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九州離島のキリスト教系集落の維持管理活動に関する研究
一過疎集落における文化的景観の継承手法の確立に向けて一
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本研究では,九州離島(五島・奈留町,奄美大島・龍郷町)のキリスト教系集落を研究対象とし,カトリック信者,

一般集落住民らによる集落維持管理活動の実態を解明し,その特質と課題を明らかにした。また,それらの比較考察を

通じて,維持管理の持続可能性における課題は,1)維持管理活動の「主体」と「領域」の可変性の確保にあること,2)

その可変性は維持管理の対象領域が公益性,共有性を帯びた場合に確認できること,3)教会の社会的意義が認識され

る場合にはその敷地も公益性,共有性を帯びる場合があること,といったキリスト教系集落の維持管理活動の課題を抽

出し,それらを踏まえ集落景観の継承手法の確立に向けた展望を示した。

キーワード: 1)キリスト教,2)カトリック,3)離島,4)五島,5)奄美,6)集落
7)教会堂,8)文化的景観,9)維持管理,10)持続可能性
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ThisstudyexaminedhowtheresidentsintheChristianvillagesinislandsofGotoandAmamidevelopedtheirlocalsystems
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1.はじめに

1-1.研究の背景

本研究は,人口減少と高齢化のすすむ過疎集落におけ

る景観の継承手法の確立に向けた基礎研究である。本研

究では,その対象として九州離島のキリスト教系集落注1)

をとりあげる。なかでも現在もカトリック信徒注2)数の

多い,五島列島および奄美大島の集落注3)を対象とする。

これら地域の集落において信仰は,生業や居住場所な

どの生活の枠組みを規定するものであった。そしてカト

リック・コミュニティは,生業と信仰,そして信仰に基

づく労働奉仕の実践を通して形成・持続されてきた。従っ

て信徒による維持管理活動注4)の把握は,対象集落の景

観を理解するうえで欠くことができない作業である。

また,景観の継承は,居住することを含め,なんらか

のかたちで人々がその場に関わり続けることが前提とな

る。そしてそのためには,その場における生業の成立,

っまり人々が食べていけるということとともに,人々の

精神面における充足が重要な条件となり,それはしばし

ば信仰というかたちで表現される。またそれは,人と人

との関わりなしでは成立し得ない集落を継承していくた

めの本質的な課題であるが,集落の継承に関する議論に

おいて従来あまり目を向けられてこなかった。この点を

考えるうえで,信仰に基づく維持管理活動が行われてい

るキリスト教系集落を取り上げることは有意義である。

現在では,過疎・高齢化,信徒及び司祭の減少など社

会状況の変化により,カトリック・コミュニティの従来

の生業・信仰形態とその維持管理活動は変容を余儀なく

されている。.したがってキリスト教系集落の景観が継続

可能たり得るには,従来の枠組みを超えた工夫が不可欠

となってきている。

1-2.研究の目的と方法

以上を踏まえ本研究では,五島と奄美という異なった

歴史的・風土的環境における,離島のキリスト教系集落
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を研究対象とし,カトリック信者や一般集落住民らによ

る集落の維持管理活動の実態を解明し,現在に至る変容

の様子を把握する。そして,それぞれの研究対象集落か

ら得られた知見の比較考察を通じて,キリスト教系集落

にみる景観の維持管理活動の特質と課題を抽出し,それ

らの考察を踏まえたうえで,過疎集落における景観継承

手法の確立に向けた展望を示す。
なる

本研究では,ユ)五島列島の奈留島(長崎県五島市奈
たつこう

留町:奈留小教区,図1-1),2)奄美大島の龍郷町(鹿
せどめ

児島県大島郡:瀬留小教区,図1-2)のキリスト教系集

落を研究対象とする注5)。

五島・奈留島のキリスト教系集落は,18世紀後半か

らの潜伏キリシタンの移住を起源として形成された。奈

留島では多くの集落で禁教令撤廃後もカクレキリシタン

信仰が継続したが,一部集落の人々はカトリック信徒と

なった。また五島では一般にキリスト教系集落は,先住

の神道・仏教系集落と分立している。一方,奄美ではカ

トリック宣教の歴史は明治中期以降と比較的浅く,伝統

信仰に基づいて形成された集落構造のなかに後から入り

込むかたちでカトリックが浸透している。とくに奄美大

島北部(龍郷町,奄美市笠利町)では多くの集落に教会

堂注6)が建設され,その集落における影響は小さくない

が,現在では教会活動に実際に参加する信徒の数は極め

て少なくなっている。なおいずれも離島の過疎集落であ

る状況は同様である。

このように五島と奄美のキリスト教系集落は,離島集

落という基本的性格は同じながらも,集落と教会との関

係を異にする。本研究ではこの点に注目し,五島・奄美

の両地区での集落の維持管理活動に関して得られた知見

に基づく比較考察によって,キリスト教系集落の維持管

理活動の特質と課題を明らかにするという方法をとる。

本研究では以下の項目について調査・研究を行った。

[集落景観の成立変容と生業と信仰との関係の把握コ

生業,信仰と集落景観の成立との関係の把握は本研究

において欠くことができない。しかし過疎の進行や生業
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図1-1五島・奈留島と江上集落

活動の衰退によって現在の景観からこれらを理解するこ

とは極めて困難である。そこで郷:ヒ史誌,古写真,教会

関係史料の収集,年長者に対するヒアリング調査によっ

て,過去から現在に至る集落景観の成立と変容に関する

調査・研究を行う。

[集落の維持管理活動の現況把握]

カトリック信者の維持管理活動の把握のため,教会の

組織・体制,奉仕活動の実態などについてのヒアリング

調査,教会広報資料等の分析,参与観察を行う。同時に

教会活動以外の集落の維持管理活動を把握するため,町

内会・自治会など自治組織の活動,他宗教の祭りなど集

落行事についても同様の調査を行い,これらと教会との

関係を考察する。現地調査概要は表1-1のとおりである。

表1-1現地調査の概要

      地区名ヒアリング件参与観察件数
      槻

      五島奈留江上322      大2
      ム41

      小)53
      一12442

      奄葵漕留7113      31

      81可

      161

      '、81

      計27826

1-3.既往研究と本研究の位置づけ

本研究の対象地域にっいては民俗学・文化人類学,宗

教学分野の既往研究がある文2)文3)。それらは主に宗教儀

礼や家族分封から村落構造に言及したものである。こう

した村落構造を集落の空間特性としてとらえた建築学分

野の研究もある文4)文5)。これらは主にカクレ信仰あるい

は奄美の伝統信仰との関係から集落の空間構造をとらえ

たもので,景観の継承手法を考えるうえで維持管理活動

に注目する本研究は目的・方法を異にする。一方,伝統

的集落の景観維持管理については近年研究が蓄積されて

いる文6)文7)。本研究では集落の伝統文化を一元的に捉え

るのではなく,文化的多様性を前提として集落の維持管

理活動を分析し,キリスト教系集落の特質と課題を通し

て景観の持続可能性を展望する点に独自性を有する。

図1-2:奄美大島・龍郷町と嘉渡集落
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2.集落の生業,信仰と景観

