
佐渡巡模報告 小木町の文化 ･社会

諏訪 久美子･滝口 幸子･三原 昌巳

1.はじめに

本報告は,2001年7月下旬に大学院科目 ｢環境

文化論｣および ｢歴史 ･地理特別演習｣(内田忠

賢教官担当)の一環として実施された,地域調査

実習の記録である｡

全体の構成は,｢2.地域の概要｣を共通の前置

きとし,諏訪が ｢3.小木小学校と深浦小学校での

伝統芸能伝承の取 り組み｣を,滝口が ｢4,伝統芸

能の伝承-観光との関わりから｣を,三原が ｢5.
小木町の福祉サービス｣を分担執筆した｡これら

のテーマは小木町の文化 ･社会の一部に過ぎない

が,地域を捉える際の重要な切 り口を与えるだろ

う｡(諏訪)

2.地域の概要

小木町は,佐渡島の最南端に位置しており,本

土の直江津 と連絡船で結ばれている港町である

(第1図)｡行政的には,1901(明治34)年に施行

された市町村制により,旧小木町と旧岬村とが合

併 してできた町である｡ 人口は4千人弱である

(2001年度現在)｡主な産業は,農業,漁業およ

び観光であるが,産業別就業者数の統計では,第

一次産業が減少し,第三次産業が増加する傾向が

見られる｡

町域面積は25.96km2で,内訳は宅地2.4%,農

地21.1%,そして山林その他が最も多 く76.5%で

ある (『小木町勢要覧』)｡町の中央部は台地であ

り,全体として低い山並みになっている｡ 町の三

第1図 小木町の集落,施設および道路網
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方は海に囲まれており,海岸線延長は34.6km2に

達する｡小木半島,江積および白木付近では,強

い波浪による海蝕崖や海蝕台が形成されている｡

気候は,対馬海流の影響下にある海洋性の温暖気

候であり,積雪も少ない｡

離島が一般的に抱えている,少子化や若者の島

離れによる人口減少,そして高齢化の問題は,小

木町においても顕著である (第2図)｡1955年か

ら2000年の45年間で,町の人口は6,447人から

3,858人へとほぼ半減したが,その一方で65歳以

上の人口は増加を続けている｡ 過疎化対策として

は,地域間の交流活動やU ･Ⅰターン希望者の公

募を行っている｡(滝口)
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3.小木小学校と深浦小学校での伝統芸能伝承の

取 り組み

3.1 はじめに

伝統芸能は地域に根差 したものである｡ また,

そのほとんどは,地域の大人から子供たち-の伝

承活動によって維持されてきた｡ 近年の過疎化,

高齢化,少子化の進展や,コミュニティの希薄化

は,伝統芸能の伝桑を困難にしている場合が多い｡

新潟県佐渡郡小木町においても同様の状況であり,

離島という地理条件が困難さを増 しているのでは

ないかと推測される｡ 小木町の代表的な芸能であ

る ｢小木おけさ踊 り｣は,昭和60年頃までは踊

5691 1985 1995 2000

年次

第2回 小木町の人口構成

第1表 小木町学校統廃合の歴史
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りの輪が二重三重にもなるほどの賑わいであった

が,その後毎年廃れる傾向にあった｡小木町内の

各集落の伝統行事は,より深刻な後継者不足に直

面している｡

このような状況において,小木町立の小中学校

では,地域の伝統芸能を継承すべく積極的に取り

組んでいる｡ 近代以降に出現した学校が,このよ

うな地域活動の拠点となり成功している例は少な

いだろう｡ 本節では,小木町にある対照的な2校

を事例として取り上げ,それぞれの学校関係者や

活動指導者に聞き取りを行い,参与観察や一次資

料読解を加えて考察した｡

3.2 小木小中学校を拠点とした伝統芸能への取

り組み

3.2.1 小木学区と活動の概要

小木学区は旧行政区の小木町の地域でありl),

過疎化により宿根木小学校や井坪分校などが相次

いで統廃合されたので,井坪地区と小比叡地区の

生徒はスクールバスで小木小学校へ通学している

(第1表)｡小学校教頭 ･坂井敏明氏の話によれば,

戦後10年ほどは700人を超えていたが,2001年

現在は162人である (第3図)0

この状況下で,地域を再活性化させ,小木町に

伝わる伝統芸能 ｢小木おけさ｣ 2)を保存するため

に,地元民謡団体の有志からなる ｢さざなみ会｣

が教育委員会,公民館や小学校へ働きかけ,1982

年4月に小木小学校に特設クラブ活動として ｢民

謡クラブ｣が結成された｡同会は,笛 ･太鼓 ･三

味線 ･唄 ･踊りをボランティアで指導することを

始めた｡さらに,より高度な演奏を目指して,中

学校にも1988年4月に ｢民謡クラブ｣が結成され

た｡当初,両団体は独立に活動していたが,次第

に佐渡島内から全国各地へと出演依頼が増加する

につれ,共に活動する機会が多 くなり,1996年

からは小中合同の ｢ノJ､木おけさ子供達｣ 3) として

放課後や一部では夜間に芸能の練習を行っている

4)｡高学年になると踊 りだけでなく,唄 ･三味

線 ･太鼓 ･笛などを習い,子供達だけでも演奏で

きるところが大きな特色といえる｡

主な発表の場は,佐渡島内だけでも毎年7回以

上の公演があり,その他にも新潟本土や東京都を

始めとして全国的に大きなイベントにも参加 し,

各地との交流を深めている (第2表)｡1997･98年

度には文部省より ｢伝統文化教育推進事業｣の推

進校として指定を受けた｡また,このような活発

な活動が評価され,新潟県異業種交流センター主

催の第10回地域活性化大賞の大賞に選ばれてい

る5)0

3.2.2 学校への聞き取りから

｢子供達｣の活動拠点となっている学校の状況

を知るために,小木小学校教頭の坂井敏明氏ほか

にお話を伺った｡子供達の活動が円滑である理由

は,｢地域の伝統芸能を非常に大切にする土地柄

なもんですから-｣と,これらの活動を支える学

校や地域の人などの土壌があったことが大きいと

いう｡ 実際,保護者の間でも子供達の活動を応援

する組織ができつつあるそうだ｡

また,学校側としても,このような取り組みを

積極的に受け入れているが,そのためには地域の

伝統芸能の指導者の存在が大変重要であり,指導

第3図 小木小学校児童数推移
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第2表 ｢小木おけさ子供達｣主な活動 (1998年～2000年度)

