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Local villages in Japan have been established a mechanism to protect themselves by cooperating together from the 
natural hazard. Fire volunteers have been active in protecting villages from natural hazards such as fire and flood for 
many years. They also have an active role in the community to protect their ordinary daily life but also they have active 
roles in festivals and educating the young. This report focuses on the roles of fire volunteers in the festival called 
“Doburoku Matsuri” in Ogi district of Shirakawa village. Fire volunteer takes a main roles has been established since a 
leader of the village decided to make this festival as a highlight for the tourism of the village where have preserved the 
house roof with thatches. This report aims to present the importance of focusing the activities of fire volunteers in the 
festival which could be effective in the response to the emergency situations. Also, the learning process of members of 
fire volunteers to deal with situation during the festival.    
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1. はじめに 
1.1 調査の背景と目的 
日本の各地におけるムラ（1）では厳しい自然から自らを守り、

生活の場となる共同体を形成してきた。鈴木英太郎は集落社会を

定義して、「共同防衛の機能と生活協力の機能をため、あらゆる

社会文化の母体となってきたところの地域社会統一」1) であると

している。このように人々は生活の中に起きる様々な災害に対し

て、独自に対応を行い、地域社会を維持してきた。しかし、高度

成長期に伴い人々の関心は都市部に集中し、これら地域社会での

生活持続の仕組みや知恵はなおざりにされてきた感がある。 
阪神大震災を契機に、近隣関係の形成による防災や災害対応が

見直されている。また、近年は、新潟中越沖地震や各地で集中豪

雨などの災害が多発し、個人および地域社会としての対応が迫ら

れている。しかし、いつ起きるかわからない災害に対する備えを

日ごろから行うことは実際には難しく、課題となっている。 
地域社会の災害に対する備えを、災害対応や防災の部分だけ切

り取って議論するのは、今後予想される災害の多様性や突発性に

対処しなければならないことを考えても十分ではない。それより

もまず、地域社会全体を通じてそこに既存している組織やグルー

プ、日常生活および日常における非日常において行われている活

動を、災害対応や防災という視点から見ることで、災害に対する

備えとなっている村の仕組みやその継続の知恵を明らかにする

ことが重要である。 
これまでの報告 2) 3) では，白川村の住民に対して行った聞き取

り調査の結果から，地域住民が行っている防災に関係した日常的

な活動を明らかにした。また、調査の中で地域の防火・防災およ

び安全維持に大きな役割を果たしている地元消防団の活動やそ

の仕組みを示した。 

本報告では、消防団が大きな役割を果たしている地域の祭りを

取り上げ、祭りにおける消防団の役割と、それが地域の防災力の

維持にどのように関係しているのかを考察する。 

1.2. 調査方法と期間 
前回までの調査に加え、2009年10月8日から11月20日の期

間中に参与観察と聞き取り調査をおこなった。特に、白川村荻町

地区において 10 月 14 日・15 日に行われた白川八幡神社の大祭

を消防団の活動を中心に参与観察し、その後、中心的な役割を果

たしていた消防団関係者（幹部、団員の10名）に聞き取り調査

を行った。 
参与観察および聞き取り調査では 2 項目に着目した。1) 消防

団の祭りでの活動とその役割と2) 消防団の活動と意識の継承と

した。 
2. 白川八幡神社本祭りの概要と消防団の役割 
2.1 どぶろく祭りの概要 4) 
白川村の各集落の神社には、「春祭り」、「本祭り」、「秋祭り」

の3つの祭りがあり、このうち、「本祭り」が通称「どぶろく祭

り」と呼ばれ、例年9月から10月にかけて行われる。この祭り

は、山の神に秋の収穫を感謝し、村人の安全と山里の平和を祈願

して、どぶろくを作り神社に奉納するものである。白川八幡神社

のある白川村荻町地区では、毎年10月14・15日に祭りがおこな

われ、早朝から、神社境内で祭典神事が行われた後、五色旗を連

ねた氏子による「御神幸」の行列が獅子役者と呼ばれる獅子舞と

笛や太鼓とともに音を響かせながら、地区内を練り歩く。そして、

御神幸が終わると、神社境内において、獅子舞の奉納の後、この

年に仕込まれた「どぶろく」が奉納され、参拝者や観光客に振舞

われる。また、舞台では郷土芸能（民謡など）が披露され、夜更

けまで賑わいを見せる。 
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祭りの準備は地区全体で数週間前から行われ、前日には人

