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１、調査の目的 
   
地域芸能は、地域社会に深く根ざし、節季の祭礼や諸行事など日々の暮らしの一部とし

て、時には変化や中断を経ながらも脈々と伝承されてきた。東日本大震災後の厳しい生活

環境の中でも、多くの地域芸能がいち早く復活し、被災者の心を癒すと共に、復興への活

力を生み出す一助となった。 
その一方、平成２８年度実施のアンケート調査（１９８団体回答、回答率６４．５％）

によれば、地域芸能を伝承する団体の多くが、担い手の高齢化や減少、活動資金の不足な

ど共通の課題を抱えている。 
地域芸能の存続に向けた支援策を検討するため、伝承する団体に共通する課題や取り組

みについて、より詳細な調査を実施した。 
なお、本調査報告書では、一般に「民俗芸能」「郷土芸能」と呼称されるものも含め、「地

域芸能」と統一して表記した。 
 
 

２、調査方法 
 
各団体の現状や課題への取り組みについて、その内容をより具体的に把握するため、ヒ

アリングによる現地調査を行った。ヒアリングを効率的に行うためには、東北の地域文化、

特に地域芸能に関する専門的知見を必要とすることから、これらを有する「縦糸横糸合同

会社」の協力を得て、同社代表の小岩秀太郎氏にインタビュアーと、インタビュー結果の

分析検討を依頼した。 
インタビューに際しては、可能な限り練習時間に合わせて訪問し、練習状況の他、衣装

や道具類についても記録することとした。また、できるだけ多くの関係者に取材し、代表

者だけでなく多世代の声を聴くことで、課題や今後の展望について様々な視点からの意見

を集約するようにした。 
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３、調査対象の選定 
    

アンケート調査に回答を頂いた団体を４圏域（仙南圏、仙台都市圏、大崎／栗原／登米、

石巻／気仙沼圏）に分け、地域バランスの他に、抱えている課題や取り組みの状況、被災

の有無、個別団体と協議会の別等を考慮して１２団体を抽出し、そのうち承諾を得られた

下記の８団体にヒアリングを行った。 
 

 
  

