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概要 

 
本研究は、奄美群島振興開発事業に象徴される戦後の都市基盤・施設整備の成果につい

て、事業費や整備水準といった、これまでに用いられてきた量的な指標に加えて、新たに

「景観」の概念を用いて理解・評価することの意義と課題を検討したものである。 

本研究では景観について、(1) 外見できる物的な〔かたち〕、(2) そのかたちが担っている

〔機能〕、(3) その機能を支えている〔プロセス〕、(4) それら全体を規定している文化的な

背景や文脈などの〔コンテクスト〕、以上４つの要素からなるものとして把握し、地域開発

の成果と手法を歴史的に理解するための景観概念の構築を試みた。具体的には、本土復帰

後 60 年間にわたる奄美大島における開発の「重層性」に着目し、重層する開発の景観を読

み解く視点を提示した。景観概念の導入は「ものの見かた」を共有するための方法として

の意義があり、国土政策にかかわる示唆としては、景観を読み解く手がかりとして事業の

記録を残すことの重要性と「長寿命化計画」との連携可能性、事業の評価指標としての路

傍の記念碑の再評価といった点を提示した。奄美大島では戦後の都市基盤・施設整備にか

かわる人工的な景観も地域の自然的な条件を前提として形成されており、両者が連関する

〔コンテクスト〕を再構築することが今後の課題である。 
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1. はじめに 

 

1.1 研究の背景と目的 

奄美大島を中心とする奄美群島は、琉球諸島と共通する自然環境や文化を有しつつ、歴

史的には薩摩藩を通じて大和の影響も受けてきた地域である。こうした背景から生じた自

然と文化、それらが連関して形成された固有の環境が再評価され、近年では世界自然遺産

登録に向けた取り組みへと展開している（鹿児島県は 2016 年 6 月登録目標を掲げている）。

また、奄美市を中心に文化的景観の保全（2010 年～）や景観計画の策定（2013 年～）が行

政施策としても取り組まれている。 

このように地域固有の自然や文化の再評価が進む一方で、奄美大島の中心に位置する奄

美市名瀬（旧名瀬市）の市街地は本土とあまり変わらない景観になりつつある。道路整備

の進展により周辺の集落における環境や生活も均質化の方向にある。とくに、これらは目

に見える景観としてあらわれており、その背景には奄美群島振興開発計画（以下,「奄振（ア

マシン）」と称する）の諸事業を中心とした公共事業が存在する。「奄振」は奄美群島の本

土復帰（1953 年）以降、現在にいたるまで 60 年間にわたり継続し、これまでに経済規模で

2 兆円を超える投資がおこなわれてきたが、その評価は事業費や整備水準などを指標とした

量的な評価が中心である。また、「奄振」を通じて展開されてきた地域開発の成果としての

都市基盤や施設は、自然や伝統文化に着眼・依拠した景観価値の評価にはなじまない。そ

のため、人工物としての都市基盤や施設は目に見えるかたちで地域を占めつつあり、生活

にも直接かかわる領域であるにもかかわらず、景観評価の対象外とみなされがちである。 

本研究は、「奄振」に象徴される戦後の都市基盤・施設整備の歴史的な蓄積に着目し、奄

美大島におけるこれまでの地域開発の歴史をふまえた「景観」概念を構築することを目的

とする。その上で、戦後の都市基盤・施設整備の成果と手法を評価する際に、定量的な分

析・考察とは異なる手法として、景観の概念を用いることの意義と課題を示すこととする。 
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1.2 研究の対象と方法 

戦後の都市基盤・施設整備の成果、すなわち人工物で構成される景観は、近代化以前の

自然・伝統文化とは異なり、今日において積極的な価値を見いだされることが少ない。そ

のため、現況は必ずしも保全すべき景観ではなく、むしろ改変を要する場合がある。 

本研究は、そのような戦後の都市基盤・施設整備の成果を参照し、奄美大島におけるこ

れまでの地域開発について理解を深めるための方法として、さらにはこれからの都市基

盤・施設整備のあり方を再検討するための方法として、景観の概念を用いる。 

景観をめぐってはさまざまな定義や議論が存在するものの、環境の物理的な側面と非物

理的な側面の双方を包括する現象として景観をとらえている点は多くの議論に共通してい

る。物理的な側面は可視領域、非物理的な側面は非可視領域と言い換えることができる。

非可視領域には文化的・精神的な部分の解釈が含まれる。また、景観の価値は歴史的・社

会的な背景を持ってあらわれるという理解が重要であるとされている1。 

そこで、本研究では奄美大島の現在の景観を成り立たせている背景として、当該地域の

自然的・地理的・社会的条件からくる本土との経済的な格差の克服を意図した都市基盤・

施設整備の実績を歴史的に把握する。とくに戦後、奄美群島の本土復帰以降を対象時期と

する。本研究で扱う景観は、(1) 外見できる物的な〔かたち〕、(2) そのかたちが担っている

〔機能〕、(3) その機能を支えている〔プロセス〕、(4) それら全体を規定している文化的な

背景や文脈などの〔コンテクスト〕、以上４つの要素からなるものとして把握する2。 

具体的な調査は、現地調査と文献調査による。現地調査では通算 14 日間のフィールドワ

ークを通じて、奄美市名瀬の集落を網羅的に踏査し、奄美振興開発事業の成果としての都

市基盤や各種施設の現況を可能な限り確認し、写真に収めた。さらに現況の景観の把握と

並行して、歴史的な経緯を把握するために各種行政資料や郷土史料を収集・参照し、住民

や計画担当者へのヒアリングを適宜実施した。 

 

【奄美市名瀬における景観調査】 

2013 年 8 月 22 日(木)～24 日(土)  
2013 年 10 月 18 日(金)～20(日) 
調査協力：隈友輔・野元麗生・三宅矩仁・岡田帆奈・中原宏達・和田千弘 

（鹿児島大学工学部建築学科木方研究室大学院生・4 年生） 
2014 年 1 月 24 日(金)～26 日(日)  
2014 年 1 月 30 日(木)～2 月 2 日(日)  
2014 年 2 月 25 日(火)～2 月 27 日(木)  
調査協力：不破正仁（神戸芸術工科大学助手） 

                                                      
1 たとえば、景観をめぐる多様な議論を体系化して示した文献として、中川理（2008）『風景学―風景と景

観をめぐる歴史と現在』（共立出版）がある。環境を自然と人間の相互関係として理解し、未来を展望す

る景観研究としては、内山純蔵,カティ・リンドストロム編（2012）『東アジア内海文化圏の景観史と環

境 1～3』（昭和堂）がある。 
2 ４つの景観要素については、内山ら（2012）（第 3 巻 p.42）の定義に準拠している。 
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2. 奄美大島の地理と戦後の歴史 

 

2.1 奄美大島の地理的条件 

奄美大島は、鹿児島市から南へ約 380 km のところに位置する。面積は 1,231km2、人口

118,773 人(2010 年)が暮らす島で、人口密度は約 96 人/km2 である。その面積は沖縄本島

（1,208km2）とほぼ同じであるが、沖縄本島の人口は約 120 万人であるので、人口密度を比

べると奄美大島は沖縄本島の約 10 分の 1 ということになる。奄美群島は、有人 8 島（奄美

大島，加計呂麻島，与路島，請島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島）で構成され、

いずれも外海の島嶼という自然条件を共有している。 

本研究での対象地域は奄美大島のなかでもっとも都市化や市街化の影響を受けていると

考えられる奄美市名瀬（旧名瀬市）の市街地とその周辺集落とする。2006 年 3 月に旧名瀬

市、旧笠利町、旧住用村が合併して誕生した奄美市は、大島全体の約 4 割に相当する面積

を占めている。その中で奄美市名瀬（旧名瀬市）は、奄美大島の行政の中心であるととも

に、歴史的に交易や移出入の玄関口としての性質を持ち、奄美群島の中核を担っている。 

 

 
図 2-1 奄美大島の位置と北緯 30 度線 
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2.2 米軍統治からの復帰と復興 

1946（昭和 21）年 2 月 2 日、北緯 30 度より南側にある奄美群島は、沖縄の島々とともに

日本の行政権から切り離されて米軍の統治下におかれた。以後、1953（昭和 28）年 12 月

25 日に日本へ復帰するまでの約 8 年間、奄美群島と本土との間では人の往来が禁止され、

物資にも高い関税がかけられた。その間、本土からの投資は途絶え、産業や生活の基盤は

荒廃し、販路を失うことで産業も衰退した。 

1963（昭和 38）年に鹿児島県が発行した「復帰から 10 年」という資料によると、日本へ

復帰した際に復興の重点とされたのが、道路、港湾、学校の整備と産業の振興だった。 

 

 

図 2-2 復帰当時の道路・港湾・学校施設の状況 
（鹿児島県発行『復帰から 10 年）』より転載） 

  



13 
 

2.3 戦後の災害史 －くり返されてきた災害－ 

表 2-1 と表 2-2 は、1945（昭和 20）年以降に奄美群島において発生した災害のうち、主

な風水害と大火について時系列に整理したものである3。 

 

2.3.1 風水害 

1945（昭和 20）年 10 月の阿久根台風以降、奄美群島はほぼ毎年のように、台風の被害を

受けている。台風による被害の記録がない年であっても大雨や豪雨の記録はあり、人的被

害を含めて何らかの被害を受けていることが表 2-1 と表 2-2 から読み取ることができる。

また、家屋の損壊や浸水だけでなく、橋の流失や河川の破堤、道路の損壊といった都市基

盤の被害も確認できる。昭和 20 年代は、その後の水害に比べて総雨量は必ずしも多くはな

いが、橋や道路、堤防に大きな被害が出ている傾向にあり、当時の都市基盤が災害に十分

対応できる状態ではなかったことがうかがえる。 

近年は奄美群島に台風が直撃することは少なくなっているものの、集中豪雨はむしろ多

くなっており、2010 年の豪雨災害では行政庁舎の浸水や道路の寸断などの被害が発生して

いる4。かつてに比べると災害に対応した都市基盤や施設の整備は進んでいるが、奄美群島

の自然的な条件を特徴づけている、頻発する風水害は現在もあまり変化していない。 

 

2.3.2 大火 

奄美群島では 1948（昭和 23）年から 1987（昭和 62）年までの 40 年間に、少なくとも 35

件の大火が発生している（表 2-1，表 2-2）。そのうち 18 件が名瀬市街地での大火であり、

全体の半数を占めている。名瀬の市街地では 1955（昭和 30）年 12 月に 1,361 棟が焼失する

大火があった。名瀬は 1945（昭和 20）年 4 月に米軍の空襲を受けて市街地の 9 割を焼失し

たが、戦後もアメリカの統治下にあったため、同様に空襲を受けた本土の都市のように戦

災復興の土地区画整理事業などはおこなわれないまま市街化が進んでいた。さらに、奄美

大島の玄関口となる港を有し、群島の拠点都市であった名瀬には人口が集中し、家屋の密

度も高く、大火の被害が拡大しやすい状況にあったといえる。 

大火の翌月には火災復興区画整理事業の実施が早くも決定され、名瀬の市街地とその周

辺では少ない平坦部でその後も土地区画整理事業が展開していくことになる。名瀬の市街

地での土地区画整理事業による都市基盤の整備の原点は、火災による延焼被害の防止とい

う点にも根づいていると思われる。なお、奄美大島南部の瀬戸内町古仁屋でも 1957（昭和

32）年 12 月に 1,628 棟が焼失する大規模な大火が発生し、同様に火災復興土地区画整理事

業が実施されている。 

                                                      
3 入佐一俊（1992）『奄美土木史年表』より抜粋して作成。 
4 境野健太郎，小山雄資，木方十根（2012）「2010 年奄美豪雨による都市災害と復旧」,『2010 年奄美豪雨

災害の総合的調査研究報告書』,pp.37-49 
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表 2-1 奄美群島における風水害と大火（その１：1945-1969） 

 

月 災害 被害の概要

S20 1945 10 阿久根台風 被害甚大　沖永良部島で校舎等多数倒壊

S21 1946

S22 1947

S23 1948 10 大島地方にリビー台風 死者2名　住家全半壊2,321戸　破堤6か所　橋流失8か所　総雨量148mm

10 龍郷村戸口で大火 住家47棟，非住家42棟焼失

11 喜界島にアグネス台風上陸 農作物に被害大

S24 1949 1 知名町上平川で大火 19戸全焼

6 デラ台風 被害甚大　総雨量216mm

10 大島地方に豪雨 死者2名　浸水家屋2,027戸　破堤7か所　橋流失20か所　116.4mm/時　住用村川内川氾濫

S25 1950 3 笠利村節田で大火 住家36棟　非住家46棟焼失

11 大島、熊毛地方にクララ台風
死者行方不明8名　住家全半壊2,482戸　非住家3,887棟　道路損壊667か所　橋流失46か所　破堤42か所
総雨量360mm

S26 1951 8 マージ台風 被害甚大　総雨量649mm

10 ルース台風 風、高潮による被害甚大　 大風速39.3m

10 大島地方に豪雨 浸水家屋687戸　橋流失9か所　破堤31か所　総雨量223mm

S27 1952 5 大島地方に大雨 浸水家屋687戸　橋流失9か所　破堤31か所（ママ）

6 ダイナ台風 風雨による被害大　総雨量341mm　風速33m

S28 1953 12 大島地方に大雨 浸水家屋1,617戸　橋流失6か所　破堤15か所　総雨量283mm

S29 1954 8 台風5号 高潮と激浪で被害大　総雨量433mm　瞬間 大風速35.3m

9 台風12号 高潮で被害大　総雨量204mm

9 洞爺丸台風 被害大　総雨量299mm　 大瞬間風速36.2m

S30 1955 5 喜界町で大火 17戸焼失

10 名瀬市栄町で大火 118棟焼失　死者1名　被害額224百万円

10 大島地方に台風26号 住家全半壊130戸　浸水家屋693戸　破堤30か所　総雨量222mm

12 名瀬市入船町で大火 1,361棟焼失　被害額1,512百万円

S31 1956 8 台風9号 被害大　総雨量177mm　 大瞬間風速31.9m

9 台風12号 高潮による被害大　総雨量259mm　 大瞬間風速34.4m

9 台風15号 強風による被害大　総雨量150mm　 大瞬間風速42.8m　大島高校講堂の倒壊等校舎の被害が目立つ

S32 1957 2 喜界町で大火 34棟焼失　被害額1500万円

8 台風7号 被害大　総雨量235mm

9 台風10号 強風で被害甚大　総雨量523mm　 大瞬間風速46.7m

9 大島地方に台風14号

死者3名　住家全半壊1,039戸　浸水家屋6,902戸　道路損壊125か所　橋流失26か所　破堤218か所　総
雨量437mm　 大瞬間風速30.7m

S33 1958 1 名瀬市山下町で火事 10棟焼失

2 亀津町で火事 12棟焼失

9 大島地方に台風21号 高潮による浸水と農作物の被害大　総雨量219mm

12 瀬戸内町古仁屋で大火 1,628棟焼失　損害額10億円

S34 1959 4 知名町徳時で大火 35棟焼失

6 大島地方に2回も豪雨 浸水家屋13,831戸　道路損壊244か所　橋流失18か所　破堤162か所　総雨量267mmと360mm

6 徳之島町で竜巻 住家全半壊10戸　非住家全半壊26棟

8 台風6号 被害大　総雨量372mm　 大瞬間風速32.2m

10 大島地方に台風18号
住家全半壊613戸　非住家全半壊786棟　道路損壊102か所　沖永良部で総雨量415mm　 大瞬間風速
36.8m　住用村役勝川が氾濫　伊仙小学校全壊