足として全ての地区住民が何かしらの役割を担う。 
祭りを災害との関連から見ると、白川八幡神社では、無形

文化財にも指定されている獅子舞が「悪魔払い」という意味

を持っている。この獅子舞は、白川八幡神社が災害のため宮

居の位置を変えた際に天変地異の原因と考えられた神の怒り

を鎮めるために、例祭に獅子舞（姫獅子）を奉納するように

なったと伝えられている。その後再び天災や悪疫が続き、そ

れを鎮めるために、獅子を鎮める役として人間の象徴として

獅子捕りをつけ、獅子を操る舞を作り合わせて奉納すること

になったとされている。このことから、昔から祭りは災害と

関係が深いことが分かる。 
2.2 祭りにおける消防団の組織体制 
昔から多くのムラでは、消防団は防火および水防などの様々な

災害への対応をはじめ、祭りの警備や若者の教育と言った独自の

役割を果たしており、日常の暮らしにはなくてはならない存在で

あった 5)。 
この祭りにおいても消防団は、村廻りの巡行の進行を担当し、

日程表の作成、祭りの全体警備および安全な運営において重要な

役割を果たしており、法被を着た消防団が祭りの仕切りを行うの

は毎年恒例の風景となっている。 
白川村荻町地区を中心とする中部分団は、団員62名が所属し

ている。祭り期間中は団員の多くが祭りの役を担っているため、

半数以下の25名が常時消防団としての活動を行っていた。総括

責任者を分団長が務め、祭事警備本部や全般の警備等を幹部およ

び団員が行う。図1に消防団の役割と分担表を示す。図1に示す

とおり、祭りの警備は幹部と団員が組になって担当する。当日は、

神社前に祭事警備本部が設置され、本部に常駐する分団長や一部

幹部を除き、多くの消防団員は、祭りの役（伝統芸能の春駒や郷

土芸能）も務め、その前後は消防団の活動を行うという二つの役

割を担っていた。このため、分担表が作成され、交代制が取られ

ていた。 
2.3 祭りにおける消防団の活動と役割 
消防団は、神社前の本部に待機し、「御神幸」行列の管理、進

捗状況の伝達、村民および観光客に対する祭り行程の伝達などを

行う。これに加え、交通規制、観光客対応など祭りの安全な実施

に関わる役割をすべて消防団が担当している。以下に主要な活動

の概要を示す。表1に祭りの流れと消防団の活動を示す。 
(1) 祭礼警備本部 
祭礼警備本部では、分団長・部長および団員数名が常駐し、「御

神幸」の警備についている団員から進行状況が伝えられ、時間通

りに祭事が進むように進行の時間管理および指示を行っていた。

また、この情報をもとに地域住民および観光客に対して、「御神

幸」の還御の時間や進行の伝達などを関係者に対してスピーカー

を通じて行っていた。御神幸の行列が神社に近づくと、分団長か

ら「氏子の皆様、お疲れさまでした」とのねぎらいの言葉が放送

され、消防団が進行の仕切りをしていることが分かる。これに加

え、警備本部は、観光客の道案内や情報の提供、関係者の休憩所

としても活用されていた。 

 

図 1. 消防団の役割と分担表 
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表 1. 祭りの流れと消防団の活動（14 日の例） 
時間 祭りの内容 