2-1.生業,信仰と集落の形成

五島・奈留島の生業形態は,漁業を中心とした半農半

漁であり,研究対象とする江上集落などのキリスト教系

集落も同様である。農業は五島列島一般からみて特殊性

はなく,麦・甘藷の連作が主で田は少なかった。概して

耕作面積が狭小で生産性も低いことから,現在では自家

消費用としての野菜の栽培が行われているほか耕地のほ

とんどが耕作放棄地となっている。こうした農業の衰退

により,まき網漁,一本釣漁,養殖漁が島の主な産業と

なっている。明治期より島外資本が参画してイワシ縫切

網漁,キビナゴ地曳網漁が行われるようになる。特に江

上集落が面する大串湾のキビナゴ地曳網漁は戦前から戦

後期にかけて好調で,後述のとおり教会堂(江上天主堂:

1918年完成,国指定重要文化財)の建設資金となった文8)。

近年は乱獲による漁獲量の減少と輸入水産物増加によっ

て漁業も低迷し,人口の減少が続いている(図2-1)。

江上教会を含む奈留小教区(カトリック長崎大司教区)

は,奈留島と属島からなる奈留町と地理的範囲を同じく

する。小教区には3つの教会があり,主任司祭が常駐す
なんこし

る奈留教会の他,江上教会,南越教会の巡回教会がある。

五島でカトリックの布教が始まったのは,1566年で

あるが,弾圧によって信仰は一旦絶滅する。奈留島での

信仰は,外海から移住してきた潜伏キリシタンらによっ

て再開される文9)。江上集落では,東松浦郡,西彼杵郡

から移住した4家族が1881年授洗し,以後カトリック

信徒の集落となった。当初教会堂はなく信者宅でミサを

行っていたが1906年,現在の教会堂敷地に簡単な教会
いえみどう

堂(家御堂)を建設,12年後に教会堂が完成した文1°)。

移住者(「ヒラキ」)は,先住者(「ヂゲ」)がいない

比較的不便な場所に集落を形成し,限られた土地で半農

半漁の生活をし,先住者集落へ出稼ぎに行くなどして資

金を稼ぎ教会堂を建設した。先述の大串湾のキビナゴ地

曳網漁も隣接する神道・仏教系集落である大串集落注7)

と共同で行われたもので,江上のカトリック信徒に株を
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有した者がいたため,漁の収入の一部が教会堂建設の元

手となったという注8)。なお現在の江上集落での漁業は

個人経営の一本釣が主で,共同作業を伴うまき網漁など

は,漁獲量と従業者の減少を理由に行われていない。

一方,奄美の伝統的な生業形態も半農半漁であった。

しかし1609年,奄美が薩摩藩支配下に置かれてからサ

トウキビ作の強制が始まり,稲作やキビ作以外の畑作は

激減した。戦後は,大島紬が一時島の基幹産業となるほ

ど成長したが,昭和50年以降は衰退している。現在は,

キビ作や紬産業は極めて小規模におこなわれるのみで,

他には目立った地域産業もなく,青年・壮年層の島外流

出が続いている注9)(図2-2)。

カトリック布教以前から存在する奄美の伝統信仰は,

強い祖先崇拝・自然崇拝に基づき,「ノロ」や「ユタ」

と呼ばれる巫女が各集落に存在した。カトリックは奄美

では後進の宗教であるため,教会は,こうした奄美の伝

統信仰に基づく秩序の中で存在意義を確保し,教会堂の

建設場所をも確保していく必要があった。瀬留小教区で
かど

最初に建設されたのは,嘉渡教会堂(1902年)であった。

教会堂は戦時中に接収・移築されたが,戦後の奄美群島

のアメリカ統治時代(1953年まで)に再建された。瀬

留教会堂(国指定登録有形文化財)は1908年に建設さ

れた奄美に現存する数少ない戦前の教会堂である文11)。

なお瀬留小教区(カトリック鹿児島司教区)は,大島

郡龍郷町と地理的範囲を同じくする。小教区には7つの

教会があり,主任司祭が常駐するのは瀬留教会のみで,

他の6つの教会は巡回教会である。

2-2.集落の公共空間

奈留地区の江上集落は,隣接する大串集落,夏井集落

(ヂゲ集落)の中間地点にあり,1908年,大串・夏井の

学校を統合して江上尋常小学校が設置された。1915年

には大串集落の住民が有していた田地を買収して校地と

し文'2)木造校舎を建設(1927年),戦後の一時期は奈留

村立第二中学校を併設し(1965年奈留中学校に統合),
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図2-1五島・奈留町と江上集落の人口と信徒数の推移
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図2-2奄美・龍郷町と瀬留・嘉渡集落の人口と信徒数の推移
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1981年には現存するRC造校舎が建設された。しかし過