11 大島地方に台風20号 浸水家屋1,172戸　破堤17か所　崖崩れ多数　総雨量420mm　 大瞬間風速36.1m

11 大島地方に台風21号 浸水家屋255戸　農作物にも被害

S35 1960 3 名瀬市浜町で火事 12棟焼失

5 チリ地震の大津波 名瀬市及び笠利村の被害大　浸水家屋1,925戸　被害額5,600万円　潮位は観測器の 高限2.8mを越ゆ

6 台風20号 名瀬市で大水害　総雨量137mm

S36 1961 6 大島地方に大雨 浸水家屋1,010戸　総雨量342mm　瞬間 大風速42.1m

7 台風10，11，12号 被害甚大　名瀬市久里川氾濫　総雨量509mm　 大瞬間風速42.1m

9 大島、熊毛地方に第二室戸台風
死者行方不明10名　住家全半壊8,384戸　非住家全半壊9,564戸　道路損壊107か所　橋流失21か所　破

堤78か所　沖永良部で総雨量227mm　 大瞬間風速45.3m

12 名瀬市芳町で大火 60棟焼失　損害3400万円

S37 1962 11 大島地方に台風28号 死者4名　浸水家屋780戸　道路損壊32か所　崖崩10か所　総雨量387mm　 大瞬間風速36.0m

S38 1963 8 徳之島で大雨 浸水家屋329戸　破堤36か所　道路損壊40か所　日降水量148mm

S39 1964 3 徳之島町亀津で大火 15棟焼失　損害3,600万円

8 台風14，16号 14号大島を2回り　被害甚大　総雨量505mm　 大瞬間風速32.6m

9 台風20号 被害甚大　総雨量216mm　 大瞬間風速48.3m

11 名瀬市山下町で大火 27棟焼失　損害2,200万円

S40 1965 3 名瀬市山下町で大火 19棟焼失　損害4,400万円

3 徳之島町で火事 15棟焼失

6 豪雨 被害大

S41 1966 1 喜界町赤連で大火 16棟焼失　損害5,000万円

1 知名町小米で大火 33棟焼失　損害2億4000万円

6 名瀬市古田町で火事 11棟焼失

7 名瀬市真名津町で火事 12棟焼失　損害1,000万円

8 名瀬市久里町で火事 13棟焼失

9 大島地方に台風24号 被害大　総雨量182mm

S42 1967 3 名瀬市安勝町で火事 19棟焼失

6 大島地方に大雨 浸水家屋3,047戸　河川212か所　道路67か所被害　名瀬市で崖崩れによる生き埋めあり

9 喜界町赤連で大火 13棟焼失

10 台風34号 被害大　本茶峠で 大瞬間風速31.5m　総雨量182mm

S43 1968 2 集中豪雨 被害大

7 豪雨 名瀬市で崖崩れ　総雨量248mm

7 台風16号 被害大　総雨量119mm

S44 1969 8 台風9号 被害大　総雨量230mm　瞬間 大風速34.3m

12 名瀬市伊津部町で火事 14棟焼失

注）「奄美土木史年表」より風水害と大火を抜粋して作成。

年
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表 2-2 奄美群島における風水害と大火（その２：1970-1991） 

 

 

 

  

月 災害 被害の概要

S45 1970 1 名瀬地方に59年ぶりの地震 震度5　被害家屋1,262棟　名瀬港施設被害大

1 名瀬市柳町で火事 12棟全焼

5 豪雨 死者1名　浸水家屋423棟

7 台風2号 被害大

8 台風9号 死者2名　住家全半壊2,692棟　非住家全半壊3,842棟　浸水家屋1,314棟　総雨量418mm

8 台風11号 被害大　全半壊100余戸　総雨量412mm　瞬間 大風速78.9m

S46 1971 2 名瀬市安勝で火事 17棟焼失

5 名瀬市永田町で火事 11棟焼失

8 台風19号 被害大　総雨量350mm　瞬間 大風速32.4m

S47 1972 1 大雨 被害大　総雨量1,604mm

5 大雨 被害大　総雨量1,934mm

7 台風7号 被害大　総雨量293mm　瞬間 大風速30m

S48 1973 3 名瀬市古田町で火事 10棟焼失

5 大雨 被害大　総雨量237mm

6 大雨 浸水家屋151棟　総雨量376mm

8 台風10号 被害大　総雨量263mm　瞬間 大風速27.6m

S49 1974 1 笠利町大笠利で大火 67棟全半焼

5 大雨 被害大　1時間 大雨量名瀬で70mm

6 大雨 死者1名　総雨量121mm

9 台風18号 被害大

S50 1975 5 大雨 総雨量105mm　被害14億8,600万円

6 大雨 浸水家屋5,008棟　河川305か所　道路505か所被害

10 徳之島に集中豪雨 死者1名　浸水家屋1,145棟　河川74か所　道路168か所被害　時間雨量86mm　被害25億8,200万円

S51 1976 7 台風9号 住家全半壊110棟　非住家全半壊497棟　浸水家屋238棟　瞬間 大風速54.3m　総雨量175mm

9 台風17号
住家全半壊1,665棟　非住家全半壊3,320棟　浸水家屋2,509棟　被害136億8,900万円　総雨量1,047mm
日雨量538mm　瞬間 大風速45.2m

11 名瀬市金久で火事 24棟焼失

S52 1977 6 集中豪雨 総雨量281mm　3時間雨量113mm

9 沖永良部台風
負傷者238名　住家全半壊4,631棟　非住家全半壊1,650棟　破堤100か所　気圧907.3mb日本史上 低

記録　知名で瞬間 大風速80m

S53 1978 7 台風8号 総雨量218mm　被害20億3,000万円　瞬間 大風速37.9m

10 台風24号 総雨量455mm　日雨量236mm　浸水家屋142棟　破堤159か所　被害19億3,400万円

S54 1979 3 名瀬市安勝で火事 11棟全半焼

8 徳之島町亀津で火事 10棟焼失

9 台風12号 総雨量679mm　時間雨量73mm　浸水家屋317棟　被害46億5,400万円

10 台風20号 浸水家屋141棟　総雨量422mm　沖永良部で時間雨量40.6mm　瞬間 大風速28.6m　被害8億3,000万円

S55 1980 9 台風13号 総雨量279mm　時間雨量60mm　徳之島で瞬間 大風速40m　被害17億2,600万円

S56 1981 10 台風24号 総雨量305mm　日雨量230mm　沖永良部で瞬間 大風速41.5m　被害35億6,200万円

S57 1982 1 集中豪雨 時間雨量97mm　浸水家屋380棟

6 豪雨 総雨量1,072mm　時間雨量178mm　浸水家屋71棟　被害10億7,200万円

9 台風19号 総雨量172mm　瞬間 大風速28.3m　被害26億3,800万円

10 本島南部で豪雨 古仁屋で総雨量303mm　被害54億7,600万円

S58 1983 5 大島本島、喜界島で集中豪雨 古仁屋で時間雨量81mm　1,395戸浸水　被害24億2,300万円

8 喜界町赤連で火事 10棟焼失

S59 1984 5 豪雨 喜界で総雨量224mm　被害26億3,800万円

6 豪雨 名瀬で総雨量171mm　被害11億3,800万円

8 台風10号 総雨量327mm　被害11億5,800万円　瞬間 大風速32.1m

11 集中豪雨

S60 1985

S61 1986 7 台風8号 総雨量123mm　被害10億6,300万円

8 台風13号 総雨量129mm　被害23億6,000万円　瞬間 大風速28.2m

S62 1987 6 大雨 死者1名　被害12億2,400万円

11 徳之島町亀津で火事 17棟焼失

S63 1988 4 大雨 総雨量279mm　被害8億3,900万円

H1 1989

H2 1990 2 龍郷町集中豪雨 中勝で土砂崩れと鉄砲水被害

9 台風19号
死者13名　住家全半壊581棟　非住家全半壊2,413棟　浸水家屋1,301棟　被害154億7700万円　総雨量
545mm　瞬間 大風速49m

H3 1991 8 台風12号 浸水家屋257棟　総雨量479mm　瞬間 大風速32.1m　被害31億2,500万円

注）「奄美土木史年表」より風水害と大火を抜粋して作成。

年
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2.4 延長を重ねる奄振特措法 

 

2.4.1 奄美群島の不利性 

奄美群島は、鹿児島市等の集積地からの外洋遠隔性、遠洋分散性等に起因する移動コス

ト、物流コストの増大といった点で地理的特殊事情を抱えている。また、亜熱帯気候によ

る台風の常襲地帯という自然的特殊事情がある。さらに戦後の米軍の支配下で開発が遅れ

たという歴史的特殊事情が加わる。以上 3 点が、公式的に奄美群島の不利性とされてきた

項目である。外海の島嶼という自然条件は古来より変わらないが、政治的・経済的に本土

や琉球の周縁として位置づけられてきた歴史がある。 

 

2.4.2 復興から振興へ、振興開発へ 

本土復帰の翌年、1954（昭和 29）年からはじまった奄美群島復興計画以降、名称は変え

ながらも奄美群島の不利性を克服することを意図した振興開発事業が継続してきた（表 

2-3）。復帰から 60 年を経た現在も、2014 年度からの 5 カ年計画が策定されている。 

 

表 2-3 奄美群島復興特別措置法から現在までの延長の歴史 

■昭和 29 年 6 月「奄美群島復興
．．

特別措置法」公布（～昭和 35 年度） 
昭和 29 年 10 月「奄美群島復興計画」策定（5 か年：～昭和 33 年度） 
昭和 33 年 4 月「奄美群島復興特別措置法」5 か年延長（～昭和 40 年度） 
昭和 33 年 6 月「奄美群島復興計画」策定（改訂 10 か年：～昭和 38 年度） 

■昭和 39 年 3 月「奄美群島振興
．．

特別措置法」に改正 ※主要産業からつむぎ生産が削除 
昭和 39 年 5 月「奄美群島振興計画」策定（5 か年：～昭和 43 年度） 
昭和 44 年 3 月「奄美群島振興特別措置法」5 か年延長（～昭和 48 年度） 

 昭和 44 年 5 月「奄美群島振興計画」策定（改訂 10 か年：～昭和 48 年度） 

■昭和 49 年 3 月「奄美群島振興開発
．．．．

特別措置法」に改正 
昭和 49 年 6 月「奄美群島振興開発計画」策定（～昭和 53 年度） 
昭和 54 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～昭和 58 年度） 

 昭和 54 年 6 月「奄美群島振興開発計画」策定（改訂 10 か年：～昭和 58 年度） 
■昭和 59 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～昭和 63 年度） 
昭和 59 年 6 月「新奄美群島振興開発計画」策定（～昭和 63 年度） 
平成元年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～平成 5 年度） 
平成元年 6 月「新奄美群島振興開発計画」策定（改訂 10 か年：～平成 5 年度） 

■平成 6 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～平成 10 年度） 
 平成 6 年 6 月「第三次奄美群島振興開発計画」策定（～平成 10 年度） 
 平成 11 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～平成 15 年度） 
平成 11 年 6 月「第三次奄美群島振興開発計画」策定（改訂 10 か年：～平成 15 年度） 

■平成 16 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～平成 20 年度） 
 平成 16 年 8 月「奄美群島振興開発計画」策定（～平成 20 年度） 
 平成 21 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～平成 25 年度） 
 平成 21 年 10 月「奄美群島振興開発計画」策定（～平成 25 年度）」 
■平成 26 年 3 月「奄美群島振興開発特別措置法」5 か年延長（～平成 30 年度）【現在】 
 平成 26 年 5 月頃（予定）「奄美群島振興開発計画」策定（～平成 30 年度） 
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表 2-4 特別措置法の条文にみる計画内容の重点変化 

■奄美群島復興特別措置法（1954） 

復興計画（第 2 条）  
1. 公共土木施設の整備事業 
2. 土地改良事業及び林業施設の整備事業 
3. つむぎの生産、製糖、水産等の主要産業の復興事業 
4. 文教施設の復興事業 
5. 保健、衛生及び社会福祉施設の整備事業 
6. 電力、航路及び通信施設の整備事業 
7. ハブ類及び病害虫の駆除事業 
8. 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の復興に関し必要な事業 
 

■奄美群島振興開発特別措置法（1974） 

振興開発計画（第 2 条）  
1．道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項 
2．生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備並びに医療の確保に関する事項 
3．防災及び国土保全施設の整備に関する事項 
4．地域の特性に即した農林漁業、商工業等の産業の振興開発に関する事項 
5．自然環境の保護及び公害の防止に関する事項 
6．文教施設の整備に関する事項 
7．前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項 
 

■奄美群島振興開発特別措置法（現行） 

振興開発計画（第 3 条） 
1．地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項  
2．雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項  
3．観光の開発に関する事項  
4．道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄

美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項  
5．生活環境の整備に関する事項  
6．保健衛生の向上に関する事項  
7．高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項  
8．医療の確保等に関する事項  
9．防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項  
10．自然環境の保全及び公害の防止に関する事項  
11．教育及び文化の振興に関する事項  
12．国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項  
13．奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項  
14．奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営

利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項  
15．前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項 
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3. 戦後の都市基盤・施設整備にかかわる景観 

 

3.1 道路整備の成果とその景観 －短くなる道路－ 

3.1.1 バイパス（トンネル）建設事業 

奄美大島は北部の笠利地区を除くと平坦な土地が少なく、山々が海岸近くまでせり出し

ている。集落は、河川の下流域や海岸近くに形成されたわずかな平地に立地していること

が多く、それぞれに地理的な独立性が高いという特徴をもっている。そのため、かつて集

落間の移動や荷物の運搬経路は、陸路よりもむしろ海路が発達していた。陸路の整備が進

んだのは戦後、本土に復帰してからのことである。 

山がちな地形条件を反映し、奄美大島における道路整備の歴史はトンネル整備の歴史で

もある（表 3-1）。奄美大島を北から南へと縦貫する国道 58 号線には 11 本のトンネルが建

設されており、現在も 1 つが施工中である。バイパス（トンネル）建設の結果、国道 58 号

線の島内での延長距離は 114,754m（1965 年）から 72,700m（現在）に、42km も短縮された。 

以下、本節では、名瀬市街地と周辺とを結ぶトンネル（図 3-1）のうち、4 つのトンネル

を事例として、その景観を読み解く。 

 

 
図 3-1 名瀬市街地周辺の主要トンネル位置図 
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表 3-1 奄美大島における国道・県道のトンネルとバイパス一覧 

 

 

 

月 長さ 幅 工費 着工 備考
S32 1957 3 県道名瀬トンネル完成 180m 5.5m 3,467万円 S31 奄美で 初のトンネル
S34 1959 3 県道和瀬トンネル完成（住用村） 285m 5.5m 5,700万円
S35 1960 4 県道和瀬バイパス開通（住用村） 1,585m ‐ 1億100万円 S32 1,600mの短縮

8 道路改良によりバス料金値下げ 名瀬‐古仁屋間8時間300円→4時間250円
S36 1961 3 県道油井トンネル完成（瀬戸内町） 275m 5.0m 6,997万円 S34
S38 1963 3 県道屋入トンネル完成（龍郷村） 328m 6.0m 1億7,800万円
S40 1965 3 県道今里トンネル完成（大和村） 172m 6.1m
S41 1966 2 屋入バイパス開通（龍郷村） 4,280m 3,000m短縮

3 県道須古橋完成（宇検村） 82.9m 5.6m 4,485万円 当時奄美 長の橋，奄美初の現場製作PC橋
3 県道須古バイパス完成（宇検村） 600m ‐ 以前は渡船、3.5km短縮

S43 1968 3 県道名音トンネル完成（大和村） 386m 5.6m 2,340万円 11月開通
S45 1970 7 奄美の自動車　1万台突破
S49 1974 3 県道朝仁トンネル完成 333m 9.5m 4億2,500万円

7 県道朝仁バイパス開通 朝仁土地区画整理事業（S43着工,S53.3完成）
S53 1978 8 国道小浜-佐大熊バイパス完成 705m ‐ 3億9,900万円
S54 1979 3 県道大熊橋完成 47m 10m