圏域 団体名 所在 ジャンル 特徴

仙南圏 榊流大町神楽継承会
さかきりゅうおおまちかぐらけいしょうかい

白石市 十二座神楽 練習が多く、若手も多い。

長袋
ながふくろ

の田植踊保存会
たうえおどりほぞんかい

仙台市太白区秋保 田植踊 学校活動を行っている。

熊野堂十二神鹿踊
くまのどうじゅうにじんししおどり

保存
ほぞ ん

会
かい

名取市 鹿踊 練習の回数の割には出演が少ない。

城生野神楽
じ ょ う の か ぐ ら

栗原市築館 南部神楽 地域、家族などの参加率が高い。

登米市民俗芸能協会
とめしみんぞ くげ いの うき ょう かい

登米市中田 連絡協議会
ネットワーク組織として、毎年芸能大会を
開催している。

大室南部神楽
お お むろ なん ぶかぐ ら

保存
ほぞ ん

会
かい

石巻市北上 南部神楽
被災からの復興。支援にあたり芸能に関
わる人だけではない繋がりを形成し、現
在も活動中。

女
おながわちょう

川町獅子振
ししふり

り復興
ふっこう

協議会
きょうぎかい

女川町
獅子舞・

連絡協議会
被災からの復興。記録アーカイブや公演
を継続開催している。

松圃虎舞
まつばたけとらまい

保存
ほぞ ん

会
かい

気仙沼市唐桑 虎舞
被災からの復興。稽古場の問題などを抱
える。

仙台都市圏

大崎／栗原／登米圏

石巻／気仙沼圏
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４、調査結果と課題 
    

地域芸能（郷土芸能）は、その地域の自然環境や生業に依拠した住民達によって行われ

る歌や踊りのことである。地域に生まれ育ったものとして、末長くその地で生き、次代の

幸福やより良い生活までを願って、先人達は芸能を演じてきた。地域芸能には、先人達の

知恵や工夫、体験、芸術的なセンス等、大切な精神が込められており、地域に生きる私達

にとって地域芸能を見つめ直すことは、地域活性化や崩壊しつつあるコミュニティの建て

直しのヒントを指し示してくれるものとなろう。 
東北地方は地域芸能（郷土芸能）の宝庫と言われる。豊かな自然を背景に、一次産業も

根強く残っており、地域芸能もそうした地域に多数伝わっていることが多いからである。

その中で、宮城県は東北随一の大都市仙台市を抱え、東北の経済・流通・情報等の中心に

ありながら、農山漁村地域もあり、やはり地域芸能も多数保存・継承されている。しかし、

多くの地域が、生業（漁業や農業等）が現代の暮らしとマッチしていないことから、地域

住民、主に若者達が都市部へ流出し、過疎・少子高齢化を招き、担い手不足、財政難等と

いった問題に見舞われているのも現実である。 
宮城県の地域芸能は、宮城特有、発祥のものも多く、そうしたプライドが末長い強固な

継承へと繋がっており、また、東日本大震災で被災した芸能の復活は、地域コミュニティ

の再生に大きな役割を果たした。学校での地域芸能伝承の取り組み、地域芸能の協議会設

置によるネットワーク形成等、県内のみならず、全国の地域芸能が抱える課題解決の参考

になる事例や取り組みも多く、以下に本調査における課題や対応策等、詳細を記す。 
 
◎課題と対策の事例 

1. 少子化 
 「長袋の田植踊保存会」（仙台市）では、小学校の総合学習の授業を活用して継承活

動を行っている。これは校長先生の一言で始まったそうだが、秋保町全体の少子化の影

響で児童数も減っており、長袋の町内に住んでいる子どもに限定していた踊り手を、小

学校の学区単位に拡大して、なんとか確保している状態である。とはいえ、「長袋の田

植踊」の踊り子は未成年女子であるということから、幼少時より田植踊という芸能に違

和感なく触れる機会が多く、後輩の子ども達へ先輩である中高生が教えるという世代間

交流ができている。現に調査時もまだ踊り子になれない幼児も見学しながら、先輩達の

踊りを真似する光景が見られた。 
「城生野神楽」（栗原市）も小学校で、「神楽クラブ」という形で教えているが、ここ

も少子化によって学校が統合され、結果、学区外の子ども達まで門戸を広げる形になっ

た。 
小さな頃から地域芸能に触れさせる試みは、今回聞き取り調査をした全団体で実施さ
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れていたが、多くの団体で、「中学生になると来なくなる」という声が聞かれた。理由

として部活や受験勉強が忙しいとのことだが、その一方で、子ども時代に地域芸能に触

れるきっかけがあったことで、大人になってから再び戻ってくるという事例も多かった。

「大室南部神楽保存会」（石巻市）は震災をきっかけに地区を離れた若者達が戻ってき

て再開、「榊流大町神楽継承会」（白石市）では４名の若手が昨年入会した。「城生野神

楽」では、中学校でも辞めずに現在まで続けている若手がおり、こういう存在や雰囲気

が外に見えると新規の人が足を踏み入れやすいのだろう。 
 
2. 高齢化・後継者不足 

「大室南部神楽保存会」は、指導者の高齢化や資金不足により 15 年ほど休止してい

た。「熊野堂十二神鹿踊保存会」（名取市）では、笛役の方が亡くなったことで、現在

は不在、音源を使っているが、後継者育成が難しい。この「笛」の問題は他の団体に

も多く、「登米市民俗芸能協会」（登米市）では、協会の事務局員が数団体の笛の掛け

持ちをしている。「長袋の田植踊保存会」でも笛や歌の囃子の後継者、指導者の後継

者の育成が急務であるという。「松圃虎舞保存会」（気仙沼市）は、梯子虎舞といって

虎と虎をあやす者が梯子を登るという芸態のものであるが、梯子登りは危険なので後

継者が限られる。虎頭も神聖なもので簡単には触れず、さらに練習用の虎頭の持ち主

が練習に来ないために、虎の練習ができない状態が長く続いており後継者の育成が心

配される。 
また後継者になれるのは、男性のみ、集落内のみ、氏子のみ等の縛りがあることが

多いが、今回ヒアリングした団体のほぼ全てが、継承を続けるために、地区外や学区

外、男女不問、移住者等へも門戸を広げる方針を打ち出している。特に「松圃虎舞保

存会」では、慢性的な後継者不足、若者不足への対応策として、学校（中学校）にお

ける継承活動に加え、若手指導者が中心になって虎舞からヒントを得た和太鼓チーム

を発足させたことで、若者達が「地域芸能」「民俗芸能」としての「虎舞」と、和太

鼓の両面からの「地域芸能」といった、２視点の関わり方を提示している。それによ

って、参加者の幅が広がっており、若者達を中心に積極的な練習参加の姿が見られた。

さらに、当地も被災地であり、震災後に多くのボランティアや地域おこし協力隊の移

住を受け入れた地域である。そのため、若い移住者達も中学生に混じって練習に参加

しており、活気があった。 
後継者不足は演者だけではない。「榊流大町神楽継承会」では、衣裳の繕い手が不足

しており、維持管理が困難であるという。また、「登米市民俗芸能協会」は、大会の

運営や地域芸能団体の取りまとめ事務等を担っているが、地域芸能を取り扱うための

専門的な知識を要するため、今後の後継者探しと育成が急務である。 
さらに、青年団・契約講・実業団等、地域活動と自治をスムーズに遂行し、団結力

を生み、コミュニティを強化するための組織がそのまま、地域芸能の担い手・後継者
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に繋がっていた時代があったが、現在はこのような組織は弱体化の一途を辿っており、