疎化によって江上小学校は1998年廃校となり,以降島

北西部の教育の中心地であった校地は,空き校舎が残る

遊休地となっている。

一方,奄美の集落では近代初頭から公共投資は遅れが

ちで,とくにアメリカ統治期には戦災後にも関わらず基

盤整備の資金は投入されず,学校を住民の自主建設によ

り再建した集落もあった文13)。日本復帰後は本土並みの

基盤整備を目指した奄美群島復興特別措置法(1954年,

以後の同振興開発特別措置法)に基づき多額の資金が投

入された。龍郷町の各集落でも,農業基盤,海岸,河川,

港湾,道路,橋,小学校が整備され文14),今日では公民館,

保育所なども公共施設として整備されている。

2-3.集落景観の特徴

江上集落は,海岸線沿いに宅地が並ぶ典型的な漁村集

落の形態を持つと同時に,山側には河川に沿って耕作地,

その周囲の標高が高い場所に宅地が立地する散居型農村

集落の形態を併せ持った半農半漁の集落形態を形成して

いる(図1-1)。こうしたカトリック集落の構造は,可

能な限り広くまとまった耕作地を形成するための,地形

や水の流れに対する最適な土地利用分布が,長い年月の

中で形成されたものと捉えることができる。

昭和50年代以降の漁業の低迷と,それに代わる地域

産業の不在により,集落外,島外への人材の流出が続き,

信徒人口も減少し,江上集落には廃屋や耕作放棄地が増

加した。一方で道路建設,トンネルの開通,港湾整備な

どによって集落の交通基盤は整えられてきた。このよう

に集落の景観は変化してきたが,その空間的な構造は現

在も維持されている。

江上の教会堂は,こうした集落の中に,信徒の献金と

労働奉仕によって建設され維持されてきた。近年では,

奈留島の中で信徒が奈留地区へ集中する傾向があり,巡

回教会である江上では,信者の減少と高齢化により,教

会堂の維持管理のための人手不足は極限に達している。

奄美の集落の構造は,伝統的な信仰祭祀空間を結ぶ信

仰軸を基軸とし,祖霊の世界であるカミヤマを背に死者

や神の世界であるハマ方向に開いた空間秩序を持って

いる文5)。コンパクトにまとまった集落は「シマ」と称

されるように,高い独立性と完結性を有している(図

1-2)。こうした集落景観は畑作規模の縮小とともに,奄

美群島の日本復帰後の道路建設,港湾整備などにより部

分的に大きく変貌しているが,集落の空間原理は多くの

集落で保持されている。

奄美では布教開始以来1955年まで,教会堂建設や布

教・宗教活動に掛かる一切の経費は,布教をおこなう宣

教会あるいは修道会によって負担されてきた。1955年

に鹿児島司教区が設立されて以来,奄美を含む教区の財

政は,信徒が負担・運営することとなった。特に,瀬留

小教区のような小規模集落から成る地域では,信徒の高

齢化・減少により,教会堂維持管理の人手と資金が日常

的に不足している。これに加え,司祭の不足も深刻であ

り,一人の司祭が多くの教会を巡回しなければならない

状態になっている。実際に瀬留小教区に隣接する笠利小

教区では,閉鎖され,ミサがおこなわれなくなった教会

も存在している。

3.五島・奈留島の集落維持管理活動

3-1.集落の維持管理

江上集落は現在7戸,13名からなり,うちカトリッ

ク信徒は3戸9名だが,積極的に教会活動を行っている

のは1戸のみである。集落信徒による教会堂などの日常

的な維持管理活動は限界を来しており,江上教会堂での

ミサ開催時の,奈留町中心部在住の小教区信者による,

江上教会の維持管理の奉仕活動などの,集落外からの支

援によって補われている現状である注10)。

7戸のうち残り4戸は非信徒であり,都市部から帰郷

した奈留島(江上集落外)出身者とその親族が主で,そ

のほかには都市部との二重生活者世帯が1戸である。彼

らは良港に恵まれトンネル開通によって交通の便も良い

ことなどを理由として居住を決めたという注11)。

集落の主たる自治組織は町内会で,代表である区長は

現在非信徒の住民が務めている。このほか老人会注12)が

ある以外に,婦人会,青年団などの組織的な活動はない。

消防団,育成会(子供会)の活動,そして年1回の町民

体育祭(運動会)への参加は隣接する大串集落と合同で

行われている。ただし消防団(奈留消防団第三分団)は

従来大串集落に設置されていたものが過疎化に伴い大串

集落住民で定員が確保出来なくなり,地区外の集落出身

者,隣接する江上集落から構成員を募るに至ったもので

ある注13)。また育成会では年1回,道路の草取りなどを

行っているが,実態は各集落ごとの活動であり,集落間

での共同活動とは言い難い注14)。このように江上集落で

は信徒による教会堂などの維持管理活動が脈々と行われ

てきた一方,非信徒を含む,集落が一体となった自治組

織の活動は定着しておらず活発ではない。

上記の状況で江上集,落町内会の財務は募金活動に関わ

るもののみとなっていて,集落の維持管理活動には支出

されていない。一方,近年奈留島の漁村集落では国の離

島漁業再生支援交付金(2004--2009年度)による集、落

の維持管理活動が行われている注15)。江上集落でも,住

民共同で種苗放流,ワカメ種糸中間育成及び設置,イカ

柴産卵床設置といった漁業活動とともに,磯洗い,海岸

清掃などが行われており文17),支援事業は唯一の定期的

で共同的な集落維持管理活動となっている(図3-1)。
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3-2.奈留小教区の教会活動と維持管理

小教区の信者組織は,新教会法典文18)に基本的な規定

があるため,世界の全教区において,その大枠は同一で

ある。最も主要な信徒組織は小教区評議会であり,本会

は各地区からの代表(評議員),諸団体(婦人会等)代

表および経済問題評議員から構成される。奈留小教区で

は,年度初めに信徒総会が開催され,経済問題評議会が

準備した決算・予算および事業計画の承認が行われる。

墓地委員会は年に1回の墓地清掃等墓地の維持管理を

行っているほか,婦人会,各地区委員会がバザーや募金

などの行事に合わせて活動している。建物など不動産の

維持管理の問題は経済問題評議会が担当する。維持管理

に関する意思決定は,信徒からの発案を経済問題評議会

および小教区評議会で審議して行うが,そのプロセスは

状況に応じたもので固定的ではなく,司祭は,維持管理

活動を信徒による主導に任せている注16)。

奈留小教区では教会活動を支える財政は一っにまとめ

られており,地区ごとで独自に決済することはない。

教会活動は信徒からの「教会維持費」が基本財源となっ

ており,その徴収は新教会法典を根拠とする注17)。教会

維持費には信徒各自が所属する小教区教会の維持に当て

られる経費と,大司教区全般の経費に当てる「教区費」

との二つが含まれている。長崎大司教区では,「①各小

教区教会の維持費は各小教区の規定に従って納入する。」

「②教区費は,平成14年4月から実施された教区費改定

により,戸数単位ではなく収入のある各個人が,おのお

のの分に応じて教区費を納入する義務があり,おのおの

の分の基準は,収入の0.3%である。」と規定されている

文19)。現在,奈留小教区の維持費は個人単位での月額(定

額)として定められ,地区の役員・集金当番が集めてい

る。2002(平成14)年の規定制定以前は,小教区教会維

持費,教区費とも世帯単位で集められたが,規定の制定

に伴い,小教区維持費も個人単位に改められた。

こうした通常的な財政システムに加え,次項で述べる

ような大規模で臨時の維持管理活動へは,小教区主催の

バザーによる経済的補完がなされている。過去の小教区

報を通覧すると,大規模な維持管理活動の前に必ずバ

ザーが開催され,また多くの場合バザー収益の使途は明

らかにされている(表3-1)。バザーはいわば間接的な

維持管理活動として位躍づけられているのである。
表3-1

臓;乳
図3-1支援事業による共同的

維持管理(磯洗い)

