと考えられる。

（４）祭祀対象

 一つだけを祭祀している例と、複数の神仏を祭祀している

例が認められる。一つだけの祭祀例は、天ヶ森行屋における

日先
ひのさき

神社(中沢)、先屋敷行屋における神明社(田端)、黒崎神社
(黒崎)である。小屋敷においては、青面金剛立像の掛け軸のみ
である。日先神社では、11軒の家から集まり、日先神社講を
行う。旧暦９月８日に行屋の外にのぼりを立て、地区の人が集

まって会食をする。日先の神様は、祭壇の掛け軸によると、常

陸国志太郡右籾村の日先峯に鎮座する日先神社(現在の茨城
県土浦市)である(写真３)。中沢集落の者が、この神社を勧請し
たものと考えられる。この経緯について、佐藤智敬は、明治 15
年 10月に、伊勢講の帰りに土浦市右籾の日先神社を陸前高田
の講中が参拝し、神札と掛け軸を受け、勧請に見立てて氏子持

ち回りで礼拝していると、土浦の宮司へのインタビューに基

づき報告している[佐藤 2001、2002]。
 圧倒的に多数の行屋が、複数の神仏を祭祀している。その数

は、２から６位まで幅がある。２位の例としては、堂の前の行

屋の祭壇には、地蔵菩薩立像と観音菩薩の掛け軸が祀られている。６位という例としては、

その多くを地蔵菩薩が占めている。志田では、不動明王立像を除けば、他の５体はいずれも

写真２ 堂の前の行屋(名称は堂の前会館) 

写真３ 日先神社講の

掛け軸
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地蔵菩薩立像と見られる。集でも、５位のうち、不動明王立像１体を除くと、地蔵である。

全体に、地蔵菩薩が卓越し、観音菩薩、不動明王も少なからず認められる。地蔵菩薩の中に

は、ミチビキ地蔵という名称が複数の集落で認められる(志田・岩倉・平畑)。祭壇に鉦が準
備され、百万遍念仏の数珠等を保管している行屋も少なくない。この点は、行屋が葬送儀礼

と関係していることを示している。泊では、荒神様を祀っているが、この御神体は般若面と

される。行屋ではオシラサマの祭祀も行われている。普段は、行屋かオシラサマを所有して

いる家の母屋で安置し、命日に祭壇にて祀りを行う(後泊、越田、大陽)。
（５）講・行事

 多くの行屋で行われていたのは八日行である(集、堂の前、志田、岩倉、泊、田端、後浜、
大野、田谷、山田、平畑、大祝、蒲田、六ヶ浦、越田、小屋敷、袖野、大陽)。八日行につい
ては、後述する。八日行を確認できなかった中沢においては、日先神社講のみを行っている。

観音講も多くの行屋で行われている(集、志田、堂の前、岩倉、泊、田端、後浜、大野、田
谷、黒崎、山田、平畑、大祝、蒲田、六ヶ浦、越田、小屋敷、袖野、大陽)。観音講について
は、「Ⅲ．観音講」を参照されたい。越田では、オショウジンと称して、女の人が集まって

餅や甘酒を飲食した。昔は２、３日泊まったという。

地蔵講については袖野でのみ確認できた。旧６月

24日に、おばあさんが念仏唱えながら数珠回した。
昔は一晩泊まったという。

天神講についても多くの集落で行われていた(泊、
越田、大野、田谷、蒲田、小屋敷、袖野、大陽)。天
神講とは、５月の節供に行われる男の子の行事であ

り、子どもだけで食事を作り、遊ぶものだった。例

えば、大野の例では、各家から、布団、米、小豆、砂

糖などを茶碗一杯宛、持ち寄って子どもたちが料理

をし、３日間寝食を共にする行事であった。

念仏講も行われていた。大陽においては、昭和初期

まで行われ、地域の人が無くなると女の人が念仏を

唱えて仏様を海に流す。イシッコ念仏と称して、念仏

講のように念仏を行う地区もあった(岩倉、黒崎、大
祝、六ヶ浦)。黒崎では正月と盆の年に２回、お年寄
りが念仏を唱えた。六ヶ浦では、農閑期に、女性が、

長洞地区の浜から石 100 個を拾って、行屋の外の地
蔵に交互にお供えする。岩倉でも同様にイシッコ念

仏が行われている(写真４、５)。岩倉では盆に行屋の
ロウソク立てを女性が行う。８月のお盆には、万灯籠

の行事が多くの集落で行われ、行屋を拠点に準備等をする。万灯籠とは、明治の津波で亡く

写真４ 石こ念仏の石 

写真５ 文字を記した石こ念仏

の石(於：ともに岩倉の行屋) 

83



なった人の霊を慰める行事である。もともと個人の家で行う行事であったが、昭和 55,56年
頃に規模が大きくなったという[陸前高田市史編集委員会 1991]。
 集落によっては庚申講も行われている。この庚申講は家屋を新築した際の行事となって

いる(山田、平畑、小屋敷)。山田の庚申講は、家の新築祝いに「庚申様を拝んでください」
と近所を練り歩く。平成 6 年に行われた庚申講が盛大であり、額縁に入れてその写真を行
屋に飾っている。小屋敷においても、集落の中で新しく家が建てられた時に、青面金剛立像

の掛け軸を持って家をまわり、「お、こうじん、こうじんだ、めったりめったりそわか」と

唱える。「小屋敷部落庚申講当前順位」の覚え書きがあり、昭和 35、昭和 50、昭和 55、昭
和 59年に当番によって行事が行われたことが分かる。行屋の周囲に庚申石祠が祀られてい
る例もある(蒲田、六ヶ浦)。
 １月には、多くの行屋で神様あそばせが行われていた(集、志田、堂の前、泊、小屋敷、
袖野)。集の場合、神様あそばせはオガミ様(巫女)を呼んで、家族全員のことを占って貰い、
みんなで祭壇に拝んだ。個人情報を聞かれて困るということで、2011 年の震災後は黒崎神
社で行っている。泊のオガミ様を呼ぶことが多いという。各地区では神様あそばせを担当す

る当番を決め、その一覧表を作成し、行屋の壁に掲示している(集、堂の前、山田)。堂の前
の場合、3～4名の女性が組となって 5つの組合わせが作られ、順番に神様あそばせの準備
等の当番を担当している。山田集落の上川・唐蓬班の「神様アソバセ名簿」(平成 11～15年)
では、担当する者(世話人という)の氏名を順番に並列する形式であるが、その順序は、年齢
順になっており、当番は年齢順を原則としている。越田では、春の 3月あたりにオガミ様の
所へ行って家内安全の祈祷をして貰うという。小屋敷では、神様あそばせの一か月くらい後

の神様の休み日に、神社を廻って歩き、行屋に戻って、参拝し、お茶会（お礼まいり）を行

う。巡拝を行う習俗は、正月などの節目を契機として、個人的にも行われているし(第Ⅱ部
参照)、浦祭りなど広域的にも行われている(第Ⅴ部参照)。居住地近辺の神仏を対象に巡拝す
る習俗は重層的に認められ、注目される。

 年中行事としては、正月 16 日の虎舞(平畑)、３月の雛祭りには、戦前まで菱餅を神様に
お供えして拝んだという。布団を持ち寄って行屋に泊まったものであった(袖野)。４月、５
月は花見をした(泊)。田植が終わった後、サナブリ（女性のみ）を行った。朝 9時頃、子連
れで行屋に集まって、小豆団子を作ってお供えし、それを食べたり、話たりして、夜まで過

ごした(袖野)。夏休みには子ども達による七夕も行われた(集)。七夕は、旧暦７月７日に一
か月かけて行灯を作り、夏休みに入って１日のみ、行灯を引いて集落を歩いた(小屋敷)。短
冊を作り、笹七夕をリヤカーで引っ張る。太鼓を叩いて、地域をまわって歩いた(袖野)。お
盆には同窓会も行屋でする例が認められる(袖野)。
 各集落や地域の神社祭礼のためにも行屋は利用される。例えば、袖野では、10月は 10・
11 日に立山神社のお祭りがある。その準備に花造りを、雨が降る場合には踊りの稽古を行
屋で行う。志田でも、祭りの練習と慰労会に行屋を利用する。

（６）その他の利用
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 行屋の利用は多岐にわたっている。新年会・自治会、税金収集、祭りの練習と慰労会(志
田)、防災・避難所、漁業関係の話・伝承、子どもの学習(朝読み会)・遊び場、同窓会(袖野)
などである。

 山田では集落の集まり(月一回)を行屋で行っている。集落の会費を徴収するのは半年に一
回で、これも行屋で行う。納税のために行屋を利用している集落は多く見られる。六ヶ浦で

は月例会と称して、第三日曜日に行屋へ集まるが、この集まりは納税の集金を兼ねている。

集の場合、集落全戸が集まるのは、自治会と自治会長の引継の時だけである。納税を行屋で

行うことが集落の集まりの重要な契機となっていたという例は、小友町でも聞くことがで

きる。矢ノ浦では、納税回収の役割が大きく、回収率が県内で１位になったことがあるとい

う。だが、平成 23年の震災で納税組合は解散した。
 東日本大震災直後は、一日

一回部落で集まって情報交換

をした(集)。志田においては、
支援物資のとりまとめと配布

を行屋で行った。堂の前の行

屋は、根岬地区全体の防災の

拠点となった。このような防

災・避難・(ボランティアを含
めた)支援の拠点としての役
割は、多くの行屋に認められ

る(集、志田、堂の前、中沢、
田端、黒崎、六ヶ浦)(写真６)。反対に、津波の危険があるため、大野の行屋は避難所になっ
たことはないという。

 漁業関係の話し合いも多くの行屋で確認できる。後浜の行屋では、漁業関係の話し合いを

よく行っていた。昭和 40、50 年頃にノリ養殖、ワカメ養殖が盛んになり、話題になった。
人が集まるとよく漁の話になり、アワビ、ウニの採り方、潮の読み方を先輩から習った。た

だ、捕ることは競争でもあるため、誰でも他人に教えない漁場を持っていたという。こうし

た教え合いは江戸時代の神社の頃から行われていたはずだろうという。大野においては、ワ

カメの口開けに際して駆け引きがあり、情報交換の貴重な場所だったと回想されている。漁

業については漁師、農業については百姓のグループができて、それぞれで話をしていたとい

う(大野)。
 行屋を勉強の場所としていた集落も多い。中沢では、普段から中学生などが集まり、カー

ドゲームなどで遊んでいる(写真７)。夏休みには多くの利用があった。宿題をした(集)。寝
泊りはしないというところもあれば(集)、泊まるという集落もあった(志田)。50年ほど前は、

写真６ ボランティアによる寄せ書き(六ヶ浦) 
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朝八時に集まり夏休みの宿題をしたと

いう(大祝)。これを朝読会といった(泊、
中沢)。他にもラジオ体操をしたりした
(大祝)。袖野では、子どもの遊び場だけで
なく、私設保育園の場として行屋が利用

された。高橋ミナコという人が満州に 10
年も抑留されて戦後に子ども 2人を連れ
て、袖野へ来た。この人が、農繁期に子

どもを行屋へ集めて保育園を始めた。1,2
年で広田の保育園ができたが、その初代

園長になったのがこの人であった。当初

は、財団法人だったらしい。大人も学習する機会があった。例えば、謡である。謡の稽古は、

夜の 2 時間～3 時間行われた。喉が潰れたら黒豆の煮汁を飲むと良くなるといった(山田)。
謡いは、婚礼、建前、上棟式、船降ろしなどの際にうたうもので、男のたしなみの一つであ

った。広田町では、喜多流が多い。金春流の集落もある(根岬の４つの集落)。
（７）資料からみる行屋

 堂の前の行屋の使用日誌から、行屋の利用実態と、近年の動向について検討する。「無題

[堂之前会館使用日誌]」は、平成 5年 3月 18日から平成 25年 7月 21日まで記載されてい
る。記載項目は、年月日、摘用、使用時間、使用者名・電話番号、出席数である。この中か

ら、年月日と摘用のみを、表２に整理した(表２)。
 利用実態を見ていこう。平成 5年は、この行屋が会館として建設された年である。建設に
関わる委員会等の利用が目立つ。6月以降は、小学校の行事、八日行で利用されている。平
成 6年度は、国民健康保険の集金、納税の集金などが行われ、11月には鹿島神社の祭礼で
利用されている。12 月の八日行の前には婦人会による観音講で利用され、部落集会、子ど
も会が実施されている。月末にはアワビの口開けや口止めの放送を行っている。年が明ける

と、婦人会、若者などの利用があり、2月には神様遊バセ、参詣ヨモゴリ、石コ念仏で利用
されている。これまで見てきたように、各種の集会や集金、石コ念仏、観音講、八日行など

の、信仰に関わる講や行事が盛んに行われていることが分かる。このような利用状況は、平

成 5年以降、20年代まで大きく変わらない。また、以下で記す東日本大震災による影響を
受けつつも、近年は行事も少しずつ復しつつある。

 災害に関わる記載も特徴的である。津波の避難訓練は、平成 8年 6月 15日以降、毎年の
ように 5月 24日前後に行屋で実施されていることが分かる。平成 22年 2月 28日には「チ
リ地震津波の為船引き人放送」、翌日に「津波避難の為開館」とある。毎年のように津波避

難訓練を実施し、実際に起きたチリ地震による津波を避難するため、行屋を開いて対応した。

東北日本大震災の勃発した平成 23年 3月 11日の記録は「大津波の為避難」と記され、続
けて「物資仕分け等」とある。堂の前の行屋は、根岬地区の中心施設として、支援物資の仕

写真７ 天ヶ森行屋で遊ぶ子ども達
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分けの拠点となった。以後、平成 22年度の記載はない。翌平成 23年度は 12月の「八日行
の為のそうじ」から記載が始まる。1月の子ども会、女性会、老人クラブと少しずつ利用が
再開されていく。平成 24年度は 7月の「開口、カゼ」から記載が始まり、漁業も再開の兆
しを見せている。8月には万灯籠、念仏等、亡くなった霊への慰霊行事が行われている。臨
時総会が 9月、11 月、翌年の 1月に開かれている。11月にアワビの口開け、12月に八日
行、1月に神様あそばせ、2月に石こ念仏で利用されている。堂の前においては、現在にお
いても高い比率で利用されていることが分かる。聞き取りによれば、根岬地区の他の集落も

同じような頻度で利用されているという。

（８）行屋の意義

 行屋の意義について、以下にまとめよう。

 行屋は集落の単位に設置されている傾向がある。行屋の維持管理は、大きく２つに分ける

ことができる。①特定の家を中心とする本分家(マケ)と、②集落である。①と②とは歴史的
な展開過程を示すものとも考えられる。それは、おおよそ、中心的な家が設置した行屋(①)
を、集落(②)へと開放していく方向性で展開したものと考えられる。
 行屋の利用も、こうした歴史的展開過程を反映し、一方では、特定の家を中心とする本分

家で利用されている。他方では、集落の全体や各種の小グループで利用されている。

 利用のされ方から整理すると、行屋は、①寄合、②税金収集、③漁業開口などの、a)日常
生活の拠点としての機能、避難所、支援物質の仕分けや配分、防災といった、b)非常時の生
活の拠点としての機能、①朝読み会、②同窓会、③漁業といった、c)学習・遊び場としての
機能、①講、②練習、③慰労会、④葬儀などといった、d)祭祀・芸能によるハレのコミュニ
ケーションといった機能を有していると言える。

 このような行屋の意義について、集落における生活者の観点に沿って整理してみる。特定

の家によって行屋が設けられた集落においては、行屋は「夜籠りが出発点。氏神祭祀や地域

の人が集まる場所へと利用目的が拡大」してきたものと認識されている(泊)。
 行屋の変化については、「公民館ができてからは観音講なども全て公民館で行う」ように

なった(大野)、また、行屋は「コミュニティーセンターができてから急に集まる場所でなく
なってきた。元々サラリーマンも増えたせいもあって、神社としての形は落ちてきていた。

サラリーマンがもっと増えた今は上の人から習う場は会社の研修なので使われない。今は

津波で人も出て行ったし、次に建てかえるときは行屋の機能はなくして建物も小さく神社

だけの建物」にするという見方がある(後浜)。行政によって設置された公民館、及び、コミ
ュニュティセンターが、行屋の役割の多くを代替し、人々が集まらない場所になってきた。

そのため、東日本大震災と津波によって人が少なくなれば、人が集まる場は今後必要なくな

る。だから、神社だけの建物で足りるというのである。行屋の変化は、このような行政側の

施策等に起因して現れたものだと認められている。だがそれだけではない。ある集落では、

「年下の人が考え方代わって、行事を行わなくなってきた」という(平畑)。つまり、世代間
の考え方のギャップによって、行事を行わなくなってきたために、行屋の存在意義が変わっ
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てきているというのである。

 考え方のズレが出てくる以前に、行屋の基盤的な役割として地域社会に意識されていた

ことの１つは教育的効果であろう。きもだめしをしたり、先輩にいじめられたり、褒められ

たり(泊)。小友町の矢ノ浦では、観音講では子どもは小学生、中学生が協力して炊事を行っ
たという。これは出稼ぎ先で炊事の係をする際も苦労しないようにする目的でもあった。

「頂きます」の前に箸で「いろはにほへと」を空に書き、書き終わってから皆で食べ始めた

という。行屋は、先輩後輩といった上下関係や、友人や異姓といった同世代の間でマナーを

身につけ、一人前に成長する場であったと言える。学校教育制度とは別に、各集落にこのよ

うな場があったことには、深く考えさせられる点がある。

 世代が上であるほど、行屋が存在する意義を高く評価する傾向があると思われる。例えば、

行屋は「７部落対抗運動会の練習を行うときに使うなど多様な使い方がある。地域の家や人

が集まる時には行屋が気軽に使われる。集まってわいわいする場所」であったという。加え

て、「集まるって気持ちがおもしろかった。家から離れて(大野)」という捉え方もある。行屋
は、様々な会合や行事が行われる場であるため、家における立場や役割とはまた別の気分で

参与することができ、それによって、精神的な解放感が得られる場でもあったと考えられる。

３．行屋の信仰伝承 

 行屋の多様な機能について、さまざまな利用形態から整理してきたが、行屋には、特徴的

な信仰伝承が認められる。このような信仰伝承の特徴について、（１）八日行、（２）氏神、

（３）オシラサマ、（４）ミチビキ地蔵、の順に整理を進めていく。

（１）八日行

 八日行は、行屋の性格を理解する上で注目される行事である。ここでは、今次の調査によ

って明らかに出来た点を位置づけるために、やや冗長となるが、既存の調査報告についても

紹介し、それとの関係を示しながら、叙述していくことにする。

【現在の八日行】―志田(根岬)の事例―
2013年、12月 8日日曜日に志田の行屋で行われた八日行を見る機会を得た。以下、この
参与の結果を、聞き取りも含めて紹介する。表３に当日の行事の推移を一覧にした(表３)。
なお、八日行の当番は、下鶴木・礒辺・川原隠居・高見屋(以上はいずれも屋号)の 4軒であ
った。この 4軒の中で当番の代表を下鶴木が務める。

14時の開始に先だって、当番の 4軒から夫婦が準備を行った。祭壇のロウソクには火が
ともされ、祭壇の下には、賽銭箱、鉦が準備される。その横には奉納された酒類が、熨斗が

見えるよう置かれる。祭壇には、右から、厨子入りの地蔵菩薩立像、厨子入り地蔵菩薩立像、

光背付きの地蔵菩薩立像、地蔵立像菩薩と思われる木像、地蔵菩薩立像と思われる木像、不

動明王立像の順に６体が祀られている。右から二番目の厨子入りの地蔵菩薩立像が大型で

あり、ミチビキ地蔵と通称されている。これは、八日行とは別に、葬儀の葬列を先導する者

が担ぐ地蔵であるという(後述する)。
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表３ 2013 年 12 月 8 日の八日行の参与観察記録(根岬地区志田[辻本侑生作成]) 

時刻 事項 

13:40 来た人から順に当前へ公民館建設資金、祭協力費、公民館費を支払い、領収書を受け取る。その後、鐘をたたい

て神棚をおがむ人がいる（全員ではない）。 

14:00 当前の妻が祭壇の前の鐘を持って行屋の外にでて、西と東の二方向へ向けてそれぞれ鐘を鳴らし、八日行の開

始を知らせる。 

14:10 当前の「これで、○○除いてみんなきたな？」の声で、話し合いを始める。この時点で出席者は男性 9名、女性 11

名。「八日行がおなごになった」という冗談を飛ばす人もいる。 

  消防の後援会の役員決め。当前「やったことない人？」。Ｇ氏「顔ぶれ見たって（だいたい全員やったことある）」。S

氏「じゃ、おれか？」などの会話が続く。 

14:13 消防の後援会を担当する者を決定。 

14:14 漁協の運営委員（任期 3 年）決め。Ｈ氏「漁協の運営委員も来年 6月で交代だから今決めねば」。運営委員の番

号が区長の順番なのか、家の順番なのか、船の番号なのか議論になる。 

  漁協の運営委員は小部落から 2 人出さなければいけないが、漁業者が減ってきたため、志田から 1人に出来ない

か議論になる。 

14:25 漁協の運営委員 2名決定。当前「2 人とりあえず決めといて、1 人でいいか申請してみる」ことに。Ｇ氏とＳ氏で、1

人のみで認められた場合はＧ氏に。 

14:26 テレビ集金の役員決め。「（漁協の）運営委員がまわってくることになってる」ため、漁協運営委員の 2名が兼務す

ることになる。 

14:28 行屋の補修の件。錠前の補修について議論する。来年の 4月か 5 月ごろ。Ｆ氏「4 月はわかめある」。Ｈ氏「それお

わってからでいいど」暑くなってからでは難しいと話す。 

14:38 当前の「で、あとは何もねえかな」の後、Ｋ氏が来年区長になるのを再来年に交代したいと申し出る。当前「当人同

士で」。結果「来年度は○○氏にやって、(Ｋ氏は）その次にするべ」と決める。 

14:44 当前「これで決めるもの終わりかな？」の後、消防後援会・漁協運営委員・テレビ集金の新役員を再度確認する。 

14:45 確認が終わり女性陣が帰ろうとすると、当前が「ちょっとまって」と呼び止め、一人暮らし高齢者から公民館建設資

金の集金を免除するかどうかを議論する。「無理して治める必要もないから」という意見も出るが、該当者は「だって

一年に一万だもの」と支払を希望する。 

14:51 当前「じゃそういうことで、よろしくおねがいします」の声で、会議終了。女性陣は当前を除いて退出し、男性陣はテ

ーブルに並べられたオードブルを囲んで飲み始める。乾杯のあいさつ等は特になし。 

  宴会の出席者は男性 9名（+調査員 2 名）。飲食しながら歓談する。当前の女性 4名は宴席の隣でお茶飲み。調

味料、お湯などが足りなくなると、補填してくれる。 

17:00 五時のチャイムをきっかけに、男性 2 名帰宅。これ以後、だんだんと人が減る。 

19:00 片付け開始。食器などの洗い物は翌朝に回し、机などを片付ける。 

19:13 全員退出し、施錠して解散。 
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14 時の開始前から、三々五々、集落の人々が行屋に集まって来る。行屋に入ると、祭壇
へお参りする(写真８，９)。お参りは、祭壇の前で、お賽銭を入れ、鉦を叩いて拝礼する形
式である。次いで、集落に関わるお金を当番の代表者下鶴木へ手渡す。お金の内訳は、祭協

力金、公民館費、公民館建設資金の 3種であり、各戸ずつ支払っている。支払いを終えた者

はストーブの周りに落ち着き、雑談をしながら開始を待つ。

14 時になると、祭壇の鉦を持って、当番の代表、下鶴木の妻が行屋の外へ出て、西と東
に向けて鉦を鳴らして、行屋の開始を伝える(写真 10)。集落の者が集まると、下鶴木の男性
が進めていく。参加者は男性 9名、女性 11名である。新年度における集落の役員に誰が就
くかを問いかけ、意見を交わして決定していく。消防の後援会、漁協の運営委員、テレビ集

金の役員を決定すると、集落で維持管理している行屋等の補修、区長担当者の変更、公民館

建設資金を独居高齢者へ均等負担して貰うかどうか等、現在、集落で懸案となっている事項

について協議する。

 小一時間ほどで協議が終わると、当番以外の女性は帰り、男性のみで八日行を行う。参加

者は男性 9名である。当番の女性 4名が台所から、食べ物、飲み物等を配膳する。特に、乾
杯や挨拶はなく、男性達は飲食を開始する。食べ物は、刺身、オードブル、漬け物、蜜柑な

写真８ [左上]行屋の祭壇(左から①不動明王立像、②地蔵菩薩立像カ、③地蔵菩薩立像

カ、④地蔵菩薩立像(光背有り)、⑤地蔵菩薩立像厨子入り(大)、⑥地蔵菩薩立像厨子入り

(小)。⑤は他部落の葬式の時貸し出すミチビキ地蔵)

写真９ [右上]八日行開始の前の祈祷      写真 10 [左下]八日行開始の合図 

写真 11 [右下]八日行の宴 
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どであり、ビール、焼酎などを飲みながら、歓談する(写真 11)。刺身、オードブルは購入し
たものである。17 時以降、帰路につく人が出始める。19 時に片づけを開始し、解散する。
 翌、12月 9日月曜日の午前中、行屋において当番の引継をする予定であったが、新年度
の当番と予定があわず、改めて引き継ぎをすることとなる。

【根岬地区の八日行】

 「八日行入料帳」を中心に、八日行の変化を概観し、根岬地区の八日行の位置づけを行お

う。「八日行入料帳」とは、志田地区の八日行の当前(トウマエ)が記帳してきた、八日行の総
経費(収支帳)である。記載は、昭和 16(1941)年～平成 22(2010)年までである。
 冒頭の凡例と当前の記載からは昭和 16年当時は、旧 12月 8日に、以下のような方法で
八日行を行っていたことが分かる。当前とは、八日行の当番のことであるが、志田の当前は、

4人ずつの組み合わせで 8つの当前が構成され、順番に担っていた。当前は、会計と、障子
の張り替えを担う役割であった。障子とは、行屋内の障子のことであろう。昭和 35年から
は、炊事夫へ、八日行の期間中の炊事作業へ日当として手当を出し始めている。炊事夫とは、

後には「炊事婦代」と記されているように、女性が担当するものであった。これは、主とし

て当前の家の婦人が担当するものであった。

 参加人員は、昭和 16 年では、総員 28 名となっているが、以後、20 人前後に減少する。
昭和 37年以降、15人前後へ更に減少しつつ、20人前後から 15人前後の間で増えたり減っ
たりしている。昭和 31年度には、志田の戸数は 31戸であるが、3戸を除いて 28戸で総経
費を分担している。集落の居住者が全て参加していたわけでなかったが、大半の参加を得て

行われていたことが分かる。昭和 33年度には「仲間入り」として 2名が加わった記録を認
めることができるが、この際に、この者達は各々「豆腐 10丁」、「焼酎 1升」を奉納してい
る。

 昭和 16年当時の経費として挙がっている項目は、粳白米、大豆、障子紙、御神酒、御茶、
醤油、油揚、氷豆腐、醤油、ニガリ、御神酒である。帳面用である障子紙以外は、供え物や

飲食に充てられたものであろう。以上のうち、粳白米と大豆は一人ずつに割り当て、持参す

るものとなっていた。参加人員は、当前の 4人を含めて 28人であり、経費を均分し、一人
38銭を負担した。
 祭日については、昭和 16 年当時においては、旧暦の 12 月 8 日に行っていた。7 日など
前後の日に行っている例も認められる。旧暦の 12月 8日に該当する日、すなわち、新暦の
1月から 2月にかけて実施されるものであった。昭和 35年度の場合、4日間行っていたこ
とが分かる。実施日については、昭和 60年から新暦で行われるようになり、これと前後し
て、12月 13日(昭和 59年)、12月 10日(昭和 60年)、12月 2日(昭和 61年)、12月 5日(昭
和 63年)、12月 27日(平成 2年)など、日程はより柔軟に設定されるようになっている。
 昭和 16年において、大豆は豆腐用とも記されている。八日行において、豆腐を用いた汁
物を作って食べていたことが分かる。昭和 22年の八日行に際しては、各戸から、クルミ 20
ヶ、醤油茶呑茶碗にて 1ヶ、小豆お椀にて 1ヶ、味噌お椀にて 1ヶ、豆 5合ずつの材料を
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集めている。豆は豆腐用と思われ、味噌や醤油で味付けするものであった。クルミや小豆に

ついては、聞き取りによれば、餅の餡として用いられたものであろうとのことである。昭和

23 年の八日行においては「餅粳各一升」の材料集めをしたことが記されており、このこと
を裏付けている。胡麻も持ち寄ったとの記録もあり(昭和 24 年度)、これも餅に利用するも
のであった。八日行は「お精進」とも称されており、これらは精進料理として食されていた。

だが、八日行に際して寄付、購入されたものの中には魚が散見される。根魚、鱈、秋刀魚な

どである。これらの魚は刺身、汁物として食べるものであった。八日行においては、クルミ

や小豆で味付けした餅、豆腐汁、魚料理、お酒を飲食する機会であったと考えられる。その

後は、嗜好も変わり、昭和 43年度には、ソーセージ、マカロニ、マヨネーズなどを購入し
ている。昭和 44年からは毎年のように肉が購入されているし、卵(昭和 49年度、昭和 50年
度)も認められる。ホルモン(昭和 60年)もあり、焼き肉も嗜んでいたことが分かる。
 昭和 16年の総経費には、畳、板などが挙がっており、戸棚や「流子」「神棚」などの経費
に充てられている。ちょうど、行屋を新しく設置した年であったと思われる。敷土代等の支

出も確認でき、個人の所有地を借りて行屋を設置していたことが分かる。昭和 27年からは
電灯料を支出している。現在の行屋は、平成 2年に設置されたものであるが、それ以前は、
大前(屋号)の裏山にあったとされる。「八日行入料帳」に記されている行屋の例は、この裏山
にあった行屋のことであろう。志田では、この裏山にあった以前は、やはり、現在の地に行

屋があったとされる。

 「八日行入料帳」は約 70年間の記録となっているが、八日行の参拝対象や儀礼について
は一切、情報が記されていない。持ち回りで当前が所有している「志田組大部落維持費帳（昭

和 31～平成 3）第二弾」は、「八日行入料帳」よりも詳細な総経費の記載がなされているが、
この記載の中にも、祭祀に関する情報は特に得られない。

【八日行の位置づけ】

 広田尋常高等小学校、広田村実業補習学校編の『広田村郷土教育資料』（初出 1932）には、
八日行について以下のように記載されている。

十二月八日。八日行といひ、六日の夜より各行屋に集合する男子の倶楽部慰安会で

年に制限なく五、六十から十七、八才迄を含み人数も亦制限なく且つ強制的でない。

これ又酒や肴や餅や団子や菓子、漁の掛引、四方山話、寝るもの、談る者、娯楽に

耽けるもの皆随意だが其の間長幼の序は不文の間に厳然たるものがある。この期

間は数日に亘るが自村内は無論高田、盛は申す迄もなく遠く東磐、気仙沼付近より

菓子、反物、小間物、金物、家具、筆紙墨等の男女行商人の人の入込実に多い数に

達する。商人も売れるもの、行屋でも家でも買うものとして幾十年来慣し来った風

俗である。筆紙墨等は一年間使用する位購入し置くを例としている[広田尋常高等
小学校、広田村実業補習学校編、1932（1981）:850]。

これは広田地域の行屋の最初の記録であり、昭和の初めの時代様相を伝えている点で、重

要である。詳細や全体像を得ることはできないが、この記述から、旧広田村においては、十
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二月八日に八日行という行事が行屋において数日間にわたって行われ、十代から六十代の

男子が集まり、酒、餅などの飲食をしながら、漁や四方山話など様々な話題の話をする娯楽

であったこと、そこへ近在の商人が物売りに来ていたことが分かる。

 『”講”について』という資料集も、広田町の各種の講を取り上げており、八日行の様相

を垣間見ることができる。例えば、根崎地区の岩倉の例については、以下のように記されて

いる[広田地区教育振興協議会編 1977]。
八日行、十二月八日を初日とし、八日間の行に入ったという。広田には各部落に行

屋という集会所があったので、そこに食料を持参して集まった。八日の夕方より始

まり権現様、金比羅様、巳待、大日と十二日の山神様を最後に行屋をしまったとい

われます。この期間中、酒、肴は勿論、新しい料理を作り、神様に信仰を捧げたと

いう。又部落民の親睦をはかり健康を祝福し合い、明日の稼働に大いに張り切った

ものですが、現在はささやかに行われています。

 岩倉以外の広田町の集落についても八日行の記載があるので、表４に整理した(表４)。
 まず、日にち・期間を見てみる。岩倉は五日間であるが、中沢浜においては最長で五日間

であった。長洞は「旧十二月四日に行屋の掃除を行ない、十二月五日の朝、材料集め。三日

から五日位拝む」というので、準備も含めれば七日間である。平陸vも「十二月になってか

ら六日から十二日まで約一週間」というので、長洞と同様である。泊では「旧暦)十二月一
日より八日迄の修業にあやかって行なわれた」という。聞き取りでは、袖野でも「昔は 8日
間行った」という。田端においては、行屋に世帯主が集まり、座禅を組んだりして、勤行を

行ったりした。同様に、小友町矢ノ浦では八日講といい、行屋の掃除として、すす払い、障

子張りを行ってから、勤行を行ったという。なお、中沢浜では、1977年頃には「新暦でや
り、始まる日も正確でなくグループの都合等で決める」ようになった。志田では、昭和 60
年に日取りを新暦へ移行することに伴い、その日程も 12月 8日には拘らず、柔軟に設定さ
れるようになった。祭日の変化は集落によって異なることが分かる。

 祭祀対象については、行屋の「山の神をはじめその他の神々に餅を供えて拝む(長洞)」と
いう。岩倉においては具体的で、権現、金比羅、巳待、大日、山神の５つの神仏の祭祀を行

う。八日の権現様から始め、山の神様を最後にするという。仏教的性格が強い集落もある。

「おしゃか様がさとりを開いて里におりて来た日を記念して(旧十二月八日)拝む(中沢浜)」
と言われ、「此の講は本来仏教に起因しており、お釈迦様が山に籠り八日間の修業をし、遂

に悟りをひらかれて下山したことにあやかり行なわれた」という(泊)。泊においては、八日
行の最中に、「十日の薬師さま、十二日の山ノ神さま」等も祭祀されているが、広田地方で

古くから行われていた最上詣り(月山・鳥海山・湯殿山の出羽三山を団体で参詣する)の講が
含まれ、祭壇に鳥海山を表すお釈迦様の掛け軸をかけ、あわせて祭祀されている。祈願内容

としては、「大漁祈願と過去一年間無事(小袖)」の感謝、「神様に信仰を捧げ」、「部落民の親
睦をはかり健康を祝福(岩倉)」、無病息災、家運繁栄などである(泊)。志田の場合、祭祀対象
は地蔵菩薩であり、ミチビキ地蔵の伝承を伝えている。八日行の際には、行屋に入った際に、
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鉦を鳴らすことが行われてはいるが、6つある木像へ個々区別しながら参拝することはない。
 供物については、「白米、餅米」を個々に持参し、餅をつき、料理を作る(袖野)が、米の量
は「米二升とモチ米一升」であり、その他野菜を集めて歩くものであった(長洞)。昔は小豆
や「ササギめし」、豆腐汁 餅(あんこ餅・クルミ餅・胡麻餅)などであったが、最近は魚や海
藻等を購入し、豪勢な御馳走になって来ているという(中沢浜)。泊でも近年(1977年当時)に
なって魚料理などの御馳走を出すが、以前は「十二日の山ノ神さまの日迄精進料理」であっ

た。一人当りで持ち寄る具体的内容は「ウル米一升、モチ米一升、アズキ茶碗一杯」等で、

各自のお膳に食器を持参した。1977年当時は、会費制になり、全てを購入して行なってい
るという。聞き取りによれば、志田、袖野も「あんこもち・くるみもち食べた」といい、餅

を搗いて食べることは、各集落に共通していたと認められる。

 八日行の組織については、「部落の若者達が行屋の掃除を行ない。若者の代表が家々をま

わって材料集め」るという(長洞)。炊事を年少者が交代で行うという例は、中沢浜にも認め
られるが、1977年当時においては、炊事に「婦人を二名位」頼んで行っている。当番の決
め方は、「前もってくじ引き」で定める例もあった(平岡)。志田の場合は、4軒の家が組とな
って当前を担当している。4軒は家の並び順である。この 4軒の中で、誰が代表になるかも、
4 軒の中での順番となっている。もし、当番の年に死者が出るなどの不幸があった場合は、
当番の務めから外れる。4軒という組合せは、このような忌がかかっても 3軒でなら行える
という体制であるという。こうした方法は、堂の前でも同様であり、その他でも採用してい

る集落が少なくないと思われる。

 八日行では祭壇へ参拝が行われるが、期間中に行われるのは参拝だけではない。八日行の

時期、十一月になるとアワビの開口があり、その前に「出稼ぎ(昔は千葉県・新潟(佐渡)・福
島・宮城の定置(大網)網に行って来た)より帰えり、アワビ漁をして年ノ瀬までの漁閑期に骨
休み(慰労)」を兼ねていた(泊)。そのため、「漁、農等種々な話題を語り合い、当時唯一の娯
楽である花札に興じ(泊)」る。「宴会をしたり、部落作りの話し合いをしたり、又は花札、碁
など(長洞)」をすることもあった。平畑では、11月のあわびの開口が終わってから行い、「若
い男性が先輩にお酒を酌む。稲の作り方、山の木の切り方、ヒラメやカレイの釣り方を教え

てもらった」という。「毎日飲んで食べて寝たい者は寝る。はじめの日の六日には、行屋に

薪割り道具を持参して一日中薪割りをしたものである。七日、八日は本格的な行事として当

番の家で若い衆が餅をつき、魚買い酒買い屋(米谷源之充家)の両家から八日行となると、こ
の八日行に参加する人たちは(ほとんど漁師)必ずといってよい程一斗入りの酒樽を持参し
て、前記の両家にお酒を戴きに若い衆二、三人で行くと、両家共例年のことで喜んで惜しげ

もなくくれてよこした(平陸)」。八日行はたらふくお酒を飲むことができる期間でもあった。
山田では、かつて、八日行の最後の日に妻が夫を迎えに来るので、それにあわせて餅を搗い

て、妻達へ食べさせたという。八日行は、「共同生活」しながら、一年中の重労働から解放

され呑気に生活が出来る場であった。酒を飲み、花札等をやり、家業の話をし、世の中で噂

になってる事を話題に、「旦那衆の親睦と交誼、人間的ふれ合い」を深めた(中沢)。「普段世
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帯主全員が集まる機会はなかなか無く、ここで絆を深めた」意義は大きかったものと思われ

る(田端)。
 商人が訪れていた話は、断片的に記録されている[村上 1985]。現在でも聞くことができ
る。例えば、大野では「八日行にあわせてメグリコ（飴玉などを売りに来る人）が来ること

もあった」という。

 大正年間の頃までは各集落における最大の集会であった(平陸)。中沢では、「明治二十五
年生まれの人達が若い頃からあった」「昔は個人所有の小さな行屋で拝んだが、昨今は小部

落の行屋、部落公民館で行う」という。山田では「20 年ほど前から現在の「泊まらない」
スタイルに。昼から集まり、夜の 12時頃には帰る。昔は先輩に嫌でも酒の肴を作らされた
が、現在はオードブルを頼む」という。

 以上から、広田町の八日行をまとめよう。八日行は、行屋に集落の戸主層の男性が集まり、

酒食を共にしながら、無病息災、家運繁栄、大漁祈願など身近な願いを、地域の神社の祭神、

海や山の神様、地蔵菩薩、観音菩薩、不動明王、及び、遠方より勧請した神様や、最上詣り

の対象(月山・鳥海山・湯殿山)、お釈迦様など多様な神仏に託す機会であった。行事の時期
が、農作業や漁業を終えた時節の 12月 8日であることは、八日行が、いわゆる、収穫を全
て終えた時節に神々や諸霊を送り返す、コト八日の行事を基盤とするものであることを示

している。餅や豆腐汁を中心とする酒食で営まれる行屋生活は、数日間にわたる忌み籠もり

でもあったと考えられる。八日行に精進潔斎の性格は現在希薄となっているが、酒と共に肉

や刺身などの御馳走を食べながら、集落の維持、生業の情報交換、世情の流行ごとなどにつ

いて、集落の者達と交流する機会として重要性を持っている。

（２）氏神

 集落の旧家は、行屋の設置主体として、また、行屋における特徴的祭祀において重要であ

る。このような例としては、泊、田端、中沢、平畑、六ヶ浦、大陽などの集落を挙げること

ができる。

以下、泊の行屋、田端の先屋敷行屋を取り上げる。前者の行屋を設立する上で功があった

のは、泊の西條家一族であり、この一族では加茂稲荷大神を氏神として祭祀している。後者

の行屋は、田端の志田家と村上家が設置しており、やはり、この両家の係累が、神明社を氏

神として祀っている。

【加茂稲荷大神：泊】 泊地区の泊には氏神信仰を特徴とする行屋がある。この行屋は、西

條家により設けられた。西條家は、初代の兵吉(近世期は広田村の肝煎をつとめた)以来、田
端の大洞という字に古くから居住してきた。いわゆる旧家である。氏神は本来、八幡社であ

ったが、それを大西佐々木家へ移譲し、以後、尊崇してきた氏神を加茂稲荷大神として祭祀

するようになった。米五郎が金華山の大網漁業に勤めていた頃、黄金山神社の神職達と親交

を深めて、その意見・序言を受け農漁業の神として勧請したものだという。その年代は、明

治 30年代ではないかと推測されている[西條 1994:287]vi。 

 氏神の祭祀は、大洞の西條家の本分家である 13軒の家で担っている。平成 3年に軸装さ
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れた際の掛け軸裏側の記録には、以下のように屋号で順番が記されている(写真 12)。
１．つま、２．おおは(ほ)ら、３．かど、４．なか、５．となり、６．くら、７．
だいぞう、８．はせば(久保)、９．くらっこ、１０．はせば(中沢)、１１．にしき
や、１２．やまぎしや、１３．かむろ。

大洞という屋号の本家を中心とする同族であるが、

他姓も 2軒(神室 1軒、及川 1軒)加わっている。神室
家は、婿養子に入った者の姓を維持したためであり、

本来は西條姓である。及川家は、少なくとも大正時代

以前に遡る古い家であるという。祭祀は、トウマエ(当
前)といって、当番となる家が準備をする。氏神祭祀
の経費は会費制である。

 加茂稲荷大神の祭日は、旧９月 16日である。10年
ほど前から、旧９月 16日前後の土日を選んで行って
いる。前日の晩には、女性が行屋でお籠もりをする。

当日は、米、御神酒、塩、榊を祭壇に供え、その他、

赤飯、お煮染め、お刺身、おつゆ、お酒等を用意し、

行屋で飲食をする。その他、氏神には、正月、五月節

供に幟を立てて、祭祀を行う。

 行屋自体では、このような氏神の祭祀のほか、八日行、観音講、天神講などを行った。正

月にはカミサマアソバセも行われた。行屋は、大正９年に建設された。「何年来前からの氏

神講夜籠り行事に対する主婦連の不満」と、「当主達の八日行場所に対する要望」も高まり、

旧来の氏神の地へ、他の地にあった地蔵菩薩立像を氏神とともに設置し、間口４間、奥行２

間半、建坪 10坪の行屋を建立した(写真 13、14)。この建立は、田端地区住民の自主的な寄

写真 12 [上]講順番記録(加茂稲荷大神掛け軸

の裏に記された：泊の行屋) 

写真 13 [右上]泊の行屋 

写真 14 [右下]西條家の氏神(行屋から延びる

道の突き当たりに位置する)
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付金の申し入れもあって、「田端部落の公共的建物」として実現した[西條 1994:312]。そ
の後、「田端行屋」は昭和 52年に改造されたが、この改造には、陸前高田市から助成金を得
た関係上、「田端行屋」に加えて「泊上組公民館」という看板も掲げることになった。

【神明社：田端】 田端の行屋

は、志田家と村上家、及び、こ

れらの家々の氏神祭祀が密接

に関わっている。この行屋は、

先屋敷行屋と称する。かつて、

志田家と村上家は、大森山の寺

屋敷に住んでいた。慈恩寺や他

の旧家が大森山から降りて行

き、長根屋敷、小屋敷と分かれ

ていった際、先屋敷というと

ころに落ち着いた。そこで、集落を守ってくれるよう、一族として祀った神様が神明社だと

いう。祭神は天照大神である。かつて、この神様の所には大杉が生えており、もともとはこ

の大杉がご神木ではないかとも言われている。現在の社殿は、この大杉が枯れて伐採した切

り株の上に建てられている(写真 15)。元文２(1737)年の棟札には、遷宮道師として「海雲山
智福院闍梨実祐拝」とある。広田の浦には、神明礁

しんめいこもね

という漁場がある。この漁場に行く際、

この大杉を山当ての目印にしたものだという[小林 1980:21-28、広田漁業史編集委員会編 
1976]。
 神明社の祭祀は、年に一度、旧 9月 16日が祭日であるが、新暦の 10月の最終日曜日に
行う。準備はトウマエといって順番に担当する。志田家の 5軒、村上家の 3軒で担当する。
志田家の 5 軒には、戸羽姓が 1 軒含められている。前日の晩は、オタイヤといって酒盛り
をし、当日は、社殿で祭祀を行う。その後、行屋で飲食を行う。行屋は、これら神事の前後

に利用する場所なのである。

 また、行屋では、八日行、観音講、エビス講などを行っていた。現在、これらの行事は廃

れて行っていない。

（３）オシラサマ

 オシラサマの祭祀は、集落の草分けとされる家に多く認められ、その祭祀が行屋を利用し

て行われている。大陽地区の大陽集落と越田集落では、オシラサマの命日に行屋でオシラサ

マを祀っている。

 大陽という集落は、船荒、大陽、越田の 3集落で構成される。寛永年間あたりから集落が
なりたって来たという。もともとは部落の長の家に行屋があって、一族集まって相談して来

たという話がある。菅野家(屋号ウシロ)に行屋があったが、明治の津波で流されたという。
また、この行屋がもともと寺であったという興味深い話が伝わる。寛永の頃にお姫様を匿っ

たという伝承があり、そのお姫様が尼になって寺で仏教や養蚕を教えていた。船荒、柏崎、

写真 15 先屋敷行屋と背後の森(氏神の神明社)  
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長船崎、長船など船にちなむ地名が多く、船頭衆が集まって住んでいた。伊達の船の船頭も

頼まれたことがあったが、葛西家は伊達藩に潰されて僻地に住まわされた。伊達政宗が見に

来たので、船乗りであることを隠し、百姓として奢らず、機織り、海の仕事、質素倹約に励

めと指導された。その場が行屋だという(写真 16)。vii

 以上の伝承は、旧家と神仏祭祀の由来に連なっている。百

姓の身分に身を隠すため、大陽の大和田本家と、船荒のウエ

(屋号)がオシラサマを祀っているという。二番手に来た者は、
御大師様を祀っている。御大師様を祀るのは、船荒、柏崎、

長洞の 3地区である。地蔵を祀るのは越田であるが、この地
蔵は館下へ移してしまったため、以後、越田では、オシラサ

マを祀るようになったという。広田半島の不動尊は、大陽、

中沢浜、根岬の 3つの岬にある。これらの場所に祀られた理
由は、船の航行を守らせるためだという。以上の伝承は、大

和田マサコ氏によるものだが、こうした伝承は、役場勤めを

していた故蒲生米之助氏(明治後半の生まれカ)等から聞いた
という。

 オシラサマは本家(屋号：ナカムラ)が持っている。普段は
母屋に安置し、正月 16日、3 月 16 日、9 月 16日に行屋で
オシラサマアソバセをする。小豆、粳米の粉で饅頭を作って

祀る。饅頭は 2つずつ持参し、オシラサマにお供えし、1つ
を取り換え、持ち帰って食べる。オセンタクといって、頂い

たお賽銭でオシラサマの切れっこを買ってあげる。古い切れっこは来た人へあげたりした。

20 年ほど前には、行屋にサルッコといって吊しているが、それを新しくして取り替えてあ
げたりした。行屋の観音様は、子安観音だからそれを新しく縫ってあげた。現在、来るのは

3人ほどであるが、以前は、大和田姓の本分家の家々から女性が来た。
大和田の分家は、ナカムラという屋号の本家のもとに、ニイヤ、シタナカムラ、ナカニシ

が分かれ、ニイヤからは更に 3軒が分家している。加えて、古い時代に本家へ奉公していた
他姓の家が 2軒加わって、都合 10軒を数える。創価学会等を信奉する家を除くと、オシラ
サマは、このような大和田の本分家の間で信仰するものであった。

大和田の一族では覚社
かくしゃ

大明神と称する氏神を祀っている。この氏神祭祀は、行屋と関わら

ないが、祭儀として興味深い内容を伝えている。旧暦 9月 19日が祭日である。現在は行っ
ていないが、かつては、オカノクギ(甘酒がかたまったようなもので、おかゆよりは固く作
る)を桶で担ぎ上げ、柏の葉に載せて、参拝者へ分けた。前日の晩は、夜籠もりといって、
祠の前で御神酒を飲み、本家へ場所を移して飲食した。この間、本家の戸主は、地域の神様

を参詣して廻る。廻る順番は、①船魂、②覚社大明神の元宮(移動前の場所)、③地蔵、④集
落の境の神仏(観音、不動尊、巳待ち、如意輪観音等)である。もとは柏崎まで廻ったという。

写真16 大陽の行屋とそ

の入り口に掛けられた

鐘・鯨骨 
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柏崎の不動尊、雷神を参拝する。柏崎まで廻る理由は、不動尊等を祭祀する家々がもとは中

村に居住していた関係からだという。

行屋では、昭和初期までは念仏講、観音講、天神講、夜籠り講を行っていた。観音講では

米を集め、餅をついて食べた。近年は、会費制で、年代ごとに 5つぐらいに分かれ、車で会
食に行くようになった。念

仏講は地域の人が亡くなる

と女の人が念仏を唱えて仏

様を海に流す。夜籠り講は

兵役に行くときは白装束を

着て無事を祈るものだっ

た。タカヤマ参りといって、

羽黒、湯殿、月山の参宮を白

装束で行った。その人達が

無事に帰るようにと夜籠も

りをする。今でも簡単にす

る。

 越田集落でも、行屋でオシ

ラサマを祀る(写真 17)。行屋は、屋号を大屋と称する熊谷家の敷地にある。ここで祀られて
いるオシラサマは２体である。旧暦の３月 16 日、９月 16 日に参拝者がオシラサマあそば
せに来る。この日をオシラサマの命日という。普段はオシラサマを箱に入れて祭壇に安置し、

命日に出して祭祀する。参拝者は、熊谷家の分家と親類である。この内訳は、屋号大屋から

ベッカ(分家)した 3軒の家で、その他の親類が 3軒である。これらの家から、ろうそくを 1
本ずつと饅頭２個ずつを持ち寄って、オシラサマに供える。饅頭は米の粉で作り、中に餡を

入れた饅頭である。オシラサマあそばせでは、体の悪い部位や直したい所をオシラサマでこ

すったり、オシラサマの頭をなでたりして、丈夫に守って下さいなどと、願い事を拝む。願

い事をするたびに着物を着せるという。お茶菓子、漬物なども持ち寄り、茶飲みをしながら

談笑する。帰る際に、供えた饅頭を、他の人のものと交換し、家へ持ち帰って食す。

（４）ミチビキ地蔵

 広田町には、行屋で地蔵菩薩を祀り、葬儀の度に、その地蔵菩薩を抱えて、葬列を先導す

る習俗がある。この習俗は、根岬地区から喜多地区にまで認められ、地域的な特徴となって

いる。

 根岬地区志田の行屋には、地蔵立像が５体と１体の不動明王立像が祀られている。うち、

大きな地蔵立像は、ミチビキ地蔵と通称され、以下のような伝承が伝わっている。

大野の地蔵角地(現熊谷百蔵氏宅)の娘が、現在の堂の前の鈴木哲恵(前代鶴之丞)宅
へ嫁に来る時、地蔵様を持たなければ行かないと云って、其の地蔵様を持って来た

と云う。其の後何年か経てから地蔵堂を建立し、其の後、その部落は地蔵堂の前と

写真 17 越田の行屋の祭壇(左より、①自然石「舘山大

神」、②鳥海山阿弥陀仏の掛け軸、③大物忌神社鳥海山の

掛け軸、④箱入りのオシラサマ２体) 
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云うので堂之前と云う部落名になったといい伝えられている。本尊は高さ約六十

糎位で黒光りしている。其の道引地蔵様は現在志田の行屋に在って、根岬大部落(岩
倉より集まで)の人が死ぬ度に道を引いてもらっている[臼井 1966:11-12]。

伝承によれば、志田の行屋で祭祀されている地蔵立像は、堂の前に伝わる地蔵堂で祀られ

ていた地蔵であり、そこで祀られた理由は、大野から堂の前に嫁ぐ娘が携えてきたためだと

いう。この内容は、他の文献に確認することができ、現在でも同様の話を聞くことができる

[東北歴史資料館 1984:143-144]viii。堂の前の行屋は屋号大上
おおうえ

の家の真上で、屋号御鐘
お か ね

塚
づか

の

家のすぐ横の位置にあったという伝承もある。かつては、地蔵堂とも呼んでいたという。堂

の前の地蔵堂から志田の行屋へと移った理由としては、昭和 10 年に志田で火災が起こり、
この行屋(地蔵堂)が焼失してしまったが、地蔵を救いだして、志田の行屋に預かってもらい、
そのまま志田の行屋にあるという話を聞くことができた。

 根岬における葬儀の際に、喪家では、志田のミチビキ地蔵を行屋から借り、遺体の枕元に

安置し、野辺の送りにおいては、ミチビキ地蔵を抱えて葬列の先頭を歩く。このような習俗

は、他の集、堂の前、岩倉の４集落、すなわち、「根岬大部落」全体に共通する。これらの

３集落では、葬儀の度に喪家がミチビキ地蔵を志田の行屋から借りて来るのである。ミチビ

キ地蔵は初七日まで、喪家においておく。

 行屋で祭祀する地蔵が、葬送儀礼に用いられる例は、根岬以外にもある。大祝でも、ミチ

ビキ地蔵と称し、葬儀の初めに家の周りを親族で 3 回まわる際、行列の 1 人がミチビキ地
蔵を抱えて歩く。1人が鉦を持つが、これは必ず女の人であるという。六ヶ浦や山田におい
ても同様に、野辺送りの葬列で鉦とともに地蔵を抱いた者が先導する。平畑のミチビキ地蔵

は、集落の人が亡くなったときに天国へ連れて行ってくれる地蔵といい、落ち武者が背負っ

てきたと伝わる。

 以上のように、行屋の起源(志田・堂の前)は、地蔵の縁起譚と結びついて伝承されている。
地蔵は葬儀における野辺送りの儀礼を先導する役割を果たしており、ミチビキという名称

を体現している。このような習俗は、縁起譚を伝承している志田や堂の前、根岬地区だけで

なく、大祝や六ヶ浦など喜多地区にも拡がって伝承されている。地蔵縁起を背景に葬儀と連

関する特徴を有している行屋の例であると言える。

 葬儀との連関は、行屋に葬儀で用いる諸道具を保管している点にも認められる。先にも触

れたように、多くの行屋の祭壇に鉦があり、百万遍念仏の数珠等が保管されている(山田、
大祝、蒲田、越田)。大祝の行屋では、数珠と木札を保管している。集落で人が亡くなった
際に依頼すると、集落の女性が集まって百万遍念仏を唱えてくれる。昔の念仏の数え方は豆

を用いるものであったが、現在は、木札を用いている。

４．おわりに―行屋の民俗学的意義― 

 最後に、広田町の行屋の民俗学的意義を簡潔にまとめよう。

 行屋は、草分けの旧家を中心とする本分家、あるいは、集落全体や、戸主層、主婦層、年
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配層、子ども層などの集落のグループが集い、飲食を共にしながら、無病息災、家運繁栄、

大漁祈願など身近な願いを、地域の神社の祭神、海や山の神様、地蔵菩薩、観音菩薩、不動

明王、及び、遠方より勧請した神様や、最上詣りの対象(月山・鳥海山・湯殿山)、お釈迦様
など多様な神仏に祈願する忌み籠もりの場であったことが分かった。このような祈願を主

としながらも、精進潔斎の性格が希薄化した現在においては、遊び、学習、防災等、集落の

維持、生業や世情の情報や意見交換をする場、言い換えると、集落の者達が親交を深める場

として、今日に継承されている集落施設だと言える。

（１）行屋の類型

 調査した 21地区の行屋の内訳は、表１挙げたように、根岬地区の集、志田、堂の前、岩
倉、中沢地区の天ヶ森、田端、泊地区の泊、後浜、大野地区、田谷地区、喜多地区の黒崎、

山田、平畑、大祝、蒲田、六ヶ浦、袖野地区の小屋敷、袖野、大陽地区の越田、大陽である。

『陸前高田市史』の民俗編の記載では広田地区の行屋数は 23とされているが、この内訳は
記されていないため、今次の調査との間でどのような異同があるのか確認はできない[陸前
高田市史編集委員会 1992:521-522]。『”講”について(広田地区民族資料(1))』からは、小
袖、岩倉、長洞、中沢浜、平岡、泊の 6地区に行屋が存在していたことが分かる。長洞につ
いては、今次の予備調査で、現存が確認できなかった。この長洞の数を含めれば、広田町に

22の行屋が存在していたことが確認できる。残り 1軒がどこに所在しているのかの確認は
今後に残されている。しかし、これら行屋の分布は、広田町全域に広がっていることが分か

る。また、現存していない田谷、大野の 2地区の行屋が、前者が昭和 50年代頃、後者は平
成 12年頃に解体されているように、一部で行屋はその役割の意義が失われ、消滅して来て
いることも判明した。

 広田町の行屋の建築年代は近代に入ってからのもので、昭和以前に遡るものはないと思

われる。その点では歴史的に新しいと言える。だが、行屋の形成過程を設置主体と関連づけ

て考察してみると、旧家、及び、一族が設ける型(これをＡ型とする)と、集落が設ける例と
の２つの型(これをＢ型とする)に大きく分けて考えることができ、歴史的には更に遡る必要
性が出てくると考えられる。前者は、中沢浜、泊、田端、後浜、平畑、六ヶ浦、越田、大陽、

後者は、黒崎、小屋敷、袖野である。集、志田、堂の前、岩倉、山田、大祝、蒲田について

は、精査を必要とするが、暫定的に両者の中間の型(Ｃ型とする)と見ておきたい(現存しない、
大野、田谷を除く)。
 信仰伝承や祭祀形態の特徴から整理すると、Ａ型(旧家、及び、一族が設ける型)において
は、氏神の信仰伝承を有するＡ－（１）型と、オシラサマの信仰伝承を有するＡ－（２）型

に分けられ、Ｃ型(両者の中間の型)としては、ミチビキ地蔵の信仰伝承を有するＣ－（１）
型を識別できる。Ａ型の信仰伝承は、泊の行屋の加茂稲荷大神を、金華山の黄金山神社神職

から教示を得て西條家が勧請したごとく、広田町から他の地域へ出稼ぎに出た結果、もたら

されたものである。これに対して、Ｃ型のミチビキ地蔵は、おそらく、広田半島の修験者の

教化によって集落に受け入れられたものと見ることができる。受容の経緯は、生活の地の外
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側から摂取したものと、居ながらにして受容したものというように、異なる面がある。ミチ

ビキ地蔵の習俗は広域的な分布しており、その受容を促す働きかけが何であったのかにつ

いて、更なる検討が必要である。

 もちろん、以上は、暫定的な類型で

あり、今後、精査を要する。例えば、

六ヶ浦の行屋は、鈴木家の氏神を祭祀

している点ではＡ型に位置づけられる

が、ミチビキ地蔵の信仰伝承を有して

いる点ではＣ型に位置づけられるから

である。Ａ型とＣ型との関係について

は、仏像の調査、及び、歴史的検討等

を加えて、今後、明らかにしていくこ

とが肝要である。ちなみに、小友町矢

の浦の観音菩薩座像には、嘉永五年の

銘を認めることができる。銘の確認はできなくても、近世に遡るであろう仏像の数と種類は

少なくない。また、六ヶ浦の行屋に付随する石塔群の年紀が安永 4(1772)年に遡るものも含
まれていること等を考えると、行屋がどのように形成されて来たのかについては、近世期に

遡って考察する必要があると思われる(写真 18)。
（２）八日行からみた行屋の位置づけ

 行屋で行われる祭祀は多様であり、その全ての要素の位置づけを行うことは困難である

が、ここでは、八日行を取り上げ、八日行との関係から行屋を位置づけてみる。八日行は、

12月 8日に諸神仏へ餅を供え、共食する儀礼である。八日行は、先に触れた行屋類型のう
ち、Ｂ型に加え、Ａ型にもＣ型にも受容された民俗であり、最も広域的に営まれていた民俗

である。

 八日行に関しては、陸前高田市と宮城県北部との類似性が３点において注目される。第１

点目は、コト八日として知られる 12月 8日の行事の類似性である。宮城県北部においては、
針供養と称して田楽を食する南端の伊具地方と、師走の八日吹きと言って大風であればあ