後継者の供給源が停滞している状態である。 
 

3. 活動資金 
いかなる芸能団体も、衣裳や道具の製作、練習や集まりにおける飲食や交通費、通

信費、会の運営等に費用がかかっている。運営資金の収入のほとんどは、祭りやイベ

ントへの出演料で賄われているが、衣裳や道具の購入や補修は高額なものが多いため、

助成金や補助金が使われることが多い。しかしながら、助成金の情報が回って来ない

ことも多く、情報をいかにキャッチするかが課題となっている。 
 

4. 練習場所・道具保管場所の確保 
多くの団体は、練習場所を地区の集会所やコミュニティセンターといった公共施設

（大室南部神楽保存会：町交流センター、長袋の田植踊保存会：集会所、城生野神楽：

公民館、榊流大町神楽継承会：公民館）や学校（松圃虎舞保存会）、神社社務所（熊

野堂十二神鹿踊保存会）を確保している。 
しかし、「松圃虎舞保存会」はそもそも学校ではなく、地区の集会所が練習場であっ

たが、引っ越してきた新規住民から楽器・囃子の音に対するクレームがあり、やむな

く練習場所を変更している。集会所には道具類等を保管しており、また飲食も可能だ

ったので何かと利便性が高く、交流や伝承へのモチベーションも醸成されやすかった

が、現在の学校体育館は利用の時間や飲食に制限があるため、伝承のあり方に大きな

影を落としそうだ。 
また、「女川町獅子振り復興協議会」を構成する獅子振りは、震災前までそれが伝わ

る地区ごとの集会所で練習をしていたが、震災後は集会所も仮設になり、広さが足り

ないようだ。しかし、震災前は神社に保管していた獅子頭や太鼓は、新しい集会所が

続々できているので、そこに保管することになる。新集会所には消防車両の格納庫も

あり、地区住民やモノの拠り所となっており、新たなコミュニティ拠点として活用さ

れている。 
 

5. 出演・公演における課題 
出演機会や場所があることで、継承へのモチベーションを保っている団体が多かっ

た。「女川町獅子振り復興協議会」は、当初は震災被災に係る支援金を出し入れする

ための団体であったが、支援への感謝という意味で披露会を 2013 年から開催、1 回

目は 14 団体が集まった。その後毎年開催されており、女川の復興のシンボルになっ

ている。 
「城生野神楽」では、かつて 9 月〜10 月で 46 回もの公演があり、その多くが秋祭

りでの披露だった。祭りは時間の制限が厳しくなく、様々な演目に取り組むことがで
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き、演目の継承に繋がる。「榊流大町神楽継承会」も、発表の場があることが練習回

数を増やすきっかけになるという。 
また、「大室南部神楽保存会」、「城生野神楽」は、岩手県・宮城県に広く伝わる「南

部神楽」の系統で、この神楽は各地で競演大会が盛んに行われている。ここでは、賞

を取るための技術（テクニック）が重要視され、儀礼や本質、それぞれの地域の特色

が失われている・変容しているという声もある。 
さらに、地域芸能に関する大会は、時間の制限があり短縮・省略した演目が披露さ

れることが多く、本来の演目を披露する機会が少なくなっている。すると、前後脈絡

のない演目内容になることもあり、地域芸能を難解にする一因となっていると考えら

れる。 
一方、「城生野神楽」では、劇的で派手な演目よりも、より儀式に近い伝統的な演

目を観たい人が増えているというニーズの変化をキャッチし、若手を中心に儀式的な

演目の強化、復活に努めている。 
 

6. 情報の所在 
東日本大震災時、団体活動の継続が困難な状態を乗り越え再開する際に、必要な道

具や、その専門店・業者、職人等の連絡先や復元に必要な記録等の情報をデータで

管理しておく必要性を感じた（大室南部神楽保存会）。「女川町獅子振り復興協議会」

では、震災前に町内の獅子頭等の記録調査を実施しており、台帳にしていたが流出。

しかし、そのデータが残っていたため、迅速な復元に役立った。 
また、自治体文化財担当部署が取りまとめている助成金等の情報が、十分に提供さ

れていないという声もあった（大室南部神楽保存会、城生野神楽）。一方で、「登米

市民俗芸能協議会」はこれら情報を、市の担当部局と協力しあって一括管理して、

所属団体の要望に合わせた提供・提案を行っている。しかし事務局は専業ではない

ため、個人の負担が多く、さらに財源も少ないことから、運営管理に苦労している。 
 

7. 児童・生徒への展開 
学校等において、小中学生用に芸能を再編成して教えるという取り組みも多々見ら

れるが、「子ども専用の踊りである」と捉えられることから、中学を卒業した後続け

ない、基礎がなく中途半端な型が身についてしまう等、本来の姿を学ぶ機会を無くし

ている。 
また、「長袋の田植踊保存会」では、学校の先生が音源（CD）を使用して、独自に

継承活動をしており、学校と保存会の協力体制は特にないという。 
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５、今後の対応策 
これまでみてきた事例を踏まえ、伝承団体と行政サイドに向けた支援・対応策を整

理・考察する。 
 
◎伝承団体に推奨する対策 
特に大きな課題は、少子高齢化・後継者の不足である。この対応策の一つとして、

これまでの慣例を現代のライフスタイルに合わせて柔軟に解釈し、門戸を広げるこ

とである。現状、どこの地域も少子高齢化、過疎化の波は止まらず、学校も統廃合

が進んでいる。加えて市町村合併によって、かつての地域名も曖昧になりつつある。

それぞれの地域を比較し、その特性を互いに知りながら、一つの地域で暮らしてい

くことを学ぶためのヒントが地域芸能には詰め込まれている。男女、学区、新住民

等へと継承者の枠を広げ、地域の未来を一緒に考えていく姿勢が大切であろう。 
 また、かつての同級生、同窓生等、若くして離れていってしまった人達をいつ、

どのように引き込むか、声をかけるか、という点も大切にしたい。これまでの伝承

者が会に入った理由を見てみると、「30 代になって地域のための活動をしなければな

らなくなった」とか「太鼓の音が聞こえて覗きに行った」といったように、幼少期

に経験した地域芸能の記憶は必ずやどこかに残っていて、憧れや責任を果たしたい、

という人達が実は多い。また、団塊の世代より前の人達は、地域活動に参加してこ

なかった負い目や、地元に残れなかった次男であれば、長男しかできなかった芸能

への憧れというものが、定年を迎え、また震災で出身地を考えさせられた人達にと

って、地元・故郷への回帰を生み出しており、そこにかつて皆で習った地域芸能が

共通の思い出として繋ぎ役になると考えられる。こうした人達が、ふらりと祭りや

練習会場、あるいは町で見かけたら「今度練習があるから」と一言声をかけてみる

ことが、一歩踏み出すきっかけともなる。できれば同世代を２〜３人同時に入れる

ことで、長続きと、スムーズな世代交代を生み出すことができる。 
 「憧れ」の存在になることも大事だ。先輩が自信を持って踊りを踊っていれば、

後輩達は踊りもそうだが、それを演じている先輩の人柄そのものに憧れ、後継者へ

と繋がっていく。「地域芸能は古くさい」「意味がわからない」、とマイナスイメージ

先行で続けていたら後継者はついてこない。 
 東日本大震災では、地域固有の文化である地域芸能に注目が集まった。それまで

ひっそりと地域の一部で行われていた芸能が、地域内外の公演やメディアに露出す

る機会が増えたことで、自らの活動への充実感や達成感を覚え、生きがい創出に繋

がっている。また、他地区の団体、震災ボランティアや地域おこし協力隊、学生や

観光客等と交流することで、担い手や地域住民は、地域芸能の価値や魅力を再認識

し、伝承意識の向上へと繋がっている。 
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 これに関連して、インターネットでの SNS 発信も活用したい。特に移住者や地域