奈留小教区維持管理活動年表

3-3.信徒による労働奉仕活動

信徒らは従来より教会堂の建設・修復などを労働奉仕

として行ってきた。例えば1951年に台風の被害に合い,
かづらしま

本堂が倒壊,司祭館も半壊した葛島教会の再建にあたっ

ては,信徒である大工一家が活躍したほか,新教会堂の

敷地の造成には,男女の信徒が海岸の玉石を運ぶなどの

労働奉仕を行った文20)。

2000年前後には,大規模な台風により江上教会堂が

被害を受け修理が必要な状態となった。当時,江上教会

堂は町指定文化財であったが,補修について町からの資

金援助はなく,費用は奈留小教区が負担した。それらの

費用には,補修費用調達のため2000年11月に行われた

バザーの利益と江上出身者らの寄付が充てられた注18)。

加えて信徒である工務店経営者を中心に労働奉仕による

維持管理作業が行われた。資材等は教会の経費で調達さ

れたが,工具・機材等は彼らの仕事道具を使用し,彼ら

を含む信徒は無報酬で働き,人件費は非信徒の下請け専

門業者(左官業者)に対して以外には支払われなかった。

主な作業内容は外壁のペンキ塗りで,同時に建具や軒

飾り,外壁等の補修も行われた(図3-2,3-4,3-5)。作

業内容および作業人数の概要は表3-2の通りである。足

場の運搬や組み立て,ペンキ剥ぎ等の単純作業,および

塗装には一般信徒が従事した。特に2001年2月18日に

行われた外壁の塗装作業は,多くの信徒の奉仕により行

われた(図3-3)。奈留島の信徒の多くは,漁船や民家

のペンキ塗りを経験しているため,効率的に作業が行わ

れたという。なお当日はまき網漁の漁師達も参加できる

ように漁の都合に合わせて日程が組まれたという注19)。

作業日には奈留小教区婦人会が炊き出し等を行った(図

3-6)。工務店員である信徒は,こうした信徒総出の奉仕

作業日以外にも建具の補修や補修材料の製作などの作業

を行った(図3-7)。外壁補修工事完成後の3月3日に

は教会堂入口前に敷く砂利石上げの奉仕作業が行われ,

子供達を含め50名以上の信徒が参加した。

このように教会堂の補修作業は労働奉仕で行うことが

できる単純作業に留めるよう工夫され,人件費が発生す

る機会は最低限に押さえられている点が特徴的である。

最近では2005年と2006年の2回に分けて,教会堂ま

での道路の補修工事が行われた(図3-8)。補修に際し

ては市と検討を重ねたが,市からの援助はなく文21),補
表3-2江上教会堂外壁補修工事の工程と従事者

       年月バザー維持管理活動(2001年)月日1/2830312/1141618232526273/23「'・'

       

       1987911121111バザー(数会墓埴建毅動台馴2暑による被冨の復旧作案江上教会修理(悩樹2名鈴加)塵粗蚕き替え暴仕作婁憎徒会館屡根の修理〔暴仕作璽}一般櫨徒足場運搬・組み立てペンキ馴響水洗い/外壁板へ'一パー掛け外壁檀ペンキ塗り窓粋ペンキ塗り供12)泌越昌』載一幽8
       19992バザー〔江上教会繍修資金)窓滴禍僻父1)一誕董8i
       20002トイレ改修工轟足場移毅・解体舳πr7一
       11バザー〔江上教会補鰹費用}ガラスコーキングLρ

       20Cl1江上教会補蜂工窮1/29-2/25図面作成

       29ペンキ塗り蕊仕作翼憺徒会露3階部分改蟄工画飾りづくり/取り付け板酬り一一
       20022(江上教会貝文化財指定)醜興ルーハ'一製作・組み立て口

       29111120G556バザー徽会共周納骨堂建殴愛}バザー(鯖骨賞建穀責金)棄留教金正面入ロスロープ設置工臨江上教会進路補鰹工轟江上教会道踏補修清桶作婁葦蝕り.下駄箱ペンキ塗り大工偲徒(3名)軒天井持ち送り製作外壁板2階部分等ペーパー掛け正面麹異塗装問上幡番取り付け祭壇調整ガラスコーキング一=_繭隔一
       ム聖離大工罪惚優漆喰塗り11
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修費用は信徒からの献金も含め奈留教会(奈留小教区)

が負担している。1回目の工事内容は,江上教会前の階

段の一部のスロープへの変更であったが,事後の信徒ら

の指摘を受けて,翌年スロープに手摺をつけ,道幅を広

げて勾配を緩くする2回目の工事が行われた。工事では

教会周囲に多く繁殖しているカニの掘削被害を避けるた

め,伝統的手法に倣った石積みによって勾配調整が行わ

れた。いずれの補修工事も信徒の奉仕により行われ,子

供から大人までが奉仕作業に参加した文22)(図3-9)。

4.奄美龍郷町の集落維持管理

4-1.集落の維持管理

奄美の集落における田植えや稲刈りなどの生業や,住

宅の建設,土木インフラ整備はかつて,「ユイワク」と

呼ばれる共同作業によって営まれていた。「ユイ」とは,

世帯を超えて組織される労働力の交換,協同労働による

相互扶助のシステムである文23)。

本土復帰以前までは,集落間の交流は極めて少なく,

生業や生活のあらゆる面で,各集落=「シマ」が高い独

立性・孤立性と団結性を維持してきた。「ユイ」は集落

という地縁,集落内の血縁を枠組みとして,基本的に集

落内で実践し完結するものであった。「ユイワク」の実

践は,昭和30年代以降,第一次産業の衰退に伴う社会

攣

図3-2外壁補修箇所(正面)

図3-4軒下(補修前) 図3-5軒下(補修後)翻

構造が変化するにつれ,見られなくなった。しかしなが

ら,現在でも,集落清掃や集落行事の実施といった集落

運営は,「ユイ」のシステムを基盤として実施されている。

各集落には,婦人会,青・壮年団,子供会,老人会,

消防団などの集落組織がある。集落の全住民が,一つ以

上の組織に所属し,集落運営作業を分担している。

奄美の集落では,現在も複数の伝統的な集落年中行事

が実施されている。集落行事の前には,必ず集落清掃が

住民総出で行われ,集落行事と維持管理が一体的に実施

される。また集落行事は,集落運営のための機能と同時

に,高い娯楽性を有するものが多いことも特徴的である。

集落行事のひとつである「種下ろし」は,集落の一年

間の運営資金を集める目的を持つ祭りである。婦人会の

女性たちは,集落住民に振舞う食事の準備をおこなう。

男性は,会場設営などをおこなう。祭りでは,集落内を

班ごと或いは地区ごとに,集落住民全員で訪問し,唄と

踊りを披露する。迎える側の住民は,酒や料理を振舞う

と同時に,各世帯が現金を「お花」として集落に寄付する。

これら「お花」が集落の一年間の運営資金になる。寄付

金の具体的な使途は,婦人会,壮年団,スポーツ愛好会,

老人会などの集落内組織の運営・活動費,集落行事開催

費,そして集落の清掃,美化,維持管理に使われる。

図3-3外壁塗装工事の様子

餐・・
図3-6婦人会による炊出し

図3-8教会堂前スロープ補修
漁傷、
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鰐

羅熱欝鍵犠畿翻
図3-7建具の補修

一ぬ.
図3-9奉仕作業による教会堂の周辺環境整備
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4-2.瀬留小教区の教会活動と維持管理

