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集落会長との対話に見る集落行事と
共同作業における変化と集落の将来に対する考え

－秋田県上小阿仁村の事例を通じて－

工　藤　尚　悟

要旨
　過疎高齢化により、農村集落の多くが共同作業や行事の縮小化を経験しており、その
様子は集落の限界化とされている。限界化に関する先行研究は、土地の管理、買物、通
院等について定量データを用いたものが多い。一方で、住民の経験や考えなどの定性デー
タを用いることで、限界化についてのより詳細な分析が可能となる。本稿は秋田県上小
阿仁村を対象とし、規模の異なる 4集落の自治会長に対して、行事、共同作業、集落の
将来について聞き取り調査を行った。行事については、住民に負担の少ない形に変更さ
れ維持されていた。共同作業については、集落規模の違いに関わらず、ほぼ同じ内容が
維持されていた。除雪など各世帯での作業では、住民間での支援が認められたが、支援
を受ける側の自主性を失わせないための配慮がされていた。将来については、小規模集
落であるほど数年のうちに取り組める活動に集中している様子が明らかとなった。地域
づくりでは、外部との交流が地域資源を再評価するために重要であるとされるが、同様
の交流を同地域の他集落との関係性に期待できることが示された。このような交流を支
援することが、今後の地域のあり方について検討する際に重要となる。
キーワード：過疎高齢化、農村集落、限界化、集落行事、共同作業

Community Leaders’ Views on Community Events, Collective Works, 

and Perception of the Future

– Case Study of Kamikoani Village, Akita –

Shogo Kudo

Abstract

Due to the continuous depopulation and aging, many rural communities in Japan are 
experiencing gradual declines in their community events and collective works among residents. 
Such declining process is called community marginalization. There are diverse discussions on 
how to respond to such rural decline including strategic resettlement plans and careful closing 
of rural communities. Many of previous studies have focused on quantitative data about living 
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conditions in rural communities such as land management, access to grocery shops and medical 
services, and others. Applying qualitative data about people’s experience and thoughts during 
UXUDO�GHFOLQLQJ�SURFHVV�LV�FRQVLGHUHG�EHQH¿FLDO�WR�DUWLFXODWH�WKH�GHWDLOHG�SURFHVV�RI�FRPPXQLW\�
marginalization. This study examines the current state of four rural communities in Kamikoani 
village in Akita prefecture through the interviews with community leaders. The study covered 
current operation and leaders’ views on (i) community events, (ii) collective works to maintain 
local resources and living environment, and (iii) perception of the future. Regarding community 
events, each community is maintaining same set of events while properly down-scaling them so 
that the required preparation does not become burdensome for residents. Collective works in 
communities are largely well maintained among the studied communities regardless of their size 
differences. The discussion raises the importance of inter-community interactions in examining 
the meaning of regeneration both for individual communities and the whole village.
Keywords:  aging, depopulation, rural communities, marginalization, community events, 

collective works

Ⅰ．研究の背景
　過疎高齢化の進行により、農村社会で
は地域の行事や共同作業等の維持が困
難になってきている。この状況は大野
（2005）1）の「限界集落」論に代表される
ように、集落における生活環境の低下と
いう形で表れきている。
　このような状況に対して、集落の生活
環境（新沼（2011）2））、耕作放棄地の分布
や管理（石丸（2009）3）、佐々木ほか（2007）
4））、民俗芸能の継承（植田（2007）5））な
どに関する研究がある。また、より広域
での対応についても、集落の戦略的な撤
退計画（林（2008）6））や、更なる限界化
への対応として「むらおさめ」の必要性
を示すものなど（作野（2006）7））、多様な
議論が展開されてきている。
　これらの議論と平行して、集落が限界
化する過程において、住民が生活面にお
いてどのような変化を経験し、どのよう

