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1.　研究の背景と目的

　佐賀県南部の有明海沿岸地域に位置する福富地区は，

その殆どが干拓によって造成された。福富地区には散

居村が広く展開し，このような広大な散居村は，他の

有明海沿岸地域には存在しない。

　福富地区は白石平野上に位置しており，この平野一

帯の地域は排水不良の土地条件で，水源が不足してい

たこともあり，独自の農耕方法や水利用の仕組みを成

立させてきた。それらは単に生活を営むための技術で

あるだけではなく，村落の空間構成にも関わるもので

あったと考える。本研究では，居住者がどのように環

境に折り合いをつけて農業を営み，生活をしてきたの

か，その実態と共に，村落空間との対応関係を明らか

にすることを目的としている。

2.　対象地区の概要

　本研究では，対象地区の中でも，特に散居村が全域

的に展開している福富北区を調査対象としている。

　福富北区は，大正 5 年 (1916) に北区として行政上成

立した。その干拓は小規模干拓の集積により進められ，

その際築かれた小規模な土居を補強するような形で，

大規模な土居が築堤されている ( 図 1)。北区において

は，1570 年頃の「鐘松の土居」の築堤により土地の造

成が始まり，その後「櫨土居」が造られ，更に近世初

期に「五千間土居」が造られたことにより，土地が安

定していった。

3.　地域社会の構成と機能

3-1.　移住

　居住者はどこから，いつ移住してきたのか，ヒアリ

ングによって得られた情報を図 2 に示す。同じ福富地

区からの移住や白石地区，六角川を挟んだ対岸の江北

地区など，その出身はばらばらであることがわかる。

また，移住してきた居住者は，同じ出身のもの同士が

固まって居住するということはなく，集落内に分散し

ている。

3-2.　屋敷分布の変遷

　福富北区の屋敷数は，現在(2012時点)87軒であるが，

寛政 4年 (1792) の時点では 9軒であった (図 3)。

　明治 21 年 (1888) から昭和期の期間において，福富

北区では 119 軒もの宅地の痕跡が確認できる ( 図 4)。

宅地から田や畑への変化は集落内の西側に多く，田や

畑から宅地への変化は集落内の東側に多く起こってい

る。福富地区は干拓により西から東に向かって土地の

造成が進められ，その土地の安定の時期には差があっ

たと考えられる。また，この間に 2 軒の家が集落内を

屋敷移動していることが，ヒアリングにより確認でき

た。

　以上より，福富北区は出身を別にする人達が移住し

てきたことにより集落が形成されたが，その時期はば

らばらではなく，近世の終わりから近代の始め頃，あ

る程度同時期に移住が起こったと考えられる。その後，

社会構造と農業形態を通してみる散居村福富の空間特性

松下　藍子

六角川

櫨土居

五千間土居(松土居)

六千間土居

鐘松の土居
1570年

1570-1596年

1596～1643年

1644～1784年

有明海

居住地 土居 小干拓

福富北区

0 500 1000[m]

0 500 1000[m]

福富地区

上区

中区

下区

六府方区

白石地区

江北地区

築切

伊万里

更村

六角川

有明海
居住地

上区 中区

下区

白石地区

福富地区

江北地区

六府方区

築切

更村

福富北区

図 1　対象地区の小干拓の単位と土居 図 2　移住前の居住地
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集落外からの移住は落ち着いたが，土地の安定の時期

には差があったため，移住後の集落内における屋敷移

動があったのではないだろうか。

3-3.　本家と分家

　集落内の現在の本家分家関係に干拓の単位を重ねる

と，図 5 のようになる。本家に対する分家の方角はば

らばらであり，そこに傾向は見受けられない。一方，

本家分家関係は大規模な土居の中で閉じている。

3-4.　地縁組織の共同性

　集落内には「隣保班」や「組合」などと呼ばれる地

縁組織が存在し，行事や集まりを行ったり，労働力を

提供し合ったりとその関係性は深い。

　昭和 23 年 (1948) 時のミチと屋敷に地縁組織の所属

を重ねると，地縁組織は，小干拓の際に築かれた土居

がミチ (R1) となり，更にそこから屋敷を結ぶミチ (R2)