3 県道大熊バイパス完成 2,000m短縮
S56 1981 3 国道山羊島トンネル完成 421m 9.5m 6億3,000万円 S54 S56.12供用開始

6 県道網野子バイパス工事完成（瀬戸内町） 1,251m ‐ 95億円 S42
7 国道58号線の全線舗装完成 名瀬‐古仁屋間30分短縮、1時間半に
12 国道佐大熊-浦上バイパス開通 2,904m 8.5m 21億9,800万円 S51

S59 1984 1 県道国直トンネル完成（大和村） 260m 8.0m
7 国道本茶トンネル完成 1,055m 9.25m 2億3,200万円 S57
8 県道小宿トンネル完成 260m 9.5m S57
10 県道国直バイパス完成（大和村） 700m 6億5,000万円 400m・2分短縮

S60 1985 5 県道小宿バイパス開通
11 国道本茶バイパス開通 10,646m 8.75m 72億2,000万円 S55 曲所129か所減　600m・14分短縮

S61 1986 3 県道浜里・平松バイパス完成 840ｍ 12.5m 600m短縮
12 臨港道路　新港橋完成

H1 1989 2 国道三太郎トンネル完成（住用村） 2,027m 9.3m S59
3 県道秋名トンネル完成（龍郷町） 412m 9.3m 9億2,500万円
7 県道根瀬部トンネル完成 226m 9.4m 5億4,500万円
9 国道三太郎バイパス開通（住用村） 6,100m 10.0m 80億8,800万円 S59 曲所106か所減　7,100m・24分短縮
10 県道芦検バイパス完成（宇検村） 340m 4億6,300万円 S59 260m短縮
11 県道根瀬部バイパス完成 7,160m 9.25m 曲所14か所減　1,395m・6分短縮
11 県道秋名バイパス完成（龍郷町） 2,700m 8.75m 19億8,400万円 曲所26か所減　1,630m・5分短縮

H2 1990 12 国道浦バイパス完成（龍郷町） 200m 10.0m 掘割
H3 1991 3 臨港道路　名瀬港大橋完成 86.2m 14.3m PC　T桁

7 県道節田バイパス完成（笠利町）
H4 1992 3 臨港道路　海上保安部-小浜埋立間完成 720m

5 県道大和-津名久間バイパス完成（大和村）
6 県道尾神山トンネル開通（大和村） 210m 9.3m H2
7 県道和野バイパス完成（笠利町） 1,060m 4億7,000万円 S57 200ｍ・約1分短縮

H5 1993 5 国道（新）屋入トンネル開通（龍郷町） 506m 9.25m H2
11 国道朝戸トンネル開通 1,725m H1

H6 1994 国道朝戸バイパス完成 4,645m 9.25m 81億円 S61 曲所39か所減　2,455m　7分短縮
H7 1995 3 県道芦花部トンネル開通 596m 9.5m H4

11 国道地蔵トンネル開通（瀬戸内町） 1,065m 9.3m
国道地頭峠バイパス開通（瀬戸内町） 2,000m 27億円 H1 1,500m・7分短縮
国道屋入バイパス完成（龍郷町） 5,071m 8.0m 35億円 S63 曲所14か所減　154m・約3分短縮

H10 1998 3 県道芦検トンネル開通（宇検村） 180m
4 県道かがんばなトンネル（龍郷町） 29m
11 県道毛陣トンネル開通（大和村） 1,212m
11 県道安木屋場トンネル開通（龍郷町） 555m

H11 1999 4 国道小和瀬トンネル開通（住用村） 515m
4 国道城トンネル開通（住用村） 246m

H12 2000 11 県道新小勝トンネル開通（宇検村） 238m
H13 2001 8 国道新和瀬トンネル開通（住用村） 2,435m
H15 2003 3 県道伊仁トンネル開通（宇検村） 272m
H17 2005 1 国道石釜トンネル開通（奄美市住用） 210m

12 国道和光トンネル開通 1,820m
H18 2006 6 知名瀬トンネル※ 970m ※名瀬西部地区農免農道（非国県道）

8 県道長瀬トンネル開通（大和村） 1,432m
8 県道志戸勘トンネル開通（大和村） 486m
9 県道生勝トンネル開通（宇検村） 687m
11 県道（新）油井トンネル開通（瀬戸内町） 390m

H19 2007 3 県道俵トンネル開通（瀬戸内町） 150m
7 県道役勝トンネル開通（奄美市住用） 1,133m

H21 2009 3 県道呑之浦トンネル開通（瀬戸内町） 635m
7 国道浦バイパス開通（龍郷町） 584m 16億円

H22 2010 3 国道勝浦トンネル開通（瀬戸内町） 1,122m
3 （新）須古橋開通（宇検村） 90m 6億4,000万円 須古橋の架け替え

H26 国道網野子トンネル開通（瀬戸内町） 4,243m
施行中 県道久根津トンネル（瀬戸内町） 318m

年

2014（予定）

注）平成4年までは「奄美土木史年表」より作成。それ以降は県HP資料より作成。
　　太字は国道58号線。網掛けは新バイパスの完成により、現在は旧道となっているもの。所在市町村の括弧書きのないものは奄美市名瀬（旧名瀬市）。
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（１） 名瀬隧道・朝戸トンネル（朝戸バイパス） 

名瀬隧道（名瀬トンネル）は名瀬の市街地から南へ住用・古仁屋方面へと通じる朝戸峠

に建設された。1956（昭和 31）年に着工し、翌年 3 月に完成した。長さ 180m、幅員 5.5m、

奄美群島で初めてのトンネルであった。完成後、奄美大島を南北に縦貫する幹線としての

役割を果たしてきたが、36 年後の 1993（平成 5）年 11 月に朝戸峠の下に朝戸トンネルが開

通し、名瀬隧道を含む峠越えの道路は旧道となった。 

朝戸バイパスは奄美市名瀬市街地と朝戸地区とを結ぶ長さ 1,725m の朝戸トンネルを含む

全長 4,645m の道路である。トンネル坑門の壁画には、「躍動する奄美」と「奄美の自然」

と題された作品が描かれており、脇の石碑にはそれぞれ「若い男女が八月踊りを楽しく踊

る姿」と「奄美の自然を代表するルリカケス・アカショウビン・ハイビスカス・クロトン

等」を表現した旨が記されている。なお、原画となっている作品は地元の大川小学校の児

童によるものである。 

 

 
図 3-2 名瀬隧道と朝戸トンネル 
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写真 3-1 朝戸トンネルの坑門と「躍動する奄美」・「奄美の自然」の壁画 

 

 

写真 3-2 坑門壁画の説明が記された石碑 
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（２） 和瀬隧道（和瀬バイパス）・新和瀬トンネル（新和瀬バイパス） 

和瀬隧道は、旧名瀬市と旧住用村の間の和瀬峠を越える和瀬バイパス（1,585m）の一部

として 1960（昭和 35）年 4 月に開通したトンネルである。全長は先に開通していた名瀬隧

道よりも約 100m 長い 285m であり、幅員は同じ 5.5m であった。 

名瀬隧道と和瀬隧道の開通を含む道路改良の結果、1960（昭和 35）年までに名瀬‐古仁

屋間の所要時間は従来の 8 時間から 4 時間へと短縮し、バス料金も 300 円から 250 円へと

値下がりした5。 

新和瀬バイパスは、2001（平成 13）年に開通した新和瀬トンネル（2,435m）と 1999（平

成 11 年）年に開通した小和瀬トンネル（515m）・城トンネル（246m）の 3 本のトンネルの

ほか、複数の橋梁部を有するバイパスである。新和瀬バイパスの開通により、和瀬隧道を

含む和瀬バイパスは旧道となった。 

 

図 3-3 和瀬隧道と新和瀬トンネル  

                                                      
5 『奄美土木史年表』p.94 
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写真 3-3 和瀬隧道と和瀬バイパス（鹿児島県「復帰から 10 年」より転載） 

 

 
写真 3-4 和瀬隧道の現況 
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写真 3-5 和瀬バイパス旧道から新和瀬バイパス（小和瀬トンネル）を望む 

 

 

写真 3-6 新和瀬トンネルの坑門（ハイビスカスとアマミノクロウサギ） 
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（３） 本茶トンネル（本茶バイパス） 

奄美大島には北から順に長雲峠、本茶峠、朝戸峠、和瀬峠、三太郎峠、網野子峠、地頭

峠という 7 つの峠がある。このうち本茶峠は、北から名瀬のまちに入る直前の峠にあたる。

本茶線と呼ばれていた峠道は戦後、「主要地方道から国道に格上げされ道路の整備、舗装工

事が進められて、ジャリ道からアスファルト道路に一変して車の行き来も楽になり、30 分

もあれば峠を越えて名瀬へ行ける」までになっていた。一方で、「戦前から部落の長老たち

は、夢みたいな話だが前置して、トンネルの話をしていたという6」。その夢みたいな話が

1984（昭和 59）年についに実現し、本茶峠を越えるバイパスの一部として本茶トンネルが

開通した。曲所は 146 か所から 17 か所に削減され、所要時間は 27 分から 13 分へ短縮した。 

龍郷町側の中勝集落のバイパス道路脇に「本茶トンネル開通記念之碑」が建っている（写

真 3-8）。開通の翌年、1985（昭和 60）年 11 月 25 日に建立されたもので、石碑の裏面には

「昭和三十二年から 本茶トンネルの誘致促進に 積極的にご尽力くださった諸氏」とし

て当時の村会議員や区長の氏名のほか、中勝地区民一同と刻まれている。石碑には「昭和

32 年から誘致」と刻まれているものの、先述したように戦前からの願いであった。隣接す

るもうひとつの石碑には本茶トンネル開通記念碑建立委員として地元の中勝区長ほか 14 名

の氏名が刻まれており、正副委員長以下、会計、事務局長、監事がおかれていたことがわ

かる。さらに、記念碑建立特別協力団体として、奄美建設業協会、中勝出身本土在住者一

同、中勝名瀬郷友会一同、中勝地区民一同、その他とあり、地元住民だけでなく郷友会を

はじめとする出身者有志によって建立された記念碑であることがわかる（写真 3-9）。 

本茶バイパスの開通により峠越えの本茶線は旧道となった。 

 

 
図 3-4 本茶トンネル（本茶バイパス） 

                                                      
6 奄美グラフ社編「本茶トンネル開通にまつわる苦心談」『奄美伝説民話観光人物ガイドブック』，p.35 
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写真 3-7 龍郷側からみた本茶トンネル 

 

 
写真 3-8 「本茶トンネル開通記念之碑」 

 

 
写真 3-9 記念碑建立特別協力団体 
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（４） 三太郎バイパス（三太郎トンネル） 

三太郎バイパスは奄美市住用町の城（ぐすく）地区と西仲間地区を結ぶ 6,100m のバイパ

スである。2,027m の三太郎トンネルの完成後、平成元年 9 月に開通した。13,200m の旧道

から 6,100m へと 7,100m 短縮した。これにより開通以前には 31 分かかっていた峠越えが 7

分に短縮された。 

三太郎バイパスの起点付近（旧道と新道の間の敷地）には「三太郎トンネル開通記念碑」

と「事業概要」の石碑が建てられている。記念碑には、当時の住用村長によって「先人の 

悲願一念貫けり この道のりこそ 島興し」と刻まれており、また同様に当時の大島支庁

長によって「愚公山を移し 今群民峠を穿つ この情念 島興しの礎なり」と刻まれてい

る。なお、これらの記念碑は平成元年度のふるさと創生事業により建てられたことが記さ

れている。 

 

 

図 3-5 三太郎トンネル（三太郎バイパス） 
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写真 3-10 バイパスの起点に建つ「三太郎トンネル開通記念碑」 

 

 

写真 3-11 記念碑の裏側に走る旧道 

 

 
写真 3-12 住用側からみた三太郎トンネル 
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3.1.2 旧道の景観 

奄美大島では、バイパスやトンネルの開通、道路改良による路線の直線化に伴って、島

内各所に長短さまざまな旧道が生じている。生活道路として、観光道路として、その機能

を変えてあらたな景観をつくりだしている旧道もあれば、交通量の激減により道路として

十分な管理がなされていない旧道もある。 

 

（１） 緋寒桜の名所としての旧国道（本茶線） 

本茶トンネル（写真 3-7）の開通によって旧道となった峠越えの本茶線では、1 月下旬か

ら 2 月上旬にかけて、道路端に植樹された緋寒桜が満開になる。クルマを走らせていると、

カーブを曲がるたびに濃いピンクに色づいた木々が目に飛び込んでくる。速度も自然とゆ

っくりとなる。車を停めて外に出て、花を愛でる人々があちこちでみられる。眼下には家々

や農地が広がり、遠くの山々へ緋寒桜が連なるのが見える。満開時期の休日には弁当持参

で集まる人々で賑わっている。幹線道路としての機能から、人々が集まる名所として、眺

望スポットとしての機能へと変化している好例である。この緋寒桜の並木は、地元の大勝

寅年会7によって 1962（昭和 37）年から植樹されてきたものである。この大勝寅年会は 1993

（平成 5）年に植樹の経緯を示す石碑を建立している（写真 3-14）。 

 

 

写真 3-13 本茶バイパスの旧道沿道の緋寒桜 

 

 

                                                      
7 大勝尋常高等小学校の昭和 16 年 3 月の卒業生によって結成された会 
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写真 3-14 本茶峠の旧道に建つ「ここは緋寒桜の並木道」の石碑 

 

（２） 石碑 

旧道には戦没者慰霊塔や忠魂碑が建てられているのをみることができる。海や集落の家

並みを眺める土地に建てられている。 

 

【小宿】 

埋立地（かつては海）を望む地に建つ忠魂碑

昭和 48 年 11 月に小宿・里遺族会と小宿部落

会によって建立 

【朝仁】 

朝仁集落と新しい区画整理の家並みを望む

坂の途上にある戦没者慰霊碑 

「朝仁の千年松」と一体的に整備されている
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3.1.3 自衛隊道路（芦良－大熊線） 

名瀬の市街地から大熊を抜けて有良（あった）・芦花部（あしけぶ）方面へ向かう道路の

途中に大熊展望広場がある。由来は定かではないがマンキチ公園とも呼ばれているこの広

場からは名瀬の市街地を望むことができる。写真 3-15 の奥に見える市街地が名瀬のまち、

手前に見えるのは山羊島である。 

 

 
写真 3-15 大熊展望広場（マンキチ公園）から名瀬の市街地を望む 

 

このマンキチ公園の駐車場脇に「芦良－大熊線開通記念碑」が建っている（写真 3-16）。

碑の裏面には「着工昭和 38 年 2 月 8 日 竣工昭和 38 年 4 月 18 日 延長 3,760 米 施工者

陸上自衛隊第八師団第八施設大隊 事業主体名瀬市」とある。現在の道路は後年に拡幅さ

れたものであるが、大熊から有良・芦花部方面への道路は当初、自衛隊によって建設され

たものである。アイスポットとなるカーブの突き当たりには、調査時に緋寒桜の花が咲い

ていた（写真 3-17）。 

芦良－大熊線と同様に、自衛隊によって建設された道路が奄美群島には少なくとも 8 路

線確認できた（表 3-2）。必ずしも幹線道路ではないが、集落間を結ぶ道路として開通した

ものが多い。奄美大島では昭和 40 年代を中心に道路建設の担い手として自衛隊が存在して

いたことがわかる。 
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表 3-2 奄美大島における自衛隊による道路建設の実績 

 
 

 

写真 3-16 「芦良－大熊線 開通記念碑」 

 

 

写真 3-17 自衛隊が建設した芦良大熊線 
（現在の主要地方道名瀬龍郷線） 

月 長さ 幅 工費 着工 備考
S38 1963 4 市道大熊～大熊峠 3,940m 4.0m 392万円 S38 「芦良-大熊線 開通記念碑」あり
S42 1967 12 名瀬勝林道 5,130m 4.5m
S45 1970 9 市道山田団地-崎原間 2,973m
S46 1971 9 市道鳩浜-崎原間 6,583m S47.2崎原地区へバス開通
S46 1971 9 曽津高崎・西古見間（瀬戸内町） 3,120m
S48 1973 8 市道みだち線　朝戸峠-スーパー林道間
S48 1973 11 村道戸口・田雲線（龍郷町） 1,500m 6.0m
S52 1977 2 与論島　林道
注）「奄美土木史年表」より自衛隊による道路建設の記述を抜粋して作成。所在市町村の括弧書きのないものは奄美市名瀬（旧名瀬市）。

