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第３章　日南市の地域特性

１．地理的特性

（１）地区分類

　日南市を地形的特質で分類すると、『北部山稜地帯』、『東部海岸地帯』、『南部丘陵地帯』、

『東南部海岸地帯』、『酒谷川・広渡川流域平野部』の 5 地区に分けられる。

それぞれのエリアでは、

・北部山稜地帯：飫肥杉の産地

・東部海岸地帯：海幸山幸神話の舞台

・南部丘陵地帯：榎原神社信仰と農山村

・東南部海岸地帯：飫肥杉の集積地、積出港

・酒谷川・広渡川流域平野部：飫肥杉搬出の水運や陸運、農村

となり、山林資源として日南市の経済を支えてきた飫肥杉の存在がきわめて大きい。

　飫肥杉は、江戸時代後期以降、西日本の代表的な造船材として、積極的な造林が続け

られており、現在は宮崎県全域にその植林範囲が広がっている。そのため、宮崎県は、

平成３年 (1991) から連続して、杉丸太生産量日本一を誇っている。このような飫肥杉に

代表される山林資源（山の幸）の存在は、明治時代以降の日南地方の発展の源となった。

　また、南九州東海岸に面しているという立地は、沖合を黒潮が流れており、南西諸島

と本州を結ぶ海上交通の要衝として、日明貿易をはじめとする畿内や琉球・中国大陸と

の中継地点として重要な位置を占めていた。その後、昭和初期になって、マグロ基地と

して活況を呈するようになり、飫肥杉とともに日南地方の経済を支える柱となった。

　以上のように、地理的特性により分類された５地区と旧行政区を基本とした 10 地区と

の関係は、下図のようになる。

 
各地区の地理的・歴史的特性
の把握（旧町村単位）

10地区

山陵が背
後に迫る
東部海岸

北郷 酒谷 飫肥 吾田 東郷 油津 細田 南郷 榎原 鵜戸

地誌特性による分類
５地帯

北部の急峻な山陵

酒谷川・広渡川流域とそれを臨む山陵

東南部のリアス式海岸

南部の緩やかな山陵
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■地誌的な位置づけ

山稜が背後に迫る東部海岸地帯
日向神話や鵜戸信仰を生んだ、　周辺と隔離された

特異な環境

■範囲

鵜戸

■地誌的な位置づけ

南部の緩やかな山稜(丘陵）地帯
シラス台地を利用した畑作・畜産を生業とする山村集落

榎原神社と門前町

■範囲

細田（毛吉田・萩之嶺・塚田・上方）　榎原南郷（潟上、谷

之口）

■地誌的な位置づけ

酒谷川・広渡川流域平野部とそれを臨む
丘陵地帯
飫肥城下町と近代飫肥の繁栄を伝えるまち

伊東と島津の抗争に関わる城跡

■範囲

飫肥、酒谷（鯛の子より下流域）、

北郷（郷之原、大藤）、東郷（益安より上流）、吾田（星

倉・戸高）

■地誌的な位置づけ

東南部のリアス式海岸地帯　
海を源とした文化・生業・生活・流通と、その発展・振

興のため徐々に変化が加えられてきた地形

■範囲

東郷（風田・平山）、油津、細田（下方）、南郷（中村、

脇元、贄波、津屋野）

■地誌的な位置づけ

北部の急峻な山稜地帯
飫肥杉植林地と棚田開拓地、これらに関わる水運

陸運

近世から近代にかけての飫肥と宮崎を結ぶ主要路

　　

■範囲

北郷（北河内）、酒谷、飫肥（吉野方）

鵜戸

東郷

北郷

飫肥

酒谷

南郷榎原

細田

吾田

油津
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２．各地域の歴史的特性
宮崎県文書センター所蔵文書の分析から

～旧行政区を中心として～

（１）飫肥地区 

―武家から町方の時代へ―

〈行政沿革〉

　江戸時代は、飫肥藩城附地の麓
ふもと

（城下ということ）にあたるいわゆる城下を中心とす

る地域である。町
まちかた

方の本町・今町と在
ざいかた

方の楠原・吉野方・板敷の各村からなる。明治６

年 (1873) ５月、宮崎県設置とともに第７大区第 1 小区に属した。明治 22 年 (1889)、こ

れらの町や村が合併して飫肥村が成立した。村名の由来は旧飫肥城下であることによる。

　明治 33 年 (1900) １月１日町制施行、昭和 25 年 (1950) １月１日市制を施行し現在に

いたる。

　明治から大正期の郡治時代は、国県郡町の官公署が集中し、地域行政の中心となって

いた。

〈位置及び地勢〉

　東西に２里半、南北に２里、西南は酒谷・細田、東北は東郷・吾田・北郷に隣接する。

　地勢は西北に小松山があり、これより東南に山々が連なり、北郷及び酒谷の村境で三

方を囲まれている。村内は丘陵の状態で比較的耕地が少ない。酒谷川が西から東に流れる。

〈麓〉

　飫肥藩の城附地支配は「麓」と「四筋」（南郷・西・細田・三浦）からなり、およそ 4 ～ 5,000

人を目安に筋分けがなされている。その内で中心となるのは「麓」である。

　麓は飫肥城下のことで、家
かちゅう

中士（藩士）と町方（本町・今町）と在（村）の人々が混

在する地域である。家中士の多くが麓に住んだが、家中士が住む場所には○○町とか○

○村というような「町」「村」が附されない。それで人
にんずうあらため

別改でも板敷、楠原、吉野方とも

百姓竃
かまどかず

数及び人数は少ない。例えば天保５年 (1834) の宗門改では、「楠原」は 317 人（男

174、女 143）であるが、百姓「楠原村」は竃数 26、人数 114 人（男 59、女 55）である。

　しかし、明治維新後は旧家中士であった士族層に大きな変動が見られ、この地を去る

人も多く、むしろ旧町方の人々の資力によって旧城下の姿が保存維持できた。

〈飫肥村の成立　―武家から町方の時代へ―〉

　伊東氏の飫肥藩治中は家中士（藩士）の居住地には、町・村名を称せず「麓」と総称

していたが、廃藩置県の際に、楠原（本町・大手・前鶴）、吉野方（永吉）、板敷（今町・
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西山寺・十文字・中嶋田・原之迫・飛ヶ峰）の３村に振り分け編入された。

　明治 22 年 (1889)、町村制の施行に際して飫肥村が発足した（ほかに釈迦尾ヶ野は星

倉村に入る）。その際、町方商人の町である本町と今町は、２つが合併して１自治区をつ

くることを目指したが、戸数 200 戸余で地籍もないことから果たせず、旧飫肥城下の人

家が続き一つの街区を形成している５つの町と村で合併して 1 村を成すこととなった。

　戸数 1,266 戸、人口 6,561 人、田地 364 町２反、畑 408 町３反、宅地 103 町４反、山

林 824 町６反、原野 551 町３反、その他 17 町８反、合計 2,269 町の村であった。

〈麓時代の各種団体〉

　麓時代には、家中士、町方、在方ごとにさまざまの団体が結成されていた。武家方の

五人組、今町の恵
え び す

美須講などである。このほか大手十文字郷、永吉西山寺郷、前鶴楠原郷、

本町、今町の 5 つの盆踊団体があり、これらは宝永４年 (1707) に取り立てられ、元治元

年 (1864) に廃止された。

　明治２年 (1869) に十人組が造成され、同 13 年 (1880) に二十人組に再編された。この

組には世話人が置かれ、それぞれの地域の消防、道路掃除、その他地域の万般の協議を

行い運営した。

〈杉山の町、飫肥　―大正 2 年林野基本調査―〉

　明治 35 年 (1902) 町制施行時の土地台帳では、飫肥町の全面積は 1,749 町余、そのう

ち山林原野は 727 町 5 反余となっている。しかし、大正２年 (1913) の調査では、全面積

は 4,175 町歩、林野面積は 2,427 町歩で、台帳とは大幅に異なる。林野は全面積のおよ

そ 58％を占めている。

　林野の内訳は、国有林 260 町歩、民有林 1,687 町歩、部分林 447 町歩、不要存
そ ん ち

置国有

林 33 町歩である。民有林 1,687 町歩のうち個人有林が最も広く約 64％を占め、次に部

分林約 21％、部落有林 13％である。また、民有林のうち杉造林地は 64％となっている。

　民有林のうち 502 町歩は草生地 秣
まぐさ

及萱
か や ば

場（飫肥町の家畜数は、牛 32 頭、馬 779 頭）で、

実際の林業経営地はわずかに 1,185 町歩であった。この点から官有林に部分林設定を出

願してきた。部分林設定の動向は飫肥町をはじめとして他町村にも大きな影響を与えて

いる。

　「大正２年林野基本調査説明書」には次のように記され部分林の危機を訴えている。

「旧飫肥藩庁下にあり、旧来より盛んに杉挿植をなさしめ、部一山を奨励せしが、維新后
ご

は国有となり部分林に編入せられ、二官八民乃至三分の一官、三分の二民の部分にて分
ぶん

収
しゅう

を受け、今尚之れが設定を願い造林す、然れども近時分収部分を五官五民として、民

収を減ぜられんとす」

　また、林産物については、主として杉および杉板であり、「杉材は普通弁甲と称し、上
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下二方の根元を適当に削り、杣材として長さ４尋より 12 尋に至り、その杉資材の大小に

より異なるものなり」として、この造材費は山床の場所で異なるとしている。

　その搬出については「本町の林産物は西北隅の小杉山附近より産出するものにして弁

甲材は酒谷村字名尾下に牛出しをなし、これより酒谷川を筏流して油津港に水運す。板

類は山床より字板床まで馬背に因り、板床より荷馬車をもって運搬す。」とあり、油津港

に集積された杉弁甲の移出や用途については、「山床より油津港に出し、これより帆船及

び汽船にて中国及び阪神地方と鹿児島、沖縄、台湾方面に輸出し、船艦材に慣用せらる。」

とし、売買については「各市場に於
お

ける問屋に委託して販売するものと、直接需要地よ

り買い入れに来るものとあり。」と記している。

〈郡治の中心地、飫肥―明治から大正期の飫肥―〉

　明治 17 年 (1884) １月 26 日、行政機関としての南那珂郡がおかれ、同５月 30 日、飫

肥に南那珂郡役所が開設され郡長が配置された。同 23 年 (1890) の府県制、郡制施行に

より、県・郡・町村の３段階の自治体が整備され、同 30 年 (1897) ４月１日から郡制が

実施されて自治体としての南那珂郡が発足した。以後、大正末年に郡制が廃止されるまで、

飫肥は南那珂郡の政治・経済・教育・文化・交通の中心地としての役割をはたした。

　この間、郡役所、県の出先機関、民間の各種銀行、組合などはことごとく飫肥に集中し、

郡治もめざましいものがある。例えば、郡営水力発電事業では２つの発電所を造り、製材・

灌
かんがい

漑・水道・製糖・精米・電灯等に利用して地域の産業振興を図っている。

　教育面では、大正６年 (1917) には星倉村に設立した飫肥町外九町村組合立飫肥農学校

を郡立に移管し、南那珂郡立飫肥農学校と改め、さらに大正 11 年 (1922) には県立に移

管した。

　金融面では、明治 11 年 (1878)、第百四十四国立銀行が飫肥今町に開業、のち飫肥銀

行、日州銀行、日向中央銀行、日向興業銀行の支店として変遷する。大正２年 (1913)、

第百四十七銀行飫肥支店、同 10 年 (1921) に大分銀行が進出、北郷・東郷にも代理店を

開いた。このように飫肥はこの地方の金融経済の中心でもあった。

　また交通網でも飫肥を基点とする形で整備が進んだ。道路では、飫肥～志布志間、飫

肥～酒谷経由～都城、飫肥～北郷経由～宮崎、飫肥～油津間の道路整備が進んだ。

　大正２年 (1913) に開業した県営軽便鉄道は、本県最初の鉄道として注目を浴び、飫肥

～油津間の人の交流を盛んにして、合併の足がかりを作った。とくに商業港・漁港の町

油津と官庁・経済・教育文化の中心飫肥をつなぐ重要な役割を担うことになったのが吾

田村である。日南市誕生では、市の名称と市役所設置の場所では紛糾したが、吾田の地

に落ち着いたのは、このような交流の素地によるところが大きい。
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（２）油津地区　

―商港と漁港の二つの顔をもつ油津―

〈位置及び地勢〉

　油津町は東経 131.40 度、北緯 32.50 度に位置し、西北は吾田町、東は広渡川を経て東

郷に接する。

　地勢は港と町は南に面している。南と北に山峯が連なり、両端は海面に突出する。東

方の湾口と大島との間に小島や岩
がんしょう

礁が点在して、自然の防波堤をなしている。

〈油津町 ( まち ) の成立〉

　油津は、江戸時代は飫肥藩の御
お ふ な て

船手奉行の支配下にあった。西筋に属し天保５年 (1834)

宗
しゅうもんあらため

門 改では 1,364 人（男 755 人、女 609 人）である。「百姓竈」はない。

　明治維新に際し、油津町は平野村の中に入れられたが、港町である油津は平野村と人

情が異なるとして、明治15年 (1882)に平野村から分離独立して油津町となった。その際、

平野村の一部をも併合した。

　明治 22 年 (1889) の町村制施行時の人口は 2,437 人、戸数 547 戸である。

〈他領や他国への出入口油之津〉

　「元
げんろく

禄国絵図」には、「油入海、廣七町弐拾間、入九町四拾間、大風之時船懸
かか

リ不成、

左右岩續、大船百艘程繋
つなが

ル」とみえる。また明治 10 年代の様子を「日向地誌」は、「本

村ノ南涯ニアリ、東西十町南北十一町四十間（中略）、其口南ニ向フ北風ニ宜ク南風ニ宜

シカラス、故ニ七八月ノ間、猛颶
ぐ

将来ニ起ラントスルヤ舟師風候ヲ察シ豫
あらかじ

メ船ヲ外浦港

ニ移ス、然ラサレハ動モスレハ覆没ノ難ヲ免レス」と述べている。

　この「油の港」は、江戸時代は飫肥御船手奉行の支配下にあり、御用船の繋
けいりゅう

留港であり、

参勤交代のための御
ごようせん

用船がおおかたここに停泊している。天保４年 (1833) には御召関
せきぶね

船

５隻、同天満５隻、小早３隻、荷物２隻などのほか、漁船と網
あみぶね

船・荷
に ぶ ね

船が多数停泊した。

飫肥三津一浦で漁船 64、小勢利 11、網船 135、荷船６、天満 12 を数える。

　明治 10 年代には、千石以上の運船３隻、500 石～ 200 石船５隻、200 石～ 50 石８隻、

50 石以下 107 隻、ほかに運船６隻が停泊していた。年間出入の船はおよそ 250 隻である。

そして「大工作場」が油津の北、堀川の北岸にあって２千石以下の船を造っていたこと

が特筆される。

〈漁港油津〉

　明治初期の漁港油津には、漁船・小勢利・網引船・鱶船などがみえる。漁は網引船が

主流で、その漁獲もイワシ 120 万尾、鰹６万尾、鯖 10 万尾、鯵 30 万尾、甘小鯛３万尾、

鰤
ぶり

５万尾、イカ１万５千尾など、大量の漁獲高をみるようになった。鰹節などさまざま

な加工品もできるようになり、漁師 269 戸を数える漁港油津としてもその名は不動のも
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のとなった。

〈漁業から商業の町へ〉

　明治 20 年 (1887) から大正 14 年 (1925) までの、油津港を中心とした商業の移出入を

みると、その数は年々増加している。

　移出品の主なものは、魚類、木材、木加工品などで、移入品の主なものは、穀物類、乾物、

薬品、人造肥料などである。

  　　　　　　　移出                移入

明治 20 年 (1887) 　　 49,542 円  　　 21,950 円

　　25 年 (1892) 　　172,709 円  　　187,331 円

　　30 年（1897） 　　285,008 円  　　219,368 円

　　35 年（1902） 　　614,652 円  　　148,539 円

　　40 年（1907） 　　880,250 円  　　355,592 円

大正 1 年（1912）   　　 1,068,723 円  　　619,280 円

　　5 年（1916）   1,331,815 円  　　678,997 円

　　10 年（1921）   2,720,390 円    2,137,815 円

　　14 年（1925）   3,628,202 円    2,506,679 円

　日清・日露戦争後の木材の好景気の中で、日本経済の行き詰まりをとらえた資料に「油

津町是」（明治 42 年 (1909) 編纂）がある。その中に次のように述べている。

「本町は在来の油津と今般分離せし大字平野の二部落にして戸数七百四拾弐戸、人口参

千六百弐拾六人を有する漁業専業の地たり、漁業は稍
や

や衰
すいたい

頽の傾向を呈
てい

せり、然
しかれ

ども幸

に船舶輻
ふくそう

湊の良港にして商業日に月に繁栄に赴くを以て甚
はなはだ

しき影響を受くるに至らず

町内は富者甚だ少数にして貧者大多数を占む、従って貧富の懸
かけへだたり

隔も亦他町村の類にあら

ず、衆議院議員の選挙権を有する者四拾弐人、縣
けん

会議員の選挙権を有する者八拾九人、

戸数割平均額以上を納付する者弐百九拾六人、其平均額以下を納付する者四百四拾六人

の大多数を占む、此れを以て貧民勝の町とは推して知る可し」

　「町是」は、この期に一つには江戸時代以来繁栄してきた漁業にかげりが見えているこ

と、二つにそれを補うに商業が繁栄に赴いていることを述べている。このような日露戦

争後の動向の中で、高額所得納税者で各議会の選挙権をもつ富裕層がみえる一方で、貧

者が増加し、貧富の差が著しく進みつつある事を指摘し、町財政のありようを模索して

いる。

　この年（明治 42 年 (1909)）の油津町は、総戸数 742 戸、人口 3,626 人、うち漁業 260

戸 1,365 人、商業 262 戸 957 人で、まさしく漁業の町であり商業の町であった。商業種

は 38 種、ほかに市場がみえ（明治 35 年 (1902) ～大正２年 (1913)、油津魚市場）、それ
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らの戸数と収益金額上位は次のようになっている。

