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論文要旨
契約講は、東北地方に広く分布する生活互助組織である。農山漁村をフィールドに様々な研究分

野から成果が蓄積され、そこでは土葬の遂行にとりわけ重要な役割を果たす互助組織だと捉えられ
てきた。しかし、町場の火葬地域にも契約講は存在する。それは一体なぜなのか。本稿では、町場
であり伝統的な火葬地域である山形県最上郡最上町向町の契約講を事例に、農村エリア（土葬地域）
と比較することで、その組織原理を明らかにし、契約講結成の経緯と存在意義を考究する。農村エ
リアにおいて地主制が進行した大正・昭和初期に、町場エリアでは鉄道開設により移住者が急増し、
混住化が進んだ。火葬用の藁の入手が困難な非農家住民らは、職業や居住年などを基準に、藁供出
を主目的とした契約講を多数結成していたことが明らかとなった。こうした資源的事情と人口移動
を背景に組織された任意の連合は、階層構造と密接に連関する形で併存し、当地の葬儀を支えてい
たのである。

英文要旨
Keiyaku-ko is a mutual aid organization that is widely disbursed in Tohoku. Almost all 

previous studies have examined its role in rural areas, and it is considered to play a very 
important role in carrying out burials. However, we can also find Keiyaku-ko in   urban areas, 
where cremation has been carried out as custom. This paper elucidates what Keiyaku-ko is like 
in urban areas, why people there need it and how it works for them, and then analyzes the case 
of Mukaimachi, a town in Mogami, Yamagata, by comparing it with that of rural areas. In the 
Taisho period, a railroad was built in Mukaimachi and many migrants who were non-farmers 
came and settled there. But it was not easy for them to acquire the straw that was needed for 
cremation. After finding others in a similar situation, they organized many types of Keiyaku-ko 
based on their occupation, hometown, and so on, to carry out cremations. Organizations such as 
this one coexist and are closely related to the social stratification of the area and support funeral 
ceremonies.
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1 ．はじめに

1-1　問題の所在
日本の伝統的な村落社会には、個人あるいは

家を単位とした様々な社会集団ないし社会関係
が存在し、村としてのまとまりや生活構造を
維持・再生産させてきた。東北地方には、契
約講と呼ばれる「生活互助組織」［福田 1972］
ないし地縁に基づく「互助的共同組織」［松本 
2006］が広く見られることが知られている。

契約講に対しては、戦前より多くの研究が蓄
積されており、歴史学・民俗学においては主に
封建遺制との関連で、農村社会学・法社会学・
社会人類学においては村落構造論との関連で活
発な議論が展開された（ 1 ）。

しかし、〈契約講の原型は何か〉あるいは〈本
質的属性は何か〉を究明することに関心が集
まったこともあり、主要な研究フィールドは、
農村と漁村に集中する傾向が見受けられる。山
村についてもいくつか重要な報告が見られる
が（ 2 ）、主要な研究成果が提出されたのは、仙台
平野の農村と牡鹿半島の漁村を対象とした研究
群である。とりわけ仙台平野に関しては、竹内
利美・福田アジオ・松岡昌則・細谷昂・今野裕昭・
寺田喜朗等によって重厚なモノグラフが提出さ
れている（ 3 ）。一方、いわゆる町場（ 4 ）について
は、契約講の存在が指摘されることはあっても、

「崩れた形」として存在が触れられるに過ぎず、
アドホックな報告の域を超えていない（ 5 ）。

加えて、先行研究からは、地域によってかな
りのヴァリエーション（呼称・結成の範域・形態・
機能）が見られることが分かっているが、多く
の契約講の重要な機能に葬儀における合力・互
助があることが指摘されている。この葬儀互助
という観点からこれまでの主要なモノグラフ研
究を顧みたとき、その対象はすべて伝統的に土
葬が行われてきた地域であることが分かる。先
述の寺田は、先行研究を周到に踏まえた上で、
土葬の際の「穴掘り」「棺担ぎ」という最も重
労働かつ敬遠された労務を各戸平等に割り振る

ところに契約講の大きな存在意義があり、そ
れを厳守することが契約講中の紐帯の象徴で
もあったと述べている［寺田 2016：186–187］。
つまり、契約講は、「農山漁村」をフィールド
に「土葬」の遂行に際してとりわけ重要な役割
を担う組織だと捉えられてきたのである。

しかし、後述するように、町場であり伝統的
に火葬を行ってきた地域にも契約講は存在し、
葬儀において重要な役割を担っていた。だが、
火葬地域には前述の穴掘り等の労役がそもそも
存在しない。にもかかわらず、契約講が取り結
ばれていたのはなぜなのだろうか。町場の葬儀
において契約講はどのような機能を果たし、町
場住民にとってどのような存在意義を有してい
たのだろうか。本稿では、葬法および地域特性
の違いに着目し、これまで「崩れた形」として
等閑視されてきた町場の契約講をインテンシヴ
に検討することで、上記の問題に迫ってみたい。

1-2　対象と方法
以上のような問題意識のもと、本稿では、町

場であり火葬地域である山形県最上郡最上町向
町の契約講を事例に、その組織原理（範域・形
態・機能）を同町農村エリア（土葬地域）の契
約講と比較するやり方で明らかにする。その上
で、当地域における契約講の結成の経緯と存在
意義について、当時の社会状況を踏まえながら
検討を試みたい。

本論文では、既出の類型をアレンジし（ 6 ）、
①取り結ばれる範域（鈴木榮太郎の言う「第一
社会地区」か「第二社会地区」か）、②形態（江
馬成也の言う「戸主契約型」か「若者契約型」か、
また「全戸加入制」か「任意制」か）、③機能（村
仕事全般を行う「村契約」か、特定の機能に特
化された「葬式契約」や「屋根替え契約」等か）
の 3 つの視点を設定して把捉を進める。

なお、本稿で使用するデータは、契約帳や香
典帳、町報などの一次資料および町史など関連
の二次資料に加え、町役場、寺院、葬儀社、講
員・元講員計25名を対象とした聞き取り調査
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（2015年 8 月・12月、2016年 3 月・ 8 月・11月
に実施）により得られたものである。なお契約
帳は、名簿・議事録・会計簿等の機能を有し、
原則的に講員以外には閲覧を許可しない貴重な
一次資料であることを付記しておく。