る程、来年は豊作であるとする北部の北上山地とが認められ、顕著な地域性を示していると

指摘されている[東北歴史資料館 1977:69]。
このような宮城県側の分布と関連させると、陸前高田市の例は、宮城県北部の八日吹き、

及び、八日団子の民俗の分布に連なっていると考えられる。八日行は、陸前高田市において

も、広田半島に顕著に伝承されている。小友町では行屋に集まり、最上三社の掛け軸に御神

酒、オボギ、御飯を供え、朝夕に祈る。各家では煎り米を作って夜に食べる。八日行は、広

田半島だけに分布していたのではなく、広田半島を越えて行われていた。例えば、竹駒町で

は、最上三社を拝して、餅米一升を持ち寄り、搗いた餅を「山田膳」に並べ、その上に一寸

程度の厚みに餅を平らに伸ばし、藁でしぼり切りにして食べるものであった。味つきの物、

写真 18 行屋脇の石塔群(六ヶ浦)。左側に行屋

が位置する。 
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魚などを食べることはできず、精進料理のみであった。広田、長部、小友では、「八日団子」

を作って風神様に供えることも行われた。この日は「八日吹き」などといって、非常に風の

強い日とされている[陸前高田市史編集委員会 1991:545-546]。このように、陸前高田市の
場合、この日に祈願を行い、米や餅を食する傾向がある。必ずしも「八日団子」という名称

や形式を伴っているわけではないが、宮城県北部との八日行との共通性が認められるので

ある。

 第２点目は、八日行の飲食で餅が重要な位置を占めている点である。宮城県遠田郡中埣村

上戸では、12月 8日に「おふくでんといって、出羽三山の神をまつった里中のお堂に、村
人たちが寄り合って、米を持ち寄り、そこで餅をついて、酒と共に三山の神に奉り、よい年

が来るやうにと祈る。この祭りは、山伏によって司られる」という[風山 1929]。福田の習
俗は、福島県、山形県など東北地方一帯に広がっている[佐野 2001]。
 第３点目としては、八日行の行事を修験者が導いていたと考えられる点である。行屋とし

ては、置賜地方の行屋習俗が良く知られている[佐野 1998]。置賜地方の、例えば、米沢地
域においては、飯豊山、出羽三山へ登拝することが、人の一生において重要であるだけでな

く、農作業の豊作を実現するための重要な儀礼の一つでもあった。例えば、米沢市六郷町一

漆において、19 歳までに３回飯豊山へお参りすればお米に不自由しなくなるといわれてい
た。また、10 代後半にかけ参拝する例が多かった[佐野 1987]。その登拝の前後に、行屋
へ精進潔斎の忌み籠もりを厳しく行っていた。成人後の登拝は、出羽三山で行われ、使用し

た行衣を、自らが死んだ際の死に装束として用いると、早く成仏できると言われていた。一

月十六日には「お福田」の行事を行屋で行う。飯豊山登拝の際に用いる炉を使って餅を焼き、

一年の豊作を祈って戸主が食べた。行屋は、このような飯豊、出羽三山に対する山岳信仰の

一環として位置づけられている[佐野 2001]。広田町の八日行の習俗も、以上の出羽三山詣
りと重ねて理解できる点がある。今回の調査においても、最上詣りは、一生に一度は詣るも

のだという話を聞くことができ、参詣の経験談も耳にすることができた。行屋にもそれが反

映されており、例えば、越田の行屋には「館山」の石碑、鳥海山の掛け軸が祀られている。

行衣を死に装束に用いるよう、準備している者も見られる(志田)。また、大野浜の東岸寺に
おいて文政 9 年の 12月 8 日に行われた別火行事が「八日行」ではないかとされている[陸
前高田市史編集委員会 1991:546]。東岸寺は修験であるため、広田半島の八日行について
は修験と関係づけて検討する必要があることは確かであろう。

（３）民俗学的意義

 行屋における八日行以外の信仰伝承として、氏神、オシラサマの祭祀、ミチビキ地蔵の信

仰伝承が特徴的である。また、信仰が薄れても、行屋が集落の維持や交流の場を提供してい

る点も重要である。本稿では、これらの点へ細部まで検討を施すことはできないが、以下で、

今後の課題として、要点のみを整理しておく。

 行屋を担う草分けの家の重要性については、２点の展望を指摘できる。１点目は、氏神祭

祀の特徴、２点目は、オシラサマの地域的特徴である。１点目の、氏神の祭祀の地域的特徴
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を明らかにするためには、集落の開発経緯や、草分けの家を中心とする家々の分出過程に照

らして、氏神祭祀の性格を明らかにする必要がある。広田町においては、旧家の氏神祭祀が、

分かれた分家との間で限定的に祭祀されつつ、行屋の設置によって、集落構成員へ開放され

ていく事例をいくつか確認できた。ウジの神が集落構成員によって祭祀される氏神になる

という過程は、日本の村落における鎮守祭祀の歴史において重要な位置を占めている。既存

の成果である屋敷神の研究や、その地域的研究報告と関連づけ、陸前高田町における特徴を

明らかにしていくことが課題になると言える[和歌森太郎編 1970、直江 1966]。
 ２点目について、オシラサマは、従来の研究によって、養蚕や農業の神様として伝承され

ている姿が明らかにされ、その祭儀と信仰内容が位置づけられてきた[陸前高田市立博物館
編 1990、佐藤 1997、水野・及川 2007]。広田町におけるオシラサマは、草分けの家と、
その分家筋の家々、及び、親類といった範囲の家々で祭祀されている。行屋を利用する祭祀

ではあるが、 オシラサマは必ずしも行屋で日常的に祭祀されているわけでない。今次の調

査では、オシラサマを旧家に安置し、祭祀の日(命日)にのみ、行屋へ移して行事を行う例も
確認できた。オシラサマの祭祀や信仰は本分家を中心とする家々に限られて行われている

のである。このような草分けの家とその分家筋に限定される祭祀のあり方は、氏神祭祀の展

開過程と類似している。だが、更に興味深い点がある。例えば、大陽における行屋の伝承は、

オシラサマを祭祀することが百姓身分を現すものであることを強調している。大陽の大和

田家は、船を操る技術を有して、葛西家に付き従う技能者であった。その身分を隠すために、

百姓身分を体現するオシラサマを祀って来たと伝承し、その祭祀を現在も限られた家々で

維持している。また、オシラサマを祭祀する家々は、不動菩薩や弘法大師を祭祀する家々と

も対比して語られる。社会階層と関わる村落の開発伝承とともに、祭祀形態や祭祀に関わる

意識を明らかにしていくことが、広田町におけるオシラサマ信仰の特徴を捉える上で求め

られると思われる。

 ３点目について、今日、祭祀のための精進潔斎や忌み籠もりが希薄になっている行屋は、

集落の交流を促す重要な拠点になっている。今日における行屋は、むしろ、集落施設として

の多機能性にあると言うこともできる。ここでは、生業との関係で認められる行屋の重要性

を指摘しておく。具体的には、漁業、

とりわけ磯漁に関わる技術伝承と、口

開け情報の伝達を取り上げる。

 磯に棲息するアワビ採取のために、

広田半島のコリョウシは、8尋にも及
ぶアワビ鈎を装着した竿を操る。この

竿や、アワビ鈎を装着するホデの部分

は近在の竹で自ら作成するものであ

る。竿を長くするために竹と竹をつな

ぐ工夫をしたり、竿の先端に穴を開
写真 19 ウニのフタマタ鈎のソウ(竿と竿をつ

なぐ部分、根岬Ｈ氏所蔵) 
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け、砂鉄を入れた

りするなど個々人

が工夫を施してい

る(写真 19、20)。
また、広田半島で

は、「たごみ採り」

の技術がある。こ

れは、竿とホデの

撓りを利用して、8
尋ほどの深さでア

ワビを取る技術で

ある。このほか、鈎

でかけたアワビを

そのまま船上へ持

ち上げ、振り落と

す技術も特筆され

る [慈恩寺花園会 
1980:84]。この採
取技術は、例えば、大船渡市の綾里でハジキトリといって、船上でアワビの端を親指はじい

て船の中へ落とす技術と異なっている。この相違は、鈎の形態としては、綾里の鈎が外側へ

反っているのに対し、広田半島の鈎が湾曲しているという鈎の形態の違いから説明されて

いる[東北歴史資料館編 1984:150]。だが、広田半島では、竿をたてたままで漁獲する手法
であるため、そのまま竿を海中へおろして、次の竿入れを早くすることができる利便性があ

ることを特筆する必要がある。効率的な採取を可能としており、より高度で難しい技術が伝

承されているといえるからである。

 こうした道具の作成や操作の知識や技術は、父など身近な者から伝承するとともに、同世

代のコリョウシ同士で駆け引きしながら、磨くものであった。例えば、蒲田の行屋では、作

成したアワビの竿を投げ、その落ち具合や砂への刺さり具合を先輩達が批評し、作成の知識

や技術を洗練させていったという。技術を発揮するためには、風、波、うねり、水温、その

他の磯の情報が、平等な採集の権利を活用する上で重要である。広田町の多くの行屋に有線

放送の設備が備えられているのは(集、山田、平畑、黒崎、蒲田、袖野等)、それらの情報を
共有するためである(写真 21)。各種の行事に際して、行屋で漁業の話題を交わすことは、漁
業技術を伝承していく上で、大事な意味を有していたと考えられる。

 生業以外の活動としては、やはり、祭りが重要である。黒崎神社の大祭は 4 年に 1 度で
あり、根岬においては、梯子虎舞を行う。根岬においては、別に鶴樹神社の祭りがあり、こ

こでも梯子虎舞が行われる。このための会合、練習、慰労会は、道具を保管している倉庫(東

写真 20 [左]アワビ鈎を装着した 4尋長の竿(根岬Ｓ氏所蔵) 

写真 21 [右]行屋に設けられた放送室(山田) 
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日本大震災による津波で流失した)や行屋を利用して行われて来た。準備や祭りに関わる活
動は、集落の者が力をあわせてその目的を遂行することで、生活に大きな彩りを加えている。

例えば、梯子虎舞の場は、数年間隔の限られた機会ではあるが、10代から 70代までの集落
の者が一同に会する点で、唯一無二の場であり、集落の存続や発展のために、たいへん重要

である。この表現は、地域住民の言い方を借りたものであるが、一同に会することの重要性

については、改めて触れておく必要がある。

 集落の交流を促す機会は、漁業だけに限られない。既に見てきたように、集落の会合(新
年会・自治会)、税金収集、祭りの練習と慰労会、防災・避難所、子どもの学習・遊び場、同
窓会など多岐にわたっている。以上の諸点は、今日まで行屋を持続させて来た諸要素であり、

歴史上、一時に現れたものでないことは言うまでもないことであろう。

冒頭では、①数の神仏を祭祀している理由、②神仏同士の間にはどのような関係があるの

か、あるいは、③行屋がなぜ他の陸前高田市にはなく、広田半島にだけ分布しているのか、

といった問いをあげた。これまで叙述してきたように、本稿では、広田町における行屋につ

いて、アンケートによる悉皆調査から全体を概観しつつ、八日行、氏神、オシラサマ、ミチ

ビキ地蔵といった信仰伝承の実態とともに、その伝承が歴史的に異なる形で受容されてき

たものではないかと記してきた。３つの問いに必ずしも充分に答えることができたわけで

はないが、この報告で明らかになった点は少なくない。広田町の行屋の民俗学的な意義につ

いては、一定程度解明できたと考えられる。
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地区
(公民
館単
位)

集落名 名称
管理者・管
理方法

利用者 間取り 歴史
祀っている
神仏・掛軸

氏神・オシ
ラサマ

講・執り行わ
れる行事

行事暦
保管物・文
書

屋外の石碑
等

行事以外の利
用

変化

黒崎 公民館

黒崎公民館
長。土地は
個人名義
(賃貸)。 鍵
は区長と館
長が保持。

建立年代：昭
和59年
由来：黒崎は
新興開拓地。
従来は区長の
家で会合をし
ていたが、それ
では不便なた
め公民館をつく
ることにした。

①黒崎神
社。

・年に2回（正
月とお盆）年寄
りが念仏をあ
げていた。震
災前までやっ
ていた。
・万灯篭…公
民館ができる
前からやって
いた。

１月：新年会、
８月：万灯篭

石っこ念仏
の石。

・しつけ稽古…
熨斗の結び方
など教養を学
ぶ。・有線放送
でアワビの口
開けの情報を
流す。
・震災の際、支
援物資がき
た。ボランティ
アが泊まった。

ワカメの養
殖が始まっ
てから漁業
の依存度が
高くなった。
それまでは
農業が主流
だった。養
殖が始まっ
てから広田
町が裕福に
なった。

大祝
公民館（昭
和57年以前
は「行屋」）

大祝公民館
長。土地は
無償賃貸。
鍵は公民館
長が所持。

建立年代：昭
和57年

奥左から①
恵比須・大
黒像、②観
音立像カ、
③地蔵立
像、④不動
明王立像。
①と②の間
には、パッ
ケージ入り
の黒崎神社
のお札。上
部に天照大
神の札宮。

・観音講：10年
前まで。現在
は旅行になっ
ている。
・八日行：昭和
40年の終わり
ごろまでやって
いた。男たちで
集まりよく花札
をやった。

１月：新年会（１
日中)
・サナブリ：10
年前までサナ
ブリをやってい
た。８月：14日
お盆。住職呼
んで行屋で供
養。その後、40
から70代の女
だけで念仏唱
える。・万灯
篭：5,60年前ま
で、子どもたち
で竹と和紙を
使った万灯篭
を作っていた。
現在では大人
が電気の万灯
篭をつくる。
１１月：市役所
主催の「うるお
いとやすらぎの
家」…年寄りを
呼んで楽しま
せる会。今は
温泉。

・数珠と木
札。亡くなっ
たら頼むと
部落の女性
が集まって
やってくれ
る。昔は豆
で数珠まわ
していた。
木札の写真
あり。平成6
年。

謡曲の練習。
春道流(しゅん
どうりゅう)。婚
礼、上棟式の
時に披露す
る。八日行の
時にも謡いの
練習、礼儀作
法を習う。・東
日本大震災の
ときに二晩泊
まった。支援物
資の中継地点
になった。

・50年ほど
前は、朝八
時に行屋に
子どもたち
が集まり夏
休みの宿題
をやった。
（「朝読み
会」）
・ラジオ体
操。
・現在は子
どもたちが
昼間に夏休
みの宿題を
行屋でやっ
ている。

六ヶ浦 行屋
六ヶ浦公民
館長。

主に60歳以
上の女性。4
つの女性グ
ループがあ
る。
・若葉会…
新婚。20～
30代。
・紅葉会…
後期高齢者
・青葉会…
30～60代。
・緑会…高
齢者

18畳＋8畳
＋台所・倉
庫＋トイレ。

熊野神社、
塩釜神社。
右側の床の
間に地蔵尊
菩薩像。

熊野神社は
鈴木家の氏
神。

・石講念仏：農
閑期に行う。長
洞地区の浜に
ある石100個を
女性が交互に
外の地蔵にお
供えする。
朝10時頃から
午後まで。緑
会と紅葉会が
行う。
・観音講：農閑
期に行う。９時
～16時まで。
※若葉会、緑
会、紅葉会、青
葉会それぞれ
行う。
・八日行…1月
8日に行う。終
戦頃まで行わ
れていた。

１月：元朝参り
（1日）、新年会
（5日）、虎舞
（16日）大野地
区が本物。後、
子どもさいぼう
振り、50歳くら
い舞う。７月：
８月：万灯篭（1
日～20日）。町
全体で行うの
は広田地区ま
で。お盆、朝に
設定して、夕方
くらいまで盆踊
り。

石講念仏の
石。経文石
について
は、輝光和
尚・六ヶ浦
の屋号前家
出身が祈願
したものと
鈴木克次氏
のメモ「行屋
の経文石に
ついて」
H5.9.22.有
り。輝光和
尚について
は、『広田町
郷土教育資
料』の66頁
に記載あ
り。

・屋外に石
碑8基(馬頭
観音昭和12
年銘、[不
明]、[不
明]、[地蔵
菩薩立像
カ]、[不明]、
庚申明治7
年銘、庚申
慶応2年銘、
庚申安永4
年銘)。

・月例会：第３
日曜日。納税
と一緒。
・避難所に指
定されている。

蒲田
公民館。行
屋と呼ぶ人
は少ない。

黒崎神社。
鍵は区長と
漁業運営委
員は2名、近
所の家が所
持。土地は
個人が黒崎
神社へ寄
付。無償貸
与。

由来：ここに地
蔵様が並んで
いた。もとは黒
崎神社の参道
だった。行屋を
建てるのに地
蔵様をアンバ
様のところへ移
動した。建立年
代：現在の建
物は三代目で
平成８年にでき
た。

左から①地
蔵立像、②
[不明]座
像、③地蔵
菩薩立像。

・観音講（若い
女性）昔は行
屋の炉で火を
焚いて行って
いたが、現在
は黒崎温泉で
やっている。
・天神講…戦
前に子どもた
ちがやってい
た。七夕の短
冊作りなど。
・昭和50年前
後は子ども会
をやっていた。

３月：ひなまつ
り
１１月：中旬に
観音講
１２月：８日に
八日行

百万遍の数
え木札。

平成9年3月
の石碑：蒲
田公民館敷
地造成工事
に際し、安
婆社石段奉
納と石仏石
碑の安座を
祈願した由
来を刻印。
江戸期の黒
崎神社参道
トリヌキ一ノ
鳥居付近に
立っていた
地蔵は往来
の信仰を集
め、大正に
は十指に余
る数であっ
た、大正初
期の新道広
田半島線開
設工事の
際、安婆大
杉下に移設
した経緯が
記されて
る。庚申、
雷神等あ
り。アンバ様
社殿内には
石碑。他に
もう1つの宮
の写真があ
るも不詳。

・かつては謡い
の稽古をやっ
ていた。・避難
所に設定され
ている。
・部落会の集ま
り。喜多

地区
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山田 行屋

山田会館館
長。土地は
陸前高田
市。近所の
一軒が鍵を
管理。

極力行屋
使ってくれと
頼んでる。

21畳＋8畳
＋台所＋ト
イレ＋放送
室＋倉庫。

建立年代：　30
年ほど前。市
の山を借りて
造成した。

火の神様を
祀る。奥左
から、①地
蔵立像カ、
②地蔵立像
カ、手前左
から③不動
立像、④地
蔵立像の4
位。①は古
い建物の時
代から鎮座
している。

・観音講：女性
が年代別に行
う。田植えの後
が一番良い
が、海の様子
を見て決める。
・八日行：12月
に入ってから、
かつては5日～
1週間程度行っ
ていた。昔は
八日行の最後
の日に奥さん
来て、(迎えに)
餅搗いた。20
年ほど前から
現在の「泊まら
ない」スタイル
に。昼から集ま
り、夜の12時
頃には帰る。
昔は先輩に嫌
でも酒の肴を
作らされたが、
現在はオード
ブルを頼む。
・庚申講：家の
新築祝いに「庚
申様を拝んでく
ださい」と近所
を練り歩く。H6
の庚申様盛大
だった。

２～３月：謡の
稽古。夜の2時
間～3時間。喉
が潰れたら黒
豆の煮汁を飲
むと良くなる。
８月：万灯篭
（11日～）50年
ほど前までは
万灯篭の下で
ばあさんたち
が念仏を唱え
ていた。万灯
篭をつくるため
のお金をお婆
さんから集め
ていた。万灯
篭を作るのは
子どもの仕事。
11日に飾り付
け、13日に明
かり付け、16日
まで明かり付
けて、18日(日)
に撤去。盆踊
り：5,6年前まで
は盆踊りをやっ
ていた。１１月：
八日行（8日
～）。

・地蔵尊。葬
式の時の行
列で持って
歩く(鉦と一
緒に)。
・七福神の
仮装衣装。
・葬式の100
万遍の数珠
回しの数珠
と木札。

月に1回部落
の集まり、子供
会、部落会費
→半年に1回、
公民館の夏の
集金。特にな
し。被害少ない
から。今年から
避難場所に
なった。子ども
の夏休みは、
勉強会、花火
会、楽しみ会、
学習会。

わかめの駆
け引き。漁
師・百姓の
グループが
できて、そ
れぞれ話し
てた。

平畑 行屋

平畑会館館
長。畠山
家、漁業の
運営委員
会、館長、
女性会(婦
人会)で4つ
の鍵を管
理。

24畳＋台所
＋トイレ。水
道かつてな
く、半年ほど
前に水道開
通。

建立年代：　初
代の行屋は昭
和32年頃ま
で。　由来：二
代目は昭和57
年頃まで。現
在は三代目で
昭和57年7月
から。
行屋の隣にあ
る神社が大屋
畠山家の氏神
(稲荷神社)。

左から、①
荒神その他
の木札を入
れた札宮、
②黒崎神社
の札宮、③
不動明王立
像、④如来
座像、①と
②の前に⑤
地蔵立像(ミ
チビキ地蔵
という)。

畠山家氏神
の祭日は10
月10日。

・観音講：15年
前までは行屋
で、現在は黒
崎温泉で行っ
ている。嫁いで
きたお嫁さん
が家庭の悩み
をうさばらし
に？
・庚申講
・八日行：若い
男性が先輩に
お酒を酌む。
稲の作り方、
山の木の切り
方、ヒラメやカ
レイの釣り方を
教えてもらっ
た。11月のあ
わびの開口が
終わってから
行う。3日から
一週間。おわ
ん一杯のお米
(食べ物なくな
るまで期限)を
持ってきて、野
菜失敬して来
て、調味料はう
ちから持ってく
る。
・氏神様：畠山
家の親類が年
に一回稲荷様
を祀る。

１月：元朝参り
（1日）、新年会
（5日）、虎舞
（16日）７月：
８月：万灯篭（4
日～）。明治の
津波で亡くなっ
た人の魂を慰
める。S55,56に
規模大きくなっ
た。それまでは
個人の家で
やっていた。
１１月：八日行
（8日～）。11月
アワビの開口
が終わったら、
正月までには
終わらせる。

・氏神の前、
行屋の隣に
八大龍神の
石碑(M29)
有り。

・納税
・津波前までは
33戸の人が
使っていたが、
現在は25戸が
利用。

年下の人が
考え方代
わって、行
事行わなく
なってきた。
納税の集ま
りで。漁業、
農業の対策
を話し合う。
一族だった
ら個人の
家。子供
会。S35?、
少年の日制
定、子ども
が夏休み、
冬休みは宿
題。みずき
団子、習
字。今は道
路広くなっ
たから道路
で遊ぶ。

岩倉 行屋
区長と公民
館長

年配は行
屋、若者は
公民館を使
う

2部屋＋台
所＋トイレ。

不明。元々向
かいの丸山ふ
もとの杉林に
建っていた
が、地蔵様と
一緒に今の場
所に移し
た。

地蔵を祀る
という。手
前左から、
①黒崎神社
お札、②不
明のお札。
右側柱に、
③不動明王
祈祷守札、
④奉祭歳徳
福寿大善神
祈祷守札
(大和宗)

・観音講
・８日行。岩
倉はトウミャ
イ、トマイ
やっていな
い。
・石っこ念仏

８月：盆のろ
うそく立て
（特に女性が
行う）

堂の前 行屋
1部屋＋台
所。

屋号大上の家
の真上で、屋
号御鐘塚の家
のすぐ横の位
置にあった。か
つては、地蔵
堂とも呼んでい
た。昭和10年
に志田で火災
が起こり、この
行屋(地蔵堂)
が焼失してし
まったが、地蔵
を救いだして、
志田の行屋に
預かってもら
い、地蔵は現
在もそのまま
志田の行屋に
ある。

①観音菩薩
の掛け軸、
②地蔵菩薩
立像(厨子
入り)。

根岬全体の防
災の集会所

根岬
地区
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志田

ジョウヤ。若
い人は「集
会所」と呼
ぶ。

区長と一番
家が近い個
人が鍵を管
理。個人の
土地を賃
貸。

4間半×3間
(22畳)＋土
間＋台所

H2年より現在
地。以前は大
前宅裏の個人
所有の山に
あった。それ以
前はやはり現
在地であったと
いう。

左から①不
動明王立
像、②地蔵
菩薩立像
カ、③地蔵
菩薩立像
カ、④地蔵
菩薩立像
(光背有り)、
⑤地蔵菩薩
立像厨子入
り(大)、⑥地
蔵菩薩立像
厨子入り
(小)。⑤は
他部落の葬
式の時貸し
出すミチビ
キ地蔵。

・八日行に用い
る。当前は4軒
が組む。前は
家並順だった
が、今は漁協
の登録番号。
経費は割り
勘。

石っこ念仏
の石。賽銭
箱(昭和16
年12月8日
寄贈)「志
田行屋」と
墨書。昭和
27年銘の
鉦。

部落の集会、
祭りの練習と
慰労会、2011
年津波の際は
支援物資のと
りまとめと配
布。

50年以上
前、子供の
勉強会。寝
泊りもし
た。

集 公民館
自治会長・
鍵は何人か
で管理。

3間×4間＋
1間半×2間
＋台所＋ト
イレ。

今の建物は
2011年3月10
日頃に完成。
その前の建物
は昭和50年頃
に出来たもの。
狭かった。前は
今の半分位。
加茂明神のす
ぐ下にあった。

いわれは特
になく、名前
もないとい
う。左より①
地蔵菩薩立
像、②地蔵
菩薩立像、
③不動明王
立像、④地
蔵菩薩立
像、⑤地蔵
菩薩立像、
⑥狛犬カ(欠
損)。

・八日行はか
なり前にやめ
た。30～40年
前。最初、クジ
で決めていた。

・神様あそば
せは巫女を連
れてきてみん
なで拝んだ。
何年か前まで
は。家族全員
のことを占っ
ていた。個人
情報聞かれて
困る。2011年
震災後は黒崎
神社でやって
いる。

部落全員で集
まるのは自治
会の時と区長
の引継の時だ
けだが、震災
直後には一日
一回部落で集
まって情報交
換をした。女性
会等のグルー
プで自由に
使ってよい。有
線設備有り。

子供のころ
は夏休みに
集まって宿
題をした。
寝泊りはし
ない。夏休
みのときは
行屋で七夕
をした。

中沢
地区

天ヶ森 天ケ森行屋 藤野家。

中学生まで
の子供
（泊って遊
ぶことも）

14畳＋台
所。

建立年代：昭
和８、平成11年
に改築　。明治
４，５年生まれ
の人が地主に
頼んで建てた。
詳細は不明。
由来：集まって
わいわい騒ぐ
ところ。
逸話：火事が
あった時にここ
だけ残ったとい
う話がある。い
つかは不明。

札宮として
①日先神
社。

９月：旧暦
8日-日先
神社講

・日先神社講。
講に所属する
１１軒の家で旧
暦９月８日に行
屋の外にのぼ
りを立て、集
まって会食を
する。伊勢講
の帰りに日先
神社に寄って
分けてもらっ
た。地域の氏
神として祀って
いる。
・お盆に集まっ
て提灯を作る。
・夏休みなどに
集まって朝勉
強をする。
・総会、女性の
７日クラブ、８
日クラブ、保険
の話など話し
合いの場だっ
た。

日先神社の
掛け軸。講
中名簿。

行屋の裏に
墓碑が祀ら
れてある
も、由来不
明。

避難所として
使われた。
（昭和８、平
成23）。隣接
する庭にバス
ケットゴール
が設置してあ
る。

・子供の遊
び場として
ずっと使わ
れてきた。
・夏休みは
朝読会とい
う読み書き
の勉強会を
行ってい
た。
・７部落対
抗運動会の
練習を行う
ときに使うな
ど多様な使
い方があ
る。いずれ
にせよ、地
域の家や人
が集まる時
には行屋が
気軽に使わ
れる。（日先
神社講の利
用目的は大
きい）
・調査時は
近所の中学
生が集まり
カードゲー
ムで遊んで
いた。

田端 先屋敷行屋
志田家と村
上家。

2間×2間カ
＋2間×2間
カ＋台所

祭壇に祀る神
なし。行屋裏に
神明社を氏神
として祀る。大
森山に元屋敷
があり、そこに
住んでいた。墓
や寺があった。
慈恩寺がそこ
から降りてくる
頃、志田家も
降りた。その
際、先屋敷、長
根屋敷、小屋
敷と分かれて
いった。先屋敷
に住む志田家
と村上家は、
一族となって神
様を祀って、1
年に1回神様、
天照大神をお
祭りし、飲み食
いする。現在
の建物は昭和
50年建立。10
年ほど前に一
部継ぎ足した。
氏神の社殿
は、大杉が枯
れた上に建て
た。元文二
(1737)年の棟
札あり。

氏神様を祀
る。行屋の
祭壇には何
も供えてい
ない。

・氏神：志田家
5軒と村上家3
軒とで祀る。集
落を守る。10月
の最終日曜
日。旧の月で。
切る人がいて
幣束を切って、
受ける。宮司
は呼ばない。ト
ウメイでやって
いる。
・八日行：戦後
は2日ばかり
やった。男のお
祭り、酒、ばく
ち。昔は八日
間やったらし
い。
・観音講：八日
行が終わった
後、観音講だっ
た。今はやって
いない。だいぶ
前にやらなく
なった。

神明社の周
囲に古峯神
社石碑と小
祠有り。

震災の時、罹
災した人の中
には、一ヶ月く
らい泊まった人
もある。
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泊 行屋。 区長管理。

様々。限定
されない
が、かつて
田端行屋と
呼んだ。西
條家の親戚
が田端に多
く住んでお
り、その田
端に住む人
が頻繁に
使った。

15畳カ。

建立年代：大
正９年
由来：この土地
は西條家一族
が住んでいた。
西條家が夜籠
りを行うが、外
で行うのが寒く
て仕方なく建て
た。行屋では
西條家の氏神
を家の表にあ
る本宮から分
けて祀ってい
る。祭日は旧
暦9月16日。10
年ぐらい前から
祭日前後の土
日で行ってい
る。
氏神の祭日の
前夜、夜籠りを
する。　「麦まき
が終わった10
月にお嫁さん
など女性が集
まって葬儀の
ご祝儀やお祝
いの金額など
を話し合った」
ものであった。

札宮の左か
ら、①大和
宗による祈
祷札、②天
照大神、③
空。③に
は、西條家
の氏神の祭
日に「加茂
稲荷大神」
の掛け軸を
掛ける。

旧９月16日
に、氏神の
加茂稲荷大
神を祀る。
前夜に夜籠
もりをする。

・天神講：小中
学生だけで食
事を作り、遊
ぶ。
・観音講：若妻
が参加。姑の
下で生き、小
遣いも少ない
若妻が集まり
ご馳走の餅を
食べたり話し
合ったりして心
を癒していた。
途中に夫が来
て１，２杯の酒
を飲み、若妻
たちに小遣い
をやって帰って
いくしきたりが
あった。
・八日行：旧暦
１２月８日に世
帯主が集まり
勤行を行う。座
禅を組んだりし
た。近年は飲
み会を行う。普
段世帯主全員
が集まる機会
はなかなか無
く、ここで絆を
深めた。

３月：ひな祭り
４月：花見
５月：花見
１１月：観音講
１２月：八日
行。他に神様
あそばせ。天
神講。

掛け軸。「加
茂稲荷大神
霊璽」昭和
54年軸装。
記載は明治
30年前半
カ。

行屋手前に
西條家の氏
神を祀るの
で鳥居があ
る。近くに、
西條家本家
の氏神（行
屋に分けた
氏神の本
元）の小祠
有り。地蔵
菩薩立像と
小祠(名ヶ沢
千君神社)と
も散在。

夜籠り。
子供の遊び
場：きもだめし
をしたり、先輩
にいじめられた
り、褒められた
り
子供の学び
場：朝読会。

夜籠りが出
発点。氏神
祭祀や地域
の人が集ま
る場所へと
利用目的が
拡大。

後浜
氏神、集会
所。

佐々木家。
15畳半(変
形)＋土間。

建立年代：神
社自体は元和
年間に建立。
今の建物は昭
和年代には
あった。詳しく
は不明。ただ、
1960年ころに
は神社のまま
だった。
由来：元々敷
地内に荒神様
が祀ってあり、
安産祈願をし
ていた。遠くか
ら多くの人がお
参りに来る神
社だった。その
神社を行屋に
しようという話
になり、した。
逸話：ご神体は
般若の面で秘
仏（面）である。
喉に小骨がつ
まった時に前
で祝詞を唱え
た。大学受験
や高校受験の
時お祈りをする
が失敗したこと
が無い。

いずれも札
宮で左より
①[不明]
札、②？、
③荒神(般
若面)、
④？、⑤オ
シラサマ。

旧暦10月16
日に親戚が
集まり祈
祷、会食す
る。

・女性の観音
講
・男性の８日講
（現在は行わ
れない）。

荒神社の扁
額揮毫は
「冰陽謹
書」。

・漁業関係の
話し合いをよく
行っていた。昭
和40、50年頃
ののり養殖、ワ
カメ養殖。
・人が集まると
よく漁の話に
なった。アワ
ビ、ウニの採り
方、潮の読み
方を先輩から
習った。ただ、
競争なので、
人に絶対教え
ない漁場なん
てのも皆持っ
ていた。こう
いった教え合
いは江戸時代
の神社の頃か
ら行われてい
たはず。情報
交換の貴重な
場所だった。

・行屋はコ
ミュニティー
センターが
できてから
急に集まる
場所でなく
なってきた。
元々サラ
リーマンも
増えたせい
もあって、神
社としての
形は落ちて
きていた。
サラリーマ
ンがもっと
増えた今は
上の人から
習う場は会
社の研修な
ので使われ
ない。
・今は津波
で人も出て
行ったし、次
建てかえる
ときは行屋
の機能はな
くして建物も
小さく神社
だけの建物
にする。

田谷
地区

行屋 区長
由来：集会所と
しての集まり。

・天神講
・観音講
・八日行

大野
地区

行屋 区長

建立年代：不
明。70年前に
はあった。公民
館ができて、
2000年頃に壊
した。

(神棚はお
祓いをして
燃やした。)

・天神講：各家
から米、小豆、
砂糖などを茶
碗一杯分持ち
寄って子供た
ちが料理をして
寝食を共にす
る。家から布団
を持って来る。
３日間行われ
る。
・八日行：男の
人が集まって
話したりする。
花札をやって
いたのが格好
良かった。８日
行にあわせて
メグリコ（飴玉
などを売りに来
る人）が来るこ
ともあった。
・観音講。

５月：天神講
１１月：八日
行、観音講。

行屋が避難所
になったことは
無い。流される
場所にある。

集まってわ
いわいする
場所。「集ま
るって気持
ちがおもし
ろかった。
家から離れ
て」
技術習得は
特にない。
お金の計算
も漁協で行
う。
公民館がで
きてからは
観音講など
も全て公民
館で行う。

泊地
区
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越田 ジョウヤ 熊谷家。
熊谷家の親
類

8畳の1部屋

左から、①
自然石「舘
山大神」、②
鳥海山阿弥
陀仏の掛け
軸、③大物
忌神社鳥海
山の掛け
軸、④オシ
ラサマ２体
(普段は箱
に安置し、
命日に出し
て祭祀す
る)。

３月：旧１６
日、９月：旧
１６日はおし
らさま。・お
しらさま：別
家3軒、親類
3軒の6軒が
集まって米
の粉に餡を
入れた饅頭
を2個持ち
寄り、お供
えし、おしら
さまで悪い
部位をこ
すったり、頭
をなでたりし
て拝む。願
い事するた
びに着物を
着せた。各
家から1本
ずつ蝋燭
持って来て
拝む。饅頭
は交換して
持ち帰り、
食べる。お
しらさまは
箱に入って
いて命日に
だけ出す。
お茶菓子、
漬物も持ち
寄る。

・おしょうじん：
女の人が集
まって餅や甘
酒を飲食した。
昔は２、３日泊
まった
・八日行は昔
あった。男の人
の行事。みん
なで集まってお
酒飲みながら
世間話した。
・観音講は10
年前ぐらいまで
はやっていた
んだろう。昔は
泊まったりした
らしい。餅搗い
たり。この辺で
は先になる人
がいなくて、お
婿さんばかりな
んですよ。
・１軒から１人
結婚した人た
ちが集まって、
だんなさんが
来てごちそう食
べたり。唯一の
楽しみ。

・かみさまあそ
ばせ。春の3月
あたり。おかみ
様の所へ行っ
て家内安全の
お払い。

百万遍の数
珠。葬式の
時用いる。

話し合いがあ
るときは集会
所。昭和８年津
波の際は各自
の家で過ご
す。・朝読み会
は各家でやっ
た

大陽 行屋
寺の世話役
が、草刈り
なども行う。

元々、茅葺、半
分囲炉裏、半
分仏壇の寺が
あった。明治の
廃仏毀釈で無
くなり行屋に
なった。寛永頃
にお姫様を
匿ったという伝
承があり、その
お姫様が尼に
なって尼寺で
仏教や養蚕を
教えた。百姓
は(絹)機織り、
海の仕事、質
素倹約を進め
てきた、これが
行屋。遠野高
田姫。船荒、柏
崎、長船崎、長
船など、船の
長が住む所。
葛西家は伊達
藩にツブされ
て、僻地に住
まわされた、そ
の集会所。奢
らず、質素に仕
事に励めと指
導された。もと
もと部落の長
の家に行屋が
あって一族集
まって相談して
たともいう。

左から、①
地蔵菩薩立
像、②地蔵
菩薩立像、
③地蔵菩薩
立像、④[不
明]。④は①
～③と比べ
て大きく、ガ
ラスケース
入り。子を
抱いた(子
安)観音立
像カ。

1月：おしら
さま。小豆、
粳米の粉で
饅頭を2つ
ずつ持って
来てお供え
し、1つを取
り換えて持
ち帰って食
べる。オセ
ンタクといっ
て、頂いた
お賽銭でオ
シラサマの
切れっこを
買ってあげ
る。

・お彼岸の念
仏だけ。昭和
初期までは念
仏講、観音講、
天神講、夜籠
り講。観音講
は米集めて、
餅ついて食べ
た。今は年代
ごとに5つ位に
分かれ、会費
制で車で行く。
念仏講は人が
亡くなると女性
が念仏して海
に仏様を流
す。夜籠り講は
出征でタカヤマ
参りといって、
羽黒、湯殿、月
山の参宮を白
装束で行った。
無事に帰るよう
に。今も簡単に
する。
・おしらさま：本
家が所有。小
豆、粳米の粉
で饅頭を作っ
て2つずつ持っ
て来て、1つを
取り換えて帰
る。オセンタク
といってきれっ
こを買ってあげ
る。

六地蔵と石
造物が入り
口手前に集
中。戸の上
に鐘と鯨の
骨が掛けら
れている。
鐘は、かつ
て赤沼で流
行病が流
行った際、
葬儀の際に
鐘を叩くが、
叩きすぎて
穴が開いて
壊れたもの
という。鯨の
骨は小友と
寄りついた
鯨の所有を
めぐって紛
争となり、
勝った証に
残されたも
のという。

明治の大津波
の時、木を刳り
抜いて、そこに
野菜を入れ
て、餓えを凌い
だ。食べ物の
炊き出し。みな
しご(かっぱじゃ
ごわらし）。

思い遣り、
長の指示に
従った。船と
かでも違反
すると天狗
と呼んで、
「天狗の
やったこと
だから仕方
ない」

小屋敷
現在の建物は
昭和57年完
成。

①青面金剛
立像を描い
た掛け軸

・観音講：世代
ごとにやる。若
い人を料理出
してごちそう。
お金もらえるか
ら。古い行屋
の時は窓に新
聞張って、それ
でも雪入ってく
る。それでも集
まる。
・八日行：一週
間。各家のじい
さん。酒の飲み
方、女の口説
き方、花札
・昭和3年まで
だんごやきした
・こうじん講（新
しく家が建った
時に。当番が
あって、掛け軸
持って家をま
わってた。
「お、こうじん、
こうじんだ、
めったりめった
りそわか」
・天神講（小・
中）

・3月の節句：
お雛様、女の
子
・神様遊ばせ：
正月明け。い
たこ、おかみさ
ま（泊）。お婆さ
ん達が家から
１人集まる。部
落で講を設け
て、お金払って
目見えない人
助けた。神様
の休み日。神
様遊ばせの一
か月くらい後、
神社廻って歩
いて行屋拝ん
でお茶会（お礼
参り）。・七夕
（旧暦７／７）一
か月かけて行
灯作る。夏休
みに入って１日
のみ引っ張っ
て歩いた。・万
灯籠（小、中学
生）。今は大人
がやる。
12月：8日に八
日行。

青面金剛立
像を描いた
掛け軸あ
り。

・２年前まで納
税組合。昭和８
年津波の際は
各家から茶碗
一杯ご飯集め
て一晩泊め
た。避難所だ
から鍵がない。
今回の津波か
ら。何年か前
から避難訓練
を実施している
小学校の避難
所ではあった。

大陽
地区
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袖野

公民館。か
つては行屋
と呼んで
た。

公民館長。
掃除はまわ
り班で番。
土地名義は
個人。.鍵は
公民館長管
理。

24畳＋台
所。有線有
り。

昭和23年に公
民館。この公
民館は、戦争
から帰って来
た青年部の人
たちが、九州
の公民館を雑
誌で見て創っ
た。昔の行屋
は茅葺き屋根
で10畳ほどの
広さ。炉があっ
て煮炊きした
が、沢や井戸
の水を桶で汲
んで使った。昭
和49年7月に
今の建物。

中左から、
①如意輪観
音菩薩座
像、②十一
面観音立
像、③弘法
大師立像
カ、④弥勒
菩薩像カ、
⑤[不明]、
山の神様も
あるという
が不詳。

・天神講：男の
子供達（５月の
節供）
・観音講：娘た
ちは泊まる。嫁
さんは帰る（１
１月１日）。餅
搗いて食べ
た。旦那が食
べに来た。貰っ
たお金を小遣
いにしていた。
年寄り、それよ
り若いの、そし
て嫁ごの3段階
だった。
・八日行（１２月
７日、８日）未
婚男性は泊
まって、あんこ
もち・くるみもち
食べた。昔は8
日間行った。
・地蔵講　旧６
月２４日。おば
あさんが念仏
唱えながら数
珠回した。昔は
一晩泊まったと
いう。

・万灯籠は1軒
から2つ宛出
す。電気の万
灯は20年位前
から。
・神様あそばせ
（正月）：震災
2、3年前まで
人が亡くなった
時中沢浜から
いたこ頼んで
いた。一軒から
一人ずつ（お婆
さんが多い）
・戦前までおひ
なさま。菱餅を
神様にお供え
して拝む、布団
持ち寄って泊
まる。
・さなぶり（女
性のみ）　田植
終わった後、9
時頃、子連れ
で集まり、団子
粉で小豆団子
作ってお供えし
て食べた。夜ま
で。
・七夕：旧の七
日。笹七夕をリ
ヤカーで引っ
張って太鼓叩
いて、地域廻っ
て歩いた。短
冊も作った。

明治25年の
銘入りの鉦
あり。

2,3年前まで納
税組合があっ
て集金してい
た。・同窓会
お盆に
・夏休みは朝
読み会。立山
神社でも夜
学って算盤も
やっていた。９
月はない。10
月は10・11日
に立山神社の
お祭り。その準
備、花造り。雨
降ると踊りの稽
古も。今回の
津波から避難
所に。高橋ミナ
コという人が満
州に10年も抑
留されて戦後
に子供2人を連
れて帰って来
た。農繁期に
行屋へ子供を
集めて保育園
を始めた。1,2
年で広田の保
育園ができて、
その園長に
なった。財団法
人だったらし
い。昭和26,7年
には話者の娘
も入れた。

袖野
地区
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表２ 行屋使用日誌（堂の前） 

■平成５～８年

■平成８～１０年 

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H8.4.15 税金集金 H9.3.9 区長の受渡し H9.10.14 天然昆布開口連絡 H10.4.15 納税、保育寄付金集金

H8.5.15 税金集金 H9.3.8 開口れんらく H9.10.15 納税集金 H10.5.15 納税、保育寄付金集金

H8.6.9 婦人会花見 H9.3.11 開口れんらく H9.10.15 保育園寄付金集金 H10.5.12-22 おどりの練習

H8.6.15 津波避難訓練 H9.3.18 集荷のれんらく H9.10.19 虎舞梯子下げ放送 H10.5.24 津波避難訓練

H8.7.11 子供会 H9.3.25 開口のれんらく H9.11.1 あわびの開口 H10.6.6 道路草刈作業放送

H8.7.15 税金集金 H9.3.27 開口のれんらく H9.11.10 あわびの開口 H10.6.13 草刈作業放送

H8.7.20 婦人会花見 H9.4.11 開口のれんらく H9.11.15 納税集金 H10.6.14 婦人会花見

H8.8.1 小学校勉強会 H9.4.14 集荷れんらく H9.11.15 保育園寄付金集金 H10.6.24 開口ウニ連絡

H8.8.18 税金集金 H9.4.19 開口のれんらく H9.11.20 開口の連絡 H10.6.29 ウニの開口連絡

H8.8.19 小学校お楽しみ会、草むしり、そうじ H9.4.20 税金の集金 H9.12.4 あわびの開口 H10.7.1 ウニの開口連絡

H8.9.16 税金集金 H9.4.30 集荷のれんらく H9.12.7 八日行 H10.7.5 ウニの開口連絡

H8.10.15 税金集金 H9.5.19 税金集金 H9.12.8 八日行 H10.7.6 ウニの開口連絡

H8.11.15 税金集金 H9.5.22 花園婦人部花見 H9.12.10 小学校行事決め H10.7.7 小部落

H8.12.7 八日行 H9.5.24 津波避難訓練 H9.12.14 あわびの開口 H10.7.9 ウニの開口連絡

H8.12.8 八日行 H9.6.14 納税集金 H9.12.15 保育園寄付金集金 H10.7.10 ウニの開口連絡

H8.12.16 税金集金 H9.6.19 慈恩寺部落懇談会 H9.12.15 納税集金 H10.7.15 納税、保育寄付金集金

H8.12.22 小学校お楽しみ会 H9.7.1 うに開口1回目 H9.12.23 あわび開口 H10.8.2 小学校勉強会

H9.1.5 勉強会 H9.7.2 うに開口2回目 H9.12.25 あわび開口 H10.8.3 ウニの開口連絡

H9.1.15 税金集金 H9.7.4 小学校行事決め H10.1.10 小学校勉強会 H10.8.4 ウニの開口連絡

H9.1.17 花園婦人部 H9.7.6 うに開口3回目 H10.1.14 納税集金 H10.8.8 盆踊り練習、納税集金

H9.1.20 花園婦人部踊り練習 H9.7.7 うに開口　口止 H10.1.14 保育園寄付金集金 H10.8.10 ウニの開口連絡

H9.1.21 踊り練習 H9.7.9 うに開口4回目 H10.1.17 小学校反省会 H10.8.11 ウニ開口終了連絡

H9.1.22 踊り練習 H9.7.10 うに開口5回目 H10.2.12 のり、まつもの開口 H10.8.12 納税、保育寄付金集金

H9.1.25 踊り練習 H9.7.15 うに開口6回目 H10.2.14 納税集金 H10.8.17 小学校反省会

H9.1.27 踊り練習 H9.7.15 納税集金 H10.2.24 開口連絡 H10.10.12 昆布開口連絡

H9.1.28 踊り練習 H9.7.17 うにの開口連絡 H10.2.25 開口連絡 H10.10.12 漁協よりの連絡

H9.1.29 踊り練習 H9.7.18 うに開口 H10.2.26 石コ念仏 H10.10.12 婚礼のおどり練習

H9.2.1 踊り練習 H9.7.21 うに開口 H10.2.27 石コ念仏 H10.10.13 納税集金

H9.2.3 踊り練習 H9.7.22 うに開口10回目 H10.3.2 開口連絡 H10.10.15 おどりの練習

H9.2.5 踊り練習 H9.7.27 ほうし活動（小学校行事） H10.3.5 保育園寄付金集金 H10.10.20 昆布の開口連絡

H9.2.7 踊り練習 H9.8.2 小学校勉強会 H10.3.5 納税集金 H10.10.29 総会の連絡

H9.2.10 踊り練習 H9.8.7 小学校勉強会 H10.3.8 区長受渡し H10.11.3 あわびの開口

H9.2.15 税金の集金 H9.8.9 婦人会（まんどろかざりつけ放送） H10.3.9 集荷連絡 H10.11.4 昆布集荷連絡

H9.2.27 神様あそばせ　ヨモゴリ H9.8.18 小学校お楽しみ会 H10.3.16 開口連絡 H10.11.12 ウニの移植連絡

H9.2.28 石コ念仏 H9.8.18 納税集金 H10.3.20 集荷連絡 H10.12.12 アワビ開口連絡

H9.3.1 石コ念仏 H9.8.18 保育園寄付金集金 H10.3.29 開口連絡 H10.11.21 アワビ開口連絡

H9.3.5 税金の集金 H9.9.16 納税集金 H10.12.3 アワビ開口連絡

H9.3.8 婦人会受渡し H9.10.10 虎舞梯子出放送 H10.12.6 捜索の連絡

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H5.3.18 会館建設委員会 H6.12.4 婦人会観音講 H7.4.2 開口放送 H7.9.12 税金集金

H5.3.19 区長受渡し会 H6.12.7 八日行　男11名　女2名 H7.4.4 ふのり開口放送 H7.9.12 婦人会（敬老会の練習）

H5.4.15 観音像掛軸 H6.12.8 八日行 H7.5.19 ツノマタ開口放送 H7.9.15 婦人会（敬老会の反省会）

H5.4.24 委員会（落成式の件） H6.12.9 部落集会 H7.5.23 役員改選 H7.9.16 婦人会（会館の掃除）

H5.4.25 婦人会懇談会（落成式の件） H6.12.9 子供会 H7.6.4 花見相談 H7.9.23 婦人会（踊りの練習）

H5.4.26 会館建設経過報告 H6.12.15 観音講 H7.6.13 税金集金 H7.9.29 婦人会（踊りの練習）

H5.4.30 婦人会懇談会 H6.12.28 津波避難 H7.6.17 花見　中婦人会 H7.9.30 婦人会（踊りの練習）

H5.5.6 家屋調査 H6.12.26 鮑開口口止 H7.6.23 ウニ開口放送 H7.10.1 婦人会（反省会）

H5.5.7 落成の準備 H6.12.27 鮑開口口止 H7.6.24 ウニ開口放送 H7.10.1 税金集金

H5.5.8 落成の準備 H6.12.27 鮑開口 H7.6.26 掃除 H7.10.27 こんぶの開口放送

H5.5.9 会館落成式 H6.12.28 口止 H7.7.8 小学校地区子供会 H7.11.4 アワビ開口放送

老人クラブ花見会 H7.1.8 婦人会お祭り踊りの練習 H7.7.18 税金集金 H7.11.5 婦人会（チャオチャオおどりの練習）

H5.6.1 青松クラブ花見会 H7.1.9 婦人会お祭り踊りの練習 H7.7.18 ウニ開口放送 H7.11.8 椿島グループ　かんのこんの相談

H5.6.3 国民文化祭実行委員選出の件 H7.1.10 小学校勉強会 H7.7.24 ウニ開口放送 H7.11.12 アワビ開口放送

H5.6.6 婦人会花見 H7.1.10 婦人会お祭り踊りの練習 H7.7.25 ウニ開口放送 H7.11.12 税金集金

H5.6.7 会館道路取付 H7.1.11 婦人会お祭り道具作り H7.7.27 ウニ開口放送 H7.11.15 アワビ開口放送

H5.6.7 砂利敷 H7.1.11 若者組合 H7.8.9 小学校行事（読書会） H7.12.9 アワビ開口放送

H5.6.10 小学校親子会 婦人会お祭り踊りの練習 H7.8.9 婦人会（敬老会の相談） H7.12.10 八日行

小学校キャンプ会 婦人会お祭り踊りの練習 H7.8.10 税金集金 H7.12.11 八日行

H5.7.3 小学校勉強会 H7.1.14 婦人会踊りの練習（お祭り） H7.8.17 小学校お楽しみ会 H7.12.12 八日行

H5.12.7・8 八日行 H7.1.15 婦人会お祭りの着付け H7.8.19 婦人会（敬老会の相談） H8.1.9 小学校勉強会

H5.12.28 小学校お楽しみ会 H7.1.20 子供会冬休み反省会 H7.8.21 婦人会（敬老会の練習） H8.1.11 税金集金

H5.12.13 小学校勉強会 H7.1.22 婦人会集会 H7.8.22 婦人会（敬老会の練習） H8.1.16 小学校お楽しみ会

H6.1.18 小学校反省会 H7.1.25 始年会 H7.8.23 婦人会（敬老会の練習） H8.2.21 婦人会　2次会

H6.2.27 小学校委員会 H7.2.23 神様遊バセ H7.8.24 婦人会（敬老会の練習） H8.2.11 税金集金

H6.3.13 区長受渡 H7.2.24 神様遊バセ参詣ヨモゴリ H7.8.25 婦人会（敬老会の練習） H8.2.15 神様あそばせ

H6.6.11 集金日 H7.2.25 石コ念仏 H7.8.26 婦人会（敬老会の練習） H8.2.19 神様あそばせ　さんけ

H6.7.11 小学校親子会 H7.3.12 集金日 H7.8.26 婦人会（敬老会の練習） H8.2.20 石こ念仏

H6.7.11 集金日 H7.3.14 区長受渡 H7.8.27 婦人会（敬老会の練習） H8.2.21 石こ念仏

H6.7.20 国保集金日 H7.3.19 お才銭婦人会受領 H7.8.28 婦人会（敬老会の練習） H8.3.3 婦人会

H6.8.4 小学校勉強会 H7.8.29 婦人会（敬老会の練習） H8.3.10 区長引継

H6.8.11 納税集金日 H7.8.30 婦人会（敬老会の練習）

H6.9.6 建課　地主4名外1名 H7.8.31 婦人会（敬老会の練習）

H6.8.12 納税集金日 H7.9.3 婦人会（敬老会の練習）

H6.10.12 納税集金日 H7.9.4 婦人会（敬老会の練習）

H6.11.1 鹿島大神様 H7.9.9 婦人会（敬老会の練習）

H6.11.2 鹿島大神様 H7.9.10 婦人会（敬老会の練習）

H6.11.13 納税集金日 H7.9.11 婦人会（敬老会の練習）
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■平成１０～１２年

■平成１２～１３年

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H10.12.7 捜索の連絡 H11.4.2 出荷連絡 H11.9.14 納税　はしご出し H12.2.15 納税集金

H10.12.6 会館内掃除 H11.4.13 納税集金 H11.9.17 はしごかけ H12.2.19 フノリ開口連絡

H10.12.8 八日行 H11.4.30 開口連絡 H11.9.21 婦人会 H12.2.21 フノリ開口連絡

H10.12.9 八日行 H11.5.7 出荷連絡 H11.10.3 お祭りバス運行の連絡 H12.3.3 開口連絡（のり、マツも、ひじき）

H10.12.10 アワビの開口連絡 H11.5.13 納税連絡 H11.10.8 昆布開口連絡 H12.3.4 区長受け渡し連絡

H10.12.11 ヒトデ取り作業連絡 H11.5.15 納税集金 H11.10.9 昆布開口連絡 H12.3.5 区長受け渡し

H10.12.13 小学校行事決め H11.5.24 津波訓練 H11.10.12 昆布出荷の連絡 H12.3.11 婦人会うけわたし

H10.12.21 アワビの開口連絡 H11.6.4 道路掃除 H11.10.14 納税集金連絡 H25.3.28 出荷連絡

H10.12.22 アワビの開口連絡 H11.6.14 納税集金連絡 H11.10.16 納税集金

H10.12.23 アワビ開口終了連絡 H11.6.16 納税集金 H11.11.14 納税連絡

H11.1.10 勉強会・清掃 H11.6.25 ウニの開口 H11.11.18 アワビ開口連絡

H11.1.17 お楽しみ会・反省会 H11.7.3 ポール取り H11.11.21 アワビ開口連絡

H11.2.1 ノリ、マツモ開口連絡 H11.7.5 ウニの開口連絡 H11.11.29 アワビ開口連絡

H11.2.20 班長決め H11.7.6 ウニの開口連絡 H11.11.29 こん談会連絡

H11.3.1 フノリの開口連絡 H11.7.7 ウニの開口連絡 H11.11.30 アワビ開口連絡

H11.3.2 ノリ、マツモの開口連絡 H11.7.9 浜そうじの連絡 H11.12.2 アワビ開口連絡

H11.3.8 出荷連絡 H11.7.11 子供会夏休み行事決め H11.12.3 アワビ開口連絡

H11.3.30 開口連絡　ノリ、マツモ、ヒジキ H11.7.15 納税集金連絡 H11.12.4 昆布出荷連絡

H11.3.31 開口連絡　フノリ H11.7.18 ジャリ敷連絡 H11.12.7 八日行

H11.7.21 ウニの開口連絡 H11.12.8 八日行

H11.7.22 ウニの開口連絡 H11.12.13 アワビ開口連絡

H11.7.24 ウニの開口連絡 H11.12.13 地区子供会

H11.7.26 ウニの開口連絡 H11.12.14 納税集金連絡

H11.7.27 ウニの開口連絡 H11.12.14 アワビ開口連絡

H11.7.31 草取りと中の掃除 H11.12.19 アワビ開口連絡

H11.8.4 子供会勉強会 H11.12.22 婦人会

H11.8.4 ウニの開口連絡 H11.12.23 アワビ開口連絡

H11.8.5 ウニの開口連絡 H11.12.26 アワビ開口連絡

H11.8.6 草刈連絡 H11.12.27 勉強会

H11.8.7 婦人会 H11.12.27 アワビ開口連絡

H11.8.8 ウニの開口連絡 H11.12.28 婦人会

H11.8.8 ウニの開口連絡 H12.1.10 婦人会

H11.8.10 婦人会 H12.1.14 納税連絡

H11.8.15 婦人会 H12.1.14 お楽しみ会反省会

H11.8.16 婦人会 H12.1.22 ヒトデ取り作業連絡

H11.8.16 納税集金連絡 H12.2.4 開口連絡　のり、マツモ

H11.8.17 お楽しみ会（子供会） H12.2.12 懇談会、納税

H11.8.25 婦人会 H12.2.14 出荷連絡

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H12.4.16 年金維持費集金 H12.11.8 アワビ開口連絡 H13.3.17 婦人会受け渡し H13.4.13 納税連絡

H12.4.18 開口連絡　のり、まつも、ふじき、ふのり H12.11.12 婦人会 H13.3.18 PTAおどりれんしゅう H13.4.15 納税集金

H12.4.20 集荷連絡 H12.11.13 アワビ開口連絡 H13.3.19 雑かいそう出荷 H13.4.21 開口連絡　のり、まつも、ひじき

H12.5.5 開口連絡　のり、まつも、ふじき、ふのり H12.11.22 アワビ開口連絡 H13.4.22 開口連絡　ふのり

H12.5.12 集荷連絡 H12.11.22 婦人会 H13.5.7 集荷（ふのり、まつも他）

H12.5.15 納税集金 H12.11.29 ヒトデ作業連絡 H13.5.13 納税連絡

H12.5.21 女性ドライバー H12.11.30 アワビ開口 H13.5.15 納税集金

H12.5.24 津波訓練 H12.12.6 婦人会 H13.5.21 椿定置魚

H12.5.30 血圧測定 H12.12.7 アワビ開口連絡 H13.5.24 血圧測定

H12.6.13 納税連絡 H12.12.7 八日行 H13.6.1 道路掃除連絡

H12.6.15 納税集金 H12.12.8 八日行 H13.6.15 納税連絡

H12.6.30 開口連絡（ウニ） H12.12.10 婦人会 H13.6.15 浜そうじ連絡

H12.7.1 開口連絡（ウニ） H12.12.12 あわび開口連絡 H13.6.16 婦人会

H12.7.3 開口連絡（ウニ） H12.12.13 あわび開口連絡 H13.6.17 納税集金

H12.7.4 開口連絡（ウニ） H12.12.15 小部落の話し合い H13.6.23 うに開口連絡

H12.7.10 開口連絡（ウニ） H12.12.16 婦人会 H13.6.25 うに開口連絡

H12.7.11 開口連絡（ウニ） H12.12.22 あわび開口連絡 H13.6.27 うに開口連絡

H12.7.13 開口連絡（ウニ） H12.12.29 子供会勉強会 H13.7.1 うに開口連絡

H12.7.15 納税連絡 H13.1.9 花園婦人部踊り H13.7.2 うに開口連絡

H12.7.16 開口連絡（ウニ） H13.1.10 花園婦人部踊り H13.7.4 うに開口連絡

H12.7.16 PTA子供会行事決め H13.1.11 花園婦人部踊り H13.7.8 うに開口連絡

H12.7.18 開口連絡（ウニ） H13.1.12 花園婦人部踊り H13.7.9 うに開口連絡

H12.7.20 開口連絡（ウニ） H13.1.13 お楽しみ会、反省会、奉仕活動 H13.7.13 納税連絡

H12.7.27 開口連絡（ウニ） H13.1.15 税金集金 H13.7.14 婦人会

H12.7.28 開口連絡（ウニ） H13.1.17 花園婦人部踊り H13.7.15 うに開口連絡

H12.7.29 子供会勉強会 H13.1.18 花園婦人部踊り H13.7.15 税金集金

H12.7.30 開口連絡（ウニ） H13.1.19 花園婦人部踊り H13.7.15 PTA子供会行事決め

H12.8.5 道路草刈り連絡 H13.1.20 花園婦人部踊り H13.7.20 うに開口連絡

H12.8.12 盆野球 H13.1.21 花園婦人部踊り H13.7.21 うに開口連絡

H12.8.13 納税連絡 H13.1.25 神様あそばせ H13.7.22 うに開口連絡

H12.8.15 盆踊り連絡 H13.1.29 花園婦人部 H13.7.25 うに開口連絡

H12.8.17 子供会反省会 H13.2.12 石子念仏 H13.8.4 道路掃除連絡

H12.9.15 納税連絡 H13.2.13 石子念仏 H13.8.4 勉強会

H12.9.17 税金集金 H13.2.15 納税集金 H13.8.5 うに開口連絡

H12.9.23 漁協婦人部の連絡 H13.3.4 区長受渡し H13.8.10 盆踊り練習の連絡

H12.10.8 町民運動会 H13.3.11 開口連絡　のり、まつも、ひじき H13.8.11 親子行事

H12.10.21 漁協婦人部の連絡 H13.3.11 班長決め（とうこう班） H13.8.12 親子行事

H12.11.7 天然平昆布集荷連絡 H13.3.12 開口連絡　小のり H13.8.13 納税連絡

116



■平成１３～１６年 

■平成１６～２１年

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H13.8.13 体協より盆野球 H13.12.11 アワビ開口連絡 H14.4.12 納税連絡 H15.8.7 婦人会（まんどろたて連絡）