・順序 
消防団の活動 

7:20  祭礼警備本部に集合（幹部は6:30集合） 
7:30 集合サイレン

（消防サイレ

ンを利用） 
 

お宮にて朝礼（注意事項の伝達、作業確認）

消防車の配置 
器材（スピーカー、トランシーバー等）の確

認、配布 
太鼓台の搬入、準備 

8:00 氏子集合 お宮にて整列、神事に参加 
観光客の対応（案内、説明） 
御輿のお宮入り、運び込み 8:10 試楽祭 

9:40 出御 御輿のお宮出し 
9:50 
～ 
14:00 

御神幸巡行 進行（時間）管理 
進行状況・予定行事の放送 
行列の先導と後衛（観光客・酔っ払い対応）

行列の誘導（安全確認、観光客の誘導・規制）

御輿曳き・太鼓台曳き 
車両規制、誘導 
祭礼警備本部待機 

14:15 還御 御輿のお宮入り 
14:35 闘鶏楽 獅子舞奉納用ムシロの準備・片付け 

ござ引き・片付け 
どぶろくの儀およびどぶろくの安全管理 
参拝者（村関係者および観光客）の誘導 
どぶろくを振舞う女性陣の誘導 
違法行為（どぶろくの違法持ち帰り）の巡視

どぶろく振舞の手伝い 
ゴミ拾い 

14:50 獅子舞奉納 

15:30 どぶろくの儀 
15:45 どぶろく振舞 

16:45 郷土芸能 

19:30 
～22:00

夜の部 
獅子舞奉納 
郷土芸能 

祭礼警備本部待機 
獅子舞奉納用ムシロの準備・片付け 
太鼓および太鼓台の片づけ 
ゴミ拾い 
祭礼警備本部片付け 

出典：日程表と参与観察をもとに筆者作成 

 
写真1. 朝礼の風景 
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(2) 「御神幸」行列の警備 
祭りの中心の一つである「御神幸」行列が村内を練り歩く際、

