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戦後沖縄にみる地域の共同性とその継承に関する研究

―復興された集落とニュータウンの比較を通して―

宮崎　晴加

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

国内で唯一の地上戦が行われた沖縄では ,それまで歴

史を刻んできた集落は壊滅的な被害を受け ,戦後の生活

は米軍による民間収容所の中で始められた。現在にみら

れる集落は ,奇跡的ともいえるかたちで生き延びた人々

によって復興された ,新しい地域だといえる。一方沖縄

のニュータウンは ,日本に遅れ 1970 年頃から開発が始

まった。当然 ,ニュータウンも新しい地域である。

つまり,沖縄ではニュータウンだけでなく戦前からの

集落においても ,戦後新しく共同社会を創出しなければ

ならなかった。しかし現在の状況を見てみると,沖縄に

おける集落とニュータウンは ,いずれも豊かな地域空間

や地域社会を有しており,活発な地域活動がみられる。

本研究は ,戦後沖縄という特殊な状況における ,復興

された集落とニュータウンの地域形成過程を比較し ,地

域の共同性はどのように創造され ,また継承しうるもの

であるのか明らかにすることを目的としている。

1-2. 研究の視点

本研究では ,地域の共同性を①住空間と住生活 ,②地

域の共有空間 ,③社会組織の３つの視点から捉え ,空間

と営みの両面から考察を行う。

1-3. 対象地域の概要

研究対象とする仲間自治会行政区(以下仲間 )と茶山

自治会行政区(以下茶山団地 )は浦添市の中心に位置す

る(図 1)。仲間は古琉球から存在が確認される農村集

落で ,茶山団地はもともと仲間の村落域内に位置し ,麓

に田畑の広がる小高い山だった。1945 年 4 月 5日 ,沖

図 1　研究対象地の位置
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世帯数1,093世帯,人口2,915人※)を抱える仲

間は浦添市のほぼ中央,浦添城の麓に位置す

る。浦添間切の番所が置かれ,古くから政治

行政の中心地で「浦添の中の浦添」と称され

た。南斜面に位置し,背後にクサティ森と呼

ばれる緑地を擁する集落の立地形態は,沖縄

における伝統的な集落の典型といえる。

＜茶山団地＞

世帯数341世帯,人口930人※)を抱える茶山は,

仲間の南側に位置する。戦後,尚家がこの土

地を松本某氏に譲り,のち座波建設を経て琉

球土地住宅公社により土地付き分譲住宅地と

して計画され,今日の姿へと変貌した。当時

の住宅購入金額は約14000$だった。

※）平成 22 年 12 月末の統計データ（浦添市 HP より）

図 2　戦後における住宅構法の変遷　

 K邸（1975年建設,RC造平屋） 　　　　  H邸（1989年建設,RC造3階建てアパート）

　1940年生まれのH氏はK邸で生まれ育った。戦前の家族は祖母,父,母と兄弟7人で,母

屋南側のアシャギには長男が住んでいた。しかし戦争により全焼し,兄が集めた戦果で

茅葺きの木造住宅を自力建設,1975年には現在の住宅に建替えた。H氏は仕事の関係で

一旦仲間を離れるが1989年に戻り,固定資産税収入を見込みアパートを建設。現在その

一階で現在息子夫婦と同居しており,寝床以外の部屋は全て2世帯で共用している。

図 3　先祖代々仲間集落に住む H氏の住宅史

H邸外観K邸外観
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縄県は消滅し占領地となる。仲間は首里城防衛の最後の

拠点であったため激しい被害を被り,当時の人口 585 人

中 316 人 (54%)およそ半数の住民が犠牲となった。仲間

に設けられた収容所生活を経て ,その後土地の記憶を頼

りに復興が始まった。一方で茶山団地は ,1969 年に仲間

集落向かいの高台にて琉球土地住宅公社によって開発さ

れた最初の戸建てニュータウンである。

2. 住空間と住生活の継承

2-1. アシャギによる世代継承（仲間集落)