な考えを持っているかを把握する作業が
重要になると考えられる。これは集落の
生活環境に関する研究群において、人口
減・高齢化率、農地や共有地の管理状況、
買物・医療アクセスなどの定量的なデー
タを用いるのに対し、住民の経験や考え
などの定性的なデータを補完的に提示す
ることにつながる。これにより集落機能
が変化する過程について、より詳細な分
析が可能になる。

Ⅱ ．研究の目的と方法
　本研究は、過疎高齢化の影響により、
限界化が進む集落が存在する地域におい
て、住民が経験する生活上の変化やそれ
に対する考えなどを、人口規模が異なる
複数の集落において把握し、その内容を
比較的に分析することを目的とする。そ
のため、本研究では秋田県上小阿仁村を
調査対象地域とし、同村内の異なる人口
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規模の集落の集落会長に対して聞き取り
調査を行った。
　本研究では、集落機能の意味合いとそ
の活用が重要となる。集落機能は集落に
おける生産や環境維持に係る共同作業、
集落行事、また住民間での物の貸し借り
などに代表され、これらは各集落におけ
る活力を示すものとして捉えることがで
きる。集落状況を広域的に把握する手段
として、これを活用することが有効であ
ると考えられる。一方で集落機能は、転
出家族との関係などの集落外部との関係
を含むその他の要素の効力も大きいため、
人口規模の違いによる調査は全体の傾向
を捉えるためのものとし、個別の集落対
策に際しては、より詳細な実態把握が必
要になると考えられる。

（1）上小阿仁村の概要
　上小阿仁村は秋田県北部の内陸に位置
し、世帯数 1,193 戸、人口 2,601 人（2014
年 4 月）の山村である。南北に走る出羽
山地地帯に位置し、村の東西と南域は
800－1,000ｍ級の山々に囲まれている。
総面積の 92.7％が森林であり、秋田杉の
生産で栄えてきた地域である。村の北域
は比較的低く、北秋田市と能代市二ツ井
地区に接しており、就労人口の半数が北
秋田市にて就業している。
　村の人口は 1960 年以降減少を続けてお
り、秋田県内で最も過疎高齢化が進んでい
る地域である。1960 年に 6,972 人だった人
口は、2,727 人（2010 年）まで減少した。特
に 1965－70 年と 1970－75 年の間の減少率

は、それぞれ 20.0％、10.2％と高く、この
時期に地域の過疎化が進行した様子が伺
える（表 1）。近年の 2005－10 年の間でも
12.2％と高い値となっており、人口減少に
歯止めがかからない状況であることが分か
る。高齢化率は45.6％であり（2013年4月）、
県内市町村で最も高い値となっている。

表 1　上小阿仁村の人口（1955～2010 年）
Table 1 Demography of Kamikoani (1955～2010)

年 総人口 人口増加率（％）
1955 6754 ―
1960 6972 3.2
1965 6550 －6.1
1970 5242 －20.0
1975 4708 －10.2
1980 4352 －7.6
1985 4116 －5.4
1990 3746 －9.0
1995 3553 －5.2
2000 3369 －5.2
2005 3107 －7.8
2010 2727 －12.2

注：1）国勢調査のデータより作成。

（2）対象集落の選定と調査手法
　本調査では、集落の人口規模の違いに
注目し、対象集落の選別を行った。これは、
今後も各集落において人口減が進む場合
に、住民がどのような変化を経験するの
かを人口規模を基準として集落間での比
較を行うことに焦点を置いたためである。
集落対策は、将来的な状況を見据えて予
測的に講じていく必要があり、その点に
おいて、人口規模は高い確実性を持った
項目と言える。
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　調査対象の選定にあたり、はじめに村
内の 20 集落を、人口規模を基準として 5
つの集落グループに分類した（表 2）。こ
こから、人口が 200 人以上のグループ 1
を対象外とした。この理由としては、グ
ループ 1は村役場、診療所、郵便局、道
の駅などが所在し、村の中心部を形成し
ているため、この地区の生活環境は他集
落よりも、より市街地的な要素が強い。