〔例年の活動〕

4月 たらい船祭り 演奏と踊り

5月 大運動会 全校児童と地域の人たちの踊りの伴奏

8月 小木港祭り 民謡流し.踊りと伴奏

9月 小木町敬老会 演奏

12月 小木町芸能際 演奏と踊り

1998年 4月 NHK｢欽ちゃんとみんなでしゃべって笑って｣収録

6月 佐渡地区身体障害者会運動会

8月 全国ハイヤサミットin小木

12月 老人ホーム｢待鶴荘｣訪問

伝統文化教育推進事業実践発表会

1999年 8月 両津甚句全国大会

10月 新潟県民文化祭

2000年 5月 新潟国際大学

7月 両津甚句全国大会

8月 小木おけさ大会

10月 小木制施行100周年記念式典

2001年 2月 NHK新潟県民謡コンクール

体制は確立しつつあるものの,その維持が今後の

課題であると考えている｡

第2表のように全国での活動や交流は,後述す

る村田氏の人脈によるところも多いという｡ そし

て子供達の公演活動を通して,新潟国際大学での

留学生との交流や県外との交流も行われるように

なったという｡

さらに小木小学校では,子供達の活動に加え

｢小木おけさ｣を ｢総合的学習｣のテーマとして

設定し,児童が伝統芸能-の理解を深め,町民や

観光客の前で学習のまとめを発表している｡ また,

行政機関である町福祉センターと連携して,保護

者やお年寄りとともに自然に親しむ体験活動も行

われ,児童に対して実施されたアンケート調査で

は,レト木町が好き｣,｢故郷をより良くしたい｣
という回答が89%に達した6)0

3.2.3 指導者への聞き取りから

子供達の指導に積極的な村田守氏7)に,近年の

祭の状況や活動のきっかけ等について伺 った｡

｢25年位前から,小木の祭 りも廃れてきた｡そう

いうもんに興味がなくなったんだろうけど,教え

るもんがいなかったせいもあるんじゃないか｡そ

れから跳んだり跳ねたりする旧態前の踊り方が流

行った時期があって,あれじゃ年寄りは踊れない

よ｡ それで教えなおす必要を感じた｡やっぱりみ

んな (地元の人たち)が楽しめる祭がいい｡｣
｢普通は田舎に帰るんなら,お盆が多いでしょ｡

でも小木じゃ,小木港祭に合わせて帰ってくるも

んが多い｡最近 じゃ,子供達のOBやOGも戻っ

てくるようになった｡(中略)1年の内にこの日

だけは地元の友人や会いたい人にあえるという感

じかなあ｡｣
この内容から,小木町では小木おけさ･小木港

祭が町民の1年の生活の中で重要な位置を占めて

いることが想像される｡一方,指導が及ばなかっ

た現在の30代を中心に,小木おけさを踊れない

者がいるという｡その世代間の断絶により,踊り

の指導者の数が増加しないまま,年々高齢化が進

んでおり,子供達の存続にとって大きな問題とな

ることは避けられないと考えられる｡

さらに一昔前から,若い世代を中心に ｢ヒヨン

ヒョン跳ねるような踊り方｣が流行しはじめ,普

ながらの踊り方をしている年配の人々が踊れなく

なるという問題もあった｡そこで,伝統的な踊り

方を伝えることで,世代に関係なく地域の人全員

が参加できるように試みている｡

村田氏は,今までの活動を成功させるには地域

住民による指導や児童 ･生徒の父母の理解が不可

欠であったので,今後も学校を中心に地域の協力

が得られる環境が重要という｡ また,集落ごとの

さまざまな伝統行事の保存も,少子化により一層

困難になることは明らかなので,町ぐるみで取り

組めるものとして小木おけさは伝えていきたいと

考えており,将来的には深浦学区の子供達も一緒

に活動できればと考えている｡
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3.2.4 『子供達のことば』から