年
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図 3-6 大熊～有良～芦花部の道路と開通記念碑の位置 
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有良集落の暮らしを記した文献8によると、自衛隊道路の開通以前は、動力船が名瀬や他

シマ（集落）と日帰り航行（1 日往復）していた。ただそれも昭和 27，28 年頃からの約 10

年間のことであり、それ以前の村の人々はフウイタツケ（大板付け舟）を漕いで名瀬など

へ出かけていたという。海がしけるとカッチアッキ（陸行）をするしかなかったため、「県

道ができて村の中まで車が通るようになったのはそれこそ村始まって以来のことで、道路

開削は破天荒な大事業であり晴天の霹靂9」であった。 

名瀬方面から向かうと有良集落の先に芦花部集落がある。集落の入口付近に「県道開通

記念碑」が建てられており、裏面に道路整備やバス開通の年月が記されている。一連の経

緯は集落誌である『芦花部誌10』にも記述されており、「県道の開通まで」の項は次のよう

に締め括られている。「昭和 38 年 4 月県道、林道、市道と三者取合わせで以ってまがりな

りにも自動車道が完通し文字通り部落百年の大計が成った訳である11」。 

現在はさらに、大熊から有良へのトンネルの早期実現が求められていることが看板に表

れている（写真 3-19）。 

 

表 3-3 大熊～有良～芦花部の道路建設の経緯 

 

 

                                                      
8 求哲次（2007）『奄美シマジマ（村々）の暮らし－名瀬有良を中心に－』広報社 
9 前掲，求（2007）p.15 
10 福山勇義（1970）『芦花部誌（非売品）』鹿児島県立図書館奄美分館所蔵 
11 前掲，福山（1970）p.106 

月 長さ 着工
S36 1961 有良～大熊峠の林道工事完成 5,500m S33.2
S38 1963 3 芦花部～有良の県道工事完成 2,100m S35.6
S38 1963 4 大熊～大熊峠間の市道工事完成（自衛隊による） 3,700m S38.2
S39 1964 2 有良～大熊の林道と市道を県道へ移管
S39 1964 5 バス開通
注）「芦花部誌」の記述と年表より作成。

年
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写真 3-18 芦花部集落に建つ「県道開通記念碑（平成 16 年建立）」 

 

 

 
写真 3-19 トンネルの早期実現を求める道路脇の看板 

（芦良大熊線の大熊側登り口付近にて） 
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3.2 市街地整備の成果とその景観 －拡大する市街地－ 

 

3.2.1 公有水面埋立事業 

平坦地が少ない奄美大島において人口が集中する名瀬市（現在の奄美市名瀬）では、海

面を埋め立てることで市街地を拡大させてきた。これは 1958（昭和 33）年から 1986（昭和

61）年まで名瀬市長を務めた大津鐡治市長が神戸市を訪れた際に埋め立てによる再開発に

ヒントを得たとされている。一般財源の枠内ではなく、資金運用で柔軟に対応できる機動

性のある開発公社の制度が採用され、1965（昭和 40）年 11 月に財団法人名瀬市開発公社が

設立された。当時は鹿児島県下では初めてで九州地区でも少なかったという12。一連の埋め

立ての経緯と意味について、飯田（2012）は、時代を下って埋め立ての規模が拡大すると

ともに、まちで生活していた人々の職住分離を促した点に注目している13。 

やや古いデータになるが、1995（平成 7）年の時点で、名瀬市における埋立地の世帯の割

合は 34.85％、人口割合は 39.67％であった14。過半とまではいかないまでもかなり多くの人々

が埋立地の新しい市街地で生活していることを裏付けている。 

 

 

表 3-4 名瀬市における公有水面埋立事業の実績 

 

 

 

 

 

                                                      
12 川口隆（1996）『新しいまちづくり－30 年の回顧－』p.14-15 
13 飯田卓（2012）「近代空間としての名瀬市」,『名瀬のまち いまむかし―絵地図から地籍図まで』，南

方新社, pp.109-149 
14 前掲,川口 p.133 

埋立地区 施行
面積
(ha)

埋立免許 竣工許可 埋立目的
人口

（1995）
1 見里地先 市 2.4 1957.2 1963.9 住宅用地 49
2 塩浜地先 市 4.6 1956.7 1965.5 工場、学校等用地 348
3 佐大熊地先 公社 6.8 1966.12 1970.6 住宅用地 1,450
4 小浜地先 公社 12.4 1967.10 1969.11 工業用地 385
5 長浜地先 公社 21.6 1970.2 1972.10 住宅、商工業用地 2,714
6 大熊地先 公社 2.0 1971.3 1972.3 住宅用地 146
7 矢之脇地先 公社 0.7 1973.3 1974.1 造船所、港湾関連用地 5
8 鳩浜地先 公社 13.4 1973.12 1975.12 住宅、工業用地 653
9 片原地先 公社 0.8 1975.5 1976.9 住宅用地 大熊に含む

10 餅浜地先 公社 7.5 1978.2 1979.6 公共施設用地 0
11 小宿地先 公社 33.2 1980.3 1982.9 住宅用地 3,524
12 山田※ 公社 3.8 1967 1971 住宅用地 229

109.2 9,503
注）川口隆（1996）『新しいまちづくり』より転載。山田※は内陸での事業だが公社実績として掲載。
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写真 3-20 佐大熊・小浜地区竣工記念碑（1970 年） 

 

 
写真 3-21 鳩浜地区の幹線道路 

 

 

写真 3-22 鳩浜地区に整備されている公園 
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写真 3-23 鳩浜地区の竣工記念碑（1975 年） 

 

 
図 3-7 小宿埋立地計画図 
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写真 3-24 小宿の埋立地遠景 

 

写真 3-25 埋立地に建つ公営住宅群 

 

写真 3-26 埋立地を東西に横断する幹線道路 
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小宿集落 埋め立てによる新しい市街地 

写真 3-27 かつての海岸線から小宿集落側と埋立市街地側をみる 

 

集落 埋立地 

写真 3-28 小宿の道路と家並み 

 

集落 埋立地 

写真 3-29 小宿の広場・公園 
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3.2.2 旧堤防の景観 

埋立地の境界付近にはかつての堤防が残されている。 

 

小浜埋立地の旧堤防： 

右手の建物は軽食喫茶「コースト」 

小浜埋立地の旧堤防： 

左手の並木道は臨海道路 

小宿埋立地の旧堤防： 

左側がかつての海岸で右側が小宿の集落 

小宿埋立地の旧堤防： 

花壇・菜園として活用されている 

知名瀬港の旧堤防： 

防風林とともに残存し、公園と一体化している

長浜埋立地の旧堤防： 

人の往来を切断する明確な境界を形成 

写真 3-30 旧堤防の現況 
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3.3 産業振興の成果とその景観 

 

3.3.1 製糖業にかかわる景観 

サトウキビ栽培は戦前から奄美群島の基幹産業であった。戦前はサタヤドリと呼ばれる

砂糖小屋での製糖が各地でおこなわれていた。当然のことながら復帰後の復興事業でも重

要視され、共同製糖施設の復旧整備により品質の向上と増産を図るということで、1954（昭

和 29）年から 1956（昭和 31）年までに共同製糖場 64 工場が農家の自己資金や融資によっ

て建設された。それによって産糖量は 1955～56 年に戦前記録を上回ったものの、在来のサ

タヤドリ、牛車利用の 4,100 工場と水車利用の 83 工場はつぶされた。さらに、その後 1959

（昭和 34）年 4 月、政府が決定した「国内甘味資源需給向上対策」によって政策がふたた

び転換し、その結果大資本の大型分蜜糖工場が進出することになった。それにより、それ

までサトウキビをつくり、共同製糖工場で黒糖を作って換金していた農家は、大型工場に

サトウキビを売って生計を立てる立場に変化した。復興事業で建設された共同製糖工場も

間もなく稼働をやめ、借金が残されたという15。皆村（2003）によると、「本土復帰当時、

奄美には自家の小型製糖場（含蜜糖）が約 4,300 あった。12 月から 5 月頃まで、サトウキ

ビ農家は、自家製糖場で製糖作業に追われ、多忙をきわめていた。大型分蜜製糖工場が設

立されたため、小型製糖場は閉鎖された。農家は、製糖作業から解放されて、サトウキビ

生産に専念することが可能になった16」という。政策転換の評価はさまざまな立場がありう

るが、いずれにしても政策転換によって施設整備の内容が変化したことは確かであり、と

くに復興事業で建設された 64 工場については短命であった。 

 

写真 3-31 復興事業で建設された製糖工場の現在 

手前にある鉄製レールはスモモ運搬用のモノレール 

                                                      
15 吉田慶喜（1995）『奄美の振興開発―住民からの検証』，本処あまみ庵，p.101-104 
16 皆村武一（2003）『戦後奄美経済社会論―開発と自立のジレンマ―』，日本経済評論社，p.55 
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3.3.2 大島紬の生産にかかわる景観 

奄美群島には、日本の染色織物として も古い伝統を持つといわれる工芸品の「本場大

島紬」がある。大島紬の生産は、1960～1980 年代に盛況していたが、1984 年以降生産低迷

が続いている（図 3-8）。しかし、産業としては低迷する一方で、現在も名瀬の市街地には

当時の生産施設が残されている（写真 3-32，写真 3-33，写真 3-34）。 

たとえば、1 階部分に生産施設としての工場を有し、その上の階に織工が暮らす住戸をも

つ住工併存形式の建物が名瀬の市街地には点在している（写真 3-32）。これらは 1960～70

年代に建設された RC 造の共同住宅である。織工が暮らす住戸には機織りに用いる高機（た

かばた）を設置する空間があらかじめ想定されており、平面構成もそれに対応して設計さ

れている17。住まいの中に機織りの作業を持ち込むことができるようになっているなど、建

築的にも特色のある住まいである。現在は織工としての仕事をしている居住者は少ないが、

一般の賃貸住宅として活用されている。戸数規模は各階 2～4 戸が多く、1 棟あたりの戸数

は必ずしも多くはないが、市街地の中で面的に広がりをもってみられるという点が特徴で

ある。 

 

 

図 3-8 大島紬生産量の推移（「奄美群島の概況」より作成） 

                                                      
17 市街地における分布や建築的特徴については、野元麗生,和田千弘,小山雄資,木方十根, 「奄美市名瀬に

おける大島紬の織工アパートの分布と空間構成」, 日本建築学会研究報告.九州支部. 3, 計画系 (53), 
pp.177-180, 2014 を参照されたい。 
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写真 3-32 織工アパートの例 

 

 
写真 3-33 旧撚糸工場 
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図 3-9 大島紬の生産・販売にかかわる施設の分布（名瀬市街地） 
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伊津部勝（泥染公園内） 

 

伊津部勝 

有屋 駐車場に転用されている市街地の泥田 

写真 3-34 市内に点在する泥田 
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3.3.3 農業振興にかかわる景観 

 

（１） 果樹（スモモ） 

奄美大島で栽培される果樹のうち代表的なものは、スモモ、ポンカン、タンカンである。

これらの果樹は奄美の気候風土に適しているとして、増植普及に努めた人物が存在する。

里出身の大山久義である。氏は里出身で東京府立園芸学校を出て帰郷し、農業試験場の助

手や大島高校講師、市会議員等を歴任した人物である。現在、母樹植栽ゆかりの地に「ス

モモ育ての親」として頌徳碑が建っている。裏面には「昭和四十九年十一月二十三日 勤

労感謝の日」に名瀬市果樹振興会が建立したことが記されている。スモモ栽培は、里から

小宿、知名瀬、根瀬部へと広がっていった。 

 

 

写真 3-35 斜面に展開するスモモの果樹園（小宿・里） 

 

 
写真 3-36 スモモ育ての親 大山久義 頌徳碑 
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写真 3-37 小宿・里地区で見かけるスモモ運搬用モノレール（モノラック） 

 

（２） サトウキビ 

製糖工場が、集落規模の工場からさらに大型の製糖工場へと転換していくのと並行して

サトウキビの増産体制の確立が進められていった。大型農業機械の導入のため、農道や圃

場の整備がすすめられた。農業振興にかかわる事業としては、大型機械や輸送用トラック

の圃場乗り入れを前提とした畑の区画整理である、畑地帯総合整備事業がある。旧名瀬市

内では大川地区（S49-55）で実施された。奄美大島内でとくに大規模な事業が展開したのが

旧笠利町で、畑地帯総合整備事業（笠利～第 4 笠利）は昭和 49 年度から平成 4 年度までに

わたるものであった。 
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ソテツの植栽が畑の境界を形成している ナリとよばれるソテツの実は食用できる 

事業後には境界としてヒトツバ（マキ）も サトウキビを収穫するための大型機械 

整備済み農地を貫く農道 

 

畑総事業の完成之碑 

写真 3-38 農業基盤整備がなされた地区（笠利町） 
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大島本島唯一の隆起珊瑚礁地帯 

笠利トーバルの名称で町内でも肥沃の地として 

知られる此の耕地も背後地は起伏が激げしく 

機械化農業に適せず地区民総意のもと県営畑総 

事業を導入子孫に美畑を残すことにした。 

  概要下記の通りである。 

事業年度 昭和 57 年度～昭和 59 年度完成 

地区面積 22.3ha 

整地面積 18.9ha 

事業費  256000 千円 

事業主体 鹿児島県 県知事 鎌田要人 

笠利町長 有川幸雄 

工事施行業者 

県土地改良事業団体連合会 丸善工務店 

前田建設 安田組 

換地委員 （以下略） 

 

図 3-10 「県営畑総合事業 完成の碑」裏面の碑文 
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3.4 自然との接点として形成される景観 

風水害に象徴される奄美大島の厳しい自然条件は、景観をかたちづくる〔コンテクスト〕

となっている。しかし、同時に景観形成の〔プロセス〕としても自然の力は大きく働いて

いる。今回の調査では、崖崩れ現場からの眺望や人工護岸に自然形成された浜辺、植生に

侵食される展望台などに、人為ではない自然が生み出す景観形成のプロセスを見いだすこ

とができた。これらは人為としてコントロールすることや計画の対象とすることがむずか

しい。人為に対する自然の力の大きさを認識することは、奄美大島における景観形成の〔プ

ロセス〕としても重要であると思われる。 

 

3.4.1 土砂崩れ現場とそこからの眺望景観 

写真 3-39 は、小湊集落から崎原集落へ向かう道路からの眺望である。中央にみえる畑は

フワガネク遺跡である。その手前を流れる大川が左奥に広がる太平洋へと注いでいる。小

湊集落を一望するこの場所からの視界は土砂崩れによって得られたものである。このよう

に奄美の山々からの眺望点は、斜面の中腹を走る旧道に多くみられる。それらは崖崩れと

いう偶発的な事象によって生まれたものであることもしばしばである。 

 

 
写真 3-39 小湊集落遠景 
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写真 3-40 崩壊した斜面を仰ぎ見る（小湊） 

 

 

写真 3-41 復旧した道路（小湊） 



53 
 

 
写真 3-42 崩崩れの現場と復旧した道路（朝仁） 

 

 
写真 3-43 写真 3-42 から眼下に長浜の埋立地を望む 
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3.4.2 自然の力によって形成される景観 

 

（１） 埋立地の沿岸に自然形成された浜辺 

写真 3-44 は、小浜埋立地と佐大熊埋立地の間にある浜辺である。地元ではその形状から

「三角浜」と呼ばれている。これは埋め立て事業によってできた人工護岸に砂が堆積した

結果、浜辺が形成され、年月を経て植生も根付いている事例である（写真 3-45）。三角浜の

海側に架かっている橋梁は名瀬臨港道路である。このような環境において、この浜辺では

近年ウミガメの産卵がみられるようになっているという。また、夕方近くになると学校帰

りの生徒の居場所にもなっているようである。 

 