H13.8.14 婦人会　盆踊りのお知らせ H13.12.14 納税連絡 H14.4.17 納税集金 H15.8.10 婦人会（盆おどり練習連絡）

H13.8.15 納税集金 H13.12.16 アワビ開口連絡 H14.5.16 納税連絡 H15.8.10 小学校勉強会

H13.8.18 お楽しみ会 H13.12.16 子供会行事決め H14.5.24 婦人会レントゲン、ケツアツ H15.8.14 婦人会（盆おどり時間連絡）

H13.8.23 献血のお知らせ H13.12.20 アワビ開口連絡 H14.6.6 草刈り作業連絡 H15.8.16 納税集金連絡

H13.8.27 婦人会（敬老会の練習） H13.12.27 アワビ漁終了連絡 H14.6.13 納税連絡（市県民税） H15.8.16 婦人会　まんどろさげ連絡

H13.8.28 婦人会（敬老会の練習） H13.12.27 勉強会 H14.6.16 うにの開こうれんらく H15.8.17 小学校　お楽しみ、反省会、奉仕活動

H13.8.29 婦人会（敬老会の練習） H13.12.30 椿定置 H14.6.28 うにの開こうれんらく H15.8.17 納税集金

H13.8.30 婦人会（敬老会の練習） H14.1.11 のり、まつぼ、ひじき開口連絡 H14.6.28 健康教室のご案内 H15.9.21 納税連絡

H13.8.31 婦人会（敬老会の練習） H14.1.12 納税連絡 H14.6.30 うにの開こうれんらく H15.9.23 納税集金

H13.9.1 津波訓練 H14.1.15 子供会お楽しみ会 H14.7.13 部落作業連絡 H15.9.26 はしごたて連絡

H13.9.4 婦人会（敬老会の練習） H14.1.21 出荷連絡（□海□） H15.10.13 ソフトボール大会　お祭りのいろう会連絡

H13.9.14 納税連絡 H14.1.22 女性ドライバー H15.10.22 納税集金

H13.9.14 婦人会（敬老会の練習） H14.2.10 会館屋根清掃 H15.10.23 婦人会連絡

H13.9.15 婦人会（敬老会の練習） H14.2.16 納税連絡 H15.11.4 アワビ開口連絡

H13.9.16 婦人会 H14.2.18 納税集金 H15.11.12 婦人会連絡

H13.9.28 昆布開口連絡 H14.3.12 ふのり開口 H15.12.6 八日行連絡

H13.10.7 昆布口止連絡 H14.3.13 のり、まつも、ひじき開口 H15.12.12 小学校（小部落行事決め

H13.10.8 開口連絡 H14.3.18 のり、まつも、ひじき、ふのり出荷 H16.1.11 小学校　お楽しみ、反省会、勉強会

H13.10.7 町民運動会連絡 H16.1.14 婦人会

H13.10.10 昆布出荷連絡 H16.1.15 婦人会

H13.10.11 納税連絡 H16.1.23 婦人会

H13.10.14 納税集金 H16.1.24 納税連絡

H13.10.23 こんぶ出荷連絡 H16.1.27 納税集金

H13.11.2 アワビ開口連絡 H16.2.5 神様あそばせ

H13.11.4 アワビ開口連絡 H16.2.14 納税連絡

H13.11.7 アワビ開口連絡 H16.2.15 納税集金

H13.11.8 こんぶ開口連絡 H16.2.26 婦人会

H13.11.13 納税集金連絡 H16.2.27 区長受け渡し連絡

H13.11.15 アワビ開口連絡 H16.2.29 区長受け渡し

H13.11.15 納税集金 H16.4.24 納税の連絡

H13.11.16 アワビ開口連絡 H16.5.22 納税の連絡

H13.11.17 アワビ開口連絡 H16.5.23 納税集金

H13.11.18 市政懇談会連絡 H16.5.24 津波避難訓練

H13.11.22 アワビ開口連絡 H16.6.13 ウニの開口

H13.11.27 アワビ開口連絡 H16.6.19 納税の連絡

H13.12.4 アワビ開口連絡 H16.7.1 婦人会（健康教室の案内）

H13.12.8 八日行 H16.7.24 納税の連絡

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H16.7.25 納税集金 H17.5.23 草取り H19.1.14 花園の新年会の踊り H19.4.13 納税集金連絡

H16.7.31 草刈の連絡 H17.5.24 津波避難訓練 H19.1.16 花園の新年会の踊り H19.4.15 納税集金

H16.7.31 小子供会　草とり　親子行事 H17.8.9 小学校子供会お楽しみ会 H19.1.18 花園の新年会の踊り H19.5.20 防災訓練

H16.8.1 小子供会　草とり　親子行事 H18.3.5 区長受渡し H19.1.20 花園の新年会の踊り H19.8.19 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.8.10 婦人会　盆踊りお知らせ H18.4.23 納税集金連絡 H19.1.23 花園の新年会の踊り H19.8.20 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.8.12 小学校　子供会お楽しみ反省会　奉仕活動草とり H18.5.11 婦人会 H19.1.26 花園の新年会の踊り H19.8.21 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.8.16 万灯かたづけ H18.5.20 会館草とり　放送 H19.1.27 花園の新年会の踊り H19.8.22 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.8.16 婦人会　廃品回収のお知らせ H18.5.20 草とり H19.1.8 協同アンテナ H19.8.23 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.8.28 納税の連絡 H18.5.20 津波避難訓練の放送 H19.1.8 ゴミの分別収集方法変更の説明会開催の連絡 H19.8.24 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.9.1 献血のお知らせ H18.5.21 津波避難訓練 H19.2.10 女性部引き継ぎ H19.8.27 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.9.25 納税の連絡 H18.6.1 前田道路の草かり連絡 H19.2.1 かみ様あそばせの連絡 H19.8.28 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.9.26 納税集金 H18.6.20 納税の集金連絡 H19.2.21 納税集金連絡 H19.8.29 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.10.7 血圧測定のお知らせ H18.6.22 納税の集金 H19.3.3 区長受渡しの放送 H19.8.31 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.10.9 町民運動会中止のお知らせ H18.7.20 納税集金連絡 H19.3.4 区長受け渡し H19.9.3 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.10.23 納税集金連絡 H18.7.31 小学校子供会 H19.9.4 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.10.24 納税の集金 H18.8.1 小学校子供会 H19.9.5 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.11.27 納税集金連絡 H18.8.3 前田道路の草かり連絡 H19.9.10 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.11.28 納税の集金 H18.8.6 婦人会 H19.9.11 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.12.10 八日行のそうじ H18.8.6 公民館の草とり連絡 H19.9.12 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.12.11 八日行 H18.8.10 体協より盆野球のお知らせ H19.9.14 女性会　敬老会のおどりの練習

H16.12.12 八日行 H18.8.13 体協より盆野球のお知らせ H19.10.10 カシマ様相談

H17.1.15 婦人会　資源回収について H18.8.15 婦人会　まんどろ H19.11.24 女性会　来年の理事の相談

H17.1.16 小学校子供会学習反省会 H18.8.20 納税集金連絡 H20.1.10 子供会お楽しみ会

H17.2.21 婦人会引き継ぎお知らせ H18.8.23 納税集金 H20.2.23 女性会の引継ぎ

H17.2.26 婦人会受け渡し H18.9.11 婦人会　おどり練習 H20.7.24 女性会　廃品回収のお知らせ

H17.3.6 区長受け渡し H18.9.21 納税集金連絡 H20.8.2 女性会　まんどろたて連絡

H18.9.25 納税集金 H20.8.11 女性会　盆踊り連絡

H18.10.7 体協より運動会中止の放送 H20.8.16 まんどろさげ連絡

H18.10.23 納税集金連絡 H20.8.26 女性会　廃品回収のお知らせ

H18.10.25 納税集金 H20.12.6 八日行

H18.11.20 納税集金連絡 H20.12.7 八日行

H18.11.23 納税集金 H20.12.8 八日行あとしまつ

H18.12.18 納税集金連絡 H21.1.14 女性会　資源回収のお知らせ

H18.12.21 納税集金 H21.2.20 女性会　受け渡しのお知らせ

H19.1.7 部落子供会 H21.5.24 津波訓練

H19.1.10 会館道路の砂利しき放送 H21.5.24 うに開口放送

H19.1.23 納税集金連絡 H21.5.25 うに開口放送

H19.1.25 納税集金 H21.5.26 うに開口放送
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■平成２１～２３年

■平成２３～２５年 

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H21.6.2 うに開口放送 H21.12.24 あわび開口 H22.4.15 雑海藻の開口 H22.11.5 あわびの開口

H21.6.4 大森道路草刈りについて放送 H22.1.31 根岬公民館開口のお知らせ（1回目） H22.4.20 雑海藻集荷 H22.11.16 アワビの開口

H21.6.8 ウニの開口 H22.2.6 同上（2回目） H22.5.23 津波訓練 H22.11.30 アワビの開口

H21.6.19 ウニの開口 H22.2.28 区長受渡しのお知らせ H22.6.3 草かり放送 アワビの開口

H21.6.20 消防後援会 H22.2.28 チリ地震津波の為船引き人放送 H22.6.6 雲仁の開口 H22.12.4 八日行

H21.6.26 ウニの開口 H22.2.28 津波避難の為開館 H22.6.7 雲仁の開口 H22.12.17 アワビの開口

ｈ21.6 うにの開口 H22.3.7 区長受渡し H22.6.15 黒崎神社社務所の建設の話のため H22.12.19 アワビの開口

H21.7.3 うにの開口 H22.3.14 雑海藻の開口 H22.6.18 雲仁の開口 アワビ開口予定変更のお知せ

H21.7.6 うにの開口 H22.3.14 雑海藻集荷 H22.6.20 雲仁の開口 H23.1.8 アワビ開口

H21.7.7 うにの開口 H22.6.21 雲仁の開口 お寺新年会

H21.7.12 うにの開口 H22.6.22 雲仁の開口 H23.3.4 ふのり、まつも、ひじき、のりの開口

H21.7.14 うにの開口 H22.6.24 雲仁の開口 H23.3.6 区長受渡し

H21.7.17 浜そうじ（漁協） H22.6.25 雲仁の開口 H23.3.9 ふのり、まつもの集荷

H21.7.20 うにの開口 H22.7.16 雲仁の開口 H23.3.11 大津波の為避難

H21.7.21 大森道路普請について放送 H22.7.19 ウニの開口 物資仕分け等

H21.8.11 盆踊の練習について放送 H22.7.20 ウニの開口

H21.8.11 雲仁の開口延期について H22.7.22 ウニの開口

H21.8.14 盆踊りのお知らせ H22.7.25 ウニの開口

H21.8.16 雲仁の開口 H22.7.26 ウニの開口

H21.8.17 雲仁の開口 H22.7.27 ウニの開口

H21.8.18 雲仁の開口 H22.7.29 道路草かり

H21.8.19 雲仁の開口 H22.8.1 万灯ろうの準備について放送

H21.10.1 こんぶの開口 H22.8.7 万灯ろうの準備、箱出し

こんぶの口止め H22.8.9 ウニの開口

H21.10.11 運動会の反せい会 H22.9.2 お祭の練習について放送

H21.10.13 昆布の集荷 H22.9.8 お祭の練習

H21.11.3 あわびの開口 H22.9.11 お祭の練習

H21.11.19 あわびの開口 H22.9.13 お祭の練習の放送

H21.11.20 あわびの開口 H22.9.29 コンブの開口

H21.11.22 あわびの開口 H22.10.9 体協より

H21.11.28 あわびの開口 H22.10.19 コンブの口止メ

H21.12.5 八日行 H22.10.25 コンブの集荷

H21.12.6 八日行 H22.10.28 コンブの集荷

H21.12.7 八日行 H22.10.29 浜のカギ止め

H21.12.9 あわび開口 H22.11.2 そうじ

H21.12.10 あわび開口 H22.11.3 コンブの集荷

H21.12.15 あわび開口 H22.11.4 でれづく

H21.12.22 あわび開口 H22.11.4 あわびの開口

年月日 摘用 年月日 摘用 年月日 摘用

H23.12.2 明日八日行の為そうじ H24.7.26 開口、カゼ H25.5.29 前田道　草刈

H23.12.3 八日行、準備等 H24.8.4 女性会　マンドロ H25.6.4 ウニ開口

H24.1.11 子供会 H24.8.14 女性会　念仏 H25.6.5 ウニ開口

H24.1.23 女性会今年度の理事について H24.8.15 志田民宿でのイベント H25.6.16 ウニ開口

H24.1.23 老人クラブ H24.8.16 送り年仏 H25.6.21 ウニ開口

H24.2.10 マツモ開口 H24.9.9 臨時総会 H25.6.25 ウニ開口

H24.10 昆布開口　昆布口止め H25.7.2 ウニ開口

H24.10.28 昆布出荷 H25.7.7 ウニ開口

H24.11.10 やすらぎの集会 H25.7.9 ウニ開口

H24.11.11 臨時総会 H25.7.10 ウニ開口

H24.11.21 アワビ開口 H25.7.12 ウニ開口

H24.12.12 アワビ開口 H25.7.21 ウニ開口

H24.12.3 八日行の相談

H24.12.9 八日行

H24.12.13 アワビ開口

H24.12.19 アワビ開口

H24.12.20 アワビ開口

H24.12.26 アワビ開口

H24.12.27 アワビ開口

H25.1.18 臨時総会放送

H25.1.20 臨時総会

H25.1.27 総会放送

H25.1.27 神様あそばせ

H25.1.30 マツモ開口

H25.2.5 石子念仏放送

H25.2.6 石子念仏

H25.2.14 マツモ集か

H25.2.17 女性会ひきつぎ

H25.2.18 かたづけ、トイレそうじ

H25.2.25 のり、まつも、ひじき、ふのり開口

H25.3.1 まつも、ふのり集荷

H25.3.3 区長受渡し

H25.3.15 のり、まつも、ひじき、ふのり開口

H25.3.26 マツモ、フノリ集荷
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表４ 広田町の八日行についての報告 

典拠：広田地区教育振興協議会編、1977『”講”について(広田地区民族資料(1))』、1-22 頁

集落 内容

小袖

十五、六年前までは、部落行屋で旧十二月八日より八日間行をした。白米、餅米を個々に持参して、経費も平均して金を出し合う。餅をつき、料理をつくりみ

んなで飲み、食べる。又、現在では想像もつかないのであるが、アメ売り、障子紙・ホーキ・下駄・ゾーリ等を売る人が一日に何十人と来たものであります。

目的は大漁祈願と過去一年間無事であったことを感謝するためにあったのです。

一二月八日を初日とし、八日間の行に入ったという。広田には各部落に行屋という集会所があったので、そこに食料を持参して集まった。八日の夕方より始

まり権現様、金比羅様、巳待、大日と十二日の山神様を最後に行屋をしまったといわれます。この期間中、酒、肴は勿論、新しい料理を作り、神様に信仰を

捧げたという。又部落民の親睦をはかり健康を祝福し合い、明日の稼働に大いに張り切ったものですが、現在はささやかに行われています。

昔あって現在やられてないもの。八日行。旧十二月八日から主人達は行屋に集まって餅をついたり、酒を飲んだり、漁のかけひきや、かけごともした。

長洞

当部落の八日行は旧十二月四日に部落の若者達が行屋の掃除を行ない、十二月五日の朝、若者の代表が家々をまわって米二升とモチ米一升、その他

野菜を集めて歩く。行事としては、行屋にまつってある山の神をはじめその他の神々に餅を供えて拝む。料理は持ちよった材料で作り、宴会をしたり、部落

作りの話し合いをしたり、又は花札、碁などをして、三日から五日位拝む。

中沢浜

とき：昔は旧暦十二月八日午後から上り、十日夜下る。昭和になってから拝む日数が適宜となり、最長五日間位。最近は新暦でやり、始まる日も正確でなく

グループの都合等で決める。

集まる場所：昔は個人所有の小さな行屋で拝んだが、昨今は小部落の行屋、部落公民館で行う。

集る人：一家の旦那衆

祭神：おしゃか様がさとりを開いて里におりて来た日を記念して(旧十二月八日)拝むと言われている。

集める物：モチ米一升、ウル米二升、野菜、薪少々。昔は山持ちの山から薪を買って労務奉仕して準備しておいた。暖房に木炭を使用したのが昭和になっ

てからと思う。

会費：お酒や豆腐等その他雑費支出を見て割勘で出す。昔は会費を出すことを、つなぎを出すと言う。

娯楽：共同生活しながら家業話や仕事の話、メクリ(花札)ひき、酒呑み乍ら談論。

炊事：旦那衆の集まりですが、炊事は少年者が交代で行いましたが、最近では炊事に婦人を二名位頼んでやります。

御馳走：昔は小豆や「ササギめし」に豆腐汁　餅をつき(あんこ餅・クルミ餅・ゴマ餅)。最近は魚や海藻等も買い、酒にしばでで、豪勢な御馳走になって来

た。

歴史：明治二十五年生まれの人達が若い頃からあったので始まりは定かでない。現在も続いておる。昭和になっても戦前迄は八日行の行屋にそれぞれの

本場から商人が来て市場が開かれ、商いして行く。買うものは、障子紙・筆・すずり・すみ・コーロス・み・金物類・ノコギリ・アメ・草履・下駄等で、親が買っ

て来るのを子ども達は楽しみにしていた。

総論：一年中の重労働から解放され呑気に生活が出来、酒を飲み、花札等をやり、家業話し、仕事のかけ引き、世の中に噂になってる事を議題にして花を

咲かせ、旦那衆の親睦と交誼、人間的ふれ合いがあるので、現代社会のギシギシした時代には特に必要だと思う。

岩倉

この行事は十二月になってから六日から十二日まで約一週間各行屋で行われた。大正年間の頃までは各部落共集会としては最大のもので、各家庭の男

子、息子、世帯主、老人など一軒から二人でも三人でも喜んで集まり、行屋もせましと集まったものである。前もってくじ引きで毎年の当番を定め、当番者を

大きい板に永久に消えないように墨書しておいたものが今も残っている。当番が廻ってきた当前人(二人)は各家庭をまわり、米や味噌、薪は〆縄で計って

集めて歩いたのです。はじめの日の六日には、行屋に薪割り道具を持参して一日中薪割りをしたものである。七日、八日は本格的な行事として当番の家で

若い衆が餅をつき、魚買い酒買い(酒買いというのは、広田村に富豪として知られた海産物商及び海産物製造業、遠洋漁業と、他方酒造業と、手広く経営し

ていて当時は飛ぶ鳥も落とす勢いだった泊の志茂(佐々木大三郎家)と志茂の向かいの米(よね)屋(米谷源之充家)の両家から八日行となると、この八日行

に参加する人たちは(ほとんど漁師)必ずといってよい程一斗入りの酒樽を持参して、前記の両家にお酒を戴きに若い衆二、三人で行くと、両家共例年のこと

で喜んで惜しげもなくくれてよこした事を言うのです。然し、現在は米屋は既に無く、志茂家は酒造業の合併等のためやめましたので、自然にこの事は解消

になった)。そのため、毎日飲んで食べて寝たい者は寝る。旅まわりの芸人、サイモン語りといって男の人が毎年のようにお得意で各行屋を廻り、浪花節や

講談で人情話ものを演じて、切れ目、切れ目には洞貝をデオリンデロリンとシャクジョウ(金属製の柄のついたもの)を振りながらじょうずに演じたものです。

野羅の村上正之丞さんと荒屋敷の藤野徳左衛門さんの二人は師匠を取ってけいこをし、サイモンを演じたそうです。それから八日行期間中高田方面から

売り屋が来た。多くの正月用品・日用品・セトモノ・障子紙・サル類・下駄・ぞうり等の品物を持って、入り代り、立ち代り来たものです。そして居ながら値切

り、値切り購入したものです。

平陸

泊

此の講は本来仏教に起因しており、お釈迦様が山に籠り八日間の修業をし、遂に悟りをひらかれて下山したことにあやかり行なわれた。(旧暦)十二月一日

より八日迄の修業にあやかって行なわれたと思われる講で、毎年一回部落の年寄り達(世帯主)が行屋(部落の集会所)に七日の晩より集まり、十二日の山

ノ神さまの日迄精進料理で、神仏に無病息災、家運繁栄を祈念した。又大漁を祈願しながら、漁、農等種々な話題を語り合い、当時唯一の娯楽である花札

に興じ、信仰と慰労と社交をかわした講のようです。実際の信仰対象は、広田地方で古くから行われていた最上詣り(月山・鳥海山・湯殿山の出羽三山を団

体で参詣する習わし)の講が含まれているようである。祈願する祭神棚に鳥海山となるお釈迦さまの掛軸(写真)がかけられており、又八日行中に、十日の

薬師さま、十二日の山ノ神さま等も合わせてお拝まれており、近年になってからこそ御馳走も魚料理となったようですが、以前は精進料理だったと言われて

おります。泊部落での此の講は、(旧暦)十二月七日の晩より十二日まで行われたようで、農作業も一段落し、漁師も出稼ぎより帰ってあわび漁の開口もす

み、年の瀬の準備までの慰労の感が強い。特に最近は娯楽色の濃い慰労の講として行われておるようです。講の行われておる行屋には、各家々の旦那

様達の集まりなので決まってお正月の必需品(御幣束紙、あめ等)を売る行商人がつめかけ賑やかなものだったと言われております。持ち寄るものは一人

当りウル米一升、モチ米一升、アズキ茶碗一杯等、各自のお膳に食器を持参し、昔は薪、味噌等も持ち寄ったようですが、最近は会費をあつめ、全てを購

入して行なわれておるようです。又同じような講が青壮年の人々によって行なわれるお日祭があります。八日行が年寄り(世帯主)の方々が多く、職業も漁

家の旦那、商店、農業と部落各層から集まるのとは別に、漁師の方々だけの集まりに依る講で、やはり年に一度位で、十一月になるとアワビの開口になり

ますが、その前に出稼ぎ(昔は千葉県・新潟(佐渡)・福島・宮城の定置(大網)網に行って来た)より帰えり、アワビ漁をして年ノ瀬までの漁閑期に骨休み(慰

労)、又漁の研修をかねて行なわれている様です。
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i「行屋悉皆調査」の調査項目は、以下の通りである。【地区名】【調査日】【調査者】【行屋

の名称（呼び方）】【管理者】【利用者・年齢層】【建物の歴史】【祀っている神仏（掛け

軸）】【講利用の有無】【執り行われる行事】【行屋暦】【保管・所蔵している物、祭時関係用

具、文書】【行事以外での使い道】【利用方法の移り変わり】【間取り】【写真】。
ii陸前高田市市議会議員の清水幸男氏、広田地区コミュニティセンターの蒲生和男氏の協力

を得た。小友町については、陸前高田市市議会議員の千田勝治氏の協力を得た。記して謝

意を表する。
iii １地区に割けた実質的な調査時間は１時間弱であった。22 の事例のうち、大野と田谷の

両地区の行屋は現存していなかったため、聞き取りのみ実施した。特定集落の調査は、根

岬を対象に行った。根岬においては、志田の集落で八日行の行事を参観する機会が得ら

れ、行事について参与観察を行った。アンケート調査には、山本修嗣氏、小野寺恵未氏の

協力を得た。記して謝意を表したい。
ivこの表は、アンケート調査結果に、補足調査によるデータを加え、簡略化し示したもの

である。一覧を作成する上で、以下の地区や集落(コブラク)では行屋の存在が確認できな

かったので、表では省略している。根岬地区；赤坂角地、中沢地区；久保・中沢、泊地

区；泊上・大久保、御城林地区、大陽地区；大陽里・長船崎、長洞地区の全ての集落(小長

洞・長根洞・長洞)。また、以下の地区では行屋の所在がどの字であったのかを確認できな

かったので、表では省略している。田谷地区(天王前・羽根穴)。大野地区(前花貝・後花

貝)。なお空欄の項目は、調査不充分で埋めることができなかった項目である。他日を期し

たい。
v 平陸とは、平畑の集落を指す。
vi もしくは、掛け軸が改めて軸装された際になされたと思われる記録から推測すると、そ

の時期は明治 26 年頃とも推測される。改めて軸装されたのは、平成 3 年である。
vii 大陽の行屋の入り口には鐘と鯨骨が掛けられている。鐘はかつて疫病が流行った際に打

ち鳴らした謂れがあり、鯨骨は小友との間で寄り鯨をめぐった争いに大陽が勝った証だと

伝わる。
viii この縁起伝承は、根岬集落の鶴樹神社、通称弁天様の縁起とも関係していると思われ

る。「螺鳴嶼再縁起」(根岬菅野慶治郎氏所蔵記録、享保 9(1724)年、明治 13 年の写)や、

「螺鳴嶼縁起」(根岬菅野慶治郎氏所蔵記録、寛延 3(1750)年)には、慈覚大師が、彫って弁

財天像を祀ったことが弁天様の縁起とされているが、この際に、地蔵尊が 6 体祀られたと

される。この地蔵尊６体のうち、３体は紛失してしまったという[藤井 1963:35]。
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Ⅴ．信仰と地域社会 

小谷 竜介（東北歴史博物館） 

中野  泰（筑波大学） 

はじめに 

本報告では、陸前高田の信仰について、地域社会がいかに関わりあっているのか、その実態を明らか

にし、その特徴を民俗学的に位置づけることを試みるものである。 

具体的に取り上げる信仰は、鎮守とその祭礼、講、氏神祭祀の３点である。これら３つの対象は、村、

部落、コブラクと同族といった人間関係の局面と各々密接に関わっている。陸前高田の信仰の特徴は、

このような関わり方に認められると考えられる。 

【鎮守と村】陸前高田市は、昭和 30 年の合併時の町村を単位に行政単位である「町」を成している。

長部村と小泉村が合併した気仙町などいくつかの例外はあるが、この町村の多くは江戸時代の村が元と

なっており、江戸時代以来の地域社会の単位となっている。江戸時代の村には、村鎮守が置かれていた。

その多くが明治時代に入り国家神道により村社や、より広域の郷社の社格が与えられている。一般にブ

ラク（部落）などと呼ばれる集落を単位に鎮守が存在するが、陸前高田市をはじめ、旧仙台藩領では、

江戸時代の村が関東以西の村と比べると大きな単位となっていることが多い。そのため、複数の部落で

村が作られ、鎮守も複数の集落で祀る例が多い。 

【講と部落】現在、部落は原則として行政区の範囲となっている。部落の戸数により複数の行政区に分

かれていることもあるが、現在は 1ないし 2つの行政区で部落が作られている。複数の行政区からなる

部落の場合、それらを統合する組織が設けられている。こうした組織は行政的に設定されるものという

よりも、古くから続く地域社会のなかで作られてきたものである。陸前高田市域の場合は講とよばれる

形式を取ることが多く、金比羅を祀る場合は金比羅講などと呼ぶ。基盤は信仰にあるが、講の集まりに

際して部落の決めごとを話し合ったりする、地域社会の中でも重要な組織となっている。 

【氏神祭祀とコブラク・同族】講は、部落を単位に作られる事が多いが、部落全体の講がなく、より小

さい単位で講が作られている例もある。こうした単位はコブラク（子部落／小部落）とも呼ばれる(以

下、表記は小部落で統一する)。小部落が民俗学でこれまで扱ってきたムラなどと呼ばれる集落を成し

ているような例もある。小部落の在り方は、社会を構成するもう一つの要素である親族関係、陸前高田

ではマキと呼ばれる本分家関係にもとづく同族で祀る氏神祭祀と密接に関わる事例もあり、民俗学的に

重要である。 

陸前高田市域を含む旧仙台藩領では、契約講と呼ばれる講を元に地域社会を形成しているとされる。

陸前高田市では契約講という名称の講はほとんど報告されていないが、信仰に基づく講が同様の機能を

有しており、地域社会の作られ方としてよく似ている。また、マキなどの親族関係を元にした信仰のあ

り方も、単なる親族関係だけでは説明のできない有り様を示している。特に同族を元にした信仰や社会

組織は宮城県では現在ほとんど聞くことができなくなっており、旧仙台藩領域における地域社会の在り

方を知る上でも重要である。 

第１章 鎮守と祭礼 

広田地区、長部地区もまた、複数の集落から成っているが、鎮守はそれぞれ一つである。本章では、

広田地区の鎮守黒崎神社の祭礼と、長部地区の鎮守月山神社の祭礼について報告する。 

1．黒崎神社 

（1）黒崎神社の信仰 
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広田地区の鎮守、黒崎神社は、広田地区全域の鎮守となっている。氏子軒数は 1000 軒強と大規模で

ある。祭神は息
お

気長帯
き な がた ら

姫
ひめの

命
みこと

、すなわち神功皇后である。黒崎神社は海上安全、大漁、安産守護の神と

して信仰されている(図１)。 

安永六年（1777）に提出された広田村の風土記御用書出（以下本稿では本地域に関わる一連の風土記

御用書出を全て「安永風土記」と表記する。出典は[陸前高田市史編集委員会 2001]である。）には、

黒崎神社について以下のように記載されている。 

 一 村鎮守 

一 黒崎明神社 

一 小名 崎山 

一 勧請 嘉祥年中勧請之由申伝候得共誰勧請と申儀相不知申候本地仏観音像後面ニは供養銘文

並誦経品目在之明応五年大檀那広田城主源綱継と彫付置申候当社往古ハ岩上ニ相建

右岩黒色ニ御座候ニ付黒崎と称候由ニ御座候何年之頃此所江引移候哉右年月相不知

申候綱継ハ葛西御家臣と相見得申候事 

（中略） 

一 別当 羽黒派寶珠院／和光院 一 祭日 三月／九月十日 

嘉祥年間（848 851）に勧請されたという伝承を持

ち、その後、明応 5年（1496）年の懸仏が残されて

いることが記録されている。また、往古は外洋の黒

色の岩礁の上に鎮座していたものが、現在地に遷座

されたことも記されている。また、神社を管理する

別当として羽黒派の修験院が 2 院あったと記され

ている。また、元禄年間以前に成立とされる『気仙

郡古記』には「一 黒崎明神 御宮三間弐間 別当

羽黒派宝珠院同派和合院合別 御祭礼正月十日」と

ある。祭日が現行とは異なるが、同様の内容が記さ

れている。

昭和 56 年の社殿改修事業を記念した『黒崎神社誌』には、黒崎神社の祭事として、以下の行事があ

げられている。 

 一 例祭日 旧 3月 10 日 旧 9 月 10 日 

   大漁祈願祭 旧 6月 1日 

 二 大祭年 4年目ごと 

 三 元朝詣 

現在、例祭は神社の総代と世話人が出席して行われている。大漁祈願祭は現在月遅れにして 7月上旬

に行われている。主に船主など漁業関係者が出席して執り行われている。 

元日の元朝参りは広田町の氏子だけでなく広域から参拝者があり、特に旧社殿地である黒崎の岩礁よ

り初日の出を拝む人が多数いる。 

（2）神職と氏子 

 黒崎神社は、別当を 2軒の修験院が務めていた。この 2軒の修験院は明治時代になると復飾して神職

になった。修験者の復飾は本社に限らず東北地方に広くみられるが、黒崎神社の別当は、道場を寺院と

図１ 黒崎神社社殿 
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して江戸時代以来寺号を有していた。復飾後も小松家は東正寺、沙田家は東禅寺として、それぞれ檀家

をもって活動もしてきた。 

氏子は広田町の全戸である。氏子組織は、部落から 2 名の総代、計 14 名が選ばれている。総代長は

総代の互選で選ばれる。また、集落にそれぞれ複数有る小部落から 1 名、計 29 名の世話人が選ばれて

いる。世話人は、神社の神札配布や祭典費の徴収など日常の連絡を行う役であり、また祭礼時の手伝い

をする。 

なお、広田地区の部落、小部落の数え方は一定せず、状況によって変化する。神社の場合は、広田地

区は 7部落となるが、後述する大祭礼の山車は、長洞地区が袖野と長洞に分かれるため７基の山車が出

る。また、部落教育振興協議会は 13 に分かれているが、部落教振会によって編集された『“講”につい

て』では広田地区は 10 部落に分けて記述されている。こうした部落の在り方は大変興味深いものであ

る。 

（3）大祭礼 

4 年に一度挙行される大祭礼は黒崎神社最大の行事である。神社の側からみると、神輿の渡御行事を

行うもので、神社を出発した神輿は黒崎の浜まで降りて神事を行う。その後一の鳥居まで巡行し神社に

戻る行事である。大祭礼は現在、旧暦 9 月 10 日の秋の例祭日に行われている。本来は旧暦 3 月の春の

例祭日に行っていたが、40 年ほどまえ、養殖が盛んになり、春の祭日が忙しい時期に重なることから秋

の開催となった。 

大祭礼では、オロクシャクと呼ばれる神輿の担ぎ手ほか神輿渡御に関わる人が、特定の家に付随する

世襲の役として決まっている。こうした役割をもった家を「エイダイ（永代）」と呼ぶ。永代の役は旧

家だから決まるわけではない。例えば、ある話者は一族を指すマキの大本家だが永代には加わっていな

い。そのため、確たる資料はないが、明治 14 年（1881）に全焼し、翌 15 年実施された社殿新築に際し

て寄付を行った家が務めているとされる。前記した話者の家も、明治時代は家業が傾いていたと伝えら

れ、そのため寄付ができずエイダイに加わっていないと解されている。 

 オロクシャクの役割は、神輿の担ぎ手になるほか、供物持ちなどの役割も兼ねている。こうした役割

の者に都合があり祭礼に出られない場合は、エイダイの側で代わりの人を探すことになっている。 

（4）大祭礼の山車と芸能 

 大祭礼では、神輿渡御に際して、部落から山車が出て祭礼の賑やかしをする。山車は梯子虎舞を奉納

する根岬部落を除いた他の 6部落から、長洞部落が袖野と長洞小部落に分かれてそれぞれが山車を出す

ため 7 基が出る。黒崎は広田半島の一番先端に位置する。最も遠い大陽部落や長洞部落からだと 10ｋ

ｍ程度の距離がある。リアス式の急峻な崖がせり出す広田半島で山車を引いて移動するのは大事で、各

部落とも、住民総出で山車を引っ張る。そのため、部落から人がいなくなる、といわれるほどである。

また、山車の飾り付けから、当日の移動まで含めると数百万円の祭典費が部落で必要になるとされ、祭

礼の一年ほど前から部落ごとに祭りの実行委員会を組織し準備を進める。これが理由で大祭礼は 4年に

一回行うのだとも説明される。祭典費は、部落から徴収するほか、黒崎神社に奉納すると店が繁盛する

といわれることから、つてを頼って高田や盛の商店などに協力金を集めて揃える。また、袖野の白山神

社のように大祭礼に合わせて神社の例祭を開く部落もあり、この日は広田半島中が祭りとなる。 

各部落の山車は黒崎神社境内前の駐車場に整列し、神輿を待つ。神輿渡御の行列が過ぎると浜まで参

加者は同行し、浜での神事後、芸能を奉納する。海岸を改修した現在は浜での芸能奉納は行われていな
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いが、山車の並ぶ境内前の広場で奉納が行われる。このときの最大の目玉は根岬の梯子虎舞である。20

ｍを超える梯子を根岬より運び込み虎舞が奉納される。現在はトレーラーを使って運ぶが、かつては陸

上で運ぶことができず、梯子を浮かべて海上より運んだ。 

根岬以外の山車を出す部落からも権現舞や、女性による手踊りが出るなど、各部落が芸能を奉納して

いる。 

2011 年、東日本大震災の年は大祭礼の年であった。広田町内ではいろいろな意見もあったが、最終的

に震災復興祈願として大祭礼を挙行した。もちろん震災前とまったく同じには実施できず、山車を共同

で出す部落などもあった。昭和 8年の三陸津波で高台移転をした根岬部落は、梯子虎舞の用具もほとん

ど流出しなかったが、やはり祭礼に梯子虎舞を奉納するか、部落内での議論があった。結果として実施

することとなったが、災害と祭りの関わりの難しさを示している。2015 年に次の大祭礼を迎える広田町

は、震災直後とは異なる難しさを抱えているという。集団移転等の進展もあり、徐々に仮設住宅から出

る人がでてくることが見込まれるが、同時に広田町から出て行く人が増加するのではないかという懸念

がある。また、生活再建の進展や復興事業の進展は、今後どのような部落が形成されるのか不透明さを

増した状況にある。そうしたなかで、従来通りに祭礼を挙行することは困難という認識が広がっている。

一度祭礼ができたといっても、行事の継続的な再開が確保されているとは言えない難しさを示している。 

2．月山神社と鹿島神社 

（1）長部地区の神社 

 長部地区は明治 8年（1875）に今泉地区と合併し

気仙町となっている。信仰の単位は江戸時代の長部

村の範囲である長部地区を元にしている。長部地区

には二日市、湊、古谷、要谷、双六、福伏、上長部

の 7つの部落がある。二日市部落は二日市、牛沢、

田の浜の小部落からなる。双六は双六、中里、水上、

牧田の小部落がある。なお、牧田は地番では上長部

部落に含まれており、牧田地番のうち双六側の家の

み行政区が双六に含まれている。 

 長部地区の祠堂として、江戸時代の記録からみて

みたい。元禄年間以前に成立したとされる『気仙郡

古記』には長部村の祠堂として、以下の 5社が上げられている。 

一 月山権現社 海道より弐拾九間上に 阿
（ママ）

り 御神体無之 祭礼日も御座無候 

  一 伊勢社 海道より弐拾七間上ニ御座候 祭礼日等も御座無候 

  一 村鎮守鹿嶋大明神宮 御宮四尺四方拝殿長三間横弐間 祭礼十月廿七日 社内に大小杉其外

古木共御座候 湊ノ上ニ有之候 縁記□□開闢相知 し
（ママ）

不申候 別当本山派龍蔵院 今泉智拳

院支配也 

  一 まかき嶋と申小嶋 長百廿六間 弁天堂 元禄十年今泉金剛寺立是 其外野嶋穴明嶋赤磯小

島あり 

図２ 月山神社社殿 
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  一 牛頭天王 御宮三尺四方 年来慥ニ相知 し
（ママ）

不申候 別当羽黒派明性院 祭礼十月八日ニ御

座候 

『安永風土記』には神社が 13、仏閣 6が書き上げられている。整理をすると以下の表１となる。 

表１ 長部村安永風土記に書き上げられている祠堂 

社名 所在地（小名） 地主（別当） 祭日 

月山権現社（村鎮守） 神田 羽黒派顕宥坊 9 月 15 日 

熊野権現社 法武士 法武士屋敷孫作 9 月 14 日 

八幡社 二日市 湊屋敷吉郎次 8 月 15 日 

牛頭天王社 要海 羽黒派明性院 6 月 4 日 

愛宕社 上ノ山 羽黒派明性院 6 月 24 日 

西宮社 湊浜 本山派龍蔵院 4 月 11 日 

稲荷社 双六 双六屋敷長兵衛 2 月 8 日 

雷神社 要害浜 羽黒派明性院 7 月 5 日 

法量権現社 中里 中里屋敷孫右衛門 11 月 8日 

神明社 伊勢山 二日市屋敷卯十郎 1 月 21 日 

垂水明神社 垂水 法武士屋敷甚之助 12 月 15 日 

鹿嶋社 湊浜 本山派龍蔵院 10 月 27 日 

疱瘡神社 丑沢 真言宗寶尾山長円寺 1 月 11 日 

弁財天堂 穴明島 なし 5 月 5 日 

弁財天堂 野島 なし（法武士屋敷甚右衛門） 5 月 5 日 

弁財天堂 籬島 なし（祭礼は村中廻り別当） 5 月 5 日 

観音堂 要害 要害屋敷甚兵衛 12 月 17 日 

観音堂 古谷 小谷屋敷利兵衛 12 月 17 日 

観音堂 上長部 上長部屋敷喜兵衛 12 月 17 日 

『安永風土記』には成立が 100 年ほど早い元禄年間に成立した『気仙郡古記』に比べて非常に多くの

祠堂が書き上げられている。そこには現在氏神として祀られているものや、部落、小部落で祀られてい

るもの、鎮守である月山神社、鹿島神社まで多様な祀られ方をしている祠堂が含まれている。この祀ら

れ方が本編で報告するところであるが、本章では二つの記録に鎮守として記される 2社について報告す

る。 

（2）気仙町の鎮守 

 『気仙郡古記』と『安永風土記』の神社にまつわる記録の最大の違いは、月山神社と鹿島神社の関係

である。17世紀の『気仙郡古記』には鎮守とある鹿島神社が、『安永風土記』になると他の祠堂と同格

となり、月山神社が鎮守となる。また、月山神社についても『気仙郡古記』では祭礼について「御座無

候」とあり、祭礼は行われていないとある。『陸前高田市史(第７巻 宗教・教育編)』には、月山神社に

ついて祭礼は、江戸時代まで丑年のみ、12 年に一度の祭りであった。明和年間に長部村に不良が続いた
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が、丑年の大祭を挙行したところ豊漁となった、という書き付けが残っていると記されており、この時

期より例祭がはじまるとともに、鎮守として長部村全域の信仰を集めるようになった可能性がある[陸

前高田市史編集委員会 1998]。 

また、鹿島神社は元々葛西氏関係の二日市城にまつわる神社である。このこともあり、当初は長部村

の鎮守であったようであるが、葛西氏との関わりを嫌う仙台藩の意向を汲み、月山神社に鎮守が移った

という説明がされることもある。 

旧気仙町時代に村社に認定された 3 社があったこともあり、現在の氏子関係は以下の通りである(表

２)。

表２ 気仙町の鎮守 

社  名 旧社格 氏 子 主な信仰圏 

月山神社 村社 気仙町全域 長部地区 

鹿島神社 無格社 長部地区 長部地区（二日市・湊が中心） 

諏訪神社 村社 気仙町全域 今泉地区（下今泉が中心） 

今泉天満宮 村社 気仙町全域 今泉地区（荒町・中井が中心） 

現在、月山神社、諏訪神社、今泉天満宮は旧村社時代のなごりで、長部と今泉の各部落から２名ずつ

の 28名（計 14部落）が総代となり、気仙町の全戸が氏子の範囲となっている。3社の総代は兼務して

いる。一方で、大祭礼など氏子総出の祭には、それぞれ江戸時代の村の範囲が生き残っており祭礼に奉

仕する人たちは、長部地区と今泉地区で別れている。 

なお、今泉地区の鎮守諏訪神社の由緒は「一、今泉長部二村総鎮守諏訪神社之儀ハ慶長年中迄ハ今泉

ノ内長部浜ト申ス候ヲ其后ニ邨相分シ今ニ至テ両邨総鎮守ニ御座候 祭日ニハ両邨庄屋町年寄役付巡

興之供奉仕（以下略）」とある[陸前高田市史編集委員会 1998]。慶長年間（1596 1615）までは長部

は今泉村の一小部落であったものが別れた由緒があることから、諏訪神社は長部、今泉 2村の総鎮守と

して祀っているとある。現在では三社を兼務する総代以外の関わりはないが、後述する七浦七明神の一

つは、現在の高田松原の西端、一本柳にある諏訪神社の旧社地である。なお、一本柳の地は、現在奇跡

の一本松で知られる一帯で、砂州の中で地盤が良い場所だったため、松の流出が防げたのではないか、

という話を長部では聞かれた。 

（3）月山神社の例祭 

月山神社は、山形県、出羽三山の主峰月山を祀る神社である。祭神は月山同様に月読命（つきよみの

みこと）である。羽黒派修験であった顕明院が明治時代に復飾し、神主を務めている。氏子は先に触れ

たように、気仙町の全域であるが、住民の感覚では現在も長部地区の鎮守である。 

祭日は江戸時代以来の記録で変遷があるが、神社庁に登録された例祭日は旧暦 10 月 8 日となってい

る。ただし、昭和 53 年の社殿修築事業の竣工記念として行われた例祭より、旧暦 8 月 16 日に変更し

た。生業暦との関わりで氏子がより参加しやすいようにするためである。なお、神社では、本日である

旧暦 10 月 8 日にも古祭礼と称して神事のみ執り行っている。 

例祭では、今泉地区も含めた全総代の出席のもと神事が行われる。その後、本吉太々法印神楽が奉納

される。本吉太々法印神楽は宮城県気仙沼市を中心とした宮城県神社庁本吉北部地区の神職によって舞

われる神楽である。浜の法印神楽に分類される神楽は、江戸時代の修験者によって舞われていたもので
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ある。本吉太々法印神楽はこの伝統を受け継ぎ、現在も復飾した修験者の子孫を中心に神職のみで舞わ

れている。気仙町域の羽黒派修験者は江戸時代以来気仙沼の修験者と供に神楽を伝えてきた。本吉太々

法印神楽は、舞手が奉職する神社の祭礼で舞われ、月山神社の例祭にも毎年奉納されている。 

（4）月山神社の大祭礼 

6 年に一度開催される月山神社の大祭礼は、ゴカイチョウ（御開帳）とも呼ばれ、また長部では七年

目ごとに行われることからナナネンサイとも呼ばれる。なお、大祭礼は例祭とは別に行われ、大祭礼の

年でも例祭は旧 8 月 16 日に行われている。大祭礼は、干支で開催年が決まり、月山神社の大祭礼は丑

年と巳年に行われる。 

大祭礼は、7月か 8月に挙行されることが多い。その時々の生業の状況に合わせて日程が設定される。

例えば、旋網漁の最盛期には、男性の多くは漁船に乗り組み出漁していたため、漁船が戻ってくるタイ

ミングに合わせて設定された。そのため、実施日は一定せず、遅い年は 9月ごろに行われたこともある。 

祭礼の準備は宮司が総代を招集するところから始まる。その際、各部落総代とともに、部落のシュダ

ツ（首立）を同席するよう求められる。シュダツの役割については第 3章で改めて報告するが、大祭礼

の実施には神社組織とともに部落組織の関与が不可欠である。この集まりで、祭礼の実施が決まるとと

もに、祭礼日などが決められる。これ以降の祭礼の準備はシュダツを中心とした部落にゆだねられるこ

とになる。 

月山神社の大祭礼もまた大名行列が神輿につく。月山神社でも行列の役割はエイダイであるとされる。 

また、この行列のほかに、神輿の担ぎ手がつく。これら行列に関わる人をロクシャクという。エイダ

イであり、かつまた、ロクシャクになっている者は神社に何らかの奉納した人、と伝えられている。広

田町黒崎神社と同様であるが、具体的な時期等については伝わっていない。 

大祭礼当日の動きは次のとおりである。月山神社の神輿が福伏にある神職荒木家の道場に安置されて

いることから、午前 8時ごろ同所に集まる。神輿は道場を出発し、そのまま浜に降りる。行列には神輿

の担ぎ手や、供物持ちなどが続き、その後ろには各部落の芸能の踊り手が続く。各部落には道中囃子と

いう巡行中の囃子を伝えており、囃子ながら行列に続く。福伏の港が最初の御旅所となる。福伏から海

岸沿いに北上し、湊地区の御旅所に到着する。昼食を摂る湊部落の御旅所は屋号ヒトカベ家である。一

軒では行列の全員をまかないきれないので、周辺の家も借りて迎え入れる。その後神輿は内陸に向かい、

上長部地区を通って月山神社に戻る。各浜の御旅所では、潮垢離が行われる。禊ぎ幣という幣束で神輿

の禊ぎをする。その後祈祷を行う。祈祷が終わると各部落の芸能が奉納される。近年は、これまで巡行

していなかった二日市部落まで足をのばすこともある。 

月山神社についた神輿は、2晩境内で過ごし、3日目に福伏の道場に戻る。神主を務める荒木家では、

神輿が神社に行っている 3日間、神輿と供に過ごし、3日目に神輿が戻る際も、神職家およびそのマキ

の人たちのみで戻す。 

（5）鹿島神社の例祭と大祭礼 

 鹿島神社は、中世、当時の二日市城主、葛西支配下の金為時の次男為近の妻が常陸国より嫁ぐにあた

り、鹿島の神を信仰していたことから、建永元年（1206）に勧進したとされる。当初は二日市城内に鎮

座していたと伝えられるが、のちに、城より常陸国鹿島神社を結ぶ線上に位置する現在地に遷座した(図

３)。先に触れたとおり、江戸時代中期までは、長部村の鎮守として祀られており、その後も月山神社
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と並ぶ神社として信仰されている。ただし、大祭礼

の神輿の巡行路が長部地区でも北側の部落のみなる

こともあり、近年では南側の部落では大祭礼の参加

自体が議論されるなど、月山神社に比べると祭礼の

規模は縮小ぎみである。 

鹿島神社の例祭は、旧暦 9月 16 日に行われる。神

社の総代は月山神社の総代のうち長部の各部落より

選出された人たちが兼務している。例祭では祈祷の

み行われている。 

鹿島神社の大祭礼は、干支で辰年と戌年に行われ

る。月山神社の大祭礼が行われる丑年、巳年から 4年

目に行われることから月山神社のナナネンサイに対してヨネンサイ（四年祭）とも呼ばれる。祭式は月

山神社の大祭礼と同様である。また、運営についても各部落のシュダツが中心になって執り行われる。 

神輿は、二日市の鹿島神社を出発し、二日市部落の屋号大二日市家を御旅所にする。その後湊部落の

浜に行き、潮垢離を行い、各部落の芸能が奉納される。その後、海沿いに、古谷、要谷、双六、福伏の

各部落の浜を通って、国道 45号線沿いに神社に戻る。湊から海沿いに南下する巡行路は、昭和 27 年に

湊の浜を港湾工事して漁港として竣工した記念にはじめた。全部落の巡行は現在も続けているが、時に

は湊から福伏まで海上渡御をするなどの試みを行ったこともある。 

（6）部落ごとの芸能 

 長部部落では 3年ごとに行われる月山神社、鹿

島神社の大祭礼には、神輿渡御とともに、各部落

から芸能が奉納される。二日市部落の虎舞（梯子

虎舞）、湊部落の七福神舞、古谷部落の手踊り、要

谷部落のタルコ踊り、双六部落の手踊り、福伏部

落の相撲甚句、上長部部落の大名行列と多様な芸

能が奉納される。以下、詳細な報告が成されてい

る『陸前高田市史(第６巻 民俗編 下)』を参照し

ながら各芸能の概要を報告する。 

二日市の虎舞 

 二日市の虎舞は、二人立ちの虎舞で、幌幕も虎

柄である(図４)。囃子はワタリとトラマイの 2曲

を伝えている。 

嘉永 3年（1850）に落下した気仙隕石により災厄がもたらされるのではないか、ということから、部

落内に舞える人が居たため虎舞を始めたと伝えられる。そのため、大祭礼への奉納のほか、毎年正月に

悪魔祓いを行っている。 

悪魔祓いは、集落内の魔を取り除く行事で、二日市の悪魔払いでは、集落内の辻などで虎舞を舞い、

魔を祓っていく。当初は二日市の小部落、牛沢の人たちで行っていたが、現在は二日市部落全体で保存

会を結成し伝承している。小中学生が中心になって行われるが、元来は大人が舞っていた。昭和 50 年

代までは大人が行うものであった。 

図３ 鹿島神社社殿 

図４ 二日市虎舞の悪魔祓い 
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囃子はワタリとトラマイの 2曲を伝える。通常囃されるのはワタリで、トラマイは悪魔払いの最後に

長円寺で舞うときなど特別なときにのみ奏される。また現在はほとんど行われていないが、梯子虎舞も

行われていた。 

湊の七福神舞 

 七福神舞は大正の初めに広田町根岬の七福神舞を習い伝習したもので、現在は湊の全戸で保存会を作

っている。現在は子どもにも伝習しているが、本来大人の舞で、月山神社、鹿島神社の大祭礼に奉納す

るほか、地域の芸能大会などに出演している。 

 津波で用具が流出したが、現在徐々に揃えつつあり、平成 28 年に湊地区の高台移転地に公民会がで

きる予定であることから、その落成式に再開を予定している。 

 七福神舞は、七人の福神の舞手が多数おり、演舞に際して舞手を誰にするか悩むほどである。結婚式

などめでたい席に招待された舞手が多数居る場合、即興で舞が始まることもある。湊部落のくらしに根

ざした祝福芸となっている。 

要谷のタルコ踊り 

 明治 30 年ごろ要谷の大工が宮城県気仙沼市鹿折浪板に出稼ぎに行った際に当地のタルコ踊りを習い、

それを伝授したものである。本来は男踊りだったが、男が旋網で出るようになってから女性も行うよう

になり、現在は踊り手の全てが女性になっている。 

 舞は、大きく①ぶっ込み、②本座、③ひきはの 3部からなっている。10名ほどの舞手は、それぞれ一

升樽を持ち、時には太鼓のよう叩く仕草をしながら舞う。囃子は数曲伝えているが、特に「ケンバヤシ」

「リトウ囃子」「かっこ」の三曲を得意とする。囃子の曲名は気仙沼地域に広く伝わる打ち囃子につな

がるものであるが、芸態は大きく異なり、興味深い舞である。 

上長部の大名行列 

上長部の大名行列は、大祭礼時に神輿のお供として行われる。『陸前高田市史(第６巻 民俗編 下)』

には、上長部の大名行列の役割が記載されている。 

  ①裃を着ける 16 人 ②大小刀 30 人  ③槍 7 人 

  ④神馬 2頭  ⑤足軽 17 人  ⑥陣笠 10 人 

  ⑦鷹取り 1人  ⑧床机 1人  ⑨大傘 1人 

参加する人数は 80 名となり、かなり大規模な行列であることがわかる。大名行列には、曲録唄とよ

ばれる歌謡が謡われる。神歌のほか、出立の唄や巡行の唄などがある。 

大名行列の起源について、仙台藩領の南方、磐井、本吉郡方面から習ってきたものが多いという[陸

前高田市史編集委員会 1992:697]。同様の神輿渡御に同行する大名行列的な行事は宮城県内にも散見

され、本地域の祭礼形式の特徴とみることができる。 

第２章 親族と氏神祭祀 根岬を例として

1．親族の在り方 

（1）マキ 

広田町根岬部落は、4つの小部落からなる。岩倉、堂の前、志田、集（あつまり）である。それぞれ

の小部落は行屋を持ち、12 月 8日を中心とした八日行行事を行っている。一方で、小部落は本家を中心

としたマキによって分かれるともいわれる。岩倉の臼井家、堂の前の鈴木家、高松家、集の伊藤家であ

る。この本家を中心にマキが形作られている。 

根岬の家々はそれぞれ屋号を有している。そして、同じ屋号を持つ家がいくつかある。オーヤ、オオ
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マエなどがそうした屋号となる(オーヤの表記は大家、あるいは、大屋など複数あるが、便宜的に大屋

に統一する)。これらの家は本家筋の家とされる。このほか、本家とされる家を上げると以下の通りで

ある(表３)。 

表３ 根岬地区のオーヤ、オオマエ家 

屋号 小部落 姓 

岩倉大屋 岩倉 臼井 

赤坂大屋 岩倉 臼井 

岩倉の大上 岩倉 臼井 

相の角地大屋 岩倉 大和田 

飛鳥大屋 岩倉 村上 

大屋 堂の前 鈴木 

大上 堂の前 鈴木 

志田大前 志田 菅野 

志田大屋 志田 菅野 

会田 集 伊藤 

竹中 集 伊藤 

大寿保 集 伊藤 

この本家とされる家を中心にマキが作られる。マキは、本家とその分家から構成される。そのため、

ベッカする際に小部落の外に出た場合もマキには含まれる。マキと小部落は必ずしも一致しない。 

マキと近い表現にシンルイがある。シンルイといった場合、本分家以外の婚姻に伴う姻族なども含ま

れるため、より広い範囲の親族関係を指すことばとなる。 

マキは、血縁にもとづくが、後述するとおり相互扶助の単位になっており、必ずしも同姓が全て同じ

マキなるわけではない。例えば、鈴木姓のマキは、大屋と大上がそれぞれ本家で、二つのマキに分かれ

ている。鈴木家は広田地区大陽部落に大本家があり、そこから、大屋と大上の 2軒が根岬に移住したと

される。この 2軒が兄弟などの関係があるのか不明であるが、2軒はともに大陽部落の鈴木家を本家と

しつつ、2軒の間ではシンルイとはいわず、両家のそれぞれの分家は別のマキになっている。 

志田の菅野家もマキは 2つである。鈴木家同様大屋と大前の 2軒をそれぞれ本家とするマキに分かれ

ている。菅野家の 2軒はシンルイになっており、どちらが本家になるのかはっきりしないが、本分家の

関係にあるといわれる。また、後述する鶴樹神社は菅野家の氏神とされ、大屋家、大前家が江戸時代以

来共同で別当を務め、現在もマキが隔年で氏神祭りを行っている。 

集の伊藤家は、近年マキの軒数が増えたので、3つに分けた。このように、マキは、本家分家の関係

にもとづくが、状況に応じてマキを分けるなど、マキの在り方は多様である。 

（2）ベッカ 

分家のことをベッカという。ベッカの仕方について『陸前高田市史(第５卷 民俗編 上)』には、昭

和 15 年（1940）刊行の「気仙郡気仙町郷土教育資料」をもとに 4 点上げている。概略を示すと次の通

りである。 

① 相続人が幼少のため叔父などが後見人なる場合、相続人が成人した際には、後見人をベッカ
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にする。 

② 妻との間に子どもがおり、その後後妻との間にも子どもができた場合、どちらかをベッカにす 

る。 

  ③ 独立の意志を持ったものが、配偶者を迎えてベッカにする。 

  ④ 貰い子など血縁はないが、幼少より育てたものが配偶者を迎える際にベッカにする。 

現在の感覚では③のベッカが一般的である。本家が宅地や田畑などを部落内に用意するベッカは、本

家側の財産も反映する。このため、①や②のような義理が生じるベッカは③のベッカよりも優先された。

また、血族外の④のベッカは、本地域の特徴になろう。根岬でも、こうしたベッカの話は聞かれ、血族

外の家はわらじ脱ぎのベッカ、などといった。こうしたベッカは、マキに入ることもあるが、マキには

入らず、シンルイづきあいのみ行う場合もある。 

ベッカは、本家からのベッカの順にイチ（の）ベッカ、ニ（の）ベッカのように、順をつけて呼ばれ

ることがある。本家を中心に序列が決まっている。マキにはベッカのベッカも加わっており、本家との

距離により順が決まる。 

（3）マキで集まる機会 

マキは、単にシンルイの呼称ではなく、地域社会において役割を持った同族集団である。そのため、

軒数、すなわちベッカが増えるとマキを分けるということが行われる。根岬のマキは大きく二つの場面

がある。一つは冠婚葬祭の互助であり、もう一つは氏神祭祀である。 

冠婚葬祭では、祭事の手伝いの中心になる。手伝いはマキとともにシンルイが加わり、料理の準備な

どを行う。また、結婚式や葬式では、本家を中心にイチベッカ、ニベッカの順に座順が決まり、式に列

席する。近年ではマキの年長者から座ることもあるが、基本的にマキの序列は意識される。 

もう一つのマキが担う氏神祭祀は、もう少し複雑になる。詳細は次項で報告するが、本家の氏神を一

族で祀る行事であり、根岬の各マキの重要な行事となっている。氏神の別当は本家が務めており、同時

に、宿が設けられる。宿はテエマエといい、マキの中で順に決まる。テエマエに集合し、祠堂を参拝後、

祭日をマキの皆で過ごすことになる。現在は簡略化された氏神が多いが、かつては、家族全員で朝食前

にテエマエ宅に行き、夕食まで共に過ごすものであった。 

このほか、一部のマキでは、新年会を開催している。根岬では部落の新年会や小部落の新年会は行わ

れず、マキの新年会のみが行われた。 

2．氏神 

 根岬で、氏神の祭祀を行っている祠堂は、伊藤家の賀茂神社、菅野家の鶴樹神社、鈴木家、高松家の

鹿島神社、臼井家の山神社の 4社である。小部落ごとに一つであるが、その在り方は多様である。以下、

個別に祭祀の在り方について報告する。 

（1）山神社 

 岩倉の臼井家は二つのマキに分かれている。岩倉の大屋と赤坂の大屋である。山神社はこの両家で祀

っている(図５)。マキの本家である両家は、赤坂の大屋が岩倉の大屋のイチベッカとされる。赤坂の大

屋家のベッカが増えてきたことから、マキを分けたとされる。山神社の祭礼では二つのマキが隔年で別
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当を務め、それぞれのマキで祭りを行っている。 