本稿は、閲覧許可を得た 2 つの契約講におけ
る契約帳および諸資料の記録が開始・再開され
た1945年（昭和20）前後から、契約講に大きな
変化をもたらした火葬場が建設された1963年

（昭和38）までの約20年間を中心に扱う（ 7 ）。こ
こでの記述を基本としながらも、本稿の目的に
照らして、向町の契約講の多くが結成されるこ
とになった大正・昭和初期の社会状況を踏まえ
ながら検討を進めたい。

この時期の契約講に焦点をあてることで、火
葬場や葬儀社が普及する以前の地域社会におけ
る葬儀のあり方をも照射することができるだろ
う。

2 ．調査地概要

以下では、調査フィールドである最上町の地
域特性と葬送習俗について、町場エリアの向町
を中心に概括したい。ただし、本稿に関係する
時期と内容に限定する。

2-1　最上町の地域特性
最上町は、山形県北東部、奥羽山脈に囲まれ

た山間盆地に位置する。藩政時代は小国郷と呼
ばれ、13の旧村により構成されていた。1889年

（明治22）に東小国村と西小国村へ分割され、
1954年（昭和29）に最上町として再び統合され
る。本稿で扱う「向町」（町場エリア）は東小
国村、「法田」（農村エリア）は西小国村に属し
ていた旧村である。

産業は、町全体として稲作を中心とした農業
と豊富な林野（町内面積の82％）を活用した林
業が主軸であり、1985年（昭和60）の国勢調査
時まで農林業が最大の就業人口を維持していた

（第一次産業35％、第二次33％、第三次32％）。
1950年（昭和25）時点での産業別就業人口割合

は図 1 の通りである。

図 1 　最上町の産業別就業人口割合（昭和25年
国勢調査より筆者作成）

ここでは主軸の農林業について簡単に触れて
おきたい。各種調査を参照すると、当地の農家
は養蚕や馬産、季節出稼ぎ等で兼業する比較的
中小規模経営層が多いことが分かる（ 8 ）。ただ
し、農地改革前は多少状況が異なっている。比
較的規模の大きい自作農が多かった西小国村
では、明治後期以降の地主制の展開で村内外に
大規模な土地集積者が現れ、小作率が急増し
た（ 9 ）。一方の東小国村では、経営規模は小さ
いながらも一貫して自作農が多かった。つまり
土地所有および社会階層に関しては、東小国村
の方が平均的であったと言える。なお、両村と
もに大規模な同族団の発達は見られなかった。

林野に関しては、「軒先三尺まで官有地」と
言われるほどその大部分が国有であり（約
94％、昭和 8 年）、住民たちは「四囲を広大な
林野に取り巻かれながら、そのほとんどは営林
当局の許可なしには利用できなかった」［最上
町 1985：275–276］。こうした農地と林野にお
ける土地所有の関係は、当地の契約講のあり方
に大きく影響を与えている（10）。

1917年（大正 6 ）、町を東西に貫く陸羽東線
（山形県新庄市・新庄駅～宮城県大崎市・古川駅）
が全線で開通し、交通・産業・文化面で大きな
変化がもたらされた。とくに木炭生産業や鉱山
業、商業の隆盛により多くの労働者および移住
者が流入し、図 2 の通り開通の前後で戸数が倍
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増している（明治40年1,053戸→大正 9 年2,003
戸）。「広い範囲から新しい文化が迅速に伝えら
れるようになり、人びとの物の見方や考え方に
も大きな変化が現われ」、陸羽東線の開通は「最
上町の歴史において見落とすことのできない重
要事」となった［最上町 1985：196–197］。

図 2 　最上町の人口および戸数推移（［最上郡役所編 
1908］および該当年国勢調査より筆者作成）

なかでも、経済的に大きく発展したのが町中
心部に位置する向町である。向町は、藩政期中
頃から商品・貨幣経済が浸透し、1736年（元文
元）には藩より「町場」として店商いの許可を
受け、商業活動の中心地となっていた［最上町 
1984：616–622］。鉄道が開通したことで「急速
ニ新文化ノ刺戟ヲウケ各業活気ヲ呈シ、殖産特
ニ他地方ヨリ移住セル人々ニヨリ商業ノ活動頗
ル旺盛」となり（「郷土調査第一編」向町小学
校所蔵、昭和初年代）、より一層の発展を見せ
ることとなった［最上町 1985：203］。

一方、「本村商業界ノ成功者ノ中ニ移住者ノ
多キコトハ一大奇観デアル」（同前出）との記
述もあるように、流通機構の変化と新しい商工
業者の流入は旧来の商人たちに少なからぬ影響
を与え、「商人層の交代」をもたらしたという

［最上町 1985：197、205］（11）。
大正～昭和初期にかけての移住者は、農家の

次三男が多かったようである（S・S氏、後述）。
彼らの中には、建設や爆薬調達等で鉄道敷設工
事に関わり、向町の機運を見てそのまま移住
し、建設業や製造業、薬局を開業したケースも
あったようである（12）。向町の職業別戸数内訳

と推移は表 1 の通りである。

表 1 　向町の職業別戸数内訳と推移（［最上町 1985］
および昭和35年国勢調査より筆者作成）

このような経済的発展に伴い、向町には官公
署や各種団体など町内の枢要な機関のほとんど
が集中し、向町は行政・経済・文化等あらゆる
面において最上町全体の中心地となった。こう
した背景より、向町は、鉄道開通以前からの住
民（主に農業・商業を営む旧家層）と開通後に
移住してきた住民（主に小規模経営の商工業者
および日雇をはじめとする労働者）によって構
成された地域だと概括することができる。

第二次大戦後、復員者や帰村者（学徒動員者
や満蒙開拓移民等）により人口が再び増加する

（図 2 参照）。彼らの主要な雇用先は、鉱山業お
よび木炭生産業であった。とりわけ町内 4 つの
鉱山は、昭和20年代後半から30年代後半にかけ
て最盛期を迎えた［最上町 1985：285–294］。

