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Ⅴ．山舟生の場所・人・組織
１．９月実地調査プラン
以上の知見を予備知識としつつ，本事業の第一課題である「地域の宝」の発見にどのようにアプ
ローチするか，7 月の「ペットボタル」の際の意見交換会での議論を念頭におきながら，実地調査
計画づくりに着手。それにはまず，地元の人々が普段の生活経験を通して多様な意味を与えてきた
ところの「場所」をもっと知ることと，「あじさい祭り」と「ペットボタル」を通して実感してき
た地域の「まとまり力」を支える「人」と「組織」について知ることが重要と考えた。そして 8 月
上旬から事務局長との間で情報交換を行いつつ作成したのが，次の調査プランである。
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すなわち，1 日目は「場所」，2 日目は「人」と「組織」，3 日目は自治体行政の視点からみた
山舟生の位置づけ，午後は山間集落の現場において自治を担う人々と課題にふれる，という内容構
成となっている。1 日目の「場所」には最初に地域のシンボルである羽山登山を要望し，そのすべ
てを知り尽くした方々の先導を得て実現した。2 日目は午前が「地域力」の基盤としての町内会，
午後は今後期待される「交流」の地域づくりにおいて重要な役割を果たす「女性」のグループと，
地域の経済を支える農業と，地域の求心力の源泉である「祭り」の担い手組織へのヒアリングを盛
り込んだ。それぞれ対応していただける方々との調整は，すべて自治振興会事務局にお願いし，そ
れは十分に実現された。ここでも地域の「まとまり力」を実感することとなった。以下，これらの
調査で知りえた内容を順に紹介する。

２．山舟生の「場所」を訪ねて（9 月 2 日）
和田山

除石観音

出雲大社
採石場
西向観音

千本松

地層

羽山登山
羽山神社

図 V-1 視察コース（ … 徒歩，--- 自動車移動）
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1）
）視察コース
山舟生を巡る体験的視察コースを図示すると図 V-1 のようである。地区南端の「羽山詣で」に
始まり，社務所で昼食・ヒアリングの後，午後は北東部の採石場から和田山，夕方にかけて西部の
諸スポットを巡った。本章ではこの視察で出会った印象深い「場所」を振り返る。
2）羽山の自然と文化
）羽山の自然と文化
羽山は標高 458m の低い山
にすぎないが，3 つの峰を出
羽三山にみたてた信仰の山と
して，山舟生のシンボルとな
っている。羽山は山舟生の財
産区になっており，登山ルー
トには地元の人によって遊歩
道が開かれ，4 月の「山開
き」には地元外からハイカー
が集まる。羽山を体験するこ
とは，地域力の理解に近づく

図 V-2 羽山の登山コースと代表スポット

ためにも重要と考え，合宿スケジュールの最初に位置づけた。
登山には山舟生自治振興会が作成した「羽山遊歩道図」が役立つ（図 V-2）。
9 月 2 日午前，雨も心配される天気の中，「山博士」の斎藤孝一氏はじめとする地元の方の先導
で羽山登山を敢行した。幸いにも雨は降らず青空ものぞく中，登山を経験してみると，魅力的なス
ポットが多くあることが分かった。ここでは印象的なスポットについて紹介する。
＜奥羽山＞
奥羽山＞ 10 時 8 分,天狗岩
の入山口から険しい沢に取りつ
く。22 分，出戸羽山，32 分に中
羽山に到着。100km 近い石の祠
を背負って登ったという斎藤さ
んの話に感嘆。10 時 50 分,奥羽
山に到着。木々の間から平野部
が見渡せる。広場の一隅に羽山
神社の奥の院が祭られている。
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＜三十三観音＞ 山頂から東方の
尾根づたいに続く登山道の両脇に，
石づくりの小祠が草むらに埋もれる
ように点在する。数えてみると 33 に
はならないそうだ。ひとつだけ屋根
が六角形の「六角堂」がある。祠は
「一杯清水」まで約 1km にわたって点々と続
き，最後のお堂は「止まり観音」と呼ばれる。
＜ショウジョウバカマ群生地＞
ショウジョウバカマ群生地＞ 三十三観音
と一杯清水の間にショウジョウバカマの群生地
ショウジョウバカマの花
や水分の多い傾斜
（資料映像）

がある。ショウジョウバカマは山地の小川沿い
地に生える植物で，春にはピンク色の
花が咲く。カタクリの花も見られると
いう。
＜一杯清水＞
一杯清水＞ いつも枯れることな
くきれいな水が湧き出ている。どんな
渇水期でも枯れないことから，山舟生
の「七不思議」のひとつに数えられて

いる。清水の中にはサンショウウオが生息し，訪問時にも小ぶりな個体が多数確認された。
山舟生自治振興会作成の資料「郷土の歴史を探る -- 羽山とその周辺」には，登山ルートの信仰
スポットとその由緒が紹介されており（表 V-1），遊歩道図とあわせて交流館で入手できる。
表 V-1 羽山の信仰スポットと由緒

（金沢）
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＜岩, 花, 樹木＞
樹木＞ 奥羽山か
ら東側は，尾根伝いに整備さ
れた山道が続き，天気も晴れ
て快適なハイキング。道すが
ら，里ではみられない野草や
樹木，自然の岩に出会い，植物学を独学したと
いう斎藤孝一氏よりその都度レクチャーを受け
る。羽山は自然植物園でもある。
＜大小川の清流＞ 12 時 20 分，南東麓の赤
柴に下山。迎えの車で羽山神社へ戻る途中，山
道から見下ろす大小川の流れがあまりに清らか
で，下車して川べりまで降りてみる。仙台では芋煮会シーズ
ン。ここで芋煮をしたらどんなに爽快だろうかと思われた。
＜社務所,十王堂＞
＜社務所 十王堂＞ 羽山神社の社務所に戻り，会長の奥
さんたちに準備していただいた昼食をとりながら，会長，事
務局長より，地域づくりの
歴史についてヒアリング。
その内容は別項であわせて
述べたい。
食事後，羽山神社に隣接する十王堂を
見学して，午後の場所巡りへ。

3）
）和田山，除石観音，
和田山，除石観音，採石場
，除石観音，採石場
社務所での昼食と地域づくりの歴史に関する学習会の後，地区内の場所巡りに出発。
＜和田山＞ 地区北端，舟生地区との境界にある「和田山」へ。地形図の土地利用記号では桑園
になっているが，今はカキの畑が広がる。奥にエゴノキがたくさんあり，春に白い花が咲き，実は
お手玉に利用されるという。ため池の土手から奥羽山脈と伊達盆地が一望できる絶景スポット。
←和田山からの眺望
9 月の柿の実はまだ青々↓

＜除石観音堂＞ 続いて除石へ。信達地方（信夫・伊達両郡）
では江戸時代初期，観音信仰が盛んになって観音堂が 33 建立さ
れた。うち梁川町内に 22，山舟生に 5 つある。大坂落城の戦乱
から落ち延びてきた武将が建立したと伝わる。観音には獅子舞が
奉納されるようになり，「除石観音様の獅子舞」として 1974 年，
梁川町無形民俗文化財に指定。境内には不動明王の石碑も。