が延び，それらに沿って組まれているということがわ

かる (図 6)。

4.　農業からみる村落の空間構成

4-1.　農業と栽培作物の変遷

　福富地区では，古くから裏作期に高畝栽培が行われ

ていた。一度水が溜まると乾きにくい湿田であること

を利用し，裏作期に人力で畝を高く積み上げ，その畝

と畝との間に水を溜めて表作の稲作に利用する，とい

うのがこの地域での高畝栽培の目的であった。高畝に

は豆や麦が蒔かれたが，その収穫自体が主な目的では

なかった。大正期になると，ここの土壌に合ったレン

コン栽培が始まるようになり，更に昭和 28 年 (1953)

から始まった土地改良 1) で乾田化したことにより，高

畝栽培は消滅し，機械を使った農作業が可能となり，

図 4　明治期から昭和期の屋敷分布

図 5　本家分家関係 図 6　地縁組織の所属

裏作による収入を目的としたタマネギ栽培が行われる

ようになった。

4-2.　土地利用

　村落空間は土地改良により大きく変容した。農地が

集約化され，水路が通り，道は碁盤目状に通った。

　土地改良前の村落空間を米軍陸軍撮影の空中写真

(1948) とそれによる地形図，空中写真 (1962)，字図

(1888)，ヒアリングを元に復原すると図 7 のようにな

る。

図 3　寛政期の屋敷分布
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1) ミチ

　土居が畝となりミチとなり，そこから更に屋敷をつ

なぐミチが延びている。粘土質の土壌であるためミチ

はぬかるんでおり，幅は狭く，リヤカーが通ることが

できるくらいであったという。大規模な土居は，土地

改良前の時点では村落内に高く残っており，「向こう側

の家が見えなかった」というぐらい高かった。小干拓

の土居は，少し小高い畝のように村落内に部分的に残っ

ており，そこには豆や麦が蒔かれていた。

2) 島状の畝

　村落内には島状の畝が所々にあり，そこには豆や麦

が蒔かれていた。これは，農地をできるだけ低くする

ことで，裏作期の高畝栽培の際に水をより溜めること

ができるように，農地の土を掘り上げて一か所に集め

たものであった 2)。このような島状の畝が，自分の農

地と他人の農地との境界にあったという話も聞かれた。

3) 農地

　土地改良前は農地で作られている作物は，表作の米

と裏作の麦や豆が殆どで，農地 1枚の大きさは小さかっ

た。六角川沿いは特に排水が悪く，その辺りの農地に

はレンコンを栽培していることが多かったという。

4) ホリとユドネ

　ホリは雨水の溜池で，土地改良前は殆どの家が自分

のホリを所有し，そこに溜まった雨水を農業用水や生

活用水として利用していた。村落内には一面にホリが

分散し，その大きさや屋敷との位置関係は様々で，「生

活用と農業用のホリを持っていた」という居住者もお

り，その数も様々である。

　ユドネは生活排水を流す溜めであり，必ず家の裏に

あった。土を掘っただけの小さなものもあれば，レン

コン畑をユドネとして利用している場合もあった。レ

ンコンは，排水を浄化する役割を果たしていたという。

4-3.　水利用の仕組み

　土地改良前は，ホリに溜まった雨水を自分の農地に

送り，湿田のため排水はできず，その水はそのまま自

分の農地に溜まっていた。生活用水に関してもホリか

ら水を得て，排水はいったんユドネに流れ，そのまま

そこに溜まるか，溢れて周囲の自分の農地に流れてい

き，そこに溜まっていた。

　これらのことより，福富地区では高畝栽培とホリ・

ユドネにより，給水においてはホリに溜まった雨水を

使い，排水は最終的に自分の農地で処理する，という

自立した仕組みが成り立っていたということがいえる。

4-4.　農業の営まれ方

図7　土地改良前の村落空間
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　農家は小規模経営であったと考えられる。高畝栽培