祭日は旧暦 11月 4日である。岩倉の大屋マキの場合は、テエマエは

設けず、祭礼は別当である岩倉の大屋家を宿に行う。この日の朝にマキ

の全戸が宿に集まると、海岸にほど近い山神社に参拝にいく。以前は黒

崎のホーインサン、すなわち黒崎神社の神職を招き祈祷して貰ったこ

ともある。宿に戻ると直会となる。この際、ろうそくを灯し、火が付い

ている間直会が続くとされる。なお、赤坂の大屋マキは近年宿として岩

倉の集会所を使っている。 

岩倉の大屋家に残る明治 37 年（1800）の神社明細帳への編入願いに

は、祭神として大山祇神とある。信徒として社主臼井庄蔵と臼井賢蔵の

2名があり、岩倉の大屋家と赤坂の大屋家の当主とみられ、2マキで祀

られている様子を見ることができる。また、田地と林野を財産として持

っていることが示されているほか、祭典はこの田地の収穫米にて賄わ

れている旨が記されている。 

山神社は安産の神としても信仰されており、臼井マキ以外でも、お

産が近づくと参拝するものとされていた。先に触れた書き付けにも「里

人嫡子女なき者当社に祈誓し社地の砂を採り襦の下に布き置く時は子

を設け（以下略）」とあり、明治以前より続く信仰であることがわかる。 

（2）鹿島神社 

 鹿島神社は堂の前の鈴木家、高松家の氏神である

(図６)。後述する志田の鶴樹神社と同一地に並んで

鎮座している。鈴木家、高松家の 9軒で祀ってきた。

現在は 1 軒が止めたため 8 軒で祀っている。これら

の家を氏子という。氏子は、鈴木大屋マキの 5 軒と

高松マキの 3 軒である。鈴木家と高松家の関わりは

不明である。また、鈴木大屋家が大陽部落の鈴木家

からベッカした際、共に根岬に来たという伝承を持

つ鈴木大前家も氏子になっている。鈴木大前家が本

家になっているマキもあるが、これらの家は加わっ

ていない。 

特定の家が別当役となることはなく、全戸が一年交替で別当を務める。また、別当の家がテエマエに

なる。鹿島神社は、根岬の他の氏神と異なり、田地と山林を保有しており、別当はこの財産管理を 1年

間行うものとされる。田地は、泊地区大洞の人が 8畝ほど田を寄付したもので、氏子全戸で耕作し、収

穫物は祭礼で使うとともに、残りは販売し資金とした。山林は薪の供給地である。氏子はこの山から自

由に伐採して良いとされ、薪炭が燃料の中心であった時代には重宝された。 

 祭礼は旧暦 9 月 28 日である。トウマエ、すなわち別当の自宅を使って行った。当日は朝から氏子の

家族全員が集まり、一日を過ごした。朝食後、しばらくすると皆で鹿島神社を参拝し、その後も昼食を

兼ねる直会を行い、夕食まで皆で共に過ごした。祭礼のさい、共同で収穫した米で白飯が出される。鹿

島神社の祭礼は、この白飯が食べられることで知られており、家族全員が祭礼に参加するため、9軒の

図５ 山神社 

（東日本大震災で被災している）

図６ 鹿島神社（左側の社が鶴樹神社）
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氏子とはいえ、大人数が集まることになり、朝から一日中白米を炊いていた。 

白飯を食べることが鹿島神社祭礼の特徴で、飯は家族の分も用意するものとされた。家族全員が参加

するのが原則であるが、出稼ぎなどで祭礼に参加できない人の飯は別にとりわけるものとされた。一方

で、出戻りの娘がいた場合でも、一旦家を出たものとみなされ、同居していながらも白飯は食べられな

かったといい、また、白米が食べられるからと氏子に加わりたいという申し入れがあった際に、その申

し入れを断ったこともあるという。 

鹿島神社は、大漁祈願の信仰をあつめている。現在も茨城県北茨木市や釜石市からの奉納札が社殿に

納められている。これは、隣接する鶴樹神社も同様であり、2社で信仰を集めている。また、鶴樹神社

の大祭礼では、黒崎神社大祭礼に似た形式の、エイダイの役割をもった人たちによる神輿渡御が行われ

る。鈴木大屋家もエイダイの役を有しているが、同時に、この行列に鹿島神社の帳面や改修記録などを

収めた木箱を持って行列に加わっている。この役は、エイダイなどの役のない氏子が務めている。 

（3）鶴樹神社 

鶴樹神社は二面性を持った神社である。鶴樹神社は、4年に一度の神輿渡御を伴う大祭礼を行う根岬

部落の神社である。一方で、志田の菅野家の氏神という面も持つ。部落の鎮守的な側面については次項

で扱うが、ここでは氏神としての鶴樹神社について報告する。 

志田の海岸沿いに位置する鶴樹神社は、志田の大屋家と大前家が別当を務めている。根岬の鎮守とも

いわれるが、元来は菅野家の氏神とされる。先に触れたように、両家はそれぞれがマキの本家になって

いる。そのため、氏神祭りは両家が一年交替で別当となり実施している。 

 祭日は旧歴 11 月 18 日である。この日は、別当と

なる家のマキの家で氏神祭りを行っている。祭りで

はトウマエを輪番で決め、祭礼時の宴会の手配など

を行う。当日は、マキの全員で鶴樹神社を参拝し、

その後トウマエで直会を行う。 

 鶴樹神社は漁の神として信仰されており、社殿に

は失せもの絵馬が奉納されている(図７)。失せもの

絵馬は、竜神が刃物、ひいては鉄を嫌うという伝承

より、刃物などの鉄類を海に落とすと、落としたも

のの絵を神に描いて絵馬として奉納する習俗であ

る。漁師全体の信仰を集めていることが伺える。 

（4）賀茂神社 

 賀茂神社は、集にある。伊藤家の氏神で、会田家が別当となっている。賀茂神社では信仰する人を氏

子と表現するが、氏子となっている家は 15 軒である。伊藤のマキは現在 3 つに分かれているが、会田

家を本家とするマキということではなく、15 軒は伊藤の中でも古い家々で構成されている。 

 祭日は旧暦 10 月 11 日となっている。前日、10日の夜に夜籠もりをする。社殿に集まり、ろうそくを

灯して、燃え尽きるまで皆で過ごす。翌日は、午前中テエマエに集り、全員が揃ったところで神社に参

拝に行く。かつてはホーインサンと呼ばれる民間宗教者を頼み祈祷をしてもらったが、近年は別当が中

心となって拝むだけである。参拝後はテエマエに戻り、直会として日中を皆で過ごす。 

 祭礼の時期がアワビのカイコウ（口開けのこと）と重なることから、それまで直会を 3日ほど行って

図７ 鶴樹神社に奉納された失せもの絵馬 
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いたが、現在は 1日になり、また、料理の用意などテエマエの負担も大きいことから宴会場を借りるよ

うになった。 

3．鶴樹神社の祭礼 

 ここまで見てきたように、氏神の在り方は多様である。その中で岩倉の山神社が安産の信仰をもち、

マキ以外の人からも信仰され、堂の前の鹿島神社が大漁祈願の信仰を持ったように、同族の神としての

側面と共に、より広い信仰を持つ例がある。志田の菅野家の氏神である鶴樹神社はそうした信仰のあり

方が最も顕著な神社である。 

（1）鶴樹神社の信仰 

鶴樹神社の信仰の記録は江戸時代よりある。『安永風土記』には「一 弁財天堂／一 小名 鶴樹」

として、仏閣の一つとして上げられている。また、別当として「一 別当 志田屋敷 次五兵衛／安右

衛門」とあり、現在の別当である菅野大前家、大屋家の先祖が江戸時代により 2軒で管理していたこと

がわかる。 

祭神は市杵嶋姫命、すなわち弁財天である。鎮座地は根岬の沖合に浮かぶ螺
かい

鳴島
なるしま

、通称椿島である。

同社の縁起を社宝として菅野家で伝えている。享保 9年（1724）の奥書を持つ縁起には、弘治年間（1555

1557）に勧進され、元禄 9 年（1696）に社殿が造営されたとある。現在社殿のある根岬集落より湾に

伸びる丘陵の突端は、元来長床がおかれ、螺鳴島の遙拝所であった場所とされる。元禄 9年に造営され

た社殿はこの地に建てられた。螺鳴島は女人禁制とされ、遙拝所は女性が参拝するために設けられたと

も伝えられる。古来漁業者の信仰が篤かった。また、享保 9年に広田村肝入西條七兵衛の尽力により社

格を得て、祭日を 9月 18日に定めたことも記されている。 

別当 2軒では、縁起ほかの社宝を大屋家で、神社の鍵を大前家で管理している。 

（2）鶴樹神社の講中 

 鶴樹神社は根岬部落の鎮守であるとされる。その祭礼は根岬の住民が関わる一大行事となっている。

しかしながら、鶴樹神社を祭祀する組織は、鎮守、すなわち根岬部落に居住することで自動的に加入す

る氏子組織とは異なる。それは「コウジュウ（講中）」と表現され、「講中が組まれている」という。ま

た、祭礼に参加することなど「講中にはまる」と表現する。「はまる」は参加するというニュアンスで

使われ、自発的に関わるという意味になる。この点が鎮守とは異なる部分である。鶴樹神社の講中は、

根岬部落 111 軒中 108 軒が「はまって」おり、ほぼ根岬の全戸である。逆に講に参加する人は根岬の人

に限定されない。実際中沢部落の家や泊部落の家など根岬以外の家が数軒講中に加わっている。こうし

た面から「鶴樹神社は志田の神社」という言い方をする人もおり、根岬の鎮守とは異なった捉え方をさ

れている。 

講中は、別当 2軒と講中の世話人が中心となる。世話人はエイダイで決まっている。岩倉 4軒、堂の

前 3 軒、志田 4 軒、集 3 軒の 14 軒である。別当は含まれない。志田のタルカワ家が大世話人になって

おり、神社総代長的な役割を果たしている。 

（3）鶴樹神社の大祭礼 

鶴樹神社の祭礼（本稿では例祭と区別するため以下「大祭礼」とする。）は、4 年に一度、10 月に行

われている。次回の開催は、平成 26 年を予定している。祭礼は講中で実施する。先に記した講中の世
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話人とは別に、講中に大祭礼の世話人がおり、その人達を中心に祭礼を行う。大祭礼の世話人は小部落

から毎回選出される。 

祭日には変遷がある。縁起には祭日として、旧暦正月 18 日と、旧暦 10 月 18 日が挙げられている。

大祭礼は正月 18 日に行われていた。昭和 50 年ころ、養殖漁業の進展など生業の変化もあり、10 月に

移した。また、開催年も隔年の開催であったものを 4年に一度に改めた。大祭礼は黒崎神社の大祭礼と

同様、準備に大きな労力が必要であり、現在のように、隔年で黒崎神社の大祭礼、鶴樹神社の大祭礼が

行える形になっている。 

祭礼の形式は、前章で記した黒崎神社、月山神社の大祭礼と同一で、神輿渡御が中心である。ロクシ

ャクと呼ばれる神輿渡御に関わる役職はエイダイで決まっている。なお、行列の先頭には二人の別当が

つく。大前家は三方に載せた鶴樹神社縁起の巻物を持ち、大屋家は同じく三方に載せた神宝を納めてい

る木箱を持つ。エイダイの家が決まったのは、明治 15 年の社殿改修時の寄付に拠っていると考えられ

ている。 

神輿は、鶴樹神社を出た後、浜に降り、浜での神事を行う。この際、黒崎神社にも奉納する梯子虎舞

が奉納される。このほか、小部落毎に芸能も奉納された。現在根岬部落全体により奉納される七福神舞

はもともと志田の子ども達により舞われていたものであった。子どもが少なくなる中、部落全体で伝習

するようになった。このほか、手踊りが婦人会を中心となって小部落単位で奉納されており、多様な芸

能が浜での祈祷に際して行われた。 

浜で潮垢離を行った神輿は、そのまま志田集落を目指す。宿は 3軒で、大前家、大屋家の両別当宅と、

大世話人を務めるタルカワ家である。この 3軒を廻り神輿は神社に戻る。ここまでの形式は、黒崎神社

の祭礼などと同形式であるが、鶴樹神社に特徴的な点がある。一つは神輿の巡行であり、もう一つは虎

舞の巡行である。 

神輿の担ぎ手をシラハリという。シラハリは、祭礼の前日、別当の家に集まり一夜の潔斎をした。同

席するのは、シオフリ役とゴザモチ役で、彼らを総称してシラハリ組ともいった。シラハリ組は米を持

ち寄り、魚などを買って夕食を作り一夜を共にした。泊まりはしないが、現在も弁当をとって神社で前

夜夕食を共にしている。 

彼らが神輿渡御を行うわけだが、3軒の宿を回った後、神輿は部落内を巡行する。これは、頼まれた

家に神輿が向かい祈祷をするためである。神輿の巡行先は世話人が事前に決めておく。この巡行には、

シラハリ組のほか、案内役の世話人と神職が同行する。他のロクシャクは浜での祈祷が終わったところ

で解散となる。 

巡行先は、母屋の新築など特別なことがあった家のほか、商売をしている家や船主などである。根岬

部落に限らず、泊部落まで行くこともあった。巡行は夕刻までかかり、全ての巡行先を回り終わると、

神輿は鶴樹神社に帰る。巡行に際して出される花代は講中に渡される。神輿渡御が終わると直会となる。

宿は志田の屋号コフナド家である。同家をワラジヌギバの宿といって、シラハリ組の直会の宿になって

いる。 

神輿が部落内の巡行を始めると、浜での梯子虎舞を終えた虎舞組は、悪魔祓いに回る。根岬部落内の

一軒一軒を回り、神棚の祈祷と魔除けをして歩く。回る先は全戸である。全戸回り終えると、虎舞の宿

であるフナド家に集まり直会となる。神輿の巡行が講中の行事であるのに対して、虎舞の悪魔祓いは虎

舞組の行事に位置づけられる。世話人も、講中、大祭礼の世話人とは別におかれ行事を取り仕切る。ま

た、宿での世話についても虎舞組から 4軒ほどのテエマエが選ばれており、テエマエで行う事になって

いる。なお、虎舞の宿は現在、志田の行屋を使っている。 
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このように鶴樹神社の大祭礼はエイダイのロクシャクによる神輿渡御を中心としながら、各種の芸能

奉納と悪魔祓いや部落を回る神輿巡行など複数の行事が組み合わさった祭礼として執り行われている

重層的な点に特徴がある。 

（5）梯子虎舞 

根岬梯子虎舞は、鶴樹神社の大祭礼や黒崎神社の

大祭礼に欠かせない芸能であり、現在根岬部落を象

徴する芸能になっている。舞は、二人立ちで、サイ

ボウ（才坊）と呼ばれる獅子あやしがつく。近隣の

虎舞は、頭が虎を模した形をしていたり、幌幕を虎

柄にする例も多いが、根岬では獅子舞の形状に近い。

また、頭をシシガシラと呼ぶこともある。囃子は、

大太鼓と小太鼓、笛からなる。かつては太鼓がそれ

ぞれ 3 基ほどであったとされるが、近年では台数も

増え 10 基程度になっている。囃子の曲は 1 曲であ

る。 

梯子 

根岬虎舞の梯子は、現在 22ｍほどの巨大なものである。明治時代の梯子は長さ 51 尺 5 寸（15．6ｍ）

ほどであったとされる。津波常襲地である根岬では、この梯子が明治の三陸津波で流出したほか、作り

直した梯子も昭和の津波で流すなど、梯子の扱いは苦労したようである。梯子虎舞を行うのが、鶴樹神

社祭礼の場合だと神社下の浜であり、また黒崎神社の大祭礼に出る場合も、輸送が海上であることから、

保管場所が海岸そばになるため被害が生じるものと見られる。昭和 8年の津波で失った後、梯子の寄贈

を受けた。長さ 20ｍほどの梯子であったが、このとき高地を通る県道沿いに収蔵庫を作り納めた。その

後、梯子の保存性を高めるためペンキを塗ったところ、海水の浸透性が悪くなり虎舞に使えないことが

分かった。そのため、新たに梯子を作ることになり、この際 2ｍ伸ばして現在の長さになった(図８)。

前の梯子に合わせた収蔵庫も急遽 2ｍ伸ばさざるを得なくなった。 

海水の浸透性は梯子虎舞を舞うために欠くことのできない事柄である。梯子の先端でアクロバチック

な動きをする虎舞では、梯子のしなりと折り合いをつけながら舞うものとされる。梯子を 2昼夜ほど海

水につけることで、梯子に弾力が生まれ、折れずにしなる梯子になるとされる。2年に 1度しか行わな

い梯子虎舞では、祭礼の 10 日ほど前に収蔵庫より梯子をおろし、海水につけることが肝要となる。 

虎舞の伝習 

梯子虎舞は根岬部落の長男が受け継ぐものとされていた。また、鶴樹神社、すなわち弁財天に奉納す

るものなので、女性は関わってはいけないともいわれていた。旋網など遠洋にでるものが多くなった時

期、部落内に若い男性が少なくなったことから、女性が囃子を受け持つようになった。現在では囃子は

基本的に部落内の女性の役割になっている。 

 舞の伝習は囃子と虎が別になって行われる。虎の練習は宿で行なった。志田のフナド家が宿とされ、

大祭礼が近づくと、毎日、仕事を終えた夕刻に虎の舞手が集まり練習をした。宿の石垣に練習用の長さ

3間、5．5ｍほどの梯子を掛け、舞の型を覚える。宿には、虎舞の世話人、サイボウ、トラガシラ、尻

役が集まる。 

 虎舞の舞手は役割が決まっており、トラガシラと尻役に分かれる。生きた虎のような動きをしなくて

図８ 虎舞の収蔵庫（左端が増築部分）
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はならず、梯子に登ることもあり、誰でもできるものではない。また、上るだけでは頭使い（かしらつ

かい）とは云われず、生きたような動きができないと一人前の頭使いとは認められない。虎は、目線で

演技をするといい、客の目線と虎の目線が一致するように舞うことが肝要である。尻役も頭の動きをサ

ポートすると共に、生きた動きをする必要がある。トラガシラとの息を合わせる必要があり、誰でもで

きるものではないとされる。そのため、トラガシラと尻役は対になって学ぶものとされた。 

 虎をあやすサイボウも、虎との絡みは約束事があるが、「相撲と同じ」と表現されるように、梯子に

登ってからの絡みは、その場の流れで決まっていく。サイボウは、虎の動きを見ながら、その場その場

であやし方を判断する必要がある。そのため、練習から呼吸を合わせるように虎の動きを学ぶ必要があ

る。このように、20ｍを超える梯子の上で虎の演技をしながら舞うため、梯子に登る 3者の息を合わせ

ることが非常に重視された。 

囃子の練習もまた厳しかったという。現在は、若者の減少もあり囃子手も減ってきたが、かつては太

鼓も台数も少なく、練習で厳しく叩き方を指導された。2年に一度しかない梯子虎舞の機会であり、「一

度は叩いてみたかった」という人もいる。囃子の練習は東日本大震災の前まで、港にあった漁業倉庫で

行っていた。今回の震災で流出したため、現在は練習場所の確保が課題となっている。 

これら、一連の梯子虎舞の伝習と奉納は世話人が中心となって運営される。世話人は小部落より選出

される。3，40 代の男性が主に務め、宿の手配を虎舞のトウマエと共に行い、また、奉納時の舞手、囃

子手を選ぶなど、虎舞の全般に関わる役となる。 

第３章 部落と講 

1．部落の講 

（1）部落の寄り合い 

 広田地区、長部地区ともに、部落の様々な決めごとをする場として、講など信仰に関わる寄り合いが

ある。長部地区ではこうした場を講中のオショウジンと呼ぶ。一方広田地区では八日行を小部落単位で

開いている。近年では行政区などの単位と部落や小部落が重ならない地域もあることから、オショウジ

ンや八日行で決めごとをせず、年度末に開催する行政区の総会で全てを決める部落もある。 

 これらの講や八日行は、神仏への祈願を中心にして講が結ばれている点で、前章で触れた氏神祭祀に

似ているが、特定の家に限定されない信仰である点で異なる。そして、その講行事が集落組織と重なっ

ている点が特徴となる。旧仙台藩領では、集落組織として契約講という名称の講が組まれることが多い

が、陸前高田市では今のところ、こうした組織はほとんど確認されていない。 

 今回調査を行った広田、長部ともに、「講にはまる」と表現される。「はまる」は「加わる」「参加す

る」の意味で、講は集落組織であるが、自覚的に参加するもの、という認識がある。また、氏神祭祀の

ように自動的に加わるものは講中（こうじゅう）とは表現しないという。こうした講の持つ意味は、契

約講にもつながるものがある。 

（2）広田の八日行 

 広田地区の八日行は、12 月 8 日を本日とする行事である。かつては、12 月 1 日から 8 日までの間、

行屋と呼ばれる建物に集まり、共同生活をするものであったとされる。こうした昔ながらの八日行を行

っている地域は現在ない。多くが、12月 8 日前後の土日に、日を併せて半日ないし、1日を行屋で過ご

す形になっている。 
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根岬部落では、小部落を単位に八日行が行われ

た。小部落には八日行を行う行屋がある。現在は

集会所などとなっているが、必ず祭壇が設けられ

ている(図 9)。根岬の小部落では地蔵を祀ること

が多いが、複数の神仏が祀られており、観音など

も含まれている。 

八日行の期間には祈祷が行われると共に、空い

ている時間には部落の決めごとが話し合われる。

空いている時間には、アワビ漁期であることか

ら、漁具の整備なども行った。こうしたときに若

者は年長者より技術を教えて貰う場にもなって

いた。また、年末であることから、日中、訪問販売が行われた。根岬では、正月に食器ほか身の回りの

ものを新調する習わしであることから、こうした正月用品を商人が売りに来ていた。買い物もまた八日

行の楽しみであった。 

このように、根岬の八日行は、単なる祈祷や寄り合いというだけではなく、幅広い場であった。なお、

八日行については、本報告「Ⅳ．行屋」にてその機能等について報告があるので参照されたい。 

2．長部の講中 

（1）長部地区における講中

 前項で、広田地区の小部落を単位にした集落組織

である八日行を紹介した。長部地区では、集落組織

として部落を単位に講中があり、集落組織となって

いる。講で信仰する神はそれぞれであるが、講の運

営はよく似ている。 

 長部の各部落の講中は次の通りである。 

  福伏部落  金比羅講 

  要谷部落  庚申講 

  双六部落  金比羅講 

  古谷部落  金比羅講 

  湊部落   山の神講 

  二日市部落 二日市講 

  上長部部落 山の神講 

講が信仰する神仏に決まりは無い。ただし、全ての講に祭祀対象の石碑があり、その石碑を拝む点は

共通する。また、例外として二日市の二日市講中がある。二日市講は小部落である牛沢の頼母子講が元

になっているとされ、明治時代の「牛沢二日市講中」と書かれた記録がある。頼母子の機能は現在失わ

れ、他部落と同様の講中となっているが、唯一特定の神仏を祀らない講中である。 

各講中は、講員が 1軒から一人出ることになっている。息子が結婚すると代を譲るとされ、かつては、

20 代から 40 代が中心となる組織であった。結婚する年齢が遅くなった現在はかなり高齢まで講に入る

が、「若者講中」などと呼ばれることもあった。青年男子で作られる講中とともに、その妻たちにより

結ばれる講中もある。観音講である。講の在り方は男性と同様である。観音講については本報告「Ⅲ．

図９ 志田の行屋の祭壇 

図 10 双六部落の金比羅碑 
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観音講」にて報告されているので、参照されたい。また、息子の結婚により講中を離れた男性や、その

妻の講がある部落もある。要谷ではこうした講として男性の恵比寿講、女性の地蔵講があった。 

講中に入るに際して儀礼的なものはない。代替わりの場合は、結婚後最初のオショウジンの際に御神

酒を持参する講中はあるが全ての講中で同様の決まりと段取りを決めているわけではない。一方、ベッ

カや転入などで講中に新たに入る場合もある。講中は財産を持っていることもあり、新規加入は容易で

はない。しかしながら、部落組織でもある講中は、地域社会のなかで暮らしていく上で欠かせないとい

う意識は現在でもあり、まれに入会の希望がある。ベッカの場合は、本家が講中にお願いをして入るこ

とになる。転入の場合は、こうした仲人役がいないため、入会金という形で講中の財産に一定の金額を

入れ、講中に加わる。転入は少ないため、講中で明確な決まりはなく、その時々で判断されるという。 

講日をオショウジンという。その名の通り、精進料理を共に食べ、一日を過ごす日であった。講中で

は代表であるシュダツの家を宿とし、その宿でオショウジンをした。現在は家の改築などもあり、多く

の人が集まりにくくなったため、部落の集会所を使用するようになっている。講員は、参加料として米

を数合持参する。米は当日食べる分として使い、残りは売って講中の資金とした。酒が上がることも多

く、米同様残りは金銭で引き取り資金とした。呑みきらないほどの酒が上がったという。 

オショウジンでは、精進料理として、けんちん汁を作ることになっている講中が多く、けんちん汁と

ごはんだけで一日を過ごした。こうした料理など、オショウジンの全ては講員で行うことになっており、

男性で全て行う事になった。結婚したての男性がこうした料理役をやることになり、慣れぬ料理に失敗

した話しはよく聞かれる。 

（2）シュダツ 

講中の代表をシュダツ（首立）という。多くの講中ではシュダツが 3人選ばれる。毎年 1名ずつ、都

合 3 年間務めることになる。講中の代表であり、諸事を取り仕切り、最終的な決定権があるとされる。

一方で、40代が最年長の講中で、その一つ下の世代の人が務めるシュダツはそれほど大きな権限が無か

った、と話す人もいる。シュダツはムラ長のような立場というよりも、シュダツの 3年間を通して部落

内の意見調整を学ぶ役という意味あいが強いようである。そのため、シュダツの経験者を、大事な行事

の度に呼ぶ、といった話しが聞かれた。 

シュダツはオショウジンを差配するとともに、部落の仕事も行う。かつては、部落の全てを取り仕切

ったとされるが、陸前高田市の行政区制度ができてからは、行政区長の仕事になったものも多い。日常

の部落の仕事とともに、シュダツの大きな仕事は大祭礼の用意である。3年ごとに行われる月山神社と

鹿島神社の祭礼では、部落からも行列に参加し,芸能の奉納を行う。このための準備をシュダツが中心

なって行う。シュダツは、大祭礼の準備を行うための神社総代会に同席し、祭礼のスケジュールにも関

わる。それに基づき、芸能の練習スケジュールなどを差配する。大祭礼に当たるとシュダツは本当に大

変だといわれる。旋網漁の全盛期は、講中に入る世代の多くは漁に出ていたが、祭礼前後の漁を休むな

ど、仕事を休んで取り組むことになった。 

（3）双六の庚申講 

以下、双六と湊の講中を例に講中、オショウジンの様子を報告する。 

 双六庚申講のオショウジンは 1 月 15 日である。朝食後にテエマエに集合し、全員で祈祷する。オシ

ョウジンの祈祷では神職を呼ばず、シュダツが執り行う。その後若い人が中心となって昼食を用意し、

皆で昼食を取る。昼食後は皆で庚申の碑を参拝し、その後は自由に過ごし、夕刻に解散する。 

139



 オショウジンでは、昼食前には部落の必要な事を決めた。かつては、講中で部落の決めごとを行って

いたが、近年は 3 月に部落常会を開き、区長が中心となって決めている。講中で決めごとをする際は、

最終的にはシュダツの決定に従うものとされた。それでもまとまらない場合、双六では、旧家 3軒がシ

ュダツを務めない家とされており、その 3軒が裁定をすることになっていた。 

 双六では、このオショウジンを初庚申といい、1軒 1つずつの団子を全戸数分作る。家内安全のため

とされ、欠席者の家にも届けられる。 

（4）湊の山の神講 

 湊部落の山の神講は、他の部落の講中と大きな違いがある。湊部落は長部漁港に面しており、旋網船

団の基地として栄えた。そのため外部からの転入者の多い部落として知られる。こうした外部からの転

入者も講中に入れるが、財産の問題もあり入らないことが一般的であった。講中に入っているのは、湊

部落 100 軒のうち 50 軒ほどである。この 50軒は、昭和 8年の昭和三陸津波後に結成された通称盛り土

組合(土盛組合とも)の構成員と重複しており、このころに在った家で講中が作られていると考えられる。 

 湊では部落の決めごとは、ブラクと呼ばれる行政区で行われた。講中の打合せでも、「この話は我々

が絡む話しではない」などいって遮る人おり、講中の役割と部落の役割は区分されていた。講中は旧家

を中心にしたオショウジンの機会であり、青壮年男子の娯楽の場と位置づけられていたようである。ま

た晩婚化の流れの中で、代替わりが少なくなってきている。これらの要因が重なり、シュダツを務めら

れる人がいなくなり、平成 5年ごろより活動を中断している。現在、シュダツの役割も区長が担ってい

る。 

 山の神講のオショウジンは 1月 4日で、この日は朝から講中が集まった。かつてはシュダツの家を宿

としていたが、その後は公民館を宿としていた。宿では祭壇を作り、祈祷をおこなった。このときは、

茶碗に飯を山盛りにして箸を差し、これに、ダイコンと煮干しを供えた。飯は、祈祷後に参拝者で食べ

きるまで食べることになっていた。祈祷を終えると、料理番を除き、各自上がった酒を飲みながら過ご

した。 

 オショウジンはシュダツの交代の日でもある。山の神講では儀礼的なものではなかったとされるが、

会計書類などの入った箱の交換を行った。また、別の日になるが、女性の観音講のオショウジンが開か

れた際は、酒を一升もって挨拶にいくものとされた。観音講の女性達に冷やかされながら、一升の酒を

飲み干さなくてはならず、酒に弱い人は大変であった。 

 平成に入る頃は、夜になると気仙沼まで呑みに出たり、麻雀をして過ごしたりなど、各々が気の合う

友人と一日を過ごした。 

3．部落講中以外の講 

（1）福伏、要谷の八日行 

講中は部落の組織であるが、いくつかの行事で講の形式をとって複数の部落で行う行事がある。福伏

と要谷で行っている八日行はこうした行事である。 

八日行は 12 月 1 日から 8 日まで行屋となる顕明院の道場で行った。福伏、要谷の全戸が参加するわ

けではない。また、講中のように一定の年齢組織でもなく、参加している家の誰かが道場に集まる。八

日行にもシュダツがおり、講中の代表となった。籠もりは日中だけで、夜は自宅に戻った。八日行の期

間は、朝、道場に集まり、その後風呂に入る。シュダツが最初に入り、その後年長者から順に入るが、

人数が多く、何度も風呂を沸かして入った。全員が入った後に道場の本尊である不動明王に全員で祈祷
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をした。 

 籠りをする間、祈祷の時間以外は、自由に過ごした。年長者から漁の仕方を習ったり、情報交換の場

であったりしたという。また、日中には正月用品を売りに行商が来た。講中は男性だけであったが、こ

のときは近所の子ども達も集まり、賑わいを見せた。昭和 30 年代まで行われていた行事である。また、

八日行の講中では「最上参り」を行っていた。出羽

三山参りである。毎年は行かなかったが、何年かに

一回、気のあった仲間で代参した。 

 なお、八日行と講中は重ならないが、牛頭天王社

の祭礼も福伏と要谷で行っている。牛頭天王社の祭

礼は 6月 15 日である。両部落の全戸が入っているわ

けではなく、講中にしているわけでもないが、この

二つの部落は関係が深い部落とされる。 

（2）七夕 

七夕行事は、高田町の動く七夕や今泉町のけんか

七夕で知られるが、長部でも同様の行事を子ども達

が中心となって行っていた。七夕の時期になると部落の子ども達で集まり七夕の山車を作った。福伏の

子どもはオツキヤマと呼ばれる社に集まり山車の飾り付けを行った(図 11)。湊では番小屋とよばれる

夜警の詰め所があり、そこに集まり山車を作った。湊では、高田町や今泉町のような大きな山車を作っ

たこともあったが、この山車は昭和 35年のチリ地震津波で流出しその後新調されなかった。 

七夕の日には、山車が部落中を巡行した。時には部落境で隣の部落の山車と遭遇し、けんか七夕のよ

うな掛け合いもあった。あくまでも子ども行事であり、大人は関与しなかった。 

（3）長部のウラ祭り 

 長部全体に関わる部落の行事としてウラ祭りがあった。現在は行われていない。旧暦 3月 3日が祭日

で、大漁祈願の行事である。ウラ祭りは時期により行事の様子が変化する。当初は部落の行事として行

われていたウラ祭りは、特に旋網漁の発展に伴い長部全体のウラ祭りへと拡大していった。 

部落ごとに行われていたウラ祭りは、部落講中のシュダツが中心となり執り行われる行事であった。

講中の行事の一つであり、部落の行事であった。ウラ祭りではトウマエが決められ、トウマエの自宅で

開かれた。 

ウラ祭りでは、祈願のため七明神巡りが行われる。七明神巡りの詳細は後述する。七明神巡りは、ウ

ラ祭りのほか、弁天講や講中などでも行われた。今回の調査で詳細を明らかにできなかったが、弁天講

は双六や要谷で組まれている。双六の弁天講は、庚申講中を抜けた人のうち漁業に関わる人たちで作ら

れる講中で、大漁祈願のために行っていた。 

 当初はトウマイを設け、部落でウラ祭りを行っていたが、豊漁祈願ということもあり、旋網漁が盛ん

になると各部落の旋網の網元が担うようになった。部落の行事でもあることから、複数の網元がいる部

落は網元同士が順に行うようになった。さらに、旋網漁の最盛期には、ウラ祭り自体が大変盛り上がる

行事となり、長部沿岸 6 部落が競い合って大規模なウラ祭りを開くようになった。ウラ祭りには本吉

太々法印神楽も呼ばれた。祭りが盛大になると、神楽の取り合いのような状況もみられ、代表する部落

のウラ祭りがトウマイのような形で決められ、部落を順に回るようになっていった。 

図 11 福伏のオツキヤマ 
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 ウラ祭りは、旋網漁が衰退すると、それに歩調を合わせるように行事自体が行われなくなった。 

（4）七明神参り 

ウラ祭りをはじめ漁師の信仰を集める七明神巡りは、

ナナシマナナミョウジン（七島七明神）、ナナシマナナベ

ンテン（七島七弁天）などとも呼ばれる。長部地区の海岸

沿いにある島または岬にある神仏を参拝するものであ

る。七カ所は南から、福伏沖の笹島（ささじま）、福伏と

要谷境の穴明島（あなあきじま）、双六と古谷境の野島（の

じま）、古谷と湊境の籬島（まがきじま）、湊と二日市境の

岬であるエビスハナ、気仙川河口右岸の川口神社、同左

岸高田松原の西端で、一本柳御代が島（みよがしま）にあ

った諏訪神社を指す(図 12)。 

基本的に、沖合に浮かぶ特徴的な島に堂宇を設け参拝

していた。若干補足をする。川口神社は現在の気仙中学

校の気仙川側にあった。チリ地震津波で社殿が流れ、そ

の後の堤防拡張により失われた。諏訪神社は今泉町の鎮

守である諏訪神社の遷座前の鎮座地である。現在東日本

大震災の津波で唯一残った「奇跡の一本松」が立ってい

るあたりになる。 

七明神巡りの習俗がいつ頃から始まったのかは不明で

ある。七明神に関わる記録を見ると、江戸時代以来、いくつかの島で弁天を祀っていたことがわかる。

『気仙郡古記』には「一 まかき嶋と申小嶋 長百廿六間 弁天堂 元禄十年今泉金剛寺立是 其外野

嶋穴明嶋赤磯小島あり」とあり、籬島と穴明島が記される。『安永風土記』では、弁財天堂について穴

明島、野島、籬島の 3 つが書き出されている（表 1 参照）。このうち、籬島について「村中廻別当」と

ある点が注目される。この村が、長部村を指すのか部落を指すのか不明であるが、廻り別当はテエマエ

を指すものと見られ、ウラ祭りに近い行事が行われていた可能性を示している。 

七明神巡りは、船に乗り祠堂を巡る。湾内の島とはいえ、岩礁を小舟に乗って回るため、波風の強い

ときは参拝できなかった。ウラ祭りなどでも、その日の状況をみて参拝したという。参拝する際は、白

布に神仏名を墨書した旗を作り、祠堂に立てて歩いた。朽ちるまで立てていたため、祠堂には何本もの

旗が立っていた。沿岸の信仰地であり、東日本大震災の津波により全ての祠堂が被害を受けた。数年前

に立てられた旗があったとのことで、近年まで信仰されていたことがわかる。 

本習俗は、湾状の平地を中心に広がる長部の各部落の境に当たる岬の祠堂を参拝するものと理解され

る。更に川口神社や諏訪神社の旧社地を回る点を加味すると、高田松原の西半分が長部村の領分であっ

たことから、長部村の範囲を確認するために行う行事という側面も見て取ることができる。 

おわりに 

本調査の成果として以下の諸点が強調される。 

①旧仙台藩の村落の特徴として、地域社会が同心円的に必ずしも広がっていない点 

  ②祠堂の祭祀が特定の信仰と結びつき講中という形で信仰圏を広く有している点 

広田地区、長部地区で実施した調査の成果であるが、キーワードとして強調されるのは「講にはまる」

図 12 七島七明神 
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という言葉である。一般に、村落社会は、現在の行政区同様に居住することで村落社会の一員になるこ

とになる。長部の村落組織である講は、講中と呼ばれる。本文中にも記したが、「はまる」とい表現は

「はまらない」と対になる。居住者は、講中にはまるか、はまらないかを選択することができる。現在

もほぼ全戸の家がはまっている講中は、講中になることに意味があると感じられるためであろう。もち

ろん逆もある。また、氏神祭祀を担う母体について質問をすると「講中ではない」という回答がなされ

る。氏神祭祀にはメンバーシップが決まっており、加入できる権利が限定されているのである。 

この視点で見たとき、まず①である。長部の部落の講中でも見たように、基本は部落の講中が村落の

中心になる。だが、八日行のように二つの部落の一部の家で作られる講中などもあり、祭祀組織の全て

が部落または長部に限定される訳ではない。これは根岬の鶴樹神社の講中においても同様である。根岬

全体の鎮守のようでありながら講中は必ずしも根岬部落に限定されていないからである。このように、

小部落や部落に全てが収斂せず、信仰によって範囲がそれぞれ決まっている。この点は、旧仙台藩領全

体に見られる特徴であり、複数の部落からなる村が最大公約数のような母体となって、鎮守の祭礼が行

われるのである。 

②の点も講中と関連する。根岬部落の鶴樹神社は、氏神の祭祀であり、もう一方に漁業者の大漁祈願

をもたらす信仰が被さっている。こうした氏神の信仰は、根岬の鹿島神社や山神社、本報告では触れな

かったが長部の観音堂にも認められる。特定の同族の信仰対象が、同族とは別に信仰圏を持ち信仰され

ているのである。そこでは、氏神祭祀とは別に講中が組織され、祭礼が行われる。講中の発生の始原を

想起させる形式であり、重要である。 

これまで民俗学では、村や部落、小部落という地域社会は、同心円的で重層的なものとして捉えがち

であった。本報告において明らかにしてきた地域社会の構成も重層的な性格を有している。だが、そこ

には、更に講中という制度に基づく選択的な人々のつながりが認められた。こうした原理は復興後の地

域社会の形成にも重要な示唆を与えるものである。 

最後に今後の課題を提示したい。まず第 1は、講中の広がりである。信仰を明らかにする目的での調

査であったため、信仰物を介在しない講、頼母子講などについては二日市講の一例のみとなった。講中

は、宮城県側では契約講という集落組織が一般に見られるが、契約講は信仰を中核とするのではない。

また、六親講と呼ばれる葬式互助組織なども同様である。本報告で指摘した講中の問題、広がりを考え

る上で、この点についての調査も必要である。 

第 2は、主として生業に関わる信仰である。今回の報告ではウラ祭りの報告を行ったが、生業に関わ

る信仰は部落などを単位とする例と共に、部落を越え、複数の部落が関わるものも多数ある。旋網の出

漁儀礼であるカコ祭りなどである。これらについては十分な調査を行えなかった。この点は、集落間の

関わりや人同士のつきあいという面を明らかにしていく上でも深めていく必要がある。 

第 3は本報告で大祭礼と呼ぶ祭礼の形式である。神輿渡御を伴い、海岸での潮垢離を行う祭礼は、旧

仙台藩領内でも広く行われているが、神輿渡御とは直接関わらない部落が芸能を奉納するという祭礼の

形式は宮城県側ではみられないものである。一方岩手県、旧南部藩領に目を転じると、こうした形式に

よる芸能の奉納が広く行われているようである。明治時代に岩手県に組み込まれた本地域は、江戸時代

以来の宮城県側とつながる民俗とともに、こうした岩手県側とつながる民俗もみられる。特に震災後に

注目された民俗芸能の地域コミュニティの中での位置付けの大きさは、こうした祭礼の形式と関わるも

のと思われ、一層の調査を行う必要がある。 

今後はこれらの課題を含めて調査を進めていくことにより、本地域における復興後の地域社会の在り

方を深めていけるものと考える。 
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Ⅵ．おわりに 

中野 泰(筑波大学) 

１．成果と課題 

（１）まとめ

本報告の成果を簡潔にとりまとめよう。

 「Ⅱ．生活空間の特徴と変化」においては、根岬と長部の事例から、三陸のリアス式海

岸の地勢という特徴に加えて、旧家に隣接する祠堂や墓地、及び、集落境に位置する石碑

群といった漁村の生活空間の特徴を明らかにしている。漁村の生活空間の変化には地域に

よる相違が認められ、例えば、根岬においては、昭和 8 年の三陸津波によって被災した集
落が、15 年以上の長いスパンをかけて高台へ移転した。この移転により、集落景観は変化
を見せ、上述の生活空間の特徴も容易に看取できなくなっている。長部においても、津波

被害後に築堤等で防災対策を行いながらも、居住域を低地へ拡大していったことが跡づけ

られ、その集落景観が変化している。集落景観が変化した点では同じような事例に見える。

だが、根岬と長部の各々における変化の意味合いは、津波災害の知見の継承という点にお

いて大きく異なる。生活の不便さがあるとはいえ、敢えて高台に移って生活を持続するこ

との意義は、今次の震災被害を顧みると、不便さ以上の大事ななにものかを伝えてくれる。

この報告は、集落の景観に潜む持続的な民俗文化の重要性を掘り当て、陸前高田市の漁村

地域における、津波経験と様々な生活知識の伝承が、未来の自然災害の予防においても考

慮すべきものであることを示唆している。

 「Ⅲ．観音講」においては、陸前高田市における観音講の民俗に地域的バリエーション

があることを明らかにしている。根岬と長部との間の共通点として、観音講に参与する女

性のあり方が、夫の家族内の地位に従属している点を挙げられる。観音講は、嫁世代の女

性が家事から解放される休養や余暇としての性格を有している。信仰以外にも、観音講に

は、女性の生活上の必要性から営まれている重要性があると言えるのである。相違点とし

ては、根岬では忌み籠もりという精進潔斎や「行」の性格が強く、この点は、修験道の影

響による可能性が高いこと、長部で女性的な性格が強い点は、子安の信仰というよりも観

音菩薩信仰によるものであることが指摘される。気仙三十三観音のうちの三つの観音堂は、

長部地区において長部三観音と通称されている。だが、これらの観音堂へ巡礼する習俗は、

長部地域の観音講とは直接の関係がなく、主として長部地区外部の女性によって信仰され

るものであることも明らかにされた。このことは、気仙三十三観音の歴史的位相が、観音

講とはまた別の奥行きを持っている可能性を含んでいる。観音講の報告は、男性中心の生

活秩序の中で、女性ならではの観点から営まれる生活実態(娯楽・余暇等)があることを活写
し、一方では、歴史的観点からの検討が今後必要であることを示している。

 「Ⅳ．行屋」においては、広田町の行屋が、集落によって、多くの神仏を祭祀する儀礼

的空間として自治的に運営されていることを明らかにした。行屋には、集落の草分け的存
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在である旧家によって祭祀されるものと、講中や集落へ開かれた形で祭祀されるものとを

区別できる。前者の特徴は、氏神祭祀、オシラサマの祭祀が行屋で行われる点にある。後

者の特徴としては、講中や集落による八日行、ミチビキ地蔵の祭祀を挙げられる。出羽三

山信仰とコト八日行事が習合している八日行の行事は、精進潔斎の性格を、ミチビキ地蔵

は、葬送習俗と連関する地蔵信仰の性格を良く示している。行屋は、このような民俗の習

合が著しい祭祀空間であり、多くの機能が時代とともに変化して来ている。この変化から

は、集落の会合、税金収集、祭りの練習と慰労会、防災・避難所、子どもの学習・遊び場、

同窓会など、行屋が、現在においても、集落の交流や維持に重要な役割を有していること

が分かった。

 「Ⅴ．信仰と地域社会」においては、陸前高田市における鎮守祭祀の二面性が指摘され

ている。一つは、鎮守祭祀が、多くの小部落を構成単位とし、小部落の役職(首立等)が重要
な役割を担っている特徴である。もう一つは、鎮守祭祀の範域が広く、総代役が小部落や

部落を越えて重複しながら運営をしている特徴である。加えて、特徴的であるのは講であ

る。一般の氏子組織のような地縁的性格とは異なって、陸前高田市における講には、旧家

を中心としつつも、自発性や選択性に基づき各家が参与する組織となっている。小部落や

部落という地縁的範囲を超え、外側からの参与が認められている。つまり、講は、小部落

と重複しながらも、地縁組織とは異なる一種の任意組織としての性格が強いのである。例

えば、氏神祭祀としては、同族の本家格の家(別当)を中心とする本分家筋に限定して祭祀が
営まれるが、これと平行して、陸前高田市においては、この氏神が講中によって広く信仰

され、祭祀されている。このように陸前高田市における鎮守や氏神の祭祀や信仰は、講中

も担い手として参与することで、重層的で特徴的なものであることが明らかにされた。

（２）今後の課題

 以下においては、３点の民俗学的課題をまとめておこう。

【第一の課題】 インテンシブ調査に基づく基層的な民俗信仰とその変化の把握

 今回の調査研究からは、漁村地域において、諸祭神を巡拝する習俗が行われていること

を明らかにした。具体的には、調査対象である両地区において、主たる祭神のほかにも複

数の神仏を対象に巡拝を行う習俗が、氏神祭祀、観音講、七明神などに認められる。生活

空間の調査を通じて、これらの巡拝の原型が、集落等の生活空間の境まで巡拝するもので

はないかと推察できるものであることが分かった。つまり、この習俗の本義は、社会的に

は境界を確認する意味を持ちながらも、生活空間内からケガレを追い払い、豊饒・豊漁や

安寧を祈願しようとする性格を持っているものと考えられるのである。漁村地域における

祭祀習俗は、その基層にこのような性格を有しているものと想定される。今後は、集落レ

ベルの生活空間を把握するインテンシブな調査を基礎作業としながら、巡拝習俗がどのよ

うに営まれているのかについて、漁村地域以外の農村地域、山村地域においても調査研究

を進め、比較検討していくことが必要である。

【第二の課題】 氏神・行屋の祭祀の実態と歴史的展開の解明
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本稿では、根岬地区、および、長部地区を対象としたため、明らかにできた氏神祭祀、

観音講、行屋祭祀の特徴が、他の陸前高田市でも同様であったと早急に一般化することは

できない。今後は、他の地域における実態を明らかにし、比較を通じて、陸前高田市内に

おけるバリエーションや地域性を明らかにしていく必要がある。

同時に、歴史的展開を解明する必要がある。例えば、同族が祭祀する氏神については、

鶴樹神社(根岬)の場合、享保年間の奥書を持つ縁起によって、17 世紀末には社殿が建築さ
れ、当時には既に 2軒で管理していることが確認できる。大陽の「覚社明神社」の場合は、
宝暦十三年編纂の「封内風土記」、及び、安永六年「風土記御用書出」に、その名があり、

18 世紀中葉には既に氏神としての祭祀形態を見ることができる[陸前高田市史編集委員会 
2001:358、437]。第Ⅴ部「信仰と地域社会」で指摘しているように、陸前高田市において
は、17世紀から 18世紀にかけて多くの祠堂が記録に残されるようになる。葛西家に仕えて
いた先祖等の伝承が、祭祀と関連して今も伝えられている点を鑑みると、おそらく、これ

らの氏神祭祀は、近世中期の百姓層の中でも、土豪や流着した由縁のある家々によるもの

ではないかと推察される。氏神祭祀が顕著になるのは、この時期の政治的、宗教的な変動

を背景としたものではないかと推察されるが、その実証的な検討が今後の課題となる。

 行屋の多くは、草分けの家の歴史と深く関わっていると推察され、この点は、行屋の歴

史に関わる課題に繋がっているとも言える。行屋で祭祀される対象の多くは木像である。

中には、何の仏像であるか、集落の者でも分からない祭祀対象が少なくないが、その歴史

も相応に遡るものが少なくないと見られ、実際、小友町の観音菩薩座像では、嘉永五年の

銘を認めることができる。「大浦 別当 三乃丞 彦五良 鋳物師 善五良」などの銘文内

容を実証的に確認するには、歴史学、美術史学とも連携し、さらなる調査研究を進めてい

くことが求められる。

【第三の課題】 エクステンシブ調査に基づく、広域的祭祀習俗の地域性の解明

行屋の分布からは、根崎と長部といった陸前高田市内の漁村地域の間でも、行屋が集中

的に存在する地域とそうでない地域があることを確認できた。しかし、これは祭祀習俗の

一例に過ぎない。今後は、行屋や、観音講、七島明神などのほかに、どのような地域性が

祭祀習俗に認められるかを明らかにしていく必要がある。

同時に、地域性を歴史的な観点から解明していく作業が要請される。例えば、これまで、

陸前高田市の山岳修験の展開については、近世初頭から幕末まで羽黒派を支配下に置く本

山派が優勢な地域であったと理解されている[陸前高田市史編集委員会 1998]。だが、仙台
領南部に連なる本山派一色ではなく、例えば、広田半島や長部においては、羽黒派の拠点

も少なくない。月山神社を初めとして、最上詣りや行屋習俗が濃厚に分布していることは、

こうした羽黒派の勢力の展開過程とも関わらせて理解できるものではないかと考えられる。

陸前高田市は、宮城県北、すなわち、伊達藩の影響を受け、本山派修験の影響下にありな

がら、出羽三山等山岳修験(羽黒派)の影響を強く受けた、交錯民俗地域としての性格を窺う
ことができると考えられるからである。月山神社の祭礼で奉納される本吉太々法印神楽を
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はじめ、地蔵信仰や観音信仰についても、同様に修験の展開と関連させて理解されるべき

であろう。

２．保存と活用に向けて 

 今次の調査研究によって、既存の調査研究成果は相応に存在することが分かったが、し

かし、有用に活用できていない現状であることも指摘しなければならない。保存と活用へ

向けて、大きな課題は３点ある。

（１）課題１ 調査研究成果の所在把握と整理

今次の調査において、広田町のみに限っても、以下の郷土誌(調査研究書)の存在を確認で
きた[臼井 1956、藤井幸右エ門 1963、1982、小林馨 1980]。これらは、『陸前高田市
史』(民俗編)の編纂においても、具体的に名が挙げられていない私家版の郷土誌である[陸
前高田市史編集委員会 1991、1992]。各地の図書館においても所蔵を確認できないものが
少なくなく、広く利用できる書籍となっていない。しかしながら、これらの私家版郷土誌

の記載内容は、歴史資料の収録が多く、加えて、故老等の口述記録も多数収録されており、

重要である。調査過程においては、他の地区においてもこのような郷土誌が存在すること

を確認できた。このような知的財産が埋もれたままであることに加え、2011 年３月の震災
や津波被害によって、民家における書籍の散逸、流失も著しい。今次の調査においても、

インタビュー調査中、ある市民の方は、『陸前高田のオシラサマ : 図録』を持参し、調査員
へ以下のように訴えかけて来た[陸前高田市立博物館編 1990]。自家で祭祀するオシラサマ
について、陸前高田市が調査し、自分の家のオシラサマの写真や解説を載せてくれていた

が、津波によって、その報告書は泥土にまみれ、今もってその該当頁を開くことができな

い。早く、この報告書を市が再版してくれないだろうかという訴えであった。

 郷土資料を広く活用するためには、資料目録や索引(データベース)を作成し、利便性を高
めることが不可欠である。蓄積された既存の資料を有効に活用する基盤を構築し、先学の

知見を最大限に活かすことで、今後の生活環境の構築へ向けて、豊かな土壌を用意するこ

とが大事である。

（２）課題２ 高度経済成長期から震災に至るまでの現代における民俗の記録化

 『陸前高田市史』の成果はたいへん重要ではあるが、陸前高田市の民俗については、３

つの課題が残されている。①民俗の地域性の把握が不充分であること、②地域性の歴史的

解明が不充分であること、③現代における民俗の記録が乏しいこと、である。既に指摘し

て来た①と②について繰り返すことは避け、ここでは③の課題に限定して述べる。

『陸前高田市史』における民俗の記載は、1991年刊行以前の民俗調査に基づいている。
その調査関心は、高度経済成長以前の伝統的姿を再構成することに置かれているため、高

度経済成長期やそれ以降の民俗の大きな変容については、触れられること自体少なく、今

から約 40年ほどの民俗の実態や変化の多くが未解明になっている。
 この度の災害から復興していく過程で、現代(直近の 40 年間)の記録はたいへんに重要な
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意味を有している。それは、単なる歴史や民俗変容の記述だけではなく、先人や自らが一

つ一つの選択をなぜどのように行ってきたのかを、後生の子々孫々や第三者が振り返って

知ることができるために重要なものだからである。今次の調査過程では、陸前高田におけ

る高度経済成長期を、反省的に振り返る話を多く聞くことができた。例えば、津波災害に

遭った気仙町長部に居住するある方は、昭和三陸津波によって高地へ移転したにも関わら

ず、なぜ、戦後、自分の家族は低地へ再び住居を移転してしまったのだろうかと自問して

いた。この姿からは、高度経済成長期にもたらされた恩恵と引き替えに失ってしまったも

のがあるのではないかという内省の重要さが伝わってくる。記録の作業は、過去のみでは

なく、震災の傷跡から立ち上がろうとする現在にも向ける必要がある。震災以後、陸前高

田市外から様々なレベルで多くの支援がなされているが、民俗と関わる支援活動も多岐に

わたってなされている。例えば、被害を受けた、気仙三十三観音の復興には、宗教者を中

心とする支援グループ「ひとさじの会」が積極的な活動を行っている[祈りの道 気仙三十
三観音霊場再興プロジェクト](http://kesenkannon.jimdo.com/[2014年 7月 5日現在])。こ
のような活動により、気仙三十三観音の巡拝習俗が現在、大きく変容を遂げていると思わ

れるが、その実態の把握はなされているとは言えない。数十年後には、何が行われていた

のかもわからなくなり、その間の選択の是非について、後世の者が考えることができなく

なる可能性が強くなっていると言える。

（３）課題３ 地域住民が集い、自ら将来を決めていく場の創造と支援

調査研究過程において、祭祀という営為が復興過程で重要な場であることを地域住民が

繰り返し確認していることが分かった。震災や津波被災によって、仮設住宅等で不自由な

暮らしが続くだけでなく、集落の人口や戸数が減少するという社会的資源の流失が懸念さ

れている。今後の地域社会を支える母体が大きな危機に晒されている現在、地域住民が一

つの場に会する機会を創れるか否かがたいへん重要になっている。このような場が、住民

同士の交流に留まらず、これまでの地域生活の何をどのように継承していくのかを検討す

る大事な機会でもあると考えられるからである。

 たいへんな経験と知識を要する芸能は、一度やめれば、復活することは至極困難である。

このことを、少なからぬ住民は経験的に認識し、そうした場をいかに維持するかに腐心し

て来た。既に「Ⅳ．行屋」においても触れて来たが、広田町根岬においては、震災の年に

黒崎神社の例大祭で梯子虎舞を行うか否かで大きな議論になった。結果、虎舞を行うこと

はできたが、次回の梯子虎舞は実施し得るかどうかは未だ不確かである。そうした状況下

で、祭祀の場が重要であると主張する住民は、以下のように力説している。すなわち、10
代から 70代まで一同に会するのは、この梯子虎舞を越えて他にはない、と。また、既に「Ⅴ．
信仰と地域社会」でも触れているが、気仙町長部地区の湊においても同様の事態が認めら

れた。流失した七福神舞に関して助成金を得るか否かを議論した際、次のように話が展開

した。道具一切なくし、別の居住地で新たに生活を立て直す困難が控えている状況で、大

勢を占めたのは、七福神舞を今後も続けていく余裕もなく、必要もないのではないかとい
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う意見であった。しかし、会議終了間際に、新たに公民館ができても、ここで何もするこ

とがないのは寂しいという意見が出た。すると、七福神舞は、自分たちの地域生活にとっ

て実はとても大事であるという意見が続出し、結果、助成金を得て、七福神舞を続けてい

くことを賛成多数で決したという。

 地域社会は、一定のまとまりを前提に維持されており、そうしたまとまりは、祭祀や協

同作業などの情感や思いやりが融合する場によって促されている。祭祀を担う人々のつな

がりは、様々な集いの場で支えられ、そうした各種の集いで得られる一定のコンセンサス

が、地域社会を成り立たせている。つまり、以上の逸話から導かれる重要な点は、祭祀の

行方は地域住民が納得のいく形で取り決めていくべきであり、そのように取り決める場が

必要だということである。その過程を、専門的知識提供者等がサポートし、行政がバック

アップする体制を築くことが肝要だと考えられる。

民俗というものは、民俗学の創始者柳田国男の定義を振り返るまでもなく、移り変わる

という性格を前提としている。国の文化財保護法で規定している民俗の内容も、この変化

を盛り込んでいる。形態やうわべだけを形式的に継承することは、保存や活用としては意

味がない。個々の市民が、これまでの生活を振り返り、地域社会の共同の場で確認しなが

ら、今後の生活に必要なものを改めて位置づけし直すことが、民俗の営みにおいては重要

である。
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今泉集落と気仙大工 

－ゼロからの出発ではない－ 

東北工業大学 高橋 恒夫 

岩手県陸前高田市は、東日本大震災で街そのものが消滅するというまさしく壊滅的な被

害を受けたが、私にとっては四十年近く調査・研究を続けてきた気仙大工を数多く輩出し

たところでもある。市域の西部を流れる気仙川岸に形成された今泉集落も河口に近かった

こともあり、津波で全滅してしまった。今泉集落は藩政期を通じて気仙郡の郡政の中心地

で、南北の道路は途中で4回直角に屈折させ、北には神社、南には寺院と足軽屋敷を配置し

ていた。また集落のほぼ中央の少し西側奥の区域は仙台藩領内で本格的な大肝入屋敷形態

を残す最後の遺例として貴重だった吉田家住宅(岩手県指定文化財)や代官屋敷などの行政

施設が集中していたところで、ここは藩政期に計画的に整備された地方町場集落の全体像

を知ることのできる興味深い町であった。さらに、この大肝入吉田家住宅は享和2年(1802)

の建築で大工棟梁は気仙郡の御郡棟梁を務めた今泉村の七五郎であったことが墨書などに

よって判明しており、まさにこの建築は気仙郡と気仙大工の一つの象徴的存在でもあった。

しかし、今回の津波で、集落内のほとんどの建造物は流出し、破壊されてしまい、保存さ

れていた普請関係資料、藩主巡検資料なども消失してしまった。震災前に大肝入屋敷とそ

の住宅、各種文献資料を調査・記録できたことは幸運であったが、今となってみると、失

ったものがあまりにも大きすぎるといえる。 

しかし、翻って考えてみると、この地域の歴史や文化は、これまで様々な分野から記録

され、なかには継承されているものも少なくない。だから、決してゼロからの出発ではな

いのである。震災初期から文化庁や国土交通省は「その地域の歴史や文化遺産を活かした

復興まちづくり」の方針を示してもらったことも心強かったといえる。同時に、今回の災

害は一部の限定的な災害ではなく、街全体の景観を消滅させるという未曾有の災害だった

ので、自分達が住んでいた地域の歴史や文化を、これまで以上に市民レベルで再考する気

運が盛り上がっているようにも感じられた。また気仙大工が従事した建築も数多く破壊さ

れたが、その技術は連綿と受け継がれていることも忘れてはいけないと思う。気仙大工は

高い技術と独自のものづくり文化を持って各地で活躍してきた。震災を契機に復興を目指

す建築家やその関係者は、その地域固有の素材や技術、構造、デザインに注目しはじめた。

まさにこれからのまちづくりにおいて、気仙大工などの地域の職人の活躍が期待されてい

るのである。 

以上のことを受けて、今泉地区の復興に向けたまちづくりについて、次の6項目を提言す

る。 

1



１．まず、地区住民の住まいを最優先で確保すること。

２．その上で、歴史や文化を重視した全体のまちづくりを計画すること。

３．具体的には震災前の今泉集落の歴史的な意義や特徴(道路・屋敷割・大肝入屋敷・寺社など)を

十分に地区住民と共有すること。

４．気仙大工や気仙左官など地元の職人を育成しながら、雇用を確保するとともに気仙杉など地

元の素材を積極的に組み入れた個性あふれる町並みと住まいを実現すること。

５．「荒町」や「御免町」、「八日町」など、これまで継承されてきたコミュニティーを活かしたコ

ンパクトなまちづくりを目指すこと。

６．「けんか七夕」など地区の祭りを復活させ、「高田松原再生プロジェクト」や「気仙の産金」

と「平泉世界遺産」との連携なども含めて、観光資源のネットワークを構築すること。
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今泉地区の復興を考えるパワーポイント資料 
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大肝煎吉田家住宅の復原に向けた提言 