 
写真 3-44 小浜埋立地と佐大熊埋立地の間に自然形成された通称「三角浜」 
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1965 年 

1977 年 

2012 年 

写真 3-45 埋立地の展開と「三角浜」の形成 
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（２） 植生に浸食されつつある展望台 

島内各地の眺望のよい場所には展望台が整備されているものの、自然植生の成長の勢い

が著しいためか、樹木で眺めが遮られていたり、展望台が周囲の植生と一体になりつつあ

ったりする（写真 3-47）。手すりや階段が朽ちている場合もあり、管理上の問題も指摘され

るところであるが、奄美地域の自然的条件が経年変化の状況が反映されているとみること

もできる。奄美大島ではこのような展望台だけでなく遊歩道などのガードレールにおいて

もコンクリート製の擬木ではなく天然木が活用されている。 

 

 
写真 3-46 手すりが朽ちている展望台（崎原） 

 

 
写真 3-47 植生の繁殖力で「空中庭園」になりつつある展望台（赤崎公園内） 
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4. 集落を単位とした奄美振興開発事業の成果の分析 

 

4.1 分析の目的と方法 

奄美大島ではほとんどの公共事業が奄振（奄美群島振興開発事業）と結びついているよ

うに見える一方で、個別具体的に何が奄振による成果なのかということは案外わかりにく

いように思われる。それというのも、計画の内容を示す奄美群島振興開発計画は文字で表

現される媒体であり、成果の内容を示す奄美振興開発事業実績調書は、事業費等を数字で

表現した資料であるためである。 

本章では、日常生活の基礎的な単位である集落（シマ）をひとつの圏域としてみたとき

に、奄美振興開発事業がどのように展開し、どのような成果をもたらしたのかを検討する。

そのために下記の文献を使用する。集落を単位として事業実績を集計・比較して全体の傾

向を把握した上で、実際に集落に何ができ、それらは現在どうなっているのかを現地で確

認することとする。 

 

入佐一俊著「地名でみる奄美振興事業－奄美振興事業の地名・事業総覧」かわち印刷,1998 年 

 

上記の文献は、奄美振興開発事業実績調書に記載されている事業実施地区名を 50 音順に

配列したリストであり、実施事業名と当該事業がその地区で 初に実施された年度が記載

されている。事業の収録期間は昭和 29(1954)年度から平成 7(1995)年度までの 41年間である。

したがって直近の約 20 年間の動向までは対象とすることができないものの、奄美群島にお

ける地域開発が、当初の復興事業から振興事業、そして振興開発事業へと変容していく長

期的な過程を追うことはできる。なお、同文献は奄美群島全体を網羅しているが、今回の

分析では、奄美群島のなかでももっとも都市化・市街化の影響を受けていると考えられる

旧名瀬市の中心市街地の周辺に立地する全 17 集落（表 4-1，図 4-1）を対象として集計・

分析する。 
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表 4-1 集計の対象とした集落（奄美市名瀬） 

・上方地区（6 地区） 有良・芦花部・大熊・浦上・有屋・仲勝 

・下方地区（5 地区） 根瀬部・知名瀬・小宿・里・朝仁 

・古見方地区（6 地区）小湊・西仲勝・伊津部勝・名瀬勝・朝戸・崎原 

 

 

図 4-1 奄美市名瀬における集落位置図 
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4.2 奄美振興開発事業の内容とその変遷 

本節では、奄美振興開発事業の展開について、空間的には集落単位で、時間的には計画

期単位で理解を深める。対象集落を網羅した一覧表は本書巻末に収録しているので、ここ

ではそこから抜粋しつつ考察を進める。 

 

4.2.1 復興計画期（1954-63）の事業展開 

この時期は産業振興にかかわる事業が中心に展開されている。「漁船動力化」，「漁礁」，「築

磯」など漁業に関するものがみられる。また、このころに「製糖工場」が集落を単位とし

て建設されていたことがわかる。道路整備としては、農道，林道，県道の整備が事業化さ

れていた。また、小学校の校舎が復興事業の中心的な事業であったことがわかる。本土復

帰時の文部省予算措置として一般校舎整備費 23 校分が計上され、「ブロック建築校舎」に 1

億 6180 万円、設備整備費に 1468.8 万円が投入されている。当時の校舎はたとえば小湊小学

校などに現存している（写真 4-1）。 

 

表 4-2 復興計画期（1954-63）の事業 

 
 

 
写真 4-1 小湊小学校（昭和 36 年度事業） 

 

上方地区 下方地区 古見方地区
大熊 有良 芦花部 小宿 根瀬部 知名瀬 小湊 伊津部勝

復興計画
S29 1954 漁船動力化 有良芦花部林道 有良芦花部林道 知根小用地 漁船動力化，漁礁
S30 1955 水産加工場，漁礁 製糖工場 製糖工場 製糖工場 築磯
S31 1956
S32 1957 知根小校舎
S33 1958 かん排 小宿小中学校校舎 堆肥舎 農道，県道小湊朝戸線
S34 1959 簡易水道 芦花部小中学校校舎 農道

S35 1960
農道，防風林 防風林 農道 林道，県橋(知名瀬橋)，

かん排，知名瀬川改修

S36 1961 農道
簡易水道，小学校校舎

S37 1962 かん排 林道，簡易水道 簡易水道
S38 1963 農道
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4.2.2 振興計画期（1964-73）の事業展開 

この時期は、復興計画期から引き続き、学校の校舎や簡易水道の建設が進んでいる。産

業振興にかかわる事業として、「亜熱帯果樹」が登場しはじめる。その他「野菜集荷場」や

「畜舎」も建設された。文教施設は、校舎だけでなく屋内体育館の建設へと移行しつつあ

る。 

 

表 4-3 振興計画期（1964-73）の事業 

 

 

写真 4-2 水道竣工記念碑（浦上） 

 

4.2.3 振興開発計画期（1974-83）の事業展開 

この時期になると、産業振興にかかわる事業が多様化してくる。多様化は模索を意味し

ているかもしれないが、「特産野菜団地」，「晩柑橘」，「桃集荷場」，「育苗施設」，「甘蔗脱葉

機」，「軌道運搬」などがみられる。学校の整備は、「プール」，「給食施設」の建設へと次の

段階に進んでいる。「児童館」や「へき地福祉館」が建設されるようになったのもこのころ

である。「土地改良」や「漁港埋立」といった産業振興にかかわる基盤整備もみられる。 

 

上方地区 下方地区 古見方地区
大熊 有良 芦花部 小宿 根瀬部 知名瀬 小湊 伊津部勝

振興計画
S39 1964 農地防災 芦花部川改修 簡易水道 亜熱帯果樹，農地防災
S40 1965 畜舎 簡易水道 亜熱帯果樹
S41 1966 農地防災，簡易水道 亜熱帯果樹
S42 1967 芦花部小校舎 簡易水道
S43 1968 畜舎

S44 1969
圃場整備 中学校屋内体育館，漁

港改修
野菜集荷場

農道

S45 1970 林道
S46 1971 小学校体育館
S47 1972 中学校校舎（増築）

S48 1973
芦花部小中学校屋内体
育館
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表 4-4 振興開発計画期（1974-83）の事業 

 
 

4.2.4 新振興開発計画期（1984-93）の事業展開 

この時期の産業振興にかかわる事業としてはスモモ栽培斜面地での「モノレール（モノ

ラック）」や「ビニールハウス」が展開している。若年世帯の定住のために「県営住宅」や

「市営住宅」が建設されているのもこの時期の特徴である。有良や根瀬部では公営住宅を

誘致した成果である。 

 

表 4-5 新振興開発計画期（1984-93）の事業 

 

 

 
写真 4-3 若年層の定住のために建設された市営住宅（有良） 

上方地区 下方地区 古見方地区
大熊 有良 芦花部 小宿 根瀬部 知名瀬 小湊 伊津部勝

振興開発計画

S49 1974
県道 児童館 農道橋 県道，農道橋，小学校

屋内体育館
県道

へき地福祉館，水田転
換

県道，海岸，小学校プー
ル，へき地福祉館

S50 1975
漁港改修 農業生産組合，養蚕模

範施設，芦花部中学校
校舎，へき地福祉館

治山
知根小屋内体育館

S51 1976
客土

晩柑橘
農業生産組合，特産野
菜団地

S52 1977
県道，中学校屋内体育
館

小宿大川改修
知根小教員住宅

S53 1978 県道 軌条運搬 県道

S54 1979
大熊峠県道，漁港埋立 芦花部川樋門 土砂崩壊防止 農道，海岸，知根小プー

ル
桃集荷場

S55 1980
漁港緑地，大熊児童公
園

海岸，漁港改修 甘蔗脱葉機
県道橋（有免橋）

育苗施設，甘蔗脱葉機 甘蔗脱葉機

S56 1981
芦花部小中学校教員住
宅

小学校遊具

S57 1982
芦花部小中学校給食施
設

小宿トンネル 県道橋（根瀬部橋），知
根小給食施設

土改総合 客土 野菜育苗圃

S58 1983 芦花部小プール 駆動車 防風網，かん水施設 小学校給食施設

上方地区 下方地区 古見方地区
大熊 有良 芦花部 小宿 根瀬部 知名瀬 小湊 伊津部勝

新振興開発計画

S59 1984
小宿保育園園舎，県営
住宅

S60 1985 小宿小学校給食施設 椎茸散水施設
S61 1986 小宿中学校給食施設 椎茸生産施設，県道
S62 1987

S63 1988
有良川改修 小宿中学校プール，鳥

害防止施設
ビニールハウス

H1 1989 漁港広場 モノレール ハウス 大型農機庫，ハウス

H2 1990
時計草棚 知名瀬港改修，新知名

瀬橋

H3 1991
県営住宅，ふれあい林
道

県道橋（芦花部橋） 小宿幼稚園園舎
知根モノレール

温室 電照施設，県営農道

H4 1992
国道 道路情報提供装置，市

営住宅駐車場，小宿中
央公園（住区公園）

土砂崩壊防止，砂防 離岸堤，県道橋小湊1号
橋

H5 1993 漁港植栽 市営住宅 市営住宅 暗排 県道橋小湊2号橋
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4.2.5 第 3 次振興開発計画期（1994-2003）の事業展開 

この時期は資料上の制約から 1995 年度までの実績で判断することになるが、これまでの

傾向と異なり、建築的な施設整備よりも土木的な基盤整備が中心となっている。 

 

表 4-6 第 3 次振興開発計画期（1994-2003）の事業 

 

 
写真 4-4 区画整理事業が実施された大熊地区 

 

 

写真 4-5 知名瀬港の埋立と臨港道路の整備 

上方地区 下方地区 古見方地区
大熊 有良 芦花部 小宿 根瀬部 知名瀬 小湊 伊津部勝

第3次振興開発計画

H6 1994
知名瀬港埋立，臨港道
路

河川

H7 1995 区画整理 県道橋（伊津部勝橋）
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4.3 根瀬部地区における事例分析 

 

4.3.1 根瀬部地区の概要 

奄美市名瀬根瀬部は奄美市の西端に位置し、大和村国直と接している。名瀬の市街地か

ら約 12km の道のりで３本のトンネル（朝仁・小宿・根瀬部）を経て、車で約 30 分のとこ

ろに位置している。北方にはサンゴの海が広がっている。後背農地や山林も含めた総面積

は約 115ha あり、2012（平成 24）年時点で 102 世帯 184 人が暮らしている。 

 

 
写真 4-6 集落の高台から海をのぞむ 

 

 

写真 4-7 根瀬部地区航空写真（2012 年） 
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4.3.2 時系列にみる戦後の都市基盤・施設整備の実績 

入佐（1998）を参照して、根瀬部集落において実施された奄美振興開発事業を抽出し、

以下に時系列で列挙する。集落内での現況を確認する際には、地図上での位置の特定と現

況写真の撮影をおこなった。各事業の具体的な成果については、集落誌である「根瀬部誌」

に記述のある場合はそれを参照するとともに、区長さんへのヒアリングを実施し、歴史的

な経緯や評価等を把握した。 

 

 

図 4-2 根瀬部地区における戦後の都市基盤・施設整備の展開 
（図中の番号は次頁以降の項目と対応） 

1

2

9

46

5

8

7
3

13

10

11

12
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（１） 学校施設の整備：知根小学校 

隣接する集落に立地していた知名瀬小学校と根瀬部小学校の統合により、知根小学校が

1958（昭和 33）年 4 月に創立されている。下記に示すように、知根小学校にかかわる施設

の多くは奄美復興計画と奄美振興開発計画を通じて建設されている。 

 

表 4-7 知根小学校の施設整備の経緯 
奄美復興計画にもとづく施設整備 奄美振興開発計画にもとづく施設整備 

 
用  地： 昭和 29 年度 
校  舎： 昭和 32 年度 

 

屋内体育館： 昭和 50 年度 
教 員 住 宅： 昭和 52 年度 
プ ー ル： 昭和 54 年度 
給 食 施 設： 昭和 57 年度 

 

 

図 4-3 根瀬部集落と知名瀬集落の間に建設された知根小学校 

 

 
写真 4-8 知根小学校の現在：開校当時の施設は現役 

旧知名瀬小 

旧根瀬部小 
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（２） 製糖工場の建設 

砂糖小屋（サタヤドリ）と呼ばれる製糖のための施設は、昭和初期に水車 2 ヵ所、牛車

10 ヵ所程度集落内に存在していた。戦後になってから糖業組合が結成され、1955（昭和 30）

年度の奄美復興事業では製糖施設として 15 トン工場が設置された。この工場は 1962（昭和

37）年頃まで稼動していたが、大型製糖工場の進出により消滅したという。甘蔗栽培は昭

和 40 年代初期まで継続していた。 

現在、製糖工場が立地していた土地は農地となっている。木製の屋根は朽ちて失われて

いるものの、コンクリート壁は残存しているため、建物があったことは理解できる状況で

ある。「製糖工場から立ち登る白い煙と工場から漂う独特のあの甘い匂いが集落近くまで広

がり、製糖期のあの雰囲気は今でも忘れることのできない思い出である」と「根瀬部誌」

では記述されており、製糖工場は集落の人々にとっても述懐の対象となっている。 

 

写真 4-9 集落内にあった製糖工場（『根瀬部誌』より転載） 

 

 

写真 4-10 畑の中に建つ旧製糖工場 
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（３） 海岸の護岸工事 

根瀬部集落では、戦前より梅雨・台風時に水害や潮害をたびたび受けていた。戦後、霞

ヶ関まで請願に行き、約 600m に及ぶ護岸を 1957（昭和 32）年度に実現している。護岸工

事の実績としては復帰後の奄美で第 1 号となるものであり、集落誌である根瀬部誌におい

ても先人の偉業として記述されている。 

 
写真 4-11 アダンの茂みに隠れている部分が昭和 32 年時の護岸 

 

（４） 県道の開通 

1932（昭和 7）年に名瀬市街から延びる県道は根瀬部の手前の小宿まで開通していた。1955

（昭和 30）年にその県道が根瀬部まで開通した。当初、集落から外れる山裾沿いを通る計

画だったが、護岸工事にあわせて海岸沿いに変更が認められ、1957（昭和 32）年に大和村

まで開通した。 

 
写真 4-12 現在の県道：東側（奄美市名瀬方面）をのぞむ 
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（５） 果樹団地の造成 

根瀬部集落では 1960（昭和 35）年度にポンカン同好会が結成されている。その後、昭和

37～38 年度にかけて果樹振興特措法で３つの事業団地（計 25ha）が認定され、団地までの

道路整備が進んだ。昭和 39～42 年度には振興事業として亜熱帯果樹（ポンカン）の植栽や

防除施設・作業場の設置が実施された。 

 

写真 4-13 タンカンの実 

 