調査時の7月23-26日は,学校は夏休みに入

っており,子供達に加入している児童 ･生徒達に

聞き取りを行うことはできなかった｡そこで,也

域活性化大賞に応募した際に作成された,審査資

料アルバムに記載された彼らの声をいくつか以下

に紹介し,考察を加えたい｡

｢私たちは,週1回,放課後を中心に練習して

います｡唄,笛,三味線,太鼓,拍子木などの中

から,自分のやりたいものを選び,地域の民謡の

先生から少しずつ教えてもらいながら-,三味線

を練習するときは,パテの持ち方や糸に当てる角

度など,先生に細かく見てもらいながらやってい

ます｡少し長く弾いていると,指が痛くなってく

るので,途中で休憩し,マッサージなどして,気

分転換をした後,練習を続けています｡

唄の練習では,先生に少しずつ唄ってもらいな

がら,メロディーを覚え,こぶしのまわし方を身

につけていきます｡

どれもマスターするまでは時間がかかり,途中

で疲れてしまうこともあります｡またそれぞれの

パートでは,(よくできたな｡)と思っても,全体

で合わせてみると,ばらばらになってしまい-0

みんなの気持ちを一つにして演奏し,ぴったりそ

ろったときは,とてもいい気分です｡｣
｢地域の行事へは子供達として,小木小学校と

合同で参加することが多くあります｡(中略)小

学生と一緒に演奏するときには,今まで地域の方

に教えていただいたことを後輩に伝えています｡｣
｢地域の行事の他にも,今年は小木で開かれた

ハイヤサミットに参加しました｡そこでは全国の

方々と交流することができ,色々な地域の民謡を

知りました｡また何気なく毎日聞いている小木お

けさが全国の中でも重要なものであることを知り

ました｡｣

｢体育祭,港祭り,ハイヤサミットなど大勢の

前で演奏することが沢山あったので,今では堂々

と演奏できるようになりました｡子供達で活動を

続けてよかったと思います｡地域に伝わる大切な

文化を私たちが大人になっても守っていきたいし,

このすぼらしい伝統を後輩へ伝えていこうと思っ

ています｡｣

現在,町民とともに約300名の小木おけさ子供

逮,そのOBの高校生や高卒後に島外に出た者ま

でが,演奏に参加し,踊りの輪の中に入るそうで

ある｡ 町民以外でも,各地での交流を通じておけ

さ踊りに興味をもった者が訪れることが多く,小

木町のおけさ踊 りは,約 1kmもの輪が続 くよう

になり,歓声や声援が入り乱れ,活気ある祭りの

姿を取り戻しつつあるようである｡

子供達の声や子供達のOB ･OGの積極的な参

加から,学校を拠点とした地域活動を通して小木

おけさが地域のアイデンテティーとして根付 き,

コミュニティを再び活性化させることに概ね成功

しているといえるだろう｡

3.3 深浦小中学校を中心とした芸能への取り組

み

3.3.1 深浦学区と活動の概要

深浦学区は小木町の西部に位置し,旧行政区の

岬村に相当し,岬の先端の6地区と,上大浦,金

田新田の台地上の2区から成る (第1図)｡前者は

漁業中心の地区であり,アワビ･ワカメ ･海苔漁

や,たらい舟による伝統的漁業が古くから行われ

てきた｡後者は農業中心の地区で,葉タバコや野

菜の栽培に力を入れており,また町内 ･羽茂町 ･

国中のオフィスや,佐渡汽船に従事する者も多い｡

上大浦に ｢鼓童村｣が建設されたことで学区の世

帯数はやや増加し,現在は130世帯が住んでいる

が,人口は小木学区の3分の1に満たない｡小木

町の中心部から約8km離れており,主な交通手

段は自家用車である｡ 近年の過疎化 ･少子化によ

り,かつての分校は廃止され (第1表),ほとん

どの児童 ･生徒は山地上にある小中併設校に徒歩

で通学している｡ 現在,同校には児童52人,坐

徒29人が在籍している｡

深浦小中学校では,1992年から和太鼓を習う

｢岬太鼓の会｣を結成した｡年間20回ほど,｢鼓

童｣の大井良明氏を中心とする演奏家が指導して

いる｡ 小学生は主に基礎を身につけ,中学生はさ

らに作曲や公演活動を行っている｡ 演奏に幅を持

たせるために,太鼓の他に ｢掛け声｣,｢ちゃっぱ｣,

｢すりがね｣を加えている｡ 曲目には,｢岬一番｣,

｢祭｣,｢小木祭太鼓の手｣などのオリジナル曲も

持ち,小木町内を中心に毎年10回ほど公演活動

を行っている｡

3.3.2 学校への聞き取りから

岬太鼓を指導している音楽科の川上英子氏に,
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会発足のきっかけと今後の展望を伺った｡会発足

のきっかけは,｢旧岬村の方は地域ぐるみの伝統

的な活動は,あまり盛んな地ではなかった｡旧小

木町に比べるとあまりコレって言うのがね一｡だ

から地域ぐるみで行える活動として,深浦学区の

地域全体で活動できる行事を地域に何か欲しかっ

た｡そこで考えたところ近くに鼓童さんが来たこ

ともあって協力を要請して学校を中心にやり始め

た-というような話だったように伺ってますけ

ど｡｣先生方も数年前に転勤してこられた方が多

く,詳細はわからなかったが,概ね発言のような

状況だったらしい｡

集落ごとに伝統芸能が根付いている小木学区

(旧小木町)とは対照的に,深浦学区には伝統芸

能はほとんど無いという｡それはこの地区が小木

港から距離があり,さらに山がちであるという地

理的条件によると考えられる｡ 観察によれば,旧

小木町は港を中心として商店街が続き,港町とし

ての様相が強い｡しかし旧岬村は浜辺に而して集

落が続き,そこには多くの漁業用の小型船が寄せ

られていたことから古くから漁村として歴史を刻

んできたと考えられる｡

岬の会の今後の展望は,｢学校解放も考えてい

るんです｡子供たちがやっているんだから,俺た

ちも一緒にやってみようという親も多いのではな

いかと思って-｡そしたらもっと早くみんなでや

れる-｣ということである｡

岬太鼓の会の活動状況は,小中合同で鼓童から

年間20回ほど指導を受け,公演が近くなると自

主練習が行われる｡ 岬太鼓の指導にあたる先生方

も,そこで一緒に学んでいる｡ここ2-3年間の

い公演依頼は,佐渡島内では小木港祭り,町の芸

能祭,老人ホームなど,本土では直江津などから

もある｡ かえって依頼が多すぎ,子供たちの負担

軽減や学事暦の都合で断ることもあるという｡

2001年度は新潟県本土から2校の小学校が岬太鼓

の見学に来校した｡

このような動きは,小木小学校の児童たちの活

動に刺激を受けたと推測できる｡ まだ小木小学校

ほど活動は広範ではないが,出演依頼が増えるに

つれ周囲の自治体にも活動が認知されているとい

える｡ 地域に伝統芸能として根付くまでにはかな

り時間を要すると考えられるが,学校開放などで

子供たちだけでなく地域住民も来校するという次

のステップが実現すれば,深浦学区全体の地域活

動として根付き,活性化していく可能性は十分に

あると考えられる｡

3.3.3 指導者 ｢鼓童｣からの聞き取り

鼓童は,｢太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能

に無限の可能性を兄いだし,現代への再創造を試

みる集団｣ 8)である.1981年以来,年間1/3を海

外,1/3を国内,1/3を本拠地である小木町で過ご

し,公演活動を行っている｡38ヶ国2200回以上

の開演数を誇る ｢ワン･アース ･ツアー｣,佐渡

の市町村と毎年共催している国際芸術祭 ｢アー

ス ･セレブレーション｣などを通じて,国際的に

も高い評価を得ている9)｡1997年には財団法人鼓

童文化財団を設立し,研修所の運営や調査研究,

ワークショップの実施等を行っている｡

彼らが小木町を本拠とした経緯は,大学紛争が

激化したころ,日本の民俗芸能 ･工芸を学ぶ ｢学

校｣を自分達でつくりたいという若い意志に,佐

渡の方々が賛同したことだった｡

鼓童の代表として広報担当の井上由香氏にお話

を伺った｡岬太鼓の指導を承諾したのは ｢元々芸

能に関する教育活動にも関心があったから-｣だ

という｡ つまり,岬太鼓の会の活動は鼓童と学校

との共通見解の上に成り立?ているといえる｡ ま

た ｢佐渡から学ぶものはすごく多い-･｡私達は旅

の者でしかない｡けれどもそういった外からの刺

激で,自分達の地域に根付く伝統芸能の良さを見

直す機会になって欲しい｡実際,最近,やり手も

多くなってきたんじゃないか-｣と語り,よそ者

であるからこそ地域から学び,逆に良い意味で刺

激を与えることができるのではないかと考えてい

る｡ この趣旨にもとづいて,岬太鼓の会の活動以

外に,全国を対象とした合宿形式の鼓童塾,佐渡

各市町村の子供を含む一般住民を対象とした太鼓

体験塾,交流学校公演などの活動を行っている｡

さらに ｢佐渡には<旅のもん (者)>という言

葉があって私達は百年経っても<旅のもん>とい

われるそうなんですが,これはソトモノというの

とちょっと違う｡ <自分達と価値観や生活習慣が

異なるけれど,そういうひとがいてもいい>とい

うニュアンスが込められた言葉なんですよ-｡島

の外からきた人によってもたらされた文化に刺激

されて,島の豊かさを育んできた歴史があります

から｡特に小木みたいな港町では外に開いている

空気を強く感じます｣10)と語っている｡ 実際,鼓
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童が佐渡に拠点を設けようとした際に,｢最初か