布教開始時から1955年まで,奄美における教会の建

設や建設用地の購入,その他一切の宗教活動の費用は,

奄美での宣教を担当した歴代の外国宣教会・修道会が負

担をしてきた(図嗣)。海外から派遣された司祭や修

道士は,布教初期に必要な,教会堂の建設のための建築

知識や技術の基礎を身につけていた。戦後,奄美での宣

教はフランシスコ・カプチン修道会が受け持った。戦前

と同様に教会建設用地購i入や教会堂建設,維持管理の資

金は,修道会が負担した。カプチン会司祭であるルーシ

ン神父は,1948～55年にかけて奄美に赴任し,その間,

奄美地区の「建築担当者」として,多数の教会堂,司祭

館,幼稚園等の新築・改修を実施した文24)。

この時期までは外国宣教会・修道会が教会の建設や維

持管理の全責任を負い,信徒たちは,維持管理は神父の

仕事だという認識があった。信者たちは,教会堂の建設

や維持管理において金銭的な負担をすることはほとんど

なかったが,無償の「労働奉仕」によって,教会建設や

維持管理に参加した。しかしこの時代から,信徒たちは

神父から,将来は信徒が経済的にも自立するよう言われ

ていたという。

1955年の鹿児島司教区設立に伴い,教会の土地購入,

教会堂等の建設・改修,日常の維持管理の費用調達は,

原則として小教区の責任となった。1955年以降,奄美

地区の宣教は,カプチン会からコンベンツァル聖フラン

シスコ会に委託された。そのため,奄美の各小教区での,

教会建設用地購i入や教会堂建設,維持管理の資金は,コ

ンベンツァル会が負担した。この時期に信徒たちの意識

は,自分たちの教会は自分たちで維持管理する,出来る

ことは全て自分たちでおこなう,という意識に変化し,

自らが主体的に教会資産の維持管理に参画し責任を負

うことにより,教会への帰属意識が高まった(図4-2)。

ミサ前日の聖堂内外の清掃は,婦人会の女性信徒が主体

となり,交代制で実施している(図4-3)。祭壇に飾る

花を生けるのも,清掃を担当する信徒の仕事である。敷

地内の植栽の手入れ,敷地内清掃,教会堂や施設の雨漏

り修理やペンキの塗り替え,シロアリ駆除などは,ほと

んどの教会で信者が奉仕でおこなう。

鹿児島教区では,教会維持費を昭和50年代から導入

pa4-1フランシスコ会司祭と瀬留教会

している。教会維持費は,固定の金額ではなく,仕事を

持っ信者の年収の3%が一年間の目安とされている。原

則,教会維持費は仕事を持っ全信者が個人単位で支払う

べきとされているが,強制ではない。また実際には,多

くの信者が,世帯単位で教会維持費を支払っている。教

会維持費の内容は,教区費,地区費,小教区維持費の三

種類に分かれている注2°)。集金された教会維持費は,小

教区70%,教区20%,地区10%の割合で配分される文

25)。小教区維持費は小教区単位での宗教活動をはじめ,

各小教区での教会堂や司祭館などの施設維持管理費に使

われる。教会維持費以外に,各教会や小教区の個別の事

情で献金が要請されることがある。瀬留小教区では,「修

繕積立金」の献金を信徒に要請している。

4-3.建設委員会

信徒が教会維持管理に参加する時代になってからは,

教会堂の新築や改修を行う際には,当該教会の信徒と担

当司祭が「建設委員会」を組織し事業を実施するように

なった。建設委員会は,事業期間のみに組織されるもの

で,事業終了後は解散される。委員の信徒と司祭は,事

業計画策定,資金調達,施工事業者選定などをおこな

う。設計・施工は,地元の大工や建設会社に外注された。

1982年以降,瀬留小教区をはじめとする奄美の各地で,

木造大工棟梁が複数の木造教会堂の建設・改修を行なっ

ている。1984～86年にかけては,瀬留小教区の多くの

教会堂が改修時期を迎えたため,当時の主任司祭の強い

リーダーシップの下,嘉渡,秋名,瀬留の各教会で大規

模な修復事業が実施された。各教会ごとに建設委員会が

組織され,司祭,建設委員の信徒代表,そして先述の棟

梁の三者が核となって事業を進めた。事業の進め方は,

棟梁が設計案を司祭・信徒代表に提案し,その後に司祭

から一般信徒に実施計画について説明をおこない,了承

を得る,という手順であった。大工と一般信徒が直接意

見交換をすることはなく,必ず司祭が要となって,物事

は決められていったという。1986年の瀬留教会修復事

業においては,棟梁以下5名の大工が施工した。合計6

名の大工のうち,棟梁を含めて4人が信徒であり,非信

徒は2人であった。非信徒の大工でも,教会の建設事業

の性質をよく理解していたため,全員の大工が少なから

図4-2巡礼者を受け入れる嘉渡教会信徒(左)図4-3瀬留教会婦人会による日常的維持管理
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ぬ無償の奉仕を行ったという注21)。大工にしか出来ない