八戸工業大学 月舘 敏栄 

１．はじめに 

 吉田家住宅再建と陸前高田市復興に向けた主たる課題は以下の通りである。 

(1) 津波及び洪水対策の徹底 

 今泉地区気仙町は、吉田家が気仙地区を治め始めた慶長７年（１６０２）以後、津波１１回、

洪水７回、大火３回を被ってきた。吉田家は、災害時や飢饉などに救援活動を積極的に行ってき

た。 

(2) 広田湾南東沖を震源とする津波対策 

 陸前高田市は、２０１１年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による大津波により初

めて壊滅的な被害を受けた。その要因の一つは、南東に開いた湾口に向かって襲う広田湾南東側

を震源とする地震対策である。地球の南東沖反対側のチリ地震津波により被害を受けた歴史が物

語っている。 

(3) 吉田家住宅再建を歴史・文化を活かした陸前高田市復興のシンボルに 

 気仙郡２４ケ村を治めてきた吉田家は、洪水や大火、飢饉から復興に大きな役割を担ってきた

歴史がある。東日本大震災時の大津波で流失した吉田家の部材をご当主や岩手県立博物館員を始

めとした吉田家に縁のある人々が回収し、再建に向けて保存してきた。 

 災害復興に吉田家が果たしてきた歴史に鑑みて、吉田家住宅を再建し、陸前高田市の歴史文化

の象徴として活用することが重要である。 

２．2011 年 3月 11 日東北地方太平洋沖地震による大津波により流失した吉田家住宅 

(1) 陸前高田市及び気仙町の被災状況 

①古記録が残る慶長七年（1602）以後、11回の津波を経験しているが、これまでは長部地区以外

は津波による被害は軽微であった。 

②三陸海岸に大きな被害を与えた慶長地震津波や明治及び昭和三陸地震津波の震源は、広田湾北

側のために、南東に開いた広田湾を大津波が襲わなかった。 

③広田湾南東に当たる地球の反対側に当たるチリ太平洋沖を震源とする１９６０年の地震により

発生した大津波は、約１万６０００㎞を約２２時間かけて太平洋を横断して三陸海岸を襲った。

これまで、大きな津波被害が無かった陸前高田市は、高田の松原が浸水・一部倒壊し、人家にも

被害があった。また、気仙川を津波が無極寺辺りまで遡っている。 

④2011 年 3 月 11 日に牡鹿半島沖約１３０㎞で発生した東北地方太平洋沖地震による大津波は、
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広田湾奧の陸前高田に到達した時に津波高 15.8ｍ、遡上高 21.5ｍとなり、市街地や気仙町の蔵造

りの街並みを壊滅させる未曽有の大災害となった。 

(2) 流失した吉田家に関わる古文書と吉田家住宅部材の回収活動 

①吉田家住宅及び古文書を納めていた文庫蔵などは、吉田家屋敷奧の谷と愛宕神社東側の気仙小

校庭近くの２か所に流された。 

②ご当主や岩手県立博物館員を始めとした吉田家に縁のある人々が古文書及び吉田家住宅部材の

回収に当たった。 

③瓦礫として処理されようとしていた吉田家住宅の建築部材は、博物館員の指導の下で重機担当

者の協力により回収が進められて、６月には屋敷跡に回収部材で三山が築かれた。 

(3) 吉田家住宅再建に向けた回収部材調査活動 

①岩手県文化財審議委員であった小生は、７月６日に吉田家ご当主及びご家族と共に回収された

吉田住宅部材の三山を観察した結果、吉田家住宅再建に必要な主要構造部材が回収されている判

断できた。 

②回収部材の保管状況に基づいて、吉田家住宅再建に向けた部材の保存及び調査を開始すること

にした。 

③具体的な保存＆調査活動は、岩手県立博物館員佐々木氏・八戸工業大学月舘を中心に多くボラ

ンティアに支えられて進められた。 

(4) 保存＆調査活動の課題 

①回収部材の保存＆調査活動の課題は、雨曝しの回収部材を収納する覆を用意すること、回収部

材の大きさや細工、使用箇所に関する調査することであった。 

②地元企業の協力を得て、８月初旬に回収部材保管用の農用パイプハウス１棟が建てられ、一山

の部材を搬入した。残りの二山の部材を納めるためには、２張りの農用パイプハウスが必要と判

断された。 

③吉田家住宅再建に向けた体制と回収部材保存＆調査活動の準備を１２月までに行った。平成２

４年１２月１８日に「今泉の将来を考える会」を設立して、農用パイプハウス２張りを建て、部

材調査も具体的にスタートした。 

④津波により海水と汚泥にまみれた回収部材は塩分やヘドロを高圧洗浄する必要があり、機材は

立命館大と八戸工大で準備した。 

⑤回収部材の調査、移動・搬入には、吉田会員・岩手県立博物館員・八戸工大生にボランティア

が加わって、平成２４年１２月から２５年１１月までの１年間で１０２０本の調査と保存を行っ

た。 
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３．吉田家住宅再建の課題 

(1) 回収部材の使用箇所特定研究 

①回収した１０２０本の部材には、主屋だけで無く、門・文庫蔵・馬首小屋・味噌蔵・木小屋など

の部材も含まれているので、部材の特徴から使用箇所・建物を特定する調査研究が必要となる。 

②八戸工大月舘研究室による回収部材の使用箇所特定作業は、平成２６年３月に１０２０本の基

礎的分類及び特定が終わり、小屋組や桁・梁・土台など主要部材の７割程度が回収できたことが

明らかになった。 

③被災前の調査資料や写真に基づいて、八戸工大月舘研究室により主要構造部材による架構図・

展開図を作成して、具体的に回収部材の使用箇所特定を進めている。 

(2) 吉田家住宅に関する資料の収集及び分析 

①吉田家住宅に関する建築的調査結果は、岩手県文化財指定時などに東北工大高橋研究室及び八

戸工大月舘研究室で行ってきた。また、気仙町の蔵造りの街並みについてはホープ計画の一環と

して東北工大高橋研究室が調査を行った。 

②古文書に関しては、岩手県立博物館主体に国立歴史博物館等の支援により回収・洗浄・修復が

行われた。 

③吉田家に関する古文献や写真に関しては、地元新聞社やエジプトの会などから外観写真や新聞

記事・市町村史などの資料提供して頂いた。 

④吉田家住宅に関する文献研究は、八戸工大月舘研究室で進めている。 

(3) 模型制作及び復原設計 

①吉田家住宅に関するこれまでの調査は、文化財に指定するための屋敷・主屋・文庫蔵・馬車小

屋などの間取りと立面が中心であり、小屋組などの架構や構造部材の調査は行っていなかった。 

②吉田家住宅再建のためには、収集資料に基づいた屋敷・間取り・意匠に関する変容を踏まえた

復原設計と部材等の仕様を特定する必要がある。 

③復原設計を進める一貫として、調査図面及び写真に基づいた外観及び所要室の基礎的復原設計

を行い、平成２６年３月に１／１００の屋敷模型を制作した。模型復原の想定時期は、航空写真

が残っている昭和５１年である。 

④文庫蔵・馬車小屋や味噌蔵に関しては、東北工大高橋研究室と協力して復原設計を行う必要が

ある。 

⑤架構及び各室の意匠に関しては、写真から意匠と寸法の割り出しを行う必要があり、今後の課

題である。 

(4) 回収部材の長期保管 

①陸前高田市市街地は、周辺の山を削って８ｍの地盤嵩上げによる復興計画が進められている。
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山容を削った土砂を運ぶ巨大なコンペアシステムが構築されて、海岸沿いの嵩上げが着々と進め

られている。 

②気仙町も嵩上げ地区に含まれ、吉田家住宅部材の保管場所も移転が必要になってきた。 

③これまで未調査であった礎石や庭石、回収した石材の調査も進めている。 

④旧生出小近くの生出公民館にプールがあるので、回収部材の本格的な塩分及び汚泥撤去も行う

ことが可能である。 

⑤岩手県立博物館赤沼課長が回収部材の塩分・汚泥除去に関する基礎研究を平成２６年夏に行い、

洗浄手法の目処が立っている。 

⑥保管は旧生出小校庭にこれまでの農用パイプハウス３張りを使い、雨水や雪の影響を受けない

ように地面から５０㎝程度の高さを確保して保管する計画である。 

現在、回収部材移転に必要な機材や人員、日数の計画を立案し、経費算定を進めている。 

(5) 復原再建のための意匠・部材・経費・職人・工程の検証 

①回収部材は津波により相応の破損があるために、そのまま使用できる部材は多くはない。各部

材の破損状況を確認し、補修も含めた使用可能な部材を特定することが必要である。この作業に

は、気仙地域の伝統的な大工技術を持つ棟梁の協力が必要である。 

②212 年前の享和 2年（1802）に棟梁小澤七五郎によって建てられた吉田家住宅の建築技術は、現

代と大きく異なるために気仙大工技術に知見のある東北工大高橋先生と協力して仕口等の分析を

行う必要がある。 

③伝統的気仙大工技術に基づいた木の使い方や架構技術に必要な大工道具・作業場などの整備も

必要である。 

④伝統的気仙大工技術による復元設計案の見直しによる、経費と工程案を策定する。 

⑤気仙大工技術を継承している棟梁の下で、回収部材の補修を進めることにより新たな気仙大工

を育成することが肝要である。 

４．陸前高田市復興に吉田家住宅が果たすべき役割 

(1) 吉田家は気仙郡及び陸前高田に果たしてきた歴史的役割の検証 

①吉田家は、慶長７年（1602）以後、気仙郡 24ケ村を治めてきた大肝煎で、災害時に積極的に救

援を行ってきた名主であった。 

②明治時代以降も代々医者及び歯科医として地域に貢献してきた家系である。 

③吉田家屋敷は、陸前高田の夏祭りのケンカ七夕を行う鍵型街道の核となる場所であった。 

(2) 復興計画における文化財の果たすべき役割と課題 

①陸前高田市の復興計画におけるテーマの一つが「歴史・文化を活かした復興」であり、その核
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に吉田家住宅が位置づけられている。 

②古代から現代に至るまで歴史文化的痕跡は、市内各地の史跡や石碑などとして残されてきたが、

この度の大津波により原地から流失してしまった。これらの文化財を嵩上げされる新たな市街地

にどの様に位置づけるかは大きな課題である。 

③「歴史・文化を活かした復興」の街並みイメージは、かつての今泉街道の店藏が建ち並んだ気

仙町の街並みに基づいている。気仙町の街並みに関する調査資料は、東北工大高橋研究室に残さ

れている。 

④復興計画案におけるケンカ七夕を行ってきた鍵型道路は高台避難を優先した直線街路に変えら

れているために、ケンカ七夕の舞台に相応しくないと危惧されている。 

(3) 復興計画における気仙町の街並みと吉田家住宅の位置づけ 

①300 年余りの気仙町の歴史において、町が壊滅した災害は初めてである。 

②気仙町の大津波対策は、８ｍの地盤の嵩上げと鍵型の街路の直線化と高台避難路の整備を基本

とする計画である。新たな街路と街区計画による歴史的街並みは失われようとしている。 

③高台への避難路は、吉田家の屋敷北側の一部を通るために、文庫蔵や馬車小屋が影響を受ける

ことになる。また、これまで幹線道路から奥まっていたために閑静な屋敷であったが、新たな道

路の通過騒音も危惧される。 

④復興計画において、気仙町の道路及び街区計画は決められた段階である。地盤嵩上げにより、

愛宕神社との関係も変わってくることも考慮する必要がある。 

(4) 吉田家住宅が陸前高田市復興に果たすべき役割 

①「気仙郡２４ケ村」を治めてきた吉田家の３００余年前に建てられた住宅は、地域の歴史文化

を継承する重要な建造物として平成１６年に「岩手県文化財」に指定された。 

②文庫蔵には、伊達政宗の「御朱印状」など貴重な古文書も保存されてきた。 

③この度の大津波により流失した吉田家住宅の部材と古文書を拾い集めて、修復・再建に向けた

活動を継続していることは、＜陸前高田復興のシンボル＞として位置づけられる。 

④大津波により流失した古文書や建築部材の回収・修復・再建に向けたボランティア活動は、復

興の新たなモデルと評価できる。 

⑤吉田家住宅は古文書なども含めて、「歴史・文化」の継承と「復興過程」の啓蒙施設として活用

することが期待されている。 

⑥陸前高田市の災害史と防災教育の拠点として活用することが可能である。 

(5) 吉田家住宅再建にかかわる課題 

①「歴史・文化を活かした復興」において、その核に吉田家住宅は据えられているものの、具体

的再建や活用に関する計画はこれからである。 
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②歴史・文化の継承と復興啓蒙施設として公的に活用するためには、＜個人所有＞から＜公的所

有＞に移管することが必要である。 

③住宅再建には、回収部材の使用箇所特定・塩分及び汚泥除去・伝統的大工技術継承者の育成な

どが肝要である。 

④再建に懸かる工程と予算も最も大きな課題である。 

⑤活用及び技術的課題を踏まえて吉田家住宅再建の場所を早急に固めてことが大切である。 
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吉田家文書の解読について（抜粋） 

陸前高田市文化財調査委員会委員 細谷 英男 

１．御出駕御巡見日記 （十七枚綴り） 

 当地方に巡見使が派遣されたのは、三代将軍家光代、寛永十年（1633）にはじまり、天保九年

（1838）までの間に九回に及んでいる。この巡見使は将軍の名代としての格式を持ち、それは全

国諸藩に有形・無形の大きな精神的並びに経済な緊張をもたらすことになった。 

 巡見使一行の同行者は数百人にのぼることから、通行する道筋では道路の普請や橋の修理、御

休所及び御宿泊所の造作などが、事前に藩より派遣された 宿 拵
やどごしらえ

役人の指示により念入りに行わ

れた。と陸前高田市史沿革編に見えている。 

 ここにある「御巡見日記」は、九代将軍家重が延享三年（1746）七月、山口勘兵衛、神保新五左

衛門、細井金五郎の三名を巡見使として派遣したときのものである。 

 山口勘兵衛様、上下四拾八人。神保新五左衛門様、上下二拾七人。細井金五郎様、上下三拾弐

人。合計百七人の一行であった。この一行の送迎に、東山、気仙今泉の足軽がその警護に当った。

特にも御昼休所、御寓所の警備は厳重で、辻番人、宿場町の前後の辻堅め、御寓所の張番人、更

には火番人などに至るまで物々しいものであったことが知れる。一方足軽の服装にも意を用い、

礼を失することがないよう細かな取り決めのあったことが伺い知れる。 

 ここにある巡見日記は、足軽の警護を中心に記したもので、当時の足軽の配置や警備の様子を

知る資料として貴重である。 

２．御巡見様方諸品請取渡方覚帳から 

 天保九年（1838）の巡見使は、黒田五左衛門・中根伝七郎・岡田右近の三名で、四月十三日江戸

を出発し、奥州街道、山中七ヶ宿街道を通り羽州街道から五月二十七日松前（北海道）に渡海し

ている。 

 帰路は、津軽に渡り、野辺地、田名部、平沼、三戸、大湯、花輪、浄法寺、福岡、沼宮内、盛岡、

大迫、花巻の順で廻り、七月十九日水沢に到着の予定であったが、巡見使の中根伝七郎が七月十

日九之辺（九戸）に於て病死したため、二日延引となり、盛岡で仮葬を取り行い、御供四拾人と

ともに七月二十一日下井沢前沢町で御昼食の後、江戸に帰った。 

 巡見使黒田五左衛門・岡田右近は、七月二十二日の夜は江刺郡伊出に御泊りになり、翌二十三

日大又（大股）に泊る。以上は陸前高田市史第三巻、沿革編上の記述からである。 

 七月二十三日に初めて一行は気仙入りを果たしている。翌二十四日早朝に大又を出駕し、夕刻

（午后六時ころ）今泉に到着した。 

 「御巡見様方諸品請取渡方覚帳」を見ると、この年の四月十五日から巡見使一行の宿舎の補修

工事のため材料の受渡しが行われている。材料は、板、敷居材、かまち、貫、ならし、門の用材、

角材、根太、指物、廻縁、竿縁、たる木、塀笠かさ木等で板が多い。この他では釘があり、戸作釘

が千四百本と圧倒的である。前記巡見使の到着が七月十四日であることからこの間三ヶ月の

宿 拵
やどごしらえ

期間があったことになる。 

 図は、伊達慶邦公が嘉永五年（1852）八月十四日、巡見のため気仙郡に出駕した際、今泉町御
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下宿割家数（四拾八軒）図である。今泉宿はこのところ百二十軒ほどの宿場町を形成していたが、

巡見使一行に割り当てられた宿はどこどこであったか明らかにすることはできないが、図の黄色

枠と赤印の所が宿割り当てされていたものと推察される。民家以外では、寺二ヶ寺、大肝入家、

御代官屋などがある。とくにも大肝入吉田家は巡見使の宿舎に当てられていた。そのため補修材

の材の種類、量が他に比べ突出していることが分かる。 

 用材外では釘の記載が見られ、長いものでは三寸釘や二寸五分釘があり、短いものでは壱寸五

分釘、特殊な細工用釘として戸作釘が千四百本も御会所から受け取っている。これらの釘は和釘

で鍛冶屋で一本ずつ作られたものである。この「覚」には見えないが、気仙大工をはじめ、木挽、

左官、指物師、鍛冶などの請取人の手によって宿舎の修理がなされたものであろう。 

 陸前高田市史によると、「今泉での御宿は、黒田五郎左衛門は御本陣吉田宇右衛門方、岡田右近

は八木沢屋源三郎方へ泊る。中値伝七郎は途中病死のため、河野忠左衛門方は公儀使村上恒之進

の御宿となる。 略 巡見使中根伝七郎様御病死にて、御宿河野忠左衛門宅普請ができ……」とあ

る。宿舎に割り当てられた民家は予定通り宿拵えを行い、巡見使一行を迎え入れたことが読み取

れる。 

３．御順（巡）見様御宿 諸色道貢（具）覚附 

 巡見使一行の宿舎の諸道具の形状、寸法、数量を細かに覚として書きつけた帳面である。 

 表紙、裏表紙ともなく、年号が分からないのが残念である。 
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今泉の歴史文化資源 

紺野文彰氏提供資料 

（１） 諏訪神社（１７５８～２０１３）、千蔵寺（泉増寺の前身、創建年代は不明～１７０５）、

伊勢山（松坂家大肝入時代１６８２~１７０５）、諏訪神社の起源は、永暦元年（１１６

０）に、気仙川の中州の一本柳御代ヶ島（みよがしま）に建てられた漁業神の「諏訪大明

神」で、度重なる洪水で流出したため、１７０８年に町裏本宮に移築された後、１７５

８年に、大肝入吉田家により現在の地に移築される。

（２） 旧諏訪神社跡（本宮）（１７０８～１７５８）、１７０８年、「諏訪大明神」は、御代ヶ島

より町裏の本宮に移築。現在も石碑が残る。

（３） 諏訪神社の宮司（河野家）の屋敷跡（１７５８～２０１３）、通称「宮の前」。１７５８

年、大肝入吉田家から招聘される。河野俊学の家。

（４） 八木沢商店、諏訪神社の宮司「宮の前」（河野家）の別家として１８０７年に酒蔵店を創

業する。初代河野利兵衛は、菊池家からの養子。

（５） 佐藤家（代々、平泉藤原氏、源義経、伊達家の家臣）御屋敷「おやしき」跡（１８６９～

２０１３） 幕末の伊達藩の家臣、貫山隊隊長・佐藤文弥が明治初期から住んだ屋敷跡。

遠い先祖は、平安時代の福島の信夫庄（荘園）司の佐藤氏で、平泉藤原氏初代藤原清衡

の父、藤原経清（つねきよ）と共通の先祖、藤原摂関家と同族の藤原秀郷（俵藤太）とす

る。佐藤家は、平泉時代には藤原秀衡の身内あつかいの家臣で、藤原秀衡の命で、源義

経の家臣となった佐藤継信（つぐのぶ）、忠信（ただのぶ）兄弟も含まれる。その後、後

裔の文平智信の代に伊達政宗に仕えて、その十代目にあたる佐藤文弥は、幕末の伊達の

家臣として新政府軍と対抗する貫山隊の隊長だった。明治４年（１８７１）１０月、諏

訪神社別当の別家河野直記氏が登仙したとき、当時あった屋敷と土地を買い受けて移り

住む。文弥の三男が、医者の大條虎介（寒山）（おおえだこすけ）。文弥の曾孫の佐藤文虎

氏（健在）が現当主。

（６） 安倍屋（吉田東岬の妻ランの実家、佐藤文弥の妻子が、明治初頭仮居住）。 １８４０～

４３年、安倍屋与冶右衛門は、住田の五葉山、愛染山、戸倉山の藩の御用林から、江戸向

けの用材として、八千本の槻（つき）の大木を払い下げられ、気仙川（今泉川）沿いに筏

（いかだ）による木流しの大事業に関わっている。此のことは、「角屋敷九助覚牒」（か

どやしききゅうすけおぼえちょう）に記録されている。

（７） 松坂家（御金山下代）の今泉屋敷跡、通称「まっざか」（１６８２～１８６８）。今泉の松

坂家は、伊勢の松坂の松坂家（頼朝から所領もらう）の子孫。初代松坂徳右衛門定久が、

１５９３年、竹駒の玉山金山に豊臣秀吉の命で公儀物書役として来る。１５９７年から、

伊達政宗の命で、御金山下代となり、伊達領内の地下資源全般（金銀鉱山の管理から温
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泉にいたるまで）の管理を任され、九代松坂慶蔵定重が明治維新に解任されるまで、松

坂家は、御金山下代を務める。その間、三代十兵衛定好は、１６８２年に、今泉の現在地

に、玉山から移り住み、気仙郡の仮大肝入・大肝入職（１３年ほど）を兼務する。四代新

右衛門定亘が１７２５年から今泉松原（現在の高田松原の西半分）に松の植樹を始める。

高田松原（東半分）の植林をした菅野杢之助とともに高田松原の父といわれる。松坂家

文書は、日本の金山史上重要な資料。松坂家文書は、このたびの震災から無事に難を逃

れた。

（８） 吉田家大肝入屋敷跡（県重要文化財）（１８０２～２０１３）。初代吉田宇右衛門大肝入

は１６２０年。吉田家が世襲化するのが１７０５年以降で、気仙郡最後の大肝入吉田伝

次郎が退役したのが、明治二年（１８６９）。吉田家文書（１７５０～１８６８）も県重

要文化財。

（９） 気仙三十六騎（１６００）の旗頭矢作修理の今泉屋敷跡と「志茂荘」（しもやしき）。矢作

家は、初代千葉氏（１３１５）の矢作鶴崎城千葉氏の末裔で、三代に渡って、気仙郡大肝

入（～１６８０）を勤め、延宝八年（１６８０）、高田村の大石に移住。寛延年間（１７

４８～１７５１）に矢作家から贈与された屋敷跡に、現在の「志茂荘」の起源がある。中

邸屋敷（なかやしき）の本家である。

（１０）吉田家の中邸屋敷「なかやしき」跡（１８５５～２０１３）、御代官屋跡（１７５１～１

８５５）、画家・俳人の吉田豊助（東岬）の家。

（１１）気仙郡初代大肝入臼井淡路（うすいあわじ）・臼井囚獄（ひとや）親子の臼井家屋敷跡（今

泉の山根屋敷）、御米蔵屋敷跡（～１７５１）、代官所跡（１８５５～１８６８）、気仙郡

役所跡（１８６８～１８８９）、気仙村役場跡（１８８９～１９５０）、今泉保育所跡（１

９５９～２００５）。

（１２）代官門（１８５５～２０１３）  

（１３）吉田家他別家敷跡（～２０１３）第一別家、第二別家から幾つもの別家が並んでいる。

（１４）御囲蔵跡・御備蔵跡（御蔵「おくら」）（１７２１～１８６８）、鉄砲的場（まとば）跡、

御足軽組の鉄砲稽古場跡（～１７２１）、旧龍泉寺跡（１５８１～１６６１）。寛文年間

（１６６１～７２）に山津波に遭遇し、龍泉寺は、愛宕下に移動再興。

（１５）吉田七五郎（大工棟梁）屋敷跡 吉田家（大肝入）屋敷のお抱えの大工棟梁、当時の今泉

宿の町家絵図残す。

（１６）舘の山（たてのやま）とも呼ばれる今泉の主要な舘、舘ヶ脇舘（たてがわきたて）。舘の

山の下は、舘の腰舘（たてのこしたて）があった。今泉天満宮、北野神社の裏山にあった

今泉古舘（５１）がここの支城。１６１８年、伊達政宗が今泉巡見の際に二泊したとさ

れる。

（１７）今泉筑前（今泉豊前、紺野仁兵衛）の屋敷跡、気仙三十六騎の一人、大肝入（１６０２～

１６０７）
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（１８）姉歯橋（１９０３～２０１３）

（１９）旧姉歯橋（１６６４～１９０３）

（２０）橋元「はしもと」（旧姉歯橋の端）、浜街道（気仙沼、盛方面へ）と今泉街道（大原、平泉

へ）の分岐点

（２１）千葉周作生誕地 １７９４年生まれ、３歳まで住む。生誕地論争の決着が一応ついた平

成四年（１９９２）、第一回少年剣道錬成大会開催。

（２２）今泉街道：橋元を境に、矢作村経由で、一関へ

（２３）浜街道：橋元を境に、唐桑経由で、気仙沼方面へ、高田村経由で、盛方面へ

（２４）今泉八幡宮・北野神社。９９８年、京都の北野神杜より分霊、「天満天神」として勧請、

１４８１年「北野神社」建立。１５３２年建立の「法起山大隆寺」の別当は、今泉天満宮

だった。北野神社の裏山に今泉古舘跡があり、館ヶ脇舘(舘の山)の支城。

（２５）金剛寺、京都の知積院を総本山とし、成田山新勝寺、川崎大師平間寺、高尾山薬王院の

三山を大本山とする。８８８年、高田村で開基。１３３２～３４年に、浜田村（米崎町）

に移築、１６４５年に今泉に移築。

（２６）荒町（あらまち）

（２７）御免町（ごめんまち）

（２８）八日町（ようかまち）

（２９）御札場（おふだば）跡（当時の当局の掲示板跡）、（御高札屋とも呼ばれた）。

（３０）「今泉御足軽鉄砲組」屋敷跡、御足軽町、鉄砲町、寛永八年（１６３０）以降今泉に在住。

田の浜時代の５５軒から２４軒になる。

（３１）山田屋敷跡（「御足軽鉄砲組」の代々組頭）、１６３０年に二日市城の田の浜の山田屋敷

から移る。

二日市城、初代築城年代不明。１５９１年、葛西時代最後の城主紺野助九朗とその子内

膳が伊達政宗により深谷で謀殺される。同年、気仙郡内の城館が全て破壊される中、二

日市城のみ破壊を免れ、伊達政宗に引き渡される。１５９２年、初代の城代の鈴木宗記

が皮切りに、中島大蔵、鈴木和泉、大條尾張、大條監物、中島伊勢、大町豊後が配置さ

れるが、１６２８年、大町豊後は高田舘に居を移したことで、二日市城の歴史が終わる。

近接した田の浜地区に１６３０年まで、御足軽鉄砲組屋敷集落が形成される。

「田の浜」、山田家文書によると、慶長七年（１６０２）、二日市城の城主（城代）大條

尾張が、南部御境目御取締りのため足軽５５人組を住まわせた二日市城に隣接した地区。

組頭の山田家屋敷跡地は、「竹の内」（たけのうち）という屋号で残っている。

（３２）鉄砲「的場」（まとば）跡、１７２１年以降、「御足軽鉄砲組」の的場（射撃訓練場）跡

地、

（３３）岩倉神社 １８６４年、山城の国紀伊郡より現在地（垂井ケ沢堤の奥）に分霊、参詣す

れば良質の味噌が出来る「味噌様」と言われる。
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（３４）龍泉寺 １３１５年初代千葉氏の菩提寺として建てられた白涛寺（はくとうじ）が起源

で、矢作村に創建。１３９６年、矢作村鶴崎城付近に、再興。１５８１年、今泉の横枕

（垂井ケ沢）に移築。寛文年間（１６６１～７２）に山津波に遭遇し、愛宕下に移動再

興。

（３５）米谷家屋敷 気仙郡松坂氏の祖定久が玉山金山に向かう途中で今泉村に立ち寄った際、米

谷氏宅を草鞋脱場とした。 

（３６）神崎「かんざき」（山林）１６１３年、支倉常長一行の遣欧使節の船の帆柱の気仙杉が伐

採された地点。現在の宗像社付近。

（３７）「御足軽鉄砲組」及川家屋敷 初代から山田家とともに、御足軽鉄砲組の組頭を勤めた。

後に、菊池家に引き継がれたとされる。

（３８）九日町（ここのかまち）

（３９）菊池家屋敷（今泉足軽鉄砲組）山田家と共に組頭。気仙郡絵図等の古文書多数所蔵。菊

池達氏宅

（４０）伊藤家屋敷（御足軽鉄砲組） 今回の震災まで、茅葺屋根の屋敷が残っていた歴史的建

造物だった。東大の古文書研究者・伊藤吉宇の家。

（４１）泉増寺（せんぞうじ）の産形観音堂（みなかたかんのんどう）と宗像社（むなかたしゃ）。

産形観音堂は、奥方の安産を感謝した伊達綱村公によって、１７０５年、既存の宗像社

を少し西に移築させて、その跡地に建立された。一方、同時に、伊勢山（現在の諏訪神社

の山）に以前からあった千蔵寺（せんぞうじ）の寺名を泉増寺（せんぞうじ）に変えて、

場所も変えて、産形観音堂の別当とした。

（４２）子安観音堂（こやすかんのんどう）、女性の体から赤子が生まれるような岩組があること

から、子安観音堂が建てられている。

（４３）神崎氏（菅野家） 宗像社（むなかたしゃ）（宗像神社）の別当。鎌倉初期（１３世紀初

頭）に松峯神社（伊勢神宮の末裔）から養子をもらう。宗像神社の総本山は、福岡県の宗

像大社で、宗像三女神をたてまつる総本社。全国の弁天様の総本宮と言われ、裏伊勢と

も称される。

（４４）陣ケ森舘（じんがもりたて） 屈折する気仙川が良く見える眺望の良い戦略的な葛西時

代の館跡（最後の城主が紺野助九朗）。

（４５）中井を通る今泉街道の御札場（おふだば）跡（当時の当局の立札置き場）、八日町の御札

場に匹敵する。

（４６）人道主義の医者「気仙の赤ひげ先生」大條虎介（寒山）の養父で医師大條快順（おおえだ

かいじゅん）の屋敷跡地。明治以降、大條家は、中井に移転。大條家の先祖は、二日市城

の城主(城代)大條尾張に遡る。今泉足軽鉄砲組を編成させた城代である。

（４７）大庄屋（大肝入）菅野久太郎屋敷跡、菅野レイの家、今泉村肝入の「角屋敷丸助覚牒」

（かどやしききゅうすけおぼえちょう）の角屋敷跡。
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（４８）坂本家（現当主、坂本久氏）、先祖が明智光秀の家臣！ところで、坂本竜馬の先祖も、明

智光秀の坂本城から四国に逃れている。

（４９）村上家屋敷跡（伊勢屋だし） 村上家の先祖は、１５９３年、伊勢出身の初代松阪徳右

衛門定久の家臣として、今泉村に来村。その後、気仙川（今泉川）沿いで廻船問屋等の家

業を営んだ。今日でも、屋号の「伊勢屋だし」として知られる。

（５０）小嶋雅楽助（おじまうたのすけ）の屋敷跡（気仙三十六騎の一人）、数少ない今泉村の出

身者の気仙三十六騎の一人。小嶋麹屋の先祖。

（５１）今泉古舘跡、北野神社の裏山にあった舘は、葛西時代の舘ヶ脇舘（館の山）を防御する

支城。最後の城主は、館の山と共に、紺野助九朗。

参考文献
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今泉地区（荒町から竜泉寺まで）間取り構成入り街並み配置図（部分） 

25



今泉街道沿い民家等 200 軒の建物調査（配置図・間取り図・外観写真）

事例 
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今泉街道沿い民家等 200 軒の建物調査（連続写真） 部分 

27



19 世紀初頭の今泉町場絵図 部分 

大工棟梁七五郎作図（推定） 

28



今泉集落復元図（荒町から鉄砲的場跡までの集落構成） 

今泉村宝暦 天保年間（1751 1844）の家並み（当代名） 

29



今泉文政年間（1818 1830）簾絵図（大工頭領七五郎間取り図より） 

今泉伊達慶邦公御出駕・嘉永五年（1852）・御下宿割家数 
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今泉石碑写真（一部） 
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４．議事録 

事 務 局：只今より「陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員会・第１回全体委員会・3 部会合同

委員会」を開催致します。 

はじめに、副市長よりご挨拶を申し上げます。 

久保田副市長：本日は大変お忙しい所お集まり頂きまして有難うございます。 

ちょうどこの近くの高田西地区でも、年明けから本格的な工事が始まっています。議論

するには少しうるさい所もありますが、中井先生を中心に議論して作成した「復興計画」

に基づいて、市内各地で色々な復興作業がようやく進んできた所だと思います。そういう

意味では、やはり市民の皆様が求めているものは何よりもスピードであろうと思います。 

一方でこの間、地域でも色々な話し合いが進んでまいりました。今回の調査の中でも主

要なテーマになる今泉地区においても、先日、まちづくり協議会から文化財に配慮し、活

用を意図した提案も頂いております。そのような中で、やはり「バランスの良さ」「復興の

スピード」「文化財の価値を考慮したまちづくり」が求められているだろうと思っており

ます。 

皆様方には、被災した文化財の再生や今後の地域文化財等の活用の可能性についてご検

討頂くという事でございます。皆様ご多忙の中、かつ復興の動きのある中での検討である

ため、大変なご苦労お掛けすると思いますが、何卒市の復興、そして文化財の活用の為に

お力を貸して頂きたくお願い致しまして、ご挨拶と変えさせて頂きます。どうぞ皆様宜し

くお願い致します。 

事 務 局：続きまして、委員へ委嘱状の交付を行ないます。 

代表と致しまして、千葉大学大学院教授 池邊このみ様前へお願い致します。 

「委嘱状 池邊このみ様 陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員を委嘱致します。期

間平成 25年 2月 19日から平成 26年 3月 31日迄 平成 25年 2月 19日陸前高田市」 

どうぞ宜しくお願い致します。 

事 務 局：続きまして、委員紹介に入ります。大久保教育次長よりご紹介致します。 

大久保教育次長：教育次長の大久保と申します。どうぞ宜しくお願い致します。それでは私の方より委員の

皆様のご紹介をさせて頂きます。 

本委員会は、全体委員会並びに 3つの部会に分かれておりますので、委員会名簿に従い、

委員会・部会ごとにご紹介させて頂きます。その為配席図の順番ではありませんが、お名

前を呼び致しますのでご起立をお願いしたいと思います。 

（委員紹介 －略－） 

事 務 局：続きまして、全体委員会の池邊委員長よりご挨拶をお願い致します。 

池邊委員長：本日、ようやく陸前高田市文化財等保存活用計画の全体委員会を迎える事ができ、皆様の

ご協力に改めて感謝する次第です。本来ですと、委員長を互選で決めるといった手続きを

経なければならない所ですが、今回の調査の趣旨・経緯等を持ちまして「文化財と町づく
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りを繋ぐ」という意味で、私が委員長を努めさせて頂くこととなりました。どうぞ宜しく

お願い致します。 

今回の委員会は「文化財等保存活用」ということで、陸前高田の宝でもある文化財を保

存するという事については非常に大きな責任があると思います。陸前高田には全国レベル

の宝がたくさんあり、市のみならず、日本の国民にとっても大事な資産であり、それを守

っていくことは重要なことです。しかし、先ほど副市長からご挨拶があった通り、被災さ

れた皆様にとっては一日も早く平常な生活を取り戻し、そして 1300 年続いてきた陸前高

田市ですが、今後 50 年、100年と陸前高田市が続いていくための新しいビジョン、新しい

希望を持つことが大切だと考えています。後から復興局の方からご説明頂きますが、復興

計画については、すでに副委員長を努めておられます中井先生を中心に策定されています。

しかしながら、陸前高田の持つ多くの資産がどのような状況にあり、そして今後どのよう

に町の生活の中で生かしていけるかを議論頂くために皆様にお集まり頂きました。 

委員の皆様は、震災より前から陸前高田をフィールドにされたり、あるいは陸前高田の

文化財の保存活用にご尽力されてきた先生方ですので、今後の陸前高田の為に何かしらの

力になりたいと思われている先生方ばかりでございます。 

そのような先生方の力をお借りして、市の今後のビジョンに文化財という資産をどのよ

うに活かしていけるかについて検討していくことが、この委員会のミッションです。 

その為に、今日関係各課の方々にもお時間を頂きましたが、どうか文化財だけの話では

なく、町づくり、そして今後の陸前高田の政策に活かすビジョンを策定するというミッシ

ョンをこの委員会が持っているということをご理解頂きたいと思います。 

まずは 1 年間ですが、1 年で終わるとは思っておりません。各委員の方々も長期にわた

って陸前高田とお付き合いしていくつもりで参加して頂いていると思います。是非とも庁

内の方も委員の先生方も陸前高田の為に尽力頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致

します。 

事 務 局：有難うございました。 

議事に先立ちまして、資料の確認をさせて頂きます。 

（資料確認 －略－） 

続きまして、資題 5の資料説明に入らせて頂きます。進行につきましては、池邊委員長に

お願い致します。 

池邊委員長：最初に全体委員会は傍聴者の方々に入って頂くという事になっておりますが、各委員の皆

様方宜しいでしょうか。 

（異議なし） 

池邊委員長：それでは、異議なしという事ですので、傍聴者の方に入って頂きます。 

（傍聴者入場） 

池邊委員長：傍聴者の方々にお願いがございます。本委員会は本日が第１回です。非常に短い時間です

ので、大変失礼ではございますが、本日は質疑等の時間は取れませんので、傍聴のみとい
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う事で宜しくお願い致します。 

それでは最初に、調査業務の主旨の共有を図ることが大切ですので、主旨について教育

次長様から説明をお願い致します。 

大久保教育次長：それでは、この場で説明させて頂きます。 

本事業は、「文化財等保存活用計画策定調査業務」と申します。資料は文化財等保存活用

計画策定調査事業をご覧ください。本事業は、平成 23 年度の文化庁事業に基づき「地域

の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」において市内文化財の被災状況や文化

財の価値等の報告書がまとめられたことを受け、その基礎資料をもとに被災した文化財の

再生や今後の地域文化財等の活用可能性について、調査・検討を行ない、陸前高田市が目

指す「海と緑と太陽との共生、海浜新都市の創造」に資することを目的としています。 

業務内容は、大きく 2 点からなっており、1 点目は「地域文化財等の保存活用方針・計

画の調査及び策定」、2点目は「策定委員会の運営」です。 

1点目の「地域文化財等の保存活用方針・計画の調査及び策定」については、4つの事業

があります。1 つ目は、市内における地域文化財等の状況調査を行なうことです。市内に

おける地域文化財等の被害状況及び現在の状況について調査するという事を目的として

います。2 つ目は、地域文化財の保存・活用・基本方針・基本計画の策定を行なうことで

す。浸水被災区域の文化財等の保護と活用方針について調査検討を行なうこと、また被災

により崩壊したコミュニティにおける無形民俗文化財の保存、継承のあり方について調

査・検討を行なうことです。3 つ目は、今泉地区における文化財等における活用計画の策

定です。大肝入屋敷の復元と活用可能性についての調査・検討を行ない、新しいまちへの

地域文化財の活かし方についての調査・検討を行なうこととしています。4 つ目が、地域

文化財等を学習資源として活用する為の計画策定を行なうことです。市内に点在する文化

財等を有機的に関連させた魅力ある学習資源とするための方策について調査・検討を行な

うことです。 

2 点目の「策定委員会の運営」については、陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員

会設置要領の通りです。策定委員会は、全体委員会及び 3つの部会により構成しています。

構成委員については、陸前高田市教育委員会が委嘱を申し上げています。委員の皆様方に

は、今後このような形での開催となりますのでご協力を宜しくお願い致します。 

池邊委員長：有難うございました。 

それでは次に、本調査の内容と意図ということで、私の方から手短に説明させて頂きま

す。資料については、資料 2-2「文化庁」と、資料 3-1「本調査の目的 委員会のミッショ

ン」の 2つを参考に説明させて頂きます。 

最初にこの事業のもととなる事業は、文化庁の「地域の復興に資する文化遺産の早期再

生・活用」という事で、「地域の共同体再生と記憶継承」という目的の事業です。地域の

人々の心の拠り所である文化遺産は、ハード・ソフト両面から復興まちづくりに寄与する

ものであることから、「地域の文化遺産を活用した復興まちづくり」を進めていこうとい
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うものです。 

2ページ目には、その為の文化財の調査・保存活用に関わる技術的支援があげられてい

ます。陸前高田の場合では、縄文から近代において 1300 年もの非常に長い間の歴史があ

る訳で、その変遷を読み解くこと、そして地域に根ざした伝統行事や芸能の伝承を支援す

ること、そして震災の記憶を継承するため、震災の痕跡を記憶すること、そして被災した

文化財の調査・修復への技術的支援、地域に伝わる技術や美術工芸品の公開促進を行うこ

となどの技術的支援が考えられます。 

そして最後のページですが、「地域の共同体再生と記憶継承」のために、地方公共団体

の復興計画等に対し、地域の復興に資する文化遺産の再生・活用事業のあり方を提言して

いくことが文化庁の調査の枠組みです。 

次に、資料 3-1は委員の皆様にこの委員会のミッションをお伝えしたいと思い、作成し

たものです。 

1つは、この委員会は文化財を専門とされる先生方にお集まり頂いていますが、陸前高

田がもつ歴史的・文化的資産を市民の方に認識して頂くことが重要な目的の一つです。被

災から 2年が経ち、ようやく先程来こういう形で造成が進んできています。そういった中

で陸前高田の持つ歴史を今後どのように継承していくか、それを市民の方々の力で進め

ていくためには、まず市民の方に認識して頂くことが重要です。また陸前高田には国指定、

県指定、市指定、そしてまだ指定は受けていない重要な文化財が多数あります。その優先

度を明確にし、保護の必要性を住民の方にも共有して頂くという目的があります。また、

先程来申し上げています「文化資産」の保存活用方策について、今後の市の持続的な発展

に役立てていくことが重要となります。「文化財」というと、とかく規制がかかるとか、

あるいは復興が遅れるとか、そういうマイナスのイメージもありますが、逆に文化財があ

るからこそ、今後の陸前高田が他の被災地と違うアイデンティティを持つことができ、そ

して、多くの国民の方に以前の「高田の松原」のあった時のように来て頂くことも出来る

のだと思います。そのような陸前高田にするためにはどうすべきかも検討していく必要

があります。そしてその為に、従来の文化財は遺跡や貝塚などに重点が置かれていました

が、今回は民俗学の先生にも入って頂いています。これから高台移転が進み、これまでと

違った環境で学ぶ子ども達に、郷土の風習や神楽や舞、食文化など、市民の生活の中で伝

承されてきた有形・無形の文化を明らかにして、次世代に引き継いでいく、そういった責

任を持っていると思います。 

それから次のページですが、先程来お話していますように、本調査はあくまで「市民の

ためのもの」と考えております。学術的研究価値という意味でも、陸前高田は宝の宝庫で

ございます。各先生方においては、学術研究の必要性というものも十分にご認識と思いま

すが、今回 1年で急ぎやるものについては、そういった学術的な裏付けはもちろんでござ

いますけれども、いわゆる学術研究ということではなく、初年度は、どういう場所につい

て、あるいはどういうものについて学術研究あるいは指定登録などに対して調査研究が必
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要かということを出して頂き、詳細な調査については来年度以降、各委員の方でやってい

くという形で進めていきたいと考えています。今年は早急に対応しなければならないもの、

そして貴重なものについてどう守っていくかという必要性のあるものについて先に対策

あるいは活用方策を出していくという事を考えています。 

またもう 1つ大事な事は、本調査は閉ざされたものではなく、途中でも出来れば集落の

方々にご協力頂き、「市民の活力」に繋がるようなものとして考えたいと思っています。 

それから一部の先生方には言わずもがななのですが、本調査は「歴史文化基本構想」と言

われる文化庁の伝統文化課の行なっている調査に基づいております。次のページに「関連

文化財群」という考え方を示しています。「関連文化財群」とは、今まである有形の文化財

あるいは先程来お話しております民俗文化財あるいは自然環境、この陸前高田市という地

は広田湾という自然に基づいた、そして気仙は多くの鉱物資源ですとか自然の地形、そう

いうものに由来した歴史が多くございます。そういうものの地域の歴史や文化を守り受け

継いで行く活動をしている人々など含めて一体的に保存活用するものを「関連文化財群」

と定義をしています。その下の方に「関連文化財群」のイメージが示してありますので後

で見て頂ければと思います。 

それから、それをどのようにすれば市民に分かってもらえるかということですが、これ

は足利市と高岡市のものですが、関連文化財群をストーリーにするということで、要する

に、テーマに対して関連文化財群を 1つのストーリーとして作っていく。例えば、足利氏

からはじまる武家の統治と文化のものがたりや日本最古の学校・足利学校と学校を守り伝

えた人々のものがたり、そして構成する文化財群として、様々ないわゆる文化財といわれ

るものに加え「祭り」「行事」や、そういった学校「ゆかりの地」や「記念碑」あるいは「地

割」「街道」などが色々あります。今泉ですと、鍵型の道路などもこのような文化財の 1つ

になるかと思います。次のページですが、その場合に、産業にも目を向けて行きたいと考

えています。陸前高田では生業として海産物もありますが、他にもお茶や椿など多くのも

のがあります。そのような産業や生業にも着目していきたいと思っています。また山や川

や平野などの自然のなかには、信仰の対象となった自然、芸術の対象となった自然、人々

に恵をもたらした自然などもあります。それらを含めて、今後の地域づくりに資するもの

として結び付けていこうと考えています。 

また、先ほどお話しましたけれども、子ども達に対してきちっと伝承していく必要があ

ると考えていますので、これは足利市の事例でございますが、学校教育や生涯学習との連

携を図りながら、教育・生涯学習のプログラムの立案、その実行という様なものも視野に

入れています。 

17ページには保全活用区域図があります。これは先ほどストーリーに基づいてどういう

地域に保全活用が必要かを示したものです。こういった有形・無形の文化財に対する保全

活用のイメージの図面も考えていきたいと思っています。 

また、19ページには、文化は守るだけでなく新しい文化・関連産業へも展開します。こ
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こでは若狭の事例を示していますが、伝統的食材の保存活用運動や関連産業への展開など

の新たな活動への展開も考えております。 

このようなことを踏まえて「歴史文化基本構想」を作成していくわけですが、「歴史文化

基本構想」そのものは単年度で出来るとは考えていません。20ページに示しているように、

例えば佐渡の場合ですと足掛け 4 年かけて策定しております。しかし、今日の会議では、

コンサルタントの方に頑張って頂き、1 回目の委員会でありながら、陸前高田についての

かなり重厚な資料が出来ております。副市長のお話にもありましたが、なるべく早いスピ

ード感を持ち、私達もそのスピード感に乗ってこの町づくりに間に合うような形で調査を

進めて行きたいと思っております。 

少し長くなり、申し訳ございません。委員の方々には本委員会のミッションについてご

理解頂き、宜しくお願い致します。 

それでは、次に事務局から検討項目と進め方についてご説明頂ければと思います。 

事 務 局：調査の取り組みについて、資料 3-2で説明させて頂きます。 

資料 3-2 の 1 ページに取り組みの考え方をまとめてあります。その 4 からいきますと、

陸前高田市は気仙郡の中心であったということ、気仙郡が成立してから 2 年後に 1300 年

を迎えるということ、京都より古いということがあります。その 5として、時代によって

空間のスケールや広がりなど、様々な繋がりがあるということ、その 6として、陸前高田

市の 8つ町が原始から現代まで様々な時代の様々な町々で色んな文化遺産があるというこ

と、その 7として、復興の時にこうした自然・文化・歴史・記憶の集積した町として再生

していく事が陸前高田のアイデンティティではないかということ、を大事にしながら取り

組んで行きたいと思います。 

2 から 3 ページが委員会の大きな進め方です。先程、市の方から説明にありましたよう

に業務①から④について取り組んで陸前高田市の将来に向けてのシナリオを考えて行こ

うという事です。赤字で示しているのが、部会長会議で確認した事です。文化財の活用に

ついては対象を市内全域で考えてみようということです。業務 1については、主に調査分

会、業務 2については保存部会、業務 3については今泉部会、業務 4については全体委員

会及び部会長会議で議論しながら復興局等との調整を図りつつ進めていこうと考えてお

ります。4つの業務については、部会長会議において、5つの論点がありました。1点目は

「歴史的文化遺産の価値」というものを時代ごとの変遷を見ながら読みとって確認してい

こうということ、2 点目は「地区別の文化遺産の価値」を読みとって確認していこうとい

うこと、3 点目は、そうした「文化財の保存・活用のあり方・基本的な方法」を見定めて

いこうということ、4 点目は「復興支援」と連携しながら、復興に資する再生のあり方を

求めていこうということ、5 点目は、大きくは業務 4 にあたりますが、やはり将来に向け

ての目指すべき方向、あるいは地域の活性化に活用できる素材出し、関連文化財を含めて

検討していこうということです。 

これまでに少し整理したものを、参考資料 4-2、3、4に示しています。 
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資料 4-2 の 2ページ目 3ページ目に、陸前高田市の暦表を整理しています。代表的な 8

つの町の原始・古代・中世・近世・近代・現代に至るまで様々な歴史文化資産を持ってい

るということがわかると思います。このようなあたりをうまく読み取り、ストーリーづく

りを行ないたいと考えています。 

資料 4-3 では、先程委員長からもございましたが、例えば 17 ページに近世の特産物な

ど、消えかけている資産についても着目していこうということ、あるいは 86から 87ペー

ジの「季節行事」や「祭り」などのような民俗文化についても注目していこうということ

で整理しています。また、資料 4-4の 7ページには、気仙三十三観音分布図を示していま

すが、今泉から始まり、気仙川を登って山の方に行って住田町の方に行って大船渡市を回

って広田町、小友町、米崎町、高田町に戻ってくるという陸前高田の「海」「山」「川」の

関係を表す古くからの習慣なども整理しています。 

池邊委員長：有難うございました。 

大変時間が押している為に今回の資料 4-2、3、4あたりは非常にたくさんのものがあり、

本来ですと全ての資料についてご説明いただきたいところですが、全体の委員の方々が集

まる時間がなかなか取れませんので、なるべく多くの討議時間を割くため手短に説明いた

だきました。討議の中で必要に応じて本資料に戻っていきたいと思いますので、申し訳ご

ざいませんが宜しくお願い致します。 

それでは、やはり最初に知っておかなくてはならないこととして、「震災復興計画」につ

いて、復興局の方にご説明をお願い致します。 

復 興 局：復興対策局の村上と申します。宜しくお願い致します。 

私の方から「震災復興計画」についてご説明させて頂きます。資料は資料 2-4です。 

当初、復興計画の作成は平成 23年 5月 16日に策定方針を決定致しまして、8月 8日に

「第一回震災復興計画検討委員会」委員 50 名を開催しております。委員長には、この策

定委員会の副委員長でもあります中井検裕先生に務めて頂き、5 回開催し、計画を取りま

とめた所です。震災から 9 ヶ月後の平成 23 年 12 月 21 日に市議会の議決を頂き策定して

おります。策定の主旨ですが、「将来に向けて希望と夢と安心の持てる新しい復興ビジョ

ンを示す事」として、多くの方の共同・連携により復興を実現しようとするものです。 

災害の状況については、省略させて頂きます。 

計画の構成と期間ですが、復興に向けた基本理念やまちづくりの目標を示す基本構想と

目標達成に向けた施策と整理目標を示す基本計画から構成されています。構想の目標期間

は、平成 23～30 年度までの 8 年間とし、前半の 3 年間を復興基盤整備期、後半の 5 年間

を復興展開期として、平成 25 年度は 3 年度目の本格復興年と位置づけて計画の推進に取

り組んでいる所です。 

資料 2-4 の裏側ページを御覧下さい。復興の基本理念として、「世界に誇れる美しいま

ちの創造」「ひとを育て命と絆を守るまちの創造」「活力あふれるまちの創造」の 3つの基

本理念のもと、復興のまちづくりの目標として人口規模を 2 万 5 千人台に設定し、6 つの
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まちづくりの基本方向、「災害に強い安全なまち」「快適で魅力のあるまち」「市民の暮らし

が安定したまち」「活力あふれるまち」「環境にやさしいまち」「協働で築くまち」によるま

ちづくりを進めるとしてものとしています。復興の目指すまちの姿は、被災した海・高田

松原・市街地や集落の復興を目指し、「海と緑と太陽との共生・海浜新都市の創造」を掲げ

ています。 

表紙の方に戻って頂き、2 ページ目お開きください。6 つの基本方向と重点目標という

ことで記載しています。ここについては後でお目通し頂きたいと思います。 

3 ページ目です。復興計画の推進に当たり、重点計画として 11 の計画を制定していま

す。今日は項目のみを読み上げて説明と致したいと思います。「1.新市街地と産業地域、防

災道路網の形成」「2.高田松原地区・防災メモリアル公園ゾーンの形成」「3.今泉地区・歴

史文化を受け継ぐまちの再生」「4.氷上山麓地区・健康と教育の森ゾーンの形成」「5.高田

沖地区・太陽発電所誘致等の推進」「6.浜田川地区・大規模施設園芸団地の形成」「7.小友

浦地区・干拓地の干潟再生」「8.広田半島地区・海洋型スポーツ・レクレーション拠点の形

成」「9.漁港背後地等を活用した水産関連業務団地の形成」「10.緑の帯をつなぐメモリア

ルグリーンベルトの創出」「11.地区コミュニティ別居住地域の再生」の 11 の重点計画を

設定しております。また目標別計画の主要事業として 154事業を復興計画の方に掲載して

います。計画の詳細については、ホームページ等をご覧頂ければ幸いです。以上が復興計

画の概要です。 

続いて資料の 2-6です。資料の 2-6は震災復興計画に掲載しました主要事業の年度別整

備計画について、昨年度 9月に取りまとめたロードマップです。事業の進捗状況により変

更となっている事業もありますので参考資料としてご覧頂きたいと思います。 

住宅再建の主な事業は防災集団移転促進事業・土地区画整理事業等となっております。

そのうち、防災集団移転促進事業については、現在市内に 32の住宅団地を計画しており、

4団地については工事の発注済みです。 

続いて資料 2-7 をご覧頂きたいと思います。資料 2-7 は平成 24 年 12 月 20 日現在の土

地利用計画案を示しています。土地区画整理に関しては、本年 9月の事業計画認可を目指

して現在事業を取り進めている所です。 

以上で「震災復興計画」についての説明を終わらせて頂きます。 

池邊委員長：有難うございました。 

それでは中井先生、不足がございましたら補足ください。 

中井副委員長：「復興計画策定委員会」の委員長を務めさせて頂きましたので、若干補足させていただきま

す。 

復興計画の時に、今回の委員会で議論になっているような「歴史」「文化」という事が全

く議論されなかった訳ではございません。 

大きな議論の中では当然「歴史」や「文化」の復興ということが入っているのですが、

復興計画の中では、やはり議論の中心になったのは、「安全なまち」をどうやって作るかと
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いうことだったと思います。 

従って、必ずしも「文化」や「伝統」というこの委員会のテーマがなおざりにされてい

た訳ではないのですが、細かい所まではなかなか復興計画の中では議論が出来なかった面

もあったかと思います。 

現在の進捗状況は今、市の方からご説明があった通りですが、陸前高田は大きく言うと

都市的な市街地の「高田地区」と「今泉地区」、こちらの方は主として都市計画の手法で復

興事業を進めており、今のところ主要な街路が決定され、区画整理事業を中心とした復興

事業が進行中です。一部の先行地区と呼んでおります資料の 2-7で言いますと、高田地区

の方ですと高台 2、3 の当たりで、特に高台 2 です。それから今泉地区の方は高台 6、7、

8 といった当たりが先行地区ということで、この辺は間もなく着工されると理解しており

ます。この 2つの都市的な市街地以外の所は都市計画ではなく、主に住宅については防災

集団移転促進事業という手法で高台への移転という事を中心に進めているということで

す。市からもありましたように、長部地区でやや事業が先に進んでおりまして、すでに着

工済みと聞いております。現状はそのような状況でございます。 

池邊委員長：有難うございました。 

ここまででもご質問等あるかと思いますが、部会の進め方まで説明いただいてから、順

次討議の方に入りたいと思います。 

それでは部会の進め方について、各部会の部会長からお願いします。 

平川(南)委員：調査部会の平川です。 

私達は被災地の再生にあたって、歴史文化こそが社会の基盤であるという事を信じて、

今回の陸前高田における復興において、いかに豊かな陸前高田の歴史文化をまちづくりの

中で保存し、活用していくかということで、これから調査を開始することになるかと思い

ます。もちろん、今回の差し迫った調査目的としては新たに詳細な調査を行なうというよ

りは市内の文化財・文化に関して重要なポイントをきちっと絞り込んで行きたいと思いま

す。先程委員長からの説明の文化庁の指針にもありましたように、地域の文化遺産を活用

した復興まちづくりの必要性は、文化遺産を地域の人々の心の拠り所という所にある訳で

すので、もう一度原点に返るというか、陸前高田が震災前に大変活気を呈していたのは、

やはり豊かな資源に起因するであろうと考えています。海の資源あり、山の資源あり、そ

して良好な港に恵まれて、地域との交流を行なって歴史文化の多様性を築き上げてきたと

考えています。 

先程の資料 4-2の中にありますように、トータルして原始古代から近現代までを通して

これだけの文化遺産を抱えている訳ですので、この中から 1つのストーリーを築き上げて

いきたいと思います。原始古代の「中沢浜貝塚」あるいは古代の「小泉遺跡」、そしてなぜ

中世に 55 もの城跡が築かれたのか、何を守ろうとしたのか、豊かな資源をめぐって進出

してくるそういうものに対するおそらく防御も含めて堅固な中世の山城が各地につくら

れ、そしてその中から近世の「高田城下」あるいは「今泉宿」というものが築かれた。要
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するにまちづくりの中核になっていた。こういった歴史文化の文化資源の中の 1つのスト

ーリーを早い段階で築き上げていきたい。つまり文化資源のひと通りの重要ポイントを絞

りながら、陸前高田の歴史文化のストーリーを考え、そしてそれを骨格してこれから調査

を深めて行きたいと考えています。それが恐らく、多くの市民の方々にも理解していただ

け、今後の復興の中で歴史文化を地域資源の核においた復興計画を謳ってけるストーリー

であると思っています。 

池邊委員長：有難うございました。それでは引き続き、保存部会の石川先生お願い致します。 

石 川 委 員：平川先生からご報告ありましたように、この策定委員会では重要ポイントを明確にし、そ

れを市民の方々と共有し、さらに現在だけではなくて、現代の子ども達、将来に渡ってこ

れが重点項目、この地域の陸前高田の魅力というものが継承されるような基本的な仕組み

づくりがこの委員会に課せられているのだと思います。 

従って、色々な分野がありますが、全ての分野ごとにどういう仕組・手法が可能なのか、

取り入れるべきかということを計画することです。この委員会では、今後更に将来にわた

る基本計画を策定する訳ですが、しかし、当然現在も対応の対象になると思います。つま

り現在復興事業の中で失われてしまうものもある可能性がある訳で、そういったものに対

してもきっちりと対処し、そしてそれを十分将来に活かすだけの調査をし、その体制づく

りを行うことも、我々がこの委員会で提言すべきだと思っています。 

繰り返しなりますが、基本的には今後の文化財の保存活用が主題にありますが、現在進

んでいる、現在のものをどう将来に引き継ぐかという事、現在も対象であるというように

考えています。 

池邊委員長：有難うございました。それでは引き続き、今泉部会の高橋先生お願いします。 

高 橋 委 員：古代から中世まで長い間、陸前高田が気仙郡の中心地であり、特に藩政時代は今泉地区が

長い間それを担っていました。そういう歴史文化が積み重なってきた今泉が震災で壊滅的

な被害を受けた訳ですが、他の人が見れば直感的にゼロからの出発と思うかも知れません

が、これまで今泉に残されてきた資料を多くの方々が調査してきました。そういう成果を

色々出し合いながら今泉という所はどういうところだったかを改めて見直しながら新し

いまちづくりへ繋げて行きたいと思っています。 

具体的に申しますと、今泉には「大肝入屋敷」があった訳ですが、これを復元・活用する

にはどうしたら良いかということ、それから気仙大工も含めて、今泉地区の町並みをまち

づくりにどのように生かしていければ良いかということ、それから今泉地区の生活文化を

もう一度見直して、後世に伝えるべきものは何かということを多くの市民の皆様にも知っ

て頂きながら検証していければ良いと思っています。 

今日皆さんのお手元にカラーのＡ４版 1枚の資料が配られていると思います。これは東

北大学の平川(新)先生に今日持ってきて頂いたものです。大肝入文書は皆さんご存知と思

いますが、実は東北歴史資料館でも別途保存されていたということです。ですから流され

た物もありましたけれども、色々な関連する所に文献が残っており、こういう所から生活
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それから新たに色々な事実が浮かび上がり、そのようなものを今回この策定委員会の報告