表 2　上小阿仁村 20 集落と調査対象集落
Table 2 List of 20 communities in Kamikoani

集落 人口 世帯数 集落
グループ

グループ
定義

1 沖 田 面 831 388
1 200人

以上2 小 沢 田 371 163
3 羽 立 193 72

2

100人
以上
200人
未満

4 下五反沢 179 70
5 大 林 151 66
6 福 舘 133 57
7 上 仏 社 94 29

3

60人
以上・
100人
未満

8 堂 川 93 38
9 杉 花 67 28
10 下 仏 社 66 25
11 小 田 瀬 55 21

4

40人
以上・
60人
未満

12 大 阿 瀬 52 19
13 中五反沢 48 19
14 大 海 46 18
15 長 信 田 45 21
16 南 沢 36 20

5 40人
未満

17 上五反沢 21 11
18 八 木 沢 17 8
19 中 茂 6 3
20 不 動 羅 2 2

注：1）聞き取りを行った 4集落は下線をつけて表記。
2）村内の福祉施設（人口 165、世帯数 165）につい
ては、表記していない。

また、人口規模が大きいため、集落行事
や共同作業についても従来と変わらずに
維持されていることが予測される。これ
らより、グループ 1を除いた 4 つの集落
グループを対象として設定した。その後、
各グループから、無作為に選んだ 1集落
に調査を依頼し、協力が得られた 4集落
（大林、下仏社、長信田、南沢）の集落会
長に対して聞き取り調査を行った。
　調査はセミストラクチャード・インタ
ビューとして構成され、主に、①集落行
事とその実施状況、②共同作業の状況、
③集落の将来についての考え、について
伺った。この際、インフォーマントが関心
を示した項目については、適時に追加質
問をしながら、対話のなかで掘り下げて
いく手法を取った。聞き取りをした集落
会長の年齢については、以下の通りであ
る。大林（72 歳）、下仏社（70 歳）、長信
田（65 歳）、南沢（67 歳）。調査は、2014
年 1月 27－29 日の 3日間に実施された。
　対象となった 4 集落は大林、下仏社、
長信田、南沢の順に人口規模が小さくな
る（表 2）。結果の記述に際しては、この
人口規模を基準に内容に違いがないかに
焦点を当てて分析を行った。また、聞き
取りの内容より、それぞれの項目を代表
的に示すコメントを適時に用い、各集落
の状況について説明する。この際、個別
のインフォーマントの名前の代わりに、
集落の名前を用いる。

（3）研究の概念的枠組み
　本調査での聞き取りの内容は、佐久間
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（2011）8）の議論を用いて、具体的な集落
対策に向けた分析を行う。佐久間（2011）8）

は、地域社会の再生とはどのようなこと
を指すのか、という根本的な問いを、「誰
にとっての再生なのか」と「何を再生す
るのか」という 2つの質問に置き換えて
示している。先に「誰にとっての再生な
のか」については、よりマクロ的な視点
から、都市住民と農村の関係性について
説明し、過疎高齢化の影響を受ける地域
に働きかけるには、外部とのネットワー
ク（都市住民との交流）によって得られ
る支援が重要であるとする。
　次に「何を再生するのか」については、
その視座を外部から内部に移し、よりミ
クロ的な視点から住民がその地域に住み
続けるために必要な諸機能の維持が危う
くなっていることが問題であるとして、
「そこに住み続けることを願う住民が安心
して充実した生活を維持できる」ことが
重要であるとする。ここでは、限界化が
進む集落においても「最後まで住み続け
ることを望む人々にとっての再生が考え
られなければならない」としている。こ
れは言い換えると、過疎高齢化の影響を
受けて限界化する地域について議論する
場合には、まずその視座を社会全体の視
点から展開し、当該地域と外部とのつな
がりを取り込む必要があり、同時に具体
的な対策を議論する場合には、内部であ
る地域住民の視点を尊重することが必要
であることを示している。外部と内部を
分けながらも、地域社会の再生には、そ
の両方に帰属する特性があるとしている。