32

＜採石場＞ 阿武隈北部はカコウ岩の産地で，墓石や建材とし
て各地で採掘されている。山舟生地内にも双葉砕石，梁川採石，
佐藤砂利砕石の事業場がある。2009 年の経済センサス（前掲）で
は，山舟生の鉱業の事業所は 1 で，過半は操業をやめていること
になる。訪れた梁川砕石は，事業現場までは入れないので，看板
ので事業の様子を学習した。
4）
）西部地区
＜北向観音堂＞ 7 月の訪問時にペットボタルの飾り付けが行わ
れていた北向観音堂を訪問。氏子代表の八巻定義さんより由来に
ついて聞き取り。境内からは小手内と
鹿野屋敷が見渡せ，対岸に小手内観音
堂が見える。1990 年代の発行とみられ
る「昌源寺護持会々報」には「北向千
手観音堂」として解説があり，伊達 33
観音の 10 番札所，氏子 23 戸，境内の
石碑に残る最古の年号は安永（1772-81），千手にちなんで手が器用になるご利益，3 月と 9 月お
祭り，そして 1967 年（昭 42）に境内の杉の古木を基金に氏子の浄財をあわせて茅葺きからトタン
に変えたことなどが記されている。
＜出雲大社＞ 山舟生の西端に近い 12 区の滝前に出雲大社の分
霊社と講組織の「信達講社会堂」がある。つまりここは，信夫・
伊達両郡の講員が集う施設である。大国主を祀る出雲大社は，大
黒様（福の神），縁結びの神として知られ，ここでは出雲大社と
同じ御札が入手できる。管理人の八巻平氏ご夫妻には，虫刺され
で腫れあがったゼミ学生の肌に秘薬？を塗っていただいたとこ
ろ，腫れは見る間に快癒した。これも大国主パワーと一同感心。
＜舟生の千本松＞
舟生の千本松＞ 山舟生の西端から隣りの舟生地区に入ったところに
赤松の巨木があり，「舟生の千本松」として 1975 年，梁川町の天然記念
物に指定されている。幹回り 3.2m，樹高 16m，幹が多数分岐した「多行
の松」となっている。つまり「千本」は枝の数のことか。この松は，その
昔，義経軍が阿武隈川をはさんで合戦をした際，弁慶が多数の死者を弔う
ために墓標に植えたとの伝説が残る。
＜七ツ釜砕石場の地層＞ ここでは阿武隈山地の地層群と地殻変動による褶曲や断層の様子を
観察でき，山舟生小学校の理科の現地学習が行われ，理科の教材ともされている。以前は地層の違
いが観察できたが（左写真），採石の休止後，樹木が繁茂し，表面の崩壊して見えなくなった。
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３．人と組織（9 月 3 日）
9 月 3 日は，山舟生の地域づくりを支える人と組織の実情を知るために，午前中は近隣組織の
「町内会」（区），午後は女性グループ，祭り･イベント，生産営農部会の各組織に対して，3 つ
の班に分かれてヒアリングを行った。以下その要点を整理する。
1）
）町内会（区
町内会（区）
山舟生の地域力の基盤には近隣組織の
まとまりがあるに違いないとの考えか
ら，最初にその調査を設定した。山舟生
の近隣組織は 12 の「区」を単位として
きたが，伊達市では「町内会」の呼称に
統一している。2015 年度は戸数の減少
により 4・5 区，7・8 区を 1 つの町内会
に統合され，山舟生の町内会は 10 とな
った（図 V-3）。それでも最少の 1 区が
11 戸，最多の 7・8 区が 45 戸と，戸数
には開きがある。これらのうち 6 つの町
内会に対して，7 人の学生を 3 班に分け
て 2 町内会ずつ，組織構成，共同行事と
図 V-3 「区」と戸数（赤数字）

運営，共有資産と管理，風光スポット，

4・5 区 23 戸，7・8 区 45 戸は 1 つの町内会を構成。

特技や技能を持つ人物について代表者へ
境界は「山舟生民俗誌」および国調小地域の境界を参照。

の訪問ヒアリングを行った。以下にその
要点を整理して，山舟生のコミュニティーの特徴を考察したい。
＜組織＞
・会長
会長：順番が決まっている場合と話し合いで決める場合がある。任期も
1 年と 2 年がある。次年
会長
度の会長が副会長になって，引き継ぎをスムーズにする体制をとる町内会も。
・役員
役員：町内会の規模によって，会長、副会長、幹事（前年の会長が就任）を置く場合、役員は会
役員
長 1 人だけで会計事務も会長が行う場合がある。
2 つの区が合同した町内会では区に連絡員を置く。
・班
班：30 戸以上の 3 区と 7・8 区の町内会では班を

表 V-2 町内会の仕事と財政

決めて連絡体制を構築している。
＜事業・財政
＜事業・財政＞
財政＞（表 V-2）
・事業計画
事業計画を作成して市に提出する。環境整備、
事業計画
祭事、スポーツ振興、親睦など
・他組織への協力
他組織への協力：町内会や区は、各種団体に委員
他組織への協力
を出す母体となっている。社教、防犯交通安全、育
成会、和田山財産区（山舟生農林組合）の草刈り、
農事組合の連絡員など。
・財源：町内会費，市からの補助金（行政区活動交
付金），納税貯蓄組合の奨励金の繰り入れ
ヒアリングによる。
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＜行事・集まり
＜行事・集まり＞
・集まり＞
・1 年の流れ：正月新年会、4
月山開き、5 月花見・親睦会、7 月あじさい祭り・ペットボタル、8 月
年の流れ
盆踊り、9 月敬老会、10 月運動会、11 月山車祭り。他にグランドの草刈り、川の清掃。町内会独自
のものは新年会と花見で，山舟生全体の行事への協力が多い。
・信仰行事
信仰行事：各区・町内ごとに神社や観音様のほか、氏神の祠た多数。春と秋に氏子の代表によっ
信仰行事
てお祭り、境内やお宮の清掃が行われて懇親会の宴がもたれる。コミュニティー意識の醸成に維持
に重要な役割を果たす。
・講
講：山の神講，拝み講，念仏講など，信仰の形を借りて若妻や女性の親睦の場となってきた。20
年前ぐらいから若妻も減って行われなくなった集落も。
・サロン
サロン：月例の集まりで、女性の高齢者が中心。折り紙などの手芸、体操、保健師を招いての血
サロン
圧測定や健康相談が行われる。平日の日中に設定されることもあり、男性の参加は僅少。
・青年
青年会・青年団
7 つの青年会（組，若連）があったが、青年
青年会・青年団：かつては山車祭りの担い手として
会・青年団
層の減少で消滅状態に。山車祭りでは名称だけ掲げている。盆踊りも青年団の主催で行っていた。
町内会に限定されない任意組織では「山遊会」がある。
・子ども
子ども：子どもは減少したため梁川町全体の組織（スポーツ少年団など）に参加。地区運動会で
子ども
も山舟生全体で何チームか作ってやる。7・8 区では「子ども獅子」の練習が行われ，敬老会など年
3 回くらい披露の機会がある。
＜独自の取り組み＞
独自の取り組み＞
・3 区：毎朝 8 時半から 4km を歩く散歩が恒例になりつつある。
・10 区：花桃を 300m に 50 本植えて「おもてなしロード」づくり
・10,11,12 区：笠踊り。月例の清掃や元気会（高齢者）、子供会も 3 区合同で行う。
＜世帯状況
＜世帯状況＞
状況＞
・空き家：保原等に住んでたまに戻るケースも含めて 3～6 件ほど
・高齢者のみ世帯：1～7 戸。これは多いわけではない。通勤者が多いために
＜環境・資源＞
表 V-3 環境資源と人物

・表 V-3 にまとめたとお
り，かつて湧出していた鉱
泉，カタクリの花，和田山の
エゴノキの花は，里山イメー
ジとも合う資源といえる。
＜人物＞
・表 V-3 のような人的資源
があげられた。技能・技術の

保持者の力を地域のイベントや特産づくりのための資源といえる。通勤で流出している若い世代の
技術・技能人材の発掘も必要である。
＜問題点＞
・イノシシによる田畑被害，山菜・キノコが放射能の影響で採れないことが各町内で挙げられた。
・最も危機感をもたれているのは，祭りや行事の担い手の減少である。羽山山車祭りも率先して行
われているのではない状況がいくつかの町内会で語られた。通勤就業が大半の次世代にいかに継承
するかが，近い将来の大きな課題である。
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2）
）あじさい祭り・ペットボタルの
あじさい祭り・ペットボタルの経緯と運営
経緯と運営
「あじさい公園」ができるきっかけは，今から 17 年前，野草や薬草を育てていた斎藤孝一さ
ん，斎藤亮さんら 3 区の 3 人のメンバーが，歳とってゲートボールするようになったらみんなの休
憩場所にするために桑園の桑を抜根して整備しようとしたことに始まる。あじさいを植えて公園に
しようというアイディアはその中で生まれ，桑畑を抜根してあじさいの苗を作っていた松川（福島
市）から苗を購入し，3 区の有志で苗植えの作業をした。おりしも当時，梁川町では養蚕衰退で放
置された桑畑の桑を抜いて整備する「美化運動」に力を入れていて，苗の購入に補助金がついたこ
とから，町議員の八巻善一さん（自治振興会会長）が中心になって山舟生全体の取り組みに発展す
ることになった。このような中で，町の補助金で行っているのだから年 1 回イベントをやるのはど
うかとの進言があり，山舟生全体のイベントとして「あじさい祭り」を行うことになった。
さらに，ホタルの堀も造り，ホタル 150 匹くらい取ってきて，防虫ネットを張って放した。その
ホタルが子供産み，次の年に餌になるカワニナをバケツいっぱい取ってきて放流した。そしたらそ
の翌年にものすごい量のホタルが沸いて，人々がホタルを見に来るようになった。そこで，スイレ
ンの池を作ったりアヤメを植えたりして整備してきた。あじさい公園では，地区で芋煮会やった
り，8 畳分ある高見台で焼き肉やったりウナギ焼いたりして利用している。
表 V-4 あじさい祭りの組織分担