　運送業 　15 戸   21,380 円

　物品販売 　30 戸  　9,491 円

　貸座敷業 　 ４戸  　7,170 円

　材木商 　 ３戸  　6,240 円

　呉服商 　 ５戸  　6,000 円

　仲買商   38 戸  　4,851 円

　回漕業 　 ４戸  　3,000 円

　魚類商   64 戸  　2,905 円

　小間物商 　 ５戸  　2,400 円

　旅人宿 　 ６戸  　2,400 円

　金物商 　 ２戸  　2,017 円 60 銭　など

ここには、港町ならではの運送とその主力である材木商の好景気の姿がみえる。これに

広範囲な魚類商 64 戸が漁業を支えている。

　漁業 260 戸の漁獲高は

①　カツオ 25,390 貫  15,234 円

②　イワシ 69,475 貫  13,895 円

③　マグロ 13,765 貫  11,710 円

のあと、鯵 5,018 円、鯛 3,734 円とつづく。

　さらに特筆すべきは、油津は「職人」の町でもあったことである。大工職 62 人をはじ

めとして、木挽職 22 人、仕立職 23 人、理髪職 16 人、石工 16 人など 23 種にも及ぶ職人

が居住して、地元ばかりでなく広域な活動をしていたことが考えられる。

〈町の運営　―町村団体調から―〉

　油津は、旧藩時代から上町・中町・下町の３講と、堀川・西瀬戸の口・林光寺・宇土

のこ石河の４字（講）を中心としており、町内を「伍組」に分け各組長を置いて運営した。

町はとくに防火対策に気遣い、「火祈念」と称して各社に詣で、火番夜回りを行った。「火

番」は東西２ヶ所に番小屋を設け、旧暦 10 月より翌年２月まで若者組を上町・中町・下

町の３講に組分けして行った。若者頭がこれを監督した。

　また、「神講」と称する営業上の協議の集会や、「戎
えびすこう

講」と称する仲買商人、鰹漁船株、

網株各々の集会があった。

　現在では消防組が編成され組長以下世話人が置かれ組員を統率している。
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（３）吾田地区

〈行政沿革〉

　江戸時代は飫肥藩城附地西筋に属し（一部麓）、星倉・戸高・西弁分・隈谷・平野の各

村からなる。東郷・細田とならぶ飫肥藩の穀倉地帯であった。

　明治６年 (1873) ５月、宮崎県設置とともに第７大区第２小区に属した。明治 22 年

(1889) ５月１日町村制施行により５村は合併、吾田村と称した。村名の由来は戸高村の

鎮守吾田神社の名による。

　昭和23年 (1948)５月３日町制を施行する。昭和25年 (1950)１月１日油津町・飫肥町・

東郷村と合併し、日南市として市制を施行する。

〈位置及び地勢〉

　東は油津町と酒谷川をへだてて東郷村と境し、南は細田町、西北に飫肥町・東郷村と

接する。東西に１里 19 町、西北に１里 15 町である。

　地勢はおおかた平坦で田畑が多く、中央部に鼓ヶ岳、東南に桜ヶ峠をもつ。飫肥から

東流する酒谷川と北郷から南流する広渡川は、平野で合流して日向灘に注ぐ。

〈吾田村成立以前の５村〉

　星倉村　江戸時代の星倉村は、家中士の住む区域の戸数約 100 戸の「麓四ヶ所」と、

在百姓およそ 100 戸を主とする星倉村が混在していた。

　天保５年 (1834) の宗門改による麓・釈迦尾野の人口は 603 人（男 314 人、女 289 人）、

星倉村の人口は 511 人（男 284 人、女 227 人）である。星倉村は４つの講、20 組の五人

組に分けられ、各講に講頭を置き貢納等の世話をなし、協議によって運営した。

　文化 10 年 (1827)、時任溜池を造成、天保７年 (1836) に雁趐 ( がんかけ ) 川筋堤防

180 間を築き、堀川を造った。安政元年 (1854)、一本櫨川筋の堤防 100 間余を築き、ま

た田地の灌漑水に乏しいため、安政６年 (1859) に新たに水溝を開いた。

　廃藩後の明治６年 (1873)、麓が解体され、星倉村につけられた村（このとき戸数およ

そ 240 戸）を７講に分け、十人組を編成して勧業・衛生・土木等の協議を行った。

　戸高村　元禄５年 (1692)、戸数 140 戸余を５講 28 組に分け享保７年 (1722) まで維持

する。享保７年 (1722) に上戸高、下戸高の２つの村に分けられた。上戸高、下戸高とも

に各 70 戸があったが、各々５講 14 組の五人組を編成し明治元年 (1868) まで維持した。

天保 10 年 (1839) には東光寺川筋堤防を造成し、同 12 年 (1841) には 20 箇所の溜池を造

り水路を整備した。

　明治２年 (1869)、下戸高が廃された。下戸高のうち 20 余戸は郷之原へ転住、50 余戸

は平野村へ合し、その廃屋跡の開田により５町歩を得た。これより上戸高を単に戸高村

と称して、80 余戸を５講 16 組に分けた。
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　明治６年 (1873) には７講 14 組として十人組と称した。講
こうがしら

頭を置き、諸貢納米のこと、

講中講組の勧業・土木・衛生等の諸事を世話した。

　西弁分村　天保元年 (1830) 頃には 110 余戸あって６講に分かれ、それが 19 組に分け

られていた。各講に講頭を置き諸貢納米その他講中、組中の世話をした。天保２年 (1831)

には３つの溜池を造成し、また麦田確保のために文久３年 (1863) 水田に溝
こうきょ

渠を通し、麦

作をも可能にした。

　隈谷村　江戸時代から戸数140余戸で、上(かみ)・中(なか)・下(しも)の３講に分け、

各講に触役１名（講頭にあたる）を一同で選ぶ。１講を３組に分け、各組に組頭を置いた。

明治６年 (1873)、触役を世話人と改称し、諸令達・諸納税や示達の世話をした。触役（世

話人）組頭が集まり講中の協議をなす。

　天保 10 年 (1839)、用水溜池を造成し、嘉永３年 (1850) には大風除風潮除の並松が植

えられた。

　平野村　明治元年 (1868) までは、戸数 130 余戸を 10 講 26 組に分けられていたが、明

治２年(1869)下戸高村が廃村になり、この内から50戸を合わせ、14講32組に編成された。

各講に講頭を置き、ことあるごとに集会して協議した。

　延享２年 (1745)、天保 12 年 (1841)、安政６年 (1859) に 1 箇所づつの溜池を造り、天

保３年 (1832) には大川筋へ堤防が造られた。嘉永４年 (1851) には風除並松を植えたが、

作地の障害になることで明治５年 (1872) に伐採された。

〈吾田村の成立〉

　明治 22 年 (1889) ５月１日、町村制施行により星倉村・戸高村・西弁分村・平野村・

隈谷村の５村が合併して吾田村が成立する。隈谷・平野・西弁分の３村は利害を異にす

るとして星倉村との合併を欲しなかったが、地形状からも分離すべきではないとの理由

で合併が成立した。また江戸時代に「麓」に入れられていた星倉・釈迦尾野などが星倉

村に編入された。

　人口 5,095 人、戸数 954 戸、総面積 1,330 町８反、うち田地 620 町５反、畑 315 町８

反、宅地 59 町３反、山林 193 町６反、原野 128 町７反、その他 12 町９反という規模で、

田地 47％、畑 24％、山林 14％という農業主体の構成であった。

〈近世農村から近代の農村へ―吾田村の耕地整理―〉

　明治初期の吾田村は、農業を中心とした地域である。明治末から大正・昭和の始めに

かけて、県内では耕地の拡大と生産性の向上をめざして耕地整理事業が進められた。吾

田村では明治 43 年 (1910) １月に吾田耕地整理組合が、同 11 月には下平野耕地整理組

合が設立され、さらに大正 11 年 (1922) には下隈谷耕地整理組合が設立された。耕地整

理組合の設立にあたっては、あらゆる角度からその利益についての検証がなされている。
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吾田耕地整理組合の調査設計書には、①生産地の増加による利益　②土質改良による米

穀増収による利益　③排水良好となり二毛作が可能になることによる利益　④灌漑の利

便による品質向上による利益　⑤耕
こううん

耘・交通の便による労働節減による利益　⑥土地価

格の騰
と う き

貴による利益、と細かな試算がなされている。

　３つの耕地整理組合全体の総事業費は約 52,000 円で、地区内の耕地面積は 449 町から

40 町増加して 489 町となっている。また、従前約 400 町あった田が 11％増の 445 町に、

一方畑の方は 21 町あったものが 70％減の６町となっている。

　このように純農村地帯である吾田村における耕地整理事業は、村内の耕地の 90％を区

画の整った水田となし、灌漑設備を整えて、米作を中心とした近代的な一大農業生産地

域となした。地租改正にも生きた江戸時代以来の不規則な姿の字限図の現形は大きく変

化し、近代的な農村の姿となっていった。

〈農村から工業地帯へ〉

　昭和 12 年 (1937) の日本パルプ工業株式会社飫肥工場の設立は、吾田村の地域特性を

大きく変えることになった。これまで農業中心であった地域から工業地域への転換がは

かられた。工場の竣工は昭和 13 年 (1938)11 月で、大字戸高に 10 万坪の敷地を確保し、

2,000 万円の資本金で操業を開始した。県北延岡市のベンベルグ工場につぐ県内有数の

工場として期待され、昭和 13 年 (1938) の「資源概況速報」に掲載されている。同時に

原木調達のため、日興木材株式会社も設立された。もともと工場では飫肥杉の間伐材を

材料として利用することが考えられていた。しかしながら飫肥杉が材料としては不向き

であることが分かり、また排水問題もあり、そのスタートは必ずしも順調ではなかった。

昭和 14 年 (1939) に王子製紙の傘下に入ることで、ようやく生産が軌道に乗った。

　日本パルプ株式会社飫肥工場設置に伴う吾田村の人口の増加は著しく、昭和 10 年

(1935) に 6,919 人だった人口は、５年後の昭和 15 年 (1940) は 1,271 人増の 8,190 人に、

戸数も 1,120 戸から 1,570 戸に増加している。工場設置による人口増加、交通量の増加

などへ対応するため、吾田村は昭和 12 年には都市計画法適用を申請し、新たな町づくり

をすすめていくことになる。

　都市計画法は大正８年 (1919) にできた法律で、はじめ大都市のみの適用であったが、

次第にその対象を広げている。昭和８年 (1933) には市制を施行していない町村でも将来

的に都市になりそうなところには適用されることになり、昭和８年 (1933) には油津町が、

同９年 (1934) には飫肥町が申請し認可をうけていた。吾田村にパルプ工場ができたこと

により、その物資移動のため商業港油津を抱える油津町の都市計画街路も一部変更され

た。その変更理由書には「油津・吾田・飫肥に東郷を加えた一帯を県内唯一の開発地帯

として将来性が期待される」とし、一帯の交通網の整備の必要性を述べている。

　昭和 23 年 (1948) には吾田村は町制を施行し吾田町となった。
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〈交通機関の発達―人や物の往来の変化と都市計画―〉

　県営鉄道飫肥油津線は明治 45 年 (1912) に施設認可を受け、本県初の鉄道として大正

２年 (1913) に営業を開始した。物資流通の拠点であり漁業の町である油津と、藩政時代

からの政治文化の中心地である飫肥とを結ぶ路線である。中間点吾田村には一里松駅が

設けられたものの、旅客・貨物ともにその利用は少なく、吾田はただの通過点に過ぎなかっ

た。

　初期の鉄道の利用は振るわなかったものの、製紙工場の設立稼動による人や物の増加

と移動は、交通機関の整備をうながした。

　県営鉄道は昭和 10 年 (1935) には国鉄に移行し、同 16 年 (1941) には志布志線が油津

から飫肥を経て北郷まで延長された。それとともに一里松駅は吾田駅と改称、さらに昭

和 25 年 (1950) の合併後吾田が日南市の庁舎設置の地となるに及んで、同 27 年 (1952)

には日南駅と改称された。

　また、道路についても都市計画法の適用をうけて次第に整備されていった。昭和 16 年

(1941) には幅員８から 15 メートルの 11 路線の街路決定をみた。油津港と飫肥町とを結

ぶ府県道飫肥油津港線の整備、パルプ工場と油津港とを直結する路線の整備、加えて集

落相互の連絡や農耕地の産業路線の整備がなされた。

〈町村合併　日南市誕生〉

　昭和 24 年 (1949)12 月 18 日に飫肥町・吾田町・油津町・東郷町の合併申請書が知事に

提出され、翌１月１日付けで日南市が誕生した。

　合併時の吾田町の人口は 1 万人強、戸数 2,167 戸である。その半数にあたる 1,012 戸

が農業に従事している家である。しかしながら生産額でみると、総生産額の 97 パーセ

ントが工産物で占められている。吾田町は合併 4 町村のうちで、米・麦ともに生産額の

首位を占め、依然として農業が盛んな地域には違いないが、なんといってもパルプ工場

の工産物生産額の占める割合が高く、４町村のうちでも群を抜いた生産高となっており、

経済力が格段に増した状況がうかがえる。

　合併にあたって市の名称、庁舎の位置問題で紛糾したが、結局市の名称は「日南市」

市庁舎は吾田町役場に置くこととなり、吾田町は日南市の行政の中心としての顔をもつ

町作りが進められることとなった。

　昭和 30 年 (1955) には細田町・鵜戸村が編入合併し、さらに 31 年 (1956) には酒谷村

と榎原村の一部が編入合併して、吾田は人口 63,000 人を抱える日南市の中核となって

いった。さらに市街地の発展に伴う土地区画整理事業により、昭和 46 年 (1971) には吾

田の中心地区である戸高及び平野の町名変更が行なわれた。こうして現在にいたる住宅

や商店街が形成され、その変貌は図面や航空写真のうえにも顕著である。

　古くからの城下町飫肥と、貿易や漁業で栄えた港町油津という二つの個性的な町の間
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にあって、吾田は日本パルプ工場の設立により工業新興都市として力を持つようになり、

単なる田園地帯から変貌をとげた。さらに日南市の行政の中心になるに及んで、飫肥・

油津両者を結ぶ大きな役割を果たしている。

（４）鵜戸地区　

―神話と信仰と修行伝承の霊地から崇敬と景観の観光地へ―

〈行政沿革〉

　鵜戸地区は、江戸時代飫肥藩領城附地のうち「三浦筋」の「伊比井村・富土村・宮ノ浦村」

からなる。明治６年 (1873) ５月、宮崎県の設置とともに大区小区制が施かれ、３村は宮

崎県第７大区第６小区に含められたが、明治９年 (1876) 鹿児島県に併合されると第 102

大区第６小区に属した。

　その後明治 22 年 (1889) １月、町村制施行により３村を合併して南那珂郡鵜戸村となっ

た。村名は、地域の中心鵜戸神宮に由来する。

　昭和 30 年 (1955) ２月には日南市と合併し現在にいたる。

〈位置及び地勢〉

　各集落は、東経131度 24分から131度 29分、北緯32度 43分から32度 45分の間にあり、

古くから峻
しゅんけん

険なことで知られた鵜戸山参詣の道「七浦七峠」の間に点在する。東に日向灘、

西は宮崎市境の岩壷山・郷谷山・谷之城山の山々と、大藤越・倉迫越・松永越の峠道が

連なり、この地を他地区から隔絶していた。

　それらの山地の渓
けいかん

間を鶯巣・伊比井・富土・宮浦・手洗・大浦の小河川が海に注いでいる。

その河川の岸に沿ってわずかの耕地が開かれ、集落が形成され、川口には小規模の漁港

が設けられ、沿岸小廻りの物資運送の港としても利用された。

　気候は温暖で、全域の 93％は山林である。山と川と海とわずかの耕地によって人々の

生活が営まれててきた。集落は小さく分散しているが、各集落内の人々の絆は強い。集

落の近代化への道は唯一陸路の整備にかかっていた。

〈鵜戸山の変貌とその影響〉

　江戸時代まで、点在する集落及び村全体をあらゆる面でまとめていたのが、飫肥藩か

ら寺領 500 石余を給され保護されてきた「鵜戸山大権現」である。中世・近世には別当

寺仁王護国寺と 12 坊をかかえ、その繁栄を誇り数多くの紀行文を生んだ。

　この鵜戸山大権現と別当寺を一山とする山
さんよう

容が、明治維新・廃仏毀釈によって一気に

衰退した。周辺の３村のどの村より多く 562 人の人口（天保５年 (1834) 宗門改）を誇っ

た一山が衰滅した。
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　明治２年 (1869) の権現号廃止により鵜戸神社と称したが、明治４年 (1871) に国によ

