
●『伝統文化』のはたらき、担う役割

伝統文化とは、その時々の地域住民が、暮

らしを通じて地域の環境を認知・理解、

評価し、様々な働きかけを行いながら築き上げ、

世代を超えて継承されてきた世界観や規範で

す。それぞれの地域社会ならではの知恵と技を

含んでいるといえます。

また、自然が豊富に残され、農林漁業が営ま

れてきた農山漁村という恵まれた環境であるか

らこそ、そのような文化を五感で実感、新たに

体験することが可能となるのです。

伝統文化の認識や発見は、季節の変化すら

感じにくい都市空間においては既に困難であ

り、その意味でも、農山漁村におけるそれは、

様々な機能と役割を担います。

伝統文化が持つ機能や役割は、次のように整

理することができます。

①地域の土地を保全・維持していく役割

例えば、中山間地域の斜面を覆う棚田は、先

祖代々つくりあげ守ってきた土地利用と農業の

方法であり、言い換えれば、厳しい自然と共生

する方策であったと言えます。結果的に、意図

せずして「季節ごとに移り変わる美しい棚田の

景観」「石垣積みの技術」等の地域固有の文化

をつくりあげてきました。また、上下棚相互の水

利権や、下の棚のために上の棚は耕作放棄で

きないしくみ等は、「地域社会の中の生産と生

活のしきたり」という慣行と価値づけられ、大切

な農地を守り維持していく機能を持つと考える

ことができます。

このような生産のための自然との共生という

伝統文化の数々は、地域の土地を保全し、独自

の景観を創造する役割を果たしてきました。
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2．『伝統文化』の役割と担い手、捉え方
『伝統文化』の持つ役割