本稿ではこの外部と内部の視点を、考察
において調査結果の分析に用いる。

Ⅲ．結果
　集落には地域の民俗文化に根差した行
事が多く、また集落の生活環境を維持す
るために行われる様々な共同作業が存在
する。これらは集落住民間の協働を表す
活動であると見ることができ、この度合
いを把握することで、4 集落の実態につ
いて把握することができると考えられ
る。この聞き取り調査に先行して、全 20
集落を対象に、生活環境アンケート調査
を実施しており、日常での相互扶助に関
する項目を取り上げている（上小阿仁村
（2013）9））。そのため、本調査では、より
集落全体の活動について把握することに
努めた。各集落における代表的な行事と
共同作業の実施の有無をまとめたのが、
表 3 と表 4 である。以下に、集落行事、
共同作業の順に、各集落での詳しい実施
状況について述べる。

表 3　対象 4集落における集落行事の実施状況
Table 3 Community events of the selected four 

communities

大林 下仏社 長信田 南沢
春祭り ○ ○ ○ ○
秋祭り ○1 × × ×
盆踊り ○ × × ×
万灯火 ○ ○ ○ ×
唐松講 ○ ○ ○ ×
庚申講 ○ ○ × ×
その他 獅子踊り なし なし なし

注：1）大林では春祭り前の 1か月以内に集落内で
ご不幸があった場合には，秋祭りに延期する。
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表 4　対象 4集落における共同作業の実施状況
Table 4 Maintenance works of the selected four 

communities

大林 下仏社 長信田 南沢
草刈り ○ ○ ○ ○
花植え × × ○ ×
集落内清掃 ○ ○ ○ ○
神社の管理 ○ ○ ○ ○
集会所の管理 ○ ○ ○ ○
墓地の清掃 ○ ○ ○ ○
その他の
管理作業 なし 共有林 共有林 栗山

（1）集落行事の縮小と維持
　はじめに、4 集落で共通して行われて
いる行事には、春祭りがあった。ただし、
これについては人の集まりが悪くなった
ことや、お祭りの前後にご不幸があった
場合に時期を変更するなど、徐々にその
規模や内容に変化してきたことが、以下
のコメントから見られた。
下仏社：「（春祭りのときには）みんなで
神社に集まって、神官さんに来てもらっ
てお祓いをしてもらいます。そのあと集
会所に下りてきて、みんなで一杯やると。
今はそう集まらなくなってきましたね。
以前には家族みんなが集まるもので、会
場も神社でやっていましたが、今は場所
も集会所になっています。」
南沢：「昔は豊作祈願だったんですが、（現
在は誰も田んぼをやっていないので）今
は神社の掃除作業になりました。部落内
でご不幸がないかぎりは全員が参加しま
す。それから、神官さんにお祓いをして
もらって、そのあとにちょっとした飲み