ら快 く受け入れてくれたのは小木町だけだった｣

という｡

3.4 あわりに

小木小学校を中心とした地域活動は,伝統芸能

のネットワークの形成,世代を越えた地域コミュ

ニティの再活性化,固有の郷土意識の形成に少な

からず貢献していることが判った｡深浦小学校で

は,小木小学校の活動に刺激を受け,鼓童の協力

のもとに新たに岬太鼓の会という地域活動を始め,

次第に活動は活性化 している｡ このような活動が

成功 したのは,伝統芸能を大切にし ｢旅の者｣を

受け入れるといった,小木町の風土であると考え

られる｡

一方,市町村合併後約100年が経つものの,小

木町内の小木 と深浦では,未だに文化的には分断

されていることも判った｡今後,一層の過疎化,

高齢化,少子化が進行することが確実な状況の中

で,小木町の地域活動がどのように受け継がれ,

地域に影響を与えていくのか注目したい｡(諏訪)

謝辞

調査では,忙 しい中快 く対応 して くださった,

小木町教育委員会教育長 ･清水勝昭氏,坂井敏明

氏,川上英子氏を始めとする小木小学校 ･深浦小

学校の先生方,鼓童の井上由香氏,きざ波会代表

の村田守氏に,心より感謝致 します｡

注

1)小木町は1901年に旧岬村 と旧小木町が合併 し

た町である｡ なお,現在の学区と旧行政区は同

じ地域を指す｡

2)佐渡島の最南端にある小木町は,江戸時代 よ

り北前船の寄港地のひとつであり,また,佐渡

金山で採掘 された金の積出港として徳川幕府に

定められ,島の表玄関として賑わった｡戦国時

代から近世初頭にかけては,回船港として繁栄

した｡そこで,九州地方発祥のハイヤ節が,北

前船の水夫衆によって小木に伝播 したのが現在

の小木おけさになったと言われている｡

3)｢小木おけさ子供達｣(以下,子供達 と略記)

に参加 しているのは希望者のみである｡

4)2001年7月22日に東京で開かれる上野夏祭 り

に参加するため,連日練習を重ねていた｡

5)子供達は,大賞賞金として得た100万円を運

営費に繰 り込み,オリジナルの浴衣やはっぴの

作成や公演のための移動費等にあてている｡

6)｢21世紀に<ふるさと小木>を誇れる児童の

児童の育成｣(新潟県教育月報,2000年12月),

小木町立小木小学校による｡

7)｢さざなみ会｣会長 ･村田守氏は,ムラタ興業

株式会社の代表取締役 として大変多忙ななか,

子供達の指導は欠かさない｡お話を伺った際に

も強い熱意を感 じた｡

8)｢鼓童 KODO｣財団法人鼓童文化財団によるO

詳細はhttp:〟www.kodo.or.joを参照｡

9)ニューヨークタイムス紙は,これを日本で最

先端のワール ド･ミュージック ･イベントと評

した｡

10)1996年 10月発行 ｢太鼓 と人間の研究情報

誌 ･たいころじい｣掲載インタビューによる｡

文献
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(財) 日本離島センター1998『sHIMADAS』佐

渡:67-89
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溝田毅 1998｢佐渡の芸能を伝承する子どもたち

-文部省指定 伝統文化教育推進事業の実践

｢島に伝わる文化 と伝統を学び自らの個性 とし

て発信する児童生徒の育成｣を目指して-｣青

少年問題,45-6.

4.伝統芸能の伝承

一観光との関わりから-1)

4.1.1 はじめに

観光を視点とした伝統芸能の研究は回避される

傾向がある｡ なぜなら,それらは ｢保存すべき文

化財｣として不変的な存在でなければならず,観

光などの外的要因によって,変化したり商品化さ

れたりするものではないと考えられる風潮が強い

からである｡ しかしその一方で観光は,現代社会

では元来の形による伝承が困難な伝統芸能にとっ

て,重要な役割を果たす要素として見直されよう

としている2)0

佐渡の市町村では,今もなお数多 くの民俗音楽

や芸能が伝承されている3)｡またそれらが参加す

る観光行事も様々ある｡中でも小木町は,世界的

に活躍する和太鼓集団 ｢鼓童｣の拠点場所でもあ

ることから,他の市町村よりも幅広い観光客層の

来訪がある4)｡鼓童は,佐渡の伝統を継承するこ

とを目的としてはいないが,彼らの ｢日本の伝統

芸能を現代に再創造する｣という主旨に則った

様々な活動は,伝承者としての町民の意識にも影

響を与えていると考えられる5)0

本章では,小木町の民謡や踊 りの活動を通して,

観光という現象が伝統芸能の伝承に果たす可能性

0

5

0

2

1

1

人
数

(
万
人

)

を検証するために,一次資料q)報告及び考察を行

う ｡

4.1.2 調査の対象と方法

本調査では,小木町役場観光課の職員や民謡保

存会 ｢きざ波会｣の会員を対象に,資料収集及び

聞き取 りを行った｡資料からは,小木町への観光

客数の推移と,伝統芸能が参加する観光行事との

関連性を考えた｡また,上記の対象者への聞き取

りを通 じて,前者においては行政の立場からの,

後者においては個人の立場からの,伝統芸能との

関わ り方や伝承に対する姿勢を考察 した｡なお,

以下の ｢｣づきの記載は対象者の発言をそのまま

引用 したものであり,()内は報告者による補足

である｡

4.2.1 小木町の観光行事と伝統芸能の関わり

近年佐渡を訪れる観光客の大半は,自然観察や

海水浴を目的に訪れることが多 く6),客数は4-

10月に集中する夏季型の傾向を示す (第4図)｡

この特徴は小木町においても共通し,町の文化活

動の一環である観光施設のほとんどは,4-12月

が開放期間である｡8月には,参加者数が最も多

い2つのイベントとして,｢アース ･セレブレー

ション｣と ｢小木港祭 り｣が催される (第3表)0

これらの代表的なイベントの中心は,伝統芸能で

ある｡

4.2.2 アース ･セレブレーション

アース ･セレブレーションは,鼓童が活動拠点

)i:; 柄車;≡
弟 +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ll12

月

第4図 佐渡観光客数

- 94-

田1998年
□1999年
■2000年
田2001年



第3表 小木町の総観光客数,イベン ト等及び観光施設の入場者数

午 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

総観光客数(人) 256,354 276,900 290,700 290,000 279,000 281,900 267,805 254,414

イベン一ト等の入場者数 たらい舟祭り(4月) - - - - - 500 500 500

サザエ祭り(7月) - - - 194 420 250 156 201

茅の輪祭り(6月) - - - - - 700 700 1,120

アース.セレブレーション(8月) 3,500 5,000 4,800 5,550 5,950 6,050 6,600 6,000

小木港祭り(8月) - - - - - 13,000 ll,000 15,000

新潟クエスト(9月) - - - - 77 65 37 0

観光施読の入場者数 素浜海水浴場(7-8月) 94,300 115,100 102,700 102,680 70,100 90,200 79,500 71.300