戦前の住宅は ,茅葺きの木造住宅が大半を占めてお

り,その生産は地域内の棟梁と地縁・血縁の相互扶助組

織による地域内で完結した仕組みだった。しかし ,第二

次世界大戦を経て ,1945 年の米国統治 ,1972 年の日本復

帰と社会的・政治的な激動期を迎え ,仲間における住宅

の材料や構法は急激に変化した。戦後からの住宅形式は

応急住宅としてのテントに始まり,その後は概ね図 2の

流れで捉えることができる。仲間の住宅は戦前の木造住

宅がそのまま継承されたわけではなく,社会的な流れに

沿ってダイナミックに変容してきたのである。

規格住宅(木造2×4) 初期木造住宅 木＋ CB 混構造住宅 RC 造住宅▽ ▽▽

米国による住宅不足解消

のための応急住宅。

仲間の棟梁による戦後初

期の木造住宅。

米軍と政府技術者により

50 年代に CB 産業が振興。

RC 住宅奨励策により 60

年代以降 RC 化が進行。
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G 氏は開発当時 ,琉球土地住宅公社の計画課

に所属しており,茶山の住宅設計に携わった人

物である。最大の目標は「安さ」であり,安価

でかつ沖縄の職人が米軍住宅建設の経験から

慣れている CBを採用したという。モデルルー

ムとして使用した住宅を 1971 年に 12500$ で購

入。当時はとても高い感じがしたという。しか

し畳はモルタル面に直敷き ,天井の高さや部屋

の広さにも限界を感じ ,3 人目の子どもが小学

校に上がる年 ,1982 年に建替えを行った。その

後 ,子どもたちは独立し、現在は夫婦二人暮ら

しであるが ,子どもたちは皆沖縄在住である。

2011 年の春からは長男の希望により長男家族

と同居予定である。現在の住宅に外階段を取り

付け、子ども部屋だった 2階にキッチン、風呂

を取り付け、2世帯住宅に改築する計画である。

図 5　K邸〈茶山団地〉

図 6　G邸〈茶山団地〉

図 7　仲間集落・茶山団地の年齢別人口構成グラフ

続いて ,個々の生活に視点を移す。図 3は先祖代々仲

間に住む H 氏の住宅史である。H 氏は RC 造平屋の K 邸

で生まれ育ち ,現在 1989 年建設の RC造３階建てアパー

ト H邸に住んでいる。K邸は 1975 年に建替えられたが ,

戦前の間取りや屋敷配置を踏襲しており,一番座 ,二番

座といった沖縄の伝統的間取りを有し ,母屋の南側に長

男の寝床としての「アシャギ」が位置している。アシャ

ギとは沖縄の伝統的住宅形式のひとつで ,母屋と独立し

た離れ空間を指す。用途は地域により異なるが ,仲間で

は新婚夫婦の居室や若者の寝床等に使われ ,多世帯が

住む仕組みを支える空間となっている。次に ,現在の H

邸の空間構成に着目すると,アパートの大家である H氏

の住む 1階には ,息子夫婦の寝床としての「アシャギ」

が組み込まれている。H 邸の空間構成は ,K 邸の多世帯

が住む仕組みを受け継いでいるのである。

仲間ではこのようにアシャギが組み込まれた住宅が多

い。沖縄特有の広さを活かした RCラーメン構造の 2階

が ,アシャギとして利用されている例もある。住宅の材

料や構法は戦後急激に変化したが ,その生活をみると ,

常に世代継承の仕組みとしての空間構成が踏襲されてき

たことが分かる。

2-2. マスハウジングと世代継承（茶山団地)