り官社・諸社の別と社格が定められると、明治７年 (1874) には官幣小社に列せられ、明

治 28 年 (1895) には社格が昇格、官幣大社鵜戸神宮として国の保護を得た。その後、昭

和 20 年 (1945) 太平洋戦争の終結によりあらゆる宗教は国家から切り離され、現在の鵜

戸神宮の時代を迎えることとなった。

〈鵜戸村成立以前の３村〉

　この期（明治初年から 20 年）の特徴は農業を主とするが、各村とも耕地の少なさを補

うものとして、それぞれ注目される点を持っている。

　『日向地誌』によると、３村の戸数及び人口は、伊比井、富土が 100 戸内外の 460 人前

後、宮浦が 200 戸弱の 860 人前後で、１戸あたりの家族数はいずれも 4.6 ～ 4.7 人である。

　宮浦にみられるように「駒」の育成に力を注いでいるのは、峻険な陸路の運搬に備え

るもので、各戸にほぼ１～２頭が飼育されている。この時期牛は少ない。

　陸路が困難な地での物資輸送には、運搬船として沿岸の「小廻し船」が重視される。

50 石未満ながら伊比井に 11 隻、富土に６隻がみえる。薪・木材・炭などを油津及び内

海へ運んだ。この２村には漁船は少ない。

　宮浦は漁船が主で 25 隻あり、年間漁獲高は鰹１万尾、鯵２万尾、小鯛１万尾など漁業

を主とした地区となっている。

　このほか特に注目されるのが、３村の砂糖の生産である。伊比井４万５千斤、富土

２万８千斤、宮浦３万８千斤ほどである。ほかに特徴的なものとして伊比井の瓦１万枚、

宮浦の５万３千枚の生産があげられる。この二つの産物は鵜戸山の保護と深い関係をも

つ。江戸期の鵜戸山はその山容維持のために大工を初めとして多くの職人を保持したこ

とがみえ、その技術は廃
はいぶつきしゃく

仏毀釈後も大いに役立ったと考えられる。また山内での「オチ

チ飴」の販売権がこの地の氏子中に許されていて、昭和にいたってもその組合が存続し

ている。

〈鵜戸村時代―「明治 40 年鵜戸村是」〉

　鵜戸村の日露戦争直後の実情を物語るのが「村是」である。

　激しい社会変動に見舞われた明治 40 年 (1907) の在籍人口は、10 年前の 1,970 人から

366 戸 2,074 人に増加するが、ほかに 16 戸 154 人が兵役、学生、出稼等で村を離れている。

この数字は、近世では変化の少なかったこの村の、近代社会への変動を示す数字でもあ

ろう。

　また、457 戸の本村土地所有者のうち１町歩未満が 236 戸で、農業・林業といった土

地に生活基盤を持つ上での厳しい実情を物語っている。現住土地所有戸は 366 戸で、91

戸の絶
ぜ っ け

家・廃
は い か

家・所有者移転がみられる。とくに他町村のものが本村に土地を有する面



第３章　日南市の地域特性

47

積は 148 町４反８畝余、本村のものが他町村に所有するのは６町６反８畝余で、その差

141 町７反余で、村内土地の移動の実態が明らかである。なかでも山林が大きな部分を

占めることに注目すべきであろう。

　生産部門では、焼酎の生産戸数 105 戸 84 石とみえるが、この村の消費量は 164 石余で

はるかに及ばない。瓦の１万 6,000 枚は、草
くさぶき

葺屋根から瓦
かわらぶき

葺屋根に移行する時代を端的

に示している。また商業部門で飴屋の 70 戸は、依然として鵜戸山名物の商活動が盛んで

あることを物語り、その売上額も 1,512 円余と傑出しており、これ以後もその傾向に変

化はみられない。漁業は鰯・鯖・鯵が特出しており、その漁獲高の価格総高 6,300 円か

ら自村消費量を差し引いても 5,670 円を残している。また、職人の収入では、大工・瓦職・

木挽等の収入が秀でている。

　生産消費の比較では、限られた田畑しか持たぬ本村では、主要な作物である米が自給

できず 268 石余の不足とされ、他の穀物は自給する分の供給をようやく満たしている。

豆類・蔬
そ さ い

菜・果物についても、いずれも村内自給分のみの生産高である。また、27 キロ

という長い沿岸部をもちながらも傾斜層と波状侵食岩の地形が続き、塩も自給できてい

ない。

　村の生産他出品で特筆すべきものは、黒砂糖である。自村消費分を差し引き 6 万 6,058

斤、価格にして 7,926 円余を他出している。

　禽
きんちく

畜類で注目されるのは、豚の生産がみえることである。また、これまで生産の少なかっ

た牛は 61 頭と増加し、対照的に馬の生産が必要 336 頭に対してわずか 20 頭にとどまっ

ている。これは旧藩時代から続いてきた宮浦の牧場の衰退が反映されているものと思わ

れる。

　「村是」が示す村力増進と村財政の打開方向は、具体的には米・養蚕・漁業の面におけ

る一段の生産力増強で、米の生産基盤強化の一環としての宮浦地区の耕地整理事業は、

限られた耕地の中での努力の姿である。広大な村域を占める山林の植林事業については、

現今の植林本数 51 万 2,810 本（杉樟）としながらも具体的な方向は示されず、大正期の

基本調査によらざるを得なかった。

〈明治期の製塩〉

　江戸時代からの飫肥藩の海岸の村では製塩が行なわれていたが、なかでも明治時代に

なっても盛んに行なわれたのは、鵜戸・細田・南郷の各村である。

　南那珂郡「郡役所通信」によると、鵜戸村の明治 22 年 (1889) の塩田は、塩田１町５

反 27 歩、生産量は 120 石、従業戸数は６戸である。

　明治 32 年 (1899) の宮浦では、塩田１反歩、生産量は３石、従業戸数は２戸である。

同 36 年でも宮浦塩田１反、生産量６石、従業戸数２戸、明治 39 年 (1906) では、塩田１

反、生産量 30 石、従業戸数３戸と増加している。
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〈大正２年の山林調査〉

　鵜戸村の山林総面積は 5,792 町歩、要存置国有林 2,894 町歩（内部分林 541 町歩、不

要存置国有林 140 町歩）、民有林 2,758 町歩（内個人有林は 67％の 1,851 町歩、共有林

23％、部落有林５％、村有林４％、寺社有林１％）で、民有林は全林野全面積の 58％を

占めるが、大方が村外の所有者のものである。

　林相は杉造林地が最も多く 1,498 町歩を占め、未木立地 955 町歩、櫧雑を主とする林

分436町歩、松を主とするもの39町歩と続く。樹齢では杉が10年生以下の新植地735町歩、

その他は 20 ～ 30 年生が最も多く、松は 30 ～ 200 年、扁
へんぱく

柏は 10 年生である。

　民有林中の面積が最も多い個人有林 1,851 町歩の林相は、杉造林地 605 町歩、未立木

地 448 町歩、樟造林地 419 町歩、櫧雑の 309 町歩、松は 12 町歩などである。鵜戸神宮境

内の林相は松を主としたものである。

　村の全面積 6,259 町歩のうち山林原野面積 5,792 町歩で、全面積の 93％にあたる林野

につき、この調査の結論では「維新後一時濫
らんばつ

伐の結果は地
ち み

味悪化し林相疎悪となり樹齢

幼稚にして林産物の生産額を減ずるに至れり。最近５ヶ年間の統計に徴するも生産年額

22,110 円にして、１町歩当３円 81 銭に過ぎず、之を最近に於ける本県民有林野１町歩

当林産物生産額（約 10 円）に対比するに其の半に達せず」とその荒廃ぶりを指摘し改善

の必要性を説いている。

　この山林調査以後、昭和 13 年 (1938) になるとこの村の海岸線が「森が魚を育てる」

魚附林 ( うおつきりん ) の適地として脚光をあびることになった。鵜戸村の海岸８箇所

の山林が魚附林として設定され、イワシ・アジ・カツオ・ブリなどの漁獲増 30％～ 40％

が期待された。

〈交通網の整備〉

　明治初めにそれぞれの村に設けられた学校の設置が、ここの地勢のありようを物語っ

ている。伊比井・富土・宮浦のそれぞれの村に設置された学校は、昭和 20 年代までいず

れも僻
へ き ち

地単級校であった。通学条件が厳しく、学校の統合ができなかったのである。現

在の国道 220 号線の整備過程が即この地区の近代化の道といっても過言ではない。

　大正３年 (1914) の山林基本調査は「道路」として次のように述べている。

「従来牛馬道を以て各部落を連縫すと雖
いえど

も、就れも高低屈曲峻
しゅんぱん

阪ならざるはなく、人馬の

通行すら容易ならざる有様なりき。然るに昨 45 年度に於いて内海港より油津港に通ずる

海岸線県道開
かいさく

鑿計画せられ、今日既に内海港より本村鶯巣迄、及び東郷村風田より本村

鵜戸神社所在地なる吹毛井迄竣工し、残部も近年中に竣工すべきを以て之が開通するに

至らば交通運搬共に至便となるべし。」

　大正 14 年 (1925) には鵜戸宮崎線の 10 里 32 町の一部、飫肥鵜戸線の５里 26 町が県道

として整備された。
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　昭和 28 年 (1953)、国道昇格により観光道路が確保され、風光明媚な景観とあいまって、

人々に身近な世界となった。

　また鉄道は、昭和 38 年 (1963) ＪＲ日南線の全線開通により伊比井駅が設けられ、宮

崎から伊比井地区を通り北郷に通じる路線がわずかに確保された。昭和 30 年 (1955) ６

月１日の日南海岸国定公園指定もこのような動きの中で実現したものであった。

〈鵜戸村の日南市への編入合併〉

　編入合併のねらいは、「鵜戸村は日南市と同じく旧飫肥藩領にして気候・人情・風俗を

同じくし、地勢上も同一条件下にあり、同一地区とする産業経済上の利害関係も相一致

しており、行政管区を統合し、日南市を中核母体として大同団結して県内における唯一

の政治経済の中心都市として昭和 30 年 (1955) ２月 11 日を期して港湾工業都市の建設を

目指す」とする。

　合併時の昭和 29 年 (1954) の村況は、総戸数及び人口 721 戸 3,340 人で、都市的業態

では商工業 78 戸 381 人、その他 34 戸 166 人、農業 325 戸 1,472 人、漁業 284 戸 1,321

人である。

　鵜戸神宮とそれに関連する観光地としての同地域の位置は、交通網の整備とあいまっ

て、むしろこの合併以後さらに高められることになった。

（５）酒谷地区　

―領国境・飫肥杉林の中の石橋の村から棚田のムラへ―

〈行政沿革〉

　江戸時代は飫肥藩城附地「細田筋」の酒谷村である。

　明治６年 (1873) ５月宮崎県設置により、宮崎県第７大区第１小区に属した。明治 12

年 (1879)12 月４日、上下の酒谷村を合せて酒谷村と称した。明治 22 年 (1889) ５月１日、

町村制により同じ村名を踏襲した。村名は、中世の古城酒谷城などにみられる古くから

の地名をそのまま称した。

　昭和 31 年 (1956) ４月１日、日南市に合併し現在にいたる。

〈領国境の村―酒谷村〉

　天保５年 (1834) の飫肥藩城附地細田筋の酒谷村の人口は、上酒谷は男 275、女 231、

合計 506、下酒谷は男 453、女 370、合計 823 で、両村をあわせると 1,329 人（男 728 人、

女 601 人）である。また同年の百姓竈数及び人数は、上下合わせて 136 戸、581 人、そ

のうち上酒谷村は 23 戸 109 人である。

　村全体では男がかなり多く、また百姓戸数及び人数が全体人数に比して少ない。これ
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は酒谷村が百姓以外の他業、例えば山林従事者などが多いということではなく、酒谷村、

とくに上酒谷村がもつ藩治上の意味が示されている。中世の酒谷城跡が物語るように酒

谷村は争奪の前線である領国境の地である。江戸時代には「牛峠論山」に表わされるよ

うに鹿児島藩との村境問題をかかえ、その集落にはさまざまな形で飫肥藩下級藩士が配

置されていた。その多くは国境警備や山林管理にあたっていた。

〈地勢〉

　四面を山岳に囲まれ、北に小松山、南に男領山が相対峙する。その中央を東流する酒

谷川のわずかの渓間や下流の両岸に田
た ん ぼ

圃や集落が点在する。

　酒谷川は飫肥・吾田を経て日向灘に注ぐ。

〈石橋が物語るもの〉

　大正２年 (1913) 林野基本調査には、酒谷地区の交通の便について「飫肥より都城に通

ずる県道酒谷川に沿い、村の中央を貫通せるを以って諸産物は馬車便により容易に搬出

するの便あり。里道は各部落共牛馬を通ずるに過ぎざれども県道に至る距離近きを以っ

て交通比較的便利なり。」と記される。

　大正初めにこのような条件になるには、明治 30 年～ 40 年代の県道飫肥都城線整備へ

の執念があった。酒谷川上流を縫うこの路線に架設されたのは石橋である。里道更正に

より車道を主とした県道建設は、明治 27 年 (1894) には石河原、坂本、大谷、白木俣の

４箇所に、同 28 年 (1895) には片頭に、同 41 年 (1908) には上津留、地吉の２箇所に、

合計７箇所の石橋が架設され、酒谷村を「行止り村」から「街道集落」へ転じさせた。

　この道路は大正９年 (1920) には国認定道路となり、昭和 28 年 (1953) には国道日南都

城線の指定をうけた。さらに、同 40 年 (1965) には国道 222 号線として指定され、酒谷

地区の主要幹線となった。

　酒谷川の利用については「平時水
すいせい

勢少なく岩石多きを以って舟
しゅうしゅう

楫の便なしと雖も木材

の河流しに適し、村内林産物の主たる杉弁甲材はほとんど河流しにより搬出せらるる便

あるなり」と述べて、大正初めまでの実情を物語っている。

〈酒谷村の林野と村民の生活〉

　大正初めの林野調査によると、村の総面積は 8,738 町歩で、そのうち林野面積は 7,472

町歩、村の面積の85％が山林原野である。このうち、要存置国有林5,208町歩、民有林2,264

町歩である。

　民有林のうち個人有林は 1,162 町歩（52％）、共有林は 496 町歩（22％）、部分林は

458 町歩（20％）である。そのほか部落有林 18 町歩、村有林 14 町歩、不要存置国有林（払

い下げ対象）118 町歩である。
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　このように村の山林の 70％を国有林が占め、民有林もその多くが飫肥町・油津町の有

力商人の手になるものである。そのため村民の多くは、農閑期を中心に官行及び飫肥・

油津商人に雇用され、木挽職、杣
そま

職、また製材木材製品の駄賃付、荷馬車、日稼の労働

に従事している。

　村民の生計の中心は農業であり、耕地については主に自作農中心であり、生活水準に

は差が少ない。明治 42 年 (1909) の「村是」によってその生産と消費を比べると、穀物

では米・小麦に余剰が見られ、蔬菜においては大根・牛蒡、果物類では柿（吊柿）・栗、

禽蓄類では仔馬・鶏卵等で収益をみて、更に増産を目指している。これは交通事情の改

善に伴い、飫肥・油津の消費地が近くなったことが大きい。

　「村是」は将来の人口増、消費膨張拡大に対応するために、基本財産増成対策として３

官７民の部分林育成や農会の活動の活発化、家にあっては勤勉貯蓄米の増産、養蚕の振

興をあげている。さらに基幹産業である農業の基盤を整備するために、大正はじめより

昭和 15 年 (1940) 頃まで全村をあげて耕地整理事業が進められた。林野基本調査で開発

可能な原野地として指摘されていた坂元集落の開発もこの期に進められた。これらの耕

地整理により、近世から見られた田圃はその姿を消し、現在の田園風景が形成されたの

である。

〈坂元棚田　―昭和初期の産業遺構―〉

　坂元棚田は、日南市大字酒谷甲字城元上にある全国の棚田百選にも選ばれた産業遺構

である。その造成時期とともに造成過程内容が明確な点は全国でも珍しいものである。

　この坂元棚田がはじめて計画されたのは明治 25 年 (1892) 頃にさかのぼるが、水路の

確保や漏水で成功にいたらなかった。

　明治末期から大正期にかけて、米作りを主とする農業の地盤整備のため全県的な耕地

整理が行なわれた。南那珂郡でも大規模な耕地整理が相次いで行なわれ、田園の景観は

一変した。そのような動きの中で、大正 14 年 (1925) 宮崎県内務部耕地整理課農林技手

によって「坂元耕地整理組合設計書」が作成され、事業の概要が調った。

　そのときの現地の姿は次のようである。

　「大部分が原野で畑地が点在して、本来萱場として使用されてきた所であるが、地味は

肥沃で南面する傾斜地であり耕地として好適地である。地勢では、地区内の最高部と最

低部との落差 240 尺あって、地形は南北に長く約 250 間、東西に狭く約 80 間ある」

　昭和３年 (1928) ５月 15 日、この地に、①灌漑水路幹線を新たにつくり畑原野を開田

する、②区画及道・水路を改良し耕作上の便益を計る、として「坂元耕地整理組合」が

組合員 24 名で設立された。

　具体的には、昭和３年 (1928) ９月１日から昭和８年 (1933) ８月 31 日の５年間で、地

区内総面積「１町５反 19 歩７合５勺」の地に事業費予算総額「１万 9,747 円 85 銭」を
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投じて水田を造成しようとするものであった。