消防団は行列の先導と後衛を行う。この行列は、消防団を先導と

して、露払（赤鬼・青鬼）、社名旗、闘鶏楽（子供たち約30名）、

神楽（太鼓）、獅子舞、共獅子、吹き流し、大榊、かみしも、伶

人、采女、神職、禰宜、朱傘、錦旗、みこし、錦旗、台持、宮司、

朱傘、吹き流し、後衛（消防団）という大行列で、その長さは約

150mにもなる。行列には、村の子供たちから老人までが参加し

ており、この行列が時間通りに安全に進行するために、各所に配

置された消防団員が歩く速度を調整し、広がる行列をまとめ、狭

く人が込み合う場所での誘導などを行っていた。 
また、消防団員は重い神楽や御輿を運ぶという役割も担ってい

る。太鼓は大人4人でやっと持ち運べる重さで、その太鼓と奏者

2名を乗せた木製の太鼓台を消防団員が押して歩く。太鼓台の下

には滑車がついているものの、総量は約600キロにもなるそうで、

坂道などでは大人が10人掛で引き上げるほどであった。同じく

御輿も滑車に乗せるものの重量があり、神殿入りの際には、天井

にぶつけないようにしながら消防団や氏子たちが10人掛で運び

入れや運び出しを行っていた。担当の団員は2日間に渡り村中を

行列とともにこれらを押して歩く役割を担っている。 
(3) どぶろくの振舞での誘導 
どぶろくの儀の後、午後3時半頃からどぶろくの振舞が行われ

る。どぶろくは、杜氏を中心に担当組の住民によって一年をかけ

て製造されたお供え物の一つで、それを御神酒として下げいただ

くものである。境内にある酒蔵から大きな樽で境内の中心に運ば

れ、女性達、消防団、鬼や春駒の役者たちが金属容器（キッタテ）

でどぶろくを振舞ってまわる。他所からの参拝客は、神社への奉

納金（400 円）を納めると盃が提供され、約一時間の振舞の間、

白川八幡神社の酒蔵で作られたどぶろくを好きなだけ飲むこと

ができる。このため、神社境内には例年地域住民に加えて観光客

などおよそ2000人以上（一日）、多い時には二日間で一万人以上

がこの境内にどぶろくを求めて集まる。 
消防団員はどぶろくの樽の周辺警備を警察および地域住民と

行うほかに、境内に集まった人々が座って振舞を受けられ、また

振舞の人が通れるように長い茣蓙（ござ）を人々の間をぬって引

いていく。その間、どぶろくの樽を見ようと集まる人々を規制し

たり、着席を促したり、振舞の女性達を適切に各列に配置するな

ど集団の誘導を行う。 
また、どぶろくは、法律上神社内のみとされ、場外への持ち出

しが禁止されているため、注がれたどぶろくをペットボトルに入

れて持ち帰ろうとする違法行為の取り締まりも行っていた。昨年

は数名の摘発があったとのことである。 
(4) その他 
祭り期間中は、一部を除いて全ての観光車両の地区への入場お

よび通り抜けが規制される。また、地元関係者の車両であっても

神社前や「御神幸」の進行ルートを通り抜けるのを極力避けるた

め、消防団の警備担当者が誘導および説明を行っていた。また、

獅子舞の奉納を行う場所でのむしろの準備、太鼓や太鼓台の準備、

ゴミ拾いなども消防団の役割になっていた。祭りの最終日は、祭

りの全ての行事が終了し、片付けや清掃が行われた後、最後に消

防団が解散となり、点呼を終えた時には夜中1時を回っていた。 
2.4 祭りにおける消防団の役割の変化 
昔の祭りはあまり時間を気にすることなく、ところどころで止

まってはどぶろくを飲み、ゆったりとした普通の村祭りだったそ

うだ。昭和40年代初めに合掌を守る活動を始めた山本幸吉氏の

提案によって、どぶろく祭りをこの村の目玉にしようと決め、こ

れに伴い、これまで地域の安全を担ってきた消防団が自然とこれ

らの役割を担うようになっていった 5)。 
祭りの行列を美しく見せる演出もこの時に考えられ、行列が間

延びすること無く巡行するように行列の前後や各所に消防団を

配置すること、また、三時半からどぶろくの振舞を開始できるよ

うに時間管理も行うようになった。近年では、観光客が増え、狭

い路地に人々がごった返すようになったため、消防団が「御神幸」

行列を警護し、人々を誘導し、安全な運行に役割を果たしている。 
進行や運営管理に加え、消防団は酔っ払いの対応も行ってきた。

かつてはどぶろくで酔っぱらう人も多く、他の地域では警察が対

応することが多いそうだが、荻町では他の地域よりも消防団員が

若く、活動が活発であることから、団員がお宮の近くの池に投げ

 
写真2. 祭礼警備本部の様子（行程アナウンス） 

 
写真3.  「御神幸」行列の様子（先導と太鼓台曳き） 

写真4. どぶろくの振舞での誘導の様子 
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込むなどして、酔っ払いや喧嘩の対応を行ってきたそうだ。 
このように消防団がどぶろく祭りを通じて様々な役割を担う