茶山団地は ,琉球土地住宅公社により開発された(図

4)。住宅の構造は CB 造で米式の影響を受け ,間取りは

当時の公団の影響を受けた核家族を住まわせる発想のも

のだった。茶山は沖縄で初めて家族の継承の仕組みが前

提にないマスハウジングが成立した住宅地なのである。

開発から 40 年が経った今 ,茶山団地での生活史を象

徴する二事例を挙げる(図 5，6)。K 氏 ,G 氏は共に開発

当初からの居住者で ,子どもの成長に従い ,K 邸は 2階

を増築 ,G 邸は RC 造壁式 2階建に建替えられた。どちら

も子ども達の独立後は夫婦二人暮らしである。K邸では

趣味を兼ね教室の増築も行い ,郊外住宅地ではよく見ら

れるように ,一見 ,一族としての生活は途切れたように

見える。しかし K氏の子ども達は那覇在住で週末は K邸

で過ごしており,G 邸にいたっては市内在住の長男夫婦

との同居のため ,2階の子ども部屋を転用した 2世帯住

宅への改築が予定されている。この転用は ,沖縄独特の

大規模なコンクリート住宅であるからこそ可能だった。

開発当初供給された住宅は 2世帯を養えるものではな

かったが ,同居あるいは近居という形で家族の住まい方

は継承されている。図 7からも ,ニュータウンとしては

珍しく入居第一世代の子世代にあたる年齢層にボリュー

ムがあり,第二世代が帰ってきている状況が伺える。

2-3. 住空間の現代化と世代継承の仕組み

仲間の住宅は,戦後の社会や生活様式の変容に伴い戦

前と全く異質な住宅へと変化した。しかし継承の仕組み

は住居のレベルで内包されており,現代化を伴いつつ家

族の暮らしはさも当たり前かのように継承されている。

茶山団地においても ,世代継承が前提にない住居にお

いて ,同居または近居という形で次の世代への継承の仕

組みが創造されている。住まい単位ではどちらも世代的

な再生産のリズムを見いだしてきたことがわかる。

3. 地域の共有空間の継承

3-1. 多様な共有空間の維持と更新（仲間集落）

仲間には地域内で共同利用されていた字有地が数多く

存在する（図 8）。純農村であった仲間にはサーターヤー

(製糖小屋 )と茅
カヤモー

毛 (茅場 )があり地域内で区分された

組により共同利用されていた。しかし ,農作業や家普請

のための互助共同が行われたこれらの空間は ,戦後その

緩い傾斜の屋根スラブをもつ CB 造住宅で、

構法的には外人住宅と同一である。当時の建設

会社が有していた CB 技術がそのまま採用され

た。間取りは公団から指導を受けており、和室

を有する 2種類の 3LDKとなっている。

ともに沖縄出身の K 夫妻は、1971 年に 3LDK

の平屋を購入。同年 3人目の子どもが生まれ、

家族 5 人での暮らしが茶山で始まった。1975

年には、子どもの成長に合わせて 2 階を増築

し、子ども部屋が設けられた。その後子どもた

ちは独立し、1988 年に 2階は夫の寝室に改装

した。同時に妻の夢であったお茶の教室を増築

している。現在は夫婦二人暮らしであるが、子

どもたちは那覇に在住している。52 10(m)0

図 4　建設当時(1971年 )の茶山団地

１階

２階

1970 年建設当時 2010 年 12 月

52 10(m)0
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図 8　仲間集落―〈復興された集落〉

図 9　仲間集落の拝
ウガンジュ

所

図 10　仲間自治会館の変遷

図 11　茶山団地―〈ニュータウン〉
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戦後三代目村屋ー仲間自治会館〈1983～2010年現在〉