　その費用調達の方法は、①借入金 6000 円（起債年限 16 年）、②開墾助成金 8015 円 57 銭、

③受益者の負担（とくに労力提供）、を主とする。

　日本の主産業の農業、その中心となる水田稲作の時代ならではの企画であった。

　この工事は計画通り昭和３年 (1928) ９月１日に着工され、工事そのものは計画より早

く昭和７年 (1932)12 月 10 日完工した（完工の届出は 20 年後の昭和 27 年 (1952) ５月

15 日）。

　工事内容の要点は 2 つある。

　その一は、水源を小松山中尾谷川と溝口谷川の 2 箇所に求め、字中尾から現地に至る

間、延長 926 間１分の幹線用水路を開くこと。その二は、畑１町１反７畝５歩、宅地２

畝 14 歩 7 合 5 勺の地を水田へ地目変換し、山林 1 畝 20 歩、原野 2 反 8 畝 27 歩を開墾す

る。そして、一筆平均６畝 15 歩の面積の地を、緩傾斜地では一筆５畝歩、急傾斜地では

一筆３畝歩とした水田に造成することである。

　完成後の農耕は、稲作とくに中稲作を主とし、稲の平均収量反当２石以上に増加する

ことを目指していた。

　工事中に若干の計画変更（本幹線水路の土質粗悪による滲
しんしゅつ

出水及び欠損工事と材料費

の変更）で総工事費が２万 2583 円 95 銭とはなったが、工期とも順調に完工となった。

昭和 27 年 (1952) すべての事業終了にともなう換地手続が完了した。

　その成果は、現在に伝えられる区画された美しい田園であるが、完成した土地内容は、

水田 119 筆、面積５町７反 20 歩５合、評価２万 5,261 円 13 銭、その比例評定総価格の

比率は 2.6313 となった。

　この棚田の特徴は、建設に関する計画段階から完成まで完成年を含めてすべてが資料

によって明らかにされることであり、成立年代でさえも不明な全国の棚田の中では異色

のものである。その意味では、明治末から昭和のはじめにかけて行なわれた水田稲作を

中心とした耕地整理事業、ひいては日本農業のあり様が、その存続にかけられている遺

産である。

〈日南市との合併〉

　昭和 31 年 (1956) ４月１日、酒谷村は榎原村（一部を除く）とともに「廃置分合」に

よる日南市編入合併をした。

　その前年にあたる昭和 30 年 (1955) の酒谷村の人口は、4,950 人である。明治 10 年代

にはに 2,100 余であった人口は増加の途をたどり、昭和 25 年 (1950) の 5,131 人を最高

にその後減少に転じた。合併のこの時期は、ちょうど 4,000 人台で推移していた時代で

ある。

　合併の理由は「旧来当地方は一連の経済圏であり、交通の発達に伴ひ隣接町村との距
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離は時間的に著しく短編され、尚一層経済的にも行政的にも一体性が必要とされる事が

多く、合併による自治体の強化と相俟って住民の共存共栄上三市村が合併することは、

更に当地方発展に資する」としている。

　地域の産業・経済・交通・文化等からみても、地理的・社会的にみても分立を許さな

い時勢の推運があったのであるが、皮肉なことに以後の同地域の人口は減少を続けた。

昭和 60 年 (1985) 以降は明治 10 年代の人口を下回り、これは日南市全域が同一生活圏に

拡大したことを如実に示している。

（６）東郷地区

〈行政沿革〉

　江戸時代飫肥藩城附地のうち殿所・松永・東弁分・益安・平山・風田の各村は、西筋

と呼ばれていた。旧藩主伊東氏の支族の領地の益永と東弁分の一部、及び幕府領（天
てんりょう

領）

であった松永は、明治２年 (1869) には日田県の直轄となった。明治６年 (1873) 宮崎県

の設置とともに、第 12 大区第５小区（殿所・松永・東弁分）第６小区（益安・平山・風田）

に属した。明治 22 年 (1889) ５月１日、６村を合併し東郷村が生まれる。村名は、荘園

飫肥院の分郷東郷に由来する。

　昭和 25 年 (1950) １月１日の日南市誕生に際し、飫肥町・油津町・吾田町と合併し現

在にいたる。東郷は日南市の穀倉地帯と位置づけられていた。

〈位置及び地勢〉

　東北は鵜戸村、北は北郷に接し、西南は飫肥・吾田・油津に接する。東南は太平洋の

海浜である。

　地形は南北約８キロ、東西約６キロである。東北は貝殻城・大ヶ城・鬼ヶ城・神田山

などの山地で、村の中央より南寄りに高砂城・土草山・風田山が連なり、その間に田畑

が開ける。広渡川は西を貫流して、北郷・吾田・油津との境となる。

〈東郷村の成立〉

　明治 22 年 (1889)、町村制の施行により益安村、松永村、東弁分村、平山村、風田村、

殿所村の６村を合わせて東郷村となる。

　合併に際して、殿所村では飫肥村との合併を望むもののあったが、村の財力、地形状、

民情においてこの６村は異なるところなしとして合併する。

それより先、東弁分村は上下の２村に分かれていたが、明治６年 (1873) に合わせて東弁

分村となり、また明治 19 年 (1886) には同村の一部は松永村に合わされた。

　東郷村成立時の人口は 3,381 人、戸数 663 戸、田、畑、宅地、山林等村の総面積は 1,102
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町８反である。

　地勢上は６村とも隣接する村であったが、明治 40 年 (1907) からの耕地整理の進行と

ともに、里道が整備され、交通運輸の上からも便利になった。往来が易くなり、同一村

としての意識が高まった。

〈６村時代の東郷村―明治 10 年代―〉

　６村はいずれも米作を中心とした農業の村落で、地理を生かした甘
かんしゃ

蔗栽培が盛んで、

砂糖 16 万 9,000 余斤の生産をみている。砂糖精製で共同の水車樫搾器械を導入するなど

結束している。

　風田は東南は海辺で、南は平山に接する。戸数 127 戸、人口 660 人、農業を主として

農暇に沿岸の漁業をする。明治５年 (1872) から鵜戸往還の開鑿がはじまり、海岸沿いに

宮浦に通ずるようになる。水田は、「迫」に造築された７箇所の池で灌漑する。牛は 10 頭、

馬は 110 頭で馬中心の世界である。物産では「サトネリ」で有名な砂糖３万斤のほかに、

瓦９千枚を産する。

　平山は、東に風田の海辺、西に殿所、西北に益安、西南に平野村と川中で境を接す。70戸、

342人。農業を主とし、農暇に海漁をする。甘蔗を作り砂糖３万斤を産出する。馬のみ５頭。

　益安は、東に風田、西に殿所、南に平山、北は東弁分に接する。戸数115戸、人口633人で、

農業を主とする。水利に恵まれるといえども、川岸の地は水害に苦しみ、山麓の地は旱
かん

害
がい

を憂える。村中が 18 箇所の土橋と石橋で連なる。砂糖２万４千斤、瓦６千枚を製する。

牛３頭に馬は 117 頭。

　東弁分は、東に宮浦、西に殿所、南に益安、北は松永に接する。144 戸、744 人。農業

が主である。牛 18 頭、馬 117 頭、砂糖は２万 2500 斤を生産し、杉材、楮皮、椎茸を産

出する。

　松永は、東に宮浦、西に殿所、南に東弁分、北は大藤である。戸数 70 戸、人口 361 人

で馬は 63 頭である。農業を主とし、砂糖２万３千斤、楮皮 400 貫を産出する。

　殿所は、東に松永・東弁分、西に板敷・星倉、南に平野と平山、東南は益安に接する。

戸数 95 戸、465 人。牛４頭、馬５頭。農業を主とする。砂糖３万斤、楮皮２千貫、煙 800 斤、

櫨子 150 貫を産出する。

〈米と黒砂糖―「明治 39 年東郷村是」〉

　明治39年(1906)村是によると、東郷村の在籍戸数は743（現住647戸）、在籍人口は4,067

人（現住 3,681 人）である。在籍人口でみれば 10 年前の 3,702 人に比較して、千人につ

き１ケ月 8.97 の増加である。

　職業別では農業が主業専業あわせて 501 戸、3,141 人で、他の職業はをみるべくもな

い農業の地域である。その主生産物は米である。地籍では田地 412 町 15 歩、畑 304 町９
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反７畝、山林 178 町７反余、原野 58 町８反余、塩田５反歩である。

　土地所有区分では 638 戸のうち 572 戸が２町５反未満の所有で、土地所有においては

均等の傾向がみられる。しかし、他町村の者が本村に所有する土地については、田 57 町

７反余、畑 15 町８反余、山林 10 町９反余で、本村の者が他町村に所有する土地と比較

すると、耕地とくに田地において他町村者所有が多くなっており、資産流失の傾向が見

られる。

　生産部門においては、穀物とくに米が主流である。ついで小麦・裸麦・大麦で、これ

は二毛作の普及によるとみられる。畑作物では、大豆・芋・大根を主とする。

　畜産（禽畜類）で特筆されるのは、牛 101 頭、馬 543 頭で、牛馬数が多いのは、農業

を中心とする地域の特徴をよくあらわしている。豚は 104 頭、その他鶏・卵などが注目

され、新しい時代の家畜である豚が増している地域の傾向がよくあらわれている。

　竹木類では杉材を筆頭に、薪・堅
かたずみ

炭がみられる。

　その他では、甘蔗 75 町９反余の作付があり、これに関連して白
しろしたとう

下糖 41 万６千斤、黒

砂糖４万 5206 斤の生産がある。この時期のこの地方は、群を抜く一大砂糖生産地であっ

たことを物語っている。また甘
かんしょ

藷の 63町余の作付けも無視できない。この甘藷に関連し、

20 戸で生産する焼酎は 193 石余である。

　職人では、大工職の 19 人、石工 14 人、木挽 18 人、瓦職６人で、瓦生産５万 1,600 枚

がみられる。

　労働では牛車 16 台のほか、とくに地域の特色である広渡川を利用した筏
いかだのり

乗、及び日雇

69 人、薪運搬などが注目される。

　以上のような現状を分析し将来の対策として、①に基本財産の造成をあげている。こ

れには明治36年(1903)藩主伊東子爵家から町村基金として旧藩各町村へ金品寄贈があっ

たので、それを基に事業にあたること、②に農会の活動を活発にして生産増強をめざす

こと、③に勤勉貯蓄、④に道路改善、⑤に米の更なる増産、⑥に米に次ぐ村の重要農産

物の砂糖の更なる増殖、⑦に養蚕をあげて、これらを将来７年間の設計とするとしている。

〈大正３年東郷村林野調査〉

　東郷村の面積は土地台帳では 1,290 町２畝 18 歩で、林野は 539 町７反４畝 24 歩であっ

た。しかしこの大正３年 (1914) 林野調査の結果では全面積 2,537 町歩、林野面積 1,530

町歩で、台帳とは大幅に異なる。林野は全面積の 60％を占めている。このうち 40 町歩

は海岸の潮害防備のための要存置国有林で、その他はすべて不用存置国有林とされ、大

部分が民間に払い下げられた。そのため山林のほとんどは民有林で 1,490 町歩を有す

る。民有林では個人有林が最も広く全民有林の 51.3％にあたる 760 町歩を占め、共有林

45.4％、村有林 2.3％とつづく。

　個人有林１町歩以上の所有者のうち、村内の者は松永８人、東弁分３人、平山４人の
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計 15 人である。15 町余の所有を最大とし、大方が１～２町歩の所有である。村外所有

者は飫肥町５人、油津町２人で、最も広いのは 70 町余を所有している。村外所有の合計

は 96 町余に及んでいる。

　林相では、杉造林地が最も広く 573 町歩で、林野面積の 38.4％を占める。ほかは雑木

林 496 町歩、未立木地 320 町歩、松を主とする林 68 町、竹を主とする林分 25 町歩、栗

造林地８町歩などである。このように杉造林が主力ではあるが、農業を主とする村落の

あり様から、生活の上でも雑木林を必要とした。櫧雑木林は、薪・炭の利用から必要で、

ほとんど 20 年生以下で 10 年内外のものが多いというのも、このような事情を反映して

いると思われる。

　栗林については、松永の篤
とくのうか

農家の造林８町歩１万６千本で生育中のものがある。

　東郷村の山林は、交通運搬の至便なること、飫肥油津市場に近いことなどにより、薪

炭材需要の増加と日露戦争後の乱伐によって森林荒廃をきたし、この時期造林が必要と

なっていた。そのためこの調査結果をうけ、山林利用の具体的方法として、①未立木地

は秣
まぐさば

場及肥料用雑草採取地として現在のまま存置すること、②現在の雑木林は大部分は

薪炭材供給の目的をもって撫
ぶ い く

育し矮
わいりん

林作業を行ない、渓間の土地深く地味肥沃な箇所は

杉を造林すること、③竹林は村内僅かに 25 町歩であるが、将来ますます需用が期待でき

るので保護撫育すること、などがあげられている。

〈日南市設置と東郷村の位置付け〉

　昭和 25 年 (1950)、飫肥・油津・吾田の３町と東郷村が合併して日南市が設置された。

設置理由の中にみえる東郷村の位置付けは、大略次のようなものである。

　「この町村はそれぞれの特異性をもち、油津は港町、吾田は工業地帯、飫肥は住宅官公

署街、東郷は農村地帯で、この各村が分立していることは社会共存上、或いは将来の発

展性からみて財政 ･ 経済 ･ 文化的にも無意義であるというので、この４ヶ町村の合併問

題が十数年来識者間に提唱せられて来たが遂にその機会を得ず、かつまた戦争等のため

に中断せられ今日に至った。

　敗戦祖国の再建を念い郷土の興隆を考えるとき、飫肥･吾田･油津･東郷の４か町村は、

その歴史性と地勢と経済性の上の立ち大同団結・和衷協力して新に市制を実施し、産業

･ 経済 ･ 文化等社会的地位の向上を図らねばならないという観点に立ち至った。

　東郷は即ち当地方唯一の食糧供給地帯として、農村の機械化と農産加工場の拡大に努

力するとき、飫肥・吾田・油津・東郷を以て一丸とする一大市制の実現は、この地方の

産業の開発を促進し、南九州総合開発の拠点として大きな役割を持つ」として食糧供給

地帯としての期待がみうけられる。
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〈東郷村の耕地整理事業〉

　東郷村内では、平山・松永・東弁分などをはじめとして大規模な耕地整理事業が明治

40 年 (1907) から大正末にかけて行なわれた。その事業は、東益・殿所・福谷・石田西・

中山・八重原・益安・長迫風田・東郷三輪・山下など耕地整理組合が作られ全村に及んだ。

　その結果、江戸時代以来の田畑の様相は一変し、米作を主体とする農村としての基盤

整備がなされ、現在にいたる景観を生んだ。

　耕地整理による６村間の交通や水利の利便向上は、村合併の実をさらに高めることに

なった。またこの事業のなかで、崩平にみられるように段々畠造成が行なわれたのは少

ない例として注目される。

（７）細田地区　

―中世の飫肥を今に伝える世界―

〈行政沿革〉

　細田地区は、江戸時代は飫肥藩城附地のうち「細田筋」と呼ばれた毛吉田・萩之嶺・塚田・

上方・下方の村々と「南郷筋」の大堂津からなる。明治６年 (1873) ５月宮崎県の設置と

ともに第７大区第３小区と称した。その際、大堂津は下方村に併合された。

　明治 22 年 (1889) １月、町村制により合併して細田村と呼ばれることになった。その

村名の由来は、江戸時代の行政区「細田筋」による。

　その後、昭和 16 年 (1941) に町制施行し細田町となり、昭和 30 年 (1955) ２月には日

南市に編入合併し現在にいたる。

〈位置及び地勢〉

　東は日向灘に向い、南は南郷及び榎原に、西は榎原、北は酒谷・吾田・飫肥の各町村

に接する。東西凡そ２里、南北凡そ１里、大正２年 (1913) 現在 974 戸、人口 5,795 人の

村である。

　西南北の三方は山岳が延々と続き、村の周囲境を巡り、中央を細田川が東に流れ、そ

の両岸に耕地がひらけ集落が散在する。海に面して大堂津の漁港がある。

　「元禄国絵図」に、「大堂川口廣弐拾間、深七尺、満汐から船出入、水上壱里壱拾九町潮入」

（大堂川口は広さ 20 間、深さは７尺で、満潮から船が出入する。川上に１里 19 町潮がの

ぼる）とみえる。

〈細田村の成立〉

　明治 22 年 (1889)、毛吉田・萩之嶺・上方・下方・塚田の５村は、地勢・民情におい

て異なるところが少なきをもって合併し、細田村と称して発足する。人口 4,540 人、戸
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数 1,060 戸で、総面積 1,071 町７反である。その内訳は、田地 334 町６反、畑 221 町１反、

宅地 45 町２反、山林 153 町４反、原野 261 町６反、その他 55 町９反で、山林に比し田

畑が多く、農業を主とする。

　ただし下方村の東南海岸には、凡そ東西５町、南北 13 町の内に人家 300 戸があり、漁

業を主とする集落をなしている。集落には、そのほかに塩を煮るもの、魚を売る者など

がある。

〈細田村成立以前の５村―江戸時代末期〉

　江戸時代末期の５村は、それぞれ村を３から５の講に分け、それぞれの講を６から９

に分け講頭をおき、各組に世話役として組頭をおいて毎月庄屋元に集まり藩庁の布達を

伝え、また協議を行なった。各組は「作組」とも云われ、農事等の相互扶助を行なった。

また各村とも諸芸能を伝えていたが、文久３年 (1863) 藩庁の命で廃止し、維新後復活し

たものもあったが、明治 16 年 (1883) には全く廃止した。

　下方村の大堂津を除き、５つの村とも農業を主とする村であり、明治末期からの耕地

整理事業が行なわれる以前は、耕地とくに水田の維持、治水灌漑に腐心し、村・講・組

を挙げて取り組んだ。

　その例をあげてみると、塚田村では天保５(1834)、牧ノ口、下ノ切に溜池を造成した。

天保９年 (1838) には古川に新たな 250 間の水路堀川を開設し、旧川を埋め立て水田を開

いた。また弘化・嘉永年間 (1844 ～ 54) に久保田に長さ 20 間の堀貫を造成して地域の灌

漑に尽した。

　萩ノ嶺では、天保７年 (1836)、各組の協力で仏阪口に２ヶ所の溜池を造成し、文久２

年 (1862)、東・中・下の３組は仮屋、大下２組の協力で前鶴の治水に長凡そ 100 間の堀

川を造成し旧川路を田地とした。また灌漑に乏しかった黒石崎などの各所は、慶応２年

(1866) 西原、馬場の講の協力を得て新堰を設け、２条の水路を開いた。

　毛吉田では櫨木場を共有財産としていたが、櫨実の価格下落もあり、地租改正に際し

て明治 12 年 (1879) にすべてを売却した。村は灌漑に乏しく旱
かんばつ

魃には苦しんでいたので、

天保８年 (1837)、各組の協力で２つの溜池を造り全村の水田の３分の２を養うまでに

なった。

　上方村では川流の湾曲が 800 間にも及んでいたのを、川窪は文政５年 (1822)、古川は

天保 13 年 (1842)、大内田は文久３年 (1863) に開鑿して直流川として浸水をなくし、旧

川路は水田として埋め立てた。また、水利の乏しかった広田も慶応元年 (1865) 各組の協

力で水路を作っている。

　下方村では真菰田地区が満潮時に浸水するので、万延元年 (1860) 各組の協力で 150 間

の堤防を築き、その部に田地を開いた。安政６年 (1859) から文久３年 (1863) の間には、

仮屋、西留の溜池を造成し、また阪口に 50 間の水路を各組の協力で開いている。
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　とくに畑地が乏しい下方は、文久元年 (1861) 組の協力で、中落ち、犬山、東平などの