おこし協力隊といった、他所者の視点は、地域住民が気づかなかった資源の掘り起

こしと編集、活用の提案が期待できる。またインターネットを活用した告知や広報

のノウハウを持っていることが多く、練習見学や取材から声をかけてみることも試

す価値はある。 
 練習会場に関しては、やはりそれぞれの地区の公共施設が望ましいが、最近は近

隣住民とのトラブルも見受けられる。住民に理解してもらうために、その地域の歴

史や由来、芸能の成り立ち等を知り、一般に広く伝えていくことも重要である。 
 また、練習における飲食の時間は、世代間交流を促進し、また記憶に深く残るも

のなので、是非奨励したい。 
出演の機会が多くあることが、継承へのモチベーションに繋がることは事例からも

確認できた。元々、地域の寺社仏閣等限られた場所での、閉じられた祭礼で行われて

きたものが多く、鑑賞の機会は限られていた。しかし、民俗芸能大会や観光系・物産

系イベント等への地域芸能の出演はますます増えている。ただし、現在の傾向として、

単なる「鑑賞会」だけでなく、より深い「体験」「学び」を求める客層も増えてきた

ように感じる。娯楽的側面だけでなく、地域芸能が本来持っていた「儀礼」「しきた

り」といった部分への関心である。ただ、これらをそのまま舞台へ載せるというのは

ナーバスな問題でもあるので、上演内容についての交渉は専門家を入れてきちんと説

明をするべきである。これは公演時間の短縮や演目における省略についても同じであ

る。また、上演に際して、映像の活用や分かりやすい説明等、背景や地域の状況を舞

台で知ってもらう演出・工夫も現代の技術では可能であろう。 
 学校での取り組みついて、地域芸能を総合学習の時間で取り組む事例もあり、地域

の文化や資源に興味を持っている児童、生徒も見られた。授業内で、地域資源に触れ、

自らの地域について自信を持って語ることができる人材を育成するための、地域芸能

の活用は推奨できよう。 
 これらを進めるにあたり、学校の先生や PTA、地域住民の協力が不可欠であり、理

解を高めるための個別インリーチの時間が必要であろう。 
 活動資金や情報の所在に関しては、自治体の生涯学習課や文化財担当に問い合わ

せるのが、最も早い。あるいは、登米市や女川町のような各自治体内での「連絡協

議会」の設立をぜひ検討したい。 
 ネットワーク組織である「連絡協議会」は、自治体に頼らないスムーズで自主的

な企画運営、助成金情報の提供や取りまとめ、団体間の課題、イベントの運営実行

等、情報を一括して取りまとめることができる。有名な団体だけでなく、出演情報

や機会を平等に分配するといったフィルターもかけることもできる。ただし、この

事務作業を行える人材は、事務能力だけでなく、地域芸能の伝承者側の事情への理

解と地域芸能の専門的な広い知識も必要となる。そのため、登米市民俗芸能協会が
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開催している「研修」「見学」という人材育成の取り組みも必要となろう。 
 地域芸能の変容も大きな問題である。舞台公演や学校での伝承活動において、保

存団体が伝えてきた本来の意義や意図とは異なる演出や練習が行われている事例も

確認された。また、道具類に取り扱いや製作においても、作り手やノウハウが正し

く伝えられていない現状も見受けられた。そもそも地域芸能は、地域住民のニーズ

やライフスタイルに合わせて変容していくものであったとは思うが、現代は映像や

音声による記録アーカイブ、データ化等も容易であるので、上手に活用したい。 
 
◎行政サイドに望む支援策（発表機会の提供、地域活性化への活用 等） 
行政に望む声として最も多かったのが、助成金や補助金等の情報の提供である。広

域合併前は、各自治体の担当部署との距離が近く、また公民館等の担当者が、地域芸

能を地域コミュニティの育成や地域活性化に役立つコンテンツとして認識し、積極的

に保存団体と関わっていたようだ。 
一般に、保存団体の構成員は農家や会社勤め等が多く、地域芸能に専属的に関わる

ことは不可能である。助成金や補助金の情報の獲得、申請書の書き方や手続きの仕方

等、不慣れなことも多く、有効に活用できないことが多い。行政の文化財や生涯学習

担当者には、管内の地域芸能団体に対して、情報提供及び公聴会や研修会等を開催す

ることを提言したい。 
また上述のように、地域芸能は今や、地域コミュニティの育成や地域活性化に役立

つコンテンツとして、あるいは地域固有の文化資源・芸術文化としても注目され、観

光面での活用も期待される。これまで、主に教育委員会の文化財セクションでの催し

物が多かったが、例えば岩手県で毎年開催されている「三陸国際芸術祭」（NPO 法人

ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワークが２０１４年から主催している、

三陸地方の地域芸能とコンテンポラリーダンスが多数出演するフェスティバル）のよ

うに、地域資源や芸術文化の側面から地域芸能を捉え直した催し物や、やはり岩手県

で平成２９年度に実施された「訪日外国人向け伝統文化鑑賞・体験プログラム開発事

業」のような、地域芸能のインバウンド活用・対策等、観光面での活用が進められて

いる。 
活用にあたっては、いつ・どこで・何が行われているのかを周知するためのインタ

ーネット等による情報窓口やガイドブック（多言語対応・分かりやすい等）の準備が

まず必要になろう。そのためには、県内の地域芸能の所在地や連絡先等の基礎データ

の収集や、保存団体に対する現地調査やきめ細やかなケアが不可欠である。 
 こうした情報の収集には、やはり自治体ごとの「協議会」「連合会」のようなネッ

トワーク組織があるとよい。登米市民俗芸能協会は民間の団体であるが、元々公民館

に勤めていた方が事務局を務め、現在も行政と良い距離感で「登米市民俗芸能大会」

の運営や、保存団体へのアンケート調査を積極的に行っている。また、「女川町獅子
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振り復興協議会」は、そもそも東日本大震災後に、「獅子振り」の復活に係る支援金