必要性を失い ,新たに再生されることはなかった。

また仲間には拝
ウガンジュ

所と呼ばれる聖地が存在する(図9)。

拝
ウガンジュ

所を廻る農耕儀礼「村拝
ウガ

み」は祝
ノ ロ

女が途絶えた戦後も

自治会により続けられている。拝
ウガンジュ

所の多くは戦後の混乱

が落ち着いた頃 ,徐々に復興された。現在 ,多くの拝
ウガンジュ

所

が残る仲間は市の景観まちづくり計画における先導的モ

デルに指定され ,様々な整備が進んでいる。拝
ウガンジュ

所は地域

共同体の聖地としての意味を根強く残す一方 ,外部から

の再評価により現代的な価値が付加されてきた。

そして ,地域拠点として重要な役割を果たしてきたの

が今日の自治会館にあたる村
ムラヤー

屋である(図 10)。戦後 ,

居住許可が下りてまず着手されたのは ,住宅と村
ムラヤー

屋の建

設だった。住宅すらまともにない状況下でも建設される

ほど ,村
ムラヤー

屋は村の中核機能を荷う重要な位置づけがなさ

れていた。資材として米軍の廃棄した鉄パイプや上陸

用舟艇の床板等を共同で収集し ,1947 年にススキ葺の戦

後初代村
ムラヤー

屋を自力建設 ,村の復興が始まった。さらに恒

久建築計画を立て ,1957 年に CB 造陸屋根の二代目村
ムラヤー

屋

が完成した。1953 年から 19 年間は村
ムラヤー

屋で幼稚園も開設

され ,幼児保育の役割も担った。その後人口増加と社会

構造の進展に伴い ,1983 年に再び RC 造陸屋根の建物に

建替えられ ,敷地内の拝
ウガンジュ

所も併せて新築された。現在の

村
ムラヤー

屋の南側のシャッターを開け放すと,南面する広場と

風の抜ける一体的な空間の広がりを持つ。沖縄では ,多

くの村
ムラヤー

屋は広場と一対に設けられ ,仲間においても戦前

からその一対の空間構成はそのまま踏襲されてきた。

大きな 3本のガジュマルと拝
ウガンジュ

所に包まれたような現在の

村
ムラヤー

屋は ,村にとって常に必要な場所だった。そして ,そ

の空間構成は継承されながら ,各時代の条件の中で最善

の地域拠点を目指して創られ続けてきたのである。

3-2. 団地における村
ムラヤー

屋の再現（茶山団地）

茶山団地における共有空間は二つの公園と自治会集会

所のみである(図 11)。ここでも ,地域拠点となる集会

所新設のため住民による活発な働きかけが行われてきた

(図 12)。1970 年の茶山団地管理組合結成後 ,集会所の

必要性に迫られたが場所も資金もなく,住民の知人に貰

い受けた工事現場事務所を利用したのが初代集会所で

ある。集会所としては狭隘かつ不備で ,1980 年に二代目

が新設され ,その資金はほぼ住民の積立金と銀行からの

借入金で賄われた。建設用地は自治会の度重なる交渉の

結果 ,所有権を住宅公社から浦添市に移させ ,自治会の

使用を約束させた経緯をもつ北側の空地である。このよ

うに空地の確保に力を注いだのも ,茶山でも村
ムラヤー

屋のよう

な広場と一体化した集会所が求められたからであった。
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新しい伝統「エイサー」 