松林払下げを願い出て開墾している。また汐持より上方村境迄の凡そ 900 間余の細田川

沿岸の堤防は、もともと下方村の人々の協力で３年ごとに修築するのを例として、藩庁

からも玄米３石の下附があったが維新後は廃止した。

〈明治以降の団体―今に伝わる伝統の消長―〉

　明治 22 年 (1889) ６月、塚田に塚田矯風会、また塚田阪ノ上組に阪ノ上義済会が結成

された。

　塚田矯風会は、旧来の弊害を矯正し、教育、衛生、勧業に地域の公益を計ることを目

的とした。その活動は福祉事業まで及んで会員も 80 名を越えるまでになった。

　阪ノ上義済会は、会員間の好
こ う ぎ

誼をもって長短緩急、互いに助け合い一致協同して自治

事業の実をあげることを目的とした。

　細田村内のこれらの村々では神楽をはじめ各組の祈念が行なわれていた。とくに「し

はん」と称した半弓あるいは大弓の行事は盛んに行なわれた。維新後は廃止されていたが、

明治５、６年 (1872、3）頃から再び行なわれ各村に射場が設けられるようになった。

〈明治時代の製塩業〉

　江戸時代の飫肥藩領下の製塩の姿を引継ぐ明治初期の資料として『日向地誌』は、下

潟（方）村の様子を伝える。「税地」として塩田 13 町２反７畝 28 歩、塩浜６町２反８畝

20 歩、その食塩生産量 6,400 石、従事する戸数は 54 戸としている。旧飫肥藩領下の塩田・

塩浜の記述の中で、生産量が示してあるのはここだけである。

　細田村の時代になる明治 22 年 (1889) には、旧下方村内５箇所（塩田・外浜・永道浜・

綿地・法之瀬）の塩田 20 町９反７畝９歩、生産量 56 石５斗８升、従事する戸数 164 と

従事戸数の増加が見られる。

　明治 28 年 (1895) には「大堂津浜」１箇所で塩田 13 町５反、食塩生産量 2,020 石、塩

浜の生産量 750 石、合計 2,770 石で、従事する戸数 202 戸である。この時期から明治 30

年代にかけて大堂津の製塩は最盛期をむかえる。

　明治 32 年 (1899) には、大堂津の塩田 21 町５反で食塩生産量 1,520 石に加えて塩浜か

ら 670 石、合計 2,190 石の食塩を生産している。従事戸数は 207 戸である。この時期ま

では塩田の面積は拡大し、従事する戸数も増加している。

　明治 35 年 (1902)、この頃から急増してきた外国塩の輸入に対して国内生産塩との市

場競争が烈しくなってきたため、政府は宮崎県に対して各浜塩業についての詳細な調査

を命じている。南那珂郡内でも７箇所の調査を行ったが、そのうち鵜戸・南郷・細田の

各村が対象となっている。細田村では、明治 34 年 (1901) の現況を報告している。

　それによると、塩田総反別は 21 町２反９畝 13 歩、うち入浜（塩田）14 町５反１畝 26 歩、
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揚浜（塩浜）６町７反８畝３歩（これは課税の対象であるため１等から６等まで分けられ、

それぞれ地価が定められている）塩田所有主数は 170 人、製塩業者数 170 人で、総てが「自

作」（自分の塩田で製塩業を営む）である（※南郷目井津参照）。製塩釜は「鉄釜」170 で、

それぞれの製塩者が 1 個づつ釜を所有して生産にあたっている。明治 34 年 (1901) の生

産量は1,190石、石当り平均価格は２円である。また塩煮に用する薪材消費量は8,160貫、

製塩場は塩田内か各自宅に設けている。

　同36年 (1903)には大堂津で塩田21町５反、生産量1,065石、これに塩浜生産量500石、

合計 1,565 石、従事戸数は 205 戸である。

　日露戦争後の明治 39 年 (1906)、細田村全体の塩田は 21 町１反で従事する戸数は 320

戸であるが、生産量は塩田 1,200 石、塩浜 320 石、合計 1,250 石となっていて、生産従

事戸数に対して生産量は減少している。

　以後、国内産の塩は外国産の塩に押され、昭和４年 (1929) 専売制を強化しながら製塩

地の整理を全国 15 県にわたって行ない、永年経営を続けてきた塩業者の整理をすること

になり、宮崎県もその対象となった。

〈細田村の耕地整理〉

　明治 32 年 (1899) に公布され同 33 年から施行された「耕地整理法」に基づき、宮崎県

でも同 39 年 (1906) には「耕地整理及び土地改良奨励規則」か「同規則」、同 41 年 (1908)

には「施行手続」「事業実施心得」が定められ、県下一斉に耕地整理事業が行なわれた。

本県では主として明治 42 年 (1909) から昭和 12 年 (1937) 頃まで行なわれている。

　細田村でも、細田第一、同第二、上塚田、西塚、大肥、山口、上大野、滝ヶ平、黒谷、

沢津、洲崎、中ノ切、叶迫、塩鶴などの耕地整理組合が結成され事業が進められている。

　そのねらいは、地域全体の耕地を中心とした□水・面積・運搬交通、作物、農具、労

働、耕作反別など総合的に生産構造を改良することによって、①土地面積の拡大、②土

地価格高、③耕地の生産力増強、④労力節減、⑤耕地利用の拡大、などであり、実施後

の農村の田園風景は現在目にする如くに一変した。この改良により農業の基盤が確立さ

れ、以後は営農者の質を高めるべく各地区の実業（農業）補習学校の強化が企てられる

ことになった。

〈明治末期の細田村―農と漁―〉

　明治末期の細田村では、農業の基盤整備のための耕地整理事業がはじめられていて、

米質の良さで名声を博していた塚田地区をはじめとして、その成果に期待が寄せられて

いる。その村の姿を明治 41 年 (1908)「細田村是」にみる。

　現住 897 戸 4,882 人。うち農業（主・専・兼）605 戸 3,372 人、大堂津を中心とした

漁業 192 戸 845 人、商業 107 戸 397 人、工業 130 戸 334 人で農と漁が中心の村で、農業
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では米作をはじめ穀物生産が主である。

　地籍では田 360 町余、畑 380 町余、宅地 42 町 8 反 15 歩、塩田 21 町７畝６歩、山林

248 町余、原野 192 町余などであるが、全体の土地所有関係では、現住 897 戸のうち田

畑を所有するもの 757 戸で、そのうち 423 戸が１町歩以上２町５反未満の所有者である。

その所有反別は、田畑全体の 75.4％を占める。さらに７町５反以上 10 町未満のもの１

戸で、それ以上の大規模所有者はいない。当村の土地所有関係は非常に平均しているこ

とが指摘できる。また他町村の者による所有も田 11 町余、畑８町余、山林 15 町余、塩

田８反３畝 20 歩など合計 41 町２反余であるが、本村の者が他村に所有する同様の地所

95 町１反余であることをみれば、本村の余裕のある姿を見ることができる。

　生産部門でその特徴を見れば、穀物では米・小麦・裸麦、蔬菜では芋・大根・葉菜、

果物では柿を主とする。

　禽畜畜産では馬 719 頭、仔馬 48 頭、牛 27 頭、豚 212 頭、兒豚 25 頭、鶏・卵などであるが、

とくに馬・豚の育成に力が入れられている。この時期豚の数も注目に値する。その他では、

甘藷・菜種・繭・桑（養蚕）・麻などがみられる。海岸に面した温暖な村であるが、甘
かんしょ

薯

の栽培と黒砂糖製造はみられない。

　工業部門では塩（47 万 2,820 斤）、焼酎 135 石５斗４升、瓦 10 万６千枚などがみられる。

林産物では薪 2,282 坪、木炭１万５千俵がみられ、いずれも自村消費量をみたし、なお

余裕のある生産量である。

　職人の面では、大工職 47 人、木挽 18 人、瓦職 18 人、石工 12 人、桶職 14 人などはこ

の村の産物と関係する職業として存在するものであろう。

　大堂津の漁業は、戸数 192 戸、１ヶ年間の産額３万 2,285 円余、そのうち１万 7,750

円は遠洋漁業の収益である。遠洋漁業は日清戦争後急速に成長し、すでにこの村にとっ

ては不可欠のものとなっている。遠洋漁業を除いた漁では、鰹１万 573 尾をはじめ、鮪、

万引、小鯛、鰮
いわし

、鯵などで、魚類商を営む 60 戸があった。

　好不漁の変動の激しい漁業について、細田村はさまざまな施策を検討していく（公益

質庫参照）。この村是においても、漁具漁法の改良、石油発動機関備付船の製造で生鮮漁

獲の運搬、漁船の安全対策、多数の遠洋漁業者育成などをめざしている。

　また農業においては、農会の活動、農業技術の改良の他、米・裸麦・果樹・棕
し ゅ ろ

櫚、そ

れに養蚕、畜産の面での増産を企画している。

　そして村としての自治の発達を促すには、基本財産を造成し資力充実を図ることが堅

要として「細田村基本財産蓄積条例」を定めた。

〈細田村の山林―大正５年林野基本調査―〉

　大正５年 (1916) の細田村は、戸数 974 戸、人口 5,795 人である。これまでの土地台帳

における面積は 1,257 町４反４畝 29 歩で、うち山林原野は 473 町５反９畝６歩であるが、
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今回（大正５年 (1916)）の調査では全面積 2,445 町歩、うち林野面積は全体の約 58％に

あたる 1,417 町歩を占め、台帳反別の約３倍弱となっている。林野は、ことごとく民有

林である。

　その民有林も個人有林が 1,201 町歩で約 85％を占め、地区有林 101 町歩、共有林 97

町歩などで７％を占め、その他不要存置国有林がわずかに 18 町歩あるのみである。

　林相では、民有林は天然林の櫧
かし

雑林など常緑濶
かつようじゅりん

葉樹林が最も多く、面積 769 町歩で

54％を占め、次いで人工造林の杉林で 268 町歩、未立木地の 253 町歩、ともに 20％弱で

ある。この林相は林業に重点を置く他村とは大いに異なる点である。個人所有の山林が

多く、薪など農村の生活に直接に結びついた山林の姿をそのままにあらわしている。

　民有林 1,399 町歩のうち個人有林の所有規模についてみると、１町歩から３町歩の所

有者は 53 名で圧倒的に多く、３町歩から５町歩が２名、５町歩以上は２名である。つま

り、日常の農業を主とする生活に必要な自分の山持ちが主である。

　このことは、本村の山林については、民有林が圧倒的に多いがその樹種にもみられる

ように杉を中心としたものではなく、農家の生活に結びついたものが主であるのが現状

であった。調査では林業の確立のためには、杉を主体とした造林業に変える事が必要で

あると指摘している。

〈細田村営質庫事業―漁村に見る福祉事業―〉

　大正元年 (1912)10 月 20 日、細田村大字下方字大堂津に日本最初の公営質庫である「細

田村営質庫」が開設された。

　当時の浮沈の激しい漁業によって、僻遠の漁民集落が生活の資金の融通に苦しむ姿に、

細田村村長隈本和平は、これらの人々に低利の活資を供給し福利の増進をはかることを

目的として、貧しい人々のための金融機関としては公営質庫のほかないと村会に提案、

曲折を経て満場一致の賛成を得たものであった。この提案に村の篤志家たちの援助と当

事者の努力で開設運営され成果をあげた。

　質庫は村の特別会計とし、事業資金として基本財産から年利６分で 5,000 円を限度と

して必要に応じて繰入れ、大正 15 年 (1926) から償還する計画であったが、資金不足の

ため臨時追加補給することもあった。

　大正期の営業情況の大略は、次のようなものである。

①細田村の徴税機関をも兼ねることにしたため、利用戸数、税額も増大したが、滞納す

るものがなくなった。

②大正４年 (1915) の大堂津集落の疫病流行で魚価が暴落し、生魚の売れ行きが悪化した

ために窮民が増え入質が増加したが、低利と確実な取扱いで凌ぐことができた。

③このような事実が他町村の者にも信用されるようになり、村内民を利用して入質する

者が生じ資金の欠乏をきたしたが、臨時増資をして利用に応じた。
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④第一次世界大戦の好景気では、漁価や日稼賃金があがり、貧民の入質が減じ、受け出

しが多くなり資金に余裕ができたので、小商人に資金を供給し堅実な経営をさせるため、

商品に対する貸付の方法も講じた。その得たる利益については福祉資金として当該地区

の貧しい家の奨学資金にあてるなど、その成果をみている。

　国の公営質屋法が施行されたのは昭和２年 (1927) のことであり、細田村営質庫の開設

は、それを15年もさかのぼる画期的なことであった。昭和11年 (1936)には県内でも続々

公益質庫の開設があったが、昭和19年(1944)には太平洋戦争の激化によって閉鎖された。

〈昭和８年「細田村経済更生計画」－戦時体制の中の村おこし―〉

　第一次世界大戦の好景気は長く続かず、昭和に入ると農村は衰微の一途を辿り、昭和５、

６年(1930～31)は農山漁村ともに不況の極に至った。政府は経済更生計画の部局を設け、

県でも経済更生課を置き各町村に経済更生の樹立を目指させ、市町村を指定して基本計

画と将来の更生計画をたてさせた。いわば戦時体制の中の村おこし運動である。細田村

は指定を受けてその範を示すことになった。

　細田村の更生計画の要旨は、「本村の生業は農林漁業でほかに少数の商工業を含み、１ヶ

年の生産総額は 51 万余円で、１戸当たり 487 円余である。しかしこの経済界の変動で村

民の負債総額は 81 万 2,000 余円、一戸当たり約 785 円に達している。それで村民協力一

致して経済更生の実を上げるための計画を樹立する」というものである。

　その目標は、まずこの窮境が収支均衡を失したことによる負債累加を生んでいるので、

生産増加により冗
じょうひ

費節約して消費抑制をはかることを当面の重点とした。

　計画の実行方法として、各部落毎に実行組合を主体にして収支均衡状況、生活の実際、

産業経営の実情に応じた部落計画をたて、それに各戸の更生計画をたてようとするもの

であった。

　農村経営の部門では、耕地や配分状況は悪化しているわけではなく、自作農の維持創

設については創設維持資金を利用して自作地の増加を目指した。また、自作農組合をつ

くり、耕地の改善、自給肥料の施用による生産費の節減や地力の増進で増収を期すとした。

そのほか園芸では柑橘栽培、柿の栽培に力を注ぐとしている。

　漁村経営部では、この時期大堂津集落約 400 戸のうち漁業者約 250 戸、魚類仲買製造

及び行商者約 50 戸その他で、この地区は漁業で成立している。数年前から発動機漁船建

造により、漁獲高も２、３万円から年々５、６万円以上になっていて、さらに５ヵ年以

内に 15 万円以上にまで増進することを目指している。

　近年目井津築港の影響をうけ、川口が埋没し漁船の出入困難になり出漁日数が南郷村

に比べ少なくなったので、昭和７年 (1932) ８月から時局匡
きょうきゅう

救のための補助金を利用し

て船
ふなだまり

溜工事をすることに決定し、さらに昭和８年 (1933) には船揚場の整備を行なうこと

になり、出漁日数も増加の見込みとしている。
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　漁業も農業のように多角的漁法をとりいれ生計の安定をはかることが必要であるとし、

沿岸では困難な点もあるが、発動機漁船の建造で近海の出漁が容易となり、近年は鰹漁

業と小延縄漁業の２種で成果を見ているので、これを期に漁獲高の増進を計ることが肝

要としている。

　このほか防波堤防砂堤の延長工事、港内浚
しゅんせつ

渫工事など、共同施設事業の整備を進めて

おり、大堂津漁港の完成を進めている。

　戦時体制の中で国が主導した経済更正計画ではあるが、細田村のこの計画は、公私万

般にわたる計画で、周辺町村に与えた影響も少なくなかった。

（８）南郷地区

〈行政改革〉

　江戸時代は飫肥藩城附地南郷筋の津屋野、谷之口、上中村、下中村、脇本、潟上、贄

波の各村からなり、明治４年 (1871)、上中村と下中村が合併し中村となる。明治６年

(1873) の宮崎県設置により第７大区第４小区に属する。

　明治 22 年 (1889) ５月１日、６村が合併して南郷村となる。その名称の由来は、飫肥

院内の分郷で古くからのこの地の呼称「南郷」に由来する。

　昭和 15 年 (1940)12 月１日、南郷町として町制施行。昭和 31 年 (1956) ４月には、榎

原村大字橋之口と大字大窪のうち 11 小字 919 筆を編入合併する。

　平成 20 年 (2008)、日南市に合併する。

〈位置及び地勢〉

　旧南那珂郡の中央部、現日南市の南東部に位置し、東方は海に面し、海上１里を隔て

て大島がある。西・南・北の３面に山野が、西北は細田、西は榎原、西南は福島（串間）

北方・市木に接する。南郷川は村内北部を流れ、潟上川はおおかた潟上を縦貫して外之

浦に注ぎ、両川とも本村の耕地を潤している。

　とくに本村は水運に恵まれ、南郷川と潟上川は細流で舟
しゅうしゅう

楫はないが、目井津、外ノ浦

の港は船の出入がある。外ノ浦は改修がすすみ、常に風浪の憂いがなく県下有数の港で、

村の諸産物の多くがここから船で輸出される。

　江戸時代の「元禄国絵図」に、外之浦は次のように示される。

　「外之浦湊口、広九町、深壱丈四五尺、入三拾四町拾八間、南風之時船懸悪シ、左右岩

続、奥拾八町泥干潟大船五六拾艘程繋ル」

　（外ノ浦の湊口は広さ９町、深さ１丈４、５尺、奥に入ることができるのは 34 町 18 間。

南風の時は船がかり悪し、左右に岩が続き、奥の 18 町は泥の干潟である。大船が 5、60

隻ほどつなげる）
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〈南郷村の成立〉

　明治 22 年 (1889)、津屋野、谷之口、脇本、中村、潟上、贄波の６村が合併し、南郷

が成立する。

　人口 5,471 人、戸数 1,119 戸、総面積 1,479 町２反、うち田 449 町８反、畑 290 町、

宅地 56 町１反、山林 301 町１反、原野 319 町７反、その他 62 町４反で、未開の原野が

多い村であった。

〈南郷村成立以前の６村の姿〉

　谷之口村　天保５年 (1834)367 人（男 196 人、女 171 人）百姓竈 57 戸 302 人。江戸時

代から２つの講に７組があった。上講に西原組・地屋組、下講に下組・釈迦堂組・田中

組があり集落の葬儀一切のことを処理した。

　明治５年 (1872) から谷之口村を 10 組に分けて、組に組頭を置き村民に関する諸事を

協議した。天保 7・8 年 (1836・37) 頃の溜池築構、堤防普請など行った。また龍宮神社・

榎原神社の祭日ほか、伊東三位入道墓祭、釈迦祭、火祈
き と う

祷など集会して親睦の宴をもった。

　津屋野村　天保５年 (1834)356 人（男 191 人、女 165 人）百姓竈 60 戸 279 人。江戸時

代より村を６組に分け、組に組頭を置き協議し相互扶助を行う。天保年間 (1830 ～ 44)