農山漁村という空間において、農林漁業に携わりながら、人々はこれまで、地域独自の文化を形づ

くり、守ってきました。『伝統文化』は、今後の魅力ある美しい農山漁村づくりにおいて、地域の独自

性を保全・維持し、表現していく様々な役割を担います。

機械植えができない棚田の田植え風景 観光客も訪れる秋の棚田斜面の景観



②人々をつなぐ役割

「組、株、講」等の農山漁村の日常生活の中

で培われてきた組織形態は、地域社会の中で、

住民相互の合意形成手法として機能してきまし

た。

そこで行われる「信仰」や「行事儀礼」は、住

民相互の関係を永続させようとし、「夏祭り」や

「盆踊り」「神楽」等は住民の連帯感を醸成しま

す。また、正月行事や盆行事等の家で行われる

行事では、地域の基礎である家内部の絆を約

束します。

これらの伝統的な組織は、農山漁村におけ

る地域社会の維持・保全の担い手を組織化し、

世代を超えて継承させる機能を持っています。

③社会個性（アイデンティティ）を現す役割

地域には、その土地固有の伝承文化事象が

あります。また、「塞の神」関連の石仏・板碑・

信仰や、「虫送り」等の境界儀礼は、地域の範囲

を確定し、「祖霊信仰」は地域のまとまりを祈念

し、その豊穣・幸福を約束するものでした。

そして、生業、行事儀礼は、地域に農山漁村

らしい品格を作り上げてきました。これらの儀

礼様式により、地域社会全体で保全すべき地域

の特質と範囲を、愛郷心とともに意識しつつ伝

承してきたのです。

④地域の子ども達を育む役割

子供の行事である「イノコ」等は、子供が神の

使いとして、農作物の豊穣を約束します。子供

なりに農林水産業の役割を担うわけです。「野

遊び」等は、子供達の共同作業を伴い連帯感を

醸成します。「トンド」等は大人と行事をすすめ、

世代間の交流と伝統文化の伝承の場を形成し

ます。また、子供達の成長を地域で祝い、大人

への仲間入りの準備をさせるのが「十三参り」

等の人生儀礼です。

こうした行事儀礼等の伝承により、地域の担

い手が育成されてきました。

⑤地域相互をつなげる役割

地域の民俗芸能や工芸、美しい農山漁村の

景観等は、地域社会により長年の間に創り上げ

られてきた成果であり、郷土愛や地域への誇り

を醸成します。また、祭り等の伝統行事には、

地域を越えた広がりを持つものも多くあり、近

隣地域との交流資源となっています。

さらに、様々な魅力ある農山漁村固有の文化

は都市住民にとっても大きな魅力であり、都市

農山漁村交流の資源として活用することができ

ます。

⑥新たな技術を創り出す役割

農林漁業にかかわる様々な技術としての伝統

文化は、資源循環型の農林漁業の原点であり、

今後、地域における有機無農薬栽培等、高品質

の農産物を生産する技術を確立する上で参考

となります。

また、伝統的品種や地域特有の生産技術・環

境管理技術は、地域の特産物を作る上での貴

重な資源であり、生物相の多様性や景観、住環

境を含めた豊かな地域環境の維持管理に役立

ちます。
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●『伝統文化』を支える地域社会の危機

全国の多くの農山漁村では、従来の伝統文

化を継承する担い手（人々・組織）が減

少するという課題を抱えています。その原因に

は過疎化・高齢化の進行による地域社会の構成

員の減少、日常のライフスタイルの変化や多様化、

農家と非農家（新住民）の混住などによる様々

な課題が生じています。

また、従来の継承ルートの変化に目を向ける

と、高齢者から子世代さらに孫世代と、日常生

活の中で伝承されていた衣食住の生活行為と

いった伝統文化は、子世代（生産年齢層）の都

市への転出によって、日常的なつながりが失わ

れました。生産年齢層の転出は、壮年会・婦人

会、青年会・若妻会等、地域社会の中で中心的

な役割を果たしてきた組織の弱体化を意味しま

す。伝統文化と価値づけられる工芸や技術等

の様々な特殊技能職は、産業として成り立ち得

ない場合、後継者不足という課題を抱えている

ことも多いのが現状です。担い手不足により一

度中止した祭りや後継者の居なくなった技術

は、復活が非常に難しくなります。
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『伝統文化』を息づかせる地域社会の“様々な担い手”

『伝統文化』はその特別な技術や知識を持つ人々や組織が存在し、表現・伝承していかなければ受け

継がれていきません。農山漁村は、近年の過疎化と高齢化の進行により、貴重な『伝統文化』の担い

手消滅の危機にあり、担い手づくりは重要な課題です。

しかしまず、様々な『伝統文化』に対し、これまでの担い手を把握し、次の担い手に伝えていくべきし

きたり等、これまでの経緯を理解することから始まります。

従　　来 近年の課題 

〈世代間のつながり〉 
「高齢者→若世代→子供たち」 
 
〈集落や自治会範域〉 
区会・班など近隣地縁グループ 
年齢層別地縁組織など 
「先輩→後輩」 
「老人会→壮年会・婦人会 
　　　　　→青年会・若妻会→子供会」 
 
〈地域の小・中学校〉 
「地元出身の先生→児童・生徒」 
 
〈様々な特殊技能職〉 
「職人の親方→後継者・弟子」 
 
〈共同作業や相互扶助体制のしくみ〉 
「郷則」「ゆい」「講組」… 

〈世代間のつながり〉 
　子育て世代の転出… 
 
〈集落や自治会範域〉 
　若世代・子供世代の人口減による 
　組織の弱体化… 
 
 
 
 
〈地域の小・中学校〉 
　地元出身・伝統文化に長けた教員減 
 
〈様々な特殊技能職〉 
　後継者不足 
 
〈共同作業と相互扶助体制のしくみ〉 
　組織メンバー減、形骸化・消滅 

『伝統文化』の継承ルート消失の危機
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●『伝統文化』の担い手と継承のための工夫

伝統文化の担い手が減少している今こそ、

新たな担い手や継承方法を、それぞれの

地域が真剣に模索すべき時期に来ているとい

え、地域社会の内外に存在する新たな担い手

と継承方法を求めています。

これまでは、ある世代・組織だけが担ってい

た技術、地域内に住む人だけが参加していた

祭りや行事等、地域社会の合意の上で、参加者

のすそ野を広げたり、しきたりを拡大解釈する

ことで、地域活性化の資源に生まれ変わる可能

性があります。

まず、地域社会により価値評価された様々な

資源を、これまで担ってきたのは誰なのかを理

解し、どのような経緯で変化・発展し、あるい

は弱小化しつつあるのか等、現状を見据えた

上で、地域の課題に対し地域社会全体で共通

認識を持つことが重要となります。

伝統文化の担い手づくり、という作業には、

新たな“村がら”を創造していくヒントが隠され

ています。

「担い手：農家」に代々伝わるはさ架け技術と作法
（山形県山辺町）

親から子へ伝えられる「担い手：お母さん」のつくる伝統
料理の“かいもち”（山形県白鷹町）

 ●日常の生活行為 

（伝統的な衣食住様式のしきたり） 

●生産技術 

（農作業方法や工芸技術） 

●空間の利用形態 

（集落形態、山河の利用方法） 

 

●祭礼神事 

（年中行事、人生儀礼） 

性別、年代、家族の立場による役割分担：親→子→孫 

 

職業ごとの技術者集団：親→後継者、親方→弟子 

 