小木町ダイビングセンター(4-12月) 1,041 1,393 1,313 1,358 1,287 1,340 1,614 1,506

佐渡国小木民俗博物館(4-12月) 18,462 18,104 19,608 17,587 16,355.13,424 13,396 ll,341

町並み保存モデル棟(4-11月) - - 431(9-4月) 3,031 3,543 4,411 4,344 6,742

を小木町に構えたことを契機に始められた国際芸

術祭であ り,鼓童 と小木町が中心になって毎年開

催 されている｡ 観光客の大半は若者で,海外から

の参加者 も多い｡小木町を含めた今 日の佐渡では,

若者の島離れが大 きな問題のひとつになっている

ので,この祭 りに対する町民の反応は ｢アース ･

セレブレーションまで観光客がつながるのを肌で

感 じる｡ 町に活気が溢れるため,町民にとっても

嬉 しいことだ｣ 7)と非常に歓迎的である｡

アース ･セレブレーションでは,世界の音楽や

芸能が集う中,日本の伝統芸能のひとつとして小

木おけさが参加 している｡ 踊 りの披露に加 えて,

小木町民自らが講師となり,小木おけさの踊 りに

関するワークショップを開講するなど,町民 と島

外者との交流を深めることに寄与 している｡

4.2.3 小木;巷祭 り

小木港祭 りは,初代佐渡奉行が,海上の安全を

祈願 して木崎神社に米を寄進 したことに始まった

祭 りである｡ 通常8月23日から3日間行われる｡

第4表は,1999(平成 11)年に行われた小木港

祭 りの行事一覧表だが,多種多様な団体が参加 し

ていることがわかる｡これらを伝統芸能に限定 し

た場合,以下のように大別できる ;①各々の地区

内で継承を続けている団体 (栄町,稲荷町,宿根

木,上野など8)),(参後継者育成 と地域振興 を目

(資料握供 :小木町役猟 場勅

的として結成された団体 (きざ披会,民謡保存会,

子供達など),③祭 り好 きの若者により結成 され

た団体 (祭好社中,べたなぎの会,山君達など)0

参加者の年齢層 も老人から子供 までと幅広い｡ま

た,鼓童の働 きかけによって,新 しい山車を出す

などの動 きも見 られる')｡

4.2.4 観光課での聞き取 り

小木町の伝統芸能は,観光行事に積極的に参加

してお り,活動自体 も非常に活発な印象を受ける｡

しかしながら,ひとたび観光を離れた場合,伝承

の側面において深刻な問題を抱えている｡ 例えば,

観光客の来訪を目的としない地区の祭 りは,｢参

加者の意気込みは低 く,(祭 りの活気は)下火に

なってきている｡人手が足 りない場合には,他の

地区から応援 を要請 して行 うこともある｣｡主な

原因は,高齢化,少子化そして急激な過疎化にあ

ると考えられるが,それに対する行政側の態度は,

｢(地区の伝統芸能は)地区の持ち物であるため,

人的補助やアクシ ョン (行政指導)はで きない｡

従って,行政はもう十年以上関与 していない｣と

いう状態である｡

4.3.1 さざ波会での聞き取 り

実際に,団体の中で活動 している人々は,どの

ような姿勢で伝統芸能と関わっているのだろうか｡
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第4表 1999年小木港祭り行事一覧表

月日 時間帯 行事名 団体名 場所

8月 28日 13:00-16:00 大獅子舞 栄町 栄町

14:00-19:30 小木民謡流し 民謡保存会 全町内

15:00-22:00 祭 り太鼓 . 祭太鼓の会 全町内

17:00-21:00 サンセットライブ99 遊楽座 埠頭公園

18:30-22:00 民謡流し さざ波会 中心街

8月29日 8:45-9:45 組おけさ 幼 .小 1年 中心街

9:00-10:00 日本全国 元気おんど 保育所 中心街

9:40←.10:40 岬太鼓パレー ド 深浦中学生 中心街

10:00-ll:00 マーチング .バンド ′ト木′ト学校 全町内

ll:00-12:00 吹奏楽パレー ド 小木中学校 全町内

10:00-18:00 ちとちんとん 宿根木 全町内

10:00-18:00 小獅子舞 稲荷町 全町内

12:00-18:00 鬼太鼓 旭町 全町内

12:30-18:00 大獅子舞 栄町 全町内

13:00-18:00 みこし流し 山君達 全町内

13:00-14:00 たらい舟競演 振興会 漁港内

13時と15時 着 ぐるみポケットモンスター 風遊会 あゆす会館

2回公演 バラエティーショー

14:00-21:00 神奥渡御 木崎神社 中心街

14:00-23:00 上野大々神楽 上野 全町内

19:00-23:00 民謡流 し さざ波会 全町内

19:00-24:00 夫堤灯 祭好社中 中心街

20:00-21:00 花火大会 振興会 小木港

19:20-21:20 洋上花火大会 商青 .上げる会 小木港

8月 30日 ll:00-18:00 小獅子舞 稲荷町 全町内

12:00-18:00 -鬼太鼓 旭町 全町内

12:00-18:00 みこし流し べたなぎの会 全町内

13:00-21:00 祭 り太鼓 最鈴の会 全町内

17:00-20:00 おけさ踊り 子供達 中心街

ここでは,主に観光の場で活動している団体のひ

とつ,さざ波会の報告及びメンバーから聞き取り

を行った｡

さざ波会は,｢歌い手｣である村田守さん10)を

中心とした,現在16名 (うち踊り手8名)からな

る団体である｡ 当初は,男性のみで構成される

｢小木おけさ会｣として,祭りなどに参加してい

た｡しかし,村田さんの働きかけで,次第に後継

者の育成という目的をも担うようになり,｢きざ

波会｣に改称して現在に至っている｡ 活動年数は

すでに25年に達し,前述したアース ･セレブレ

ーションや小木港祭りの他,民謡交流会や全国物

産展など全国で活躍している｡主なレパートリー

は佐渡の民謡である｡ 毎年正月に顔合わせをした

級,月2回の練習を行っている｡

報告者の調査時には,きざ波会は｢さざえ祭り｣

に参加している最中であった｡さざえ祭りは,観

光客を対象に,町役場観光課職員が中心となって

(資料提供 :小木町役場観光課)