に石倉に灌漑の溜池を作り、また組ごとに屋根葺替などの協力をする。神社の祭、火祈

祷など行う。

　上中村　天保５年 (1834)436 人（男 215 人、女 221 人）百姓竈 66 戸 324 人。江戸時代

より上中村は、上講・中講・畑講・下講の４講に分け、これがさらに 14 組に分かれ、各

組に組頭を置き協議、相互扶助を行う。屋根葺や溜池（上樋析・宮越）の造成、また村

の各社の祭礼などを行う。

　下中村　天保５年 (1834)388 人（男 218 人、女 171 人）、但し目井津を除く。百姓竈

69 竈 298 人。江戸時代より村を７組に分け、組頭を置き協議、相互扶助を行う。天保 14

年 (1843) に、矢越、富屋に溜池を造成する。

　目井津　天保５年 (1834)689 人（男 374 人、女 315 人）百姓竈はない。多くが漁業に

従事する。浦（津）は 10 組に分かれ、組頭を置き協議相互扶助をする。「コンヂヤレ」

と称する懇親会あり。明治 23 年 (1890) に消防組を設立し、器具を備える。

　脇本村　天保５年 (1834)268 人（男 144 人、女 124 人）百姓竈 50 戸 212 人。江戸時代は、

空組・田中組・平原組・折田組・竹之下組・平石組の６組に分けられていたが、嘉永５

年 (1852) 頃２組を廃して４組とし、各組に組頭をおいて協議相互扶助を行った。八幡祭、

観音祭、火祈祷などを行う。年２回溜池の補修を行う。

　潟上村　天保５年 (1834)722 人（男 401 人、女 321 人）百姓竈 120 戸 555 人。本村は 8

つの講に分け、講ごとに伍
ごちょう

長と呼ばれる世話人を置いた。講ごとに協議相互扶助にあたる。

その一つ下講や大迫講では杉木場の仕立をする。講で火祈祷と称する懇親会を行うとこ
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ろもある。

　外浦 ( とのうら )　天保５年 (1834)663 人（男 335 人、女 328 人）百姓竈なし。浦に世

話人を置き、協議世話をする。伊勢講、奉射談会、秋葉講などとよぶ懇親の会あり。

　贄波　天保５年 (1834)322 人（男 163 人、女 156 人）百姓竈 56 戸 237 人。江戸時代よ

り作組とよばれる中組・馬場組・上組・脇組の 4 組があって、この組で道路や溜池の補

修を行う。天保３年 (1832) には字坪に溜池を作る。ほかに５人組があり葬儀のことを行

う。

　明治６年 (1873)4 組を廃して７組が編成され、各組に組頭を置き協議世話をする。

　栄松 ( さかえまつ )　江戸時代から４組に分け、年行司を置き協議世話をする。別に５

人組あり。これによって葬儀を営む。

　大島　江戸時代の戸数は５戸、明治元年 (1868) から移住者が増加した。島は水が乏し

いため村をあげて二谷に溜池を増設し、明治３年 (1870) には竹尻に船舶定繋場を設けた。

　明治８年 (1875) に上組・中組・下組の 3 組を置いたが、組頭はおかないで全体を世話

人一人がまとめた。火祈祷を行う。

〈「南郷村是」からみた明治 41 年の姿〉

　主たる産業は農業と漁業で、うち農業とくに水田については、村内を流れる南郷川と

潟上川の二つに井
い せ き

堰を設け灌漑する。その他は溜池による。

　外ノ浦港は、古来台風などの場合は細島港以南の碇泊船や航行の大小の船が避難し、

県下有数の良港といわれてきたが、現在は漁船の出入に利用されるばかりである。それ

は潟上川の流れによる土砂などにより、埋没するままにまかせて港として利用が難しく

なったためで、早急な対策が求められている。

　この村の在籍戸数は 1,210 戸、7,079 人、現住戸数 1,161 戸、6,224 人である。戸数に

して 49 戸、人口で 855 人の差があるのは、兵役、遊学、遠洋出漁者、無届寄
きりゅう

留などによ

るものとみられるが、年々の平均増は 78.2 人である。

　職業の上では農業漁業が中心であるが、漁業では兼業が少なく、農業では兼業が多い

のは、仕事内容の特色を良く表している。

　土地所有からみる資産状況では、２町５反歩未満が 916 戸で、うち１町歩～２町５反

は 327 戸、１町歩～５反歩は 123 戸、５反以下は 466 戸で土地資産は平均的な状態である。

ちなみに 10 町以上は２戸である。また土地に関して、他町村の者による村内の土地所有

は少ない。塩田４反が他町村の者の所有になっているのは、製塩業者の進出と見られる。

　農業生産物では米を主とし、ついで小麦・裸麦であるが、麦作のほか陸稲・蕎麦・大豆・

甘藷・麻などが多く、同地の農業が畑作（田 504 町余、畑 392 町余）にも重点があるこ

とを示している。このような事情が、この時期から大正期にかけて全村にわたって耕地

整理に取り組まざるを得ない背景の一つであるとみられる。
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　畜産では馬の 858 頭、牛 40 頭、豚 113 頭がみられる。中心は使役のための馬の飼育で、

豚の飼育も本格的に始まりつつある。

　竹木類では漁村を持つだけに薪 3,483 坪５合が筆頭である。薪は生活必需品だけにそ

の量も多い。薪１坪というのは１棚とも云い、１坪の面積に１尺５寸前後の薪を積み上

げたものを云う。普通の農家で１年間に３棚～７棚を消費する。３棚は６畳敷の面積に

相当する。これだけの薪を生産しても年消費３棚として 1,161 戸分であり、村の消費量

がやっと賄えるということである。

　杉材については別項（林野調査）で述べているが、この地方の林業経営のあり方にも

左右されているのか、山林面積に比しては収益が少ない。

　その他の産物では、甘藷（20 万 5,840 貫）、麻、甘蔗、黒砂糖（6,110 斤）、白下糖（１万

3,571 斤）が目を引く。また藁
わら

と藁製品の莚
むしろ

・俵
たわら

・叺
かます

・草
ぞ う り

履・藁
わ ら じ

鞋などの加工産品が目

立つ。そのほか焼酎 263 石３斗、瓦 13 万 2,400 枚、塩 77 石、紙１万 3,000 束などである。

　魚類は、目井津港に 1 箇所、外ノ浦港に２箇所（栄松と外浦）ある魚揚場で水揚げされる。

鰯の１万 3,292 樽を筆頭に、鰹１万 0,659 貫余、鮪 3,858 貫余、鯵 40 万 6,500 余尾、鰾

2,324 貫余、鱶 4,507 貫余、鯛 2,291 貫余と続く。35 種類の魚類があげられていること

からみても、本県における一大漁業基地であったことを示している。また、遠洋漁業の

価額 5 万 3,200 円があげられており、すでに本格的な遠洋漁業従事者の村となっている

ことも見逃せない。

　また、これら津・浦という漁業港の繁昌は、同時にあらゆる職業人を抱えることになる。

職業種目だけでも、大工職の 42 人をはじめとして 17 種目の職人をあげている。

　将来の村設計にあたっては、勤倹貯蓄をはじめとして、生産上の増収として米・陸稲・

裸麦・甘蔗・養蚕・漁業をあげている。また村の基本財産蓄積には、明治 36 年 (1903)

に条例を定めて不用存置林の払い下げをうけ、杉６万 3,140 本、扁柏 4,900 本、樟１万

6,900 本の植樹事業を終え、将来の財源となることを期待している。

〈明治期の製塩〉

　南郷村の明治初期の製塩状況について『日向地誌』に、「税地」として中村塩地 1 町 1

畝９歩、従事者 18 戸、同じく脇元塩田２反７畝 23 歩と記され、生産量は示していない。

　明治 22 年 (1889)、南郷村では目井（中村）・早風（潟上）・塩浜（脇元）の３箇所で、

塩田４町６畝 51 歩、生産量は 366 石９斗２升９合、従事する戸数 31 戸である。

　明治 28 年 (1895)、目井津塩浜のみで塩田４町、塩浜と合わせた生産量は 549 石、従

業戸数 32 戸である。同 32 年 (1899) 目井津のみで塩田・塩浜の合計生産量は 333 石、従

業戸数は 35 戸である。目井津では塩浜（揚浜）の製塩法に重きがおかれ、良質（高価格）

の食塩が生産されたようである。

　明治 35 年 (1902)、政府の命で宮崎県が行なった各浜塩業調査での「目井津浜」の明
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治 34 年 (1901) 現況報告に次のようにある。

　塩田３町９反 8 畝 79 歩（１等から４等地迄の合計で、40％が入浜（塩田）、残りは揚浜（塩

浜）とする）、塩田の所有者 67 人、製塩業者数 62 人（うち自作 52、小作 5）、製塩釜は

鉄釜 32 で、製塩場はすべて自宅である。生産量は 857 石３斗、薪材消費 4,898 貫、平均

石当り価格３円となっている。目井津浜の製塩の特徴は、塩田所有者が必ずしも製塩業

に従事していなくて「小作」させていることと、製塩竈釜数は製塩業者の２人に１釜と

いう割合であることで、これは細田村大堂津の製塩経営と異なるところである。

　明治 36年 (1903) には、目井津で 3町 4反、生産量は塩田 44石、塩浜 150石、合計 194石、

従業戸数は 31 戸である。また明治 39 年 (1906) の南郷村では、塩田３町３反、従業戸数

は 23 戸、生産量は合計 66 石（塩田 46 石、塩浜 20 石）である。

　このような急激な減少は、台風長雨など自然災害による施設の損壊などにもよるが、

日露戦争後、一段と安い外国塩の輸入が増え、国内の製塩業に深刻な影響を与えつつあ

ることを示し、国内の専売制の強化とともに、製塩地の整理が進められることになる。

〈南郷の山林―大正５年林野基本調査から―〉

　南郷村の土地台帳では、全面積は 1,934 町５反３畝６歩で、そのうち林野の反別は

991 町７反５歩である。しかしながら今回（大正 5 年 (1916)）の調査では、全面積は 4,157

町歩、林野面積 3,139 町歩で全面積の約 76％にあたる。所有者別面積では、要存置国有

林 489 町歩を除く 2,650 町歩はすべて民有林で、そのうち個人有林が最も広く 1,740 町

歩で民有林野の 66％を占める。以下部分林 384 町歩で 15％、共有林 279 町歩、10％、あ

と部落有林 108 町歩、村有林 87 町歩、不要存置国有林 45 町歩、民有保安林（魚附林）4

町歩、社寺林３町歩などである。

　林況では、民有林のうち約 47％にあたる 1,248 町歩が杉造林地で、生育良好。櫧雑木

林は 28％を占めるが、林相は良くない。ほか松の 162 町歩、竹 12 町歩、樟造林地６町歩。

未立木地は 487 町歩で民有林野の 18％強で、これは慣行的採草地である。畜産業がとく

に盛んでもないので秣生草地を差し引き、また肥料用採草地などを差し引き、全未立木

地のうち 234 町歩は造林すべき地としている。また民有地で農地に適する面積は 63 町歩

である。個人民有林はことごとく集落の近くにあるのを特徴としている。

　個人有民有林は、大字贄波に 18 箇所 198 町歩、潟上・脇本・中村に 37 箇所 816 町歩、

谷ノ口・津屋野・中村に 32 箇所 576 町歩、大島に９箇所 154 町歩がある。このように個

人民有林が多いのに本村民の利益が少ないのはなぜか。

　地元の造林業者は主伐期にならない前に、つまり５～ 20 年生のものを油津や飫肥の豪

商に売却、または負債の担保にすることが多く、多大利益をあげる木材となるときには、

多くは他町村商人の利益となっている。また林産物の製造も飫肥・油津の商人が行ない、

本村民が製造搬出を行うことは少なく、村の林産物は外ノ浦港から海路他市場へ運ばれ
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る。弁甲材も船材として用いられるが、多くが問屋への委託販売である。

　このように南郷村は造林思想には富んでいるが、商取引については旧来の慣習から抜

けることが出来ず、講習会などを通して経済的知識をもち、幼令林を売るなどの弊風を

なくすことを必要としている。

　昭和 12 年 (1937) から 14 年 (1939) にかけて漁業振興のため海の魚を育てる「魚附林」

の増設計画がたてられた。海辺の保安林を県下 30 箇所に設けるというもので、うち南郷

村では３箇所 226 町で増設し、漁獲の増加を見込んでいる。

〈南郷地区の産業遺構としての外ノ浦埋立事業と耕地整理〉

（1）外ノ浦港内部埋立事業沿革

　中世以来太平洋に面した数少ない良港として有名な外ノ浦は、近世に入ると潟上川の

河口ということから泥土に埋没することが心配されるようになった。限られた耕地の飫

肥藩では、早くからこの埋立についての是非が論じられ、潟上川の流路や港の保持と干

拓などの面から検討された。中でもここの埋立を愚行として批判していたのが安井息軒

やその門人平部嶠南である。地元では早くからさまざまな対策がなされていたが、たび

重なる災害でその成功を見なかった。

　明治 30 年 (1897) ４月１日、地元の安藤猪平から外ノ浦港内部埋立事業の申請が宮崎

県になされた。宮崎県は同年６月１日内務省へ稟申、内務省から同６月 18 日許可指令が

出され、県は７月２日願人へ許可した。許可の日より３ヶ月以内に着手し、その成功期

限は着手の日より満５ヵ年であった。

　その埋立計画は

　面積　 21 万 8,180 坪 8 合 5 勺

　　内訳　9 万 8,341 坪　　　　　　　　塩田敷地

　　　　　9 万 2,216 坪 7 合 4 勺 5 才　　水田敷地

　　　　　1 万 7,713 坪 5 合 9 勺　　　　水路敷地

　　　　　　　4,207 坪 7 合 2 勺　　　　汐除堤防敷地

　　　　　　　5,701 坪 7 合 5 勺　　　　新波堤防敷

　工事費額　金 2 万 4,009 円余

というものであったが、工事は難航した。期限通りには竣工をみず明治 38 年 (1905)12

月までの第１回の延期が申請されたが、38年 11月７日には安藤猪平から小玉三郎兵衛（代

人安藤亀次）に権利譲渡の許可がなされ、工事が続けられることになったが、第２回（明

治 39 年 (1906)11 月 10 日まで）第３回（明治 45 年 (1912) ３月まで）、第 4 回（大正４

年 (1915) ８月まで）の工事延期がなされた。そして大正３年 (1914) ５月４日には、小

玉三郎兵衛から熊本県の寺本伊作への権利譲渡が許可されている。

　これらの事業延期の中でも工事は続けられて、特に水田と塩田については成果を上げ
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ていた。