ようになったのは、荻町地区が祭りを観光の目玉として発展させ、

それによって地域住民だけでなく外部者が増えることによって、

その変化に対応して進行、運営管理、危機管理などの役割の重要

性が増したため、消防団がその役割を活動の一部として取り入れ

てきた過程があることが分かった。このように消防団は、荻町地

区における安全を確保し、統制を取るという役割を日常および日

常における非日常においても担っていることが明らかになった。 
祭り期間中、消防団は法被を着用して活動していた。外部者な

どが多く入り混じる祭りでは、法被を着た消防団が人々に指示や

誘導を行う存在であり、法被がそれをより分かりやすく、象徴的

にしている。白川村のホームページでも祭りの際の注意として、

祭り関係者および消防団の指示に従うことが明記されており、外

部者に対しても消防団が分かりやすくする利点があるとともに、

祭りの雰囲気を壊さない正装として用いられている 5)。一方で、

法被を着用することによって消防団の行動は多くの人の目につ

くものとなり、自らの行動がいつどこで見られているかわからな

いという緊張感が生まれ、消防団として活動に責任感が働いてい

るように推察された。また「法被を着ると気が大きくなる」とも

聞かれ、法被を着るということが団員の指導や誘導をする立場を

行いやすくしていることも分かった。 
2.5 祭りにおける消防団の活動と防災・災害対応との関係 
祭りにおける消防団の活動は、外部者への対応に加えて、災害

などの緊急時の迅速な対応に重要と考えられる的確な情報伝達、

活動の柔軟性と迅速性、集団の誘導、活動の運営管理、指揮系統

の順守、役割分担の実施などの要素があることが分かった。この

ように荻町では、混雑する祭りでの対応を通じて、災害時の対応

に必要となる行動や活動の一部が行われており、これらが消防団

員の災害時における訓練の役割を果たし、対応力の向上と継続に

つながっていることが推察された。また、年や日によって団員の

配置が変わることで、異なる役割を担うことができ、団員の知識

や意識の向上と持続につながっていた。 
3. 祭りにおける消防団の活動の継承 
 消防団の入団が白川村の世帯、とくに長男にとってほぼ強制的

であることは、前回の報告で明らかにした 2)。消防団に入団する

者のほとんどが高校から村外で生活し、早ければ19歳、または

20代前半で村に帰ってくる 5)。地区内に住む男子のほとんどは、

中学生まで祭りの闘鶏楽のような役割を担っており、消防団の活

動を祭りの行列を通してみることがあっても、その他の具体的な

活動を目にする機会は少ない。このため、村に戻り消防団に入団

して初めて祭り当日の活動や役割を知ることになる。今回の祭り

では、真新しい法被を着た団員が4名ほどいた。各団員の役割は

分担表に記載されているがその詳しい説明はない。このため、新

しい団員は先輩団員の行動を見よう見まねで活動していた。 
 祭り期間中には様々な活動が次々と行われるが、何事も集団で

行われ、先輩団員が率先してその活動を行っており、新人団員は

それをずっと見ながら学ぶという体制が取られていた。 
 消防団員のそれぞれの活動は、総括を行う幹部と団員によって

構成されていた。幹部はそれぞれの活動の総括や全体を把握し、

団員は実際に体を動かす活動に従事していた。このように、団員

の階級と年齢構成によって、役割および活動が異なり、数年の経

験のある団員は自らより体力的な活動を率先して行っていた。 
4. まとめ 
本調査では，祭り期間中の消防団の活動を参与観察することで、

祭りにおける消防団の活動と役割を防災・災害対策との関連性か

ら見ることで、以下のことを明らかにした。 
 消防団は、どぶろくの振舞いや行列の進行、祭りにおける

人、時間、物の運営管理と誘導、危機管理（警護・警備）、

太鼓台、神輿の準備や運搬の重労働、情報伝達、交通規制、

違法行為の取り締まりなど様々な役割を担っていた。 

 観光化の推進により、消防団の祭りにおける役割が多様化

し、外部者への対応を含む今日の体系となった。 
 団員の階級および年齢によって祭りにおける役割がことな

っており、幹部は祭り全体の総括などを、団員は体力を使

う活動や補助的な役割を担っていた。 
 祭りでの消防団の活動は、集団で行われ、これによって集

団意識が形成されるとともに、団員はこれらを通じ人への

対応や誘導などを学んでいた。 
これらの役割や継続の仕組みは、どぶろく祭りが無事に実施さ

れるためであり、祭りにおける消防団の活動は、防災・災害対応

に必要であると考えられる要素を多く含んでいることを明らか

にした。また，祭りの役割や観光客の増加などの社会変化を消防

団の活動の中にも受け入れることで、消防団の活動が多様化し、

それが異なる状況における対応可能の向上および地域維持管理

力の形成につながっていることが分かった。 
近年、消防団が地域の祭りでの警備等の役割を担わなくなって

いる。また、このような活動は業務規程外になるとして行わない

という指導がなされている地域もあるようだ。しかし、白川村荻

町では、消防団が祭りの中心的な役割を果たすことで、防災や災

害時に対応できる基礎を形成する活動が行われていた。祭りのよ

うな地域の活動の中から実践的な防災や災害対応に関連する活

動や仕組みを理解し、集落が自然環境や社会の変化から自らを守

ってきた持続性の仕組みとして捉える視点が今後重要である。 
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注釈 

(1)本稿では、「ムラ」とは、農業・林業・漁業などを営む人々が形成する

ある一定規模の集落とする。 
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