班・組等の地縁組織等 

性別・年代など地域社会の中の立場による役割分担： 

親世代→子世代、先輩→後輩 

地縁氏子集団等 

性別・年代など地域社会の中の立場による役割分担： 

親世代→子世代、先輩→後輩 

様々な『伝統文化』の例 これまでの担い手と継承ルートの例 



●「ハレ」と「ケ」の『伝統文化』

農山漁村には、農林漁業の営みや季節の移

り変わりと共に、祭りなどの非日常の行事

「ハレ」と日常生活「ケ」が１年のうちにリズムを持

って繰り返されてきた長い歴史の中で培われて

きた伝統文化が、いろいろなところに見受けられ

ます。

「ハレ」としての現れ方で印象的なものは、“「ハ

レ」の舞台”と言われるような、祭り当日本番に行

われる芸能等ですが、さらに、その準備作業や

芸能・しきたりの指導等の数多くの裏方作業が存

在し、地域社会の多大な支援があって初めて成

り立っているのです。

日常の衣食住など生活全般に関わる「ケ」の部

分は、これまで地域の先人達が培ってきた農山

漁村における生活様式と生活手段そのものであ

り、目に見えない作法・技術等、一度失うと取り

戻すことが困難な地域資源です。
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『伝統文化』の捉え方

農山漁村における『伝統文化』は、農林漁業の営みや季節の移り変わりと共に、祭りなどの非日常行

事「ハレ」と日常生活「ケ」という生活リズム軸から把握することができます。さらに「有形」ー「無形」

という分類軸により具体的な地域の『伝統文化』を再認識することができますが、「ハレ」「有形」等の

見えやすい部分だけではなく、両軸表裏一体で捉えていく必要があります。

「有形」 「無形」 

非日常 
「ハレ」 

日常生活 
「ケ」 

金砂神社小祭礼 
の巫女田楽 
（茨城県金砂郷町） 

茅葺き屋根の 
葺き替え作業 

（岐阜県白川村） 

かっての宿場町大内宿を観光という「ハレ」の場に復活 
（福島県下郷町） 

地縁の班員による 
祭り早朝の旗立て作業 
（山形県山辺町） 

石垣作業 
（群馬県甘楽町） 

田麦俣多層民家 
（山形県朝日村） 

離島の石垣 
（長崎県宇久町） 

「ハレ（非日常）」－「ケ（日常）｣軸、｢有形（見えるもの）｣－「無形（見えないもの等）」軸による『伝統文化』の捉え方
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●有形｜無形の伝統文化

次に、伝統文化は有形｜無形という概念で

捉えることもできます。

例えば、茅葺き屋根の民家の美しい景観は、

周りの農山漁村環境とあいまって目に見える有

形の文化といえますが、その茅を葺き替える技

術や葺き替え作業のための地域社会の協力体

制があってこその文化です。この茅葺き技術や

葺き替え作業を地域社会が協力する「結（ゆい）」

等のしくみは、無形の文化ということができま

す。石垣等の建設技術も同様です。

●『伝統文化』を総体として捉える視点

レ」と「ケ」、有形と無形、すなわち伝

統文化とは、どちらか一方に偏るもの

ではなく、常に表裏一体であるということがで

きます。目に止まりやすい「ハレ」や有形の文化

の存在のみ伝えても、活用が伴わなければ次世

代に伝えていくことはできません。

農林漁業という生産空間、及び自然と共生し

ながら暮らしてきた居住空間、そしてそこで営

まれる行事やしきたり、しつらえ等を、「ハレ」

と「ケ」といった生活リズムで把握し、さらに、

有形｜無形の概念で捉え直すことにより、農山

漁村の地域社会に顕在化・潜在化している伝統

文化を再発見・再認識・再評価していくための

視点を得ることができます。

「ハレ(非日常)」と「ケ(日常)」の事例

「ハレ」の事例 〈行事（年中行事，人生儀礼）の中のしきたり・芸能〉

漁港の正月行事（千葉県鴨川市）
地域住民全員が参加する季節ごとの行事
は、地域社会の一体感を育み、次の日から
の『ケ』＝日常生活の暮らしに対し、メリハ
リをつけるための先人の知恵と言えます。

6年に一度の小祭礼田楽
（茨城県金砂郷町）
『ハレ』の舞台という主役
を演じるのは一生に一度、
ということも多い重要な役
割です。この役割をこなす
ことにより、主役を支えて
くれている地域社会の底
力を知ります。

「ケ」の事例 〈風俗（日常の衣食住）の中の工芸・技術など〉

多層民家の小屋組み（山形県朝日村） 深山和紙（冬の紙漉）（山形県白鷹町）

日常生活をより快適に送るための衣食住に関わる工夫や地場産業とし
ての加工品の技術等は、材料の生産、収穫や採取、その加工までを、気
候風土に合わせた地域固有の方法で行ってきました。特殊な技術はそ
の伝統的な継承のしきたりに従って、一部の後継者のみに伝えられ磨か
れ、芸術の域に達しているものも数多く存在します。しかしながら、伝

統的な継承のしきたりの印
象が強すぎる場合、あるい
は、ライフスタイルの変化
によりもはや普段の身近な
日常物ではなく、非日常の
『ハレ』としての存在価値と
なりつつあるものも増えて
います。

「ハ