（2）大正８年の現状と課題

　寺本伊作の出願によって大正８年 (1919) ４月、この事業について宮崎県の技術者が実

査し、知事にその報告をしている。

一、本事業は潟上川に沿ひて 367 間５分、外ノ浦港に面して 315 間５分の汐除堤防を築

造し、その包容する総面積 21 万 8,100 余坪中９万 2,200 余坪を水田に開墾し、９万 8,300

余坪を塩田に埋立てこれを民有地となし、尓
じ よ

余の面積中１万 7,700 坪を水路敷とし、5,700

余坪を以て水路両側に堤防を築き、4,200 余坪を前記汐除堤防敷に充て、成功の上は水

路敷及各堤防敷共官有に帰属せしむる計画なりし処、調査当時（大正８年 (1919) ４月

10 日）に於ける実況は、汐除堤防延長 683 間は、下記の如く設計に恰
こうとう

当せざる点あるも、

兎も角不完全ながら竣工せりと雖
いえど

も、水路に沿ひて築造すべき堤防延長 2,138 間及これ

に附設すべき暗
あんきょ

渠 20 ヶ所は未だ一も施行せず。水路は別紙図面の如く、ただ低地を辿り

紆
うきょく

曲して自然に流下し、港湾に近き部分に於て全面積の約４分の１は今尚依然水面なり。

しかして既成田地は水田計画の部分に於て４万 8,802 坪（即ち 16 町２反６畝 22 歩）塩

田計画の部分に於て 9,556 坪（即ち３町１反８畝６歩）合計５万 8,358 坪（即ち 19 町４

反４畝 28 歩）を水田として耕作せり。

　此既成田の外、晴天の日に於て水面上に露出せる面積は、水田計画に於て約５万 4,000

坪、塩田計画地に於て約４万 5,000 坪あり。尤
もっと

も此面積は潮の大小及晴雨の関係により

必ずしも同一なるにあらすと雖も、実
じ っ さ

査の当日（大正８年 (1919) ４月 12 日）は、最も

小潮の時期なると雨霽
は

れたる後３日目の晴天に於ける事実なるを以て、恐らくは平均を

得たる時期なりと推考す。以上の如き実況にして未だ全部竣
しゅんこう

功したるものにあらず。

一、汐除堤防の位置及高ならびに延長は設計に符合せりと雖も、表面の石垣法勾配は５

分の計画なるに実際は３分にて成功し、裏面の６尺乃至７尺に施工すべき腰張石垣は全

くこれを施行せず、又馬
ば ふ み

踏は潟上川沿いの部分は大体設計の通り 15 尺に築立たるも港湾

に面せん部分の現状は別紙断面図の如く９尺乃至 12 尺を有するのみ、願人及村長の説明

する処に依れば、先年の水害 ( ※注 ) 時南郷川の出水甚しく、大字谷之口の下流に於て

河水氾濫し、同村耕地に侵入したる洪水は皆此地内に集注したると、一面潟上川の湔
せんいつ

溢

により一大湖
こしょう

沼の姿となり、風波の為めに洗刮崩壊したるものなりと云ふ。（※注この事

業の風水害による被害は甚だしかった。明治 44 年 (1911) ８月 15 日、同年９月 21 日の

暴風は既成工事の過半が崩壊し、材料もほとんど流出し、工事の一時中止の事態となっ

た。）

　これを防御する為全部に渉り竹林を仕立つる目的を以て点々植栽せりと雖も生育する

もの尠
すくな

し。又堤防中央部の刃金粘土及 萇
いららぐさ

はこれを用ひたる形跡を認むるも、其工法完

全なりと云ふべからず。満潮時に於いては別紙図面（二）（ホ）（ヘ）の区間堤脚部に当

たり数ヶ所海水漏
ろうえい

泄し、殊に（ホ）附近の漏
ろうすい

水最も甚しく根固め捨石の間
かんげき

隙より激しく
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涌
しゅういつ

溢せるを見る。此処は安政元年 (1854) 地震の際陥没したる潭
たんえん

渕にして、今なお内外と

もに水深干潮面以下 15・6 尺を下らず。

　本事業中最も難工事の箇所にして今後克
よ

く波
は と う

涛に堪え得べきや否やは頗
すこぶ

る疑問とさせ

るを得す。将来既成田地及今後耕地と為し得る見込の土地を保護せんとせば此箇所は早

晩決
けっかい

潰すべきものと予定し、相当の設備を要すると同時に漏池する□水の侵入を防ぎ、

且他の耕地より注入する悪水の排池及洪水被害の軽減を期する為、本地の中央を縦貫す

る広大なる水路を鑿
うが

ち、此に沿ふ堤防を築造せされば本事業の目的を貫徹するを得さる

ものと思考す。其他前期の如く当初の計画設計に適合せさる部分は設計変更の許可を受

くへき筋なるに、これか手続を怠れるものなり。

一、塩田計画の部分中、北部の一部を水田に開鑿し、又東北隅に堤防を築きて暴風雨時

の臨時貯木場と為せるは許可の目的に反すと雖も、本件許可後、塩専売法の実施に依り、

当然目的の変更を出願すべき筋（43 年大蔵省告示第 68 号ハ本県ヲ禁止区域トス）なるに、

これが手続を怠るものなり。

一、本事業の為、公益上に及ぼす影響如
い か

何を考察するに、現時の外ノ浦港は土砂の埋没

に因り水深甚だ浅く外ノ浦町尻より栄松部落頭を見透したる直線の内部は漁船の出入を

も許さざる実況にして殆んど港湾として効用を為さす。

　其
その

原因種々あるべしと雖も、近
き ん じ

時潟上川は、水源山地の濫
らんばつ

伐、沿岸の崩壊等に依り、

流
りゅうか

下土砂の甚だ多きを加へたるは顕著なる事実にして、昔
せ き じ

時此堤防破
は か い

潰後、本企業迄は

潟上川を本地の上部に於て堰
せ き と

止め、此地域内に放流せしめたりしものを 300 間余の導堤

に依り港内に直注せしむるに至りたる結果、港内の埋没を速進せしめたるが如き嫌あり。

又、港湾内の築堤は幾分潮流の自浚作用を阻
そ が い

碍せしむるやの疑ありと思料す。

〈南郷村の耕地整理〉

　南郷村の耕地整理は潟上の埋立工事に触発されてか、強力な整理組合のもとに、全村

にわたって行われている。それは水田もさるものながら畑地に大きな重点が置かれてい

る現状を打開し、農業基盤の確立に向けた全村的な動きとみられる。江戸時代以来の田

園風景が大正から昭和のはじめにかけて一変したと云っても過言ではない。脇本、潟上、

谷之口（第一・第二・第三）、上中村（第一・第二）、下中村（第一・第二・第三）、贄波、

笹之久保、口ヶ野、中溝（第一・第二）、岩之下、南郷、大園□、爪倉、丸山、角田、丑ヶ

谷、目井津、外浦、大迫、山之田（津屋野地区）などの耕地整理組合が設立された。こ

れらの耕地整理組合が目的としたところは、近世から近代への農村、とりわけ米作りへ

の執念でもあった。その意味で農村の景観は一変した。

〈商港外ノ浦―南郷都市計画外ノ浦臨港地区指定―〉

　これは都市計画外ノ浦臨港地区として「南郷町大字中村字新開の一部、大字潟上字地
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浦及び魚見の各字の一部、大字贄波字魚見の一部」面積約 128 ヘクタールを商港地とし

て指定するものである。その理由は、

　外ノ浦は、天然の良港として古くから広く利用され、また避難港として重視されていて、

内港は、機帆船および漁船、外港は大型汽船の泊地をもち、台風期の避難場所として大

いに利用されている。そして油津港の補助港としての性格が認識され、貨物の取扱いも

増加し、本格的な整備が進められてきた。

港奥部には工業適地も控え、将来臨海工業地区としても有望視されていて、臨港地区と

して指定し、利用度を高めさせようとするものである。

（９）榎原地区

〈行政沿革〉

　榎原地区は、江戸時代飫肥藩城附地のうち「南郷筋」と呼ばれた中の大窪村・橋之口

村からなり、明治６年 (1873) ５月宮崎県の設置により第７大区第３小区に属した。

明治 22 年 (1889) ５月１日、町村制により２村が合併し榎原村と称することとなった。

名称は、橋之口村に鎮座し江戸時代から多くの人々の信仰を集めてきた榎原神社に由来

する。

　昭和 15 年 (1940)12 月１日、南郷村と合併し、さらに昭和 31 年 (1956) ４月１日南郷

村が町制を施行するにあたって、旧榎原村のうち橋之口と大窪の一部は南郷町に、残り

の大窪は日南市に属することになった。さらに平成 11 年 (1999) に南郷町も日南市に合

併し、旧榎原村全域が日南市となり現在にいたる。

〈榎原村の成立〉

　明治 22 年 (1889) の大窪・橋之口両村の合併は困難が多かった。大窪村は戸数 145 戸、

人口 795 人、田 64 町歩、畑 60 町５反、宅地 22 町６反、山林 110 町８反、原野 68 町５反、

その他 23 町７反、合計 350 町１反。橋之口村は戸数 202 戸、人口 1,006 人、田 104 町９

反、畑 80 町２反、宅地 13 町９反、山林 96 町９反、原野 14 町歩、合計 336 町９反。こ

の２つの村が合併することになる。

　この数字が示すように「二村は資力乏しく、これを合併するもなお独立自治の見込み

なきを以って塚田村を加うるの諮
しじゅん

詢をなせしに、塚田村は地形状の便利より細田村の区

域に編入するを希望し、また大窪村も細田村に合併を望む……橋之口村一村にては到底

資力に乏しく自治の見込みなきを以って……橋之口・大窪両村は、現今一戸長役場の所

轄区域にして地形民情において敢えて異なるなく、この村を合併する時はようやくその

資力も一自治区を維持するに足るを以って、塚田村を除き二村を合併す」とみえ、その

成立は難航した。
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〈榎原村成立以前の２村―江戸時代から明治はじめの村―〉

　南郷筋橋之口村の天保５年 (1834) の人口は 753 人（男 398 人、女 355 人）うち百姓竈

は 99 戸、440 人（男 235 人、女 205 人）であった。

　村は３つの講（上・中・下）があり、榎原組・川畑組・牧野組・田尾組・橋之口組の

５組に分けられている。各組とも組頭を置き、組頭の集会、相談会を開き運営した。堤

防修築、田地開墾、溜池築造などを行ない、葬式には各戸男女を出夫、弔費として米２

合２勺を出し加勢した。また火祈祷、虫祈祷、伊勢講、稲荷講と呼ばれる懇親の会を開

いた。しかしこの組は文久元年 (1861) に廃止された。明治 20年 (1887) には農談会員（18

名）をえらび農業上の一切のことを協議する農談会を設置したが、のち日州勧業会南那

珂郡支部に加入し廃した。

　細田筋大窪村の天保５年 (1834) の人口 616 人（男 337 人、女 379 人）、百姓竈は 67

戸、307 人（男 168 人、女 135 人）で、大窪講が作られ、川
かわよけ

除修築、田畑開墾などを行い、

また薬師講、火祈祷、伊勢講、観音講、虫祈祷などで懇親の宴を開いている。農談会は

橋之口連合に加わった。

〈榎原村成立直後の姿〉

　榎原村成立後は 18 の各組に組長１～２名がおかれ、毎月一回月次会を開き、緊急時に

は臨時に組長の会が開かれた。法律・命令・租税・勧業・衛生・土木・教育等につき協

議した。とくに教育については、小学校審査会（１組１～２名）を置き、年４回の通常

会を開き、学事上のことを相談し、とくに不就学の家には説諭する。

　衛生面では 10 ～ 20 戸を単位とする組合を作り、２名の委員を置き衛生上のことを実

行させる。

　勧業殖産では、５名の勧業委員を選び、日州勧業会南那珂支部へ加入させた。橋之口

では、明治 17 年 (1884) 有志による匡救会を設立し、学費や不慮に備える運動をおこし

ている。

〈榎原村の耕地整理〉

　榎原村内の耕地整理は、大正期を中心に行なわれている。下講・中講・榎原第一・同第二・

三郎第一・同第二・大谷第一・荒斉尾・荷床・松寄・池ノ穴・入道山の各講地整理組合

がつくられ、耕地整理が行なわれ農業の条件整備が進められた。

〈榎原村の公有林―大正 12 年公有林野現況調査―〉

　榎原村の場合、小さな２つの村で合併し成立した村であり、公有林とくに村有林のあ

り様は大きな意味を持っている。その村有林野は 68 町７反９畝歩、部落有林野 52 町歩

である。村有林野は２つの字に４団地からなる。いずれも杉造林地を中心としたもので
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ある。とくに明治 41 年 (1908) から大正 10 年 (1921) に植栽している。

　部落有林野は村有林野の西に連なる採草地で、５字地区（吾田・細田を含む）の共同

使用地であるが、うち 32 町歩を要造林地としている。また、本村では 417 町歩の部分林

を確保する筈としている。

〈大正期の榎原村の財政事情―小さな村の大きな負担―〉

　明治後半期、村の経済膨張で財政困難をきたし、明治 43 年度にはこれを整理するため

の村税戸数割１戸当り平均 19 円 43 銭５厘、総予算額 9,400 円余を計上した。当時の一

般町村の１戸当りの税額は平均６円～ 12 円といわれていて、その負担の重さに村民から

不満が出たこともあった。しかしその後の経理も順調に行なわれ大正時代に入った。大

正４年 (1915) から大正 13 年 (1924) までの 10 年間の歳入歳出規模は約 10 倍に増加して

いる。

　大正 ４年 (1915)　歳入　7,546 円　 歳出　6,615 円

　大正 12 年 (1923)　歳入 39,406 円　  歳出 27,575 円

　大正 13 年 (1924)　歳入 79,444 円　  歳出 77,880 円である。

　大正初めの日露戦争後の経済変動、次いで世界大戦後の物価の高騰と教育施設改善、

各種産業施設の充実、土木工事等によって歳入歳出規模は拡大を続けることになった。

しかし、大正 12 年 (1923) までは大正４年 (1915) に比しておよそ５倍の増加であるのに

対して、大正 13 年 (1924) の歳出歳入規模は異常である。その膨張の理由は、県道開削

工事と小学校舎の改築移転工事によるもので、小さな村の財政では一つの事業が大きな

財政圧迫となった。

（10）北郷地区

〈行政沿革〉

　江戸時代は飫肥藩城附地の「三浦筋」の郷之原・大藤・北河内の３村からなる。もと

郷之原村は上郷・下郷に分立していたが慶応３年 (1867) に合併し、また大藤村も上大藤・

下大藤に分立していたが、明治３年 (1870) に合併している。明治６年 (1873) ５月、宮

崎県設置とともに第７大区第５小区に属した。

　明治 22 年 (1889) ５月１日、町村制により３村が合併し、北郷村と称することとなった。

村名の由来は、古来より称されていた飫肥院内の分郷「北郷」による。

　昭和34年 (1959)１月１日町制施行、平成21年 (2009)日南市と合併して現在にいたる。

〈地勢及び位置〉

　東は鵜戸村、北は宮崎市木花、清武、田野に接し、西は北諸県郡三股に、さらに酒谷
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地区、南は飫肥、東郷の各地区に接する。東経 131 度より 131 度 25 分、北緯 31 度 38 分

より31度 47分の間にある。四面 悉
ことごと

く高
こうがくしゅんれい

嶽峻嶺に囲まれ、山岳重
ちょうじょう

畳していて高地が多く、

平坦地は広渡川沿いの大藤、郷之原地区に高地が開ける。

〈江戸時代からの村落の団体活動〉

　江戸時代、３村の内でも北河内村は広大で峻
しゅんけん

険な山地、その上鹿児島藩境という地勢

にあり、山林管理育林上からも、また領国守備の面からも、飫肥藩では同地の黒山・平佐・

赤根・坂本・白木俣・石原・荒河内など「切寄」とよばれる警備の場所を設けて、多く

の下級の藩士を配置していた。

　広大な村々の村落の活動には特別な団体がそれぞれ設けられ独自の活動をしてきた。

　まず郷之原の上郷、下郷、大藤村の上大藤、下大藤にはそれぞれ独自の体団（講）があり、

諸世話役をおき、寄合をして同地区の運営をしていた。用水路開鑿、川堀割、川除堤防、

田畑開鑿、杉挿付、櫨植付などを行った。

　ほかにまた北河内村に 14 講、郷之原村に 14 講、大藤村に 10 講、合計 38 講が設けられ、

講頭をはじめ世話役を置き、講ごとに独自の世話運営に当たった。

　北河内村の坂元講は天保６年 (1835) に水路開鑿、黒荷田と黒山の２つの講は耕地整理、

板谷講は明治９年 (1876) に学校資金としての共同茸
たけやま

山仕込、下郷の大夫講と常明寺講は

貯蓄法や農談会などを行っている。

　そのほかにも士族の授産組や、各講の男子による若山組、弓場組、作組などそれぞれ

の団体をつくり活動した。

　また、農馬繁殖のための共同牧場の設置運営、共同杉山仕立方法の北河内殖産会、衛

生組など目的を同じくする人々の団体活動もあった。

　以上のように、この地区６区 38 講の各団体活動は村治政の上でも特筆すべきものが

あった。

〈明治 42 年の村況―村是―〉

　北郷村の明治 42 年 (1909) の現住戸口 836 戸、4,793 人、（男 2,431 人、女 2,362 人）、

職業別戸口（主・専・兼合計）農 700 戸、工 57 戸、商 62 戸、その他 143 戸である。

　土地の所有関係では、他町村の地主によって所有されている田 31 町８反２畝 15 歩、

畑 26 町４反７畝、山林 51 町２反６畝 29 歩は同村の動向の上で注目すべき点である。

　農業生産では穀物、米に次ぎ陸稲の生産高が多いのも山間地を多くもつ同村の特色で

ある。禽畜では、馬 1,003 頭、仔馬 84 頭、牛 65 頭が特筆され、豚は４頭で畜産として

はまだまだである。

　村を代表する生産物は杉、松、樫をはじめ薪（221,836 本）、木炭（8,000 俵）、鍛冶炭

（5,000 俵）である。そのほか竹材の類、甘
かんしょ

藷、甘
かんしゃ

蔗、麻
あ さ お

苧、楮
ち ょ ひ

皮、椎茸、繭も見逃せない。
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工業部門では黒砂糖（56,325 斤）と焼酎（322 石余）と瓦（31,000 枚）である。職人では、