1954年（昭和29）、最上町に再編されて以降、
各部落会や年序組織（青年会・婦人会など）を
主導に、「後進性脱却」へ向けた精力的なまち
づくりが進められる。当地は藩政時代には「僻
遠の地」「立ち遅れた所」と言われ、鉄道敷設
もその後進性を訴えて建議された経緯がある

［最上町 1985：197］。町報やその他刊行物から
も「遅れている」という村民・町民感情が根強
くあることが窺え（13）、こうした意識が新生活
運動に後押しされる形でまちづくり活動を積極
的なものにしていたと言える。

一方、高度経済成長期に入ると、若年層の流
出（向都離村）に加え、鉱山の閉山も重なり、
急速な過疎化が進行し始める（図 2 参照）。以降
の状況については稿を改めて論じることにする。

以上見てきたように、最上町は鉄道開設後の
大正～昭和初期と終戦直後～昭和30年代にかけ
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て二度大幅な人口増加を経験している。とくに
前者のインパクトは大きく、向町では産業構造
および階層構造に変動が生じた。よって、本稿
では、鉄道の開設を画期と見て注目したい。

2-2　最上町の葬送習俗
最上町は全体として曹洞宗地域である（ 9 ヶ

寺中 6 ヶ寺、昭和24年時点）（14）。基本的に、寺
院の所在する地域（旧村）に檀家の多くが集住
している。その他、旧村ごとに村社（小規模村
を除く）と複数の無格社が存在する。向町に
は、曹洞宗寺院の天徳寺（寛正 2 年、1461年開
基）がある。江戸初期に山手から現在地へ移動
し［上野・最上町文化財保護委員会編 1975：
14］（図 4 参照）、（現住職によれば）その頃か
ら火葬が行われるようになったようである。な
お、農村エリアの土葬地域では、1963年（昭和
38）における火葬場建設以降、徐々に火葬が浸
透したが、昭和50年代までは土葬が見られた。

最上町における葬儀は、おおまかに以下のよ
うな順序で行われる。臨終後、僧侶により枕経
が上げられる。翌日（ 2 日目）の夕食後、喪家
に親族や地域の人々が集まり、「三夜念仏」の
1 夜目が行われる。 3 日目、友引でなければ葬
儀が執り行われ、その後荼毘にふされる（土葬
地域では墓地に埋葬する）（15）。その夜、三夜念
仏の 2 夜目を行う。 4 日目、火葬の場合は骨上
げし、埋葬する。この日は三夜念仏最終夜のた
め、大数珠を回しながら「百万遍念仏」を唱える。

向町の場合、天徳寺との距離により多少工程
が異なる。天徳寺近辺の家では、自宅から行列
を組んで天徳寺へ行き、本堂前に祭壇を組んで
葬儀を行う。葬儀を終えた後、天徳寺から山手
の火葬場へ棺（座棺）を運ぶ（図 4 、最上中学
校北側）。天徳寺から離れた地域では、自宅で
葬儀を行い、行列を組んで直接火葬場へ向かう
場合が多いという。いずれにせよ、火葬場はそ
れほど遠くなく、穴掘りの必要もないため、農
村土葬地域の葬儀に比べると労務負担が少ない
ことが分かる。

3 ．最上町の契約講

最上町の契約講は、『最上町史』『最上町文
化財資料』など町発行のもの、『最上地方民俗
会報』『農村文化論集』など地元学会誌、およ
び「向町大当講由来」（私家版）において報告
がなされている［佐藤・大友・沼沢 1968、大
友 1980、最上町 1985、上野・最上町教育委員
会社会教育課編 1986、上野 1992］。

しかし、他の地域に比べると集中的な報告と
は言い難く、限定的なデータから断片が描かれ
たに過ぎない。これは最上町に限らず、当町を
含む最上地方全体に指摘できることである。

本章では、農村エリアと町場エリアの契約講
を具体的に見ていく。事例ごとに呼称が様々で
あるため、本稿では契約講組織のことを「契約
講」、その構成員を「講員」、年 1 回の宴会を伴
う会合を「総会」に統一して表記する。なお、
当事者用語を使用する場合は、かぎ括弧を付す
ものとする。

3-1　農村エリアの契約講
これまでに報告されてきた最上町の農村エリ

アの事例のうち、規約全文の掲載が見られる法
田下の契約講を取り上げる（16）。規約［佐藤・大
友・沼沢 1968： 3 – 4 ］をもとに、筆者が行っ
た聞き取り調査を総合させる形で記述していく。

法田下契約講は、詳しい結成年は不明だが、
旧法田村のうち「法田下」という範域で取り結
ばれたものである。旧法田村は、明治前期まで
比較的規模の大きい自作農（2.5～ 3 町未満層）
が多い村だったが、前述したとおり当地を含む
西小国村は明治後期以降大規模な地主が現れ、
土地所有の階層分化が一挙に進行した地域で
あった［最上町 1985：51–62］。1950年（昭和
35）時点の人口は428人（60戸）である（国勢
調査より）。

当契約講は、原則として全戸の戸主が加入す
ることになっている。用水路工事、農道補修、
萱場管理（屋根用）、薪場管理、採草地管理（馬
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の餌用）、屋根替え、冠婚葬祭の互助など村仕
事全般を行っていた。30戸ごとにさらに「上地
区＝上組」「下地区＝下組」に分けられており、
仕事内容によって参集単位が決められている。

規約は、大別して、心得・総会・普請・葬儀
互助に関する内容である。まず、「同盟者」の
心得として、「互に信義を重んじ倹約を守るべ
き事」（第 1 条）、「家族和合すべきは勿論互に
親密たるべき事」（第 3 条）などが掲げられて
いる。また、「不慮の災」があれば互いに協力
し（第 4 条）、「人の喜ぶべき事」は喜び、「愁
うべき事」は愁い、「我意に放任」しないこと（第
5 条）、小作米を詐取しないこと（第 8 条）な
どから、講員間における親密で誠実な人間関係
と苦楽の共有、および相互扶助が期待されてい
たことが分かる。とくに第 8 条は、当地特有の
事情が反映されていると言える（17）。