会をします。」
　盆踊りや獅子踊りなど、多数の集落行
事が行われている大林においても、春祭
りについては同じく規模の縮小が確認さ
れた。以前は大人用と子ども用の 2つの
神輿を出して春祭りを行っていたが、子
どもがいなくなったことにより神輿をや
らないようになった。これにより、春祭
り自体に出る住民も減り、全体的な賑わ
いがなくなってきている様子が伺える。
大林：「（神輿をやめたのは）今から 5～
6年くらい前でしょうか。小学生が 5～ 6
人いたくらいまではやっていました。若
い人たちが担げなくても、子どもたちに
入ってもらったりして。子どものか大人
のか、どちらの神輿かは出すようにして
いました。今は子どもが全然いないので、
神輿もまったく出さないようになりまし
た。このため、春祭りに参加する人の数
もいまは、10 名ほどに減ってしまいまし
た。」
　その他の集落行事としては、庚申講と
唐松講が挙げられた。これは、大林、下
仏社、長信田の 3集落で現在も行われて
いるが、いずれもその規模を縮小させて
いる。共通して見られた傾向としては、
従来の方法である各世帯の持ち回りが、
参加者の負担となってきているため、場
所を集会所や神社等に変更しているとの
ことであった。
　大林の唐松講では、唐松様を神社に収
め、行事は年 1回とした。下仏社での唐
松講は、各世帯での持ち回りの負担を考
慮し、現在は集会所で行っている。下仏
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社の庚申講は以前の 3組から 1 組に規模
を縮小したが、今でも各世帯の持ち回り
で行われている。長信田では、庚申講の
維持が困難となったため、庚申様を神社
に祀り、組自体を解散した。唐松講につ
いても、現在は唐松様を集会所に保管し、
参加者の相談で集まるようになった。南
沢では、どちらも何年も前に解散したと
のことであった。
長信田：「（庚申講は）一昨年まではあっ
て、お互いの家に集まって、拝んだ後に
一杯やったりしてました。これが段々と
高齢化に伴って維持できなくなったので、
解散してしまいました。庚申様は持ち回
りで保存していましたが、今は神社に祀っ
ています。昔は手料理でしたがこれも大
変なので、折詰を用意するようになって
いました。」
下仏社：「（唐松様は）今もやっていますね。
昔は全戸が入っていましたが、段々と抜
けていきました。今では、女性たちが年
に数回、集会所に集まってやっています。」
　これらの内容より、4 集落すべてにお
いて、集落行事は縮小傾向にあるものの、
住民に負担のないような形態に変化しな
がら、可能な範囲で維持されていること
がわかった。またこの縮小過程において、
集落内での子どもの有無が行事の存続に
影響することが見えてきた。庚申・唐松
講などの各世帯での担当があるものにつ
いては、その対応が負担となっているこ
とをきっかけに、その母体となる組を解
散させることがあることがわかった。

（2 ）集落での共同作業と個別世帯の作業
に見る違い

　共同作業については、集落行事とは異
なり、その多くがすべての集落で、ほぼ
同じ内容で維持されていることがわかっ
た。代表的な共同作業としては、草刈り
があった。大林では、農家が個々に草刈
りを行っており、特に集落全体で作業す
る必要がないとのことだった。下仏社で
は、集落内に加えて共有林の林道整備も
草刈り作業の際に合わせて行っている。
長信田でもこれと同じく、集落内の草刈
りの他に、他集落と共同管理している共
有林の整備を行っている。南沢では、集
落内に 4町歩ほどの栗山があり、ここの
下草刈りを中心に行っている。長信田で
は、草刈りの際に花植えも行っており、
住民の協働によって集落の生活環境が維
持されている様子が伺える。
長信田：「6月には、村で花を植える活動
がありまして、花の無料配布もあります
ので、そういうものを活用して、集落内
で花植えをします。この作業に合わせて、
ちょうど時期的に草も生えてきているこ
ろなので、草刈り作業も行います。これ
は集落の郷役で行っています。」
　その他の共同作業としては、村全体の
クリーンアップに合わせた集落内清掃、
お盆前の墓地の清掃、神社の冬囲いの管
理が挙げられ、いずれの集落でもほぼ同
様の規模と内容で行われていることがわ
かった。このことから、集落での生活環
境に直接的に関係する作業については、
集落規模の違いに関係なく、作業の規模
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や質を変えることなく維持されているこ
とが見えてきた。
　一方で、作業がより各世帯のものにな
ると、状況が異なってくることが、除雪
作業に関する話から見えてきた。豪雪地
帯である上小阿仁村では、除雪が重要な
作業である。これに関しては、いずれの
集落でも基本的に各世帯が担当するもの
であり、集落内での積極的な支援は行わ
れていないことがわかった。ただしこれ
は、支援を受ける側への思いやりゆえの
状態であることも見えてきた。
南沢：「（除雪をして家の周りを）そんな
にいつもいつもきれいにしておく必要は
ないと思います。なんでもきちっとやる
必要はないですし、なんでも全部やっ
てあげるというのもいいことではないと
思っています。まずは自分でできる範囲
でやってもらうことが大事だと思います。
自分でやらなくなると体も弱くなってい
きますからね。」
長信田：「（除雪に限定せずに）単純に、
続けていくのが『よいでない』と言って
いることについては、できる範囲で、縮
小しながらでもやっていきましょうと話
をしています。あとは、草刈りや草取り
が大変になれば、いいんだと、それは止
めるわけにはいかないから、やれる範囲
で頑張ってもらって、あとはやれないと
ころは全体で、やれる人がカバーしてい
きましょう、と話合いをしています。」
　この内容は、高齢者世帯の場合におい
ても、基本的にはどの集落でもその世帯
の住民にできるところまでやってもらい、