山林の仕事が多いことを反映して、杣職 100 人、木
こ び き

挽職 25 人、大工職 45 人に、労働の

部で川流夫 420 人、荷馬車 100 輌
りょう

、駄賃 120 人は、林山物の村ならではの仕事である。

　このような現状によって北郷村の将来の徴兵、納税、教育の三大義務に備えるため、「基

本財産の養成」をあげ、「北郷村基本財産管理規定」を設けた。その主たる内容は、財産

蓄積と植林である。そして、700 戸の農家の改良発達の為、農会の活動をうながし、産

物としては、米、裸麦の増産、養蚕の振興、馬を中心とした畜産、甘蔗の作付と砂糖の

増産などをあげている。日露戦争後の富国強兵の風潮のなかで、一山村ではどうあるべ

きか、現状の分析の上、将来に厳しい目を向けている。

〈大正２年　林野基本調査〉

　山林は、北郷地区の村治及び村民の生活全般に影響を及ぼしている。

　土地台帳では、全面積 1,559 町歩余で、うち林野の反別は 682 町４反７畝 16 歩となっ

ているが、大正２年 (1913) の基本調査では、全面積 17,803 町歩、林野面積 15,997 町歩

で、同村のおよそ 90％が山林である。その山林のうち、13,028 町歩が要存置国有林で、

民有林は 2,969 町、この民有林に要存置国有林内の部分林 2,246 町を合わせても 5,215

町で、全林野面積の約 30％である。民有林の所有者別割合は、国有部分林が 43％、個人

有 34％、共有林 11％、不要存置国有林７％、部落有 3.5％（193 町歩）、村有 1.5％（84

町歩）になる。

　林相は、同村が藩政時代から挿
さ し ほ

穂造林をすすめてきた村で、有名な飫肥杉の産地であ

ることなどから、杉を主とした造林地が 3,333 町歩で、全林野の 64％を占めている。そ

の他は未立木地 959 町歩、櫧雑林 581 町歩、松林 120 町歩、樟造林地 118 町歩、竹林

104 町歩で、樹木は 30 年以下のものが多い。

　これらの詳細な調査の中で注目すべき点をあげると、生産地と市場との関係ならびに

商業上の慣行では、本村より産出する杉弁甲材、その他の用材板類はすべて油津港に陸

運及び水運で搬出し、海路阪神市場、鹿児島、台湾地方へ輸出し、村内消費は九牛の一

毛にすぎない。森林の伐期に達すると飫肥・油津地方の業者の手により伐採造材、製材

せられ、油津港へ輸出される。

　林業労働者に関しては、過半が他県人の出稼人で占められ、木挽職は鹿児島県人、炭

山稼人は主に大分県人及び四国人が多くを占める。本村居住者で林業に関係ある労働に

従事している人は木挽職 25 人、炭焼業 30 人、山日役 30 人、牛山 50 人、駄馬 120 人、

木馬 25 人、荷馬車 130 人である。

　そして林野１町歩以上の個人所有者は、大藤村１名、飫肥町 12 名、東郷村１名の計

14 名で、民有林の内過半は飫肥町地方の豪商の所有になり、村内には豊富な山林を有す

るといっても「本村住民の直接受くる収益は極めて微々たるものにして、只労働賃を得
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るのみなり」と指摘している。

〈町制施行〉

　昭和 34 年 (1959) １月１日からの町制施行にあたって、同 33 年 (1958)12 月 10 日、申

請書を提出した。その理由は大略次のようであった。

　明治 22 年 (1889) ５月１日の村制施行以降、大正８年 (1919) 南那珂郡 16 ヶ町村組合

による広河原発電所の設立（郡立第二）など本村発展の契機となり、都市的生活に近づ

く環境も整い、成長してきた。

　産業では奥地林業の主である飫肥杉の北九州、京阪神方面との商取引の活況によって

交通、通信網も整備されつつある。昭和 16 年 (1941)10 月には国鉄志布志線の延長で村

内２駅が設けられ、日南鉄道工事も着々と進行し、都市的整備が整いつつある。

　人口は昭和６年 (1931)5,821 人、同 15 年 (1940)7,882 人、同 27 年 (1952)9,500 人、

同 33 年 (1958) ９月 30 日現在で戸数 1,818 戸、人口 9,632 人、人口増加率 103.12％と

膨張している。

　このような情況で地方自治法第８条第２項の規定による町としての要件に関する宮崎

県条例に該当することができるようになり、村民の期待に応えたい、としている。
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北郷 酒谷 飫肥 吾田 東郷

位置・地形

市北部の内陸部で、宮崎
市、三股町に接する
広渡川流域に平地が広がる
が、殆どは急峻な山地

市北西の内陸部で、三股
町、都城市に接する
大半は山地で酒谷川沿いに
僅かな低地と棚田

海に面さない市の中央内陸
部に位置する
東側の飫肥城周辺は平地、
西側は山地で1000m級の小
松山

市の中央東部
広渡川沿いに開けた平野部
が主体

市の中央東側の広渡川北側
の地域
海岸線は砂浜で、河川沿い
に平地が広がる
北部にはいくつかの小丘陵
がある

土地利用

北側の大半は国有林で、広
渡川に沿った平野部が水田
と花卉類の田

酒谷川沿いの低地と酒谷地
区の棚田が水田、大半は飫
肥杉林
地区の中央付近に治水を目
的とした日南ダムがある

飫肥城周辺は城下町（店舗
や住宅地）
酒谷川沿いは水田、山間部
は一部国有林で、大半は民
有地飫肥杉林

国道、JRの西側は公共施設
や商業施設が並び市街化、
東側には工場が所在
周辺は水田が多いが宅地化
も進行

広渡川沿いに水田が広が
る。

沿革
・
歴史

南北朝時代、郷之原に安国
寺建立
郷之原城は南朝と北朝の争
い、伊東と島津の抗争の舞
台となった
近世には飫肥と宮崎を結ぶ
主要道として飫肥街道が整
備、山仮屋関所が設置され
た
明治期に山仮屋に県内初の
随道建設

飫肥から都城へ抜ける要衝
で、中世には酒谷川沿いの
小丘陵に酒谷城が築かれ、
伊東と島津の抗争が繰り返さ
れた
昭和初期に国庫補助事業と
して小松山の南斜面に棚田
が開かれ、耕地が拡大

中世には多くの山城や砦が
築かれた
近世に飫肥城下に城下町が
形成される
近代以後も昭和25年の日南
市成立までは南那珂地区の
中心として各種公的機関等
が配置された

中世の早い段階で隈谷川沿
いに歓楽寺の墓碑群がつく
られる
油津港を見下ろす丘陵に沢
津城がつくられる
城下町飫肥と港町油津の間
に位置し、日南市発足時に
庁舎が置かれて以降発展

日向灘を見下ろす丘陵上や
海岸沿いに古墳築造
中世には広渡川を見下ろす
丘陵に鬼ヶ城や砦が築か
れ、伊東と島津の抗争拠点と
なった

自然環境

降水量が多く、猪八重滝群
には大小様々な滝とコケの群
生がある
飫肥杉林が大半を占め、
1200本が三ッ岩林木遺伝資
源保存林に指定されている

山沿いで降水量も多いことか
ら、水の豊富な地域で小布
施の滝がある
樟植林地、薪炭林が杉植林
地に変化

蛇行する酒谷川とこれに面す
る小丘陵地形を利用して飫
肥城を造営
飫肥城内各所に飫肥杉が植
えられている
西側の山地は飫肥杉林

隈谷川沿いにナガバサンショ
ウソウ
猪崎鼻の化石群

風田・平山の海浜部にはマツ
の防潮林があり、砂浜はアカ
ウミガメの産卵地
防潮林内にキイレツチトリモ
チ

社会環境

主要産業は林業で、養豚業
と平野部での花卉栽培も盛
ん
温泉に加え森林セラピー等
の豊かな自然も観光面で着
目される
郷之原地区の平野部の中央
を縦断して東九州自動車道
が整備中
高齢化率は32％（08）と非常
に高く、人口減少も著しい。
児童減少により黒荷田小学
校が閉校した

人口減少が著しい
戦前までは樟脳、炭焼きなど
の産業が盛ん
現在は豊かな自然や棚田景
観を生かした観光を推進

大手門の復元、武家屋敷群
の保存や修景、電線地中化
等
高齢化や生活スタイルの変
化等により城下町に空き家が
増加

日南市発足当初から行政の
中心地区
郊外型商業施設の出店が加
速し、商業も中心

主要産業は農業で、稲作が
盛ん

文化財、
文化遺産
等

首洗い井戸組石、板碑、水
垂観音、郷之原城跡、経塚、
山仮屋隧道、山仮屋関所
跡、一里塚標、五輪塔　　他

大谷橋、石原橋、酒谷城跡、
山田匡得墓　他

中ノ尾供養碑、大迫寺跡石
塔群、日南市飫肥伝統的建
造物群保存地区、勝目氏庭
園、飫肥城跡、振徳堂、伊東
家累代墓地　他

新山城跡、堰ノ尾砦跡　他 東郷のクス、旧伊東家別荘、
東郷古墳、狐塚古墳、鬼ヶ城
跡、犬ヶ城跡、中ノ尾砦跡
他

まつり
習俗伝承
信仰等

潮嶽神社にまつわる日向神
話、御神子舞、獅子舞、棒踊
り

獅子舞、神楽、大師様、観音
様、地蔵様、天神様（集落で
おまつり）

泰平踊、四半的、田ノ上八幡
神社の弥五郎人形行事、獅
子舞、神楽

獅子舞、神楽 獅子舞、神楽、盆踊り

産物
産業

飫肥杉、スイートピー、焼酎、
イノシシ、カニマキ汁　他

草だんご、棚田そば　他 おきよせんべい、飫肥天、厚
焼卵、焼酎　他

焼酎　他 ハイビスカス、スイートピー、
黒糖　他

地域
活動

大谷橋,小布瀬の滝ライトアッ
プ、棚田まつり　等

食べあるき・町あるき、人力
車、泰平踊公演、観光ガイ
ド、ひなまつり　等

特徴

飫肥と宮崎を結ぶ陸上交通
の要衝で、関所跡や隧道な
どが残る
急峻な山を源とする広渡川
沿いに点在する小集落。森
林資源を活かした林業が盛
ん
近代までは豊かな水運による
運搬(水上交通）も盛んであっ
た
水に恵まれ広渡川（東川）の
水源や数多くの滝が存在す
る

山深く、酒谷川沿いのみ集
落が点在する典型的な中山
間地で、生業は山林資源を
活かした林業と加工品、道の
駅酒谷が販売拠点
都城往還が横断し、島津に
対する飫肥城の西の構えとし
て城郭や砦などの遺跡も多
い
棚田オーナー制度やイベント
等の地域興しが盛ん

丘陵の先端に位置し、近世
以降の政治・経済活動の拠
点飫肥城下町を中心に、これ
を取り囲む酒谷川（西川）の
流域に集落が集中
丘陵・山間部では畑作や林
業が生業
飫肥城に関わる社寺や中世
の城郭、砦、石塔等が数多い
伝建地区は観光の拠点で商
業（観光関連）施設が多い半
面、空き家も増加

飫肥と油津の間にある平地
で飫肥と油津を結ぶ陸路・水
運の中心として発展
日南市の行政・商業の中心
広渡川（西川）流域と隈谷川
沿いに集落が所在し、第1次
産業従事者は最も少ないが、
流域の沖積平野での稲作が
盛ん
中世から近世にかけての墓
や石碑が多い

広渡川（東川）流域に集落が
所在、東川は北部の山林資
源を搬出する重要な水運、肥
沃な土地での稲作や花卉類
の栽培が生業
海沿いに古墳が存在し、城
郭、砦、石塔等の中世遺跡
や近世に築かれた氾濫対策
の堤が多い
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油津 細田 南郷 榎原 鵜戸

位置・地形

市の中央東基側、広渡川河
口に開けた狭小な平野部
波止鼻周辺の漁港部は埋立
地

市のやや南より、僅かに海に
面して細長く東西に伸びる
細田川沿いに広がる平地が
主で西端が緩やかな山地

市南東部に位置し、海に面
し、南は串間市に接する
南郷川・潟上川に沿って広が
る平地と緩やかな斜面地から
なり、外浦の海浜部は埋立地

市南西の内陸部で、串間市
に接する
南郷側上流の平野部と比較
的緩やかな斜面地からなる

市の北部東側に位置し、入り
組んだ海岸線と、海岸線に
迫る急峻な地形を有する

土地利用

海浜部は埠頭や漁業関連施
設が配置
港を見下ろす山以外は殆ど
が宅地

平野は水田、花卉類の畑、
斜面は極早生ミカン畑

平地は水田と施設園芸の
畑、河川上流部が山林

南郷川沿いに僅かな水田、
大半は山林

東～南斜面が果樹園（ポンカ
ン）として利用
鵜戸神宮周辺は社叢林（一
部宮内庁所管地）

沿革
・
歴史

古来より天然の良港であった
油津港は飫肥杉の積出港と
しても繁栄し、近世には堀川
運河が造られた
近代は、地元及び県事業とし
て漁港の突堤や堀川の護岸
等が実施され、マグロの豊漁
で潤い、現在に残る町並みを
形成

細田川沿いの自然丘陵上に
古墳が所在
中世には細田川沿いの小丘
陵に山城がつくられた

薩南学派を代表する文之和
尚の生誕地
外ノ浦港や目井津港を拠点
とした漁業が盛んで、外ノ浦
港は海外文献にも記載され
た
近代には油津港同様にマグ
ロ漁の基地として繁栄した

榎原神社は伊東祐久が鵜戸
神宮の分霊を祀り造営
戦後まもなくまでは門前町と
して栄える

古代以来の海洋信仰の聖地
で、日向神話にも登場する
中世以降は修験道の道場
で、念流・陰流、薩摩琵琶発
祥の地と伝わる
近世には伊東氏の崇敬を受
け、社殿の造替が行われた

自然環境

油津港は南東に開けた入り
江で東側に大節鼻が伸び、
南方海上に小場島と大島が
並ぶ
平地は殆どが宅地で西側の
緩斜面が樹林地

海浜部には大堂津漁港と海
水浴場があり、松林が続く

海岸線はリアス式海岸で、美
しい景観を持つ
虚空蔵島の亜熱帯植物群
は、地理的条件に虚空蔵菩
薩が祀られた宗教的条件が
重なって保護された

比較的穏やかな山稜に柑橘
系の樹木が多い

山が海岸に迫り、台風や豪
雨時には土砂崩れなどが起
こりやすい。
独特の地質で形成された海
岸線は日南海岸国定公園に
なっている
観光目的で植栽された南方
系の植物が多い

社会環境

人口減少と漁獲量減少により
街が衰退し、商店街はシャッ
ター街化
堀川運河沿いの整備により
活性化を図っている

主要産業は農業で、早期水
稲米、極早みかん、花卉類、
地頭鶏の生産が盛ん

主要産業はカツオ漁と南方
系果樹栽培
観光（日南海中公園観光船
の運行等）関連産業も盛ん

現在は門前町の面影はない
が、参道に沿って建物が並
ぶ町割は残る

豪雨で国道220号が通行止
めになると一時孤立する
主要産業はポンカン栽培を
主とした農業と伊勢海老漁

文化財、
文化遺産
等

杉村金物本店主屋、油津赤
レンガ館、鈴木旅館本館、堀
川橋（乙姫橋）、堀川運河護
岸　他

細田古墳、新城跡、南郷城
跡　他

虚空藏島の亜熱帯林
南郷村古墳、脇本焼窯跡
外浦砲台跡　他

榎原神社鐘楼、本殿、楼門
他

鵜戸千畳敷奇岩、鵜戸神宮
本殿、鵜戸ヘゴ自生北限地
帯、鵜戸山別当墓並びに
墓、鵜戸山八丁坂　他

まつり
習俗伝承
信仰等

獅子舞、神楽 獅子舞、神楽、牛まつり 脇本臼太鼓踊り、目井津子
守舟歌

榎原神社にまつわる日向神
話
榎原中講女相撲、大牟礼棒
踊り

鵜戸神宮にまつわる日向神
話、獅子舞、神楽、盆踊り

産物
産業

マグロ、カツオ、魚うどん、黒
糖、焼酎　他

日向地鶏、極早生ミカン　他 マンゴー、カツオ　他 スターフルーツ、焼酎　他 ポンカン、おちちあめ、伊勢
海老　他

地域
活動

堀川運河の保存運動、油津
赤レンガ館の買取保存、『油
津』出版　等

地域資源マップ作成 地域資源マップ作成、特産
品開発　等

特徴

広渡川～堀川を経て運ばれ
た材木の集積及び出荷で栄
えた積み出し港　　　　　　衰
退しつつあるが日南（宮崎）
における漁業の中心
港湾関連の土木事業、漁業
が繁栄した時期の建物が残
る
海に面した狭小の地に建物
が密集し、環巡する丘陵に社
寺や古墳などの遺跡が所在

細田川流域に集落が点在
下流側は沖積平野での稲
作、上流側は比較的緩やか
な傾斜地での畑作が生業
川沿いに古墳等の遺跡が分
布
大堂津港はカツオ一本釣り、
マグロ延縄漁業の漁港

南郷川・潟上川沿いの平地、
港湾に集落。生業は稲作と
果樹栽培を主とした農業、漁
業
古来よりの良港外浦港は水
産中心の輸出港であるが、新
田開発の干拓や外浦湾の築
堤が繰り返され湾内は埋まり
停泊は港口に移転した
大型リゾートホテルが建ち、
港の駅、道の駅、ビーチ、釣
り、レジャーに加え、西武キャ
ンプ地として、風光明媚な海
と温暖な気候を活かした産業
が盛ん

比較的緩やかな山稜部で、
南郷川沿いのみ集落が点在
する典型的な中山間地で、
生業は林業（旧来は炭、樟脳
等の加工品）
橋之口の榎原神社及び周辺
は、参道、町割りが今に残る

海沿いの三方を急峻な崖に
囲まれた僅かな土地に集落
が点在。山林資源と水産資
源を有し海運に恵まれるが、
陸路は困難で天候により孤
立化
鵜戸神宮に関わる習俗、伝
承、旧跡等が数多く、剣法、
薩摩琵琶の発祥の地
鶯巣から大浦まで5つの漁港
を有し、伊勢海老漁が盛ん
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地区別人口変遷

※縦軸の目盛は各地区毎に異なる。

　平成 22年調査は国勢調査結果ではなく推定データである。
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南郷地区人口変遷 
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北郷地区人口変遷 

※データの関係から、地区分類は今回の 10 地区分類と

　は異なる。