1 年間の決算・議事および宴会を行う総会は、
毎年旧暦11月 1 ～ 2 日の 2 日間にわたって開催
される（第11条）。農作業が一段落した時期で
ある。総会の準備や切り盛りは「当前」とい
う 4 ～ 5 戸の当番（輪番制）が担当し、そのう
ちの 1 軒＝「大当宿」で総会を行う（第12条）。
1 日目は午前中から議事・宴会、 2 日目は終日
宴会で、講員たちは酒食と風呂を共にして楽し
み、農作業の疲れを癒した。議事では様々なこ
とが審議されるが、加入の新旧で上下関係が厳
しく定められているため、多くの場合は「上の
人たち」が決めたことに従うだけだったという。
座順も加入順であり、決められた日時に紋付き
袴での出席が義務づけられ、遅刻や欠席は厳禁
だった。また、新規加入や息子へ後継する際は
総会にて講員全員の承認が必要とされた。「集
会規約」には、総会や普請をはじめとする集ま
りに無断欠席した場合や、その他規約に違反し
た場合の処置・罰金について明記されている。

こうした厳しい取り決めや、「（総会の）当日
に近づきて可成他行せざるよう注意すべき事」

（第13条）との条項から、当地では総会が何よ
りも優先されるべき重要な行事とされているこ

とが窺える。また、宴会を 2 日間にわたって開
催する点も、当地における総会の位置づけを物
語っている（他地域の報告では概ね 1 日）。
「不幸時の規約」には、「葬式の野手伝いをす

る小組」について記されている。上組・下組の
うち喪家が属する方の組が葬儀手伝いを行うの
である。以下、聞き取りをもとに、葬儀の順序
を追いながら「組」の役割を見ていく。

まず、死者が出ると、喪家に親族と若衆頭（各
組 2 名ずつ、輪番制）、組の人々が集まる。女
性たちは賄い、男性たちは葬具作りなど葬儀の
準備を手伝った。知らせや食料の調達など外出
する仕事は「 1 人だと死者につられてしまう」
ため必ず 2 人 1 組で行った。翌日（ 2 日目）の夜、
親族のみで入棺を行い、 3 日目、日が悪くなけ
れば概ねこの日に葬儀が行われる。親族のみが
喪家に集まり、僧侶が読経する。その他の人は
喪家の外でそれを聞く。この間に組の若者たち
が年配者（長老）の指示のもと穴掘りを進めた。

喪家での読経が終わると、行列を組んで墓へ
移動する。このとき棺を担ぐのも組の仕事で
ある。若い者や体力のある者 4 人がこの任に当
たった。墓地までおおよそ500 mあるため、中
間地点で次の 4 人へ交代する。墓地に到着後、
再び僧侶による読経が行われ、準備された穴へ
埋葬する。その後、喪家にて直会が持たれる。
4 ～ 6 日目までは毎晩三夜念仏が行われ、 1 晩
目は地域の梅花講が、 2 ・ 3 晩目は契約講全戸
が喪家に集まる。以上が初七日までの一連の流
れである。

以上から、法田下契約講は、旧法田村のうち
法田下という範域に対応して結成され、全戸加
入原則のもと戸主が加入し、村仕事全般を担う
生活互助組織であることが分かる。このような
機能・形態は、先行研究において農村の「典型」
とされたタイプである。また、葬儀の互助は喪
家の親族と講員（組の人々）によって行われた。
本事例からも、穴掘りと棺担ぎが契約講に期待
される重要な仕事であったことが看取される。
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3-2　町場エリアの契約講
次に、最上町の町場エリアである向町の契約

講を取り上げる。これまでの報告によると、最
も古い歴史を持つとされるのが「向町大当講」
である。1833年（天保 4 ）の大飢饉で多数発生
した死者のため、町の「庄屋や豪商、豪農など
有力者たち」が「葬式を済ませてやった」の
が始まりだとされている［最上町 1985：520、
上野・最上町教育委員会社会教育課編 1986：
163–164、上野 1992］。

また、向町には「契約組の中の「葬儀組」と
もいうべき小班に分化した組」である「藁契約」 
が「24組」存在しており（18）、「農村の形がくず
れ商工の移住者らが血縁や身分などとはかかわ
りがなく「葬儀」手伝いの組を独立させた」と
の報告も見られる［佐藤・大友・沼沢 1968：5 ］。

以上より、向町には近世起源の契約講が存在
し、移住者が多いという背景から「農村の形が
くずれ」た「藁契約」が多数結成されているこ
とが窺える。向町にかつて「農村の形」が存在
したかは不明だが、 1 つの旧村範囲に24もの契
約講が林立している点は特筆すべきである（19）。

しかし、上記以上のことは不明であり、断片
的な記述の域を出ていない。以下では、筆者の
調査において確認することができた 5 つの契約
講を事例に、その具体的な様態を見ていきたい。

契約帳をはじめ関係資料の閲覧許可を得た 2
つの契約講――「十文字契約講」と「更新契約
組合」――を中心に説述する。加えて、講員・
元講員とその関係者に聞き取り調査を実施した
3 つの契約講――「向町大当講」「睦会」「新当
契約」――についても言及する。
①　十文字契約講

当講は1999年（平成11）に解散しているが、
元講員O・S氏（昭和 3 年生まれ）のご好意に
より、『十文字会規定』『十文字会規定綴』『備
品取扱規定』『会員名簿』『備品台帳』『会計簿』

『記録』といった一次資料を閲覧する機会を得
た。以下では、これらの資料と元講員への聞き
取りに基づき記述を進めたい。

『記録』によると、当契約講は、1947年（昭
和22）の第 1 回総会において、「従来の契約講
を継承し、講員の親睦融和を一層密にする」た
め「改めて十文字契約講を設立し、講員24名を
以って発足した」とある。昭和初期頃、天徳寺
門前の十字路周辺の13戸で結成されたとの話か
ら（20）、この年に増員して再結成されたことが
推察される。ただし、分布状況を見ると必ずし
も空間的近接性によって結成されていないこと
が分かる（次頁、図 4 参照）。