専門技術を要する作業以外は全て,信徒が奉仕で作業を

行った(図4-4,4-5)。最近は教会活動に参加する信徒

数の減少と信徒の高齢化により,こうした委員会を組織

しての事業実施が困難になってきている。

4-4.教会敷地の公共的利用

奄美の教会では,敷地内の空地や庭が,非宗教目的の

集落の公共的利用に供されていることが特徴的である。

布教初期,外国人神父は,奄美にはなかった作物の種

子を持ち込み,教会敷地内で野菜作りなどの指導を行っ

た。他にも,井戸掘り,寺子屋や保育所の開設,娯楽の

提供,戦後の食糧難の時代には物品の配布などを信者・

非信者のわけ隔てなく与えた。数箇所のカトリック診療

所が教会敷地内に開設された。信者でもある地元出身の

医師が,信者・非信者の区別なく無料診察をおこなった。

布教初期の宣教会と外国人神父らは,奄美の集落の生活

や福祉,教育に多大な貢献をおこなったため,集落住民

全体から尊敬され,大切にされる存在であった。戦時中

は教会や信者への迫害があったが,戦後再び,神父や信

徒は非信徒住民から受け入れられ,同一集落内に共存す

る環境が形成された(図4-6,4-7,4-8)。

瀬留教会では戦前の1932年頃から1,2年の短期間,「愛

児園」という幼稚園が開設されていた。迫害のために閉

園されたが,戦後1951～1957年にかけて「瀬留聖ヨゼ

フ幼稚園」として再開した。広く龍郷地域から非信者も

含め多くの子供が通った。月謝はなかったという。また

瀬留教会敷地内には戦後,聖母ドレスメーカー学院分校

が開設され,洋裁学級が開かれていた。非信者が講師を

務め,無月給で地域の女性たちに教えた。教会の庭や集

会所は,常に子供たちの遊び場であり,庭には鉄棒,建

物内には図書や卓球台があった。庭では外国人神父が信

者・非信者と一緒になってバレーボールを楽しんでいた

文26)。瀬留教会の前庭は現在も,瀬留集落の集落行事で

ある「種下ろし」祭り会場としても利用されている。

嘉渡教会の敷地でも,保育所がかつて開設されていた

(図4-9)。カトリック保育所ではなく,信者からの保育

所開設の請願を受け,神父と鹿児島司教区が許可した。

1967年,保育所建物は教会所有,保育所経営は町役場

に移管された。町役場が各集落に保育所を設置する政策

図4-4瀬留教会での地鎮祭

を始めたためである。1973年に嘉渡集落公民館の建設

と同時に,公民館の裏に新たな保育園が建設され,教会

敷地内の保育所は閉鎖,移転された。閉鎖後の元保育所

の建物は,1979年から1984年まで,教区と嘉渡区長の

契約で嘉渡集落老人クラブの集会場所として一時期利用

された。教会の庭ではゲートボールをしていた。その後,

1970年の台風で建物が損壊したが,集落住民によって

再建された。しかし1976年の台風17号で再度損壊し,

その後は再建を断念した。

更に,嘉渡教会では,1970年頃から72年までの3年間,

毎年秋の敬老会での相撲大会用に,土俵が敷地内に造成

された(図4-10,4-11)。当時は,現在の公民館がまだ

建設されておらず(1973年に建設),集落内に適当な広

場がなかったため,教会の敷地が利用された。土俵は仮

設のもので相撲大会の時期だけ造成され,その後崩され,

それが3年間続けられた。土俵を教会敷地に造るという

案は,集落運営委員会で区長と役員が話し合い,それを

常会で提案,その後,教会に正式な依頼が行われ,神父

が許可した。また,嘉渡教会の敷地では,旧暦7月14・

15日の盆踊りと前夜祭敬老会,夏休みのラジオ体操

などが行われた。ラジオ体操は,戦後から港湾が整備さ

れる2006年まで続けられた。港湾整備後は,港に広場

でラジオ体操を行うようになった。

聖体が安置される聖堂内部が非宗教目的に利用される

ことは極めてまれである。しかし,聖堂の外の敷地は,

このように多目的に利用された。特に公民館など公的施

設が整備されていない時代に司祭や信者が公共目的の利

用に教会敷地を供することは,まさにカトリック精神,

愛の精神の実践なのだ,とある信徒は語った注22)。

なお嘉渡教会堂には,祭壇背後に,典礼を準備する香

部屋に加え,まかない部屋(台所)や15畳敷の「信徒部屋」

が増設され,交流活動に用いられている(図4-12)。

4-5.非信徒による教会維持管理への参加

奄美の多くの教会では,集落の非信者による教会維持

管理活動への参画・支援が見られる。

瀬留教会は1908年の建設時に,資材の運搬,木材の

加工,地固めなど,集落をあげての建設への協力がな
あんきゃば

された。1980年の安木屋場教会再建時には,安木屋場

集落の非信徒も,再建のための献金をおこなった。2008

図4--5瀬留教会修復事業の労働奉仕
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図4-6六調に参加する神父
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年の瀬留教会献堂百周年記念式では,非信徒を含む瀬留