ペットボタルの発想は，佐藤永辰さ
んと各地のあじさい園，あじさい寺，
あじさいの花を天ぷらにして出すとこ
ろとか何 10 か所も見て回る中で，一
関市のある所を参考にしてペットボタ
ルをやろうということになった。2015
年は 7 回目。最初は 700 本を作って田
んぼに設置した。有志 10～20 人に手
伝ってもらってペットボタルを加工し
て，田の畔に竹を刺して，ペットボタ
ルにろうそくを入れる。マンパワーは
大事。
このようにして，3 区有志の取り組
みから山舟生をあげたイベントにな
り，梁川町・伊達市を代表する一大イ
ベントになっていた。
2015 年の分担表（表 V-4）をみる
と，山舟生のマンパワーを総動員した
イベントになっている。
課題は担い手の高齢化。年に 3 回の
除草と 2 回の剪定をやっているが，各
区から代表が出て 30 人くらいでやっ
ているが，全面積をカバーできなくな
りつつある。傾斜地や沼地は足場も悪
いし，年とってくると大変なので，そ
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ういう場所は若い人に率先してやってほしい。また，あじさい公園内は車いすでも通れるように作
る予定だったが，あじさいが大きくなって人が歩くのでいっぱいになった。あじさいの株もだんだ
ん古くなって，一昨年は全く咲かなかった。

3）
）羽山神社山車
羽山神社山車祭り
神社山車祭りの運営組織
祭りの運営組織
羽山神社の「山車祭り」の運営組織と山車の制作・運行ついては，既に『梁川町史』第 11 巻か
らの引用により整理した。その内容をふまえつつ，第 11 巻の発行から四半世紀がすぎた 2015 年の
運営状況と課題について，羽山神社総代の秋葉さんを初めとする行事リーダーの方々にヒアリング
を行った。（その後,自治振興会事務局へのヒアリングで補足）
＜運営組織＞ 山車祭りは羽山神社の秋の大祭として行われる行事であり，その開催と要領は神
社の宮司と氏子総代が中心となって毎年決められる。山車は 7 つの町内（区）が出すので，総代も
7 町内から推薦される。各地区で山車を出すかどうかは，地区民で相談して決める。山車祭りの運
営は，総代に各町内の関係者が加わった「羽山山車祭り連絡協議会」によって担われ，祭り運営の
諸問題を協議・検討して運営にあたる。
＜開催日＞ 本来は旧暦 10 月 7・8 日に行われたが，会社通勤者が増えた 30 年ほど前，住民の生
活実態にあわせて 11 月の第 1 週の土日に変更された（11 月 1 日が日曜の場合は次の週末に開催）。
この変更には，羽山の神様の誕生日は変えられないという当時の先輩方から反発を受けて，時代の
流れで現状維持が難しいことを理解してもらうのに 2 年を要したという。本来の 10 月 8 日には代
表者だけで祭りが行われ，「本祭り」と呼んでいる。
＜山車の制作と青年会＞ 山車の制作
は，かつては 7 町内の「若連」（青年
会）（図 V-4）が担い，各家の子供が青
年になると若連に参加することになって
いた。しかし今は参加する青年が減って
青年会連の実態はなくなり，呼称だけが
使用されいる。青年層の減少で，各町内
では公民館の力を借りたり，婦人会や子
供たちを動員して祭りを運営している。
＜山車の制作日程＞ 山車祭りの詳細が
決まるのが 1 か月前の 9 月下旬～10 月上
旬で，山舟生がお祭りの雰囲気になって
準備が始まる。山車の制作スケジュール
図 V-4 青年会の呼称

は毎年厳しく，祭り当日の午前までかか
る。山車制作の手順と役割分担は 7 町内ごとに決められ，共通ルールはない。
3 区の場合は次のようである。9 月の運動会のあたりに集まり、竹飾り・花飾りの準備を始め
る。その後また集まって山車の飾りつけテーマ（アニメ，昔話など）を考える。みんなでしっかり
作業分担することが重要。制作には 20 日ほどかかり，祭り当日の朝に山で紅葉した葉や木の実を
取ってきて山車に飾る。3 区の山車は他よりも飾りつけに準備時間がかかるため、祭りの終了後に
翌年のリーダーも決めてしまう。また，祭り終了後に経費の発表も行い，翌年への繰越金を確定す
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る。その他に準備金を集めたりもする。
このように，1 ケ月以上もかけて各町内ごとに行われる山車の制作は，町内の人々の分担と組織
力が必要になる。山舟生の「まとまり力」の源泉がここにあるようだ。
＜当日の日程・分担＞ 山車祭り当日のスケジュールは次のようである：
①羽山神社で祭りの催事を行い，神輿に神を移す。
②神輿に神主が付き添い，羽山神社を出発して宮本の注連所に向かう。
③各地区の人は事前に神輿を迎える準備をしておき，神輿を迎える。
④神輿を迎えたら地区ごとに祀りごとを行い，次の場所へ移動する。
⑤この時，地区の山車が付き従う。神輿が自地区に来るまでは山車は動かない。
⑥このようにして，事前に決まっている運行ルートで各地区を巡り，夕方までに小学校へ。
⑦校庭に入るのは神輿が先で山車が続く。山車は神輿を守る役目。
⑧神輿が「泊まる」場所には雨よけの幕舎を建て、その前方に 7 つの山車が整列する。整列の
仕方は毎年抽選で決める。
⑨校庭では露店がかかり，各山車の太鼓と笛の演奏が続いて，全体でお祭りを楽しむ。
山車を引く若者が多かった時代は，すべての山車が神輿を迎えに宮本に集った。引き手が減った
6 年前から，山車の運行コースは各町内のマンパワーに応じて任せ，最低限のルールのみ決めて，
夕方 17 時までに泊まる場所（小学校校庭）に集合する現行の方式になった。
＜運営資金＞ 屋台の制作にかかる経費は 18～20 万円ほどで，3 区では 30 万円かかる。山車祭り
は宗教行事である神社の祭りであるため，公的補助はなく，各世帯からの負担金と寄付の「花代」
によって賄われる。花代は山車ごとにとりまとめて各山車の運営費に充てる。3 区では 1 戸あたり
2000 円（×36 軒）のお金を集めるほか，前年の繰越金も製作費にあてる。
＜山車の出張＞ 福島市の商工関係者の主催で 2013 年に始まった「山車フェスタ」には，福島市
内の各町内の山車が集結する。そこに山舟生の山車も参加するように声がかかり，先頭を歩くこと
になった。以後 2014・15 年と 3 回参加した。山舟生の山車は普通の「花屋台」ではなく，武者人
形や馬を飾り付けする「山屋台」で、他の山車よりも豪華。また「フェスタ」では太鼓の数や周り
で踊る人もいるため，賑やかなに行われた。さらに山舟生の太鼓は他の山車よりも勢いがある点も
違っていた。山車での太鼓演奏は，小太鼓 2 つ，大太鼓 1 つの 3 人が必要で，それに笛と鐘を演奏
する 2 人を合わせて 5 人いる。交代せずに 1 時間以上たたき続けるのは厳しいため、メンバー編成
が大切になる。「フェスタ」への参加は，山舟生の山車の価値を再認識し，対外的アピールの機会
になった。このほか，8 月の八幡神社の「伊達祭り」に「笠踊り」と一緒に参加している。
＜課題と対策＞ これについては，以下の点が指摘された：
・高齢化と後継者問題。自分たちが若いころからのメンバーが今も活動を行っている。
・新メンバーが入ってくることがなく、自分たちも疲労がピークに達してしまうことも多く大
変。それ以上にお祭りの成功・達成感があるため続けているが…。
・氏子の代表者会議をする時，積極的にやるやらないの意見は出ず，神社の行事であるからとい
う暗黙の了解で山車祭りを行っている状況。
・昔の山車祭りはすごかったが，今は太鼓を叩く人が減った。
このように現下の課題はなんといっても次世代への継承である。山車の制作だけでなく太鼓のた
たき手も減り，現在の主体となっている 50・60 歳代のメンバーは「あと何年続くか」という危機
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感を隠さない。
こうした中で，西部地区（10,11,12 区）では次世代への継承の工夫をしている。すなわち，作る
人，飾る人に後継者世代を 2 名ずつ集めてベテランと組ませ，無理のないように作業分担して技能
を伝えるようにしている。
＜山車祭りの中止と復活＞ 東京オリンピック後の昭和 40 年代，山車祭りを中止する地区が相次
いだ時期があったという。当時は日本の高度経済成長期で皆お金を稼ぐことを優先し，各地の伝統
行事も廃れる趨勢にあった。しかしその後，地域文化の継承が叫ばれ，山舟生の山車祭りも昭和
50 年頃から復活した。
以上のように，「山車祭り」は，地域社会の変化にあわせて，地域住民の合議のもと，実施形態
を少しずつ変化させてきた。そこには住民たちの苦心の柔軟対応と団結力発揮されている。羽山信
仰や山車祭りは「伝統文化」としての価値も大きいが、それ以上に，人々の「まとまり力」の源泉
となってきたことこそが重要と思われる。この地域の伝統は，必ずや次世代に伝えていくようにし
なくてはならない。