書にまとめて、多くの皆さんに、今泉とはどういう所かということを知って頂けるような

調査報告にまとめていきたいと思います。 

池邊委員長：有難うございました。それでは引き続き、各部会の検討報告とスケジュールについて事務

局から説明をお願い致します。 

事 務 局：資料 3-2の 4ページ目をお開きください。 

これが部会長会議で委員会と部会の役割について議論して確認したものを整理した資

料です。 

4 ページ目に業務の目指すところを示しています。1 点目に「陸前高田市は世界遺産く

らいのポテンシャルを持っているのに活かされていない」という所をどのように再現化し

ていくかということ、2 点目に市民が誇り思い、伝えてきた歴史文化を紐解いていきたい

ということです。それと要旨 2 として、復興計画との連携について 4 番目・5 番目の確認

をしております。5 ページ目が委員会と部会の役割分担・進め方です。6 番目にあります

が、本業務は、歴史文化基本構想に向けた材料集めに主眼を置き、幅広い分野を含めて検

討して行きたいということです。7 番目に、全体委員会では、3 部会の成果をまとめると

いうこと、これを出来る限りシナリオ化・ストーリー化して目指す方向を見定めたいとい

うことです。8 番目として、調査部会は文化財等のヒエラルキーを明らかにして、守るべ

き資産を明確にすること、9 番目として、保存活用部会では、市民理解を得る調査手法を

検討すること、民俗・食文化・風習等も含めて失われてきた物を含めて、保存活用のあり

方を再編したいということ、10番目として、調査・保存部会は適宜合同して調査を進める

ということ、11 番目として、今泉部会は先程説明がありましたが、大肝入復元の意義・活

用・運用などを検討するということと、広く周辺との関係や人との生活との関わりも含め

て考えて行こうということを確認して委員会・部会を進めていきたいと考えております。 

6ページ目に委員会・部会のスケジュールを示しています。本日が 4月 15日の第１回全

体委員会ですが、2月に第１回部会長会議、3月に第１回今泉部会を開催しております。7

月の中旬頃に来年度の見通しの確認を行なうための第２回部会長会議、その前後に聞き取

り調査等を実施し、10月ぐらいに第２回全体委員会、部会を経て、3月下旬あたりに第３

回全体委員会を開催するというスケジュールで作業に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

池邊委員長：有難うございました。 

スケジュールについては、必要に応じて各部会あるいは全体委員会等が変更する事もあ

りますので、今後、日程調整等お願いすると思いますので宜しくお願い致します。 

それでは、資料についても非常に分厚いものを簡単に説明頂きましたが、今日は全体で合

意をとるということが一番の目的とですので、討議に移らせていただきたいと思います。 

最初に、本調査の主旨・目的あるいは委員会・部会の検討項目・進め方等についてご質問

がございましたら、先に頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 
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（特になし） 

ご質問については特にないと言う事で宜しいでしょうか。 

それでは、ご意見等も含めて、委員会等の進め方や検討項目についてご意見等ありまし

たらお願いします。 

平川(新)委員：東北大学の平川です。先程、高橋先生からご紹介いただきましたが、お手元のカラーＡ4

版の資料 1枚を用意させて頂きました。 

これは今泉の大肝入吉田家の文書です。吉田家文書はほとんど流されて、そして定留・

御用留が現在陸前高田で修復中ですが、それ以外の文書はないと、地元を含めて多くの方

が認識されていたのではないか思います。実はこの写真に示していますが、多賀城にあり

ます東北歴史博物館に 10 年ほど前にこの資料が収蔵されました。今回私がこの委員を委

嘱されるにあたって、そのことを思い出し、3月に博物館に行き、これを実際に確認して

きました。もともとは長持 2つか 3つに入っていたということですが、現在は長持 1つし

かありません。あとはダンボールに移されていますが、ざっと見た所 2～3万点あります。

これは未整理ですのでこのままでは使えません。 

従って、整理用封筒に入れて目録を作って行くという作業をやらないと実際の利用には

通せないということになります。その辺りをどのように進めていくかということを、東北

博物館の方とも相談をしてきました。この委員会で多少なりとも実用化できればというこ

とで話を進めてきたのですが、博物館側も陸前高田の復興計画、歴史文化を活かした調査

研究に積極的に協力したいということでした。しかし、博物館には、現在、実際に文書目

録を作れる方は 2人しかいないため、目録を作るには館員だけでは間に合わず、外部のマ

ンパワーを入れないととても難しいだろうという事です。私が理事長をやっています NPO

宮城歴史資料保全ネットワークでは、陸前高田のレスキューに入らせて頂き、戦後直後の

ユネスコ学園の資料を東北大にレスキューしております。こちらも、多分、地域おこしや

歴史文化を管理する非常に大事な資料だと思います。私どもの宮城歴史資料保全ネットワ

ークと協力をして、できるだけ早く目録を作成していきたいと考えている。大肝入屋敷の

資料ですので、過去の今泉、あるいは陸前高田、気仙郡全体の動向が非常に具体的にわか

ってくると思います。そういった所の掘り起こしからやっていければと思っています。ど

のように具体的に進めるかは、博物館や文化庁と討議しながら進めていきたいと思ってい

ます。とりあえずご紹介をさせて頂きました。 

池邊委員長：有難うございます。 

非常に貴重な資料が東北歴史博物館の方に所蔵されていたということで、またご協力も

頂けるということで有難うございます。宜しくお願い致します。 

他にご意見ございますか。 

月 舘 委 員：八戸工業大学の月舘と申します。 

吉田家の部材の収集と調査をやってきたものですけれども、昨年度県立博物館・神戸大

学・立命館大学と協力して、なんとか最低限農業用のパイプハウスを建てて保管している
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状況ですが、必ずしも好ましい状態で保管できている訳ではありません。できるだけ早く

適切な場所に保管出来る体制を是非検討して頂きたいと思います。 

池邊委員長：有難うございました。 

細 谷 委 員：質問ですが、先ほど平川(新)先生から吉田家文書が東北歴史博物館にあると話がありまし

た。私も初めて見ましたけれども、全く手つかずの状態であるのでしょうか。 

平川(新)委員：この写真の状態です。 

細 谷 委 員：そうすると、先程午前中にうちの会の新年度総会準備をしてきたのですが、会員は 15名で

す。その内実際の文書を解読できる会員は、7～8名です。現在、入徳寺文書の解読作業を

やっていますが、会員数が少ないということでなかなか手が回りません。これを初めて見

せて頂きましたが、どのような内容のものが入っているのか、わからないという状況でし

ょうか。 

平川(新)委員：まだ中身を開けて見ておりませんので、中身はわかりません。資料は「延享元年」と書か

れている江戸時代中期のものが一番上にありましたので写真を撮ったものです。吉田家文

書ですから、もっと古い所から資料がある可能性はあると思います。中身を全部見ないと

わかりません。 

細 谷 委 員：今年は、高田地方の役場に資料が沢山ありますが、その中に「戒具留」というものがあり

ます。これも今年度から取り組んでみようかという話もあります。博物館の方に行けば見

せてもらえるのでしょうか。 

平川(新)委員：具体的にいつどういう風にするかということは、具体的にご相談をさせて頂いて、それで

向こうと打ち合わせをして閲覧する事は可能だと思います。 

調査をどのようにするかという事は、こちらの地元にも文書を読める方がいらっしゃる

という事であれば、そういう方々に多賀城の方においで頂いて、我々のチームと合同して

やるとか、いろんな事を考えていければと思います。 

細 谷 委 員：先生の方に連絡をすれば、そういう機会もあるということですか。 

平川(新)委員：私が間に入ってやりたいと思います。 

細 谷 委 員：わかりました。どうも有難うございます。 

池邊委員長：詳細につきましては各部会の時間が別途とってありますので、全体についてのご意見を先

にお願いしたいと思います。 

それでは石川先生どうぞ。 

石 川 委 員：今日はこの話はしないつもりでしたが、具体的な資料の提供を頂きましたので、確認の意

味で発言させて頂きたいと思います。 

資料 2-7 の昨年 12 月 20 日現在の復興計画図です。この中で私達が苦慮しているのが、

赤で塗りつぶされた一番広い真ん中の高田地区、高田城の本丸公園北側一角の開発計画で

す。 

先程この委員会では、陸前高田の歴史文化の核となるもの、重点項目を明示するという

ことをお話しましたけれども、この中で最重要項目がこのまちの由来、現代のまちの由来
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を明確にすることが 1つであろうかと思っています。 

その際に現在の本丸公園、近世初期までの城館跡と思いますけれども、実は現在「本丸

公園」と呼ばれている所の北側に、つまりこの赤く塗りつぶした部分には、それに先行す

る中世の城跡が極めて良好な形で残っております。地表を歩くだけで、誰もが認識できる

レベルのものです。近世の「高田のまち」の起点がここにあるということが、誰が見ても

明らかなのです。従って、国指定や県指定などの指定はされていませんが、こういった重

要な埋蔵文化財については計画立案の際にきっちりと文化財担当部局と連携し、試掘調査

等を行なって内容を明らかにして、計画立案を行うという手続きが必要であり、このこと

は文化庁からも繰り返し通知で出されています。こういう原則に基づいた立案、遺跡の取

り扱いをして頂きたいということを、非常に重要な喫緊の問題であると理解しております

ので発言させて頂きました。 

我々も現地を歩いていますが、具体的にどのような構造かといった図面が作成出来てい

ない状況です。そういった所から進めることが必ず必要であると理解しております。 

池邊委員長：有難うございました。 

今のご意見に関して市役所の方からお願い致します。 

都市計画課長：都市計画課長からお答えしたいと思います。 

先生ご指摘の通り、然るべき調査等をし、教育委員会の方とも協力しながら進めて行き

たいと考えております。 

池邊委員長：有難うございました。 

それでは他に全体の調査の進め方あるいは、こんな論点もあるのではないかというご意

見がございましたら頂きたいと思いますが、如何でしょうか。 

高 橋 委 員：今後、各部会で調査が始まっていくと思いますが、その際の事務的な手続きの流れ等を、

事務局の方から簡単で良いので教えて頂ければと思います。 

事 務 局：本日このような形で全体委員会と部会の合同会議を開催させて頂いておりますが、この後、

部会ごとに今後のスケジュールについて、あるいはどういうタイミングでどういうチーム

で何をするかということについて、ご議論頂き、一元的に事務局の方で集約させていただ

き、それぞれ連絡調整あるいは予算手当等についても手配させて頂きますので、ご連絡の

方をお願いしたいと思います。 

池邊委員長：宜しいでしょうか。他にございますか。 

朝日田委員：この調査等は文化財に関するものが直接行なわれる事が多いと思いますが、陸前高田に限

らず、三陸沿岸は自然環境に恵まれた所で、そういうものがあったからこそ、様々な文化

が出できたと認識されますので、文化財の調査などから伺い知れるような自然史の重要性

などについても是非心をとめて頂ければと思います。今後の復興にも、ここの主な産業に

も関わってくると思いますし、昨年の報告書で辻先生がそのようなことを書かれていたと

思いますので、是非そのようなことについてもご留意頂ければと思います。 

池邊委員長：有難うございます。 
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自然史については近年もっとも、いわゆる博物館というようなものから変わってきた一

番の流れかと思いますので、その点については留意して、いまの時代にあった形のストー

リーを把握していこうと思っておりますので、よろしくお願い致します。 

他にございますか。もし無いようでしたら、各部会の議論に入らせて頂きたいと思いま

す。 

また全体会議の終了にあたり、私の方からお願いがございます。 

いま皆さん発言して頂きましたように、もうすでに石川先生からご指摘頂いた問題です

とか、あるいは平川(新)先生から出して頂いた新しい文書の話ですとか、1 年というタイ

トスケジュールの中で色んな問題あるいはそれに対してどう対処するかというような必

要性が出てきます。また市の方の今後の政策等にも反映して頂きたいですし、来年以降ど

のような調査が必要であるかという様な形のご支援も、委員自らやると共に役所とタッグ

を組んでやらせて頂きたいと思います。本日お時間を頂きました各庁内の方々にも今後共

この全体会議にご参加頂き、また必要に応じて各部会からご相談に伺うようなこともある

かと思いますけれども、どうぞご協力の程宜しくお願い致します。 

それでは、全体部会はこれで閉会とさせて頂きます。 

今から各部会の中で、具体的な調査項目あるいは調査スケジュール、各委員の先生方が

お持ちの既存の材料などについてご提示いただき、討議をお願いしたいと思います。 

大変失礼ながら、各部会につきましては、傍聴なしということでございます。 

それでは、進行を事務局にお戻し致しますので、宜しくお願いします。 

事 務 局：それでは、長時間のご討議いただき、有難うございます。以上で、全体委員会を終了させ

て頂きます。 

傍聴頂きました市民の皆様大変お疲れ様でございました。この後は各部会の打ち合わせ

の方を行ないますので、委員におかれませしては準備の方をお願い致します。 

なお市民の皆様におかれましては、各部会の傍聴はできませんので予めご了承頂きたいと

思います。宜しくお願い致します。 

池邊委員長：有難うございます。 

傍聴頂いた方、この内容については途中でもなるべく公開していく形を取りたいと思い

ますので、宜しくお願い致します。 

それでは、委員の皆様については各部会別れてということで、宜しくお願いします。 
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４．議事録 

事 務 局：只今より「陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員会 第２回全体委員会」を開催致し

ます。 

本日はお忙しいところを、しかも本来でしたら陸前高田市で開催すべきところですが、

日程調整が難しくこのような時間・場所となってしまいましたことをお詫び申し上げます。 

開会にあたり、委員長より一言ご挨拶をお願いします。 

池邊委員長：いま事務局のほうから話がありましたように、陸前高田市のほうでの開催ができず、傍聴

にお越しいただいた市民の皆様、大変申し訳ありません。後半の方で話が出てくるかと思

いますが、本委員会での取り組みや今後の進め方について、市民の皆様にわかりやすく報

告させて頂く場を設けることを考えております。 

なお陸前高田市につきましては、本日は教育委員会のみの出席となりますので、復興計

画等について、一部は中井先生がお答えいただけるものもあるかもしれませんが、それ以

外は持ち帰ってご検討頂きたいと思います。 

それでは先生方、有意義な議論をよろしくお願いいたします。 

事 務 局：有難うございました。 

議事に先立ちまして、資料の確認をさせて頂きます。 

（資料確認 －略－） 

短い時間ではございますが、ご議論をよろしくお願いします。それでは委員長、進行を

お願いいたします。 

池邊委員長：ではまず、陸前高田市より主要事業の進捗等についてお願いします。 

古 館 主 事：陸前高田市教育委員会生涯学習課の古館と申します。陸前高田市からの報告をさせて頂き

ます。まず資料 1-1、陸前高田市主要事業の進捗概要をご覧下さい。このうち、生涯学習課

が担当する文化財に関する事業については、Ｐ３の 61、62、65、66番となります。 

61番は被災により活動が制限されている文化財行政の改善及び推進を図る、社会教育・

文化行政再構築事業です。文化財の保護と活用、仮設図書館や臨時博物館の運営等が内容

となっており、平成 23年度より事業を着手しています。仮設の市立博物館は、現在は元小

学校だった施設を利用し、安定化処理を中心に活動を行っております。 

62番は被災した地域文化資料の修復・保全を図る文化財レスキュー事業です。こちらに

つきましても平成 23 年度に実施し、平成 24 年度からは文化庁の被災ミュージアム再構築

事業として採択され、博物館事業として実施しています。専門的技術や収納施設が整って

いないと修復できない事業も多数存在するため、各専門機関に委託しているところであり

ます。この事業に関連する冊子として『大津波被害と博物館』という冊子を用意しており

ます。文化財施設の被災情報や、被災した文化財の修復状況等が載っておりますので、参

考にご覧下さい。 

65番は社会教育施設の再構築を図るため、図書館や博物館の機能を持つ市民会館を整備
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する事業で、今年・来年で基本構想を策定し、平成 26・27年で基本・実施設計、平成 28年

に建設着手を予定しています。 

66番は岩手県指定文化財であり、被災した大肝入屋敷の復元促進事業です。今年度から

の着手としておりますが、現在のところ未着手となっております。被災市街地復興土地区

画整理事業の国への事業計画申請が今年度予定されており、申請に向けて土地所有者との

個別具体の換地計画の協議が担当部局により進められています。個人所有物であり、岩手

県指定文化財となっていることから、所有者を含む関係者で協議が必要となっています。 

これらが文化財関連の進捗状況となっています。続きまして資料 1-3,1-4をご覧下さい。 

浸水被災区域であり、文化財等の宝庫である今泉地区における文化財等の活用計画策定

にあたり、まちづくりをイメージした上で大肝入屋敷の復元及び活用可能性について検討

いただけるように、今泉地区を中心に説明させて頂きます。 

資料 1-3は都市計画での決定事項を示しています。今泉大橋（仮称）を通る国道 340号、

姉歯橋を通る今泉高田連絡線、気仙大橋を通る国道 45号が都市計画で決定されています。 

その他は土地利用計画(案)となっております。高田・今泉地区は土地区画整理が行われ

るため、道路は震災前と異なるかたちになります。 

土地区画整理は公共用地・宅地を整理し、住民の皆様に帰って来て頂くものとしていま

す。まちづくりは近隣住民の総意でつくりあげるものであり、地区計画を住民で決めて頂

き、それに市が協力していくかたちになります。昔のまちなみを残すためには、地域の方々

に文化財の重要性を語りかけることが重要になってきます。なお、大肝入屋敷の位置につ

いては、都市計画ではまだ定められていません。 

けんか七夕などに使われるかぎ形の道路ですが、資料 1-4 をご覧下さい。今泉地区の中

心部に商業・業務施設を予定しており、その北側にかぎ形の道路を予定しております。ま

た、けんか七夕用の道路は、商業・業務施設の中を走る直線道路として計画しております。 

陸前高田市からの報告は以上です。 

池邊委員長：有難うございます。高田や今泉の土地利用計画については、各部会長からも関連するコメ

ントを頂けると思いますので、特に大きな質疑が無ければ次に進みたいと思います。 

それでは、各部会の活動報告に移らせて頂きます。まずは調査・保存部会の石川部会長

よりお願いします。 

石 川 委 員：調査部会・保存部会は、当初独立して設けられておりましたが、調査と保存の立案につい

ては分けて考えることができないということで、これまで２部会が合同で保存活用計画の

策定に向けた調査等を進めて参りました。お手元の資料 2-1をご覧下さい。調査は多岐に

渡りますが、説明時間が限られておりますので、なるべくコンパクトにまとめております。 

調査・保存部会の基本的な考え方としては、この地域の生活歴史文化は極めて多岐に渡

り、本来は全体に目配りすることが必須ですが、単年度の調査では全てを対象とすること

ができないため、重点項目として５項目を設定して調査し、とりまとめを行うこととしま

した。なお既往の調査データもたくさんあるため、これらを計画に生かすのは当然であり
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ます。 

重点項目の第一として、縄文時代の貝塚を伴う遺跡がこの地域にはたくさんあります。

指定されたものでは中沢浜貝塚がありますが、それと同等の門前貝塚、獺沢貝塚、堂の前

貝塚など多数ありますし、それ以外にも雲南遺跡などが知られております。これらの遺跡

群については、3 月に現地調査を行いまして、従来の調査成果を集約し、活用計画を策定

するということが可能であると判断し、その後の現地調査は不要としました。 

次に古代の遺跡群ですが、墨書土器が出土し官衙関連遺跡と推定される小泉遺跡が最も

注目されていますが、新たな調査は行わず現地踏査のみとしました。 

最も重要視したのが、中世城館群に関する調査です。市内には 55 箇所もの中世城館の

所在が知られています。ところが、これまでは非常に簡略な調査成果しか公にされていな

かっただけではなく、調査自身が実施されておらず、個々のデータについては不明である

ということでした。復興事業計画に伴い、高田城跡の一部に開発がかかるということから、

高田城跡の地表調査（縄張図作成）を行った結果、これが重要遺跡であることが明らかに

なりました。これを受けて当委員会では、高田城跡の現地調査をするだけでは不足であり、

関連する重要な中世城館として、高田城跡とセットで考えるべきである二日市城跡、そし

て米ヶ崎城跡についても調査を行うこととしました。盛岡市教育委員会の室野氏より専門

的な知識を提供頂き、Ｐ4 に掲載している３遺跡の縄張図が作成されました。その結果、

16 世紀末の織豊系の城館構造が高田城に採用されて全面改修されたことが確実視される

ようになりました。それに伴い、山上の城館群だけでなく、市街地もこの時に形成され、

現在の高田のまちのスタートになっていると判断できるようになりました。 

これに関連して文献史料の調査も進めて頂いております。Ｐ２に掲載している近世史料

の調査は重点項目中の重点項目として捉えております。特に江戸時代に大肝入を努めた吉

田家屋敷の文書群は岩手県の文化財に指定されておりますが、これ以外にも東北歴史博物

館に所蔵されていることが判明し、平川新委員を中心に予備的な調査を進めて頂きました。

これは従来の県指定文書にも勝る史料であると考えられており、陸前高田市に貢献すると

言う趣旨から、今後東北歴史博物館で本格的な整理作業を進めるとのことを伺っており、

当委員会ではそれを支援するつもりであります。ただし作業には４～５年か、場合によっ

てはそれ以上の時間を要することが想定され、内容を検討した上で活用計画に盛り込むこ

とは難しいと思いますが、重要史料であることには変わりはありません。 

次に民俗調査ですが、既往の調査等の蓄積があると考えておりましたが、中野委員のご

検討により専門的・学術的調査は不十分であるということから、新たに広田・長部の２地

区で聞き取り調査を実施して頂くとともに、周辺地区の踏査を行い、情報収集を行って頂

きました。 

今年度の調査は以上です。主な調査は夏までに終え、秋以降は補足的な作業を行いなが

ら、とりまとめに軸足を移す予定です。 

将来の活用のためには、調査成果を報告書に盛り込むだけでなく、まず市民の方に情報
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提供し、知って頂くことが重要であるため、市民への報告会を開催する必要があるという

ことが部会からの意見です。これについてはこの全体会で受け止めて頂き、委員会として

開催する方向で検討頂きたいと思います。 

調査成果のとりまとめについては、単年度の事業で全体像を網羅する調査は物理的に困

難であることから、先ほど挙げた重点項目を中心としたとりまとめを行いたいと思います。

しかし、より本格的な保存活用計画を策定するためには、次年度以降も継続して調査を進

めることが必須であると考えております。 

池邊委員長：有難うございました。中野先生、最終回では改めて中野先生の調査について報告いただけ

ると思いますが、何か補足等ございますでしょうか。 

中 野 委 員：特に補足すべきことはありませんが、この報告の中で挙がった行屋等については悉皆の調

査を行う必要があるかと思います。地域のコミュニティセンターを通じて手配いただいた

わけですが、若干漏れがあったため補足が必要と思います。 

池邊委員長：有難うございました。この調査については今日傍聴にいらしている市議会の方々にもご協

力頂きました。今後も補足調査等あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

次の討議２のほうにも関係しますが、現在は本丸公園という名前で呼ばれている高田城

跡と、これからお話頂く近世の今泉との関係性が、これまではあまりはっきりしていなか

ったのですが、さきほど石川先生のお話にあったように、高田城が 16 世紀につくられた

ことにより城下が形成され、陸前高田の中心部の骨格ができたことから、高館城跡は半ば

陸前高田のアイデンティティであると私は考えております。この点については後ほど議論

頂きたいと思います。 

それから吉田家文書につきましては、第１回の委員会において、陸前高田で流失したも

のがある一方で東北歴史博物館にたくさんの史料があることが分かりましたが、膨大な量

であることから本調査とは別途の調査を行うということで、本調査では別途調査の必要性

の言及に留めることとします。 

民俗調査については引き続きやっていく必要はありますが、全集落の調査については難

しいということになります。 

市民説明会については後ほど討議させて頂くこととして、次は今泉部会の発表を高橋委

員よりお願いします。 

高 橋 委 員：本日の資料 2-2です。Ｐ１に目次が載っております。 

       まずＰ２に、一昨年に文化庁の事業で提言した内容が載っています。建築学会の特集記

事として寄稿した文章でもありますが、特にＰ２の中段「（今泉は）藩政期に整備された地

方町場集落の全体像を知ることのできる興味深い町であった」ということが大きなポイン

トです。そして大肝入屋敷が気仙郡の御郡棟梁を務めた今泉村の七五郎が手がけた建築で

あることも分かっています。 

長年調査してきた結果が、本日会場の壁に掲示している連続写真、江戸時代のまちなみ

の復元図面などです。長い図面は平成８年にＨＯＰＥ計画で調査したものです。 
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Ｐ４以降は、10月のはじめにサンコー金属工業株式会社のＰＲ誌に掲載される対談記事

です。八戸工業大学の月舘さん、大肝入屋敷のご当主の吉田さん、岩手県立博物館の佐々

木さんで対談した内容が、ゲラ刷りですが載っています。私が言いたいことはほとんどこ

れに載っていますので、陸前高田市の都市計画や復興局等の方に見ていただけるように、

発行されたらすぐに手配させて頂きたいと思います。これには今泉のまちの特徴やかぎ形

道路の意味づけも載っています。 

Ｐ９にはＨＯＰＥ計画による今泉集落調査の拡大図が載っています。Ｐ１０に赤枠で囲

んである部分については模型を作り、市民の皆さんに見ていただけるよう、市立博物館や

気仙大工伝承館で長い間展示してきました。ところが博物館に戻した時に被災し、流失し

てしまったわけです。それで今回、藩政期時代の全体復元模型を作りました。Ｐ６に掲載

されています。 

前回の委員会でもお話しましたけれども、今泉集落の記憶継承ポイントとして、かぎ形

の旧街道を何とか残していきたい。そして今泉集落の大肝入屋敷とその景観、さらに仙台

藩独自で見られる脇通路形の住宅、これは京都や奈良などの町屋づくりとは全く違う形式

なのですが、こういう住宅形式をどこかで継承していかないと、本来の今泉の継承にはな

らないということを長い間、いろいろな所で訴えてきました。 

Ｐ12には、津波で流された後の、諏訪神社から北側を見たかぎ形の道路の写真（平成 24

年９月撮影）が掲載されています。さきほど市から説明がありましたけれども、このかぎ

形道路は嵩上げされてもその場所に残してもらわないと意味が無い。市がどういう理解を

しているのかは分かりませんが、ただかぎ形をつくればいい、けんか七夕をする直線道路

をつくればいいという考えしか私には伝わってきません。もうちょっと歴史文化を継承す

るという意味を重く受け取って頂きたい。それをまとめたのがＰ13です。今泉集落に残し

たい要素を赤で示しています。このかたちを残しながら、新しいまちづくりをしていかな

いと、直線道路でつくっていったのでは、歴史文化の継承にはならない。行政側は曲がっ

た道をつくると土地の価値が落ちるとか、そういったことしか言ってこないのです。そこ

を何とか乗り越えていかないといけないというのが、私の大きな主張です。 

Ｐ14には都市計画道路を示しています。姉歯橋は当初、南に移る計画でしたが、そうな

ると大肝入屋敷を突っ切る道路をつくることで、大肝入屋敷の景観が大きく損なわれるこ

とになる。幸いなことに、同じ場所に架かることになったと最近知りました。 

都市計画道路（赤色）は旧街道（青色）に若干ぶつかります。前回の委員会で中井先生

が復興計画について言われた、『大枠は決めたけれどもそれぞれの地区の歴史文化までは

十分把握していないので、微調整はそれぞれの地区でやって頂きたい』という言葉が、私

にとっては非常に勇気づけられるものでした。都市計画道路を少しだけ旧街道に動かせば

できることなので、これを何とか実現したい。今泉地区ではまちづくり協議会が設立して

おり、そのことは行政側にも伝えてありますので、あとは行政側がどのように受け止める

かということです。この委員会も含めて、それを何とか後押しして頂きたい。前回の文化
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庁の補助事業でもそうですが、今回の委員会においても、後の祭りにならないように積極

的に働きかけることが重要と感じております。 

Ｐ15は、県立博物館でこの模型を展示していただいた時の写真です。どうしてこの模型

を急いで作らなければならなかったのかというと、「江戸時代にこんなに素晴らしいまち

づくりがあったんだ」ということを多くの方に知って頂き、それを守っていこうという輪

を広げていきたいという思いからです。 

大肝入屋敷の位置についてですが、これを別の場所に移しては今泉のまちづくりは根本

から違ってきます。お城の石垣が残っていることで城下町の大体の景観が分かるのと同じ

ように、大肝入屋敷は同じ場所につくることが大前提です。今泉の歴史はここからしか始

まっていません。ですからそれを何とか、多少景観は崩れても残していきたい。 

大肝入屋敷は幸いなことに図面が残っており、Ｐ16のように３Ｄにすることもできます

（月舘先生の調査成果）。ただし部材が確認できるのはＰ17 に赤く示してあるように梁の

一部で、柱はほとんど流されていますので、完全な復元ではなく、設計の部分がかなり入

ってきます。それでも県の文化財としては指定解除しない方向で動いていますので、時間

はかかるかもしれないが、これを何とか実現したいとの思いで進めています。Ｐ18はその

思いを簡単に文章で示したものです。 

Ｐ19は東北工業大学と神戸大学による「失われた街」模型復元プロジェクトで、陸前高

田全体の模型をつくったものです。いずれＮＨＫで放送されると思いますが、材料費等は

全てＮＨＫから出て作った模型です。 

Ｐ20以降は、私のこれまでの研究資料を事務局がまとめたものです。 

Ｐ22はこれまでの今泉の歴史的な意味づけを整理しております。 

Ｐ23 は会場に掲示してある図面の拡大図ですが、Ｐ24・25 にあるように、ＨＯＰＥ計

画ではこれらの一軒一軒の図面を全部とってあります。私の研究室にバラバラにあったも

のが、今回の震災を機に全部揃いましたので、新たに番号をつけてもらえれば、江戸時代

の住宅そして震災前の住宅が連続しますので、今後の研究の大きなデータになると思いま

す。今後これをどのように活用するかは事務局で考えて頂いています。連続写真も多少修

正して地図に合わせて載せてあります。 

Ｐ27 は江戸時代の町場の絵図、Ｐ28 は気仙大工との関係、Ｐ29・30 は本日傍聴頂いて

いる紺野さんに様々な資料から抜粋して作っていただいたものです。Ｐ31はいろいろな石

碑の資料です。 

現在は明日へのまちづくり協議会の村上（徳彦）委員に井戸を調査頂いています。今泉

は良い水が出ることが地名の由来になったそうで、井戸がたくさんあります。最終報告に

はその井戸の位置も示せるようになっております。 

今泉は今後、復興に向かうわけですが、いかに行政側が歴史文化を受け止め、どのよう

に生かしていくかが試されていると思います。今回の委員会も含め、大肝入屋敷のプロジ

ェクトをどのような予算でやるかも含めて、真剣に考えて頂きたいと思っております。 
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池邊委員長：有難うございました。非常に充実した資料で、「ゼロからの出発ではない」の言葉のとおり、

先生の長年の研究の集積に加え、今回の被災を契機に全体の資料が集まったとのことでし

た。また、Ｐ29・30に全ての屋号（当主名）が書かれていますが、第一回の委員会の際に

も本多委員のほうから屋号の文化をどうするかというお話を頂いております。私も市民の

方から「高台移転をしたら屋号は無くなってしまうが、いいのだろうか」というお話を頂

いております。 

かぎ形の街路につきましては、松戸市でも歴史的な街路を変える際に、松戸市は直線を

望みましたが、国土交通省は残すべきと指導し、現在もかぎ形の街路が残されています。

今泉は復興計画の中でも集落の再生をうたっていますが、委員会が懸念するのは、歴史的

史実に基づかない新しいものをつくり、古いまちなみに見立てるような状態になってしま

うこと、そしてここに人が住まないという問題もあります。ここに住まわれていた方は、

今後は高台のほうにお住まいになるという事実もございます。 

陸前高田のアイデンティティである高田城と今泉は、「箱」ではなく「まち」として、成

長・持続力の肝になるところであります。それをどのような観点で再生していくかにつき

ましては、後ほど復興計画との関連についても議論頂きたいと思います。 

それでは、千葉大学で実施している調査について発表させて頂きます。この調査は、科

研費により実施しているものです。陸前高田市は、前市長の任期に緻密な文化財調査が行

われ、それが市史として残っております。先々週に第２回調査を予定しておりましたが台

風で中止になりまして、まだ調査途中のものです。また、陸前高田市観光協会の三好さん

にご協力頂き、市の文化財関係のＯＢの方 20名程度にお話を聞かせて頂くなどしておりま

す。 

 パワーポイントの少し準備に時間がかかりますので、中井先生の方から復興計画に関連

してご意見をお聞きしたいと思います。 

さきほど石川委員より、高台移転について、発掘調査を行うと４～５年かかるとのお話

がありましたが、既に高台移転についてのアンケート調査を行われているようです。その

あたりの経過についてもお話いただけますでしょうか。 

中井副委員長：私がどのような立場で話をすればよいのかなかなか難しいのですが、資料 1-4の高田地区・

今泉地区土地利用計画案をご覧頂きながら現況をおさらいしますと、ピンク、黄色、茶色で

着色している部分はまだ案なので、これから動く可能性はありますが、動かしがたいものが

いくつかあります。一つは赤いラインで、これは事業計画の区域です。高田ですと、高台４

～７は現在計画を決めているところ、その他の赤いラインは既に都市計画決定の手続きが

終っているところです。つまり高台４～７はまもなく赤いラインを決めるところです。区画

整理事業は、赤いラインを決めた後に事業認可の手続きを経て、着工の段取りになります。

事業認可は地権者の一定の同意とともに、さらに詳細な計画をもとにして岩手県の認可を

受けるものですが、現在認可を受けているのが、高台２，３です。高台２は現在、山を崩し

ています。３はこれから着工だと思います。４～７は 11月に事業認可を受ける予定で、先
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般説明会が開催されたと思います。 

それから、もともと高田の市街があった平地部については、来年３月の事業認可というこ

とで、これについては来年３月に事業認可を受ける予定で、現在検討を進めています。平地

の部分は、資料 1-3にあるように都市計画道路だけは決まっており、裏田中和野線（シンボ

ルロード）、今泉高田連絡線などについては骨格ラインとして決定しています。それ以外に

ついては、地権者の意向や公共施設の配置などにより、検討当初のものが少なくない状況で

す。それから大きなフレームだけ申し上げますが、資料 1-4の新ＪＲ大船渡線が描かれてい

るラインより山側が嵩上げ地になりますので、嵩上げされない土地は居住できない、つまり

住宅は配置しない場所となります。 

大まかに申し上げますと、先ほどのご報告では、高田城跡の一部が高台３の事業区域の中

に入っているということですが、ここは事業のフレームを変えるのはやや難しいと思いま

す。高台２，３は住民の人気の高い場所で、高台２は平成 27年度には工事終了予定である

など早く造成ができることもあり、入りたくても入れない方もいらっしゃる状況です。来年

１年～１年半かけて、地域の方の合意を得ながら換地計画を進めていくことになると思い

ます。そのため、高台２，３において住宅地の面積を減らすということは、事業のタイミン

グの問題と住民の希望が多いということから、非常に難しいと思っています。城の縄張りが

どの程度かかっているか詳細に見ていく必要がありますが、ここは法面が多いので、そうい

ったところで遺構をうまく残したり、見せたりはできるかと思います。 

 今泉については、高橋先生のおっしゃることは私なりには理解しているつもりではあり

ますが、区画整理のフレームからいくと、高台移転の希望者が非常に多いところでありま

す。こちらは高台１～８のうち、姉歯橋より北にある高台１については再検討していると

ころですが、高台２～７までは予定通り進めており、今泉地区の住民で高台への移転を希

望されている方はだいたい納められそうな状況です。では、下の方にいったいどのくらい

の方が住居を持って残られるかということですが、ざっくりした印象では街道に張り付く

ほどのボリュームにならないのではないか、もとの半分程度ではないかと思います。もと

の姉歯橋より南側のあたりまでは、下の土地を使いたいという需要があまり見えてこない

のです。おそらく地域の協議会で議論されているはずで、私はその結果を知らないのであ

まり軽々しくは言えないのですが、当初の意向調査からすると姉歯橋より北で終ってしま

うのではないかと思います。地域の方の土地活用のニーズから考えると、もとのボリュー

ム感やスケール感で再生するのは難しいのではないかと思います。ここは嵩上げするので、

計画上では安全性は確保できているのですが、実際にはあまり需要はなさそうだという点

を懸念しています。そのあたりは事業とも関連しており、ニーズの無いところに事業費用

が出ないので、低地のままになり、低地のままではどのような土地利用ができるのかとい

う、連立方程式のような状態になっています。 

そのように考えて姉歯橋より北側を復元してはどうかと復興計画を進めていたところで

す。資料 1-4 の今泉地区の姉歯橋より北のかぎ形道路は、おおむね現位置です。ここはな
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るべく皆さんに住宅なり店舗なりで活用して頂き、昔の歴史あるまちなみを表現していた

だければと思っています。 

姉歯橋より南側は、北側から来る国道を通す関係上、現況のかぎ形にすることは難しく、

また高台に上る道路が必要となるため、大肝入屋敷を避けて高台に上がれる道をつけ、国

道が北側から来る関係上、交差点処理をするしかなかったところです。 

それから、資料 1-4 で姉歯橋から南側に国道が走っていて、その右側に緑地(農地)と書

いてあるところがありますが、ここは嵩上げされません。つまり国道ラインが二線堤にな

っており、そこから西側は盛土がされます。そのため、かぎ形道路を区画整理の中でつく

ることは可能ですが、片方は５ｍ高低差がある法面となってしまうので、どうしても現位

置はずらさないとしょうがないかと考えております。ただ、先ほども述べたように、そこ

まで住宅や店舗の需要があるのか、事業側としても再検討しなければいけない点です。換

地計画をつくる前段として、そう遠くないうちに詳細な意向調査を実施すると聞いており

ますので、現在の地域の方の意向でどの程度が再建できるのかを明らかにする必要がある

と考えます。散在してしまうとまちの形にならないので、私の個人的な考えてとしてはで

きれば姉歯橋の北側に集めて、そこから再建していってはどうかと思っております。 

池邊委員長：有難うございました。土地利用の需要がないと嵩上げされないというお話、それから八木

澤商店と大肝入屋敷くらいは復元される可能性があるかもしれないが、今までのような気

仙大工の手がけたまちなみを再建できるかどうかについては、歴史まちづくり等の補助金

はあるものの、居住者や店舗の方の意向がないと始まらないというお話でした。また、か

ぎ形の街路については動かしがたいということでしたが、その理由として、姉歯橋より南

側については左右の高低差があるため、かぎ形どころか両側町のまちなみにならないとい

うことでした。 

中井副委員長：資料 2-2のＰ14の赤いライン（国道 340号線）の東側は低地なのです。この道路の西側は

盛土されるため青い線（旧街道）の両側は平地なので、全部は無理にせよ一部を活かして

まちなみをつくることはできるかもしれません。ただ、肝心の姉歯橋の交差点付近が低地

と盛土の境で、しかも高台に上る道路が必要なためＴ字路にするのは難しいのです。 

旧街道は右に行きますが、右に行かずにどうしても上がる道ができてしまいます。 

池邊委員長：そのあたりは地域の協議会の方はごぞんじなのでしょうか。 

中井副委員長：はい、図面は公表していますし、段差があるというお話もしております。上の段のところ

でどうするかを協議されているのではないかと聞いております。 

池邊委員長：もう１点、高台３については早く造成できるということもあって人気があるという情報を

頂きましたが、それについて石川委員よりご意見ありますか。 

石 川 委 員：とても詳しい情報を頂きまして、有難うございます。高田城跡の扱いについては本当に苦

慮するところです。手続きは県のほうでされたということですが、高田城跡の埋蔵文化財

の保護と復興事業の関係については、震災直後の４月 28 日に文化庁より、復興計画立案

の時点から担当部局が協力し、事業計画の円滑な進行と文化財の保護が両立するよう調整
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するようにとの通知が出されています。また翌年の平成 24年の４月 17日にも改めて同様

の趣旨でより具体的な、開発部局と協議して円滑に進めるようにとの念押しの通知がなさ

れています。 

私がこの事業計画を知ったのは昨年の７月の時点で、その際は計画のやりくりで９割は

回避できると考えておりました。ところが 12 月の時点で出された修正案では高台３の真

ん中に道路が入っていますが、これが南西側に拡大し、その結果として３～４ha、城跡の

３～４割が開発にかかるとなると、道路南側の緑地部分のやりくりでは難しくなるという

ことで、本当に苦慮しています。 

行政手続き的な点では、文化庁の通知が事業計画の策定に全く生かされていないという

点が、大変疑問に思うところです。 

さらに、今年度この委員会がスタートした後に、移転を希望される市民に対する説明が

終っているため事業計画については、変更は困難であるということでした。この遺跡の重

要性については今年の１月の調査で初めて分かり、４月の時点でようやく再調査を行い、

その価値が明らかになってきたところです。市民向けの説明会も、この遺跡が高田のまち

の原点であるという情報がないままに進められています。スケジュール的な条件が整わな

かったという点があったにしても、そうした情報はきちんと提供して事業を進めるべきと

思います。 

この事業計画に従って今後試掘が進められるとすると、花館跡の調査で２ヵ年かかりま

したが、あの数倍の複雑な構造を持つ遺跡でありますので、早くて３年、場合によると４

～５年かかります。そうなると事業計画の妨げになり、文化財部局も開発部局も両方困っ

てしまう事態になると憂慮しています。 

池邊委員長：有難うございます。先ほどの石川委員の報告にもありましたが、調査当初、私どもは、高

田城跡は 55 ある城館跡の一つと考えておりました。しかし高田城跡だけが本格的な城館

構造を持っており、気仙地域の拠点である気仙城の可能性も高いということが確認されて

おります。そうしますと、学術的には陸前高田市だけの問題ではなくなり、またその城下

が元禄 12 年の高田村に引き継がれたとしますと、まさに高田のアイデンティティである

わけです。こういう情報を市民の方に投げかけずに事業が進行してしまっていること、ま

た浸水区域と高台と両方が人為的な空間になってしまうことが課題です。 

       また今泉についても、我々は復興計画の中で今泉の美しいまちなみが再現されるのでは

ないかと想像し、またその準備も高橋先生を中心にされていたのですが、それすらもでき

ない、もしくはごく一部にしか留まらないという課題が残っているかと思います。これに

ついては、事業計画に伴い意向調査がされるということですが、高台移転につきましても、

11月の市民説明会においてもこの話を説明した上でご判断いただければと思います。 

それでは、議題を今後の調査成果の活用や保存活用計画策定の進捗に移す前に、私ども

の千葉大学の調査について、パワーポイント資料で発表させて頂きます。 

この調査では、歴史文化基本構想のもとになる関連文化財群を拾う調査を学生と一緒に
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しております。使用文献は陸前高田市史です。また、高齢者の方のクラブで語り継がれた

民話なども収集しておりますので、今後はそういったものも含めてデータベース化してい

く予定です。それを関連文化財群としてどう設定するかということと、来年度以降、歴史

文化のストーリーとしてどうまとめていくかを検討していく予定です。歴史文化基本構想

の中では、指定の無い文化財、高田城跡など存在は全くないけれど痕跡だけは残っている

もの、地域に伝承される資産等も含めてストーリーやテーマを考え、基本構想を策定する

ことになっています。 

この中で大切なのが体制整備の方針です。例えば金沢市では、文化財担当課と都市計画

課が一つのセクションの中に入り、歴史文化をまちづくりにどう活かすかが共に語られ、

そして双方の課の課長の人事入替えがある体制がとられています。体制整備の方針や、こ

れを市民にどう伝えていくかについても、できればご提案させて頂きたいと思います。 

陸前高田市内の資産の分布については事務局で作成されているものがありますが、やは

りランドスケープの専門として、広田湾と氷上山に囲まれた地形がこれまでの 1300 年の

アイデンティティであるし、また繁栄の理由であると考え、ＧＩＳデータとしてとりまと

め、またカシミールソフトを用いて市民の皆様に立体的に分かるように表示しております。 

お手元に作業中のものをお配りしておりますが、市史から関連文化財群として遺跡だけ

でなく金山やタタラ場、お祭りなどを抽出し、それらがどのように分布しているかを調べ

ることによって、重なりあっている区域は歴史文化を保存していく重要な地域であり、造

成等を行う際にはきちんとした調査が必要な場所と捉えられると思います。いまお見せし

ているのは神社を表示したものですが、神社の分布は海辺沿い、あるいは山の稜線上に分

布していることが分かります。そしてこの神社の一つ一つにフラグを立て、クリックする

とどのような場所で、どのような重要性を持つかが一目で分かる、このようなものをつく

ることを考えております。将来的な活用方法として、例えばその場所に行った人がＱＲコ

ード等でかつてここに何があったかを分かる仕組みが考えられます。 

 こういうものを自然、農業、工業、交易、建築業、集落、信仰、民俗、言説、戦争と災

害、景観に分けて市史を読み込み、手作業でマッピングし、パソコンに入力していく作業

を学生がやりました。ファクターごとに紐付けして、最終的には地域との関連性、例えば

文献では記載されているが今はもう痕跡すら無いもの、あるいは伝承されているもの、集

落では誰もが知っているもの、郷土風習や伝統芸能には受け継がれているが市全体での知

名度はそれほど高くない、あるいは人々の生活の中に色濃く残されている、まちの構成に

残されているなどを分析できればと考えております。 

 それらをどんなふうに継承していくかについて、資料 3-3を見ていただけますでしょう

か。保存継承活用方針の案についてはまた別途議論させて頂きますが、資料 3-3は千葉大

学の調査に関連し、事務局でまとめていただいたものです。民具などは学生が描いたもの

です。活用資料の案として、インターネットによるデジタル資料アーカイブの公開、それ

から陸前高田市の歴史文化を子孫に継承し、また高田松原を中心に再び観光客に来て頂く
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役に立つような学校教育・観光のための歴史マップ・情報提供、博物館再建に役立つ展示

コンテンツの作成、小中学校の歴史学習に使いやすい歴史教育の副教材・副読本の作成な

どがあります。また、地域の今後のサステイナビリティに貢献できるような、地域産品を

アピールする「陸前高田ブランド」の後押しもあります。また、ここの魅力は何といって

も地域景観であることから、ランドスケープ視点からの地域景観の再生、それから地域の

歴史文化資源の保存活用の担い手・ガイドの育成などの具体的な提案をまとめております。 

資料 3-3については以上です。それでは、討議に戻りたいと思います。事務局の方の保

存活用計画に行く前に、討議１につきまして、今日は委員の方に来て頂いておりますので、

ご発言をいただければと思いますがいかがでしょうか。 

熊 谷 委 員：中井先生にお尋ねしたいのですが、今泉の骨格道路の側面は、見えてしまうものなのでし

ょうか。 

中井副委員長：コンクリートが切り立って見えてしまうかということでしょうか。私の方では、コンクリ

ート擁壁ではなく法面という理解をしています。まず河川の堤防があり、これは一部コン

クリートになると思います。それから緑地と書いてある部分は、農地を予定していますが、

そこから法面で骨格道路に上がっていくということを想定しています。 

それから、先ほど委員長が言われました「人がいないと嵩上げがされない」ということ

は無いのですが、嵩上げをして使って頂くということが復興事業のスタンスなので、嵩上

げされた後に空地ができてしまうことが懸念されるということです。基本的には嵩上げは

40人/ha 以上でなければいけないことになっています。今のところは嵩上げラインが変わ

ることは無いと思いますが、空地ばかりをつくって復興庁がスポンサーにつかなければ事

業として成立しないので、嵩上げ地をどう使っていただけるかについて苦慮しているとこ

ろです。 

平 川 (南 )委 員：先ほど石川委員よりまとめて頂きましたが、今泉のように早々に調査研究がなされていて

も、実際にはこのような状況です。そして今年度になってから、高田のまちの発展の原点

であり、今の日本列島の中でも最大規模で遺構が良好に保存されている高田城の価値が明

らかになりました。 

市民のアンケートで高台移転の対象地として人気が高いということでしたが、石川委員

が発言されたように、この価値を全く分からない段階でアンケートをされている。もし着

工したら、発掘に４～５年かかるのですから、高台移転の時期的な問題にも支障が出てし

まう。それを敢えてやることが本当に市民の求めていることなのでしょうか。 

つまり、我々に聞こえてくる一方の声として、やはり高田城は高田のまちの原点であり、

そうした歴史文化をきちんと守らないで移転しても拠るべきものを失くしてしまうとい

う、非常に強い意見も出ています。本委員会の姿勢としては、そこをきちんと提示してい

くしかなく、決めるのは市であり市民であります。この点については、陸前高田の歴史文

化の価値についての調査研究を、次年度以降もいろいろな方面に働きかけて訴えていく以

外にないと思います。 
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佐 藤 委 員：貝塚、高田城、今泉のまちなみなど、本日お話を伺った陸前高田の歴史文化の価値は、私

は全国的に見ても価値があると思います。中井先生より、復興事業計画がある程度都市計

画として決定しているというお話がありましたが、その擦り合わせがこれから大きな課題

になると思います。ただ、本委員会は文化財の保存活用計画を決めるものですので、文化

財の保存、そしていい方向での活用の方向性をまとめていくことになると思います。それ

と具体的な復興計画との関係がどうなるかが、まだよく分からないところです。復興計画

を与条件として、その中だけで考えなければいけないことではないと思っているのですが、

その辺りの交通整理がこれからの課題ではないかと思います。 

池邊委員長：まさにそういった面も含めて中井先生に入って頂いておりますので、文化財だけの問題を

議論するのではなく、復興計画をどう組み合わせていくか、その中に住民の意思をどう反

映するかが重要と思います。 

本 多 委 員：どこまで話せばいいのか迷っていたのですが、時間が迫ってきましたのでこの場で発言さ

せて頂きます。この中に自然史が入っていないということについて、お話します。私は平

成 23 年から陸前高田市立博物館の文化財レスキューをしたのですが、当初はレスキュー

の対象は指定文化財であり、それ以外はレスキューの対象ではないので予算がつかないと

の話でした。その後、国土交通省が民間企業を使って指定文化財調査を行うということに

なり、それはそれで必要なのでお願いしましたが、陸前高田市立博物館は総合博物館であ

るため、昆虫、植物、剥製、その他自然史資料をたくさん所蔵しており、これらは対象外

になってしまうのではないかということが問題となりました。そうした際に、東北地方太

平洋沖地震被災文化財等救援委員会で事務局である東京文化財研究所の方より、自然史も

文化財レスキューの対象に入るという発言がありました。 

そういう意味で考えた時に、陸前高田には該当するものがたくさんあると思います。矢

作町の飯森も地質の世界ではよく知られた化石標本の宝庫です。また、氷上花崗岩、堂の

沢変成岩はそのための調査団体が編成されているほど注目すべきものなのです。歴史文化

という高田のアイデンティティを、自然を除いて語ることはできないと思います。今から

でも遅くないので、自然を入れていく方向にならないかと発言させて頂きました。 

池邊委員長：有難うございました。そのあたりを３月までの間でやっていきたいと思います。それに関

連して、朝日田委員、遠藤委員、何かご意見がありましたらお願いします。 

朝日田委員：本多委員からご発言があったとおりですが、自然史を含めてこれらの文化財をどうつなげ

ていくかというところが、これから一番の課題になると思いますので、今後検討していた

だければと思います。 

遠 藤 委 員：この場でお伺いするのが適切かどうかは分かりませんが、現在の復興計画の中に、将来的

には博物館を再建するのかどうか、先ほどの発言の中には、そういった機能も含む市民会

館の建設もありましたが、大まかな規模などは想定されているのでしょうか。 

 先ほどの本多委員のお話も含めて、この地域の歴史文化民俗地質等々を包括的に博物館

等の施設でまとめていくには、大きな規模が必要なのではないかと想定するのですが、現
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在の土地利用の中でどの程度考慮されているのでしょうか。 

大久保次長：教育次長の大久保と申します。私の方から新しい文化会館施設について、お答えできる範

囲でご説明させて頂きます。今計画されているのは、新しい土地区画整理事業の中で、文

化会館の構想があります。先ほど中井副委員長よりご説明頂きました、新しい陸前高田駅

より北側の盛土の中に公共の施設ということで、文化会館施設を検討中です。規模につい

ては、これまであった施設と同等の規模での再興を原則とする災害復旧であるため、従来

の市立博物館と海と貝のミュージアムを合わせた規模の面積を考えております。それ以外

の文化施設として、図書館、中央公民館、市民ホールを合わせて、一つの市民会館として

整備する構想を考えております。これから基本構想の策定に入る予定です。 

池邊委員長：有難うございました。七海委員、いかがでしょうか。 

七 海 委 員：私は日本中世史が専門ですので、高田城の話が中心になるかと思います。今後、曲輪の状

態についての調査が進められると思いますが、その調査のあり方と、高台の工事の問題が

どのようになっていくのかを具体的に考えていかないと話は進まないと感じました。私の

方では研究が専門ですから、調査のほうをきちんと行っていきたいと思います。 

池邊委員長：有難うございます。それでは、あと５分なので私の方でまとめさせて頂きたいと思います。

一つには、委員会があと１、２回開催できるかというところですが、調査成果につきまし

ては、これだけの専門の先生に調査に入って頂いておりますので、各委員の専門に従った

文化財等の価値について、いわゆる提言ではなく、事実関係を考察頂きたいと考えており

ます。今日ご提示いただいたように、高橋部会長、平川部会長、石川部会長などは既に資

料をお持ちですが、陸前高田市にはオールジャパンとして大切な資産があるということを

学術的に検証していくということを考えております。 

それから二つ目は、本日議論できませんでしたが、資料 3-2の保存継承活用の方針につ

いてです。当初より、私は歴史文化基本構想について申しておりますが、この保存継承活

用の方針は歴史文化基本構想をつくる骨格となるものとして、最終回あるいは次回にご説

明し、了解を頂いた上で歴史文化基本構想の活用計画を立てていくことを想定しています。 

それから、本日は市議の方々もお越しになられていますが、この委員会の活動で一体何

をやっているのかということが、議会でも話題になっておりますし、実のところ来年度以

降継続するのかどうかも問題になっています。市民の方に第１回委員会以降、どのような

ことをして、何を検証できたのかを報告する会を開催させていただこうかと思っておりま

す。現在のところ調査部会の先生達のご都合から、11 月 24 日を候補としております。そ

れぞれの先生方に何をお話頂くのか、また会場等につきましても、教育委員会とお話をし

て確実なものにしていきたいと思っております。これについては、確定した保存活用計画

をお話しするのではなく、あくまでも事実関係をお話しするという会としたいと考えてお

ります。これについて、何かご意見等ございますでしょうか。 

本 多 委 員：調査結果の報告は頂きましたが、歴史文化資産の保存活用継承の方針については、今回は

検討しないのですか。 
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池邊委員長：それは別途委員会で検討したいと思います。今日はやはり一番大切なのが高田城跡と今泉

ということで、そちらを中心とした討議となりました。 

菅 野 議 員：すみません、陸前高田から来た菅野と申します。本日傍聴させて頂きました。佐藤委員が

復興計画との整合性についてお話頂き、また委員長も提言ではなく根拠のあるものをおっ

しゃられておりました。本委員会では、陸前高田が将来どのようなまちになるかという根

底の部分が話されるものと思っております。また、本日教育長もおられますが、復興まち

づくりと一緒になってやらなければならないという考えを持っておられるようです。ただ、

いろいろな事業との兼ね合いがあり、行政そして市民が問われているのだと思っておりま

す。そのあたりは、名だたる先生が集まっておられるので、その知識や技術を持って、陸

前高田のあるべき方向性を提言して頂きたい。先ほど市当局の説明の中に、平成 26 年度

以降は各種補助金が必要だとありましたが、委員会の中でもいろいろな情報収集をしなが

ら、これができるのだと教育委員会をバックアップして頂きたい。私たちも議会の中で、

必要なものは必要とし、また復興計画との整合性も議論しながらやっていきたいと思いま

すので、委員長はじめ皆さんのお知恵を頂きたいと思います。有難うございました。 

池邊委員長：有難うございます。それに関連して、私の方から一つ報告させて頂きます。教育委員会に

もまだご報告していないのですが、宮城県では、県の主催により宮城東京リレーイベント

「文化遺産とまち・ひと・復興 宮城大会」が９月に東北歴史博物館と石巻市・気仙沼市

で行われています。この時に文化庁で歴史文化基本構想を担当されている参事官が現地で

コーディネーターをされていました。そのご縁で陸前高田のほうにも来て頂きたいという

話をしましたら快諾いただけましたので、教育委員会と日程調整が必要ですが、前日泊で

今日の調査結果を踏まえてご説明した上で現地に入り、状況を見て頂くことをしたいと思

っています。教育委員会から国に対してどういう説明をすべきかということを、事務局を

通じて伺っていますが、やはり文化庁にはどういう文化資産があり、それをどう守るべき

かということを調査官・参事官の方に実際に見て頂き、岩手県も含めて支援して頂きたい

と思っております。できれば宮城県のようなイベントが来年にでも開催されればと思い、

今年度は第一回目のご報告をしたいと考えております。 

以上でございますが、何か他にご意見ありますでしょうか。 

熊 谷 委 員：１回目欠席しましたので大変基本的なことが分からないのですが、この文化財保存活用計

画には高田松原は入らないのですか。 

池邊委員長：高田松原については別途委員会がつくられておりまして、国、県が主導ということで、陸

前高田市からは市長も入られております。 

熊 谷 委 員：歴史文化基本構想であるならば、文化財としての高田松原を入れないとおかしいのではな

いのですか。 

池邊委員長：名勝高田松原の今までの歴史と、それをどう継承すべきかという内容については入れ込み

ます。ただ、今後公園としてどうなるかというところには触れないように考えております。 

山田教育長：今日は各委員の先生方の貴重なご意見等をたくさん頂き、有難うございました。今泉と高

32 
 



田城跡のことが話題になりましたけれど、今泉のほうは、地域の方によるまちづくり協議

会がありまして、市長のほうに「こういうまちにしたい」という提言が 20 回以上なされ

ています。この委員会を立ち上げるにあたり、そういう地元の協議会とどうすりあわせを

していくか、それぞれが提言をして整合がつかないというかたちではうまくいかないと考

えております。 

調査・研究は大切なのですが、本委員会の主なねらいは保存と活用にあります。その活

用の部分では、子ども達への学習や観光など、様々な活用の仕方があるかと思いますが、

一つにはまちづくりの中でどう活用していくか、それが非常に大切であると昨年からお願

いしている訳です。非常に重要な文化財や遺跡がある一方で、陸前高田は被災地の中でか

なりのスピードで復興が進んでおります。そのスピードと委員会のスピードが合わないと、

本委員会の中でせっかくいい提言がされても、後の祭りということになり、そういった事

態は避けたいと考えております。貴重な文化財はたくさんありますが、まちづくりの中で

急ぐものは何であるのかを明らかにすることを先生方にお願いしたいと思います。そして

それをまちづくりの中で提言して頂きたいというのが、本委員会を立ち上げた趣旨です。 

 今泉のほうも先ほど申しましたように、どんどん地域の協議会で進んでおりますので、

今泉部会の方々と協議会の方々が協議をし、無いものを補完しあっていただければと思い

ます。 

 高田城につきましては、議会でたびたび質問がされておりまして、私の方からは発掘の

調査を待って改めて評価をしたいと回答しました。今回の９月の議会においては市長に対

しても質問があり、市長のほうからは県、国の史跡に相当するものであれば考えなければ

いけないだろうと回答がありました。先ほど中井副委員長のほうからお話がありましたよ

うに、どんどん計画は進んでおり、ここもスピードの違いを感じます。どうすべきかは非

常に難しい問題ですが、市民の間でも残したほうがいいという意見もあれば、市民の生活

を優先すべきとの意見もあり、切実な現実との調整が非常に難しい問題として目の前に迫

っております。石川委員のほうからは、文化財は文化財として提言したいとのお言葉があ

り、それは大事なことであると思っておりますが、これについては調査が進めば世論が二

分されるほどの重要な問題になると思っております。また教育委員会としても、高田城跡

について早く学術的な調査と調査成果に基づく価値の証明がされてほしいと願います。 

 様々なお願いを申し上げましたが、教育委員会からは以上です。どうぞよろしくお願い

します。 

池邊委員長：有難うございました。最後に山田教育長がおっしゃられたことが非常に重要でして、文化

財が復興の足かせであると思われがちであるところに対して、やはり陸前高田のこれから

の復興・発展のために文化財を守り、活用していくことが大切であるということを提案し

ないといけないと思います。これからの陸前高田を、住民が住み続け、観光客が訪れるま

ちにしていくために、こういう文化財が必要であることを訴えていきたいと思います。そ

のあたりは市民説明会においても、保存継承活用の方針の中で、どう人々の生活や産業に
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結びつくかを言及させていただければと思います。 

それでは 30 分ほど過ぎてしまいましたが、これで閉会とさせて頂きます。委員の先生

方には非常に短い時間で大変申し訳なかったと思いますが、また事務局のほうにご連絡い

ただければ、教育委員会と相談し回答させて頂きますので、よろしくお願いします。 

また、本多委員からお話のあった自然史につきましても、非常に大事な点でございます

ので、今後の検討事項としたいと思います。 

それでは、本日は有難うございました。 
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４．議事録 

事 務 局：只今より「陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員会 第３回全体委員会」を開催致し