集落全体で,テント設営,式の最後の人月踊りの披露を

おこなった(図4-8)。教会の隣に住むある非信徒の女

性は,非信者ではあるが,神の存在に常に感謝の気持ち

を持っており,司祭と教会,そして集落全体への感謝の

印として,百周年祭では祝い花を生けた。2009年1月

には,嘉渡教会の外壁塗装などの修復工事がおこなわれ

た。集落に協力を呼びかけたところ,合計12名ほどの

若手男性や大工などの非信徒住民からの奉仕を得た。

5.キリスト教系集落の維持管理活動の特質と課題

5-1.維持管理活動の主体

奈留島のキリスト教系集落である江上集落では,現在

でも日常的な維持管理活動を行う信徒世帯は,一世帯の

みであり,その世帯による活動も限界を来している。教

会堂の補修や教会敷地内環境整備などの維持管理活動

は,もはや集落の信徒のみでは成立せず,小教区という

より広域の枠組みに属する信徒による支援に依存してい

る。また小教区主催によるバザーなどを除けば,宗教を

異にする集落住民が,相互の行事や維持活動に参加する

ことはない。このように江上集落での維持管理活動の主

体は宗教をべ一スとした限定的な性格が強く,補助金な

どによって公的位置づけが明らかな活動のみ,宗教的な

枠組みを超えた包括的な主体による集落維持管理活動が

行われている現状である。

一方で奄美の集落は,集落が共同体として生き延びて

ゆくためのシステムである「ユイ」をべ一スに維持管理

されてきた。本来,生業と生活における労働力交換であ

る「ユイ」は,集落清掃や集落行事の実施において現在

も継承されている。「種下ろし」などのように,清掃や

集落運営資金集めといった活動が,娯楽性の高い祭りと

一体的に運営されていることが注目される。更に,「ユイ」

図4-7記念祭でのバザー

は宗教の違いを越えた公益性のために実施されるもので

あるため,必要に応じて,非信徒住民を含む「集落」と

いう主体が,活動領域を教会にまで拡がり,集落と教会

の維持管理主体が一体視される状況が観察される。

こうした主体の性格の違いは,集落の成立における宗

教の関わり方の違いを背景としている。五島のキリスト

教系集落は,基本的に神道・仏教集落の周縁に分立した

集落として成立してきた。江上集落では,元来住民全員

が信徒だったのであり,集落の維持管理主体は単一で統

一的なものだったのである。こうしたことから信徒人口

が減少し,非信徒を含む住民が居住する今日でも,集落

をあげた自治活動は盛んではなく,交付金という公的資

金と位置づけが根拠となってはじめて,集落を挙げた維

持管理主体が立ち現れている状況にある。

奄美の場合は,カトリック信者も非信者も,同一集落

における「ユイ」という共通の枠組みに組み込まれてい

る。カトリックの普遍的維持管理システムである「労働

奉仕」は,「ユイ」の実践と同一視され,教会堂維持管

理へ参加することが,非信徒住民にとっても違和感のな

い行為であったと推察される。また教会に拡張される「ユ

イ」の持続のため,カトリック信徒側は集落内非信徒と

集落全体に対する配慮をおこなっている。例えば,教会

行事と集落行事が同日に重なった場合,集落住民との協

調を考えて,集落行事を優先させたり,また他の集落で

は,既に日程が決まっている集落行事に信者たちが都合

をあわせ,ミサや教会行事を中止にしたり日程を変更す

る。秋名教会や瀬留教会は,教会として集落の種下ろし

に参加し,集落への寄付をおこなっている。

なお教会維持費を中心とした財政システムは,長崎と

鹿児島の教区で若干の差があるものの原則は共通(普遍

的)である。維持管理の原資として基本的なものである

が,実際に大きな事業の資金はバザーや特別な献金に

・礪図4-8瀬留教会献堂100周年記念祭で
八月踊りを披露する瀬留集落住民

謬誉ぐ
図4-10嘉渡教会敷地内での敬老会図4-11嘉渡教会敷地内での相撲大会
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図4-9嘉渡教会敷地内の保育所

図4-12嘉渡教会堂平面図
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よって支えられている。

5-2.維持管理活動の展開領域

江上集落におけるカトリック信徒による維持管理活動

の展開領域は,原則として教会堂およびその敷地周辺に

限られている。前述のとおり江上集落では,従来は教会

堂とその敷地が集落住民=信徒らの共有領域だったので

ある。なお注14で記したとおり,神道・仏教集落で行

われている自治活動は往々にして宗教的な空間に展開し

ており,宗教を異にするカトリック信徒がこうした活動

領域を共有しないこと,教会堂周辺を専ら活動領域とす

ることは不自然ではない。こうした論理に従えば,信徒

が減少し混住化が進むキリスト教系集落において,集落

をあげた維持管理活動が展開する可能性があるのは宗教

的な色合いを帯びていない共有領域のみであり,港湾と

海岸(および海中)という離i島漁業再生支援事業の対象

領域は,まさにこれに該当する(図5-1)。

一方,奄美では,信徒のみならず教会堂のある集落の

非信徒が,教会を集落全体の「共有財産」,集落全体に

とって公益性のあるもの,との認識を持っている。教会

堂内は,多くの場合,宗教目的の利用に限定されている

が,教会の敷地は,非宗教の公益活動に利用され続けて

きた。集落住民が総出で集落内道路や墓地,海岸を清掃

するのと同じ感覚で,教会堂と敷地も集落住民にとって

の共有領域と認識され,「ユイ」による維持管理活動の

展開領域に組み込まれている(図5-2)。

奄美では布教開始以来,教会は,病院,福祉施設,教

育機関,コミュニティ活動や娯楽の場所として多様に機

能し,集落において欠くべからざる存在意義を有してい

た文27)。とりわけ,戦後の米軍統治期は,教会組織の社

会的役割と,教会と集落との結びつきは大きなもので

日常的維持管理

轟
壷

聾
纂落小教区
憺徒儒者

非日常的維持管理

纂落小教区
儒徒信者

集落集落
非儒徒儒徒

図5-1江上集落における維持管理活動の主体と領域

あった。しかし,奄美の本士復帰後は,行政がこうした

施設を整備するようになり,教会が地域・集落運営にとっ

て欠くべからざる機能を担うことはなくなった。現在の

非信徒住民が教会へ足を運ぶ機会は,以前に比べて激減

し,特に本士復帰前までの教会の社会的活動を知らない

若い世代にとっては,教会を「地域共有財産」と捉える

認識も薄れつつある。

5-3.維持管理活動の課題

以上の考察から,過疎化のすすむキリスト教集落にお

ける集落と教会の維持管理の持続可能性を考えるうえで

の課題は,維持管理の「主体」(集落住民,小教区信徒,

集落信徒),及び,維持管理の「領域」(集落,教会堂)

の可変性の確保にあると指摘できる。

奄美の事例を前提にすれば,日常的な教会堂維持管理

は集落や小教区の信徒を主体として行われていても,教

会堂の大規模な修復,行事などといった非日常の維持管

理活動の場合には,非信徒を含む集落住民へと主体が拡

がり,集落空間から教会堂にまで対象領域が拡大される

ことに,維持管理の持続可能性を見いだすことができる。

しかしこの場合も,特にアメリカ統治時代の状況で醸成

された教会の公益性,共有性を背景としていることを念

頭に置く必要があり,地域おける教会の社会的意義が薄

れっっあるなかで,今後いかに地域と教会との関係を持

続するのか,という課題が投げかけられている。

また維持管理活動の主体と領域の可変性は,対象領域

の公益性,共有性の度合いによって左右されることも明

らかになった。五島の事例でも,対象領域が集落住民全

体にとっての共有財産であり,公益性が認識される場合

には,信徒・非信徒が一体となった集落住民へと維持管

理活動の主体が拡がり得ることが確認された。一方で,

寵日常的麓洗
纂落小教区
儒徒儒者

騨勤鱗麟
、{薯　非簾簾
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図5-2嘉渡集落における維持管理活動の主体と領域