（金沢）

※2015 年 11 月の山車祭りの様子についてはポスターで報告。
4）農業組織
）農業組織 -- 生産営農部会，JA
生産営農部会， 伊達みらい
農業は重要な地域産業であり，山舟生の農業の特徴については既に 2010 年までの状況を農業セ
ンサスにより概観した（表 12,13，図８）。そこでは 1990 年頃の養蚕衰退以後，農家数の激減と
野菜・果樹に活路を見出そうとする様子が把握された。しかし調査対象の販売農家は総農家の半分
であること，2011 年の放射能災害という困難な事態に直面したことは考慮されていない。そこで
ここでは，あんぽ柿ときゅうりを主作物とする震災後の営農状況について，JA 伊達みらいのあん
ぽ柿・きゅうり両部会の代表者へのヒアリングと，JA 山舟生支店の資料によって把握する。
＜概況＞ JA 伊達みらいの販売額は，
桃，キュウリ，あんぽ柿が三大品目で，
それぞれ 32 億，20 億，22 億円（震災
前）の売り上げがあった。きゅうりは指
定産地になっている。山舟生管内ではキ
ュウリとあんぽ柿が二大品目で各 8～9 千
万円，次いでエンドウとインゲンが 3 千
万円ほど。これらで管内販売額の大半を
JA きゅうり部会・八巻順一郎さん，あんぽ部会・佐藤永辰さん，佐藤

占める。
＜キュウリ栽培
＜キュウリ 栽培＞
栽培 ＞

福太郎さん。手前に JA 営農センター・大槻さん，佐藤さん，

山舟生支所管内の

キュウリ農家は 33 件で，1 農家の平均販売額 250 万円程度と
いうことになる。何年か前には 1 億円を超えたこともあった。
栽培面積は平均すれば 7～8 アールで，最大では 20 アールの
人がいる。作型を分化させてピークを分散させているが，夫婦
2 人での限度はそのくらい。 露地栽培がほとんどで，施設が
4 件。露地の割合は梁川町で最大。傾斜地が多くて，よい畑は
ない。露地の栽培暦は，5 月初めに定植，6 月収穫開始，7 月
施設キュウリ（9.03）
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に 2 回目定植，8 月出荷が基本。あとは兼業の都合と合わせて微妙にずらす工夫をする人も。収穫
は毎朝 4 時から始まり，箱詰めが終わるのは夜になるので，300 万円とるには労力がかなりきつい。
キュウリ生産の担い手は団塊世代で，若くても 50 歳ぐらい。かなり年配の人も小規模にやってい
る。
農家の労力低減のため，
今年から農協に自動選果機が入って箱詰めをしてもらえることになり，
栽培管理に集中できる体制になった。山舟生支店に運べば選果機のある集荷場に運んでくれる。
＜キュウリ部会＞ 部会を通して品質維持のための技術指導が行われる。作付け前に指導がある
ほか，月 1 回の割合で天候にあわせた栽培管理の情報や指導がある。JA の営農指導員だけでなく，
普及所の人や種苗会社の指導会もある。キュウリ栽培には女性の力も必要で，部会員の女性向けの
講習会もある。
＜あんぽ柿＞ 収穫終わるのが 2 月いっぱいまで。その後，剪定，消毒，草刈りを 2・3 回。11 月
中旬から収穫開始。収穫した柿は 1 週間くらい置いて少し柔らかくなったら皮むきして，20 個ずつ
ヒモに通して専用の干場に干す。柔らかすぎると皮が剥けないので，皮むきの期間は多くの労力が
必要になる。その後，自然乾燥に 1 ケ月，人工乾燥に 3・4 日。出荷が早いほど値段が良いため，温
風乾燥や遠赤外線の電機乾燥などの人工乾燥を工夫して
いる人もいる。柿には蜂屋柿と平種柿の 2 種類あって，あ
んぽ柿の 8 割が蜂屋柿。干し柿とあんぽの違いは水分。水
分量 30％のゼリー状にするのがあんぽ柿。
＜その他の作物＞
その他の作物＞ その他では，インゲンとスナップ
エンドウが多い。スナップは価格も安定し，収穫が 6 月
のキュウリ定植の前に終わるので組み合わせができる。
また，JA 伊達いらいがアスパラを奨励しており，山でも
施設でもでき，施設建設費の半額を JA が補助する。土地

インゲンの畑

が余っている状況なのでアスパラの販売は順調に伸びている。
＜放射能の影響＞ 原発事故後の 2011 年と 12 年の
販売額の低下は大きかったが，13 年・14 年は震災前の
半分ほどまで回復してきている（図 V-5）。しかし逆
にいえば，放射能汚染の程度が低い山舟生で震災から
4 年たってもなお，大きな影響が続いているという影
響の深さに，認識を新たにさせられた。最も多大な影
響を受けたのはあんぽ柿である。部会長の話しでは，
事故前は 1,000 件くらいあった贈答用は全部だめにな
ったという。あんぽ柿は乾燥の工程が入るために放射
能が濃縮しやすく、モデル地区を限定して検査機で 1
パックごとに残留セシウムを測定して出荷する体制に

図 V-5 山舟生管内の販売額の推移

した。測定には多大な時間と労力がかかるため，2014 年の段階でも震災前の 33％にとどまる（図
V-6）。2015 年は検査機を 14 台からさらに 7 台増やして，ようやく震災前の 75％まで回復の見通
しに。一方で，キュウリへの影響は少なかった（図 V-7）。シイタケも放射能の影響が大きい。原
木が汚染されて使用できなくなり，そのため 2011 年以降の出荷はされていない。ハウス内での栽
培は可能だが，原木の輸入が必要になるという。また山菜は，栽培もの（タラの芽，ワラビ）が
2013 年から出荷を再開したが，自然の山菜とキノコはまだダメ。以前はどの家でも山菜を採って
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図 V-6 山舟生管内のあんぽ柿の販売推移

図 V-7 山舟生管内きゅうりの販売推移

いたが、今は山菜を採りに行く人もいなくなってしまった。放射能汚染は，阿武隈中山間地域の伝
統的環境利用の文化も奪っている。 （武藤）

5）
）「山遊会」との
「山遊会」との交流宴会
交流宴会
3 日夜は住民有志の親睦グループ「山遊会」の主催による交流
会が東部集会所で開催された。集会所はメルヘンのような外観
で，大広間の集会室と炊事場を備え，隣接して消防団の倉庫があ
る。会のメンバーは仕事が終わる 17 時半頃から集まりはじめ，
18 時頃からは倉庫内で餅つきが始まり，手慣れた技であっという
間につきあがった。餅はメンバーの奥さんたちによって，あんこ餅，じゅうねん餅などになり，さ
らにアユの塩焼きなどの多彩な料理が次々に並んで，見る間に宴会の準備が整った。参会者には午
前中お世話になった自治振興会の会長や産業振興部会長さんらの顔もみえる。自治振興会立ち上げ
のモデル事業にもかかわった地域支援員の女性も保原から駆け付けた。そして会の代表者から開会
挨拶と会の目的と活動内容の紹介（下写真）があり，乾杯後，賑やかに懇親会へと移行した。

ホワイトボードに記された「山遊会」の紹介
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山遊会メンバー
との懇親
（2015.9.03）