加入者は概ね戸主であり（死亡の場合は妻）、
商工業者が 8 戸と最も多い。その他、公務員や
勤め人、農家、僧侶などが所属していた（表 2
参照）。住職の加入は大変ユニークなケースで
ある（21）。また、加入は任意で、転出入等による
加入・脱退も少なくなく、契約講間の移動や二
重加入の例も見られる（22）。『十文字会規定』（以
下『規定』、図 3 参照）第10条、第11条には脱退・
新規加入について言及がある。規約が編まれる
時点で転出および脱退が十分に想定されている
ところに町場の特徴が表れていると言える。

図 3 　十文字契約講「十文字会規定」
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図 4 　向町中心部における講員分布図（昭和30年代の様子、筆者作成、ただし表 2 の 5 例に限る）

『規定』第 8 条では、会の行事として「会員
の親睦融和及相互扶助」「会員の冠婚葬祭」「衛
生」「其の他必要と認める事」の 4 つが定めら
れている。ただし、記録を見る限り、実質的な
機能は葬儀互助に特化され、総会後の宴会が親
睦融和を図る場となっている。

葬儀の際は、藁を各戸 2 束ずつ供出し、全員
で葬儀準備、とくに火葬場作り（藁を縄で縛っ
て 2 段に組む）にあたる。葬儀と念仏には全員
参列することになっているが、1952年（昭和27）
には、出役できない場合「費用弁償」として 1
人100円の支払いが課せられた（ただし準備に
支障をきたすため 5 人まで）。つまり、労務の代
償として金銭が介入するようになったのである。
また、香典帳によれば、賄いは契約講ではなく、
喪家の最近隣の家の女性を中心に担当された。

講の運営と総会について、再結成時は 4 ～ 5
人ずつの 5 組編成となっており、「各組より毎
年組長一名を選出し世話役に当ること」とされ

ている。総会は毎年11月28日午前10時半より、
当番組の講員宅にて行う（第 3 条）。ただし「都
合により変更することもある」との一文が加え
られている（昭和30年度総会）。総会の主な内
容は、当番引継ぎ、報告（収支と備品状況、そ
の年に行われた葬儀の出役・参列状況）と協議

（役員および当番組の決定、備品の購入、会費
や規定等の改変）、懇親会である。

なお、当講の備品（総会などで使用する膳碗・
座布団等）は、1956年（昭和31）まで毎月積立
貯金を行って購入した物であり、講員への貸出
も行っていた。これとは別に一般積立として毎
月各戸50円ずつ貯金し、総会費などに充てた。

以上より、十文字契約講は、おおよそ近隣集
団ではあるが必ずしも空間的近接性によって結
成されておらず、基本的に戸主による任意加入
制をとり、葬儀互助に機能が特化された組織で
あることが了知される。講員には商工業者や公
務員が多く、転出や契約講の移動、二重加入も
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容認されている。職業柄のためか、出役が不可
能な場合の金銭による弁償も取り入れていた。
②　更新契約組合

続いて、現在も存続する更新契約組合につい
て記述する。当講に関する一次資料『昭和十七
年 規約No. 1 』『平成五年度以降 更新契約組合
議事録No. 2 』（ともに以下『規約』）は、現会
長のS・S氏（昭和12年生まれ）と会計を務める
G氏のご好意により閲覧許可を得たものである。
『規約』には、1942年（昭和17）に発生した

向町大火により「契約組合誕生時作製セシ本組
合ノ規約其他購入シタル座蒲團火鉢敷き胡座瀬
戸物及ビ御椀等全部焼失ス」とある（23）。当講
はそれ以前から存在し（平成13年度総会記録に
は「本更新契約組合のルーツは大正 8 年頃と推
定」との記述がある）、この年に記録が再開さ
れたことが分かる。

講員名簿によれば、加入者は概ね戸主であり、
1947年（昭和22）に 5 組16戸編成となっている。
その半数以上は向町の表通り（商店が建ち並ぶ
中心地）の家だが、十文字契約講より分散して
おり、空間的近接性によっていない（図 4 参照）。
隣部落や隣町に住む講員も見受けられる。

では、これほど分散している講員たちは、ど
ういった契機で契約講を取り結んだのだろうか。
平成 8 年度総会記録では、当講は「村山出身者
のつどい」であり、「心の寄り処」「情報交換等」
行う場であったと振り返られている。陸羽東線
の開通を受けて移住して来た商工業者らのうち、
村山地方（山形県中部）の出身者が集まって「遠
くの親戚より近くに住む者同士で助け合おう」
と結成したという（S・S氏）。実際に講員を見
てみると、ほぼ商工業者である（表 2 参照）。そ
のためか、総会欠席者や転出入等による脱退者・
新規加入者の記録が頻繁に見受けられる。

機能は、葬儀互助が中心である。『規約』全
10条のうち 6 条が不幸に関するものであり、第
3 条「本組合ハ組合員中二不幸アリタル場合葬
儀一切ノ行事ヲ行フヲ以テ目的トス」が当講の
目的を端的に示している（図 5 参照）。具体的に

は、講員に不幸があった場合、その年の「手方」
（当番組）が全員に知らせる（第 4 条）、各自藁
を 2 束ずつ持ち寄って出役し、薪は喪家が供出、
縄代は「組合貯金」（講の貯金）より支出する（第
5 条）、などである。藁の供出に関して、S・S
氏は「商工業者にとって火葬ができるほど多く
の藁をすぐに用意することは難しかった」と述
べる。加えて、近くに親族等がほとんどいない
当講の講員にとって、葬儀のような急な出来事
の際に助け合う契約講の存在は非常に大きかっ
たという（S・S氏は本家との行き来はほとんど
なかった）。その他、火葬場作り、棺担ぎといっ
た労務は契約講が担当し、賄いに関しては、講
員宅が分散しているため、効率性を重視して最
近隣の家の女性が中心的に行った。