ます。本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。開会にあたり、

教育長より一言ご挨拶申し上げます。 

山田教育長：陸前高田市教育委員会の山田でございます。まずは池邊委員長はじめ、委員の皆様方には、

大変ご多忙の中、都合をつけていただき、本日の会にご出席いただいておりますこと、ま

た本市の文化財の保存や活かし方について深いご理解とご指導いただいておりますこと

について、心より感謝申し上げます。震災から３年と２か月が経ちました。本市では今年

度を復興展開期の初年度と位置づけまして、新しいまちづくりに向けての動きがはじまっ

ております。このような中、これまでは本市における文化財をまちづくりの中にどのよう

に活かしていくかという観点から、委員の皆様に審議していただいてきましたことに感謝

申し上げます。しかしながら、震災による被害が甚大であったために、文化財の収集と調

査に予定よりも多くの時間を要することとなり、予定されていた事業計画の中では十分な

ご意見をいただき審議していだくことができなくなり、結果として、事業の繰り越しとな

ってしまいました。これにより皆様に委員としてご協力をお願いする期間も延長となり、

貴重な時間を割いていただくこととなり、まことに申し訳なく思っております。事務局と

しては、これからの陸前高田の文化財の保存、活用について、今回の調査成果をできるだ

けいいものに仕上げていき、これからのあたらしいまちづくりに活かしていきたいと考え

ております。引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げ、冒頭の挨拶とさせていただき

ます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局：続きまして、池邊先生よりお願いいたします。 

池邊委員長：皆様、本日はありがとうございます。今、市からお話がありましたように、皆様方には期

間を延長するというご無理をお願いしました。皆様方のお手元には９月 30 日の第２回委

員会の議事録がございますが、これまではどちらかというと、調査に関わる部分について

議論してまいりました。今日は、後で市の方からご提案というかたちで話があるかと思い

ますが、私たちの一番のミッションは、この陸前高田の有り余るほどの文化財、全国的に

も貴重な資産を、どのようにまちづくりに活かしていくか、あるいはこれからの陸前高田

の成長戦略にどのように活かしていくか、というところでございます。このことを踏まえ

まして、本日の委員会と、次の６月 22日に予定しています最終回では、今までの調査結果

を踏まえて、これらをどのようにまちづくりに活かしていくのかというような議論ができ

ればと思います。このあたり、前回の委員会までとは少しトーンが違うということで戸惑

われる委員の方もいらっしゃるかもしれませんが、どうか今回の調査のミッションをご理

解いただいて、本日はそういったかたちで、これらの文化財を、これからの陸前高田の成

長戦略にどのように活かしていくかというところについて議論いただければと思います。

それでは先生方、よろしくお願いいたします。 
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事 務 局：ありがとうございました。本日の委員会ですが、挨拶にもありましたように、昨年度から

の繰り越しということで、委員の皆様方には、新たな委嘱状の交付については割愛させて

いただいております。それでは、早速討議に移らせていただきます。委員長、進行をお願

いいたします。 

池邊委員長：では、議事を進行させていただきます。 

最初に「文化財等保存活用基本計画策定調査事業に係る市教育委員会からの提案」とい

う資料について、市の方から説明をお願いします。 

曳地学芸員：陸前高田市教育委員会生涯学習課の曳地です。陸前高田市から提案ということでご説明さ

せていただきます。この資料の他に、もう一枚、A４一枚の「文化財等保存活用計画策定委

員会 第３回全体委員会以降の予定」がございますので、こちらを先に見ていただきたい

と思います。先ほど教育長からも話があったように、この調査は昨年度で終了する予定で

したが、繰り越しという形になりましたので、今後の予定について確認させていただけれ

ばと思います。まず本日５月 13日、この全体委員会の後に今泉部会を行う予定です。６月

中に各部会を設けて検討を行い、６月 22日の 14時から 16時ということで第４回全体委員

会を陸前高田市内で開催し、報告書の内容を承認いただくというかたちで進めたいと思っ

ております。これが最後の委員会となります。委員の皆様の委嘱状において７月 31日まで

の委嘱期限となっておりますので、それまでに校正いただき、その後印刷に入る流れにな

っております。 

駆け足で恐縮ですが、次に２枚綴りの「提案」をご覧いただきたいと思います。この事

業の柱は仕様書にもありますように４本の柱となっておりまして、①の市内全域における

地域文化財等の状況調査ということですが、これは先ほど委員長もおっしゃられたように

ほぼ昨年度までに終了していると、私どもも認識しております。②の浸水被災区域の文化

財の保存・活用基本方針・基本計画の策定ですが、これは市でやらしていただいておりま

す石碑等の調査、無形民俗文化財の保全とこれからの継承のあり方について、後程お話い

ただければと思います。次に③の今泉地区における文化財等の活用計画策定ですが、これ

は陸前高田市が掲げる復興の大きな４つの柱に掲げているものです。こちらについても、

将来的にはどうしても嵩上げ等がありますので、100％元のかたちに戻ることはないとは思

うのですが、重点的に吉田家住宅とか提案していただいて、復興事業の中で、将来的に今

泉の歴史というものを継承していけるような提案をしていただくということになっていま

す。次のページにいきまして、これは本日の委員会でメインにお話しいただくことなので

すが、④地域文化財等を学習資源として活用するための計画策定、ということで、民俗、

自然、埋蔵文化財等ありますが、これを今後どのように活用していくかということで、「３

つの方針」と「12の方策」というものを、市の教育委員会で提案させていただきましたの

で、これに沿って、実現可能な中長期的、または短期的な方策について、本日、議論いた

だければと思います。以上の４つの項目が、本事業の柱となっております。 

次に「２．事務局としての追加コンセプト」ということで、本事業名は「文化財等」とい
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うことになっておりますように、埋蔵文化財等の歴史文化だけでなく、陸前高田というの

は海があってそこから文化が生まれてきた、そういう歴史がありますので、自然を取り入

れたものも対象としていること、そういったことをエッセンスとして計画に取り入れてい

く。もう一つは、報告書といいますとどうしても堅い感じになってしまい、その後で手に

取ってみることもなくなってしまいますので、一般の方にもわかりやすいような内容、デ

ザインを多用した形でまとめていただくということをお願いしたいと思います。 

最後に「３．８つの方策と取組に対する事務局案」ですが、①から④までは、例えば「調

査」という視点が入っていなかったのでそれを入れてほしいですとか、「展示」と「収蔵」

は別のものなので分けてくださいとか、そういう提案をさせていただきました。それは 12

の方策ということで市がとりまとめておりますので、その枠の中で考えていただいて提案

していただくということになると思います。⑤ですが、やはり短期的、中長期的な視点と

いいますか、これから長い時間をかけてまちづくりというものが始まると思いますので、

施策として実現できるような、陸前高田らしい手法をご提案いただければと思います。⑥

として、文化財等を活かすというのがこれからの全国的な流れになってくると思いますの

で、「活かす」の項目を「観光」「生涯学習」「地域づくり」「総合博物館の整備」という４

つの項目に分けさせていただいきました。もちろん学校教育というのも「生涯学習」に入

るのですが、外に発信していくことも大切なのですが、内側から市民の方にもやはりわか

っていただけるような文化財の活用ということを報告書としてまとめていきたいと考え

ています。市からの提案は以上です。ありがとうございました。 

池邊委員長：ありがとうございました。 

今、市からご提案のあった内容を受けまして、本日皆様にお配りしております資料、「陸

前高田市文化財等活用計画（素案）」をまとめております。これについては、後程、協議事

項として、皆様のご意見をいただき、議論いただきたいと思います。 

これに先立ちまして、各調査は昨年度で終了したとのお話が出ておりますが、各部会長

より調査報告について５分程度でご説明いただければと思います。どうぞよろしくお願い

します。調査部会・保存活用部会の資料につきましては、この１枚ものの「陸前高田市文

化財等保存活用計画策定調査地業務 総目次（案）」というものがございます。その後半

「補章」の項目にありますように、各先生方には、これまでの調査結果とご知見を踏まえ

て文章を書いていただいております。本日、平川先生がご欠席とのことでございますので、

石川先生から調査部会並びに保存活用部会の調査について、ご説明いただければと思いま

す。 

石 川 委 員：調査部会並びに保存活用部会の報告ですが、あとの議論に時間を割きたいとおもいますの

で、私の方からはできるだけ簡潔にご報告致します。この１年間、単年度の調査事業とし

てやれることは限られているということで、今後の文化財の活用のポイントになるところ

はどこかということを再確認するための調査となりました。また「自然」ということは当

然取り入れなければならないのですが、計画の中に盛り込むとしても、調査としては専門
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性という観点からも今回は対象と致しませんでした。「考古」「歴史」「民俗」部門というこ

とで、どういうことをやったかということのポイントだけをお話しさせていただきます。 

「考古部門」については、長期にわたる文化財等がございますが、とりわけ重要なのは、

縄文時代の貝塚です。海の資源を活用する姿が数千年にも及ぶということが、一番わかり

やすいということで、これまでにも注目されてきましたので、まずは貝塚。貝塚だけで名

はなくて、当然ながら、貝塚を伴わない集落もございますので、それの所在確認を行いま

した。これについては単年度調査で進めるというよりも、従来の調査結果をとりまとめる

ことで対応し、継続的な調査はしておりません。むしろ考古部門でウエイトを置きました

のは、中世城館に関することであります。高田城、二日市城、米崎城という大規模な３つ

の城館がありますが、その周辺にも 55 ヶ所の城館があるということで注目されているの

ですが、基礎データが十分ではなく、実地の調査が必要だろうということになりました。

高田城については「縄張図」といいまして、現況での測量図面がありましたので、引き続

き残り二ヶ所の二日市城跡、米崎城跡について、これはどちらも大規模なものですが、そ

れぞれについて詳細な縄張図を作成しました。あくまで現状での調査でありますので、将

来的にさらに詳しい調査が必要というのはいうまでもないことです。考古部門については、

縄文時代の貝塚および同時代の遺跡群を把握することが必要であり、それを今後の活用の

ポイントにしていただければと思います。中世については、引き続き城館の調査が必要と

思います。 

「歴史部門」について簡単に申し上げますと、同地域の近世の状況を知るもっとも重要

な資料として「吉田家文書」が知られていますけれども、この調査を初めてすぐに東北歴

史博物館に膨大な資料が所蔵されていることを知りましたので、その所在調査を行いまし

た。そして活用できるようなかたちにするにはどうすればよいかということについて、博

物館の館長やスタッフの方々と相談させていただきました。これは非常に長期間、10年に

も及ぶような調査が必要だということで、私どももこれは継続して現場で協力していくと

いうことを提案しております。博物館の方でも、従来は本格的な整理作業は進めていなか

ったのですが、陸前高田市を支援する意味でも、独自に国の支援を受けながら、活用でき

るように整備していく計画が進められつつあるようです。 

「民俗部門」についてですが、これも実際はどうなっているのか、非常に厳しい被災状

況でありますし、調査部会の中でも、現地調査にもっとも時間をかけたのがこの民俗部門

ということになります。広田町の根岬地区一帯、それから気仙町の長部地区について、５

月から１月まで継続的に現地に入りました。地元の方々にもずいぶんご協力いただいて非

常に感謝しております。非常に詳しい調査を進めることができまして、喜んでおります。

「行屋」というこの地方独特の習俗ですとか、これに関連しますが、地元の女性組織の講

の実情も調査することができました。 

３つ部門について、この場では概略的なことしかご報告できませんが、調査結果につい

ては報告書の「補章」で４人の先生方から紹介させていただくことになります。これは学
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術的な調査結果だけでなく、今後の活用に向けてはここがポイントになりますよという点

を、盛り込んだかたちにすることが必要かと思いますので、ちょっと手直しが必要になっ

てくるかとは思います。非常におおざっぱではありますが、わたくしからのご報告とさせ

ていただきます。 

池邊委員長：ありがとうございました。それでは引き続き、今泉部会の報告について、高橋先生よりお

願いいたします。 

高 橋 委 員：本日は「今泉部会の検討概要」という資料を用意していただきました。最初のページに「活 

用計画関連」ということで６項目書いてございます。このうち、例えば「３．今泉集落と 

気仙大工→４ページ」等というふうに書いてあるところは、ある程度、原稿がまとまって

いるものです。その他、「１．大肝入吉田家住宅の復元に向けての提言」についても、月舘

先生がこれまで研究されてきたことをベースにある程度骨格ができております。若干、項

目を削ったり、整理したりところが出てくるとは思いますが、大体はこの項目をもとに活

用計画としてまとめていきたいと考えています。これまでは今泉全体のまちづくりという

ことで考えてきましたが、今後は吉田家住宅の復元をどういうふうにやっていくかという

ことに焦点をあてて、進めていきたいと思っております。本日の会場にも、月舘先生のグ

ループが作った吉田家住宅の模型が展示されていますが、あれをもっと多くの市民の皆さ

んに見ていただきながら、ひとつのシンボルとして活用してもらいたいと思っております。 

       次の調査関連ですが、これは前回の委員会以降にすすめてきたものです。「７．吉田家文

書の解読」は、細谷先生が解読を進めておりまして、これも吉田家文書のひとつなのです

が、裕先生のお祖母さんにあたる方から私が預かっていた資料を、細谷先生に解読してい

ただきました。その概要を次の２～３ページに載せております。これは藩の御巡見様の記

録が示されており、非常に貴重な資料です。３ページの「御順（巡）見様御宿 諸色道具

覚附」も、巡見使一向の宿舎の道具について書き記したものですが、周辺事情を知るのに

大変貴重なものと思っております。４ページの今泉集落模型ですが、これは以前にご提示

したものですが、ケースを作ってもらって、はまらっせというところに展示してもらって

おります。下の模型写真は、この会場の入口においてあるものです。これも多くの方に見

てもらいたいというのが月舘先生のお考えですので、地元の方と相談して、集落の方にみ

ていただける場所をこれから検討していきたいと考えております。 

次に地図がありますが、これは今泉地区の歴史資源マップということで、村上徳彦さん

に新たに井戸の位置を青い丸で追加してもらいました。今泉という地名は、良い井戸がた

くさんあって水が出るということに由来するといわれておりますので、今泉にどういう古

い井戸があったかということを地図にプロットしてもらいました。実際はこれにリストも

付いておりますが、本日の資料としては地図だけを用意していただきました。この図は２

ページにわたっております。最後の地図は、今泉のまちの一軒一軒の住戸が震災前のもの

と江戸時代のものと対応しているという非常に貴重なデータです。このデータは、市と私

の研究室で共有していたのですが、市では津波で流されてしまいましたので、私の方でこ
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の整理をしております。生データの方は、ディーワークの方で、電子データとして整理し

ていただきましたので、それも資料集としてつけたいとおもっております。調査関連の最

後の方です。生データだけですと、906 ページになってしまうのですが、何とか簡単な恰

好で利用できるようにしていきたいと思います。 

今泉部会の今後の大きな目標としては、大肝入吉田家住宅の復元、その進め方をつめて

いく、これが大きな課題です。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございました。石川先生の方から少し補足があるようですので、お願いします。 

石 川 委 員：昨年、調査を進める中で、単年度の調査だけではいけないのではないかという思いが、

メンバーの中に芽生えまして、やはり継続的に、この陸前高田、陸前高田だけでなく周辺

を含めて、魅力を発掘し続けることが必要だというようなことになりました。そこで石川

を代表としまして、平川南先生、平川新先生、佐藤信先生、七海雅人先生、中野泰先生の

計６名で、今後３か年、継続的に歴史、考古、民俗分野で調査を進めていこう、科研費を

取得してなんとかやっていきたいということで申請しましたところ、幸いなことに採択さ

れました。1,200 万ほどの額になりますが、継続して調査を行い、その成果を今後のまち

づくり、あるいは文化財の活用の中に提供していこうということになりました。今年度か

らなので始まったばかりですが、皆様にもご理解とご協力いただければと思いまして、補

足させていただきました。 

池邊委員長：ありがとうございました。それでは今、各部会長から説明のあった内容について、補足あ

るいはご意見がありましたらお願いいたします。どなたからでも結構ですが、月舘先生、

先ほどのお話について、いかがでしょうか。 

月 舘 委 員：月舘です。今日は吉田家住宅の模型を展示させていただきました。地元の皆さんに協力

いただいて収集した吉田家住宅の部材は 1,016 本ありましたが、そのうち約 800本につ

きまして、どういう部分に使われていたのかという基礎的な特定を行いました。実際に

は、他の家の部材も混ざっている可能性もございますので、実数はもっと減るとは思い

ますが、７～８割はどこの部材であるか特定できました。高橋先生の調査資料、私の調

査資料、写真等と合わせていきますと、構造も含めまして、復元の可能性はかなりでて

きたと思います。今後は、収集した部材をどこにどのように使っていたのかというとこ

ろを、より詰めて調査していくというのが研究所の課題ではあります。もう一つは、皆

さんに協力していただいて収集している部材ですが、嵩上げ工事が始まったものですか

ら、どこかに移さなければいけないのですが、移す場所、移すための経費等の課題があ

ります。ですからそのあたりについて、具体的な検討が必要だと考えています。それか

らもう一つは吉田家住宅の所有者である吉田裕氏が、必要であれば「公的所有にするこ

とについて、異存はない」とおっしゃっていますので、できましたらそういう方向で検

討を進めていただければと思います。私の方でも、歴史的なまちなみ、吉田家住宅復元

のための技術的な研究は今後も継続して進めていきます。 

池邊委員長：ありがとうございました。石川先生、高橋先生、月舘先生も今年度の調査に関わらず、
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今後も継続して調査をいただけるということで、よろしくお願いします。先ほどの内容

について、熊谷先生、あるいは七海先生、いかがですか。細谷先生、いかがでしょう

か。他のご意見でも結構ですが。 

細 谷 委 員：私の方からは特にこれということはないのですが、先ほどの石川先生のお話の中で、今

後２～３年の継続調査をされるというようなことで、「行屋」は、市内では小友町と広田

町と二つの町にあります。同じ村でも気仙町の長部にあるかと思うのですが、こちらに

はないのですよ。ですから独特の存在なのです。是非、これについては調査をお願いし

たいと思います。この「行屋」はいろんないわゆる講の集まり、先ほどのお話ですと、

観音様の集まりで「観音講」だとか「庚申講」だとか、そういうような方々が集まって

話をするような場であるということ。もう一つは、この「行屋」は長い歴史があったの

だと思います。仏像がよくあるのですよ。私が思っているのは青面金剛ですね。これは

庚申講の本尊になりますが、この仏像があるのですよ。あるところには。そういうこと

で、仏像も含めて、この調査をやっていただくと大変ありがたいなと思います。 

池邊委員長：ありがとうございました。先ほど市から説明がありましたように、６月中に各部会を開催

する予定でございます。詳細な内容の検討につきましては、そこでやるべきもの、あるい

は今後の課題として学術的な研究として取り組んでいくものについて、各調査部会から挙

げていただければと思います。他の先生方、いかがでしょうか。ございませんでしょうか。 

それでは、本日は後半の保存活用についてご意見を賜りたいと思っておりますので、一

度ここで時間を区切りまして、保存活用の資料の説明をしてから、適宜、戻っていただき

ながら、ご意見をいただければと思います。お配りしております保存活用計画の素案につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局：それでは「陸前高田市文化財等保存活用計画（素案）」についてご説明いたします。表紙を

めくっていただきますと、まずは目次ということで全体の構成を書いております。「はじめ

に」で、この計画の目的や位置づけに触れつつ、「１．陸前高田市の地域文化財等の特徴」

では、文化財全体の特徴を俯瞰して見ていくようなかたちです。「２．陸前高田市の文化財

等被害の状況」として、東日本大震災による文化財等の被害状況を確認しておき、このあ

たりを踏まえまして、「３．文化財等保存活用計画」に繋げていくというかたちです。それ

では内容に入りますが、最初の方は割愛しまして、５ぺージの文化財等の特徴をご覧くだ

さい。まずは現況が書いてありますが、簡単に申し上げますと、原始時代から近現代に至

るまで時代毎にいろいろな特徴、記録があるということ、これまでの委員会でも皆様にご

議論いただいてきたことですが、そういった特徴があるということです。６、７ページは、

市全体、市域毎にいろいろな歴史文化が受け継がれてきていることがわかるような表にな

っています。８ページでは、自然環境との関わりについて書いており、下には地形がわか

るような立体の図を用意しておりますが、静かな広田湾と外海のリアス式海岸、氷上山を

はじめとする山々に一気に登っていくような険しい地形がよくわかるかなと思います。９、

10ページは前回の委員会でもお目にかけている図面ですが、このような豊かな、変化に富
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んだ自然地形の中に、多様な歴史文化資源が分布しているというような状況でございます。

こうしたことを踏まえつつも、時代毎、地域毎にいろいろあるよというだけでは、なかな

か陸前高田の歴史の特徴が何かということがわかりにくいものですから、いくつかのテー

マ、物語的にまとめていったものが 13ページの図「４つの関連文化財群と 12の物語」で

す。似たようなテーマにあるものは大きなまとめをしつつ、段階的に構成しているような

状況でございます。「海と川の資源と生活にまつわる歴史文化」「山の資源と生活にまつわ

る歴史文化」「交通・交易・交流にまつわる歴史文化」「まちとコミュニティにまつわる歴

史文化」の４つにわけ、それぞれの資源を分類していき、なるべくわかりやすいように特

徴を捉えようというのが、この作業でございます。これの詳しい内容につきましては、16、

17ページに図がございますが、８つのまちにあるものを分類していくということでまとめ

ております。それぞれの市域にある文化財を踏まえながら作業していった結果ということ

でございます。18ページ以降の被災状況につきましては、本日は時間の関係でご説明でき

ないのですが、このように歴史文化について物語というかたちでわかりやすく捉えようと

しつつ、23 ページからは文化財の保存活用の計画が始まっていくわけです。基本理念、一

番大きな目標としては「伝えよう豊かな風土と歴史文化」「育もうアイデンティティと誇

り」「まちづくりに活かそう地域の DNA」の３つを掲げております。この基本理念をどうす

すめていくかという部分になりますが、そのためには「豊かな自然・歴史・文化の価値に

気づき、つたえ、活かす」という大きな方針を示しつつ、具体的な 12の方策として、25ペ

ージに示してあります。例えば「気づき」の方針については「総合調査・研究」「展示」等、

「つたえ」という部分では「収集保存」から「指定文化財の拡充」等、「活かす」という部

分では「観光」「生涯学習」等、それぞれに方策を掲げております。特に「活かす」の部分

は、単純に教育委員会の中だけで納まるような話ではなく、市全体のまちづくりや産業活

性化に、どのように文化財を活かしていけるのかという展開を計ろうということです。26

ページ以降は、各方策についての細かな記述がございますが、本日はこれをすべて読んで

いる時間がございません。後ろの方にまいりまして、62ページからは、３つの方針に対す

る 12 の方策に対して、具体的にどのような施策を展開していくかということをまとめて

ございます。各取組につきましても、今後２～３年程度の短期課題を書いています。また

平成 26～30 年を「復興展開期」と位置付けており、平成 30年頃にかけては復興事業がか

なり進んでいくということもありますので、そうした事業と重なりながらも、短期的に解

決していかなければならない課題として整理してあります。さらにもう少し先、長い目で

見ながら育んでいかなければならないものを、今後４～10年の中長期課題として書いてあ

ります。例えば「総合調査・研究」については、総合目録づくり、継続的な研究・調査が

必要であること、そうした調査も市民と協力しながら進めていくことの重要性を挙げてい

ます。「展示」については、屋外博物館が必要だとか、市立博物館の再建、「学習機会」に

ついては学校教育用の資料制作、地域と連携していきましょうというようなこと、「情報発

信」については HP などを使った情報発信の展開などについて書いています。次の 64、65
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ページでは「つたえ」「活かす」について書いてあります。「収集保存」については、博物

館における保存体制の強化、記録保持等埋蔵文化財に係るはなしを書いています。「指定文

化財の拡充」については調査に基づく拡大のこと、「文化財保護・伝承活動」については、

博物館を中心にやっていくとともに、地域に伝わる民話や伝承もうまく使っていましょう

ということを書いています。続いて「文化財レスキュー体制の整備」については、全国の

力をお借りして陸前高田市の博物館の文化財がレスキューされていますので、それをきち

んと伝えていかなければいけないということです。最後に「活かす」にまいりまして、「観

光」への展開、「生涯学習の展開」への展開、「地域づくり」への展開、あるいは「まちづ

くり」への展開ですが、ここにもいろいろアイデアは書いてありますが、すぐにでも始め

られるようなものと、中長期的に育んでいくというようなことも含めて、書いていければ

よいのかなということで整理しております。「陸前高田市文化財等保存活用計画（素案）」

の資料の説明としては以上ですが、ひとつは、前段の歴史文化資源をどう捉えるかという

部分、陸前高田らしさとしてはどういうところが大切なのかという部分、それから後段に

ついて何か抜けているような視点はないか、こういった点も含めて、委員の皆様のご意見

をいただき、より内容を高めていければと思っております。よろしくお願いします。 

池邊委員長：ありがとうございました。それでは、前段と後段の二つにわけて、ご意見をいただこうと 

思いますが、いかがでしょうか。 

事 務 局：すみません、１つ説明が抜けていた部分がありましたので、補足させてください。58ペー

ジですが、この部分については短期とか中長期とか言っていられる状況ではなく、震災復

興に向けて緊急に対応しなければいけない部分でございますので、この辺りに関しても、

ご意見をいただければと思います。一つは、浸水被災地域で石碑等を保存・再建していく

ようなはなしをどうするか。浸水地域に行きますと、大きな石がごろごろ転がっておりま

して、その中には重要な石碑も落ちていたりします。それをどういうふうに保存していく

かということも検討していかなければならない。内容についても調査を重ねつつ、再建場

所も検討しつつなので、短期間ではかなり難しい作業にはなるのですが、そういったこと

を考えていく必要があります。大きくは、設置場所との関連性の高い物、集落との関係性

が高い物はそこに残しますというはなしになるかとは思うのですが、それがうまくいかな

いものに関しましては、復興祈念公園の中に集めてでも、一時的、中長期的に保存してい

くことが必要かなと考えています。 

       もう一点、60ページですが、これは今泉地区の話なのですが、先ほど高橋先生からもお

話がありましたが、皆様ご存知のように江戸時代から続いていた宿場町の景観が、津波で

流されてしまったという現状なのですが、歴史文化を大切にするという観点から、吉田家

住宅をどのように再建していくかという話があります。あと復興事業の区画整理としまし

て、新たに道路を付け替えていく作業がこれからどんどん進んでいきますが、かぎ型道路

など、昔からの道路のかたちを何とか残せないかということも考えております。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございました。それでは、まず前段について 11ページですね、陸前高田の歴史
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文化の特徴ということで「原始期からの切れ目ない時代ごとの資源や記憶があるまち」「市

域及び８町それぞれに、固有の地域資源や記憶があるまち」「豊かな自然環境からの恵みに

育まれた生活文化のあるまち」の３つに整理していただいています。これを受けたかたち

で、４つの関連文化財群ということで、例えば Aの「海と川の資源と生活」にまつわる歴

史文化としては、広田湾、気仙川・矢作川、沿岸部の漁撈の歴史・文化など、B の「山の

資源と生活」にまつわるものとしては、氷上山や丘陵地、産金・製鉄、農林業、新田開発、

気仙茶・椿油など、あるいは C「交通・交易・交流」にまつわるものとしては、海の道・

北方交易、陸の道・街道文化・宿場、市の文化・市場など、D「寺社仏閣、中世城館、大肝

入屋敷、気仙大工、祭り・祭礼、民俗芸能、食文化などが、挙げられています。やはり市

民の方にみていただくためには、特に 16、17ページの図にありますように、８つの地域別

に歴史文化資源として固有名詞を落としております。ここにつきましては、是非地元の

方々にも見ていただいて、もれがないか、あるいはこんなものも入れたら良いのではない

か、自分たちの集落はこういうものが特徴だよ、というものがありましたら、今日の議論

に関わらず、今月中になるかとは思いますが、ご指摘いただきたいと思います。特にここ

につきましては、陸前高田らしさというものをどう表すかということが、重要なカギにな

りますので、この点につきまして、ご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

       こういう資料は、一週間前には委員の皆様にお渡しして見ていただき、ご意見をいただ

くのが本当ですが、本日初めてお配りしたものですので、なかなかすぐにはご意見をいた

だけないかと思います。それでは、先ほど市から説明がありました後段について、23ペー

ジですが、保存活用計画の基本理念として、市教委の皆さん、委員の皆様との協議を踏ま

えまして「伝えよう豊かな風土と歴史文化」「育もうアイデンティティと誇り」「まちづく

りに活かそう地域の DNA」の３つを掲げております。このあたりにも、もう少し地域的な

特色が出せたらというのが、私の思いでございます。このあたりについて、ご意見いかが

でしょうか。 

熊 谷 委 員：どのレベルで言えばいいのかよくわからないのですが、本日拝見した資料では、いくつか

用語的に馴染まない部分がありますので、そういったところを改めて確認していただけれ

ばと思います。例えば６ページでいいますと、今では使われなくなった「前九年の役」と

か「後三年の役」とか、近代のところでもいくつか事実誤認の記述がみられますので、そ

のあたりはまた確認していただければと思います。あとですね、９、10ページの図ですが、

遺跡なんかは割と拾っているのですが、基本的な遺跡、重要な遺跡が抜けているというよ

うなこともございます。例えばですね、矢作で言えば木戸口蝙蝠洞穴が入っていますが、

これよりはやはり女神洞穴だろうと。そういった基本的なところでのチェックが必要かと

思います。私が問題にしたいのは、これは委員長もお考えのところかと思いますが、ちょ

っと「関連文化財群」というはね、馴染まない言葉なのではないかなと。こなれていない

言葉なんじゃないかな。やはりね、先ほど市教委の方からも発言がありましたように、市

民にとってわかりやすい表現、言葉でないと。もう少し違うかたちでの表現を考えた方が
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良いと思います。定義の仕方といいますか、概念そのものは良ろしかろうと思うのですが、

言葉としてはやはり、もうひとひねり、ふたひねりは必要かと思います。それから 11 ペ

ージの「保存活用計画の基本理念に関わる歴史文化の特徴」としてですね、ひとつめに「原

始期」という言葉ですが、これは石川先生にも相談したのですが「原始期」という言葉が

あるのかということですよね。三番目の「豊かな自然環境からの恵みと資源に育まれた」

とありますが、ちょっとこの「資源」という表現、言葉がまた馴染まないような気がいた

します。私の手元にあるのは古いバージョンでしょうか。すみません、本日の資料では、

ここは「恵み」の表現に直っていますね。 

池邊委員長：すみません、皆様のお手元に二つのバージョンがありまして。 

熊 谷 委 員：そういうことで、前段で言いますと、「関連文化財群」という言葉に替えて、何か新しい、 

もう少しこなれた言葉を検討していただければと思います。 

池邊委員長：大変重要な視点をありがとうございます。間違いにつきましては、かなり問題になります

ので、もう一度確認の上、文言あるいは歴史的事実等について、確認したいと思います。

すみません、先ほどお話ししましたように、本日の資料はできたばかりのものをご提示し

ておりますので、間違いがございます。また「関連文化財群」という言葉につきましては、

12 ページにもありますように、通常で言えば「歴史文化資源」という言葉で良いのかと思

うのですが、その場合「歴史文化」あるいは「文化財」という言葉が出てくることによっ

て、市民の方はわかりにくくなる、あるいは狭い意味での文化になってしまう。でも私ど

もの気持ちとしては、では「歴史文化」だけなのかというとそうではない。むしろ今回の

調査で焦点を当てたのはどちらかと言うと「生活文化」、各集落にずっと伝えられてきた

「生活文化」というようなところにあります。しかし「生活文化」と言ってしまうと、お

そらく市民の方はまた戸惑われるかと思いますので、では「歴史文化資源」なのか「生活

文化」なのかというところで、今回は文化庁でも使っている「関連文化財群」という言葉

を選んで使っているわけです。ご指摘の通り、これが出てきた途端に、市民の方は「え、

これっていったい何なの」というクエスチョンマークがついてしまうかと思いますので、

こちらにつきましては、少し事務局の方でも検討させていただければと思います。その他

にご意見はございますか。 

本 多 委 員：今お話がありましたけれども、大変、精力的な調査の結果に基づいて、今後の活用を考え 

いくわけなのですが、その調査結果の内容について、先ほどもご指摘がありましたが、も

う少し吟味していかないといけない。地元的には、後世に何か残したいという意見があり

ます。したがって時間的な制約はあるのですが、精力的に、ここは吟味していかないとい

けない。一つの例をあげますと、私が何回かお話ししましたが、米崎村という村の単位で

すが、片方は気仙と今泉に分かれているのですが、勝木田村と浜田村が合併して米崎村に

なったということで、明治以前はそういう村の組織でしたので、これはやはり中身がない

といわれると困るのですが、やはり取り上げるべきではないかと思ってお話しさせていた

だきました。もう少し吟味しないと困るのじゃないかなというのが一つです。もう一つは、
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文化財という言葉の範囲の中で、これは池邊委員長も関係のあることなのですが、名勝高

田松原を保存活用計画の中にどのように位置づけるかということは、やはり取り上げてお

かないといけないと思います。やはり松原のあたりには歴史文化を伝えるものが多くあり

ますし、名勝としての位置づけもありますので、それももう少し書き込む必要があるので

はないかなと思いました。もう一つは「つたえる」ということの中で、私どもは博物館と

して歴史文化財の保存活用に取り組んでいるわけなのですが、そのことをここに書いてい

ただいたのは良かったなあと思います。中身的には今後、課題もありますが、取り上げて

いただいて良かったと思っています。以上です、よろしくお願いします。 

池邊委員長：ありがとうございました。今の本多館長のお話は、やはり各集落のものをよく確認すると

いうことでございますので、これはまさに今月中に、市教委の方々のご協力も得て、次回

の最終稿までに、各集落の方々に下したときに、おかしくないよう、また抜けがないよう

に、チェックさせていただきたいと思います。「関連文化財群」につきましては、もう少し

お時間をいただいて修正させていただきたいと思います。また高田松原については、私か

らは少し言いにくかったので、先生から言っていただき、ありがとうございます。是非と

も、名勝としての解除が行われていませんので、今後どういうふうにしていくかというこ

とを、本稿の中にも盛り込みたいと思います。先ほどから事務局から話がありました石碑

に関してですが、祈念公園の中に石碑の場所を入れてはどうかというご提案を、この報告

書の中に入れさせていただいているのですが、この点についてはいかがでございますか。 

熊 谷 委 員：その前に、今、本多先生からご発言のあった部分について、要するに、この基本となる地 

域区分のあり方、まさに高田の人たちの地域アイデンティティの単位というのがいったい

なんなのか、どこにあるのかということで、明治以降の区画をベースにするのか、あるい

は藩政時代のものをベースにするのか、というのは、やはり大きな問題であろうと思いま

す。今泉と長部とわけるのであれば、やはり勝木田と浜田は区分されて然るべきだとおも

います。レイアウト上、スペースがないという問題もあるのかもしれませんが。やはり市

民のアイデンティティがどこにあるのかということを考えると、いまこのあたりにはトラ

ックがたくさん走っていますが、やはり「勝木田地区」と書いている人もいます。事業が

そうやって進んでいることを思えば、やはりそうした江戸時代のもの、特にこのあたりの

地域は江戸時代のアイデンティティが色濃く残っているところだと思いますので、そのあ

たりをもう少し考えるべきですね。まあ結果的にどうなるかは別として、検討してみるべ

きだと思います。 

池邊委員長：貴重なご意見をありがとうございました。今ご指摘のありましたところですが、実は私ど

もも順番ですとか、ページ内に全部うまく収まるかとか、かなり苦慮したところでござい

まして、今のお話ですと、おそらく藩政期の方が、一般の市民の方にとってはしっくりく

るのかなと感じました。またこれから高台移転をしてしまうと、実際、無くなってしまう

集落もございます。それを考えるとやはり、当時の小さな集落の名称や字名をなるべく活

かしたかたちで残していくのが、私たちたちの責任かなと感じております。 
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細 谷 委 員：今の熊谷先生のお話に参入しますが、現在の陸前高田市というのは、かつての３町５カ村 

の合併によって誕生しました。その以前は、先ほどお話に出たような長部と気仙、あるい

は勝木田村、浜田村というのが出ていましたね。それと一時期には氷上村というのもあっ

たのです。ですから先ほど言ったように、どの時点で抑えての区分なのかというのは、も

う一度きちんと考えないといけないですね。いろいろ迷いを生じることもあろうかと思い

ますが、すみませんがよろしくお願いしたいと思います。今の話に関連して、いま高田城

というのがいろいろと話題になっていますね。少し以前ですが、あそこの本丸公園のとこ

ろに坪城という名前がでてきたのです。坪城というお城はここになかったはずだという指

摘が一部の方からありました。それがなぜあの坪城となったかというと、先ほどの氷上村

との関わりなのです。坪城というのは、竹駒にあった館の名前なのです。ところが氷上村

時代だから、坪城でいいのではないかなと、これは高田と竹駒に分かれてしまっています

ので、あれはもう坪城ではないわけです。そういうことで、現在は坪城という名称はなく

なって、高田城ということになっているようですね。そういうことが出ていていますので、

ここは吟味する必要があるのではないかなと。それから 16 ページの「主な歴史資源」と

いう部分で質問です。古代、近現代まで整理されていますが、ここに載せているものは現

在では消滅してしまったものでもよいのですか。 

池邊委員長：はい。 

細 谷 委 員：例えば、16ページの高田の部分で「因幡堰」というのがあるのですが、これは津波に遭う 

前に、すでに都市計画によって消滅しています。もう無くなっているのです。それから「村

上道慶のアカマツ」は津波で無くなりましたよね。こういうのが含まれています。それの

吟味はすべきなのか、これは津波以前の資源を列挙しているものなのか、そのあたりが少

しわかりにくいので、質問というかたちになりますが、お願いします。私からは以上です。 

池邊委員長：それでは事務局の方から説明をお願いします。 

事 務 局：基本的には、津波以前のものを含めて列挙しているという状況です。 

細 谷 委 員：それであれば結構です。わかりました。 

池邊委員長：基本的には、先ほど DNAという言葉もありましたが、各集落において、仮にモノが無くな

ったりしていても、地域の歴史として残しておくべきもの、あるいは残しておくべき言葉

ですとか地名ですとかがあって、今回の調査の機会を逃すと、おそらく出てくることはな

いのではないかということを危惧しておりまして、そういう意味でまとめております。た

だ今おっしゃられたように、「現存」か「現存していない」のかということは、明確にして

おいた方が良いと思いますので、すでに消滅しているもの、現存しないものについてはそ

の旨がわかるように、こちらで表現を工夫したいと思います。他にございますか。 

高 橋 委 員：ちょっと話題を変えさせて頂きますが、今泉部会で、大肝入吉田家住宅の復元に向けてと

いうことで月舘先生をはじめとした方々と話し合っているのですが、その中で、具体的な

プロジェクトを作って建てるとなると、大工さんが必要ですよね。その大工さんは当然気

仙大工さんでないとまずいと思うのですよ。私のところにいろんな情報が入ってきていま
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すが「他の地域から大工さんを呼んできて建てる」というようなはなしも聞いているので

す。そういうことはしたくないのですよね。大肝入吉田家住宅については、やはり気仙大

工が、しっかり計画に基づいて建てていく。それから発展して、これはよくわからないの

ですが、復興住宅というのはこれからどんどん建っていくと思います。歴史文化というの

がここのメインの話ですが、歴史文化というのは続いていかなければならないということ

から考えると、やはり復興には、気仙大工さんが大きく関わっていかなければいけないと

いうことを、私はこのテーマに関わるときにいつも考えているのです。ですから復興住宅

が、鉄筋コンクリートだけで建てられていくというのは、非常に悲しいと思います。いろ

んな分野でお話していることなのですが、様々な木造建築がでてきて良いと思うのです。

木造の復活ということが、今回の震災を契機にいろんな分野で出てきてほしいというのが、

木造をやっている人たちの大きな願いなのですよね。たまたまこの地域は気仙大工という

昔からの素晴らしい技術、ものづくり文化があるわけですから、やはりそれを活かして、

雇用も作っていくという、そういう活用といいますか循環がうまくいかないと、単に歴史

文化という一側面だけで捉えていくのではなくって、陸前高田の潜在的な力を活かしなが

ら復興に持っていくというのが、大きな力になっていくのじゃないかと、そう思います。 

池邊委員長：ありがとうございます。 

本 多 委 員：少しよろしいですか。今、気仙大工というのがクローズアップされていますが、それに関

して気仙壁というのがあったということも忘れてはならないと思います。非常にストーリ

ー性がありまして、気仙大工に匹敵するくらいの職人集団ですので、それがカマ神さまな

どの文化に発展していくわけですので、それはどうしても、この中のどこかに書いていか

ないと、バランスが取れないのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

池邊委員長：ありがとうございます。先ほどの関連文化財群とも関連するのですが、今後伝承すべき、

あるいは逆に復活して今後の雇用ですとか、起業すべきものとして、気仙大工さんの育成

なども含まれておりますし、気仙壁につきましては、例えば、九州の博多では「博多塀」

がすでに新しい町のモチーフとして、新しいまちづくりの集合住宅などにも使われるよう

なかたちで生きております。そういった事例があります。他に、山口県の防府防人なんか

でも、塀の文化というのを新しいまちづくりに活かしており、塀が観光にも役に立ってい

るということを、私も見てきております。今のご指摘はとても重要だと思いますので、こ

の中に入れさせていただきたいと思います。それでは月舘先生、お願いします。 

月 舘 委 員：二つお願いしたいことがあります。一つは、先ほど高橋先生がおっしゃった気仙大工です

が、文化財も含めて地域の力を、復興に活かしていくということです。国交省の住宅局で、

平成 24 年、一昨年の９月に復興住宅の方針というか指針みたいなものをだしておりまし

て、その中で地域の原材、地域の技術を使いましょう、それが地域の復興、雇用につなが

るようにしましょうというのが大きい提案として出されています。また、被災三県のうち

青森県でも、復興住宅づくりとして地域の設計者や工務店等のグルーピングなんかが進め

られています。なかなかうまくいっていないのも事実ですが。お隣の住田町の応急仮設住

49 
 



宅は、気仙大工といってもいいかもしれませんが、在来木造で建てられており、金属製の

プレハブ住宅よりは住み心地がよさそうにできあがっています。そういう事例もあります

のから、是非、高橋先生にもご指摘いただいたように気仙大工というのを大事にしていき

たいと思います。また青森県で文化財の修復のときに、コスト重視で進めると、必ずしも

地元の大工ではない大工が修復にあたっており、よくみると地元の仕上げではない場合も

あったりしまして、文化財については、やはり地元のよく知っている方が中心になる必要

があると思います。 

もう一つは報告書の全体についてなのですが、これまでの文化財の総合的な活用計画を

作るということになっていますが、震災が契機となっているということで、やはり根本的

な違いがあると思うのです。今回、文化財等の保存活用計画をつくるといったときに、今

回の震災がどういう影響を与えたかということ、震災を踏まえて従来の保存計画とはどう

いうところが違うと打ち出しているのか、そういう部分が明確になれば、より特徴が出る

かと思います。先ほど浸水地域の石碑をどうするのかというお話もありましたが、そうい

うことも含めて、震災の影響をどう評価して、こういう新しい視点で保存管理計画を作っ

ているのだということが、どこかに明確に書かれてあるといいかと思います。具体的な課

題としては、嵩上げが始まりますと、調査結果として昔ここにこんなものがあったという

のはいいのですが、新しいまちができたときに、どうやってそこに関連付けてわかるよう

にしていくのか、さらにはどのように活用に結び付けていくのかという視点も必要かなと

思います。大方針だけでよいかとは思いますが。 

池邊委員長：ありがとうございます。今、月舘先生がおっしゃられた通り、被災というのは非常に悲し

いことなのですが、それがなかったらこういう調査も行われずにきたということを考える

と、マイナスをプラスに転じるためにも、先生がおっしゃられたような、今回被災したと

いうことが今後の文化財の活用にどう寄与していくのかというあたりも書くべきかと思

っております。それでは、時間も迫ってまいりましたので、最後に総目次について、意見

をいただこうと思いますが、いかがでしょうか。 

村上（徳）委員：すみません、ここでいうべきなのかわかりませんが、この中に緊急対応というところで、

人の部分にもう少し焦点をあててはどうでしょうか。例えば、戦前に生まれた方も、かな

り亡くなりつつあります。今、生きている、生々しい声を映像で撮る。例えば石碑につい

ても、こういう言い伝えがあるというだけではなく、それを語り継ぐ人々がいて、こうい

う習わしがあって、石碑の周りでこういうことをやったのだということを残していかない

とまずいのかなと思います。緊急対応という部分では、そういうこともお願いしたいと思

います。もう一つ、私は七夕の保存にも関わっておりまして、ここでも七夕を取り上げて

おりますが、七夕自体が本当にもう消えかかっています。震災前は４つの地区でやってい

ました。震災後は１つの連合体というかたちでやっていますが、参加する方は減っていま

す。今年は何とかやるという方向で進めていますが、本当に開催できるかどうかも分から

ない状況です。来年以降についても、この計画にのっとって七夕を残していかなければい
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けないというのはわかるのですが、新しい方法で取り組みを考えていかないと、来年以降

はちょっと難しいです。そういったことも皆様にお伝えしておこうと思います。 

池邊委員長：ありがとうございます。人というところに関しましては、実は私も民話ですとか、語り部

ではないですが、地域の方々に語っていただくということ、高齢者の方に語っていただい

た資料というものを、実はすでに入手させていただいております。ただ今回の資料の「つ

たえる」というところにはそういう部分が含まれておりませんので、そのあたりにも配慮

して、人という部分についても入れさせていただきたいと思っております。あと「関連文

化財群」という中には、実は「食」という部分も含まれております。実は、私も別途調査

させていただいておりますが、各集落で、季節のいろんな行事毎につくる食文化の部分と

いうものも、非常に特徴があります。地域の皆様から見れば特徴的ではないのかもしれま

せんが、私から見ると非常に特徴的なものも多々ございます。そこまではまだ至っていな

いのですが、今回の調査は、異種文化財間の調査ではないので、その事前のところという

ところで、現在わかる限りの部分を、今回の報告書に反映させていただければと思います。

そういうことで、ご容赦願いたいと思っております。部会も、あと２回ありますので、そ

の中でもできる部分もあるかと思いますが、本日お話しいただいた部分、あるいは先ほど

の基本理念の部分、市教委さんでまとめていただいた 12 の方策ですね、ここに何か付け

加えるべきものや足らないものがあればお願いします。もっとも、資料の 62から 65ペー

ジを、今日突然見せられて、足りないものを挙げろと言われても、困ってしまうかと思い

ます。また先ほどから皆様に指摘していただいています間違いですとか事実誤認など、い

くつか宿題もいただいております。事務局としましては、月末をめどに、本日ご出席いた

だいた委員の皆様、またご欠席の皆様にも配布資料と今日の議事録をお送りして、ご意見

を集めさせていただきまして、６月 22 日の最終報告書に向けて作業を続けていきたいと

思っております。それにつきまして、こういう面も必要だとか、何かご意見はございます

か。 

熊 谷 委 員：24ページの基本方針ですが、基本的な部分は「気づき、つたえ、活かす」とあります。「気

づき」はともかく「つたえ」の内容が「つたえ」ではないのじゃないかと思うのですが、

どうでしょうか。「つたえ」るのであればやはり、様々な歴史的な遺産を伝えていく。その

伝え方が、ちょっと…。さきほどけんか七夕の話もありましたが、「つたえ」は「つたえ」

で独立させるとなると、今後の体制を整えていくというところをやればいいのではないか

と思いますが。例えば４つの区分にするなど、もう少し整理が必要な気がいたします。そ

れから、細かいことなのですが、「守り」が「守」なのですよね。「守」で良いのかなと思

います。その辺も少し検討していただければと思います。あと、博物館の構想をどうする

のかということですね、この３つの基本方針、12の方策というのは、この基本的な場とい

うのは博物館なのです。博物館の復活法をメインにした後半の部分の施策といいますか、

長期的な計画というものを組み立てられないのか。確かに前段では文化財行政ということ

でやっているのですが、行政とともに博物館がメインになってくるような計画ですので、
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なんといいますか、博物館の位置づけというものをもう少し大きくすべきかと思います。 

池邊委員長：それは 61 ページの短期的課題の上から５つ目の「市立博物館の再建に向けた…」というと

ころですよね。ここをもう少しトーンアップするというご要望でしょうか。 

熊 谷 委 員：はい、そうです。 

池邊委員長：これは市教委さんの代弁ということになるかもしれませんが、「つたえ」というところに関

して「守る」という言葉が、「守」なのか「護」なのかというのは大事なところなのですが、

今まで文化財をまもるというと、皆さんが移転をする中で、どうもネガティブな「守り」

という言葉になる。何のために「守る」かというと、やはりお子さん方に、陸前高田の良

さを伝えて、そしてまた戻ってきていただく、陸前高田に住まう方を増やしていくという、

そういう目的のために「守り」「つたえ」るという意味で、「つたえ」の方に重きを置いて

いるのだと思います。ただおっしゃる通り、23ページの基本方針２の３行目に「文化財等

を守り【つたえ】」と書かれているのですが、やはり「守る」という言葉が弱いと感じられ

るかもしれませんので、そのあたりは私どもの方でも少し修正を加えさせていただきたい

と思います。他にございますか。 

七 海 委 員：本日提示していただきました活用計画につきましては、今後中身については各自検討して

くださいということだったのですが、ここで確認しておきたいのですが、６ページから７

ページについての表記がとても大切だと思います。ここで時代区分がなされています。こ

の時代区分をみますと、中学校の教科書の時代区分になっておりまして、例えば私が担当

しております中世というところなのですが、1192 年から 1603 年となっております。源頼

朝が征夷大将軍になってから中世が始まるというのは、もはや、現代の高校の教科書でも

ほとんど書かれていないような話でありまして、陸前高田市の地域、個性、歴史の流れと

いうものを、時代区分としてどういうふうに考えるのか。これが一番大切なのではないか

なと思います。もちろんここにあるような原始、古代、中世、近世、近代、現代という時

代区分は市民の皆様にとってはわかりやすいですから、当然、これは活かさないといけな

いのですが、陸前高田市の歴史とこの時代区分がどういうふうに関わるのかということを

提示しないことには、この地域の歴史と文化を育み守っていくという話が始まらないと思

いますので、その点は気を付けたいと思っております。以上です。 

池邊委員長：とても重要な指摘をいただきました。まさに、ここのところが陸前高田らしくならないと、

一般的な区分ではだめだというご指摘だと思います。その時期に陸前高田が変わっていっ

たトピックといいますか、その変化と時代区分が合っているというのが、とても大事なの

ではないかと思います。余談ですが、一昨日、千葉県の酒々井というところに行きまして、

高田城千葉氏のことでとても盛り上がりまして、その場には市の議員の方もいらっしゃっ

たのですが、この千葉氏の歴史を紐解こうという動きが始まっています。中世の城館がど

のようにしてできたのか、どんな歴史の節目に関係があるのか、そういったところをもう

一度紐解きながら、時代区分については再考したいと思います。 

最後にお願いがあるのですが、本日、皆様にたくさんの宿題をいただきました。特に大
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事なのは、まず市の区分、集落の名前ですね。あるいは先ほど七海先生にいただきました

時代の区分。さらには各集落の主な歴史文化資源がこの要素で良いのかというところの確

認。それからそれがもう滅失したのか、今もあるのかという部分の表記ですね。そんなと

ころもございますので、ご意見をいただいた先生方には、最終報告書をまとめる前に、事

務局から修正したものを送らせていただきますので、ご確認いただきたいと思います。ご

協力のほど、よろしくお願いいたします。それでは進行を市教委に戻しまして、これから

の予定についてお話しいただきたいと思います。 

事 務 局：池邊委員長、お疲れ様でございました、どうもありがとうございました。それではその他

と致しまして、今後の日程について再度確認させていただきたいと思います。本日、この

後に第３回の今泉部会が行われますが、その他の部会につきましても６月中に開催してい

ただきまして、それを受けて報告書案の編集を進めてまいります。６月 22 日（日）の 14

時から第４回の全体委員会を開催するという運びになります。日程も厳しい中で、委員の

皆様にご協力いただくというかたちになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。そ

れでは閉会にあたりまして、教育委員会次長の大久保よりご挨拶申し上げます。 

大久保教育次長：本日は、本当にお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。また貴重な

ご意見、お話をいただきまして、今後に活かせるものを、私たちの方でも是非とも検討さ

せていただきたいと思います。今回提供させていただきましたものは、より良いものを作

りたいとの思いから、委員長はじめ私どもで検討させていただいたものです。今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。以上をもちまして、陸前高田市文化財等保存活用計画策

定委員会、第３回目の全体委員会を終了いたします。ありがとうございました。 
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４．議事録 

大久保教育次長：只今より「陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員会 第４回全体委員会」を開催致し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

教育委員会：まず事務局より、本日の配布資料について説明いたします。 

事 務 局： お手元に配布資料一覧がございます。先週、主要な部分は先生方にお送りいたしましたが、

それ以降に大きく変更になった部分につきまして、説明させていただきます。参考資料の

１、２は事前にお送りしましたが、参考資料３はお送りしておりませんでしたので、本日

はフルセットでお配りしております。参考資料２には石川先生からのご指摘部分と、佐藤

先生からの原稿を加えております。お手元に揃っておりますでしょうか。不足がございま

したら事務局までお願いします。 

教育委員会：続きまして、池邊委員長よりご挨拶をいただきます。 

池邊委員長：皆様、本日はお休みの中、お忙しい中、また東京の方は雨だったようで足元の悪い中、お

集まりいただきましてありがとうございます。この委員会も、本日第４回です。こちらの

資料に事業経緯が示されていますが、始まりましたのが、平成 24 年度第４期ということ

で、初めての事務局打ち合わせが１月６日でした。皆様と初めてお会いしたのが、４月 15

日、この場所で第一回全体委員会が開催されました。それから丸１年以上が経ちました。

５月 13 日の第３回委員会の時にも、少しお話させていただきましたが、本来であれば平

成 26 年３月末をもって委員会を終了するところを、やはり保存活用ということで、内容

的にももう少し深めたいという私を始め委員の先生方の意向を踏んでいただきまして、工

期を延長するという異例のことになりました。委員の先生方にも、任期を延長した委嘱状

を交付させていただいておりますが、今年度になりましても、引き続きご支援いただきま

したことに、深く御礼申し上げます。ここにありますように全体委員会として皆様とお顔

をあわせることは少ないのですが、各委員会に於いて、先生方に個別にお話をお伺いした

り、実際に現地で調査をしていただいたり、様々な個別の対応を経て、やっとここまで来

たというところでございます。本日は最終回ということで、皆様のお手元に事前に資料を

送付させていただきました。この「陸前高田市の文化財等保存活用計画（案）」となってお

りますが、皆様のご討議を経た上で、この「（案）」をとりまして、軽微な修正は致します

が、是非ともきちんとした保存計画にさせていただきたいと思います。前の第３回委員会

でも、委員の皆様から、いくつかの重要なご指摘をいただきましたので、前回からの変更

事項をお話しさせていただきまして、前回ご欠席の委員の方々も本日はご出席いただき、

ほぼ全員の先生にご出席いただいておりますので、様々なご意見をいただきまして、最終

報告案としてとりまとめていきたいと思っております。是非ともご協力をお願いいたしま

す。本日の次第ですが、これから２時間ほどということで進めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。それでは最初に事務局からの報告事項ということで、よろし

くお願いします。 
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事 務 局：それでは、まず陸前高田市文化財等保存活用計画策定調査業務総目次（案）という A４の

資料をご覧ください。これは今回の事業全体の仕様書に合わせて作成したものです。背景

と目的は割愛しますが、第１章から４章というかたちで構成しています。第１章は「市内

における地域文化財等の情況調査」ということで、被害状況を含めてとりまとめておりま

す。第２章「地域文化財等の保存・活用基本方針、基本計画」は、本日の資料３「陸前高

田市文化財等保存活用計画（案）」の大半でございます。続いて、第３章「今泉地区におけ

る文化財等の活用計画」、第４章「地域文化財等を活用した教育学習計画」とございます

が、資料３の活用計画の部分にこの章も含めています。つまり、第２、３、４章をとりま

とめたものが本日の検討資料になります。また部会構成をとっておりますので、３つの部

会において、先生方にいろいろな調査をしていただき、あるいは論文というかたちで署名

入りでまとめていただきましたので、この扱いにつきましては、ご執筆頂きました先生方

に校正の仕方については、本日の委員会でご議論いただいたのちということになりますが、

「補章 調査委員による詳細調査、計画検討」というかたちで、収集した様々な参考資料

も含めてとりまとめ、全体の報告書としてまとめたいと思っております。これにつきまし

ては、本日の議題４で皆様にご議論いただきたいと思います。それでは本日のメインであ

る資料３につきまして、担当より説明いたします。 

事 務 局：資料３についてご説明申し上げます。こちらは前回お持ちした資料ですが、委員会の中

でいただいたご指摘、あるいは個別にお話をお伺いした際にいただいた様々なご指摘を

踏まえまして、内容について補ってきたというところでございます。資料３の「委員か

らの主要な指摘事項と資料３の修正点」という２枚組の資料にまとめてございますの

で、これと資料３の目次をみながら、ご説明させていただきます。最初に、平川南先生

から全般的に「陸前高田らしさ」を出した方が良いのではないかというご指摘をいただ

きました。調査保存部会の先生方にいただいた論文の内容を要約してつけてはどうかと

いうことでしたので、事務局なりにまとめさせていただきまして、第２章の「活用を進

めたい歴史文化資源」というところ、18～22ページに内容を追加させていただきまし

た。こちらにつきましては、本日佐藤先生より新たな資料をいただきましたので、それ

も含め、もう少し補っていく部分はあるかと思っております。熊谷先生から「関連文化

財群という言葉が堅すぎる」とのご意見をいただきました。これにつきましては確かに

ややわかりにくい言葉ではありますが、将来的に歴史文化基本構想に引き継いでいくた

めに、その中で使われている言葉としてそのまま使わせていただきたいと思います。同

じく熊谷先生より「“原始期”という言葉はない」とのご指摘をいただきました。歴史区

分には様々な呼称があるかと存じますが、今回は「原始」に表現を統一しました。もし

かしたら「先史」の方がより適切かもしれませんが、このあたりの細かい語句につきま

しては、７月頭を目標にもう少し精査を進めていきたいと思っております。あとは米崎

町が代表的ですが、もともとは明治時代の旧村としては浜田村と勝木田村であり、この

あたりを考慮すべきだというご意見を熊谷先生、本多先生にいただいておりましたが、
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このあたりにつきましては、図表の中で二つの村に分ける表現として、江戸時代の旧村

を基本に整理を行いました。また細谷先生からご指摘のあった“因幡堰”などすでに無

くなってしまったものの扱いにつきましても、全く記載しないのではなく、括弧書きに

する等により、すでに無くなっていることがわかるような記載に修正いたしました。「気

仙大工」については高橋先生、月舘先生、本多先生、七海先生よりいろいろご意見、ご

指摘をいただきましたが、地域づくりの項目の中に気仙大工の章を設けて記述するとと

もに、震災の影響を踏まえ、歴史文化の掘り起こしが必要である旨を記載しました。気

仙壁については「気仙大工・左官の技術」といった表現で追記しましたが、板倉造りに

ついては、本日ご出席の高橋先生に、後程補足いただければと思いますが、陸前高田市

内での現存がわからない部分がありまして、今後の課題としてこれを加えておくのかど

うかという点についても、後程ご議論いただければと思います。次に、一番下の項目で

すが、代表的な遺跡の選定が不十分とのご指摘を熊谷先生にいただきましたが、このあ

たりは教育委員会の方と協議して、掲載すべき遺跡等について精査していきたいと思い

ます。次のページに参ります。資料 36ページの基本方針の部分で、熊谷先生から「つた

え」の内容がおかしいのではないか、「まもる」の字は「守」ではなく「護」の方ではな

いか、市立博物館の位置づけをきちんと加えておくべきではないかというご指摘をいた

だきました。「つたえ」の内容については、伝承という部分よりも保存に関わる「まも

り」の方の内容がある程度入り込んでは来ていますけれども、「まもり」「つたえる」と

いう意味で、現在の整理にしております。ただ「まもる」の漢字については修正を加え

ました。市立博物館の位置づけに付きましては、博物館と協議いたしまして、博物館が

これまでに行ってきた内容ですとか、今後展開していきたい事業等について、内容を整

理しまして、なるべくそれぞれの項目に取組内容、今後の取り組みたい内容を加えるか

たちで整理しました。それから大肝入吉田家住宅の再建の部分ですが、中井先生の方か

ら、復興部局の中で文化財として再建するというのが完全にオーソライズされた状況に

まではいっていないので「再建に向けて検討を進める」というような表現が適切ではな

いかというご指摘をいただいたので、そのような表現に改めました。次に石碑の部分で

すが、石碑については謂れと習わしを含めて残すべきであるとか、前回の委員会ではど

こかに集めてしまうといったようなところがクローズアップされてしまったような感が

ありましたが、どこかに集めて管理するとした場合には、必ず行き場のない石碑が発生

してしまいます。最終的にそういうものが発生した場合にも、処分するのではなくて、

どこかに場所を用意して移転するということなのですが、基本的に石碑については元の

場所に再建するのが望ましいのではないかという、平川南先生からのご意見をいただき

まして、そういう方向に修正いたしました。最後に、高田の松原について採りあげるべ

きだというご意見を本多先生からいただきましたが、これにつきましては、資料３の 76

ページの部分で記述しております。高田の松原については、基本的には国土交通省の東

北地方整備局と岩手県の方で委員会を立ち上げておりまして検討しておりますので、そ
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の検討内容を尊重しつつ、再建に向けた検討を進めていくという表現にまとめておりま