４．行政と集落 … 地域自治の現場（9 月 3,4 日）
1）
）旧梁川町・伊達市の自治政策と山舟生
旧梁川町・伊達市の自治政策と山舟生
3 日目午前は，自治行政からみた山舟生の地域性をとらえるべく，伊達市梁川総合支所を訪問し
て，市民協働課長，市民活動支援センター長，梁川総合支所長の方々にヒアリングを行った。以下
のその要点を整理する。
＜山舟生の地域性＞
＜山舟生の地域性＞ 「むらづくり推進協議会」の存在が大きい。1982（昭 57）年に農業を振
興するということでできたが，具体的なアクションを起こす「部会」をもっており，そのメンバー
が「あじさい祭り」などのイベントをリードしてきた。900 人という人口規模も自治組織として大
きすぎない。モデル事業（下述）でアンケートを実施したが，その設計・配布・回収・分析はみな
山舟生の人がやり，回収率も 90 数％に。他地域で山舟生の例を出すと「あそこは別格だから」と
言われる。
＜旧梁川町の地域性＞ 伊達市では「協働のまちづくり指針」を 2010 年 3 月に作った。その冒
頭に「人と人，地域と地域が結び合い，協働するまち」をすすめるという文言があるが，旧町の同
様の計画や指針の中に「協働」という言葉がはっきり使われていたのは梁川町だけで，それが取り
入れらた。梁川では，1986（昭 61）年 8.05 に大水害があり，そのとき自主防災会が阿武隈川沿い
の粟野，梁川，五十沢できた。その後，1998（平 10）年 8 月末に豪雨があり，山舟生では役場に
任せていられないということで自主的に防災会を結成した。
＜新しい自治組織＞ 2013 年，伊達市では合併後の自治力強化のため「地域自治モデル地区事
業」への応募を呼びかけたところ，山舟生のみが手をあげた。山舟生では自治組織として町内会が
機能しており，「推進協議会」は町内会の主要メンバーが任意で集まったような組織で，双方の役
員はオーバーラップしていた。その役員の方々が地域自治の将来に危機感を持っていた。6 月にモ
デル事業への申請が出て，支援センターにワークショップのサポート要請がきて 8 月以降に現地に
入った。そこで役員の方々から，これまでの推進協議会と町内会では 5 年・10 年たったらやって
いけないと思って議論していた時にモデル事業の話しがあって応募したということを聞いた。
それまでの町内会では，何かやるにも他の組織（消防団，PTA，婦人会，防犯協会，交通安全協会
etc.）に協力要請をしないといけない。町内会の連合組織にはこうした各種団体は入っていない。

行事ごとに実行委員会を作って連携する方式。今後さらに人口減少と高齢化が進むとこれらの団体
の担い手もいなくなってくる。今がんばっている高齢者がいなくなると一気に崩壊する。そこで，
新たな「自治振興会」では，町内会はじめ各種団体も統合して町内会もそこで集める，という形に
した。今後 5～7 後には，介護や子育て支援なども自治組織た求められるようになる。新しい地域
自治組織が中心になってそれを支援する形になろう。
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＜丸森町に学ぶ
＜丸森町に学ぶ＞
に学ぶ＞ モデル事業の中で，山舟生の隣りで人口規模も類似した丸森町耕野の自治
組織を視察した。丸森町では旧村ごとにある支所機能の一部を「まちづくりセンター」として自治
組織が業務委託で担っている。耕野地区独自の HP もあり，そこには既に 40 号を超える地区の広
報誌もアップされている。また「協働」の中には婚活や空き家対策も含んでいた。人口維持を考え
るとき，これらはみなつながっている。伊達市ではそこまでは求めていないが，視察したメンバー
には良い刺激になった。
＜市民活動支援センターの役割＞ 「市民活動支援」というと，他市では NPO や団体が対象。
福島市では NPO が 100，郡山市では 150 ある。しかし伊達市では都市部と違って NPO は少ない。
伊達市市民活動支援センターは震災後の 11 月に公設民営でできたが，山舟生にサポートに入った
のをきっかけに，自治組織のサポートを業務の柱に据えることにした。
以上から，山舟生は「むらづくり推進協議会」による活動実践を通して旧梁川町および伊達市に
おいてその自治力は特に知られていたこと，そのリーダーたちの先を憂う意識の高さがモデル事業
への申請を通して先進的な自治のあり方を実現させたこと，そしてそれは伊達市全体の地域自治の
モデルともされていることが分かった。

2）日面集落ミーティング
）日面集落ミーティング
昼食を共にした八巻副会長の先導で，14 時，日面集落の集
会所に到着。12 人の方々が集まって集落の現状と課題をめぐ
る懇談会が開かれた。日面集落は，自治振興会事務局から
1km ほど丸森寄りの和田山の麓に位置する（図 V-8）。全体
が傾斜地にかかり，地形図と住宅地図の土地利用記号は桑園
が多いが（図 V-8,9），今は柿の木が目立つ。町内会は和田
山，蓼沼，屏風作などの隣接の字と共に戸数 36 戸の 9 区に
属し，八巻姓の家が多数を占める。

図 V-8 日面集落の立地

図 V-9 集落の住宅地図
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表 V-5 日面集落の農業の変遷

← 図 V-10 年齢構成の変化
1972 年は 9 区，2010 年は越戸と和田山の合計

1970 年代に成城大学による民俗調査がここで行われた。その調査報告書に掲載された 1972 年 1
月と 2010 年国勢調査の人口年齢構成を比べると，若い世代の減少は明らかである（図 V-10）。
ただし，65 歳以上の割合 27.8％（2010 年）は，35％，40％の区が各 2 ある山舟生では最少の水準
である。また，農業センサス農業集落カードで農業の変遷を確認すると（表 V-5），1990 年代に
大きな変化があったことが分かる。すなわち，販売農家の減少，恒常的兼業機会の減少，そして主
な販売部門が養蚕から果樹・野菜へと変容した。
これらを予備知識として，以下，懇談会での質疑と意見交換の内容を紹介する。
＜基本的質問＞ まずは福援ゼミより基本的な事柄について質問をした。
Q：日面の生業は？ 昭和 30 年代まで障子紙の産地。その後は養蚕とあんぽ柿が主になり，春夏
養蚕，秋冬があんぽ柿。東京に働きに出たことも。養蚕衰退後はいんげんとさやえんどうなどの
蔬菜を導入。きゅうりは手間が大変。
Q：息子さんたちは一緒に住んでいるのが多い？ 日面は一緒に住んでいる家が多いほうで，半分
は住んでいる。でもその子供は住んでいはいない。小学生が減って再来年から 0 になるので，小
学校の維持も限界。中高校生の通学は親に送ってもらうのが多い。
Q：モデル事業で洗い出した
問題点は？ （室内に掲
示：右図）土手の草刈りな
ど景観保全はこまめにやっ
ている。
Q：集まる機会は？ 草刈り
後の懇親会，お祭りの前
夜，町内会の役員会（毎
月）,総会，球技大会。お
がみ講，薬師講 2 回，こく
がはら講，念仏講，女の人
は山の神講（安産の神），
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カラオケ大会などがあり，集会所の使用頻度は高い。メンバーは大体同じだが。最大の行事は羽
山祭りの山車の準備期間で大体 1 ケ月。飾る花づくりから始まる。作業場は集会所 1 階。太鼓打
ちの練習もやり，かなりの頻度で集まる。
Q：問題点は？