図 5 　更新契約組合「昭和十七年 規約」

『規約』によれば、総会は「毎年一回旧十一
月二日」に開催される（第 7 条）。また、その
年の「手方」（ 3 名）が「総会場其他一切ノ準備」
を行うこと（第10条）、「手方」のうち 1 軒を会
場とした点は他講と同様である。また、積立貯
金も行っており、不幸時の悔みや、1951年（昭
和26）からは講員の病気や怪我、火災等への見
舞金として充てていた（ただし金額は状況の軽
重による）。その他、備品購入や親睦旅行など
必要に応じて随時徴収された。

以上より、更新契約組合は、鉄道開設に伴い
村山地方より移住してきた商工業者を中心に結
成され、基本的に戸主による任意加入制をと
り、葬儀互助に機能が限定された組織であるこ
とが判明した。十文字契約講に比べ、より講員
が分散して居住しており、加入・離脱による流
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動性が高いことが特徴的である。
③　その他の契約講

部分的な一次・二次資料ではあるが、聞き取
り調査と総合させ、他の 3 講についても簡単に
言及しておきたい。詳細は表 2 参照のこと。

1 つ目は、先述した「向町大当講」である。
聞き取りから可能な限り講員の分布を再構成し
てみると（24）、遅くとも明治後期には表通りに
家や商店を構えていた旧家であることが分かる

（図 4 参照）。総会をはじめ講の運営方法はその
他の向町の契約講と比べてはるかに厳密で［上
野 1992］、農村エリアの契約講と類似している。

2 つ目は、「睦会」である。聞き取りによれば、
当講は昭和初期に、契約講に加入したいができ
ない・加入先が見つからない人々による複数の
グループ（職業や出身地などが基準）が参集し、
結成されたという（25）。 5 組21戸編成であり、表
通りを中心としながらも広い範囲で分布してい
る（図 4 参照）。講員は商工業者が多かったため、

「あえて農家に加入してもらうことで火葬用の藁
を確保していた」。また、毎年の総会後には、天
徳寺にて物故者供養の法要を執り行っていた。

3 つ目は、現在も存続する「新当（新党）契約」
である。当講に関する資料『昭和十二年度 契約
人名簿』（以下、『人名簿』）と『規約』は、現
会長のI・K氏のご好意により閲覧を許可された。
I・K氏によれば「従来の契約講に入れなかった
人たちが集まって作ったと聞いている」といい、
それは名称からも推察される。結成年は明記さ
れていないが『人名簿』は1937年（昭和12）の
ものである。 7 組21戸編成で、商工業者が多く、
分散して分布している（図 4 参照）。『人名簿』
には講員名の削除・追加の形跡が少なからず見
られ、『規約』にも「本会ヨリ無断脱会スル者
ハ基本金ヲ当会ニ寄附スルコト、但不止得移住
スル方ニハ金拾円也ヲ餞別トシテ贈ル事」（第
16条）との規定がある。聞き取りによると、「誰
かが抜けるとその組の負担が大きくなるため新
しい加入者を探した」という。また当講は、他
講に比べて早い時期（昭和12年）から葬儀互助

労務の金銭による弁償を取り入れていた。
以上の 3 講も、商工業者を中心とした任意の

組織であり、葬儀互助が主な目的であることが
見て取れる。ここでの聞き取りにおいても、藁
が貴重な資源であったと繰り返し語られたこと
は特筆しておきたい。本稿で扱った 5 つの契約
講以外の様態は詳らかでないが、おそらく同様
の機能・形態を有していたと推察される。

4 ．比較と分析

以下では、農村と町場それぞれの契約講につ
いて範域・形態・機能の 3 つの観点からまとめ、
比較することで、町場における契約講の組織原
理を解明したい。

当町農村エリアの契約講「法田下契約講」は、
旧法田村のうち法田下という範域で取り結ば
れ、全戸（60戸）の戸主が加入し、村仕事全般
を行う組織であった。葬儀互助は下位組織で
ある 2 つの「組」（各30戸）が担当し、とりわ
け穴掘りや棺担ぎが期待された任務であった。
よって、「法田下契約講」は鈴木榮太郎の言う

「第二社会地区」の範域に、「組」は「第一社会
地区」の範域に対応する組織だと言える。

規約では、親密で誠実な人間関係や相互扶助
が掲げられ、総会や生活に関する規則、違反時
の処置についても厳しく規定されている。また、
総会での発言権や上下関係はすべて加入順で決
められており、議事後の宴会は 2 日間にわたっ
て盛大に開かれた。総会は最も重要な行事であ
り、1 年のサイクルにおけるアクセントともなっ
ていた。地主制の展開により村内の階層分化が
急速に進行した当地では、こうした慣習的な規
則や序列を厳守することで講員間の団結と親睦
のバランスが保たれていたことが推察される。

一方、町場エリアの向町では、24もの契約講
が空間的近接性によらず複雑に入り組んで結成
されていた。「十文字契約講」のように概ね近
隣で集まっているものから、「更新契約組合」

「睦会」「新当契約」のように職業・居住年・出
身地など様々な基準で取り結ばれ、広範囲に講



58 59

論文：地域社会と葬儀の互助組織：大場あや

員が分散しているものまでかなりの幅が見受け
られる。このような結成のされ方は、住む地域
で所属が決まる農村エリアの契約講と大きく異
なる点であり、範域という観点からはそのパ
ターンを特定することができない。

加入は任意で、基本的に戸主が加入するが、
女性の場合もある。講員は固定的ではなく、転
出等により流動が見られる。また、「家事上の
都合」による総会や出役の欠席、中には二重加
入や無断で欠席・脱退するケースもあった。こ
うした点は規約にも表れており、脱退や欠席が
あらかじめ想定され、処置が取り決められてい
る。ここから、総会への遅刻・欠席は厳禁とさ
れている農村の契約講とは集団のあり方が異な
ることが見て取れる。メンバーシップのあり方
に町場的特質が如実に表れていると言える。