必要であれば適時に声をかけたり、また
は作業依頼があったりするとのことだっ
た。村では除雪機を所有している世帯も
多いため、集落会の役員などが様子を見
ながら、適時に対応しているとのことだっ
た。除雪に関する補足として、役場から
の除雪機の無料貸与があり、長信田、下
仏社、大林にて活用されている。南沢で
は除雪機の管理自体が負担となるため、
利用されていない。油代や謝礼等の金銭
面や、作業が除雪機を扱える住民に集中
するなどの管理面での問題などが挙げら
れた。
　共同作業については、総じて長信田と
南沢において、地域内の作業を各世帯の
自立性を守りながら維持していこうとい
う様子が見られ、この範囲で維持できな
くなっていく項目に関しては、その状況
を受入れ、できる範囲で対応していこう
という意思共有がされていた。一方、大
林と下仏社では、人手の減少は感じてい
るものの、作業自体の規模や質に影響す
るほどではないため、このような意思共
有の過程は見られなかった。

（3）集落の将来に対する考え
　聞き取りの 3つ目として、集落の将来
像についての意見を伺った。具体的には、
今後 10 ～ 20 年後の将来を考えた場合に、
集落においてどのようなことが課題とな
り、またどのようなことが重要になるの
かについて聞いた。「10 ～ 20 年後」とい
う時間を挙げたのは、集落での次世代に
ついて考えてもらうことを意図したため
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である。これに対する回答では、各集落
で大きな違いが見られた。
　大林と下仏社では、現状において基本
的な共同作業が維持されているとした上
で、今後出てくる可能性の高い項目とし
て、「作業等における人手不足」と「高齢
者世帯を中心とした交通手段の確保」が
挙げられた。
大林：「（どのような面で人手不足を感じ
ると思うかに対して）何でもそうだなぁ。
何をやるのにも自治会の役人しかいない
感じだからね。それで何かやるにしても、
動ける人と年がいってて動けない人とい
るからね。若い人がいないし、無理して
もしょうがないしね。」
下仏社：「やっぱり交通かな、と思います。
大体 80 歳になれば、『免許を返そうかな』
と話をする人もいますからね。その代りと
して若い人たちが集落内にいればいいん
ですけど、そうでなければ、やっぱり本当
に大変になってきてしまうと思います。」
　これに対して、長信田では、集落の将
来について、より具体的に考えている様
子が見えてきた。長信田では、共同作業
と同じく、「集落が縮小していきながらも、
共同作業などを通じて住民同士のつなが
りを維持しながら、お互いに助け合いな
がら過ごしていく」という共通意識が確
認されており、個人が作業できる範囲が
縮小する場合にも、集落住民のつながり
を維持していくことで対応していこうと
している。一方で、南沢の場合には、そ
もそも集落の将来を考える際に意識して
いる時間スケールが異なることが見えて