毎年7月末に催している祭りで,2001年は7月20

-26日の日程で行われた｡毎日午後8時から約1

時間ほど行われる短いイベントで,前半30分間

は,小木港に集合した観光客が松明を持ち,草履

に履き替え,浜辺でサザエを取って楽しむ｡後半

30分間は,港近 くの広場で焼いてあるサザエと

ビールを受け取り,さざ波会の民謡と踊りを観賞

する｡ 同会が披露するのは,佐渡に伝承されてい

る4つの民謡 (相川音頭,佐渡おけさ,両津甚句,

小木おけさ)である｡

4.3.2 村田等さんからの聞き取り

村田さんは,小木おけさなどの民謡を ｢子供が

歌って踊れるようになること｣を使命と感じてい

る｡ そのため,伝承の活動が各地区のみで留まっ

てしまうことに対 して,｢まだ,地区は地区で

(という)感が強い｣と幾分批判的である｡｢元の

人 (全員)が楽しむ祭 りや踊りでないと駄目｡ 町
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がひとつになって活動することが今後の課題｣で

あると彼は強調する｡

さらに村田さんは,自身の活動を,民謡の伝承

という目的に加えて,｢(人と人との)出会いの場

をの提供している｣とも捉えている｡ 彼は,ワー

クショップでの参加者との出会い,佐渡の民謡に

興味を持った島外からの来訪者との出会い,そし

て演奏旅行で訪れた地域の人々との出会いなど,

佐渡の民謡を介して生まれた人との様々な出会い

に,この上ない喜びを感じているのである｡

伝統芸能とは,それが生まれた地区の人々のみ

に限定して享受されるものでは決してなく,誰に

でも伝承可能な存在であるということを,相田さ

んの言葉は示 しているように思われる｡つまり,

仮に既存の形式 ･方法による伝統芸能の伝承が困

難であっても,より多くの人に開放し,皆で楽し

むことにこそ,伝承の可能性があるという考え方

である｡

4.3.3 踊り手からの聞き取り

さざえ祭りでは,二人の踊り手の女性からも話

を聞いた11)｡二人は共に,活動の理由を ｢自分が

やれる時にやりたいから｣と答えている｡ この言

葉からは,踊りの伝承に協力したいという意識が

見られーる｡ 恐らく,村田さんの主張に影響されて

のことであろう｡

報告者はきざえ祭りに2日間参加したが,初日

と2日目とでは踊り手の出演パターンが異なって

いた｡初日は8人の踊り手が片側から1人ずつ登

場 していたのに対 し,2日目では4人ずつ2組に

分かれて登場したのである｡ その理由を踊り手に

尋ねたところ,｢(踊り手の)人数が少ない時など

には,出方を変えてしまうのよ｣という答えが返

ってきた｡また,｢(踊り手同士が)踊り方ですぐ

ケンカをする｣こともあるという｡つまり踊り方

に関して,踊り手はその場の状況に合わせて臨機

応変に変えたり,あるいは自身で創作したりする

場合があると見なすことができる｡

このような踊りに対する柔軟性は,活動の場の

多様さと無関係ではないだろう｡ 前述したように,

さざ波会の幅広い活動は,町民以外の人々に向け

たものであることが多い｡彼らは,ワークショッ

プ会場のような狭い部屋で踊る場合もあれば,東

京 ドームのような広い場所で踊る場合もあるので,

踊り方にも臨機応変な態度が必要とされるのであ

る｡

また,さざ夜会は,九州や四国などに出向き,

各地の民謡保存会と盛んに交流している'2)｡その

ため,他の団体の踊りを見たり共に踊ったりする

機会も多く,それが自分達の踊りの創作にも影響

していると考えられる｡ 例えば,今回のきざえ祭

りにおいて,踊り手は一本の木を中心に円になり

踊っていたが,それは,｢かっこいいと思ったか

ら｣という発想から生まれた即興的なアイディア

であった｡

ところで,きざ披会は他の団体から,｢本当の

おけさから外れていると言われることもある｣ 13)

らしい｡しかし,仮に伝統芸能が各々の地域のみ

にこだわるべきものであったとしたら,彼らの踊

りに見られる多様性は,起り得ない現象であろう｡

地域を越えて発信するという行為は,伝承の可能

性だけでなく,踊りの幅を広げる場合もあること

がわかる｡

4.4 おわりに

小木町で行われる観光行事は,伝統芸能が中心

的役割を果たしていることが多い｡これら一連の

活動は,今のところは地域レベルの伝統芸能の伝

承に影響を与えるまでには至ってはいないようで

ある｡しかし,そのような状況の中で,地域密着

型の枠を越えたきざ波会のような広範な活動は,

伝統芸能に新しい伝承の場を提供していると考え

られる｡ そこには,伝承者の育成と共に伝統芸能

自身に多様性を与える可能性がある｡ 伝承という

問題を考えるにあたり,観光は,このような新し

い場のひとつとして,今後ますます注目しなけれ

ばならない領域なのではないだろうか｡(滝口)
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上げます｡

注

1)観光は,自由時間における日常生活圏外への

移動をともなった生活の変化に対する欲求から
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生ずる一連の行動のことを指す｡余暇と呼ばれ

ることも多い (『観光学辞典』同文舘出版

1997:1)｡本章で扱う観光は,伝統芸能が関

与する催 しに限定 している｡ また,芸能とは,

演劇 ･舞踊 ･音楽などの芸術に加えて,普通

｢芸術｣の語では統括されない民俗芸能や大衆

的な演芸などを含めた概念である (『日本音楽

大事典』平凡社1989:35)｡本章では,民俗音

楽及び民俗芸能両者を包括する広い概念として,

伝統芸能の語を用いる｡

2)一例として,橋本裕之 ｢保存と伝統のはぎま

で-民俗芸能の現在｣山下編 (1996:178-88)