 
写真 4-14 傾斜地に造成された果樹団地 
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（６） 野菜集荷場の建設 

1962（昭和 37）年度事業として県道沿いに野菜集荷場が建設された。振興事業の補助金

で建設され、集落内の農家 3 戸で共同使用していたという。1973（昭和 48）年頃からはポ

ンカンとタンカンの選果場として使用され、現在は農機具修理店として使用されている。

集荷場としての機能は残っていないが、ブロック造の建物は現在も現役である。 

 

写真 4-15 県道沿いに建つ かつての野菜集荷場 

 

（７） 老人憩いの家の建設 

1970（昭和 45）年 8 月の台風 9 号により木造の公民館が全壊した。その後、公民館建設

の陳情を重ねる一方、集落では自力建設のために資金の積立を開始した。1972（昭和 47）

年に「老人憩いの家」誘致のため、住民と郷友会に寄附を募り、1100 万円を調達し、1974

（昭和 49）年 5 月に落成した。この憩いの家の建設は奄美振興開発事業としての位置づけ

は確認されなかった。その後、平成 5 年に屋根付の土俵が完成している。なお、憩いの家

の前の空間は、八月踊りの場であり、奄美の伝統的な集落構造における広場（ミャー）と

位置づけられる空間であり、集落の要となっている。 

 
写真 4-16 老人憩いの家（公民館）と屋根付土俵 
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集会施設と豊年相撲の土俵が一体となった空間は、ほかの集落でも同様にみることがで

きる（写真 4-17）。集会施設は昭和 49 年度以降に奄美振興開発事業として整備されたもの

が多い。 

 

里集落の土俵 里公民館（事業年度等経緯不明） 

知名瀬へき地福祉館（昭和 49 年度事業） 大熊公民館（2006 年竣工・区画整理事業後） 

有良児童館（昭和 49 年度事業） 小湊へき地福祉館（昭和 49 年度事業） 

写真 4-17 各集落における集会施設と土俵 
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（８） 土地改良事業（水田転換） 

1970 年代の土地改良事業は減反政策を反映し、水田から畑地への転換事業として実施さ

れた。その結果、根瀬部集落を含む多くの集落で水田面積がゼロとなった。根瀬部集落で

は土地改良事業にともなってイジュンゴ(泉む川)と呼ばれる湧水点が埋め立てられた。イジ

ュンゴの湧水は生活用水であるとともに、大晦日の料理や正月の若水として利用されてい

た。また、ヒアリングによると海産物（ウニ）がとれなくなったといい、これは植物性プ

ランクトンがいなくなったことが影響しているとされる。 

 

 
写真 4-18 航空写真に見る土地改良事業による変化 

 

 
写真 4-19 土地改良事業が実施された農地（集落側から後背地をのぞむ） 
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（９） 教員住宅の建設 

1977（昭和 52）年度の振興開発事業として教員住宅が建設されている。現在は一般の賃

貸住宅へと役割を変化させている。 

 

 

 

 

写真 4-20 集落内に建設された二戸建ての教員住宅 
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（１０） 軌道運搬施設の建設 

1978（昭和 53）年度事業として軌道運搬施設が建設されている。これは斜面地で栽培さ

れるスモモ生産に関して、振興開発事業として果樹等の運搬用に設置された施設である。

「モノレール」や「モノラック」と呼ばれることもある。1991（平成 3）年度にも「知根モ

ノレール」として事業化されている（ただし現況は確認できていない）。このような軌道運

搬施設は、奄美におけるスモモ栽培発祥の地である下方地区を中心に、かなり広範囲に設

置された。現在も活用されている施設もあるが、栽培者の高齢化により世話をしきれなく

なり朽ちていったものも多い（ヒアリングより）。 

 

 
写真 4-21 軌道運搬施設の軌道の痕跡 
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（１１） 根瀬部トンネルの開通 

トンネル開通前の海岸沿いの道路（現在の旧道）は、台風時に崖崩れが相次ぎ、離合に

も難儀していたという。1968（昭和 43）年、通学路としての安全確保のため根瀬部集落か

らトンネル建設の陳情書を提出したのが発端となっている。実際にトンネルが開通したの

は 1989（平成元）年であった。現在、小学生は長さ 200m のトンネルで通学している。登

下校は安全になったものの、たくましい子どもに育ってもらいたいという願いは変わって

いない（根瀬部誌より）。 

 

 

写真 4-22 根瀬部集落からみた根瀬部トンネルの入口 

左手は旧道への入口 

 

 

写真 4-23 海岸の崖地に沿って走る旧道 
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写真 4-24 根瀬部トンネル旧道の景観 

 

根瀬部トンネルの旧道からは海岸越しに集落をのぞむことができる。また、旧道沿いに

は戦没者慰霊碑が立っており、集落住民によって周辺環境が維持管理されている。 
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（１２） 農業集落排水事業 

根瀬部地区では 1998（平成 10）年度の事業として農業集落排水事業が実施された。事業

完了後、海の透明度が向上し、砂浜の白さも回復しつつあるとされている（根瀬部誌より）。 

根瀬部トンネルと同様に、排水処理施設の壁面やマンホールのデザインに地場の産物を

イメージさせるレリーフなどが施されるようになっている。根瀬部地区において、このよ

うなデザイン上の変化は平成期以降とみることができそうである。 

 

 
写真 4-25 排水処理施設と「舟こぎ競争」のレリーフ 

 

 

写真 4-26 地域の産物である「スモモ」が描かれているマンホールのふた 
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（１３） 市営住宅の建設 

1998（平成 10）年度の事業として市営住宅が 1 棟 8 戸建設されている。これは小学校の

維持・若年世帯の定住のために誘致されたものである。しかし、実際は若年世帯がすべて

入居しているわけでないのが現状である（ヒアリングより）。 

 

 

写真 4-27 集落内に誘致された市営住宅 
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4.4 奄美振興開発における都市基盤・施設整備の類型 

根瀬部を事例として都市基盤・施設整備の成果を抽出したところ、大きく下記の 4 点に

大別できる。これらは復帰時に重点とされた内容と一致しているが、時代によって変化も

みられる。 

 

文教施設の整備と産業振興、道路にかかわる事業は復興事業当初に着手されている。そ

の後、文教施設の整備は 初に校舎が対象となっていたが、次第に体育館やプールなどへ

と移行していった。産業振興はとくに農業において多様な事業がみられるようになってい

くが、現況を確認できないような施設もあり、持続性という点では模索がうかがえる。1970

年代に入ると土地改良事業が出てくる。1980 年代から 90 年代にかけては市営住宅の建設が

出てきている。 

① 学校施設の整備
② 製糖工場の建設
③ 護岸工事
④ 県道の開通
⑤ 果樹団地の造成
⑥ 野菜集荷場の建設
⑦ 老人憩いの家の建設
⑧ 土地改良事業
⑨ 教員住宅の建設
⑩ 軌道運搬施設の建設
⑪ 根瀬部トンネル
⑫ 農業集落排水事業
⑬ 市営住宅の建設

(1) 文教施設の整備

(2)産業振興のための
施設整備

(3)交通・防災にかかわる
施設整備

(4)面的な都市基盤整備
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5. まとめ －得られた知見と今後の課題－ 

 

5.1 景観の４要素で読み解く戦後の都市基盤・施設整備 

本研究は、奄美大島における戦後の都市基盤・施設整備の成果について、事業費や整備

水準といった、これまでに用いられてきた量的な指標に加えて、新たに「景観」の概念を

用いて評価することの意義と課題を検討するものである。本研究では景観について、(1) 外

見できる物的な〔かたち〕、(2) そのかたちが担っている〔機能〕、(3) その機能を支えてい

る〔プロセス〕、(4) それら全体を規定している文化的な背景や文脈などの〔コンテクスト〕、

以上４つの要素からなるものとして把握した。奄美大島における戦後の都市基盤・施設整

備は、この景観の 4 要素を枠組みとして次のように解釈できる。 

本研究で具体的に示したように、奄美大島では戦後、目に見える〔かたち〕としてさま

ざまな「都市基盤」や「施設」が整備されてきた。それらはそれぞれに個別具体的な機能

をもつものであるが、奄美群島復興（のちの振興・振興開発）特別措置法の名称にあらわ

れているように、いずれも奄美群島の「復興」や「振興」、「開発」の〔機能〕を担うこと

が期待されてきた。そして、それらの機能を支えてきた〔プロセス〕が、これまでの 60 年

間にわたる「奄美群島復興（振興・振興開発）事業（＝奄振，アマシン）」であると位置づ

けることができる。具体的に言い換えれば、「奄振」を通じた「外部からの資金や建設技術」

が奄美大島における戦後の景観をかたちづくってきたといえる。「奄振」は、当初から「奄

美群島の地理的・自然的・歴史的特殊事情に由来する不利性」を前提としてきた。つまり、

奄美大島における戦後の景観、とりわけ都市基盤・施設整備にかかわる景観は、「不利性の

克服」という〔コンテクスト〕に規定されたものであったと解釈できる。 

しかし、今回の調査で得られた知見をあらためて景観の概念に則して４つの要素で整理

してみると、上記のような解釈とは異なる理解のための手がかりを得ることができる。す

なわち、本研究で得られた知見は表 5-1 のように総括できる。 
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表 5-1 奄美大島における戦後の都市基盤・施設整備をふまえた景観概念の再構築 

景観の４要素 
単位 

〔かたち〕 〔機能〕 〔プロセス〕 〔コンテクスト〕 

都市基盤 

各種施設 

復興 

振興 

開発 

奄振事業を通じた 

外部からの資金や 

建設技術 

地理的・自然的・ 

歴史的特殊事情に 

由来する不利性の克服 

国
土 

＝＝＝＝＝６０年間の歴史的な蓄積＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝「重層する開発の景観」＝＝＝＝＝ 

↓【景観概念の再構築】↓ 

機能の【再定義】による 

かたちの【再活用】 

プロセスの 

【再認識】 

コンテクストの 

【再発見/再構築】 
単位の 

【再構成】

 

・新たな機能にもとづく 

既存の都市基盤や施設の 

空間的な再活用 

 

・振興開発の履歴を物語る 

遺産としての再定義 

 

 

・集落共同体の 

内発的な動機や行為 

 

・人為を超える自然の力 

 

・先人の事業・功績に 

対する謝意や敬意 

 

・地域のアイデンティティ 

の重視 

 

 

国
土 

＋ 

小
圏
域 

(

琉
球
弧
・
集
落) 

 

5.2 景観概念の再構築 －重層する開発の景観－ 

「奄振」に象徴される戦後の都市基盤・施設整備の諸事業を通じて、道路やトンネル、

港湾や埋立地、校舎や体育館、産業振興のための諸施設が、奄美群島各地に建設されてき

た。特別措置法のたび重なる延長により、目に見える〔かたち〕としての成果は膨大な蓄

積を形成している。ただし、現在までにくり返し実施されてきた事業がある一方で、すで

に喪失もしくは更新された成果もある。本研究では、本土復帰後 60 年間にわたる奄美大島

における開発の「重層性」に着目し、その成果を「重層する開発の景観」として読み解く

ことにする。 

 

5.2.1 重層する〔かたち〕・重複する〔機能〕 

奄美大島ではたび重なる開発を通じて、重層する〔かたち〕や重複する〔機能〕が景観

としてもあらわれている。たとえば、道路整備の一環であるトンネル建設の実績をみると、

復興事業期（1954～63 年）に竣工した 4 本のトンネルは、1990 年代以降にすべて新しいト

ンネルが並行して新設されている（表 3-1）。つまり、道路整備の結果としての〔かたち〕

は多層的になっている。また、バイパスやトンネルの開通以外にも道路改良による路線の

直線化によって島内各所に長短さまざまな旧道が生じている。それらは本茶峠の旧道（写

真 3-13）のように春の緋寒桜を愛でる名所となっている旧道がある一方で、道路管理が十

分とはいえない旧道も生じている（写真 5-1）。また、1990 年代以降に整備された港湾のな
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かには、想定された〔機能〕が十分に発揮されていないと思われるところもある（写真 5-2）。 

 

 

写真 5-1 交通量が少ない旧道の状況 

 

 
写真 5-2 未活用の港湾施設用地 
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5.2.2 〔機能〕の再定義による〔かたち〕の再活用 

（１） 新たな機能による既存施設の再活用 

今回の調査を通じて明らかになったのは、奄振をはじめとする公的な事業を通じて整備

されてきた施設のなかには、建設当初の目的や機能とは異なる利用がなされている施設が

あることである。たとえば、45 年前に野菜集荷場として建設されたコンクリートブロック

造の建物が現在は農機具修理店として（写真 4-15）、35 年前に建設された教員住宅（写真 

4-20）や 40～50 年前に建設された大島紬の織工アパート18（写真 3-32）が現在は一般の賃

貸住宅として、それぞれ活用されている。これらは、新たな〔機能〕によって既存の施設

が空間的に再活用されている事例である。前述した本茶峠の旧道（写真 3-13）なども、桜

や山並みを愛でる眺望という〔機能〕が新たに見いだされ、かつての幹線が空間的に再活

用されている好例であるといえる。 

（２） 遺構として残る〔かたち〕の再発見 

産業振興を目的として展開した施設整備は、時代によってその内容が変化しており、今

回の調査では現況を確認することができなかった事業あるが、断片的に残された〔かたち〕

を確認することもできた。たとえば、復興事業の初期に集落を単位として建設された製糖

工場の遺構がコンクリート壁として残されている（写真 4-10）。また、スモモなどの果樹の

運搬に使用されるモノラック（写真 4-21）は、いまだ現役のものが存在する一方、生産者

の高齢化等を背景に使われなくなったものも点在している。これらは奄美大島における戦

後の産業振興の重点変化を示す景観であると思われる。 

また、埋立地が拡大した結果として、かつての堤防がコンクリートの長い〔かたち〕を

そのままに、〔機能〕の失われた「旧堤防」へと変化しているのも、開発の履歴を示す景観

として位置づけることができる（写真 3-30）。 

（３） 復興・振興・開発の履歴を物語る遺産としての再定義 

〔機能〕を保ちつつ〔かたち〕が更新されているのが、学校施設である。復興事業の初

期、コンクリートブロック造の小学校・中学校校舎19が各地で建設された。たとえば、名瀬

の市街地にある金久中学校は 1958（昭和 33）年度の事業で円形の特別教室棟が建設された。

同校の校歌でも「白亜の円き殿堂～♪」として親しまれてきた校舎だったが、2010（平成

22）年度に解体された。このように重点整備の対象とされてきた道路・港湾・学校施設は、

その後の再整備によって〔かたち〕が更新されている傾向がある。断片的に痕跡が残され

ている場所もあるが、過去の成果や履歴は、上書きされて見えにくくなっている。たとえ

ば、現在残されているブロック建築校舎は戦後の教育環境の復興を具体的に物語る〔かた

ち〕であるとみなすこともできる。もし奄美群島の戦後史を伝える遺産としての意義を見

出すことができれば、〔かたち〕の再活用にもつながると思われる。 

 
                                                      
18 織工アパートは、「奄振」との直接的な関係を確認することはできなかったが、建設に際して住宅金融

公庫や雇用促進事業団からの公的な融資が関係しているものが多い。 
19 奄美大島教育会館維持財団（2000）『写真で見る奄美の学校』に写真が紹介されている。 
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表 5-2 〔かたち〕と〔機能〕の維持／変化別にみた 都市基盤・施設の現況 

 〔 か た ち 〕 

維持 変化（更新・活用）・喪失 

〔 

機 

能 

〕 

維
持 

ブロック建築校舎 

 
（小湊小） 

建替・更新された施設 

 
（建替前の金久中の円形校舎） 

変
化
（
再
定
義
）・
喪
失 

旧道・旧堤防 

 
（小宿の埋立地の旧海岸線） 

過去の産業振興関連施設 

 
（コンクリートの壁だけが 

残されている旧製糖工場） 

 

※その他椎茸散水施設等、現況を 

確認できなかった施設もある 

 