機能は葬儀互助に特化されており、藁の供出・
火葬場作り・棺担ぎが主に期待された仕事であ
る。火葬用の大量の藁を入手ないし常備するこ
とが困難な非農家や、親族が近くにいない移住
者にとって契約講の存在は大きかった。また、
賄いは効率面から契約講ではなく最近隣の家の
女性を中心に行われた。こうした役割分担は必

ずしも厳密に定められているわけではなく、葬
儀ごとの必要に応じて柔軟に対応された。

以上が、農村と町場の契約講の特質である。
農村エリアの事例は、契約講と共同生活の範域
が合致し、契約講は村落自治組織に他ならず、
村落共同体の要ないし村落秩序の中軸となって
いることが分かる。生活に必要な様々な村仕事
を行うためには、集落としての一体感ないし団
結力が不可欠であり、規則に反する行動・逸脱
する態度をとることはそのまま「村八分」を意
味する。契約講はネガティブ・サンクションの
母体としての役割も担っていたのである。

一方、町場エリアの契約講は、火葬の遂行と
いう特定の目的を果たすために結成されたもの
であり、生活における機能は部分的であった。
それゆえ、農村のような全人格的なコミットメ
ントは要請されず、規約の遵守にそれほど重き
が置かれなかったと言える。むしろ目的遂行の
ために柔軟な対応がなされていたのである。

以上のように契約講の集団的性格に着目して
比較すると、農村の契約講は、地域への所属が
そのまま集団への所属を意味し、固定的な人間
関係のもと団結や協調などが期待されるキルヘ

表 2 　向町の契約講 5 例まとめ（各番号は図 4 に対応）
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型の〈コミューナルな組織原理〉を持つ集団だ
と言える。それに対し町場の契約講は、任意に
加入でき、選択的なコミットメントが許容さ
れた、利便性が求められるゼクテ型の〈アソシ
エーショナルな組織原理〉を有する集団である。

5 ．結論

では、〈アソシエーショナルな組織原理〉を
有する向町の契約講群は、どのような経緯で結
成され、当地の住民にとってどのような存在意
義を有していたのだろうか。

伝統的に火葬を行ってきた向町には、1917年
（大正 6 ）の鉄道開設以降、商工業者や労働者
が多く移住してきた。しかし、火葬には大量の
藁が必要であり、非農家世帯にとって藁を常備
しておくことは容易ではなかった。さらに、移
住してきた人々にとって、葬儀のような突然の
出来事の際、遠方の血縁者の援助はなかなか
期待できなかった。労務的なサポートに関して
は、近隣での互助によって解決できるとしても、
藁という資源の確保は一大問題であったと言え
る。加えて、面積の 8 割以上が林野であり、そ
の94％を国有林が占めていた最上町では、薪の
利用に自由が利かないという構造的な問題が横
たわっていた。入会権を持たない向町の商工業
者にとってはなおさら難儀だったと考えられる。

そうした状況の中、向町の住民たちは職業や
出身地、居住年など様々な基準に基づき、利害
の一致する人・グループを見つけ、農家を巻き
込む形で契約講を結成したのである。つまり、
当地において、藁の供出こそが契約講の最も期
待された機能であり、最大の存在意義であった
と特定することができる。

最後に、旧家層による近世起源の契約講と、
新住民らによる多数の契約講群の併存・共存関
係について考察を加えたい。森岡清美は、真宗
門徒を事例に、類似した機能を持つ複数の門徒
組織が階層構造と吻合し、各階層の「異なる社
会的ないし社会心理的欲求を満足させ」ること
で、併立・存続していることを指摘した［森岡 

1978（1962）：126–128］。これに即して考えれば、
向町の新住民にとって旧家層と並ぶ契約講を持
つことは、彼らの「独立的地位の集団的表現」

［森岡 1978（1962）：128］であったと言えよう。
いわば、契約講は、藁を供出し葬儀をサポート
する存在に留まらず、彼らの社会心理的欲求を
満たす存在でもあったことが示唆される。

このように、町場火葬地域特有の資源的事情
と鉄道開設による人口移動を背景に結成された
藁供出の〈アソシエーショナルな社会集団〉は、
階層構造とかみ合う形で併存し、当地の葬儀を
支えていたのである。

以上、本稿では、先行研究において土葬の遂
行にとくに重要な役割を持つと捉えられてきた
契約講が、火葬地域において結成された経緯と
その存在意義について検討してきた。その結
果、農山漁村とは異なる契約講の様態に加え、
単に「農村の形がくずれ」「退化した」とは言
い切れない機能的要請と積極的な社会的意義が
明らかとなった。階層構造に変動が生じた際、
農村では契約講が共同体の秩序維持に機能した
一方、町場では階層ごとの社会心理的欲求を満
たす受け皿となったことが推知される。

向町の契約講群は、高度経済成長による社会
変動のプロセスにおいて、重油式火葬場の完成

（1963年、昭和38）を契機に大きく変貌するこ
ととなる。その過程を検討し、葬儀の互助組織
という観点から葬儀の近代化にアプローチする
ことが今後の課題である。
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註
（ 1 ） 契約講の研究史を扱った論考はいくつか

あるが（［高橋 1994（1990）］など）、分野
ごとの整理に留まっているきらいがあっ
たため、拙稿［大場 2018］では問題関心
の変遷を基準に、分野横断的な観点から
成果と課題をまとめている。ここでの検
討が本稿の問題意識につながっている。

（ 2 ） ［福田 1969、江馬 1971、高橋・清水・高尾・
松本 1978］など。

（ 3 ） ［ 竹 内 1991（1959）b、 福 田 1969、 松
岡 1991、今野 1992、細谷 1998、寺田 
2006；2016］など。また、牡鹿半島の
事例は［江馬 1958、竹内・江馬・藤木 
1959、竹内 1991（1959）a、平山 1969］
などが挙げられる。

（ 4 ） 江戸時代に「町場・町分・郷町」などと
呼ばれ、「農山漁民が日常生活面でひんぱ
んに依存している、比較的まとまりのある
小さな都市的集落」を指す［笹森 1993］。