仲間青年会はメンバー約 50 名で ,16 歳から 46

歳まで様々な年代が所属している。旧盆の 3日間 ,

エイサーを踊りながら仲間の通りを練り歩く「道

ジュネー」が主な活動である。仲間には元々エイ

サーはなく、戦前までは綱引きが伝統行事だった。

子育てをめぐる地域のイベント 

1972 年から現在まで続いている夏祭り。80 年代

には班ごとに出店も出していた。1981,82 年には運

動会が ,1974 ～ 83 年まではバレー大会も班対抗で

行われた。1985 年位までは、班ごとにバスで海に

行って遊ぶビーチパーティーも盛んだったという。

第一世代の趣味サークル「茶
サ ラ バ ン ジ

羅蛮児紅
ク ラ ブ

楽部」

サークルの名は「今が青春真っ盛り」という意

味の方言に因む。曜日毎の担当者("泡盛のかっちゃ

ん "等 )による個々人の趣味に関する情報のメー

ル配信や ,赤い 褌
フンドシ

姿で海に入るお正月のイベン

ト,ボジョレーヌーヴォーを楽しむ会などを行う。

班で支えるお葬式 

故人の属する班の女性陣は炊き出しを行い ,男

性陣は墓掃除とテント張りを行う。自治会長が出

棺前日に町内放送を入れ ,出棺時刻が地域全域に

知らされる。受付から礼状返しまで班で協力する

ため ,故人の家族は何もする必要がないという。

40 代のある「模
モ ア イ

合」 
M 氏 (43 歳 )の模

モ ア イ

合は ,集落の幼馴染 ,高校の

部活,兄の模
モ ア イ

合の三つ。幼馴染の模
モ ア イ

合の場合は,2ヶ

月に一度決まった 6人で居酒屋に集まり ,近況や

昔話をする。飲み代とは別に毎回一人三千円徴収

し ,旅行資金として銀行口座に貯めている。

図13　仲間集落の世代間のつながり〈タテのつながり〉

図14　仲間集落の同世代のまとまり〈ヨコのまとまり〉

図15　茶山団地の第一世代のまとまり〈ヨコのまとまり〉

3-3. 維持される共有空間と変化する共有空間

地域の核となる村
ムラヤー

屋や集会所は ,両地域ともに常に重

要な位置づけにあり,地域の核として常に各時代におけ

る最善の空間が創造され続けてきた。

一方 ,仲間にかつて存在し ,生業や家の普請を支え ,

互助共同が行われた共有空間は,生活の近代化に伴い姿

を消した。また ,戦後再び再現され ,地域共同体により

継承されてきた聖なる空間は ,今日外部からの再評価に

よって ,新たな価値が付加されている。

4. 社会組織の継承

4-1. 同世代のまとまりと世代間のつながり(仲間集落）

昔は「組」の集まりが地域的なつながりの基本であっ

たという。組とはサーターヤーや茅利用の単位であると

ともに ,その他の行事や葬式の手伝いの単位で ,血縁に

より区分された。戦後は居住地割の「班」に再編成され

たが ,戦前の組の機能は班に受け継がれており,葬式の

手伝いまでもが踏襲されている(図 13)。

また ,戦前から住むお年寄りの活発な活動やまとまり

の強さは言うまでもないが ,比較的若い世代も「模
モ ア イ

合」

を中心とした地域内組織を形成している(図 14)。模
モ ア イ

合

とは ,沖縄における頼母子講の一種である。仲間では ,

比較的若い世代も親睦目的の模
モ ア イ

合を好み ,隣近所に住む

「集落の幼馴染」で模
モ ア イ

合を組織する傾向がみられる。

さらに近年の沖縄文化再評価の影響を受け ,15 年程前

には ,この幼馴染のつながりを基盤とした仲間の青年に

より,地域に新しい伝統「エイサー」が生みだされた。

4-2. 第一世代のまとまり（茶山団地）

茶山団地も居住地割の班により地域内が組織化されて

いる。入居当初は ,班対抗運動会やバレー大会 ,夏祭り

など活発な活動が多数行われており,子育てをめぐる社

会的なつながりが地域組織の基盤だった(図 15)。

しかし行事の多くは子育てという目標が一段落すると

消えてしまった。ところが茶山団地では今も豊かな地域

活動がみられる。図15下方の写真は第一世代の趣味サー

クルである。茶山の自治組織は彼らが中心となり,結成

当初から今日までその顔ぶれを変えず構成してきた。彼

らの子世代である第二世代は ,その数はいるものの ,ヨ

コのまとまりをまだ持ち得ていない状況であった。

4-3. 世代のまとまりと世代間の継承

仲間は集落が本来備えた生業の仕組みを失った。しか

し ,それらを支えた組織は世代を越えたタテのつながり

として脈々と続いており,現代化を伴いつつ同世代のヨ

コのまとまりも再生産されている。このタテとヨコの軸

を基盤として ,地域の共同性は多重に広がっている。

一方茶山団地では ,入居から 40 年が経った今でも ,

第一世代が地域の担い手であり,強い共同性をもつこの

ヨコのまとまりは今日も,活発な地域活動を促している。

5. まとめ

戦後灰燼と化した沖縄での生活は ,公共の支えも貧弱

な非常に過酷なもので ,人々の頼みの綱は地域の活力の

みであった。しかし ,それをもって直ちに特殊な社会的

局面が地域の共同性を育んだとは言い難い。その時時の

地域に起こる問題と人々の構成を前提条件として ,何ら

かの意思を持つ集団や空間を創りだすことで ,自立的か

つ相互扶助的な仕組みとして ,地域の共同性は育まれて

きた。集落とニュータウンいずれの地域においても地域

の共同性は今日的に創造されてきたのである。しかしこ

こには大きな差異もある。ニュータウンでは居住者の世

代が限定的で ,多様な地域空間を有していない。一方集

落では ,戦前の人やモノは実物としては継承されなかっ

たが,継承の仕組みを内包する地域社会や地域空間の構

造を頼りに ,新しい地域が蘇生されてきた。

ニュータウンでは現在第一世代の高齢化が問題である

が ,ある意味 ,継承の鍵を握る次世代の共同性を育む契

機ともなり得る。その時時の課題と関わる中で新たな共

同の仕組みが求められ ,それに繰り返し答え続けていく

ことが ,地域の継承につながるのではないだろうか。