す。その他、細かい文言等の修正もいろいろございますが、主な修正点についてご説明

致しました。 

池邊委員長：ありがとうございました。続いて、今日の報告書の中で主要なポイントとなる部分、ある

いは前回の委員会では不十分だった部分、特に今回の報告書について、ご意見をいただき

たい部分について、まだ時間が少しございますので、事務局の方からかいつまんでご説明

いただければと思います。よろしくお願いします。 

事 務 局：資料３をみながら、ご説明申し上げます。まずは６，７ページをご覧ください。こちらは

前回年表のようになっていた部分ですが、年表にするとかなり複雑で見難いものになって

しまうということもありましたので、市教委の中で検討いたしまして、旧 10 村毎の一覧

表の整理というかたちを採らせていただきました。続きまして 18 ページからは「活用を

急ぎたい陸前高田の歴史文化資源」ということで書いております。被災という悲惨な出来

事がありましたが、これを機会に歴史文化の掘り起こしを行い、将来につなげていくとい

う取り組みが、今、強く求められているということ。また時代毎に、先生方から研究論文

をいただきましたので、それについて内容を紹介しています。例えば、縄文・弥生ですと

全国的にみても、陸前高田には貝塚遺跡が多いということ。特に国指定史跡の中沢浜貝塚

については、歴史の専門家でなくても、全般的に理解するのに非常に適した場所ですので、

もっとそういったところの活用につなげていくようなこと。また古代の部分では、高田城

下、今泉に武日長者の伝承が数多く残っております。これは実は、ヤマトタケルノミコト

の東征伝説につながるのだというようなはなし。これは平川南先生にもお話を伺いながら、

簡単にまとめておりますが、このように高田の中だけでなく、東北や日本史全体につなが

るような面白い内容だというようなご指摘をいただいております。20ページの中世に関し

ましても、石碑ですとか、一番有名なところですと高田城下に 50 以上ある中世城館があ

りますが、そういったものをどう活用していくかということを記述しております。21ペー

ジにいきまして、民俗の部分では、民俗の読み解きから現代のコミュニティのあり方を考

えるといいますか、例えば広田町や小友町に特有の「行屋」ですとか、「講」の文化をどの

ように守っていくか、男性中心の講もあれば、女性中心の講もあるということで、そうい

ったところからもコミュニティのあり方をどうやって考えていくかということを書いて

ございます。後ろの方に行きまして、29ページですが、先ほどはご説明しませんでしたが、

博物館と一緒に博物館レスキューのはなしについてまとめております。一次レスキューと

して、３月下旬、震災が起きて 20 日足らずでレスキューを開始したこと、30 ページ以降

では、具体的にどのようなレスキューを行ったかということについて書いています。36ペ

ージですが、これはそれほど大きな変更はしておりませんが、保存活用の方策・施策とい

うことで、「気づき」「つたえ」「活かす」の基本方針は変えずに、文言の修正等を行ってお

ります。細かくいいますと、市立博物館の事業内容を書き加えております。71ページ以降、

震災復興に向けた緊急対策という部分ですが、特に石碑の部分について書き加えています。
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前回の資料では、最終的に石碑を何処に再建するのかということについて、どこかに集め

てしまうということが強調されていたのですが、基本的には元の場所に戻すというのを大

前提にしました。陸前高田の石碑というのは、やはり人の往来の痕跡、かつての出来事、

先人たちのコミュニティなど、特に身近なコミュニティでの歴史文化を守っていくという

点において重要ですので、どこかに移動してしまうのではなく、なるべく元の位置に近い

場所に再建するということを基本にしつつ、施策を考えていくというふうに修正しました。

73ページは、石碑の保存・再建にかかる大きなフローを示しております。最初に石碑の情

報を集約しつつ、調査しつつ、復興事業地などから石碑をまず何処かに移動させて、順次、

必要な場所、最終的な場所に再建していくという流れが書いてございます。次に 76 ペー

ジですが、こちらは新しく加えた部分になります。市内の方だけでなく、市外の方も、陸

前高田といえば、やはり最初に思い浮かべるのは高田の松原です。こちらについても何ら

かのかたちで触れておく必要があるだろうというご指摘を受けて、書いてございます。基

本的には県と国交省、陸前高田市も入ってはいますが、そういった関連機関、有識者によ

る委員会がありますので、そちらの議論を待つというかたちになるかと思いますが、市と

しましても、陸前高田の松原ということで、再生に取り組んでいこうということを書いて

います。下に、名勝指定の概要が書いてございますが、実は高田の松原というのは、松と

砂浜だけではなくって、後ろに氷上山もあり、雷神山もあって、そういった周辺環境も含

めて名勝に指定されたのだということがございまして、非常にパノラマ的といいますか、

後ろの風景も読み込んで、名勝高田の松原があるのだということも踏まえつつ、今後の復

興を進めていければと思っております。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございました。今のご説明にありましたように、大きくは、活用を進めたい陸

前高田らしい歴史文化の抽出ということで、この保存活用計画は、文化財といえばご存知

のようにほっておくとなかなか進まない。特に今回のように復興という大きな命題がある

場合には、なかなか進みにくいのですが、今回の調査の目的は、こういう状況の中で、無

くなってしまう、あるいはこれからの陸前高田市のために文化財が役に立つといっては変

ですが、文化財を梃にしたまちづくりのあり方があるのではないかという考え方から始め

ましたので、活用を進めたいというところを入れております。それから先ほどご説明があ

った「きづき」「つたえ」「活かす」というところでございますが、この調査の冒頭に、私

の挨拶で申し上げたのですが、やはり今回の調査結果は、陸前高田の一般市民の方々、特

に若い方々、お子様方といいますか中学生や高校生の方に、自分たちの町にはどんな資源

があって、どんな歴史をたどってきたのかということを、なるべくわかりやすく伝えてほ

しいという希望のもとにやってまいりました。今回、このまま一般市民にも開示できるか

たちで、市民にも比較的わかりやすいかたちで、まとめていただきました。そういう意味

で、陸前高田に何があって、どういうものを伝えるべきなのか、どんなことが活かされる

のか、そういう視点を盛り込んで、今回の報告書は作り上げられてきていると思います。

71ページからの部分ですが、市の方一番重要な問題として、やはり石碑の問題があります。
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集落そのもので、石碑をどうしていくのかというのが、非常に火急の問題であります。そ

ういった問題に対しても、この計画の中で、きっちり書いていく。それから今泉地区につ

いては、震災復興計画の中でも述べられてはいますが、それを再びこの計画の中に入れて

いく。あとは名勝高田の松原の再生については、前回本多先生からご指摘をいただいたの

で入れておりますが、おそらくこれに、中井先生が現在議長になってやっていらっしゃる

委員会の提言の部分ですね。これは一度出していますが、改めて出すことになっています

ので、その部分の体制、あるいはそこにある方針のような部分を、この計画にも書いてい

ただくと、従来の名勝指定に加えて、公園としての検討がどのように進んでいるかという

ことが、入ってくるのではないかと思います。あとは 78、79ページ以降、最後の部分です

ね。80、81 ページのあたりは、具体的に平成 26 年度以降に取り組んでいく保存活用の方

策、施策一覧ということです。こういった計画は、報告書として納品された後にはお蔵入

りしてしまうことが多いのですが、陸前高田市では、これから復興に向けた様々な動きが

ある中で、どういうものを残していくか。ここに長期ビジョンとして「豊かな風土と生活

文化を伝えるまち」、「陸前高田のアイデンティティを育むまち」、また「地域の DNAがまち

づくりに活かされたまち」の３つを掲げておりますが、この３つのビジョンに向かって、

どういうふうな短期的な課題、あるいは中長期的な課題があるのかということをまとめて

いただいたというようなかたちになっております。前回に比べると、イラストや写真が入

って、読みやすく、わかりやすいものにしていただいております。 

ではここから、討議に入りたいと思います。文言など個別の内容につきましては、先ほ

ど事務局から説明がありましたように、後からご指摘いただければと思いますので、まず

は、全体の構成ですとか、保存活用計画そのものに関してのご意見をいただければと思い

ます。いかがでしょうか。 

佐 藤 委 員：私は前回の委員会に出席できませんでしたので、全体的な感想を申し上げますと、全体と

して非常によくまとめていただいたと思います。その中でちょっと気になったところだけ

敢えて申し上げますと、一つは、24ページのあたりです。これは復興に焦点を当てたので

仕方がないのかもしれませんが、文化財の被災状況というところで、初めて市内の文化財

の一覧が出てくるのです。国指定、県指定、市指定の文化財一覧が、これ以前では全く出

てこないので、なんといいましょうか、どういう文化財があるかというところが被災状況

のところで初めて出てくるというのが、変な感じです。私たちのまちの文化財とその被災

状況という感じの方が良いのかと思います。これに関連して申し上げますと 35 ページで

基本方針として「豊かな自然・歴史・文化の価値に気づき、つたえ、活かす」という表現

があって、私は非常に良い言葉だと思っているのですが、一つ気になるのが「気づき」と

いうのがありますよね。陸前高田には先ほどあったように非常にたくさんの文化財があり

ます。特に国指定の中沢浜貝塚は国民全員が知っていなければいけないような史跡なので

すが、それに改めて「気づく」というのでいいのかな、と感じました。まあ、より深く知

るということですよね。しかし、地元の方が地元の文化財に「初めてこれで気付く」とい
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うのでいいのかなと思いました。私としては、そこが気になります。例えば教育委員会の

人なんて、当然知っていなければいけないわけであって、どこにどんな文化財があって、

どんな史跡があって、あるいは民俗文化財があって、ということは当然ご存知であるべき

ことです。教育委員会として出すものとしては、その点がちょっと気にかかります。それ

とリンクしていくと、51ページの「つたえ」のところで、ここで初めて「気づき」から「つ

たえ」に変わるのですが、最初の項目に収集保存というのが挙げられています。私は、震

災対応としてはこれで良いかと思うのですが、史跡名勝、それ以外の建造物等、たくさん

の文化財がありますので、それらは収蔵物ではありません。ここで書かれているのは博物

館に収まっていた収蔵物、あるいは個々のお宅で保存されてきた遺産ですので、そうでは

ない文化遺産というのはたくさんあります。収蔵物だけでなくて、文化遺産をきちんと守

っていくということを、最初にきちんと加えていただきたいと思いました。それと、先ほ

ど池邊委員長からもご紹介がありましたが、78ページ以降のまとめについては、非常にす

ばらしくまとめていただいているなと感じたのですが、一方で、この計画の基本理念とし

て、11 ページに「原始からの切れ目ない時代ごとの資源や記憶があるまち」「市内８町そ

れぞれに、固有の地域資源や記憶があるまち」「豊かな自然環境からの恵みに育まれた生

活文化のあるまち」の３点が書かれている中で、やはり気になるのは、切れ目ない時代ご

との歴史文化資源だと思うのですが、記憶だけでよいのかなというのは気になります。表

現の問題かもしれませんが、記憶だけでなくて、それを基にした郷土への誇りですとか、

そういったものを前面に押し出していくべきではないでしょうか。つまり、どこにでもあ

るようなまちづくりをするのではなくて、陸前高田にしかない、この郷土のまちづくりと

いうふうにしていくべきだと思います。私はここに住んでいる方々に、ここが世界で一番

素晴らしいところだと思っていただきたいと思っているのです。そういう郷土への誇りみ

たいなものを大事にするという点で、私は記憶だけではもったいないと思います。言葉の

問題かもしれませんが、少し気になりました。最後になりますが、先ほど池邊委員長もお

っしゃられたように、今回は市民の方々にも見ていただけそうな内容になってきたかなと

思います。折角こういうものができたのであれば、一度、市民への説明会のようなもの、

市民にこういうものができましたよと発信できるような場が作れればよいかと思います。

前回欠席しましたので、大雑把な意見になりましたが、私からは以上です。 

池邊委員長：後程、事務局からお答えいただきますが、私からも少しお伝え申し上げますと、最初の「気

づき」という点なのですが、教育委員会でも議論を重ねたうえで、「気づき」「つたえ」「活

かす」という案をいただきました。私どもも初めてこちらにお伺いした時には、こんなに

素晴らしい資産がありながら、どうして放置しておくのというようなスタンスだったので

すが、教育委員会の方々、あるいは今日は後ろに傍聴の方もいらしていますが、要するに

皆さんが子どものころから貝塚の貝で遊んだりしていても、それがそんなに日本一の貴重

なものであるということがなかなか伝わらずに、逆に誇りというところまでいかずに、逆

にそれが当たり前のことだったとおっしゃられたのです。これは市役所でお話をお伺いし
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た時もそうだったのですよね。今回の調査を通じてそのことに気づいていただく。逆にい

いますと、それを非常に重要に思った議員の皆様のお力で、この調査が始まったわけです

けれども、一般市民の方にまずは気づいていただく。佐藤先生がおっしゃったように、そ

れが日本一のものなのだ、あるいは世界にもないようなすばらしいものなのだと気づいて

いただく。その辺りについて内容的には少し付加させていただきたいとは思いますが、や

はり初めは「気づき」というところから始めるのが、市民向けには良いのではないかとい

うのが教育委員会の意見でした。あとでご説明いただけると思いますが。それから 51、

53,55 ページという感じで続いていますが、先ほどご指摘のあったように「伝え」の一番

初めが収集保存かと言われますと、やはりそこは逆にして、指定文化財から始める。ここ

も「指定文化財の拡充」から始まってしまっていますので、先生がおっしゃられたように、

まずは指定文化財の一覧があって、今これくらい文化財があって、実は潜在ポテンシャル

としてこれくらいあるよというのをプラスして、拡充が必要だというふうに書くのがよい

のかと、私としては感じています。それから最後に先生がおっしゃられた市民に向けた発

信に関してですが、実はこの点については本日の最後にお話ししようかと思っていたので

すが、市民向けの説明会、報告会のようなものを二つくらいにわけて開催しようかと、教

育委員会と相談させていただいております。一つには、様々な調査をされて市民の方々に

もいろいろご協力いただきましたので、今回の委員が主体となった調査報告会のようなも

のを開く。それから、もう一つは、この保存活用計画については庁内でいろいろと調整が

あるようですので、私がこの場でやりますとは言えないのですが、市の中で揉んでいただ

いた上で、市民報告会が適当であろうということがオーソライズされましたら、この報告

書をもって、市民報告会を行う。もちろん誤字や軽微な修正事項をチェックした上でのこ

とですが、教育委員会では PDFファイルのようなかたちで、市のホームページに挙げても

らって、多くの市民の方々に見ていただくようなことを考えております。もちろん印刷物

にするとカラーできれいなのですが、なかなか目に触れることが少ないです。被災地には

高齢者の方が多いので、ホームページだけでいいのかという議論はあるかと思いますが、

少なくともホームページには載せて、オールニッポンの方々に、こんなにたくさんの文化

財があって、まだまだこのような課題があるということを発信していただければと思いま

す。事務局から、何か補足いただくことはございますか。 

教 育 長：では私の方から、今の佐藤先生のご指摘について、この場でお答えできる部分についてお

答えしたいと思います。まずは指定文化財の部分、収蔵物等の書き方については、事務局

と検討して対応させていただきたいと思います。このあとの市民説明会等につきましては、

この場で決めることができませんので、庁内検討委員会にかけまして、どのように今回の

調査結果を、市民の皆様に還元していくかということについて、検討していただいてから

にしたいと思います。 

池邊委員長：ありがとうございました。それでは他にご意見はございますか。 

月 舘 委 員：先ほどの佐藤委員のお話を踏まえたことと、石碑の問題についてです。文化財保存活用と
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いうと、51 ページで収集・保存ということが強調されているようにみえますが、これです

と旧来の文化財行政です。趨勢としては、現場で保存を中心としたエコミュージアムのよ

うな考え方に変わってきているわけですから、コンセプトとしても、エコミュージアム的

な発想が欠けているのですよね。それを加えていただいて、先ほどの石碑に象徴されるよ

うに、現場保存するのかどこか一か所に集めるのか、というふうに単純にはいかないので

す。石碑であれば、例えば町内にあった石碑については、その地域にちょっとしたポケッ

トパークのようなものを作ってそこに集める。戦前でしたら、祠があったら全部小さな神

社を建てていたわけですが、ちょっとしたスペースをつくって、震災に遭ったけれどもそ

れを乗り越えていくことを象徴するような整備の仕方もあってもいいのではないかなと

思います。考え方としては、本文の中にエコミュージアムのような発想を入れて、見直し

ていただければと思います。 

池邊委員長：ありがとうございました。エコミュージアム的な発想ですとか、博物館につきましても、

これから市の方でもお考えのようなのですが、直前の打ち合わせでも、私の方から、大き

なものを手掛けるには時間がかかってしまうので、それよりは少しずつ、小出しでもいい

のでエコミュージアムのようなもの、あるいは最近の IT 企業に支援をいただいてビジュ

アルで見せるような小さなスペースとか、そういうようなかたちでやっていく。高田の松

原の公園ができるのもまだまだ先ですが、博物館のようなものも非常にお金がかかります

し、展示施設としての準備もかかります。それよりは小さなことでもよいので、できると

ころから皆さんに伝えていく方が、これからの観光でいらっしゃる方々、あるいは市民の

方々によっても良いのではないかと思います。そういった提案をさせていただきました。

他にはいかがでしょうか。 

平川（南）委員：私からは２点です。一つは、今も出ました石碑の件です。これについては、以前から私の

方から事務局に申し上げて、今回は少しその意見を取り入れていただいております。特に

陸前高田では、復興に際して、地形を大きく変えて嵩上げすることが行われています。そ

の際に、道標一つあれば、かつてここに道があった、人々がここを行き交ったということ

がわかります。かつての道をたどるということができます。一つの庚申塚でも、そこにあ

れば、ここが人々の信仰の場であったということがわかります。そういう意味があります。

震災によって、これだけ壊滅的な被害に遭った。そして復興のためには地形も改変せざる

を得ない。そういったときに原位置に道標一つあるだけでも、市民の方が記憶の中に刻ん

だものを思い起こすことができる。そういう意味では立派な文化財なのです。人々が集う

信仰の場であったということは、地域のコミュニケーション、あるいはこれまでの地域の

つながりを呼び起こす。それはおそらく観光客ではなくて、ここにずっと住まいしている

人々の記憶につながる替え難いものであって、それをどこかに集めてしまうことは、やは

りそういったものを断絶してしまうという意味で、私としてはそういうことはしたくない。

段階を踏んでも構いません。今は工事の妨げになるので一時的にどこかに置くというので

あれば、それはかまいません。是非、最終的には原位置に戻すようにしてもらいたい。た
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った一点の道標でも、人々の記憶、つながりを呼び起こせる。そういう点で、これは非常

に重要な問題であるということを、まずは申し上げたいと思います。 

次に 35 ページの文化財保存活用の基本方針というところで、先ほど佐藤委員がご指摘

になり、池邊委員長がお答えになりましたが、私はこの保存活用全体で、「豊かな自然・

歴史・文化の価値」については、おそらく気づくとは思うのですが、今回、高田城跡で非

常に明瞭になったことですが、こういった大震災を乗り越え、それを機に、いわゆる隠れ

た、あるいは今まで知らなかった自然・歴史・文化の価値を掘り起こすという一つの大き

な行為が、やはり重要だと思います。市民が、そしてそれを若干でも手伝っている我々も

必死になって「新たな価値を掘り起こす」。それをつたえ、活かしていく。そういう意味

では、私も「気づき」というのは第一歩かもしれませんが、もう少し強く主張してもよい

のではないかと思います。 

それから基本方針の３つ目が気になったのですが、ここでは「豊かな自然・歴史・文化

をストーリー化して観光に【活かす】」というのが真っ先に来ているのです。これも、で

きれば順番を変えた方がよいでしょう。「豊かな自然・歴史・文化をふるさとの誇りとし

て学校教育や社会教育の場で、子どもたちや市民が学び、活かすこと」、これがやはり一

番重要ではないかなと思います。そのあとに「豊かな自然・歴史・文化を活用した新たな

ブランドづくり・地域づくり」というふうに、つなげてはどうでしょうか。一番にこども、

あるいは市民の方々に学んでもらう、それが活かすことにつながるとすべきではないかと

思います。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございました。二人の先生からご指摘がありましたが、「気づき、つたえ、活

かす」というのは教育委員会のディスカッションに基づくものということで、私どももそ

のままいただいたのですが、やはり平川先生のおっしゃられた「掘り起し」という言葉で

すね。これは皆様の賛同を得られればですが、先ほど私も申し上げたように、普段、地域

の皆様は貴重なものに気づかないで暮らしていらっしゃいます。平川先生がおっしゃられ

たように、もし今回の被災が無かったら、地域の歴史文化資源に気づかずに、それこそ掘

り起こさずに、そのままにいたかもしれないということを考えると、日本全体からみた歴

史的な価値から言っても「掘り起し」という言葉は重要ですね。今回は最後ですので、委

員長預かりというわけにもいきませんので、教育委員会から、あるいはほかの委員の先生

方からのご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。平川先生のお話の後半

部分は、私もその通りだと思います。私も原案をいただいたときからそのようなことを感

じておりましたので、これは順番を逆にしていただいたほうが良いと思います。先ほども

申し上げましたように、やはりこれは陸前高田のお子さん方にみていただきたい、それが

この計画書、あるいはこの調査の基になっておりますので。できれば順番を変えていただ

きたいです。観光というのは、あくまで文化財が守りの体制に入ってきてしまい、なかな

か支庁内部でも批判というか、復興に歯止めをかけるものだという考え方があるようです

ので、観光という言葉を入れさせていただいております。しかし本来的なものではありま
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せんので、順番を変えてもらいたいと思います。まずはこの「気づき」という言葉につい

て、「掘り起し」という言葉も出てきていますが、教育委員会のご意見はいかがですか。 

教 育 長：私もこの町で育って、ここで教育を受けてきた者なのですが、実は気づいてこなかったと

いうのがありまして、一市民として、私のようなものはたくさんいるのではないかと思い

ます。そういった面からみれば、この震災をきっかけに本市がもつ文化財に、もう一度気

づきましょうというふうなニュアンスでもよいのかなと思いますけれども。先ほど佐藤先

生から教育委員会は知っていて当然だというご指摘を受けて、冷や汗が出たのですが、あ

とは皆さんのご意見に従いたいなと思います。 

池邊委員長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

高 橋 委 員：この基本方針ですが、これは主語が誰になるのかによって変わってきます。例えば「掘 

り起こす」のであれば、要するに専門家が掘り起こすケースもあるわけですよね。そこが

よくわからないです。「気づき」の方が一般市民向けでよりわかりやすいと思うのですが。 

平川（南）委員：「掘り起こす」というのは別に発掘するわけではなくて、今回の調査で我々が発信した物

もありますが、市民自身もいろんなかたちで新しい価値を掘り起こしておられると、私は

思っております。ですから、私が今回書きました武日長者伝説のことも、これは市民から

教えていただいて初めて気付いたわけです。ですから、これの主語はあくまで市民で問題

が無いと思っております。 

高 橋 委 員：私も被災前から現地に入っている研究者として、地域の方がその価値に気が付いていない 

ということにひしひしと感じておりました。今回の被災でそれらを失って初めて、私たち

のまちはどうだったのかという意識が非常に盛り上がってきたのですよね。そこを平川先

生がご指摘になっていると思います。要するに言いたいことは一緒です。これを皆さんに

わかりやすく伝えるロジックとして、どれが一番良い表現かということになってくるかと

思います。別に「掘り起こす」がだめとか良いとか、そういうことを言っているわけでは

ありません。市民の皆さんがこれをみて、この震災を機に、郷土のいろんな歴史文化をも

う一度見直してもらう。そういうことで考えていけば、どこに行きつくのがよいかわかる

と思います。私としては、平たく言えば、今まで現地で調査してきた経緯からも、「気づき」

の方が良いかと思います。震災で無くなってしまったけれども、私たちのまちはこんなま

ちだったのだ、そういう声をいろんな方から聞いてきましたので。そういう印象で、今、

発言しました。 

月 舘 委 員：「掘り起こす」と観光の問題と二つあるわけですけれども、「掘り起こす」というのはプロ

セスの感じがするのですよね。今回、私たちが外からきて、こんな良いところがあるじゃ

ないかという格好でそれぞれの調査結果を提供しているわけです。建築系のまちづくりで

いいますと「よそもの、わかもの、ばかもの」という言葉もありますが、ばかものという

わけではないですが、やはり地元の方に気づいていただくというのが一番大事です。結果

として住みよいところ、観光地になっているところは、やはり地元の方が誇りを持って生

活している。いいところだと思ってそこに自信を持って住んでいる。そういうところが住
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みよいまちと評価されている。例えば金沢、岩手県ですと盛岡もそれにあたるのですが、

そういう点で考えていきますと、自分たちの住んでいるところにどんないいところがある

のかということに気づいて、生活していく。その結果がいいところだとよその人に評価さ

れて観光につながっていく。ですから、平川先生がおっしゃられたように、いいところだ

という教育をする。そのためにはまず市民の方が気づいていく。今回は、委員をさせてい

ただいていますが、その気づきのために調査をしてそれを掘り起こしていく。その関係を

考えると、市民にとっては「気づき」でいいのではないかなと思っています。 

辻 委 員：前回は欠席させていただいたのですが、これに先行する文化庁事業の中段階でも、随分気

になっていたことがございまして、例えば、この報告書の初めの方、６、７ページに町別

に文化財を整理したリストがあります。これは仕方ないのかもしれませんが、今話題にな

っております「気づく」とかにも、非常に関係していることだと思うのですが。私は文化

庁事業の際に、副業的に、この陸前高田の中にある寺社を全部回ってしらみつぶしに調べ

ました。そこでもわからなかったことはたくさんあるのですが、ここで言っている文化財

というのは、指定された特別なものばかりなのですよね。史跡にしても、国や県の指定を

受けているものばかりです。そういうものしか取り上げられていないのですが、実はここ

に住んでいる方々にとっては、どのような神社であっても、社寺であっても非常に重要な

ものなのですよね。しかも陸前高田の寺社のそれぞれを調べていますと、歴史が古いもの

が非常にたくさんあるのです。お遍路さんじゃないですけれども、私はそれだけでも立派

な観光資源になるなあと感じました。それだけで何日も過ごせるような、そういう文化資

源だというふうに感じたのです。そういう意味で、この６、７ページの表では一番右端に

「寺社等」という欄が設けられていますが、それが非常に気になっているのです。つまり

神社やお寺は、指定された文化財や史跡と同等、同格として扱われてもよいのではないか

と思うのです。しかもこの指定された文化財には、先ほど佐藤先生もおっしゃられました

が、何々のマツなどの天然記念物も入っているのです。そういうものだけが、別のところ

にリストアップされているのです。それは実は、ある一つの古刹、神社なら神社、お寺な

らお寺にある一部にしかすぎなくて、本当はその敷地にあるもの、あるいは神社の生態系

といったもの、社そう林に入っているわけですよね。それが一つの重要な景観を作ってい

るのであって、そういうふうな取り上げの単位を、本来は前面に出すべきではなかったか

と感じています。指定されている何か特別な文化財だけが、ピックアップされてしまって、

これだけを観光資源として見に行くようなかたちになってしまう。これはどうもおかしい

ことではないかなと思うのです。この神社に行こうと思ったときに、その神社にはきちん

と歴史的な背景がある。陸前高田には本当に立派な古刹がありますから、マツ一本が重要

なのではなく、スギ１本が重要なのではなく、その森そのものが重要であるということで

す。それこそ歴史的に人々がつくり、守ってきたものであり、歴史的な景観として保存さ

れてきたところであると思います。今回の報告書で、これの取り扱いを、がらりと変えて

ほしいとは言いません。これはあくまで今回のとりまとめの報告書でありますから。しか
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し、今後はそういう視点をもって調査をしていただきたいと思います。私自身も、地元の

方々が気付いていないその景観は、単なる松林だけれども中世につくられた松林が延々と

続いているのだとか、そういうことを明らかにするのは実は大変なのですけれども、そう

いうものが陸前高田には非常にたくさんあるということを感じてきました。ですので、こ

うした点的なものだけに着目するのではなくて、先ほど月舘先生がおっしゃられたような

エコミュージアムのように、もっと面的に広がりのあるものであるはずなのです。ですか

ら、文化財指定されている遺跡と現在も存続している社寺とが、実はセットになっている

可能性もあるわけです。そういう視点でもって見ていくことこそが、住民にとって意味が

ある。ここに住んでいる人たちが気づく契機となっていくのではないかと思いますので、

今後はぜひともそういう視点をもって調査をしていただきたいと思います。文化財という

名前だけに捕らわれずに、この地域にとって重要なものは何なのかということについて、

気づき、掘り起こしていくという努力をしていただきたいと思います。 

池邊委員長：貴重なご意見を、ありがとうございます。実は私のところでも、昨年の卒論で村社を調べ

まして、陸前高田では法人格を持っている村社というのがおそらく普通のことなのですが、

いまや宮司さんのいない神社は全国にはたくさんございます。実は学生の調べたところで

は、被災後に最大で 200日間を村社で過ごされたというお話も聞いております。今、先生

からご指摘のあったようにいわゆる村社だけでなく、境内地、あるいは今日は後ろに学生

も来ていますけれども、祭礼空間ということで調べております。去る４月 19 日に竹駒の

礼大祭で、６年に一度の祭礼が行われたのですが、そうした祭礼で使う道具ですとか、舞

台ですとか、境内だけで行うのではない様々な祭礼空間ですとか、そういうものも非常に

貴重な空間であるし、守るべき、あるいは再生すべき対象ではないかということで、学生

が調査をしています。今回はそこまではいきませんでしたが、この表の順番では、その他

の文化財、産業関連資産の下に寺社等が来てしまっていますので、これは事務局と相談し

て変更させていただきたいと思います。 

先ほどの「気づき」の点で、本多先生、細谷先生、村上先生、地元の方としてのご意見

を賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

村上（徳）委員：村上です。確かに掘り起こしと言われるとそうかなと思いますが、わたしもやはりここで

生まれ育ったのですが、あまりにも短すぎて、その価値にやはり気が付かなかったのです

よ。自分が親になって、それを子どもに伝えようかなと思った時が、自分にとっての「気

づき」だったのですよ。自分の中で気づいて、次に掘り起こしという部分が始まったと思

うのです。自分なりに掘り起こして、それをつたえるということになるので、掘り起しと

いうのは 1.5 になるのかなと。地元の私から言わせてもらえば、まずは子ども達に気づい

てもらう。そこから興味があれば、どんどん自分で掘り起こしてもらう。あるいは自分の

周りにいるじいさん、ばあさんに教えてもらう。子どもたちに伝えていくためにも、まず

は気づきの方がいいのではないかと思います。 

池邊委員長：ありがとうございます。多分、委員の中では割と若い方だと思いますが、ご意見をありが
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とうございます。他にございませんか。 

細 谷 委 員：具体的な話になって恐縮ですが、先日、下矢作地区の成人教室に行ってきました。下矢作 

の歴史について話してくれませんかということで、２時間話してきました。成人教室に集

まった 40人のうち男性は３人で、ほとんどが女性です。そのお母さん方が、下矢作の歴史

がよくわからないという。そこで試みに、矢作町に生まれ育った方に手を挙げてもらった

のですが１/３でした。２/３の方は、よそからお嫁さんに入ってきたのです。こうなると、

当然下矢作の歴史はわからないです。いろんなことに気がついてはいるのでしょうかれど

も。最初に出てくるのが、なぜ矢作は矢作というのか。地名です。ここにはどういうふう

な伝説があるのか、どういう風俗、習慣が残っているのか。いろんなことを聞かれるわけ

です。今、村上さんがお話になったように、40代から 60代のお母さん方ばかりです。それ

だけ長く住んでいても矢作のことを知らない。ですから、次の世代に伝えていくことがで

きない。そこで何とか集落の歴史を知りたいということで、成人教室のテーマが出てきた

のです。なぜ矢作というのか、なぜうちの集落にはこんなことがあるのか、こういう気づ

きというのはやはり大事にしていかないといけないなと思いました。今日は次長さんも来

ていらっしゃるので、教育委員会の方で、成人教室であれ、高齢者教室であれ、そういう

気づきの機会がたくさん持たれれば良いのではないかと思います。そのことを子や孫にも

伝えていっていただきたい。なぜか断絶のような気がするのですよ。おじいさん、おばあ

さんに、何か昔話ありませんかと聞いても、「はて、何かあったかなあ」という感じなので

す。伝説にしてもそうです。陸前高田市史の民俗の中には、素晴らしいものがたくさんあ

るのです。それを後世に伝えていってほしいのです。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございました。今、先生が最後におっしゃいましたように、陸前高田の民俗と

いうのは非常に深いのです。他に、高齢者クラブの方の民話なんかも残っておりまして私

どもも調べさせていただいたのですが、おそらくそれを伝えられる方が、既にいなくなっ

てきているので、じゃあそういうものを、私たちは、誰に、どういう媒体で、どう伝えて

いくのかということが、まさに悩んでいるところであります。成人教室、まさにそういう

ところで伝えていただけるというのは、非常にありがたいことだと思っております。本多

先生、いかがでしょうか。 

本 多 委 員：まずは体系的なことで言えば、私が過去に博物館に勤めていたときに、地域を理解するた

めに、「歩く文化財巡り」というのをやっていたのです。最初は市内一円でやってきまし

たが、それを町別でやることになったのです。そうすると、その資料を作るために調査を

しなければならない。その時に、私が検討したのは、歴史民俗だけでなくて、自然を含む

ということで調査したのですよね。今日も隣にいる細谷先生と連携しながら、市民を対象

とした「歩く文化財巡り」をやったのですが、その時のデータがたくさん蓄積されていま

す。そういうものを、もっと多くの人々に伝えるべきだったなあと、今は反省しています。

参加した人たちは、発見の喜びを味わっているわけですよね。それから今回の文化財のレ

スキューをやっている中で、今、全国的に陸前高田の資料が散らばっておりますが、次か
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ら次へと再評価がされて「陸前高田にこんな資料があるのか」とよく言われるのですが、

私も普通の市民ですので、そんなにそれが大事なものだったのかなあと、実感として気づ

かされて、改めて博物館として何とかしていかなければならないと思っています。それか

ら最後に「気づき」なのですが、「気づき」では弱いという気持ちは、私も以前からもって

いました。それで、言葉を一つじゃなくて二つ選んで、「気づき、学ぶ」というような感じ

で、ある意味では生涯学習の視点で、自ら進んで学ぶという意味で、二つの用語を重ねて

みたのですが。そうすると「気づき、学ぶ」、そして「守り、つたえる」という行為。それ

から最後の言葉、「活かす」については、先ほどから皆さんもおっしゃったとおりだと思

います。おそらく「気づき、つたえ、活かす」というのは非常に言葉のリズムが良いので、

こういうふうになったのだとは思いますが、心の中ではそういうことが含まれているとい

うことを、相手に伝えるのはなかなか容易ではないので、おそらくこういうふうになった

のかなという感じを持っています。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございます。「気づき」という方が、本来的にはそうではないけれども、やはり

「気づき」から始めるべきというご意見ですね。先ほどおっしゃられたとおり、皆さん、

あまりにも身近過ぎてそれに気づいていない、それについては皆さん同じだと思います。

それから最後に本多先生がご指摘されたように、学ぶ、まもる、このまもるの字について

は保護の「護」の方を使うのだと思いますが、それではいかがでしょうかというご提案で

すが、皆さん、いかがでしょうか。佐藤先生も、平川先生も「気づき」だけでは少し弱い

のでは、というご意見でした。この陸前高田の壮大なる文化を前にしては、「気づき」だけ

では不十分だろうというご指摘だと思いますが。平川先生、いかがでしょうか。 

平川（南）委員：実は、そういうニュアンスで使われておりまして、例えば 79ページ、長期ビジョンの締め

くくりの言葉として、一行目から「自然・歴史文化の保存活用の主役である市民とともに

「陸前高田らしさ」を掘り起し、学ぶ楽しみを共有しながら、自然環境を背景とした陸前

高田及び地域ごとの生活文化に「気づく」ことのできるまちが目標」とあります。ですか

ら、まずは第一歩、地元の市民の方がおっしゃっている「気づき」が第一歩であり、今回

はそういう面から発信をするという意味でおっしゃっていますので、私は原案通りで問題

ないと思います。掘り起しの面も十分に含めていると思います。このままで良いと思いま

す。 

池邊委員長：佐藤先生はいかがでしょうか。 

佐 藤 委 員：私もそれで結構です。ちょっと気になったのは、気づいていない方がいるとしたら問題な

のと、やはり教育委員会が出すものなので、教育委員会が気づかせるという事業も大事だ

とは思うのですが、気づかせるというスタンスではいけないのではないかと思います。で

すから「気づき」が気になったという次第です。ですが私も本日、辻委員が言われたよう

に、いろんなところにもっと説明板があってもいいなと思います。神社、お寺のところで

は、由来が書いてあるところもありますが、それがもっとたくさんあればリンクして回れ

るのではないかと思います。 
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池邊委員長：教育委員会としてはどうでしょうか。生涯学習課であればよいのかなと思ったりもするの

ですが。 

教 育 長：私としては、市民の方からも先ほどご意見がありましたが、気づいていない方々が多いの

で、やはり「気づき」でいかせていただければありがたいなというふうに思います。 

月 舘 委 員：「気づき」については、私も教育委員会のご発言でいいと思います。先ほど辻委員からも 

指摘がありましたように、自然も含めての概念であったほしいと思います。文化庁でも文

化的景観の概念がありますね。岩手県でいきますと、重要文化的景観として、一関本寺の

農村景観や、遠野物語の舞台となった土淵山口集落があります。考え方としては、文化的

景観という言葉で、概念も明確になっています。それから景観法の指定の時に、文化財に

はなっていないが地域にとって重要な建造物については、歴史的建造物という概念がござ

います。ですから神社等という部分について、「神社等を含む歴史的建造物」というふうに

記述していただければ、気になっている石碑等も書けますので、そこを追記して、これま

で調査してきた石碑等も加えていただけると、より実質的な資料になると思いますので、

お願いいたします。 

池邊委員長：ありがとうございます。それでは基本方針から始まり、その他の報告書の項目についてご

意見をいただきたいと思います。今までご発言いただいていない先生方、いかがでござい

ますか。 

熊 谷 委 員：私も「気づき」派なのですが、これまで一生懸命基本方針を揉んできまして、改めて表紙

を見ますと、なんとそっけない表紙かと思います。できればこの基本方針の表紙をもっと

工夫してはどうでしょうか。活用計画がサブタイトルということにすれば、先ほど来の市

民に向けての報告書であるということがもうちょっと出てくるのではないかと思います。

もう一つは、これは教育委員会にお尋ねしたいのですが、この事業そのものが補助事業と

して委託に出してその成果品としてこの活用計画を作るというものなのか、教育委員会が

この計画を作るというスタンスなのか、どちらでしょうか。要するに、この表紙の「平成

26 年 6 月」の下にあるように陸前高田市教育委員会なのか、あるいはこの委員会名でこ

ういったプランが出てきたと、そしてそのプランを教育委員会として受けて、具体的な実

施計画を作っていくのか。この辺りはどうなのでしょうか。 

教 育 長：この事業は文化庁の答申を受けて、本市の教育委員会が担当したわけなのですが、これだ

けの内容をうちのメンバーで仕上げるのは、当然難しいわけでございまして、委託をした

と。その委託をして、委員の先生方からご意見をいただいて、良いものに仕上げて、それ

を教育委員会の事業として発表する。そういうかたちです。事業というよりも、なんとい

いますか、これを仕上げた事業として発表するということです。 

熊 谷 委 員：今お聞きしたかったのは、要するにこの文章の中に、教育委員会として出すのであれば、

自分に対して反省が強すぎるような表現がいくつかあります。例えばですが、37 ページ、

下から６行目のところ、「保存活用施策の展開方法」で「指定・未指定に関わらず収集・評

価・分析することが大切である」という表現ですが、これは明らかに他人事のような書き
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方でありますし、それから同じ項の最後に「周辺環境との関係についても配慮した調査を

実施する」とありますが、「実施する」と本当に明言してしまってよいのか。あるいは教育

委員会としてまとめるのであれば、76ページ、最後の方に付け加えていただきました「名

勝高田の松原の再生」のところで、やはり管理団体としてどう関わっていくのかというポ

リシーを示すとか。教育委員会として出すのであれば、言い過ぎているところ、足りない

ところ、微妙なところが多々ありますので、その辺りの整合性をもう一度確認された方が

良いのではないかと思いました。 

教 育 長：ご指摘の通りだと思いますので、文言の細かいところに関しましては、最後の詰めの作業

で検討していきたいと思います。ありがとうございました。 

池邊委員長：管理団体ということは、まだ明確には書けませんよね。 

教 育 長：はい。 

熊 谷 委 員：名勝指定は残っているが、管理団体ではなくなったのですか。 

池邊委員長：名勝の管理団体としては、市はもちろん含まれます。これから保存管理計画を策定してい

くところです。 

熊 谷 委 員：国指定名勝としての高田の松原が残っている限りは、管理団体としての市は残るのですよ 

ね。ですから名勝の管理団体としてという意味です。 

池邊委員長：実は名勝としての保存管理計画が今までなかったものですから、今年から策定していく予

定です。私もこれに関わることになっておりますので、この時点で書ける限りの情報を書

かせていただきたいと思っております。他にご意見、ご指摘はございますか。 

朝日田委員：「活用」のところですが、以前、メールで指摘させていただいた部分を入れていて、ありが

とうございます。例えば学習プログラムですね。46ページの一番下に「地域特性を生かし

た学習プログラム」と書いていただいていますが、やはり「気づき」、「つたえる」という

点から言いましても、活用もそうなのですが、実は、震災前から高田の博物館と一緒に、

小中学校で使えるような学習プログラムを検討しておりまして、どうせなら高田ならでは

の物を作りたいと思っておりまして、さらには小学校で、博物館の人が行かなくても、先

生たちが独自でできるような強化単元なんかも含んで、授業の中でもやれるものを一応目

指していました。震災があったので、今は少し方向性を変えているところなのですが。そ

ういうふうなものを、これを機につくっていければ、まあ中長期的課題になるとは思うの

ですが、総合的学習だけではなくて、低学年であれば生活科から始まって、社会、理科、

実は算数とかもつくっているのです。そういうものも含め、「気づき」「つたえ」というと

ころが、小学校の段階から陸前高田ならではのプログラムがあって、陸前高田の小中学校

を卒業した人なら皆知っているよというようなことになれば、もう将来、高田の教育行政・

文化行政は安泰かなと考えているのですが。そうすると最終的に「活用」のところで、こ

の計画書にもありますように、観光のガイド等にもつながっていくのかなというふうにも

思います。一律的にプログラムが発展していくような考え方で、今、博物館でも一生懸命

やってくださっているところですので、51ページにあるような収集保存についても、実は
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陸前高田の小中学生と一緒にやっていける。私は自然屋なので、自然資源の標本を一緒に

集めているのですが、津波で流されてしまった資料を補完するような仕事をやっていきた

いと考えていますので、そういうところにもつながっていくと思います。ここには自然資

源屋はあまりいないと思いますが、私は自然資源屋の視点から、先生方からお話の合った

データや調査結果、陸前高田ならではのものというのを学校教育の中に活かしていくよう

な中長期的な課題というものを、この計画書に入れていただければ、ありがたいと思いま

す。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございます。石川先生、いかがでしょうか。 

石 川 委 員：皆様にいい意見をきかせていただきまして、納得しているところです。  

池邊委員長：先ほどから基本方針や「気づき」について、ご意見を頂いておりますが、その他のところ、

あるいは報告書全般について、何かございませんでしょうか。本日の最後に、皆様にこの

案について了承いただけるかというところもございますので、疑問点などございましたら

是非とも投げかけていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

熊 谷 委 員：ちょっと気になったことがあります。12ページをご覧いただけますでしょうか。ここに４

つの関連文化財群とありますが、改めてこれを見てみますと、例えば A「海と川の資源と

生活」、Bの「山の資源と生活」とありますが、ここで使われている「資源」と、11ページ

の歴史文化の特徴の中で使われている「資源」とでは、ちょっと意味が違うのではないか

と思います。11 ページの下に「自然環境からの恵みに育まれた」とありますが、だとする

のであれば、12 ページの A,Bについての「資源」は「恵み」という言葉の方がより適切な

のではないかなと思いました。それらを使って、どういうかたちで、活用していくかとい

うレベルでの「資源」ですよね。広辞苑等、辞書をいろいろ調べておりますと、「資源」と

いう言葉は人間が利用するための概念であって、向こうから与えられるものではないとい

うことのようですので、その方がよいかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

辻 委 員：おっしゃることはごもっともですが、なかなか難しいのではないでしょうか。今、生態系

サービスという言葉もありますが、「恵み」もあれば、実際に材料、つまり生活の糧になる

もの、「食料資源」というふうにも使われていますよね。高橋先生がおっしゃっているよう

に、確かに「恵み」と「資源」というのは中身が違うので区別してもいいのかなというよ

うな気もしているのですが、ここは皆さんにご意見をお伺いした方が良いのではないでし

ょうか。 

池邊委員長：これについて、いかがでございますか。私もここは少し気になっていた部分なのですが、

11ページの一番上は時代ごとの資源ということですよね。地域資源という言葉は、割と一

般化されているので良いかと思います。「山の資源は木材だ」と言われてしまうと、それは

違います。やはりいろんなことがあって、それは水源涵養であったり、生態系であったり、

動物や植物など様々なものが含まれてきてしまうので、そういったときに山の資源と言わ

れると、やはり林産物と受け取られてしまうと、ちょっと良くないかなと私も考えていま

した。このあたりにつきまして、いかがでしょうか。どなたかございませんか。 
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月 舘 委 員：「海の幸」「山の幸」というような概念で良いのではないでしょうか。それでいいますと、 

歴史文化についても、文化財行政でも生活文化という概念が出てきています。歴史とい

う言葉がなくなって社会史というような感じになってきているのですよね。ステージ行政

を中心にした歴史ではなくて、特にこの計画では、地域で暮らしてきた生活文化というニ

ュアンスが強いと思いますので、そこをちょっと考えてもらえると良いかなと思います。 

池邊委員長：実は私も、今は、論文の中等では「生活文化」という言葉を使っておりまして、どうして

も文化的景観のような話になりますと生業になってしまいますし、かといって歴史文化と

言ってしまうと非常に限られた狭義の郷土文化や芸能の方にいってしまったりしますの

で、生活文化という言葉を使っていますが、この場合はどうでしょうか。 

佐 藤 委 員：これは平川先生にお聞きした方が良いかもしれませんが、最近の歴史学というのは、決し

て政治的なステージだけで考えているのではなくって、先生方がおっしゃるような生活文

化も含めて、歴史文化と考えております。この点についてはほぼ合意が得られていると思

います。おそらく文化庁の対象というのは、歴史文化のまちづくりではないかなと思うの

ですが、決して歴史で狭い範囲でみていただかなくて、けっこうだと思っております。 

平川（南）委員：書いてくださいというわけではなくって、そういうところを再確認してくださいというこ

とですよね。 

池邊委員長：平川先生、何かございますか。 

平川（南）委員：先ほど熊谷先生がおっしゃったことですが、12ページの Aのところです。これはここの水

色の括りでいえば「水の災害と復興の歴史」も入るわけですよね。海と川の恵みと自然の

驚異に関わる歴史文化ということじゃないですか。特に、現在こどもたち、あるいは市民

に知ってもらいたいのは、その恵みと同時に脅威があるということをきちんと学ぶことが

大事なので、そういう括りになっているとは思うのですが。 

池邊委員長：ありがとうございました。まさにこの脅威というところですが、私たちもなかなか都市に

住んでいても、そういう脅威を忘れて暮らしておりますので、やはり恵みのあるところに

はそれだけ脅威のリスクもあるわけです。ですから、脅威という言葉も非常に大事だと思

います。他に 12ページ、あるいは 11ページの特徴について、ご意見はございますか。先

ほど指摘のありました「記憶のあるまち」についても、事務局への宿題となっております

が、ここは非常に大事なところでございますので、皆様にご意見いただければと思います

が、いかがでしょうか。 

あとは本日の話に出てきていませんが、先ほどから「自然」という言葉も出ていますが、

「風土」と申しますか、この部分がもちろん一番、陸前高田らしいところでございますの

で、この風土という言葉や文化について、私の方でもチェックさせていただきたいと思い

ます。 

石 川 委 員：先ほどの 12 ページの A、B の表現については、もう少し詰めていただきたいと思います。 

例えば両方から、「の資源」の部分を取ってしまう。つまり「海と川と生活」あるいは「山

にまつわる生活、歴史文化」などです。この「資源」という言葉をとってしまったほうが、
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より包括的になると思いますので。 

池邊委員長：ありがとうございます。「資源」という言葉を削除して、「～にまつわる歴史文化」という

ご意見ですが、いかがでしょうか。熊谷先生、いかがですか。 

熊 谷 委 員：折角この４つのテーマで、一つのパターンでまとめていただいていますので、どうせなら

Ｃ、Ｄの方も直してもらわないといけませんね。 

池邊委員長：そちらは事務局の方と、私たちの方で考えさせていただきます。うまく４つのテーマと 12

の物語ということでまとめています。先ほどから議論にはなっておりませんが、14、15ペ

ージにそれぞれございますが、恵みをもたらす物語とか、この中には例えば教訓の伝承等、

そういう言葉も含まれております。こちらは割と明確な言葉で使われているのかなと思っ

ております。この中には D-3のような「コミュニティに継承される無形の文化の物語」の

ようなものも入っております。他にはございませんか。 

朝日田委員：言葉の選定は非常に難しいと思いますので、後で検討いただければと思いますが、おそら

く今の「恵み」なのか「資源」なのかという話は、自然ということですよね。海と川の資

源と生活。脅威も入れて、ということであれば、その方がいいのかなと思います。まあ言

葉の問題なのでもう少し吟味していただければと思います。 

池邊委員長：そうですね。ありがとうございます。そろそろ残り時間も短くなってきましたが、いかが

でしょうか。 

佐 藤 委 員：一点気になったのですが、49ページ、気づきの延長なのですが、情報発信のところで、こ

れは先ほどの「気づき」に続く「掘り起し」の部分になるかと思うのですが、深く知りた

いという欲求に応えるときに、ここで一番たくさん書かれているのがデジタルミュージア

ムなのですが、これはこれでいいのかなと思います。次のページに行きますと、博物館紀

要や博物館便りになるのですが、先ほど細谷委員、本多委員がおっしゃったような成人教

室ですか、生涯学習でもいいのですが、様々な機会で発信していくことが大事です。博物

館でなくても図書館でもいいのですが、例えば伝承、昔話をこどもたちに伝えるような事

業もできますし、それ以外にも様々な講座ですとか、近くの高等学校や中学校の先生とリ

ンクしてやっていくなど、深く知るためにはいろいろなことが考えられると思いますので、

もう少し豊かに書いていただければと思います。 

池邊委員長：ありがとうございます。こちらはデジタルミュージアムですとか、デジタルアーカイブで

すとか、ちょっとそういった方向に固執しすぎている部分もございますが、実際にできる

にはまだ数年かかるかと思いますので、その辺りも含めて、書かせていただければと思い

ます。また生涯学習課ということもございますので、生涯学習とも絡めて書かせていただ

ければと思っております。余談ですが、私は千葉大で、園芸学科ではない普通の学科に向

けてランドスケープを教えているのですが、そこに生涯学習課専攻というのがありまして、

そこの学生がなぜかこの歴史文化構想というものを何故か知っているという、そういう時

代になってきています。今の若い人たちにとっては、文化財というよりも、生涯学習とい

いますか、歴史文化のストーリーを考えるというのが比較的身近になってきているように

75 
 



感じています。私もこれにはびっくりしました。そういう時代になってきていると思いま

すので、その辺りも踏まえて書かせていただきたいと思っております。他にございません

でしょうか。 

本 多 委 員：添削している中で思ったのですが、６，７ページと９ページ、16、17ページ、13ページも

ですか。これらの内容が、関連性といいますか、なかなか一緒ではないように見えるので

すよね。これについては同じようにしなければいけないと思いますが、それは容易ではな

いと思いますが、その方法的なことを短時間の中で工夫していかないといけないのかなと

思います。先ほど辻先生からもご指摘がありましたが、その他寺社が、項目上はこのよう

な分け方になっていると思いますが、どのところに主軸をおいて記入したらよいものか。

もちろん私は地元の者ですから、いろいろ情報が入っているわけですが。そこで、どのあ

たりで入れていったらよいのか、量的な問題もありますので、そのあたりをご検討いただ

き、一つの統一的なやり方でやっていただければと思います。以上です。 

池邊委員長：ありがとうございます。これは今後の予定とも関わるのですが、皆様から本日ご承認を得

られれば、保存活用計画ということで（案）を取らせていただきまして、この７月５日く

らいをめどに皆様方から本日足りない部分、あるいは言わなかったけれどもここは間違い

ではないかという部分について、教育委員会あてにご意見を賜りまして、その後、私と必

要であれば、各部会長様とも調整させていただきまして、7 月末日をめどに報告書のとり

まとめを行うつもりでございます。それまでに特に主語について、教育委員会としての記

述になっているかどうか、チェックさせていただき、最終報告書とさせていただきたいと

思っておりますが、いかがでしょうか。 

石 川 委 員：これは陸前高田市の保存活用計画です。当然のことながら、市民向けに書かれています。

しかしこの取組自身は、何も陸前高田市だけの取り組みではなくって、他の全国あるいは

海外、外に発信して、参考にしていただきたい。おそらくそういった願いも込められてい

ると思います。ですからどこかにそういう方法を入れてほしい。一つの項目を建てると目

立ちすぎるかもしれませんので、そういう意気込みが伝わるような表現をどこかにいれて

いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

池邊委員長：ありがとうございます。今ご指摘の点や、エコミュージアムの件につきましても、サムソ

ンがシルクロードの調査をやっている点も加えて、陸前高田のこの資源というのを、国内

よりも海外に発信した方が良いのではないかというような話をさせていただいたことも

ありました。貴重なご指摘、ありがとうございます。その辺は市の内部の調整も踏まえて、

できるだけご意見に応えられるようにさせていただきたいと思います。他に何かございま

せんでしょうか。それでは最後に副委員長でいらっしゃる中井先生から、これから復興委

員長としても、これを活かしていただきたいと思っておりますので、一言いただければと

思います。 

中井副委員長：とりまとめの挨拶をしろと言われたわけではございませんが、私にとりましては、普段あ

まり意見交換をさせていただく機会のない領域の専門の先生方もいらっしゃる委員会とい
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うことで、とても勉強になったことが多くございました。まずはこのことについて、御礼

申し上げます。一つは高田の松原のことです。先ほど池邊委員長からも少しお話がありま

したが、私は、震災復興記念公園の方の有識者会議のとりまとめをさせていただいており

まして、本多先生、池邊先生にもご参加いただいております。名勝として再生していくこ

とで、委員の先生方の気持ちは一致しているということです。間もなく基本構想のとりま

とめが公表され、そのあと基本計画という段階に移っていくと思いますので、この委員会

で先生方に頂いた意見も、そちらの基本計画の中に反映させていくように、私の方からも

事務局にお願いしていきたいと思っております。今回の報告書については、池邊委員長も

ご苦労されたのだと思いますが、私はよくまとめていただいていると思います。その上で、

ということで少しお話しさせていただきますと、これは文化財等保存活用計画ということ

で、あくまでも、これまでに長い時間をかけて蓄積されてきた文化や文化財を元にという

前提ですよね。文化庁が大本ということもあってそういうふうになっているとは思うので

すが、実は、今、陸前高田で行われている復興事業について考えますと、人々の生活はそ

ういった時間の区切りとは関係なく続いているわけです。そうやってできあがってきた昔

の文化財だけではなくてですね、実は復興事業の中で行われているようなことも、ひょっ

とすると、後 50 年も経つと、文化財にはならないかもしれませんが、やはり陸前高田の文

化の、大変大事な一部分になるのではないかなという思いをもっております。その意味で

は、これまで蓄積されてきたものを、これからのものの中でどうやっていきますかという

ような、現時点をもとに過去と将来というふうに時間をばっさりと切って議論するという

のが、この報告書の役割だというのは存じているので、それはそれで良いと思いますが、

もう少しシームレスに捉えながら、過去にやってきたものがこれから将来、新しい生活の

中で、どのように陸前高田の文化になっていき、さらにその中からひょっとすると文化財

が生まれてくるかもしれない。そういう視点をもう少し入れていただくと、もっと復興と

文化財活用との敷居が低くなるのではないかなと、私自身の反省も込めてですが、思いま

す。例えば、先ほど月舘先生からエコミュージアムのようなお話がありまして、私もエコ

ミュージアムの構想には賛成ですし、特に浸水していない地域についてはなるべく早くそ

ういうことを始めていただきたいと思っておりますが、その中で、歴史や文化と同時に、

今行われている復興の話も併せて、やはりエコミュージアムの一部として、これまでの町

とこれからの町をばさっと切るのではなくて、ひとつながりのある話としていただけると

良いのではと非常に強く思いました。そういう意味では復興事業は陸前高田の文化を壊す

事業ではなくて、それを創りあげていく事業として、皆さん取り組んでおられると思いま

すし、私もそういうつもりで今までお手伝いをしてきております。是非そういったこと、

これまでの話とこれからの話を、今行っている様々な事業の中で考えていければいいなあ

と思っております。例えば石碑の話もありましたが、高台に新しい造成地がどんどんでき

ていく中で、そういう石碑を持っていくという話もあるかと思いますが、例えばこれを機

にシンボルになる木を植えて、それが 50年後にはまちのシンボルツリーになり、ひょっと

77 
 



すると平成の大津波に関する文化財になる可能性だって、無いわけではないと思うのです。

このように、これまでの話とこれからの話をうまくつなげていく良い機会になればよいと

思っているところでございます。以上です。 

池邊委員長：大変前向きな話をありがとうございました。実のところ私としても、そのようなお話も入

れたかったのですが、紆余曲折ございまして、今日は日曜日ということもありましてご主

席は教育委員会の方だけですが、その中でもいろいろな関係ですとか、その中でも復興の

足かせになってはいけないというところが荷重になりまして、今、先生がおっしゃられた

ような従来の文化財をいかに活かすかという部分だけに終始して、新しい復興計画の中に

盛り込みたい部分というのを、敢えて見ないようにしてきたようなことがございます。今、

中井先生におっしゃっていただきましたので、少しだけでも、そういうシームレスなかた

ちといいますか、そういうものを考えたいですし、これから 50年、100年と歩んでいくの

は陸前高田でございますので、そういったことも考えて、将来の陸前高田にとっての恵み

となるような、そういうものをどう築いていくかということも考えさせていただきたいと

思います。 

それでは最後になりましたが、保存活用計画の（案）を取らせていただきまして、保存

活用計画の報告書とさせていただいてもよろしゅうございますか。（異議なし）よろしゅ

うございますか。それでは（案）を取らせていただきまして、本日ご議論いただきました

部分の修正等については、委員長預かりということにさせていただきまして、本日をもっ

て、この委員会を終了させていただきたいと思います。先ほどご説明いたしましたように、

皆様方から補足のご意見ございましたら、７月 5 日を目途にいただければとおもっており

ます。また７月末に報告書を作成させていただきましたら、大変失礼ではございますが、

郵送というかたちで皆様のお手元にお届けさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。それでは途中でお話いたしましたが、この計画の報告会に関しましては、市教委

の方から庁内での決議を経て、市民報告会をやるかどうか。今のところはやりたいという

方向で教委からご提案いただくということですね。また先ほどお話しましたように、ホー

ムページ上での公開もさせていただきます。また委員主催ということで、調査報告会を別

途企画させていただきたいと思っております。最後に、皆様方にお願いでございます。今

回長期にわたってご協力いただきましたが、私はまだ最初だと思っております。復興もこ

のようにどんどん建設は進んでおりますが、文化財の問題はまだまだですし、博物館の問

題もございます。今日お集まりの先生方は、各方面で様々なお力、ご知見をおもちと思い

ますので、今後とも陸前高田の復興並びに文化財の保存活用という点でご協力をお願いい

たします。それでは進行を事務局にお返しします。どうもありがとうございました。 

教育委員会：池邊委員長、ありがとうございました。最後に教育長よりご挨拶申しあげます 

教 育 長：この事業の全体会議は本日が最後ということで、事業をお願いしたものとして、私より最

後にご挨拶、御礼を申し上げたいと思います。委員の皆様には、日曜日にも関わらず、時

間を割いていただきまして遠路、この陸前高田までお越しいただいたことに深く感謝申し
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上げます。ありがとうございました。本日は大変密度の濃いご検討をしていただき、これ

についても感謝申し上げたいと思います。本来であれば、今年３月でこの事業は終了とい

うことでございましたが、どうしても保存と活用というこの中核の部分の議論が足りない

というご指摘をいただき、池邊先生にももう少し議論をして少しでもよい成果品として出

したいというふうにおっしゃっていただきまして、延長させていただきまして、７月まで

先生方にご協力いただきましたこと、改めて御礼申し上げます。4 月に繰り越してから２

回の全体委員会を開催しましたが、結果的に今日の報告書を見て、本当に繰り越してよか

ったなと思っております。おかげさまで、この（案）をとらせていただきまして、中身を

見ますと、池邊先生もおっしゃられたように中学生でも、あるいは文化財のことを知らな

い一般の方々でもよくわかるようにまとめていただいております。「気づき」「つたえ」「活

かす」という３つの基本方針、そして 12の具体的な方策ということで、今すぐやらなけれ

ばいけないのはこういうことなんだよということがわかりやすく書いていただいておりま

す。また中長期にはこんなことをやってほしいということも、提言していただきました。

これを元に、新しい町づくりのなかで、本市が培ってきた歴史文化を活かしてまいりたい

と思っておりますし、そのことを庁内の検討委員会の方でも伝えてまいりたいと思います。

本市を担っていくこどもたちのためにも、子どもたちにこの活用計画を還元しまして、自

分の郷土に誇りと自信を持つかたちで、自分たちの歴史文化を伝えていく。そういうふう

なことを、私たちにやりなさいと、この報告書は言ってくれているような気がします。こ

れから、この報告書に基づいて、本市の歴史文化を大事に伝えていきたいと思っておりま

す。先ほど委員長もおっしゃられましたが、これで終わりということではございませんの

で、これからもまだまだ気づいていない市民のためにも、皆様のご指導いただきますよう

お願い申し上げて、感謝の言葉と致します。本日はありがとうございました。 

教育委員会：それでは大久保教育次長より閉会宣言いたします。 

大久保教育次長：本日は長時間にわたりありがとうございました。暑い中で非常に申し訳ございませんでし

た。以上をもちまして、陸前高田市文化財等保存活用計画策定委員会第４回全体委員会を

閉会いたします。ありがとうございました。 
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