の出し入れをするために作られた協議会であるが、現在は毎年女川町内に多数伝わる

獅子振りが一堂に会するイベントを実施している。事務局は、元々生涯学習課で文化

財等を担当していた方で、震災前から地域芸能が、「地域のため、コミュニティ形成

のため」になることを理解しており、「コミュニティの育成」「地域の役に立つ」地域

芸能として、教育委員会や生涯学習課が取り組むべきものだと語っている。 
 分かりづらい地域芸能の世界の理解を促進するためにも、自治体担当者向けの研修

や研究会といったインリーチ・アウトリーチ等を、専門家や研究者、本調査の事例等

とともに実施することも一案である。 
 また、地域芸能の後継者育成は急務であり、教育委員会や生涯学習課を主軸として、

学校における地域芸能や地域文化の伝承についての教育プログラムの展開も望まれ

る。「登米市民俗芸能協会」は、後継者育成のために小学校や高校で「地域芸能部」

を創設することを提案している。そのためには、保存団体の体制の整備並びに自治体

の予算を活用した継続的な取組とせねばならない。 
 行政主導の民俗芸能の公演は「発表会」だけで終わってしまうことが多いが、後継

者育成に重点を置いた「こども民俗芸能大会」や、子ども達が芸能に触れる機会・鑑

賞会等の提供を望む。 
 同じく公演で言うならば、やはり「登米市民俗芸能協会」から、宮城県が実施する

「民俗芸能大会」を希望する声があった。現状宮城県では、市町村の民俗芸能大会が

各地で開催され、その上はと言えば「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」のような、

いわゆる国指定重要無形民俗文化財や県指定無形民俗文化財の団体が中心となった

大会しかなく、県内に多数伝わる民俗芸能・地域芸能が県内で一堂に会して共演する

大会はない。県大会等の開催によって、本県の地域芸能の多様性を県民が知り、ひい

ては県外・国外へも発信できるコンテンツとしてブラッシュアップされていけば、県

全体の文化力がより高まるだろう。 
 また、自前の施設を持たない保存団体が、公共施設を活用して、練習や交流、発信

ができるようにしていくことが重要である。昨今、地域芸能を理解しない住民も増え、

楽器の音へのクレーム等トラブルが起きやすくなっている。先人達がその土地で伝え

てきた形を、よりよい方法で次世代へ受け渡すために、官民一体となって考えなけれ

ばいけない。 
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６、別紙資料 
 
榊流大町神楽継承会（白石市）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１２月１７日（日） １９：００～２１：００ 
２ 場 所    

第９区公民館（白石市大鷹沢大町） 

３ 対応者 
   榊流大町神楽継承会 会長、若手メンバー数名 
 

【要旨】 

●月 1 回練習している。どこかで発表する時は月に 2～3 回。場所は第 9 区公民館で練習し

ている。 
 
●白石市内には神楽が 5 団体あり、そのうち大平地区で途絶えていたものを大町地区から

指導して復活した。榊流大町神楽は、大町地区（現在 22 戸）で主に長男に伝承。親子 2 代、

3 代のメンバーが多い。伝承は 20 代になってから。長老格、中堅の会員も 20 代になって

から教わった。小さい頃から神社の祭礼で毎年見ており、いずれ自分もやるものと思って

いた。 
 
●道具や衣装は集会所に保管。特に衣装は茶箱に大量の防虫剤、乾燥剤を入れて保管。普

通に洗濯できないものもあるのでクリーニング代もかかる。新調は行政の支援が無いと難

しい。出演の際の謝礼は実費程度である。 
 
●若手は去年から入って 2 年目。最近 4 人一緒に入った。同期がいると教える方も気楽だ。 
 
●出演要請があればいつでも出たい。これまでも断わったことはない。頼まれるというこ

とは、それだけ練習が増えるということだから大いに歓迎する。断わらないで出るように

している。 
 
●地区内の結束が固く、その流れで伝承されてきた。 
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【記録写真】 
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長袋の田植踊保存会（仙台市太白区秋保）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１０月２２日（日） ９：３０～１１：３０ 

２ 場 所 
神明神社集会所（仙台市太白区秋保町長袋） 

３ 対応者 

   長袋の田植踊保存会 会長 

 

【要旨】 
●他の保存会では夜に練習しているところもあるが、子ども達の送り迎えのこともあるの

で、長袋の田植踊保存会では日中に練習している。 
 
●後継者の確保が一番の課題。学校にお願いしてチラシを配ってもらっているが、なかな

か確保が難しい。元々は町内だけの踊りだったが、町内に子どもが 1 人、2 人しかいないの

で学区に範囲を広げた。 
 
●以前アンケートに回答した時に、学校の授業と保存会がうまくリンクしないと書いた。

リンクしないというのは、必ず授業でやることになっていても、保存会の活動にも全員来

るようにとは言えない。保存会の方に来るのは田植踊が好きな子だけか、保護者の勧めが

あってくる子だけ。そのあたりがリンクしていないと感じている。 
 
●中学生はメンバーとして、あまりあてにならない。秋保には小学校が 3 つ、中学校は 1
つ。中学校の授業でもやったら良いという声もあったが、中学校はみんな別々の地区から