（ 5 ） 先行研究の多くは、「農村の形がくずれ」
「退化した」［佐藤・大友・沼沢 1968］など、
農村の契約講と比べて機能が限定され、
紐帯が希薄化していることを数行程度、部
分的に記すものがほとんどである。こうし
た視点の偏りが生じた背景については、前
掲の拙稿［大場 2018］で検討している。

（ 6 ） この視点は［寺田 2006；2016］を参照した。
（ 7 ） 火葬場完成以降の契約講および葬儀の変

容過程については、本稿の目的と離れる
ため、稿を改めて論じたい。

（ 8 ） 1960年（昭和35）時点の最上町における
専業兼業別農家数内訳は、専業22％、第
1 種兼業51％、第 2 種兼業27％であり、
経営規模別農家数内訳は、 1 町未満層
52％、 1 町以上 2 町未満層39％、 2 町以
上層 9 ％である（農業センサスより）。

（ 9 ） 1925年（昭和元）、西小国村では、 1 ～ 2
町未満層が最も多く44.3％、 2 町歩以上層
が33.8％である。東小国村では、 1 町歩未

満層が最も多く49.3％、 1 ～ 2 町歩未満層
が33.2％、 2 町歩以上層は17.5％にすぎな
い。また、1935年（昭和10）の農家種別
は、西小国村では自作12％、自小作37％、
小作51％、東小国村では自作42％、自小
作46％、小作13％である。農地改革後、
1955年（昭和30）には両村併せて自作農
が75.6％まで回復した［西小国村 1951、
東小国村 1950、最上町 1985：431–450］。

（10） 第一次大戦後の農村疲弊に加えて昭和初
期には激しい冷害凶作に見舞われ、きわ
めて苦しい生活を強いられていた住民た
ちは、1929年（昭和 4 ）、多額の負債の上、
大蔵省による国有地の払い下げを受けて
いる。払い下げ後もなお94％が国有だっ
たのである。その資金繰りのため「娘の
身売り」が多く発生し、とくに西小国村
の惨状は全国紙で報じられ、社会調査も
実施されたほどであった［岩本 1985：
181–185、最上町 1985：443］。

（11） 鉄道の開通により当地は仙台の商域圏に
入った他、新庄を経由した東京方面にも
取引範囲が拡がった。旧商人層には、最
上川舟運を利用した遠隔地取引（西廻り
航路にて大阪など関西方面）を進めて
いた者もおり、流通機構の一変は彼ら
に大きな打撃を与えた［最上町 1984：
622–634；1985：197］。

（12） 鉄道敷設にあたり多くの地元の人々が人
夫として働いた一方、「工事は他所の業者
が請け負い」、労働者は「遠く他郷から来
た渡りの者が多かった」とある［最上町 
1985：199–202］。

（13） 町報を見ると、町長による町政執行記念の
挨拶にて「後進性脱却」が謳われ（昭和
29年10月号）、その後も昭和40年代にかけ
て「生活改善」「虚礼廃止」「古い観念の
反省」「合理的な生活」「近代的個人意識」
等を目指し「汚名挽回」すべきだと呼びか
ける提言文・寄稿文が多数掲載されている
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［最上町総務課まちづくり推進室 2008］。
（14） その他天台宗 2 、真宗大谷派 1 ［西小国

村 1951、東小国村 1950］。現在は日蓮宗
と日本山妙法寺が加わり全11ヶ寺存在す
る。他には創価学会、立正佼成会、日本
聖公会なども見られる。

（15） 1998年（平成10）に新庄市との合同火葬
場が完成して以降、葬儀と火葬の順番が
逆転している。

（16） 最上町の契約講の概説［佐藤・大友・沼
沢 1968： 6 ］との比較や、同様の契約講
の集まりは「どこの村でも行った」との
記述［上野・最上町教育委員会社会教育
課編 1986：162］から、法田下契約講は
当町の農村エリアにおける平均的な例だ
と判断した。

（17） 第 8 条の全文は次の通りである。「同盟
者内に於て他人の田畑を小作し万一小作
米の不納を窺い、言葉を巧にし或は年貢
を増加し、地主の歓びを得て己れ之を小
作せんとする行いあるべからざる事」。

（18） 後述の十文字契約講『記録』によれば、
1958年（昭和33）時点で22の契約講が存
在していたことが確認できる。佐藤らの報
告（1968年、昭和43）にて「24組」とされ
ているのは、増加したためと考えられる。

（19） 最上町の北西に位置する金山町には、 4
部落から成る町部において葬式契約が12
組存在することが報告されているが［岸 
1965、高尾 1981、高橋・清水・芳賀・高尾・
松本 1981］、 1 つの部落（旧村）に24組と
いう数の多さ・密集度の高さは注目される。
ただし上記の諸報告は社会人類学的観点
からの研究であり、本稿とは関心が異な
るため、ここでは以上の指摘に止めたい。

（20） 元講員のI・M氏（昭和 9 年生まれ）は、「父
の代が「寺の前十文字」「寺の前十三組」
と言って契約講を始めたようだ」と述べる。

（21） 現住職のO・N氏（昭和26年生まれ）は、「先
代の住職はあえて契約講に加入すること

で地域の葬儀に積極的に関わろうとした
のではないか」と述べる。また、当講で
は住職の「火葬出役」は免除されていた

（昭和29年臨時総会）。
（22） O・S氏によれば、定職に就いて収入が増

加・安定し、居住年数もある程度重ねた
ため、加入を誘う声がかかって他講から
移動した例も見られたようである。

（23） 向町大火は、甚大な被害（死者 5 名、重
軽傷者85名、全焼325戸・160棟、罹災者
1,780名）を発生させた火災である。

（24） 先代まで当講に加入していたK氏（昭和
29年生まれ）より、解散直前（平成26年頃）
の講員の分布状況をご教示頂いた。

（25） 元講員のT氏（昭和21年生まれ）とS・M
氏への聞き取りより。正確な結成年は不
明だが、解散時（平成27年）は 2 ・ 3 代
目の世代であったことから、他講同様、
昭和初期に結成されたと考えられる。ま
た、契約帳は解散時に処分されたため、
講員数や分布状況は解散時のものである。
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