きた。
南沢：「私たちは今やらないと、あとは終
わってしまうと思っています。ここ 5～
6 年の間で何かやらないと、あとはたぶ
ん何もできなくなるだけです。下の世代
がいるのであればいいんだけど、そうで
はないですから。（中略）人がいなくなる
んだったらその状態に合わせた楽しみが
何かないと、私たちがここの場所に生き
た価値が何にもなくなるだろう、という
ふうに感じるんです。仕事がない以上若
い人も残れないですから、（人がいなくな
るのは）ある程度しょうがないことだと
してもですね。」
　これらの内容が示すように、集落の規
模や現在の共同作業の状態などによって、
集落の将来や具体的に何か行動を起こす
ことに対する考えが異なることがわかっ
た。これは、集落に対して外部から働き
かける際に、重要になる点であると考え
られる。また、現状で集落作業等が維持
されている集落においては、集落の将来
について、具体的に考えることが難しい
様子も伺えた。

Ⅳ．考察：具体的な対策にむけた概念的
議論
　ここでは、先に挙げた佐久間（2011）8）

の議論に関連付ながら、調査した 4集落
について、どのような概念的議論が可能
であるかを検討する。はじめに、集落行
事と共同作業については、これまで集落
住民の協働によって維持されてきたが、
これが過疎高齢化の影響によって維持で
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きなくなってきてるというのが現状であ
るとすれば、集落のコミュニティを外側
に開き、外部との交流を取り入れて、集
落の生活環境を維持していくことが必要
となる。その際に実際の集落では、この「外
部」をどこに求めるのか、という点につ
いての議論が残る。佐久間（2011）8）の示
すように、よりマクロ的に都市住民との
交流に求めることも可能だが、同時に聞
き取り調査を行った 4集落の間でもすで
に生活環境を維持する機能が異なる状態
にあることがわかっている。この点から、
同村内の他集落との交流においても、こ
の「外部とのネットワーク」を求めるこ
とができると考えられる。これを集落間
交流などの方法で具現化していくことで、
各集落の視点からの課題の共有が可能で
あると考えられる。この課題の共有は、
次の「何を再生するのか」という問いに
関連してくる。調査結果から、4 集落間
で特に南沢では、集落の将来を考える際
に、「ここ 5～ 6年の間」という期間が意
識されており、他の集落と異なる意識を
持っていることが明らかになった。この
ように、意識される時間スケールの違い
に基づけば、個別の集落で異なる項目が
重要性を持つこととなる。「何を再生する
のか」について検討する際には、このよ
うな個別の集落の内面にある多様性を認
めることが重要であると考えられる。最
後に、このような過程を経て個別の集落
にとっての地域おこしや再生の意味を探
求することで、全体（村）への対策とは
どのようなものなのかを議論することが

可能になると考えられる。このような視
点を踏まえながら、個別の集落の状況と
丁寧に向き合っていくことが、今後も継
続的に必要とされる活動であると言える。

Ｖ．まとめ
　本稿では、上小阿仁村を事例として取
り上げ、集落行事、共同作業、集落の将来、
について、4 集落の会長に聞き取り調査
を行った。その結果、集落行事に関しては、
すべての集落において縮小傾向にあるも
のの、住民に負担のない形に変化しなが
ら維持されていた。共同作業については、
集落規模の違いに関わらず、ほぼ同じ内
容で行われていた。除雪などに代表され
る、各世帯での作業については、支援を
受ける側の自主性を失わせないような配
慮がされていた。最後に、集落の将来を
考える場合に意識する時間スケールが集
落間で異なることが示され、具体的な活
動に対する意識の違いが見られた。考察
では、これらの結果を地域社会の再生に
関する議論に関連付けながら具体的な対
策構築に向けた議論を行った。集落が 1
つのコミュニティとして活性化するには、
外部との交流が重要であるが、これをマ
クロ的な視点からの都市との交流の中だ
けでなく、同地域の他集落との関係性の
中にもこれと同様の作用が得られること
が示唆された。このような交流を通じて、
個別の集落においての具体的な対策とと
もに、村全体の再生についても検討する
枠組みを創りだすことができると考えら
れる。
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