が重労働であり，基本的には家族で農作業をしており

耕作可能面積には限界があった。また，ホリという給

水源が十分に農地の水を賄えるものではなく，農地自

体の水保ちとで何とかやりくりしていたことがある。

　農家は，自分の家の周りに農地を必ず所有している

が，離れた場所にも所有している場合があった。基本

的に自分のホリを所有し給水していたが，必ずしもそ

うではなく，離れた場所にある農地の給水にはホリを

共同で使用する場合があった。そのようなホリは，所

有者ではなく，農地の領域で賄う範囲が決まっていた。

重要なのは，水が「流れない」ということが，農地の

所有を 1 か所に集中させたり分散させたりすることを

決定しないということである。

　農地に積み上げられた島状の畝が，自分の農地と他

人の農地との境界にあったというのは，必ずしも全て

の居住者の農地の境界にあったわけではなく，より水

を逃さず溜めるために，自分の農地を囲むように畝を

積み上げた結果としてそうなったのであろう。

5.　家単位の空間構成と利用

　ヒアリングとこれまでの分析から，M 家を例に家単

位の空間構成と利用について具体的にみていく。

5-1.　M 家の概要

　M 家は代々農家であり，移住してきてから現在の家

主で 6,7 代目となる。M 家の主屋はクド造り 3) で，建

設年代は 100 年以上前であるという。主屋にはニワン

カと呼ばれるドマ空間があり，その後ろにはダイドコ

ロがある (図 8)。

5-2.　空間構成と利用の変遷

　家主は現在ビニールハウスでの花の栽培を主に営ん

でいる。ザグラと呼ばれる農機具小屋は，約 40 年前に

建設され，1 階を農業用，2 階を居室として利用してい

る。タマネギ小屋は，家主の父がタマネギ栽培を営ん

でおり，約 50 年前に建設されたという。

　家主の祖父の代における屋敷周辺の空間構成と利用

は，図 9 のようになる。主屋東側には藁細工を置く小

さな小屋があり，その裏には豚小屋があった。高畝栽

培による裏作の収入はそれほどなかったため，藁細工

や養豚を副業として営んでいた。主屋正面の前庭は広

く，ホカイマと呼ばれ，稲刈り後に籾を干す場となっ

ていた。屋敷の周囲に農地を所有しており，2 つのホ

リからその水を得ていたと考えられる。ホリからは水

車を踏んで水を揚げ，屋敷周囲の農地に送っていた。

主屋裏側にはレンコン畑が広がり，ダイドコロや風呂

場からの生活排水を流し，雨樋の下に設置されていた

水ガメには，雨水を溜めて飲み水として利用していた。

6.　まとめ

　散居村福富の村落空間の中に見出せたのは，居住者

による絶え間ない営みの積み重ねであった。

　散居村福富は，小規模干拓の集積によってその土地

が形成され，干拓地の特徴ともいえる旧土居上の屋敷

立地はここでは成立しなかった。その一方で，旧土居

がミチとして利用されることで，居住者が干拓地で共

同性を獲得していく上での根拠となっていた。

　また，ここの特性としてあげられるのが，農業の営

みである。普通水の利用においては共同体の中で制約

が働くが，ここにはそれが存在しない。それは，農村

において重要な土壌や水における初期条件としての制

約があまりに強く，高畝栽培やホリによる不安定な農

業形態をとらざるを得ず，その結果であったのだとい

える。

　有明海沿岸地域の他の集落にはみられない散居村と

いう村落形態も，この場所の農業の営みを通してなり

得たものなのである。

1) 福富地区では昭和 28 年 (1953) から福富村土地改良区事業が始まった。これにより，

乾田化が進み，農地の交換分合が行われた。また，用排水路や道路の整備が行われ，上

流の溜池からの導水路が集落内を通るようになった。また，昭和 54 年 (1979) からは国

営筑後川下流域土地改良事業と併行して，圃場整備事業が行われており，さらなる農地

の集約化と用排水施設の整備が行われている。

2) 有明町史編集委員会：『有明町の民俗　第二集』，有明町教育委員会，1994

3) クド造りとは，草葺きの屋根を上から見た形が竈のようにコの字型をした民家であ

り，おもに佐賀平野を中心に分布している。

図 8　M家の現在の屋敷配置図

図 9　M家の屋敷周辺復原図
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