住宅総合研究財団研究論文集尚36.2009年版



共有性があると見なされない宗教的空間(カトリック,

神道・仏教等を問わず)を対象領域とすれば,たとえ自

治活動など公的性格を帯びた活動であっても宗教を超え

て維持管理の主体は拡がらないことも明らかとなった。

このことは,ある特定の集団の信条に基づくというより

も,長年異なる文化を保持しながら,限られた地域で共

存してきた歴史のなかで相互関係を通して醸成された,

一種の社会構造として定着しているものと推察される。

こうしたなか現在の五島での問題は,江上教会堂が国

指定重要文化財に指定され,世界遺産暫定リストの構成

資産となることによって,教会堂とその周辺環境,そし

てそれらを含む集落の維持管理のあり方が変容すること

への住民の不安として表れている。信徒は,これまで労

働奉仕により人件費をかけず事業規模を押さえてきた維

持管理活動が,例えば文化財修復の国庫補助事業として

規模拡大され,所有者である教区と管理者である小教区

信徒に負担金が課せられるのではないかという疑心暗鬼

を,そして何より自らの宗教的行為である労働奉仕が制

約を受けるのではないか,という疑念を抱いている。一

方,非信徒の集落住民も景観整備とその結果の来訪者の

増大が,集落維持管理の負担増につながることを危惧し

ている。これまで教会の問題が,敷地内で完結する限り

において調和を保持してきた,集落の維持管理に関する

社会構造は,信徒らが望むと望まざるに関わらず,教会

が存在することの影響が敷地外に及ぶ事態に至って,大

きく揺らぐことが予見されるのである。

6.結論

離島のキリスト教集落の維持管理活動に関する本研究

を通して,以下のことが明らかとなった。

1)五島・奈留町,奄美・龍郷町の集落ともに過疎集落

だが,教会堂とその敷地は,小教区信徒らによる集落の

領域を超えた維持管理活動によって支えられている。

2)教会堂の補修など大規模な維持管理活動は,単純作

業を中心として,幅広い信徒の労働奉仕を前提に実施さ

れ,極力人件費が発生しないよう工夫されている。

3)維持管理の持続可能性を考えるうえでの課題は,維

持管理の「主体」と「領域」の可変性の確保にある。

4)五島では維持管理の「主体」と「領域」の可変性は

宗教的空間を対象とする限り確認できないが,対象領域

が公益性,共有性を帯びた場合には確認できる。

5)奄美では維持管理の「主体」とf領域」の可変性を

確認できる。背景には地域に果たした教会の社会的意義

を指摘できるが,それは今日変容を来しつっある。

最後に,以上の知見を踏まえ,離島のキリスト教集落

の景観の継承手法,ひいては過疎集落における文化的

景観の継承手法について展望を示しておきたい。

過疎集落である以上,人手を補うためには維持管理
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活動の「主体」と「領域」を拡げることが求められる。

例えば教会堂では,小教区のみならず,より広域の教

会組織の枠組みである「地区」(下五島,奄美)や教区

(長崎大司教区,鹿児島司教区),さらには観光や巡礼

などの訪問者を,行事などを通じて維持管理主体に組

み込むことなどが考えられる。しかし集落の景観の持

続的継承のためには,外に向かう拡大を図ると同時に,

内なる「主体」と「領域」の可変性を確保していくこ

とが重要なのではないか。既存の社会構造のなかでも,

多様な主体が,容易にかつ持続的に参加できる維持管

理活動の領域(共有領域)を見いだし,集落の再生に

端緒をつける。そして,そこから集落内での維持管理

の対象領域を拡げながら,参加主体の外への拡大を図

る。こうした手順によれば,既存の社会構造のなかで

も特定の集団に負荷を与えることなく,調和的に維持

管理の主体と領域を拡げることができるのではないか。

江上集落に関していえば,集落のみならず地域の共

有資産となりうる旧江上小学校敷地を,単なる教会堂

来訪者のための景観整備ではなく,すべての地域住民

による利用と,運営と維持管理への参加の対象として

再生することがまず考えられる。そしてそこでの活動

を母体に集落内,外へと維持管理の主体と領域を拡げ

るというシナリオが考えられる。

集落の維持管理活動における,主体と領域の「内な

る拡がり」とはすなわち,人と人とのっながりの再生

に他ならない。過疎集落の景観の継承においては,こ

うした,集落が集落であることの本質を守っていくこ

とを常に考える必要があり,それを前提として初めて,

外部からの多様な働きかけや支援が有効に機能するも

のと考えられる。
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〈注〉

注1)本研究でいうキリスト教系集落とは,カクレキリシタン

(注2参照)及びカトリック信徒が在住する集落を指す。集落

内に神道や仏教など非キリスト教徒が混住する集落も,キリス

ト教系集落と呼ぶ。本稿で対象とする江上,瀬留,嘉渡集落は

いずれもカトリック信徒及び神道・仏教徒が混住するキリスト

教系集落で,現在カクレキリシタン信者は在住していない。

注2)本研究では文献1を参照し潜伏時代(1644年一一1873年

=禁教令撤廃)までの信徒を「潜伏キリシタン」,1873年以降

も教会に戻らなかった信徒を「カクレキリシタン」,カトリッ

ク教会に戻った信徒及び新たな信徒を「カトリック信徒」と称

する。以降本文中特記なき限り「信徒」とはカトリック信徒を
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差し,「信者」とは信徒と使徒職(司祭)を含むものとする。

注3)集落とは,最も小規模な定住地と,これに専ら関連する

生業(農・漁場他)・信仰の場(教会・墓地他),と定義する。

注4)本研究では,複数世帯の住民により行われる共同作業を

対象とし,私的専用農地の耕作や家族経営の一本釣漁などの生

業活動を含む,私的・家族的な維持管理活動は対象としない。

注5)五島・奈留町では江上集落,奄美・龍郷町では瀬留・嘉

渡集落を中心に取り上げるが,小教区内や近隣集落への活動の

展開についても取り上げる。

注6)建物を「教会堂」,組織を「教会」と区別する。

注7)大串集落の一部でもかつてカクレキリシタン信仰が行わ

れたが現在では組織は解散している。文献1)参照。

注8)株主の子孫へのヒアリングによる。奈留島の地曳網漁は

出資者を募って利益を配分する株式が採用されていた。文献8)

注9)1979年,瀬留集落内で住宅地埋め立て造成が行われた。

同年以降の急激な人口増加は,この埋立地への転入による。転

入者は他集落出身者が大部分で,信者数は極めて少ない。

注10)現在,教会堂の鍵の管理は集落信徒から主任教会(奈留

教会)へと移管されている。増加する来訪者への対応が過度な

負担となったためという(集落信徒へのヒアリング)。

注11)当事者へのヒアリングによる。

注12)老人会の主な行事である敬老会は全島合同で催されてい

るが,江上・大串集落はそれぞれで独自に行っている。

注13)大串集落区長へのヒアリングによる。

注14)大串集落では育成会活動で神社参道の草取りを行ってい

るが,信徒に活動参加を依頼すると逆に教会の維持管理活動に

参加する義理が生じ,負担が増すため共同で行わないという。

注15)2008年度の交付額は奈留島の319の漁業世帯に対し

43,384千円,単純平均で136,000円/戸である。

注16)奈留教会主任司祭へのヒアリングによる。

注17)新教会法典第222条及び教会の第五の掟。信徒には「お

のおのの分に応じて教会維持費を負担する」義務がある。

注18)「奈留小教区報漁火」,234号2000.9など。

注19)関係信徒へのヒアリングによる。

注20)教区費は鹿児島司教区本部・教区全体に関わる予算,

地区費は教区内の複数の小教区の集合である地区(奄美群島は

大島地区である)を管轄する修道会・宣教会の予算である。

注21)大工棟梁へのヒアリングによる。

注22)嘉渡教会信徒へのヒアリングによる。
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