若い人がいないこと。「私はまだ若いから」ということで敬遠するし，仕事に

出ていると参加は難しい。将来は高校生や大学生に頼んでお祭りをやるようになるのではない
か。

ミーティングに集まった集落の人々。正面左端が自治振興会副会長の八巻さん

＜集落リーダーの夢＞ ここで，これまで紙漉きの復活や伝統芸能ビデオの制作などに取り組ん
できた集落リーダーの 1 人から，日ごろの考えが披瀝された。以下その要点を紹介する。
・問題は，みんな意見はいってもそれをどう具体化するか，誰がやるかが分からないこと。この集
落にも若い人は結構いるが，お祭りにもなかなか参加しない。昔はみな農家だったが，今はめい
めいが自立しているから，若い世代には「知的な刺激」を与えることが必要。それを大学にお願
いしたい。
・自分はもう歳なので，ここに何を残したいかを考えた時，「景観と環境」でやろうと思った。自
分の息子もどこに住むかわからないし農地をほしいという人もいない。そこで「山づくり，森づ
くり」を考え，去年「多面的」交付金を活用してけやきを植えた。けやきの森を作る。
・関心あって片道 5 時間かけて十日町（越後妻有）の野外芸術祭をみてきた。メジャーな芸術家の
作品がいっぱいあった。会場の広がりが 30km もある。ただ山が気になった。奥はブナ林だが，
民家の回りは杉で真っ暗。杉，檜を植えると家周りが暗くて，気持ちまで暗くなる。だから落葉
樹がよい。
・けやきの次は桜。じいちゃんたちが和田山の沼のところに桜を植えたが，病害虫に弱い。そこで
ソメイヨシノと同時期に咲く桜を探し回ったら，和田山にあった。病気もついてない。今年の
春，種をとって植えたので，来春芽が出たら多面的を使って増やし，3・4 年後には桜の山にし
たい。
・和田山はすごいところ。今は荒れ果てた桑園の面積がすごい。これをなんとか活用できないか。
・昨日，多面的機能交付金の決定通知がきた。1 反歩 2,400 円出る。中山間地域直接支払いの集落
協定もあるので，それらの資金を活用して整備することはできないか。研修会もやれると思うの
で，福島大，学院大の歴史や美術の先生・学生に参加してもらって知的刺激を与えてほしい。
・合宿やりたいのであればこの集会所を提供するから，3・4 日泊ってざっくばらんな話をすれ
ば，本当の姿がみえてくる。
・羽山祭も続けたいが，なかなか難しい面もある。その中で残すならば太鼓だろう。そこで CD を
作ったのも自分の総まとめ。これから先これほどの太鼓たたくやつは出てこない。山舟生の伝統
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芸能も盛り込んだ。縄文土器も入れた。そういうことを誰が科学的に積み上げて山舟生をデザイ
ンするか。
・うちの息子もそういう関係の仕事している。NHK のディレクター。3 年くらいであちこち転
勤。なんで山舟生を取材しないのかと聞いたら，人工的なもの，単なる思い付きのアイディア
で，歴史をもってないから取り上げられないと。評価基準には歴史なり風土なりをにじませるよ
うなものがいい。
・できるなら「ものづくり」に投資したほうがよいと考えて，紙漉き復活に参加した。もうからな
いが，投資分は回収する。ファッション関係の人がきたことも。白石和紙も担い手がなくなり公
募したら 2・3 人が応募して月給 15 万円でやっている。伊達市がありがたいのは，証書関係は全
部使ってもらっていること。東北学院大でも使ってもらいたい。
＜和田山と花の活用＞
和田山と花の活用＞ ここで，司会の副会長さんより「みなさん何を残したいかひとこと」の
問いかけがあり，年配の 1 人から発言があった。
・和田山にお客さんを登らせる工夫をし，ここに直売所を開いて，とれた分を買ってもらう。そう
すれば日面ももうちょっと活気が出てくるんでないかと感じる。春先に福寿草，4 月はさくら，
5 月は山つつじ … 自然にあるものを山いっぱい利用すれば 3 ケ月は登ってもらえるんでない
か。3 年前に会津に行って「福寿草祭り」をみてきた。自然に増えたそうだが，山舟生では雪が
ないから部落みんなで草からないと出てこないなと思う。和田山の沼は終戦直前に作ったんだけ
ど，眺望は山舟生で最高で，信達盆地の半分くらい，信夫山までみえる。そこを利用して今言っ
たようなことをできれば。
・他にも水仙，ヒガンバナ … 。ユリはイノシシが球根を大好物で食べるからダメ。水仙，ヒガン
バナは球根に毒があるからイノシシは食べないので良い。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------※八幡神社
9 月 4 日，梁川総合
支所でのヒアリング
後，伊達氏の氏神をま
つる亀岡八幡神社を参
拝。参道の入口に JA
女性部の案内所があり，冷たいお茶のおもてなしに預かる。幟のフレーズ「伊達の
力はだてじゃない」が印象的。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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５．女性グループ
人口減少が今後も避けがたい中，交流人口の確保はどの地域でも活性化の命題である。それには
もてなしの主役となるべき女性の力がカギを握る。山舟生において主に女性によって担われてきた
グループ活動としては、生活改善、農協の婦人部、婦人会、新妻・子育て、そして女性による山の
神講や念仏講などがある。今回はそのうち、食生活改善の活動にかかわってきた 2 つのグループ
と、農協婦人部および婦人会の各組織を対象にして、グループ結成の経緯、メンバー、活動内容、
自治振興会との関係等に関するヒアリングを行った。

1）
）食生活改善部会
表 V-6 山舟生の食生活改善の流れ

・経過： 山舟生における生活改善の取り
組みは、1974 年（昭 49）、国による「地域
型食生活改善グループ」の指定をうけて発
足した。最初の会長には農協婦人部の部長
をしていた秋葉初子さんが選ばれ、秋葉さ
んを中心に山舟生の食生活改善の取り組み
が行われていくこととなった（表 V-6）。
1982 年に「村づくり振興協議会」ができた
際、「食生活改善部会」としての地域づく
りに位置づけられることになった。
・メンバーの選び方：
各区から 2 名ずつ
・メンバーの選び方
2 年任期で選ぶ。まだやっていない人を選
ぶ場合が多いと思うが、子育て世代の人や
勤めに出ている人は出られないし、60 代ぐ
らいになって暇がでて出てこられる。機械
的に割り当てられてはいるが、60 代が中心
となっている。60 代でも初めて選ばれる人
がいる。軒数が少ない区では 2 回りするが、30 軒だと 2 回やったという人がいない地区もある。
17 軒の区で今度 2 回り目になるところもある。
・今期メンバーの年齢
代 1 人、中心は 60 代で、70 代もいる。
今期メンバーの年齢：40
メンバーの年齢
・活動場所：
活動は交流館で行い、部会としての共有財産はない。
・活動場所
・活動内容：
活動内容： 主な活動はイベント時の食事づくり。毎年、羽山山開
きでは豚汁、あじさい祭りではスタッフの昼食づくりを行う。羽山祭
りでの活動はない。その他その時々のメンバーの考えによって行われ
てきた活動があり、以前は改良普及所の先生から料理を習い、各集落
に帰ってその技術を伝える料理講習会をやっていた（表 V-7）。自分
の集落で教えなければならないので学ぶほうも真剣だった。また，作
った料理を小学生に食べて審査してもらう「料理コンクール」を行っ
たこともあった。
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表 V-7 料理講習会のテーマ

・2009 年の料理コンクール：
2009 年に行われた「掘り起こそうふるさと料理 2009 冬」につい
年の料理コンクール
ては活動記録が残っている。それによると、くるみご飯，黒豆ご飯，「ひきな入りきみぶかし」
（録音不鮮明）白あえのさんしゅうひじき，針供養の田楽という、昔からの伝承料理を作った。面
倒であまり作らない料理なので、みんなで思い出すための講習会としてやった。
・今期
例年のイベント時の活動のほか、今期は過去の経験者が 5・6 名おり、また今年
・今期の活動：
の活動
から自治振興会に変わったこともあり、保健福祉部会のメンバーと連携して普及所にお願いして健
康によい料理の勉強をして、2 年目に習ったことを生かして何かやりたいと考えている。
・自治振興会になって変わったこと：
「村づくり振興協議会」の時は村づくりの 1 グループだ
・自治振興会になって変わったこと
ったが、自治振興会では、何をするにもお伺いを立てないといけなくなり、関係ないような会議に
も出るようになった一方で、他の部会とのかか
わりができてみんなの意見が聞けるようにな
り、地域づくり全体を見渡させるようにもなっ
たのは良かった。
・課題：
任期 2 年のために慣れた頃に交代に
・課題
なってしまうことや、これまで活動記録や料理
左から、羽山グループの八巻さん、秋葉さん
食生活改善部会の幕田さん、斎藤さん

技術の記録がほとんど残されていないためにノ
ウハウが蓄積されないこと。人口が減って統合

される区も出て担い手も減る中で、今後の高齢化社会
に向けてどうやって活動を充実させ、次の人に継承で
きるかが課題といえる。
他方，逆に言えば，メンバーが 2 年で交代し，特段
の資料の継承も行われていないのに長年機能してきた
ことは，食生活改善部会の活動が，毎年のイベント時
の様子を通して地域の女性たちに暗黙のうちに共有さ
左：福神漬け、右：からみ漬け

れてきているともいるのではないか。

2）
）羽山生活改善グループ
・グループの始まり： 羽山生活改善グループ（以下「羽山グループ」）は、食生活改善部会の中
心メンバーだった秋葉初子さんを中心にして結成された農産加工グループを母体とし、梁川の市営
施設「産業伝承館」内で農家レストランを運営している組織である。1984 年（昭和 59）、食生活
改善部会では、各部落をすべて回ってどんな食生活をしているか調べ、野菜が不足しているという
ことで、翌年、漬物づくりを始めることになった。それが「羽山漬け」である。ところが毎月 1
回、羽山漬けを作るために集まると、楽しくてお話ばかりで手が動かず、作って売っても 1 日で
100 円にしかならなかった。そこで 1986 年、改良普及所の先生に漬物づくりのグループを作るよ
う提案されたことから、出資金として 1 万円を払える人は集まってもらうように呼びかけた。当
時、食生活改善部会には 26 人いたが、1 万円持って集まったのは 7 名であった。これが「羽山生
活改善グループ」の始まりである。「羽山」の名を付したのは、山舟生のシンボルとしてであり、
羽山神社の近くの人が集まったという理由ではない。まな板や包丁もなく 7 万円の資金だけで始ま
ったが、グループが作る「羽山漬け」は好評を博し、その「福神漬」が梁川町の小中学校や幼稚園
の給食で使われるようになり、町の給食センターに 40kg ほど出していた。その後、「きゅうりの
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辛味漬」は JA に出すようになった。
・「産業伝承館
・「産業伝承館」
伝承館」での活動：
での活動： 羽山グループにとって大
きな転機となったのは、2005（平 17）年に梁川きぼう
の森公園内にある「産業伝承館」での運営を任されるこ
とになったことである。産業伝承館は 1990（平 2）年に
できた町の交流施設で、お菓子屋さんがお店を出してい
た。しかし店主が病気で経営困難となり、2005 年、町
の観光物産協会から羽山グループに声がかかった。当