5.2.3 景観として成り立つ〔プロセス〕の再認識 

都市基盤・施設整備の成果について、景観としての成り立ちを歴史的に理解しようとす

ると、奄美大島における戦後の景観形成にかかわる〔プロセス〕として次に示す２点を再

認識することができる。 

（１） 集落共同体の内発的な動機や行為 

今回の調査では、集落を単位として戦後の都市基盤・施設整備の成果を整理するととも

に、集落誌やヒアリングを通じて歴史的な背景の把握に努めた。その結果、奄美群島復興

（振興・振興開発）事業の成果は外発的な要因で生じたものばかりではなく、集落住民の

強い意志や切実な必要性にもとづく内発的な動機からくるものもあったことが理解できた。

とくに初期の復興事業における道路整備や堤防建設については、各地で建立されている「竣

工記念碑」や集落の歴史を編纂した「集落誌」に記念的・回顧的に記録が残されているよ

うに、集落共同体にとって後世に語り継ぐべき事柄として認識されている。 

奄美群島における開発に関するこれまでの理解では、外来の資金と建設技術による公共

事業としての側面が強調されてきたように思われる。しかし、集落共同体の内発的な動機
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や行為にも強く支えられていた成果がある。今回の調査では、それを景観形成の〔プロセ

ス〕として見いだし、具体的な景観の〔かたち〕と結び付けて例示した。 

⇒ 写真 3-8（本茶トンネル）、写真 3-18（芦花部の県道）、写真 4-11（根瀬部の海岸護岸）

など 

（２） 人為を超える自然の力 

風水害に象徴される奄美大島の厳しい自然条件は、この島の景観をかたちづくる〔コン

テクスト〕となっている。しかし、同時に景観形成の〔プロセス〕としても自然の力は大

きく働いている。今回の調査では、崖崩れの現場に偶発的に現れた眺望スポットや人工護

岸に自然形成された浜辺、植生に侵食される展望台などに、自然の力が生み出す景観形成

のプロセスを見いだした。これらは人為としてコントロールすることや計画の対象とする

ことがむずかしい。人為に対する自然の力の大きさを認識することは、奄美大島における

景観形成の〔プロセス〕としても重要であると思われる。 

⇒ 写真 3-39（小湊～崎原間の崖崩れ現場）、写真 3-44（名瀬港の三角浜）、写真 3-47（赤

崎公園の展望台）など 

 

5.2.4 景観として成り立つ〔コンテクスト〕の再発見 

重層する開発の景観の〔かたち〕から、奄美大島における戦後の景観形成にかかわる〔コ

ンテクスト〕をあらためて読み解くと下記の 2 点が挙げられる。 

（１） 記念碑に刻まれる、先人の事業・功績に対する謝意や敬意 

奄美大島ではいたるところで石碑を見かける。調査で参照した文献20の巻末にも、都市基

盤・施設整備に関する竣工記念碑が紹介されている。今回のフィールドワークでは、文献

に掲載されている記念碑に限らず、地図上で何らかの碑の存在を示す場所も踏査した21。 

竣工記念碑の設置主体は、集落共同体の場合と行政の場合とがある。道路やトンネル開

通に伴う碑の建立は集落共同体によるものが多い。それらは、事業の概要や経緯を記すに

とどまらず、先人の功績を讃える内容を含んでおり、地元が念願していた事業であったこ

とがうかがえる（写真 3-8「本茶トンネル開通記念之碑」、写真 3-18「県道開通記念碑」）。

一方、行政が設置した碑は埋立地を造成した公有水面埋立事業に多くみられた。事業主体

であった名瀬市開発公社と当時の名瀬市長22によって建立されており、事業に対する関係者

の意義づけや思い入れがあらわれている。竣工記念碑以外にも、戦没者に対する忠魂碑が

多くみられた。根瀬部や小宿、朝仁の忠魂碑は旧道沿いの眺めのよい場所にあり、いずれ

も集落を単位として建立・管理されている。このように奄美大島には記念碑を建てる文化

というものが他の地域よりも深く根づいている可能性がある。 

〔かたち〕として建立される記念碑は、歴史的事実を明らかにして伝えるという〔機能〕

                                                      
20 入佐一俊（1992）『奄美土木史年表』，川口隆（1996）『新しいまちづくり 30 年の回顧』 
21 ゼンリン住宅地図（奄美市）の地図上で「碑」の存在を示す記号を頼りに踏査した。 
22 大津鐵治市長 在任時期：1958（昭和 33）年～1986（昭和 61）年 
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をもつ。記念碑が建つ景観は、集落の先人に対する謝意や敬意、事業関係者の功績を顕彰

するという気持ちが〔コンテクスト〕として前提になっている。これを端的に示している

事例として、有良集落の消防団車庫の脇に建つ碑がある（写真 5-3）。この石碑は 1987（昭

和 62）年に消防格納庫が建て替えられた際に町内会が建立したものであり、従前の格納庫

が地元の篤志家の浄財により建設された経緯が記されている。その経緯について謝意をも

って記録に残そうという共同体の意志がうかがえる事例である。都市基盤・施設整備の成

果が重層するなかで、有良のこのような記念碑は、過去の事績を示す手がかりとしての役

割をもっている。 

ちなみに同様の石碑は、根瀬部集落の広場の敷地提供についても存在する（写真 5-4）。 

 

写真 5-3 消防団車庫の建替え前の経緯を記す石碑（有良集落） 
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図 5-1 有良消防倉庫脇の碑文 
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広場と「感謝の碑」（写真左端） 

 

（碑文） 

感 謝 の 碑 

この広場の一部 70 坪の土地は 

森正治氏から寄贈されたものである

記して深甚の謝意を表す 

写真 5-4 集会施設前の広場と「感謝の碑」（根瀬部集落） 

 

（２） トンネルや橋梁に施される奄美のアイデンティティ 

トンネル坑口の壁面や橋梁の欄干にレリーフが施されるようになってきている（写真 5-5、

写真 5-6）。描かれている内容は奄美の自然や産物、伝統文化であり、解説が併記されてい

る場合もある。今回調査した限りでは、トンネルについては 1989（平成元）年に竣工した

根瀬部トンネルに地元の根瀬部棒踊りの壁画が施されて以降、同様のレリーフの存在を確

認することができた。ただ、トンネルの坑口は遠方からでも視認できるものの、橋梁の欄

干では自動車で一瞬のうちに通り過ぎてしまうため、何が描かれているのかを理解するこ

とは難しいのが実状である。 

このような壁画やレリーフは、「不利性の克服」という〔コンテクスト〕のみではおそら

く形成されることのない景観である。これらは開発行為への免罪符に過ぎないとみなすこ

ともできる。しかし、それらを施す背後には、他の地域とは異なるこの地域の特色、すな

わち奄美の（もしくは各集落の）アイデンティティを表出しようという開発者側の「意識」

や「意図」があると思われる。少なくとも四半世紀前から景観形成の〔コンテクスト〕と

して地域アイデンティティの重視という側面が生じていたと解釈することもできる。 

ところで、「不利性の克服」という〔コンテクスト〕は「国土」という単位と結びついて

いた。奄美ではこれまで都市基盤や施設整備の基準として「本土並み」という表現が用い

られてきたことからもわかるように、国土スケールで比較した際に認識される格差が、奄

美振興開発事業の前提となる不利性の根拠であった。一方で、アイデンティティとして価

値がおかれるようになってきている自然や産物、伝統文化は、琉球弧や集落（シマ）を圏

域として位置づけられる価値である。したがって、景観形成にかかわる要素も本土との比

較につながる国土スケールの単位だけではなく、もっと小さな圏域も重視する必要がある。 
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写真 5-5 果樹生産が盛んな里集落と知名瀬集落を結ぶ知名瀬トンネル 
（レリーフに描かれるタンカンやスモモ） 

 

 
写真 5-6 大島紬泥染公園のある伊津部勝集落へ渡る大川橋の欄干 
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5.3 国土政策への示唆と今後の課題 

本研究では、戦後の都市基盤・施設整備の成果について、「景観」の概念をとりいれて理

解することを試みた。 後に、国土政策への示唆として、その意義と課題を検討する。 

 

5.3.1 調査結果をふまえた国土政策への示唆 

（１） 景観の方法論的な意義 

都市基盤・施設整備の成果を評価する際に景観の概念を取り入れることの有効性は、ま

ず、目に見える〔かたち〕に着目することからはじめられる点にある。目に見える〔かた

ち〕は、認識しやすいことに加えて、その内容を共有しやすい要素である。そのため、都

市基盤・施設整備の成果をあらためて見直すきっかけや導入となる可能性がある。今回の

調査は短期間ではあったものの、奄美大島における都市基盤・施設整備について、歴史的

な理解を深めることができた。それは、事業リストを片手に集落間を自動車で走り、集落

内をつぶさに歩き、それらを通じて目に入ってくる景観を 初の手がかりとしたからであ

ると思われる。 

さらに「景観」の概念は、目に見える〔かたち〕や〔機能〕だけでなく、それらが形成

される〔プロセス〕や〔コンテクスト〕を包含して理解する枠組みを提供してくれる（表 5-1）。

この〔プロセス〕や〔コンテクスト〕といった要素は、量的な指標にはあらわれない文化

や価値観といった実体を解釈する際に有効である。つまり、本研究で示したような景観概

念の枠組みは、都市基盤・施設整備の成果として目の前にあるものを評価する際に、「もの

の見かた」を共有するための方法としての意義を見いだすことができる。 

（２） 記録を残すことの重要性と「長寿命化計画」との連携可能性 

景観形成の〔プロセス〕や〔コンテクスト〕を理解したり解釈したりする際に、今回の

調査では、町内会や地元の篤志家によって編纂された「集落誌」、鹿児島県大島支庁の県政

資料室所蔵の各種行政資料、さらに「奄美土木史年表」や「地名でみる奄美振興事業」な

どの目録資料23、計画当事者による回顧録24などの記録を活用した。 

本研究に着手した当初、鹿児島県庁で所蔵・公開されている実績調書25を参照したものの、

それらは過去 60 年間にわたる上に、やはりそれぞれが膨大な数字（事業費や事業量）の記

録であった。そこから実体を理解するには限界があると思い至った。一方で、「集落誌」に

は集落の起こりである、いわゆるシマ立ての歴史や伝統文化の記述とともに、近代以降の

インフラ整備の歴史も分厚く記述されていた。主観的な記述も一部に含まれるものの、そ

                                                      
23 入佐一俊（1992）『奄美土木史年表』，広報社。入佐一俊（1998）『地名でみる奄美振興事業』，かわち印

刷。 
24 入佐一俊（1993）『清ら心の島 再生の祈り』，広報社。川口隆（1996）『新しいまちづくり 30 年の回

顧』，奄美共同印刷。 
25 「奄美群島振興開発事業実績調書」のこと。毎年発行されている。 
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うした内容も都市基盤・施設整備に対する評価の一部を構成していると解釈できる26。行政

が記録する客観的なデータと相互に補完しあうという点で「集落誌」の記述から当時の状

況や事業の経緯を具体的に理解することには意義があると思われる。 

もう一方の客観的な基礎データとして、今回の調査では入佐一俊氏27の文献を活用した。

「奄美土木史年表」は歴史的な事実の展開を整理して理解するのに役立ち、「地名でみる・・・」

の地名索引があったからこそ集落ごとの空間的な分析が可能になった。ただ、入佐氏の文

献の刊行からはすでに 15 年以上が経過しているため、今回、情報をアップデートするべく

同様の作業を試みた。しかし、入佐氏の作業は先述の実績調書から丹念に項目を抽出する

という根気を要するものであり、時間的制約から断念せざるを得なかった。ただ、入佐氏

のそもそもの動機付けは業務上の必要性にもとづくものであったこと、とりまとめる内容

は事業の年表や地名索引であり、行政が保有する情報から作成可能な事柄であることから、

国土政策への示唆として、次のようなことが考えられる。 

たとえば、今回のような調査の基礎となるデータとして事業実績の情報を整理し、広く

活用可能なかたちで公開することを、行政として取り組む重要課題として設定することが

考えられる。そのようなデータベースは、現在、地方自治体が策定している各種社会資本

の長寿命化計画の策定と連携して統合的に構築することが考えられる。情報が更新される

しくみを備えることが持続性という点で重要である。さらに、地理情報システム（GIS）と

して空間情報と結びついたデータベースが構築できれば、活用可能性の広がるデータベー

スになると思われる。 

（３） 事業の評価指標としての路傍の記念碑 

今回の調査で島外からの調査者が過去の事業や功績の存在を知り、景観形成の〔コンテ

クスト〕としての解釈にいたることができたのは、路傍の記念碑の存在によるところも大

きい。このような記念碑は、上記（２）でいう記録のひとつであり、過去の事業や先人の

功績を目に見える〔かたち〕として示している。建立の主体は集落共同体や行政が多い。

つまり、当該の事業や功績の評価が、同時代的に共有され、後世に伝承すべき事柄として

認識されていることが前提としてあり、それが景観形成の〔コンテクスト〕となっている。

逆にいえば、記念碑が建立されている事業や功績は、同時代的な評価が高く、歴史的にも

継承すべき対象として認識されていると解釈できる。少なくとも、集落共同体によって建

立され、現在も丁寧な清掃管理活動が行われているような竣工記念碑には、地域の人々に

よる当該事績への評価が象徴的にあらわれているとみなすことができる。たとえ記念碑と

して〔かたち〕になっていなくても、「集落誌」には事業の経緯において誰がどのような貢

献をしたのかなどについての分厚い記述がある。集落共同体によって評価されている事業

とそうでない事業とを見分けるひとつの指標として、記念碑の存在をあらためて見直して

                                                      
26 主観的とはいっても、集落誌で記述される内容は個人レベルの主観ではなく、集落共同体として共有さ

れているような主観に近いと思われる。 
27 平成 2 年から 3 年間、鹿児島県大島支庁の支庁長を務めた人物。 
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みるのも有効ではないかと思われる28。 

（４） 既存施設の再活用 

今後の施設整備については、新たに求められている機能に対応して既存の施設の活用を

図るという方向性が考えられる。前節で述べた野菜集荷場や織工アパートは直接的な補助

金ではなく、事業者への公的資金の低利融資という形式をとっているため、建設から相当

の年月を経て、すでに償還が終わっているものも少なくない。実は積極的な活用を政策的

に展開することを検討するまでもなく、民間ベースでの再活用が先行している。とくに集

落を単位として点的に展開した施設整備には同じような可能性が考えられるので、どのよ

うな施設が、どのような機能を担うことができるのか（実際どのような機能に転換してい

るのか）、既存施設の再活用にむけてこれまでの事業成果の現況を把握することも有効であ

ると考えられる。 

従来の施設整備の目的は「振興・開発」であったが、既存施設の再活用に際して、それ

らに代わる〔機能〕を再定義する作業は、国レベルではなく市町村や集落が単位となって

対応することになると思われる。 

 

5.3.2 今後の課題 

（１） 重層する開発の景観から再発見／再構築される〔コンテクスト〕 

奄美振興開発事業の重点課題は現在、「社会資本の整備」から「移動・物流コストの削減」

や「交流・定住の促進」へと変化している29。その際、移動コスト削減の前提や目的として、

たとえば島外からの人々に何をどのように見てもらうか、という点を考えてみたい。 

現代の景観、特に人工物としての都市基盤・施設整備にかかわる景観は、自然や伝統文

化に依拠する価値の評価にはなじまない対象としてみなされがちである。保全される自然

地域へとむかう道路やトンネル、宿泊地や定住地となるかもしれない名瀬のまちは、戦後

の都市基盤・施設整備の成果である。これらの人工物は一見すると自然遺産の地域とは関

係がなく、見た目にも相容れるものではない。一言で言えば好ましくない景観にみえる。

世界に誇る奄美の「自然遺産」の固有性や希少性を強調すればするほど、人工的な景観は

対比的に落差が大きくなる。では、原生林にむかう観光客には目をつぶってこれらを通り

過ぎてもらうのであろうか。 

それに対する回答は「景観」として理解する方法によって与えられる。本研究で示した

とおり、実はその道路やトンネルの景観は、奄美の地形や気象といった自然条件の厳しさ

を〔コンテクスト〕としている。頭上に迫る山々や眼下に広がる崖の危険から身を守るこ

とを願った人々、安全な通行の実現にかかわった人々が自然を克服しようとしてきた〔プ

ロセス〕を通じて成り立った景観である。つまり、奄美の自然と対峙してきた人々が形成

した景観として解釈できる。名瀬の埋立地の街並みも同様である。限られた平地で多くの

                                                      
28 芦花部集落の「県道開通記念碑（写真 3-18）」は 2007（平成 16）年に町内会が建立したものである。 
29 2013 年度末の奄美振興開発特別措置法の延長にかかわる議論による。 
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人々が暮らすため、生活空間の拡大を図ることで形成された景観である。したがって、保