所収｡

3)詳細は 『郷土を知る手引 佐渡一島の自然 ･く

らし･文化-過(1992:245-270)を参照｡小

木町においては,民謡では ｢小木おけさ｣｢小

木大津絵｣｢小木追分｣が,また民俗芸能では

｢大獅子舞｣｢小獅子舞｣｢鬼太鼓｣｢ちとちんと

ん｣などが相当する (加藤,1991:101)｡な

お,民謡は民衆の生活の中で歌い継がれてきた

歌を指し,民俗芸能は民間習俗行事として行わ

れる芸能を指す (『日本音楽大事典』平凡社

1989:44-50)0

4)例えば,1988年から小木町で開催されている

アース ･セレブレーションは,鼓童の働きかけ

によって実現 したものである｡ この祭 りでは,

これまで,世界21カ国から出演者を招碑して

いる｡また,ワークショップ等の参加者の5人

に1人は外国人である (菅野,2001:70)｡

5)例として,童鼓塾や太鼓体験塾などのワーク

ショップ,後援,シンポジウムなどの開催が挙

げられる (鼓室のホームページによる)｡また,

鼓童がもたらした小木町の音楽状況の変化につ

いては,すでに加藤 (1991)が報告している｡

6)日本地誌研究所編 (1972:452)｡

7)小木町役場観光課での聞き取りによる｡

8)なかでも,稲荷町の小獅子舞は,県の無形文

化財になっている｡

9)加藤 (1991:102)｡

10)村田氏は,小木町にあるムラタ興業株式会社

の代表取締役で,非常に多忙であるにもかかわ

らず,民謡の保存活動に積極的に取り組んでい

る｡報告者が聞き取りを行った7月24日も,本

土で仕事があったにもかかわらず,きざえ祭り

に参加するため,急いでフェリーに乗って小木

町に戻ってきたほどであった｡

ll)1人は精肉業を営んでおり,もう1人は年金

生活者である｡ 両者とも,きざ波会ですでに

20年以上も活動 している｡ なお,確かな年齢

は知ることはできなかった｡

12)例えば,1995年から行われている ｢全国ハ

イヤサミット｣では,全国の様々な団体同士の

交流が見られる｡ このサミットは,佐渡おけさ

のルーツと言われているハイヤ系の民謡を交歓

しながら,民謡の将来を模索しあうことを目的

とする｡なお,1998年度の開催地区は小木町

であった｡

13)踊り手からの聞き取りによる｡
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5.小木町の福祉サービス

-健康保養センター ｢おぎの湯｣を例に-

5.1 はじめに

離島は,過疎 ･高齢化の進行が著しいと指摘さ

れる｡ 新潟県佐渡郡小木町においてもこの傾向は

諮められ,65歳以上の人口は28%を超えている｡

高齢社会における行政の施策として,一般にデイ
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ケアサービスやホームヘルパーなどが注目されて

いるが,健康保養センターもまた,高齢者を含め

た地域住民の健康維持に貢献しており,福祉サー

ビスの一つである｡

本章では,小木町の健康保養センター ｢おぎの

湯｣を取 り上げ,その宿泊客と入場客の利用状況

を把揺することで,地域の健康維持とともにその

地域に暮らす人々の生活をうかがい知ろうと思う｡

現地調査は2001年7月24･25日に実施 し,資料

収集 ･現地観察等を行った｡また,若干数である

が,健康保養センター-の来訪者に聞き取り調査

を行った｡

5.2 健康保養センター ｢おぎの湯｣の概観

おぎの湯は,小木港から約1kmの位置にある

(第1図)｡小木港と対岸の直江津港との間には,

佐渡汽船のカーフェリーとジェットフォイルが就

航し,所要時間はそれぞれ2時間半,1時間であ

る｡2001年時点で,夏季には両者あわせて最大1

日9往復,冬季は1日2往復がある｡ この小木港

を取 り囲んで中心市街地が形成されており,そこ

から長い上 り坂を徒歩で15分ほど登ると,おぎ

の湯がある｡

おぎの湯は,1998年4月に開所した1)｡建設が

計画された当時,小木町の中心市街には公衆浴場

があって地域住民に親しまれてきたが,建物が老

朽化しており修繕改築もなされなかった｡ここに

｢ふるさと創世資金｣がもたらされ,設立の後押

しとなった｡

一方,佐渡島内では,公営温泉は珍しいもので

はない｡例えば,隣接する羽茂町には ｢温泉保養

館クアテルメ佐渡｣がある｡ 島内で唯一の市であ

る両津市は ｢両津市健康保養センター｣を経営し

ている｡おぎの湯設立の背景には,このような島

内事情もあり,既存の公営温泉が参考とされた｡

おぎの湯の泉質は,ナ トリウム-塩化物 ･硝酸

塩温泉 (医学的分析),アルカリ性低張性温泉

(科学的分析)である｡ 特長は,人間の皮膚に刺

激の少ない ｢柔らかい湯｣で塩分が少なく,一般

的適応症は神経痛,筋肉痛,関節痛,五十肩など,

泉質別適応症はきりきず,やけど,慢性皮膚病,

虚弱児童,慢性婦人病,動脈硬化症などである｡

源泉水温30.6℃,湯量100L/分 (最大150L/分)

である｡ 露天風呂は佐渡島内の公営温泉では初め

てであり,木造で段差のない高齢者にやさしいバ

リアフリー設計が特長である｡

営業は午前10時から午後9時まで,休館日は毎

週水曜日だが,7･8月は無休である｡また,刺

用客5人以上の場合は送迎バスが利用できる｡ 宿

泊機能も兼備 しており,定員5名の客室が7室あ

る｡ 宿泊料金には基本的に食事料は含まれず,自

炊コーナーが設けられている｡

5.3 宿泊客

年間宿泊客数は,約3千人である2)｡月別の変

化を-日平均でみると (第5図),8月を最高に夏

季に多く,冬季は少ない｡これは佐渡観光の一般

的な季節変化と同調 している｡1990年の統計で

は,佐渡島への観光客数は7･8月の2カ月間で

年間の4割近くを占めていた3)｡

しかし,宿泊名簿から宿泊客の住所を集計して

みると,その4分の1は佐渡島内であった (第5

慕)｡島外の新潟県と合計すると,約37%が同県

からの集客である｡ 他都道府県では,東京都,埼

玉県を筆頭に関東地方と長野県からが多いが (第

6図),範囲は北海道から宮崎県まで全国にわた

ー 大人

∧ 一 一小 人

A / ^ ＼

∨ ハ

' .し .i :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月
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⑳ =100人

第5表 宿泊客の住所

おぎの湯宿泊名簿から作成

宿泊客の住所 人数(人) 割合(%)