くる。踊りは同じような部分もあるが歌は違う。だからまとめては出来ない。 
 
●ここ 2 年くらいはたまたま小学校 1～2 年生が多い。しかし、これからどうなるか分から

ない。これから子どもが生まれる予定があるのは 1 人か 2 人しかいないので、このままメ

ンバーがいなくなればお母さん達か年配の人に踊ってもらうしかない。 
 
●昔は一人ひとり衣裳を持ち帰っていたが、管理しきれない。なくなったり、畳み方を知

らなかったりする人も多い。黴が生えることもあって、会長宅で預かったら良いのではと

いうことで預かっている。襦袢、肌着、腰巻、帯など衣裳がたくさんあるので大変である。 
 
●子どもを集める連絡手段が大変。子ども達は大体 30 人くらいいるが、全員に連絡するの
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は手間がかかる。 
 
●仙台市と県から助成金が出ている。年間 13 万くらい。1 回出演すると、みんなに謝礼と

して 7～8 万円配る。どこかに行って披露して 5 万円もらうこともある。そういうものも含

めて謝礼、人件費として出している。もらった分しか還元できないので、無いときはボラ

ンティアとなる。交通費については、その都度交渉している。助成金だけでは難しい。一

番大変なのは道具で、扇 1 つで 7000～8000 円する。扇は保存会で準備しているが、3～5
年で駄目になる。 
 
●昔は助成金が多かったが今は少ない。道具を作るのに四苦八苦している。新しい道具を

作るために助成金がおりない。修理だったら半分出すという規程のようだが、扇は修理す

るということができないので、使いにくい制度だと感じている。 
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【記録写真】 
 

 

 

 
  



16 
 

熊野堂十二神鹿踊保存会（名取市）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１１月３０日（木） ２０：００～２２：００ 

２ 場 所 
熊野本宮社社務所（名取市高舘熊野堂五反田） 

３ 対応者 

   熊野堂十二神鹿踊保存会 代表、20 代 1 名を含むメンバー数名 

 

【要旨】 
●笛が出来る人が亡くなってしまったので、いまは映像から笛の音だけ拾って流している。

現在、2 人で笛の勉強をしているところである。いま抱えているのは金銭的より人的な問題

だ。 
 
●何十年かは休んでいた時期があったようだが、今の代表が 30 代の時から再開した。 
きっかけがあったということではなく、やれる人がいなくなってきて、いつかはやらなけ

ればいけないとずっと思っていた。父親達が先生として踊っていた頃から無くなりはしな

いが危ない感じはあって、教わっておかなければいけないと感じた。 
 
●衣裳などは個人保管している。しかし、昔使っていた本当の鹿の角の頭が今はどこにい

ったのか分からない。我々の父親はそれを使ってやっていたが、今使っているものには角

がない。 
 
●練習は 10、20、30 日の 20 時開始と決まっている。お互い特に連絡せずに集まる。 
 
●高舘小学校の学習発表会で、子ども達がそれぞれティッシュ箱で頭を作って鹿踊りをや

ったことがあるが、そこから彼らが参加することはなかった。 
 
●女性は参加出来ない。笛や歌も全く踊っていないと難しい。 
 
●以前、海外公演の話があった。身体の具合と条件が揃えば色々な所に行きたいと思って

いる。また、今後は役鹿を若い人にやってもらいたい。いつ怪我したり病気になったりす

るかも分からないので、一つの役で二人はいるように、皆で練習しなければいけないと思

っている。 
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【記録写真】 
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城生野神楽（栗原市築館）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１２月２３日（土） １９：３０～２１：３０ 

２ 場 所 
築館公民館沖富会館（栗原市築館字富境） 

３ 対応者 

   城生野神楽 会長、10 代～30 代含む若手メンバー数名 

 

【要旨】 
●基本的には全て自腹で活動している。東京へ行った時に、自分達で着物などを見て自腹

で買ってきている。 
 
●今も地元の小学校で教えている。築館小学校に統合されたが、親の会に神楽クラブを任

意で作ってもらった。親達が運営しており、月 2 回金曜日の 19 時から、子ども達を連れて

きてもらって教えている。旧小学校の体育館を借りており、送り迎えは親にやってもらっ

ている。 
 
●主に 6 年生に教えている。1～3 年生には手取り足取りは教えないが、6 年生に口酸っぱ

く言って、低学年の子はそれを見て適当に踊る。4～5 年生になると大体踊れるようになっ

てくるので、それを 6 年生で手直しするような形。統合される前は昼休みにテープをかけ

てくれたり、体育の時間に少し練習したりしたらしいが、今は統合したので一切ない。 
 
●子どもの頃に習っていた今の若いメンバーがまた戻ってきたきっかけは、メンバーだっ

た父親が亡くなって地元に戻ってきたことから。家が練習場の真裏で、みんな知らない仲

ではなかったし、太鼓の音が聞こえてきて行ってみようかと思った。 
 
●団体には 20～30 代がいるので、若い子も意外と入って来やすいのかもしれない。 
 
●鎌倉の先生に、神楽は歌舞伎みたいに家元制にした方が良いと 30 年前に言われた。名前

を持って、それを息子に伝えていくようにしないと続かないと言われていた。 
 
●メンバーには男女の境を設けていない。 
 
●他の団体の若いメンバーとのネットワークがある。用事があって、台本教えてもらう時
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などに情報交換したり、飲み会を行ったりしている。ＳＮＳで繋がっていて、お互い分か