産業伝承館。1 階に農家レストラン、2 階が
展示スペース、右は調理加工施設）

時、秋葉さんが観光物産協会の理事をやっており、羽
山グループは町のイベントがあるごとに参加していた
ため、信頼できるということが理由であった。また羽
山グループのメンバーは食生活改善部会の時代に料理
講習会で技術を身に着けており、羽山漬けの実績もあ
ったため、すぐに対応することができた。
メニューは羽山そば、伊達鶏の定食、とろろの定
9 月 4 日，伊達鶏のそぼろご飯定植

食、田楽、だんごなど。料理には化学調味料を使わ
ず、野菜には地産地消の野菜を利用する。団体客にも

左下：そぼろご飯，左上：なすのごまごろも，
中央：かぼちゃ，野菜サラダ，右：羽山着け，団子汁

対応し、最大で 86 名を受けいれたことがあるという。また、地元だけでなく、仙台や東京からの
来客もあり、アラスカからの客も来たことがある。2011 年の震災後、客足が減っていたものの、
今は少しずつ戻ってきている。農家レストランの営業は 4 月から 11 月までで、冬季は「羽山漬」
作りを行っている。
・「羽山
・「羽山」
羽山」の力： 羽山グループが作る「羽山
漬け」や伝承館でのメニューが人気なのには、
「羽山」の神への強い想いが関係している。羽
山神社は 350～400 年の歴史のある社で、五穀
豊穣の神、縁結びの神であり、山舟生の人々の
一番の信仰のよりどころである。その「羽山」
の名称を頂いたからには「ごまかし」があって

羽山グループのメンバー

はならない。羽山グループが化学調味料を使わ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36210a/yamafunyuu-g.html

ないことにしたのは，そうした強い想いからであるという。醤油は高価でも本物を使うようにして
いる。秋葉さん自身が製造の現場をみて化学調味料を使っていないものだけを使っているという。
だし用のカツオも、輸入物より高くても国産の花カツオを使っている。こんぶも日高昆布を使う。
このように、羽山グループの「こだわり」の源泉にあるのは、地域のシンボル「羽山」の名を借り
たことへの誇りと責任感であるといえる。
・共同経営者としての自負
・共同経営者としての自負：
としての自負： 羽山グループでは時給を 550 円という少額に定めてありながら、
これまで健康上の理由以外で辞めた人はいないという。それはなぜなのだろう。2015 年の羽山グ
ループのメンバー構成は、50 代 1 人、60 代 4 人、70 代 1 人、そして 89 歳の秋葉さんの 7 名で、
グループ設立の経緯からみても、秋葉さんを中心とするグループである。しかし実際の運営は、メ
ニューの決定や剰余金の使い方の決定もみんなで意見を出し合いながら進める。それは共同経営の
感覚であるという。つまり 7 人のメンバーは「雇用者」ではなく「共同経営者」なのである。
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以前、羽山漬けに使う真空パック機械を導入することになった際にも、メンバーみんなで話し合
って解決した。機械の購入には約 100 万円が必要であったが、グループとしてもっていた剰余金
60 万円（うち阿武急 20 周年記念イベントの売り上げ 30 万円）では足りなかった。そこで、メン
バーで話し合い、互いの給料の支払いを少し遅らせることで合意して買うことができたという。こ
のエピソードは、メンバーが共同経営者の意識であることを物語る。その時購入した真空機械は今
も大変助かっているという。またメンバーは食生活改善部会の時代に 8 年間、料理講習会で技術を
磨いたことを誇りに思い、それを人々に提供したいという気持ちも継続の理由にあげられた。

3）農協女性部
）農協女性部
・組織： 農協女性部は農協組合員の女性たちをメンバーとする組織で，山舟生は JA 伊達みらい
の支部という位置づけにある。山舟生を管内とする農協は，以前は梁川町農協（1963 年 9 月設
立）であったが，同農協は 1997 年 3 月に伊達郡全域を管内とする JA 伊達みらいに合併して，山
舟生は 30 ある支店・支部の 1 つになった。山舟生支部の女性部員は 100 名ほどで、農家ではない
准組合員の女性も含まれる。女性部員の年齢は 40～70 歳代で，中心は 50 歳代。60 歳でやめる人
もいる。会費は年 1000 円で、本部と支部に 500 円ずつ組み入れられ，支部では集まりのお茶代や
菓子代にしている。支部には支部長 1、副支部長 2、12 区ごとの連絡員がいる。現山舟生支部長
は，JA 伊達みらいの女性部長で県の副会長を務める。
・活動：
活動： 支部の集まりは年 3 回で，2 月
末か 3 月初めに総会を行い，年間の活動を
前期・後期にわけて決める。9 月上旬に後
期の集まりを開いて学習テーマ（料理講
習，野菜づくり講習など）を決める。11
月に梁川管内の農協祭があり、山舟生の役
員（部長 1 人、副部長 2）が参加する。
副部長

部員

山舟生支部長

主要な活動は購買活動（共同購入）で，
JA 本所から連絡やチラシが来ると，地区連絡員が注文を取って，品物が入荷したら配達して回
る。野菜苗の注文、お彼岸やお盆には花の共同購入があり，着物展示会などもある。他には山舟生
の運動会に出たり，山舟生支店から取り寄せたジュースを販売したり，おでんを作って販売したこ
とも。あじさい祭りでは直売所を開く。2 年に 1 度、役員の旅行と部員の旅行がある。部員の旅行
には 30 人くらいは参加する。グループ活動を計画すると助成金を受ける制度もある。
・自治振興会との関係：
自治振興会との関係： 自治振興会ができて、女性部と地域との関係が薄くなって寂しい感じ
がある。去年までの「むらづくり推進協議会」の時代は、JA 山舟生支店が営農指導の一環として
協議会事務局を引き受けてきた。今年から自治振興会になって JA から切り離され，女性部の役割
もはっきりしなくなった。振興協議会の時代は、盆踊りやあじさい祭りに「おにぎりやって」とい
う依頼があった。今年のあじさい祭りの直売所は，自治振興会というよりは JA の営農部を通して
請けている形。イベントでの出食は（自治振興会の）食生活改善部会との調整が必要。
・婦人会との関係：
婦人会との関係： 山舟生では婦人会と女性部の両方入っている人が多く、運動教室、料理教
室など一緒にやることも。婦人会には「敬老会」があってみんなそこで披露する踊りの練習をする
のが楽しみ。そのため婦人会のほうが主という感じになっている。JA 女性部としてもなにか魅力
ある行事を考えないといけないと思う。
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・問題： 部員の減少が最大の問題。以前は姑さんから嫁さんにうまく譲っていたが、嫁さんは
勤めに出ていて引き継ぐのが難しい状況。山舟生には子供が 15 人しかないということは、その親
の世代も少ないということ。だからメンバーの減少はどの部会・団体でも問題。以前は支部で着物
の着付けとかダンスをやったことがあったが、今は梁川でやるようになり，山舟生から遠くなった
ので辞めるという人もいる。そこで私らは，グループ活動で若い人が入りやすいようにしている。
40～60 代の 14 人でグループ活動としてバレーボールをして 10 月末に大会を開く。そのために部
員になる人もいる。隣りの富野支部では八幡神社に直売所を開いたら，入会が 2 名増えたという。
・女性パワーを生かす：
女性パワーを生かす： 楽しいことを考えないと人は増えない。まず各部落（区）で楽しいこ
とをしていかないと山舟生も楽しくならない。散歩なども 3 人くらいでコース決めたりしてやると
よい。女の人はそういう楽しむことが上手だが，男の人はサロンにも来ないし，奥さんに先立たれ
るとどこにも行きたくなくなってしまう。女性パワーでなんとかしないと。
その意味で，自治振興会の中に女性部としての席もあるとよい。自治振興会の役員に女性 1 人だ
けだが，女性部から 1 人，婦人会から 1 人加わって 3 人にすると，女性パワーが発揮できるし活気
も出てくるだろう。活動の内容も，前例だけでなくて新しい風を入れていかないと発展しない。