佐渡島内 767 26.7
新潟県(佐渡島内除く) 301 10.5
他都道府県 1291 45.0
海外(アメリカ合衆国) 1 0.0
不明 512 17.8

合計 2872 100

っている｡

佐渡島-の航路は,前述した小木一直江津間の

ほかに両津一新潟間,赤泊一寺泊間があるが,覗

在は両津一新潟航路が最も充実している4)｡これ

が,上越新幹線を利用する関東地方からの客が多

数を占める背景の一つと考えられる｡長野県の集

客は信越本線経由と考えられ,小木一直江津間の

航路が多 くの集客を可能にしていると推定される｡

最後に,おぎの湯は素泊まりを基本としている

ので,冠婚葬祭で小木町を来訪する親戚などにも

利用されているようである｡ 法事で親戚がやって

来たようなとき,会食のみを自宅で行い,夜はお

ぎの湯に泊める｡こうした利用方法は,小木町独

特の地域住民サービスといえるだろう｡

5.4 入湯客

設立は島内で最も新しいが,入場者数は8月を

最高に年間約6万人にのぼり5) (第7図),宿泊客

数とほぼ同様の季節変化を示 している｡5月,7

月,8月を除くと,通年で一定の集客がある｡

｢す

第6図 他都道府県からの

宿泊客の分布

おぎの湯宿泊名簿から作成

現地調査の2日間,来訪者 (全員が入場客)に

聞き取 り調査を行うことができた｡インフォーマ

ントの住所 ･年齢は様々なので,来訪頻度にした

がって週単位 (毎日,あるいは週2-3回),月単

位,年単位に分類した (第6表)｡

Aさんは毎日おぎの湯に来るが,一人で来たら

知り合いがいたので,聞き取 り時には麦茶を一緒

に飲んでいたところだった｡毎日,仕事が終わる

とお嫁さんがやって来て,ここまで草で送ってく

れる｡帰 りはずっと下り坂なので,歩いて帰る｡

他の温泉には歩いて行かれないから,全 く行かな

い ｡

Bさんも,毎日7時すぎに来る｡ 佐渡汽船の清

掃の仕事をしていて,仕事が終わったら91歳の

おばあさんに食事の介助をしてから家を出る｡ 他

の温泉にも行ったことがあるが,おぎの湯が一番

大きくていいと言う｡

車でやって来たDさんは父親と同伴である｡ 仕

事が休みの日に来て,帰りに飲み屋に寄っていく

こともあると言う｡

月1-3回で来訪する客層は様々であった｡小

木町の教職員であるGさんは畑野町に家族と住ん

でいるが,たまに忙しいと小木町の教貞住宅に泊

まり,一人でおぎの湯にやって来る｡逆に,Hさ

んはいつも家族が同伴する｡

また,Eさんはグループで来る｡車を運転でき

る夫に用事がないときに,老人会で知り合ったメ

ンバーで温泉に出かける｡ 自称 ｢温泉友の会｣と

仲間で名づけた｡真野町 (小木町から車で約40
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おぎの湯資料から作成

第6表 来訪者への聞き取り調査の結果

名前 住所 性別 年齢 同伴者 移動手段 来訪頻度

A 小木町 女 60代 - 辛.徒歩 毎日

B 小木町 女 60代 - 辛 毎日

C 小木町 男 70代 徒歩 週2-3回

D 小木町 男 50代 父親 辛 過2回

E 真野町 女 60代 配偶者.友人4人 辛 月3回

F 小木町 女 70代 配偶者 辛.徒歩 月2-3回

G 畑野町 男 40代 - 車 月1回
H 小木町 女 30代 配偶者.子供3人 辛 月1回
I 両津市 男 30代 配偶者 辛 年2回

J 石川県七尾市 男 40代 中学生14人 舵.送迎バス 年1回

分)に住んでいるので,小木町までは, ドライブ

がてらにちょうどよい距離であると答えた｡

Fさんは小木町に住み,畑仕事が終わるとたま

に来る｡いつも夫婦で歩いて来るが,調査時はい

とこが車で乗せてきてくれた｡おととしに夫が手

術をし,歩きにくくなり,来るのが難しくなって

しまったので,月に2-3回になってしまったと

言 う ｡

Ⅰさんは両津市に住むが,羽茂に来たついでに

寄った｡おぎの湯に来たのは,3,4回目くらい

である｡ いつも夫婦二人で来る｡ 両津に住んでい

て何でも揃っているので,市外に出ることは少な

いと言う｡

Jさんは洋上スクールの引率でやって来た｡洋

上スクールは石川県内の中学校から希望者を募 り,

夏期に3泊4日で行う｡ 中学生29名と引率3名で,

前日に七尾を出発 し2泊目である｡ 船は小木町に

停泊中だが,船は狭いしシャワーしかないので,

送迎バスを使って中学生14名を連れてきた｡毎

夏,洋上スクールを行っていて,おぎの湯ができ

て以来,利用 している｡海岸からすぐ近 くなので,

便利であると答えた｡

毎日あるいは週2-3回の高い頻度での利用客

は,やはり地元の小木町が多いようである｡ 彼ら

は,徒歩や自分の車でやって来る｡50代～70代

が多 く,健康に気を使うこととともに,日常生活

空間の余暇として,おぎの湯に来る｡ また,Aさ

んのように頻繁に通い,知 り合いが見つかるなど,

地域住民の交流の場となっている｡

月 ･年単位の入場客は,一概に属性をまとめる

ことができないが,おぎの湯の客層を豊かにして

いる｡ 例外的ではあるが,石川県からのJさんは,

佐渡島の港町である小木町の交流範囲の広さを示

している｡

しかし,ここで注目したいのは,彼らの来訪に

は車 という交通手段の確保が必要なことである｡

特に利用者の多 くを占める高齢者にとって,島内

の公共交通の貧弱さの影響は大きい｡そこで,衣
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族の送迎あるいは車の所有が重要な要因となり,

彼らの行動を規定していると考えられる｡

健康保養センターは福祉サービスの一端を担う

が,デイケアサービスのように送迎バスが巡回し

ない｡このため,交通手段の確保が利用者自身に

求められることになる｡ おぎの湯では,5人以上

の場合,送迎バスを出すサービスを行っている｡

しかし,今回お話を伺ったインフォーマントの半

数以上は5人未満のグループであった｡健康保養

センターが地域住民の健康維持にますます貢献し

てい くためには,便利な交通手段の確保が重要と

思われる｡

5.5 おわりに

おぎの湯の宿泊客数,入湯客数はどちらも,夏

季に多 く冬季に少ないという佐渡島内の観光シー

ズンと一致 した年間変化を見せた｡また,集客範

囲は島内が多いものの,全国的な傾向も見られた｡

特に,関東地方,中部地方といった鉄道で結ばれ

た地域である｡ 入湯客-の聞き取 りでは,来訪頻

度によって多様な客層が伺うことができた｡

本報告は,利用者の声の一部を反映したものに

すぎない｡また,町営の健康保養センターである

からには,利用 しない地域住民の姿をとらえるこ

とも必要であったと思われる｡いずれにせよ,也

域の健康維持を担う健康保養センターとして,刺

用者に通いやすい環境を整えることが肝要である｡

(三原)
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注

1)以下,おぎの湯の来訪者,従業員への聞き取

りによる｡ また,石塚 (1997)を参考にした｡

2)おぎの湯が集計 している ｢利用人数 ･集計表｣
の1998-2000年分による｡

3)溝尾 (1993)による｡

4)杉田 ･西山 (1992)による｡

5)おぎの湯が集計 している ｢利用人数表｣の

2000年～2001年3月分による｡
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