っているので大会で会った時にも声をかけやすい。 
 
●宮城県はあまり行政がタッチしてくれないという不満がある。市独自でやるイベントに

来て下さいということはあるが、一緒になって掘り起こす活動が出来ればいい。合併して

から段々と距離が出てきた。職員を割けないとか、予算的に厳しいということのようだ。

以前は、職員を派遣して色々とやってくれていた。各団体に一斉に情報が流れてきて、行

政の方で取りまとめるというようなことが今は一切ない。 
 
●存続していく資金が足りない。着るものを新調したいが難しい。また、いまやっと太鼓

が 2 つ揃って使い回しでやっているが、1 つ 40 万円くらいかかる。 
ちなみに、秋祭りで頼まれて出演した時は 8 万円の出演料をいただいている。7 万円しかな

いと言われればそれでも構わない。新築祝いで鶏舞を頼まれた時は 2 万円でやったことも

あり様々だ。無償の時もある。 
 
●舞台数が少ない。夢は国立劇場でやること。できれば大ホールで 4 時間くらい出来れば

良い。踊っている写真などを載せてパンフレットを作り、様々な場所に配置してもらった

ほうが良いのだろうと思っている。 
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【記録写真】 
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登米市民俗芸能協会（登米市中田）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１２月２３日（土） １４：００～１６：３０ 

２ 場 所 
八幡神社集会所（登米市中田町上沼八幡山） 

３ 対応者 

   登米市民俗芸能協会 事務局 

 

【要旨】 
●以前、協会の方でもアンケート調査を行った。どこも年齢構成が圧倒的に 60 歳以上。基

礎的データとして持ってないと自分達の状態が分からないので調べた。こういった調査は

民俗芸能の研究者がやっている程度で、ほぼ誰もやっていない。 
市でも地域伝承文化振興保存検討会というものを作っていて、そこでは若干違う内容の

アンケート調査をしている。保存会だけでなく、学校にも調査しているようで、ただいま

集計中。それが集計されたら子ども達がどう見ているか知ることが出来る。演者だけでな

く、見る立場の人が地域芸能をどう思っているか分かる。 
 
●協会があって良かったのは、ネットワークが出来たところ。協会ができてからは研修会

もしている。また、とよま秋祭りに 4～5 団体出て盛り上げている。こういうことが出来た

のも協会があるからで、協力体制がしっかりしている。どこか団体を出してくれないかと

いう相談があった時にも、窓口が１本だから楽だ。 
 
●助成金の情報は事務局に一括で入ってくる。しかし、締め切りの直前に情報が入ってく

ることが多い。申請書を書ける団体と書けない団体がある。申請書を書ける団体で、必要

と思われるところに電話をかけて、必要な書類だけ渡すこともある。 
 
●いまは県の組織で行う地域芸能大会が無い。市大会の次に北海道・東北ブロックの大会

になる。県の大会があればワンステップ踏んで、次の練習の目標になる。 
 
●子ども達への伝承もしていかなければいけないと考えている。子ども民俗芸能大会を県

でやっても良い。ただ、予算の問題も伴うので、行政主導の方が良いかもしれない。子ど

も達が出演する時の体制としても、協会が頼むより、教育委員会主催の方が学校も出しや

すいだろう。市民文化祭でもその辺りがネックになっている。先生に理解してもらうため

に説明しにいかなければいけない。 
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●市ごとに協会を作ってもらえれば良い。そして、その連合体のようなものを県で作って

もらいたい。市町村から指定されている地域芸能団体の中には、活動を休止していたり、

これが指定と言えるのかと疑問に思う団体もあるので、修正していかないとバランスが取

れない。県の指定になってから活動休止になった団体もある。指定から 50 年近くたってそ

のまま行政に放っておかれている。宮城県でも地域芸能に係ることを行政主体でやって、

観光とタイアップしていけば、もっとお互いに良くなると思う。 
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【記録写真】 
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大室南部神楽保存会（石巻市北上）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１０月２０日（金） １９：００～２２：００ 

２ 場 所 
石巻市北上町交流センター（石巻市北上町十三浜小田） 

３ 対応者 

   大室南部神楽保存会 会長、若手メンバー数名 

 

【要旨】 
●津波で台本を流してしまったが、台本があればある程度やれると思う。牛若丸や軍記物、

源平盛衰記等をやる。法印神楽は神様のご先祖の物語だが、南部神楽はそれプラス軍記物

をやる。 
 
●入門者向けの演目でくずし舞というものがある。それは小さいうちに覚え、集落のお祭

りなどで発表する。また、どこかから頼まれて行くこともある。 
 
●大人がやるもの、子どもがやるものと演目は分かれておらず、子どもにも同じレベルを

要求する。子どもの時に簡単に教えてしまうとそういうものだと覚えて、次の世代に同じ

ように教えてしまう。 
 
●大室南部神楽の一番の特色は、昔からの型を残しているということ。 
 
●自分で演じるようになってから内容が分かるようになった。 
自分達は先輩に認められるようにやっているし、子ども達に格好良いと思われるようにや

っている。 
 
●大会である団体が優勝すると、みんなその型、踊り、声に寄っていき、それぞれの特色

がなくなっていく。これは神楽大会の弊害だと思う。大会で優勝する神楽を舞ってしまう

が、それは絶対駄目なので、我々は大会には出ない。 
 
●いま抱えている課題は後継者問題。小学生のうちは良いが、中学生になると部活や受験

で来なくなる。高校生になって戻ってくればいいが恥ずかしがって来ない。 
 
●昔はみんな同じ場所で仕事（漁業）をしていたから声をかければすぐに集まったが、段々
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と多様な仕事をするようになって、なかなか集まって練習するのが難しくなっていった。