4）婦人会
）婦人会
・組織： 婦人会は，県や市など行政とかかわりながら，いろんな活動に協力するボランティア
団体。年会費は 1000 円で，会の行事や会費の納入に使われる。山舟生の会員は 70 人くらいで，50
代 26，60 代 30，70 代 5 人。実働メンバーは 20 人くらい。30 代は子育てがメインで，若妻会に入
っていた。子供が高校生になった頃に誘われて入会するケースが多い。山舟生の婦人会メンバーは
若い人が多いほう。60 歳になると婦人会をやめて敬老会，長生会に入ることも多かったが，今は
60 過ぎても婦人会をやっている。会長は，役員をやっていろんな経験を積んで，山舟生だけでな
く市や県との関係もあるので，流れを知ったひとが選ばれる。
・活動： 日曜日のイベント参加が多い。育成会の小学生と一緒に資源回収（ペットボトルのキ
ャップ），夏祭りへの参加，健康体操（スポーツ民謡），花植えなど。花植えは，道路拡張のとき
に県の「花いっぱい運動」としてやった。活動場所は，全体の集まりは交流館，地区の集まりは集
会所。三浦弥平杯では芋煮づくりのお手伝い。「あて職」も多くて，日赤奉仕団，交通安全母の
会，防火クラブ，更生保護など。だから，会長になると毎週なにかの会議がある。震災の時は日赤
奉仕団として炊き出しをやった。
・自治振興会との関係： 婦人会，長生会，社会福祉協議会の 3 団体が自治振興会の"枠外"になっ
ているように感じている（実際は"枠内" →予備調査編 p.23,表 20）。手伝いに呼ばれても中身が分
からないので戸惑っている。婦人会は会費制だから特殊だが，「女性団体枠」というのがあれば，
婦人会 70 人，JA 女性部 100 人いるので，動けるパワーになると思う。大学生が来ているというの
も，組織のトップしか知らない。本部での話し合いが，下にまで降りてこないのが問題。敬老会も
婦人会の主催だったのが自治振興会の主催に変わった。
・女性の力： むらづくり協議会の時代も長く男性社会だったが，数年前に女性の声が出ないと
ダメということになって，JA 女性部と婦人会の会長が会議に入っていた。でも自治振興会では幹
部に女性 1 人だけ。女性は男性よりも地域密着だから，女性の力をもう少し利用してほしい。男性
たちは前例踏襲でやろうとする。女性の意見も聞いてほしいのに，何十年も聞いてこなくて，変わ
らないでもめている部分も。
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・課題： 世代の継承。若いお母さんたちとかかわりもちたいが，自分たちの下の世代が急激に
少ない。自分たちの子供も戻ってこないし，これから空き家が増える。いろんな会を一緒にするこ
とによって，1 つでも前進したいというのが希望。

＜補足
＜補足＞ 自治振興会における女性グループの参画について
自治振興会事務局によれば，以前の山舟生は「世帯主社会」で女性や若い人の意見が反映されに
くかったが，新組織の立ち上げに際しては女性の役員を意識的に多くし，副会長，監事，各部の副
部長に女性を 1 名以上を配置した。同時に，これまでは主な人が多くの役員を兼務していたが，新
組織では兼務を少なくして多くの住民に参加してもらうようにした。このため，多くの役を兼務し
ていた人にとっては疎外されたように思われるかもしれない。モデル地区事業の最初の懇談会では
住民から意見は全く出なかったが，今では多くの意見が出てくるようになったことから，少しずつ
良い方向に進んでいると思っており，必要な意見を組み入れながら数年かけてよりよい形にしてい
きたいとのことであった。

5）山舟生のゴッドマザー
）山舟生のゴッドマザー
秋葉初子さん（89）は、長年にわたって山舟生の女性の活動を先導し
てこられた方である。秋葉さんは梁川農協の婦人部長を 18 年間務め、食
生活改善部会の設立にあたってはその代表に、また羽山生活改善グルー
プを設立してその代表になった。まさに山舟生の女性の活動のレールを
敷かられた。ヒアリングでは，高齢の年齢を全く感じさせない熱意とパ
ワーで多くのことを話していただいた。
秋葉さんが「食」に関心を持ち始めたきっかけは、農協の婦人部長を
つとめていた当時、献血に行ったのに貧血でそのまま帰ってくる若妻が
多いことに驚き、彼女らの生活改善にかかわったことであるという。秋
葉さんは「ただ今昼寝中」の札を各戸に配って若妻に昼寝の時間を確保
してもらう運動を展開するとともに，食生活の改善にも努力した。山舟
生農協が梁川農協に合併した後は、梁川全体の女性部長も務められ、引
退後も女性部の料理講習会の講師として呼ばれることもあって、「どっ
ちをみても初子さんがつくってきたようなもの」という。
・料理コンクール：
食生活改善部会と羽山グループを通して料理コン
・料理コンクール
クールを行ってきた。最初は 1985（昭 60）年に改良普及所の支援を受け
て行った「あんぽ料理」のコンクール。コンクールといってもお金がなかいので，優秀賞の賞品に
農協の商品を持ってきもらった。第 2 回，3 回，4 回と最優秀賞を 3 回続けて取った人が出たの
で、初子さんが役場にお願いをして「盾」を作ってもらった。その後，しいたけ、サツマイモ、お
にぎり、米を使った料理、豆料理、手作りおやつ、もち米料理、保存食、2012 年はジャガイモ、
14 年はあんぽ、16 年が大豆。自分でやった時の資料は，みんなにみてもらってもいいなと思って
全部保存しておいた。表彰されたり新聞に出た記事も全部とっておいた。こうしておかないと，み
んなに聞かれても証拠がないと困るから。
去年（2014 年），東京国際フォーラムにあんぽ柿の宣伝に行き，メディア関係者 40 人が集まっ
たところで講演をしてきた。今年（2015 年）2 月には，ようやく自由に作れるようになったあんぽ
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柿の PR のために，伝承館で「あんぽ懐石」を作った。環境大臣，国会議員，市長がやってきた。
「あんぽ懐石」は，みんなから「いつやるんですか」と聞かれる。
・伝承館の着物： 伝承館の農家レストランの座敷に豪華な振り袖の着物
が展示されている。そこにはまさに初子さんのパワーが宿っている。1968
（昭 43）年，初子さんが農協婦人部のとき、結婚式を農協で行うことが多
かったため、総会で「着物は借りると高いから農協で買ってほしい」とい
う要望が出た。この意見に共感した初子さんは、理事会で 3 回はねられな
がらも粘り強く交渉し、100 万円借りて結婚式用の着物を購入した。そう
したらその使用料は 1 年で 1,000 万円になって借金はすぐに返した。しか
しその後，農協を通して結婚式を挙げる人は減って、着物の利用もなくな
ったため、処分することになった。ところが総会で買い手を募集しても手をあげる人はなく、結
局、初子さんと羽山グループのメンバーが購入することになった。その着物があわせて 8 枚あり、
月ごとに取り換えてレストランの座敷に飾ることにした。借りたいという人がいた場合は貸してい
るという。
・本物へのこだわり：
野菜はみんな自分で持ってくるが，醤油は農協で扱う「特認」のものし
・本物へのこだわり
か使わない。婦人部長の時代に，製造元の内池醸造（福島市瀬上）に何回も行って製造現場をみて
説明をうけて使うことにした。普通の醤油より値段が高いが，醤油が変わると味が全然違う。男の
人たちは晩酌をするが，女の人はしないのだから，醤油が少しくらい高くても本物の醤油を使うよ
うにと，初子さんは運動している。羽山神社の名前をもらっているからうそを使えない。

6）
）まとめ
以上のヒアリングから，各女性グループは，山舟生の男性中心の地域づくり組織の中で，主とし
て「食」や環境美化の面で地域づくりを支え，また地域の女性たちのまとまり強化とパワーの結集
の役割を果たしてきたことが分かった。課題は，これまで蓄積されてきた活動のノウハウの共有と
次世代への継承，グループ間の連携，そして女性パワーの自治振興会への結集の仕組みにある。
そのためにはまず、グループの活動や学習の成果を記録として残していく必要がある。女性たち
の「食」や生活文化面での知識や技は地域づくりの重要な資源となる。それを記録として残して，
地域の評価を得たり，次世代への継承に役立てる必要があると考えた。とりわけ，食生活や食文化
に関する部分は，地域づくり資源として重要であり，高齢化が進む中で，伝統と研究心を生かした
健康料理，長寿料理の開発は女性たちの力なくしてはできない。料理コンクールを復活・継続し
て，山舟生料理のレシピ本を出版するような取り組みがあってよい。また，自治振興会との関係で
は，女性グループとの情報交換を密にすることや，自治振興会の指導層に女性グループのメンバー
を位置づけるようにして，女性パワーの結集を図る必要があるように思われた。
いずれにしても，このヒアリングを通して，山舟生の女性たちが楽しみながら活動しているこ
と，そして地域づくりを女性のやわらかい視点から見つめることも重要だと感じた。
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