全対象となる原生林と通底する、もしくは連関する〔コンテクスト〕を再構築することが

できれば、名瀬のまちもトンネルも、車窓の風景に目をつぶることなく観光客に案内する

ことができる。 

今回の調査では、伝統産業である大島紬の生産にかかわる施設整備の実績も扱った。こ

れらは名瀬のまちに散在する関連施設やその遺構とむすびつけて、地場産業にかかわる空

間的・歴史的な文脈の中に位置づけることができるはずである。戦後の紬生産の隆盛を記

憶している人々も多いと思われるので、共同体の歴史を反映した社会的な景観としての〔コ

ンテクスト〕を構築することも考えられる。 

以上のように、既存の都市基盤や施設は、景観としての解釈によってその価値が見いだ

されることになる。その際、保存というよりはむしろ、転用や活用にむけた評価のあり方

やその手法を確立していくことが人工的な景観の特徴であろう。 

（２） 〔コンテクスト〕の構築にかかわる主体 

奄美大島で目下進行しているいくつかの開発にも「重層性」を見いだすことができる30。

「重層する開発の景観」として、これまでの都市基盤・施設整備の目的や整備手法の変化

（もしくは不変化）を読み解くと、場合によっては開発の過剰さや問題点が示唆されるこ

とも考えられる。本研究は景観の多面的評価の枠組みを構築したうえで、既存の都市基盤

や施設整備の成果を読み解いた。景観は、過去の〔プロセス〕や〔コンテクスト〕を反映

していると同時に、未来にむかっての志向をあらわす。景観の未来にかかわる〔コンテク

スト〕を構築していく主体の設定が今後の課題であると思われる。 

 

 
写真 5-7 有良集落の防風林に整備された遊歩道にて 
有良大根（あっただいこん）が干されている風景 

  

                                                      
30 たとえば、小宿集落で計画されている土地区画整理事業や名瀬の市街地で施行中の土地区画整理事業、

おがみ山トンネルの建設計画なども「開発の重層性」という特質があらわれている。 
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上方地区 下方地区 古見方地区

芦花部 有良 大熊 浦上・浦上町 有屋・有屋町 仲勝・仲勝町 鳩浜町 根瀬部 知名瀬 里 小宿 浜里町・平松町 朝仁・朝仁町 朝仁新町 崎原 小湊 名瀬勝 西仲勝 伊津部勝 朝戸

既存集落（小） 既存集落（小） 既存集落（区画整理） 新市街地（埋立地） 既存集落（小） 既存集落（小） 既存集落（小） 既存集落（大） 埋立市街地 既存集落（大） 区画整理市街地
昭和30年に名瀬勝か

ら分離
既存集落（大） 既存集落（小）

土地区画整理 - - 事業完了 事業完了 事業完了 事業完了 - - - 事業化予定 - - 事業完了 - - - - - -
公有水面埋立 - - 事業完了 ○ - - - 事業完了 事業完了 - - - - - - - -
人口（2012） 214 71 1,016 1,775 1,194 1,230 888 184 381 180 668 2,979 827 1,606 108 500 97 389 78 252
世帯数（2012） 138 39 453 801 508 507 404 102 263 106 344 1,374 407 818 56 283 52 245 44 119
平均世帯人員 1.6 1.8 2.2 2.2 2.4 2.4 2.2 1.8 1.4 1.7 1.9 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.9 1.6 1.8 2.1

上方地区 下方地区 古見方地区
芦花部 有良 大熊 浦上・浦上町 有屋・有屋町 仲勝・仲勝町 名瀬鳩浜町 根瀬部 知名瀬 里 小宿 浜里町・平松町 朝仁・朝仁町 朝仁新町 崎原 小湊 名瀬勝 西仲勝 伊津部勝 朝戸

復興計画

S29 1954
有良芦花部林道 有良芦花部林道 漁船動力化，朝日中

学校用地
県道浦浦上線(芦花
部‐浦上)，樹苗圃，
県農業試験場大島支

樹苗圃 知根小用地，県道名
瀬湯湾線(港町-根瀬
部)

林道 漁船動力化，漁礁 西仲勝小学校校舎 林道，新川改修

S30 1955
水産加工場，漁礁，
朝日小学校校舎

製糖工場 製糖工場 製糖工場 築磯

S31 1956 農道 かん排 農道(三儀山公園)
S32 1957 県道橋(有屋橋) 知根小校舎 崎原小中学校校舎

S33 1958
かん排 朝日中学校校舎 名瀬市火葬場 堆肥舎 堆肥舎 小宿小中学校校舎 農道，県道小湊朝戸

線
堆肥舎

S34 1959
芦花部小中学校校舎 簡易水道 農道

S35 1960
防風林 農道，防風林 農道 林道，県橋(知名瀬

橋)，かん排，知名瀬
農道 簡易水道

S36 1961
農道 農道(切坊) 簡易水道，小学校校

舎
西仲勝小学校用地

S37 1962 林道，簡易水道 簡易水道 かん排 農道
S38 1963 農道 浦上川改修

上方地区 下方地区 古見方地区
芦花部 有良 大熊 浦上・浦上町 有屋・有屋町 仲勝・仲勝町 名瀬鳩浜町 根瀬部 知名瀬 里 小宿 浜里町・平松町 朝仁・朝仁町 朝仁新町 崎原 小湊 名瀬勝 西仲勝 伊津部勝 朝戸

振興計画

S39 1964
芦花部川改修 農地防災 亜熱帯果樹 県営造林 県道湯湾恩勝名瀬線

(港町-根瀬部)，亜熱
帯果樹，農地防災

亜熱帯果樹，かん
排，農道，簡易水道

簡易水道 農道(倍又)，林道(倍
又)

亜熱帯果樹（安木屋
場）

S40 1965 簡易水道 畜舎 亜熱帯果樹

S41 1966
農地防災，簡易水道 県道和光浦上線，砂

防(苗代川)，畜舎(緑)
農道，簡易水道，県
道和光浦上線

簡易水道 亜熱帯果樹 畜舎 崎原小学校校舎，亜
熱帯果樹(倍又)

かん排 大川小中学校校舎，
屋内体育館

治山

S42 1967
芦花部小校舎 朝日中学校屋内体育

館
畜舎 簡易水道，亜熱帯果

樹(根山)
畜舎(大豆籠)

S43 1968 畜舎 区画整理

S44 1969
圃場整備 かん排 野菜集荷場 林道 小宿中学校屋内体育

館，小宿漁港改修
海岸 農道

S45 1970 林道 朝日小学校屋内体育 甘蔗集団化 砂防(前田川) 県営ダム(大川ダム)
S46 1971 朝仁トンネル 小学校体育館
S47 1972 砂防(有屋川) 小宿中学校校舎（増 崎原小学校屋内体育

S48 1973
芦花部小中学校屋内
体育館

市道(崎原原線)

上方地区 下方地区 古見方地区
芦花部 有良 大熊 浦上・浦上町 有屋・有屋町 仲勝・仲勝町 名瀬鳩浜町 根瀬部 知名瀬 里 小宿 浜里町・平松町 朝仁・朝仁町 朝仁新町 崎原 小湊 名瀬勝 西仲勝 伊津部勝 朝戸

振興開発計画

S49 1974
農道橋 児童館 県道 造林下刈，林道 県道 へき地福祉館，水田

転換
県道，農道橋，小学
校屋内体育館，運動
公園(三儀山公園)

県道，海岸，小学校
プール，へき地福祉
館

県営農地崩壊防止
（安木屋場），県営農
地開発（安木屋場）

国道

S50 1975
農業生産組合，養蚕
模範施設，芦花部中
学校校舎，へき地福

漁港改修 名瀬中継局(MBC・
KTSテレビ)，国道(本
茶)

知根小屋内体育館 柑橘省力化 治山 県営住宅(ハイツ浜
里)

朝仁児童館館舎 朝仁保育所園舎 治山(前平，山蔵) 県営農道（安木屋場）

S51 1976
街路交通調査 晩柑橘，県道名瀬瀬

戸内線(港町-根瀬部)
農業生産組合，特産
野菜団地

果樹省力化 客土，治山(高釜) 県道 海岸，砂防(山田川) 大川中学校屋内体育
館，砂防(尻無川)

S52 1977
県道，芦花部中学校
屋内体育館

朝日小学校教員住
宅，プール

国道，県道 県道(和光園)，区画
整理(輪内)

治山，区画整理(輪
内)

国道 知根小教員住宅 小宿大川改修，農道
(野口・平松)

市道，奄美少年自然
の家庁舎

運動公園(千年松公
園)

県道(前勝)，大川中
学校校舎

国道(大道原)，国道
橋(大川橋・鍋又橋)

S53 1978
県道 林道，国道(本茶峠) 有屋川改修 県営住宅(向里団地) 軌条運搬 県道 モノラック 砂防(朝仁新川) 近隣公園(新町公園) 崎原漁港改修 共同農機（安木屋

場），地域野菜団地
（安木屋場），西仲勝

共同農機

S54 1979
芦花部川樋門 国道(山羊島トンネ

ル)，県道(大熊峠)，
漁港埋立

椎茸団地，与蓋川改
修

輪内保育所(園舎) 農道，海岸，知根小
プール

桃集荷場 手作り農産加工器 土砂崩壊防止 名瀬朝仁中継局
(MBC・KTSテレビ)

漁港改修(小湊漁
港)，農道(山田)

タンカン育苗圃 国道橋，名瀬市農業
研修センター庁舎

S55 1980
海岸，漁港改修 漁港緑地，児童公園

(大熊公園)
名瀬北中継局(MBC・
KTSテレビ)

県道橋（有免橋） 育苗施設，甘蔗脱葉
機

甘蔗脱葉機，名瀬小
宿中継局(MBC・KTS
テレビ)，土砂崩壊防

県代行市道(崎原田
雲線)

甘蔗脱葉機 国道橋(鍛冶屋橋)

S56 1981
芦花部小中学校教員
住宅

開畑(本茶)，農道(本
茶)，排水路(本茶)

小宿小学校遊具 河川 野菜育苗ハウス(前
勝)，大川小学校遊具

S57 1982
芦花部小中学校給食
施設，県道名瀬龍郷
線(港町-芦花部)

県営農道 簡易水道(有仲) 県道橋（根瀬部橋），
知根小給食施設，農
道(手原川)

土改総合 軌条式運搬施設 小宿トンネル，市道
(大浜)，砂防(大浜川)

砂防(赤崎谷川) 崎原小学校プール 客土(小湊山田) 県営農道 大川小中学校教員住
宅

野菜育苗圃

S58 1983
芦花部小学校プール 県道 駆動車 防風網，かん水施設 砂防(大浜谷) 治山(嘉勇田)，区画 小学校給食施設 水道水源(大川ダ

ム)，国道(鍋又)
上方地区 下方地区 古見方地区

芦花部 有良 大熊 浦上・浦上町 有屋・有屋町 仲勝・仲勝町 名瀬鳩浜町 根瀬部 知名瀬 里 小宿 浜里町・平松町 朝仁・朝仁町 朝仁新町 崎原 小湊 名瀬勝 西仲勝 伊津部勝 朝戸
新振興開発計画

S59 1984
朝日中学校教員住宅 ビワ植栽(本茶)， 砂防(仲勝川) 県道橋(新小宿橋) 小宿保育園園舎，県

営住宅
都市基幹公園(赤崎
公園)

県営排水路(古見)，
県営客土(古見)，県
営農地開発(古見)

S60 1985 朝日中学校運動場照 仲勝川改修 椎茸散水施設 小宿小学校給食施設 県営住宅 崎原小学校教員住宅 農道
S61 1986 紬糊張場 椎茸生産施設，県道 小宿中学校給食施設 治山(上勝) 迫田整備

S62 1987
農道(前田) 県道橋(朝戸一号

橋)，農道，砂防(枡取

S63 1988
有良川改修 基幹公園，防除用水

(本茶)
市道 小宿中学校プール，

鳥害防止施設
砂防(内川谷川) 市道(倍又) ビニールハウス，市

道(山田)
県営防除用水(古見) パイプハウス(根山) 県道橋(朝戸二号橋)

H1 1989
漁港広場，県営住宅
(大熊団地)

果樹育苗圃(本茶)，タ
ンカン苗(本茶)

区画整理(有仲中
央)，住区基幹公園
(輪内公園)

県営林道(大和名瀬
線)

ハウス モノレール 農道(上原) 崎原小中学校給食施
設

大型農機庫，ハウ
ス，土砂崩壊防止，
海岸(小湊漁港)

H2 1990
時計草棚 朝日小学校給食施設 国道橋(港橋) 知名瀬港改修，新知

名瀬橋，農道(金久
砂防(内川)，農道(上
畑)

集落下水 柑橘苗（安木屋場），
大川小学校校舎

砂防(朝戸川)，ハウ
ス，地力増進施設

H3 1991
県道橋（芦花部橋） ふれあい林道 街路，鳩浜川砂防 モノレール(知根) 温室，砂防(坂元川)，

モノレール(知根)
小宿幼稚園園舎 電照施設，県営農道 農道 大川小学校給食施設 タンカン苗(根山)，農

道(根山)
農産物集荷場

H4 1992
国道 県営土砂崩壊防止 住区公園(ありや公

園)，街路（有仲）
土砂崩壊防止，砂
防，農道(沖ノ川内)

道路情報提供装
置，，排水路(宇蓋)

市営住宅駐車場，住
区公園(小宿中央公

離岸堤，県道橋小湊
1号橋，農道(田川)

農道(ヤマシ原) 橋梁(新川)，農産物
貯蔵庫

H5 1993

市営住宅 市営住宅 漁港植栽 用地造成 県営農道 暗排 排水路(高田) 県営溜池 県道橋小湊2号橋，
ハウス(汐田)，灌漑
施設(汐田)，防風施
設(汐田)，離岸堤(小

市営住宅(前勝)

上方地区 下方地区 古見方地区
芦花部 有良 大熊 浦上・浦上町 有屋・有屋町 仲勝・仲勝町 名瀬鳩浜町 根瀬部 知名瀬 里 小宿 浜里町・平松町 朝仁・朝仁町 朝仁新町 崎原 小湊 名瀬勝 西仲勝 伊津部勝 朝戸

第3次振興開発計画

H6 1994
市道 名瀬市ごみ処理場 知名瀬港埋立，臨港

道路
農道(市野) 河川 農道(滝花原) 防風柵，河川(朝戸

川)

H7 1995

特養老ホ，デイサー
ビスセンター，在宅介
護支援センター(芦穂
の里)，農道(仲袋)

区画整理(大熊中央) 名瀬北中継局(KKBテ
レビ)

農道(石原勝)，農道
(白野)

急傾斜(朝仁新川)，
名瀬朝仁中継局(KKB
テレビ)

農道(中川山) 県道橋（伊津部勝橋） 親水公園

入佐一俊（1998）『地名でみる奄美振興事業』より作成

【資料】集落別にみる奄美振興開発事業の展開（奄美市名瀬：1954-1995）
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