また、親が神楽をやっていても、子どもはやりたくないという人もいて、継ぐ人がいなく

なっていった。 
 
●震災で道具が無くなった時に、自分達の代で終わらせられないなと思った。いま続けて

いる自分達は、次の世代に繋げる役割だと思っている。 
 
●これから新しいものを買う時は助成金をお願いする予定だ。市からは補助金をもらって

いないし、助成金の情報を教えてもらうこともないので、自分達で探している。1 万～2 万

の助成ならニーズに合っていないので必要ない。 
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【記録写真】 
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女川町獅子振り復興協議会（女川町）記録 

 
１ 日 時  

平成２９年１０月２１日（土） １０：３０～１２：００ 
２ 場 所 

女川町獅子振り復興協議会 平塚氏自宅（石巻市美園） 

３ 対応者 

   女川町獅子振り復興協議会 事務局 

 

【要旨】 
●県指定のところには、震災後にレスキューが入ったが、その他の地域芸能は置き去りに

されていた。自分は震災後 8 月に生涯学習課に移動になって、地域の文化財が置き去りに

されていると感じた。一番初めに手掛けたのが、神社の被害状況の調査である。女川は神

社＝獅子振りなので、獅子振りの道具の被害状況調査も一緒に行った。 
 
●日本財団から電話を受けたのは避難所だった。ちょうど自分が電話を受けて、他の教育

委員会はいまそれどころじゃないと門前払いだったが、女川だけきちんと団体のリストが

あることを褒められた。 
 
●一旦女川町にお金が入るとなると、議会の議決が必要だったり補正予算を組んだり色々

と時間がかかるので、協議会を作ったほうが早いとアドバイスされた。規約や会則を作っ

て、主な役員に声掛けした。総会も開かなければいけないが、瓦礫の撤去作業で休みもな

く今はそれどころじゃないという声もあったので、持ち回りで承認を得て事務局は自分が

やるということで了解をとり、協議会が発足した。 
 
●元々、協議会は日本財団から支援をもらうためだけの会だった。道具が揃って、正月に

獅子振りが出来るようになったら主旨は完結のはずだった。しかし、全国から支援をもら

ったから、その支援に感謝しなければいけないのではないかということで披露会を開催し

た。かつて、みなと祭りが一番の人気だった。今はまだ護岸工事の関係で出来ない。開催

することが復興だと思っている。 
 
●披露会を開催したことで知名度が上がった。インターネットで地区ごとの獅子舞がクロ

ーズアップされれば、理由があって離れてしまった人も自分の地区が頑張っている様子を

見られる。自分の町の文化財が一番だとそれぞれ思っているはずなので、1 団体だけで難し

いなら継続する手立てをみんなで集まって話し合ったり、分かち合えたりするという意味
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で協議会は必要だと思う。また、団体がそれぞれ単体だと外から連絡しにくいが、協議会

があればそのフィルター通して連絡出来るので、楽かもしれない。 
 
●学校で太鼓や笛の練習を出来れば良いと思うが、地区毎に違うから地区毎にやるしかな

い。 
 
●これから仮設の集会所は閉じられていくが、新しい集会所が出来ているので、そこに置

く予定だ。集会所には消防車両の格納庫が併設されている。地区の人が使うものを一箇所

に集めている。 
 
●徳島の阿波おどり会館のように、まちなか交流館で月 1 回日曜はどこかの獅子振り団体

が披露出来るようになれば良い。月 1 回なら 12 団体あれば済むのだし、どこかの団体がや

っているとなれば、観光客が見たり太鼓を叩いたり出来て面白いだろう。 
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【記録写真】 
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松圃虎舞保存会（気仙沼市唐桑）記録 

 
１ 日 時 

平成２９年１０月２１日（土） １９：３０～２２：００ 

２ 場 所 
中井小学校体育館（気仙沼市唐桑町中井） 

３ 対応者 

   松圃虎舞保存会 メンバー数名 

 

【要旨】 
●中井小学校体育館は松圃虎舞保存会として土曜日に、松圃虎舞風流として火曜日に練習

で使用させてもらっている。 
 
●昔は子ども同士だけで練習に来られたが、環境や時代のせいか今は難しい。親が協力的

で、子ども達を夜の練習に連れてきてくれている。 

 
●以前は集会所でやっていたが、ここ 2～3 年は体育館で練習している。震災後、引っ越し

てきた人が集会所の太鼓の音をうるさいと言ってきた。市役所には防音対策を依頼してい

るが進んでいない。拠点として使っていた前の集会所はここから近いが、集会所の方が、

片付けが楽だし、この体育館は週 1 回しか使えないので不便。大きな出演だったら週 1 回

だけの練習では難しい。集会所なら連続 3 日でも使えた。 
 
●元々ボランティアで気仙沼に来ていた人が移住して、いま移住関係の仕事をしている。

その人達も練習に入っていて、とても上手くなっている。彼らが入ることに抵抗感や違和

感はなく、保存会から声をかけた。芸能の性格的に敷居は低いと思っている。 
 
●5 年おきに 2 人ずつくらい同期がいると良い。そうすると、その年代の人が一度離れても

また戻ってきやすくなる。困った時に相談しやすく、上に話すのも下に言い聞かせるのも、

2 人以上いるといい。 
 
●これからやってみたいことは、小さく簡単に移動設置できる梯子を作って、屋内でやっ

てみたい。以前、はまなすの館でプロジェクターに梯子の部分を映して、虎を舞台上でや

ったら大成功したことがある。いきなり大きい梯子だと難しいが、小さい梯子があれば間

近で見てもらえるし、それで練習もできるので、そういうものが欲しいと思っている。 
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【記録写真】 
 

 
 

 


