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例  言 
 

 

 

 

1. 『史跡宇宿貝塚保存活用計画書』は，鹿児島県奄美市笠利町大字宇宿に所在する国指定史跡宇宿貝塚に 

おける史跡の恒久的な保存活用を持続的に維持するため，その具体的方法を示した計画書である。 

 

2. 「宇宿貝塚史跡等保存活用計画策定事業」（以下、計画策定事業）は，令和３年度・令和４年度に文化庁

の史跡等保存活用計画等策定費国庫補助金を受けて，奄美市が実施したものである。 

 

3.  計画策定事業の実施に際して，「宇宿貝塚保存活用計画策定委員会」（以下、策定委員会）（委員長：國

學院大學研究開発推進機構教授・池田榮史氏）を設置して，奄美市教育委員会文化財課が事務局を務めた。 

 

4. 策定委員会の運営，協議並びに本書の作成に際しては，文化庁文化財第二課及び鹿児島県教育庁文化財

課の指導・助言をいただいた。 

 

5. 本書は，策定委員会の会議をふまえて，事務局がとりまとめたものである。その執筆・編集は，高梨修

（前奄美市立奄美博物館長），喜友名正弥（主事）が中心に行い，川上晃生（主事補）が補佐した。各章の執

筆分担については，下記のとおりである。 

 

○第１章第１節，第２章第１節１（１）（２）・第２節２

（１）・３（１）（２）（４）（５） 

○第１章第２節・第３節，第２章第１節５・第２節第４

節・第５節，第５章，第８章 

○第２章第１節１（３） 

○第２章第１節（２） 

○第２章第１節２（３）（４） 

○第２章第１節２（３）・３（３）・第３節 

○第２章第１節３（６），第６章 

○第３章 

○第４章 

○第７章 

○第９章，第 10 章 

 

～ 高梨修 

 

～ 喜友名正弥 

～ 鮎川万友・喜友名正弥 

～ 羽田麻美・喜友名正弥 

～ 平城達哉 

～ 向田秀明 

～ 川上晃生 

～ 川上晃生・喜友名正弥 

～ 望月信悟・喜友名正弥 

～ 望月信悟・喜友名正弥 

～ 河村貴志 

 

6. 本書の作成に際して，宇宿町内会・奄美市立宇宿小学校・高 美喜男（奄美市文化財保護審議会委員）の

ご指導・ご協力をいただいた。ここに記して，御礼申し上げる。 

 

7. なお，本計画は，令和５年（2023）年４月１日より発効し，今後の追加指定や史跡の活用・整備状況 

 等を思量しながら，おおむね 10 年毎に見直しを行うものとする。 
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第１章 保存活用計画策定の目的             

 

第１節 保存活用計画策定の経緯・目的                  

 

史跡宇宿貝塚（以下，史跡）は，鹿児島県奄美市笠利町宇宿の海岸砂丘上に位置する縄文時代及

び中世の遺跡である。昭和時代初期に「宇宿フカミチ貝塚」として報告され，戦後に行われた数度

の発掘調査を踏まえて，昭和 61 年（1986）10 月７日，奄美群島で初めて国史跡に指定された遺跡

である。その存在は，南西諸島を代表する先史時代遺跡のひとつとして知られている。 

国史跡指定から４年後の平成２年度から平成 14 年度まで，旧笠利町教育委員会により史跡整備

事業が行われた。その整備に際しては，奄美空港からアヤマル岬に至る東海岸一帯を対象として，

史跡を中核とする先史時代遺跡群，古墓群，集落，自然環境等を面的に包括して地域博物館とする

「奄美地域博物館古代村構想」が提唱された。その拠点施設のひとつとして，掘り出された遺跡が

見学できる奄美群島初の史跡保護覆屋施設を持つ宇宿貝塚史跡公園（以下，史跡公園）が整備され

たのである。 

しかし，史跡公園の公開は，施設改修が二度にわたり行われる等，紆余曲折があり，整備事業終

了から２年後の平成 16年（2003）２月９日に一般公開された。 

史跡公園は，発掘調査された遺跡の様子を見学できるように露出展示が行われているのが最大の

特徴である。発掘調査で地表から掘り下げていく過程がわかるように，上にある中世の文化層とそ

の下にある縄文時代の文化層を地点で深さを変えながら露出保存している。史跡を特徴づける縄文

時代の竪穴住居跡は，県道側（海側）にある見学通路から 2.6mの深さに露出保存されている。 

史跡公園の開園には，笠利町をはじめ，地域や関係者から大きな期待が寄せられ，本計画書が刊

行された令和４年度で，公開から 18年目を迎える。しかし，令和４年度に開館 40周年を迎えた奄

美市歴史民俗資料館（以下，歴史民俗資料館），開館 35 周年を迎えた奄美市立奄美博物館（以下，

奄美博物館）と比較しても，施設の劣化の速度は著しい状態となっている。公開後，史跡保護覆屋

施設の構造・材質や空調設備の故障が頻発する等の問題が出始め，さらに屋根の騒音，鳥害，雨漏

りや空調機の故障等の発生により施設の維持管理は難航している。 

ただし，露出保存された遺跡の状態については，類似の展示公開をしている他施設と比較しても，

良好な状態が保たれている。史跡は，小丘状の独立砂丘に位置し，水はけがよい砂層に遺跡が形成

されているため，過度な保湿状態が続くこともなく，生物活動による被害も少ないこと等が，遺跡

の保存状態に好影響をもたらしているものと考えられる。 

以上，史跡は，史跡公園として既に整備事業が終了しているのであるが，史跡の恒久的保存管理

を図る観点から，特に以下の２点が懸念される。 
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第一に，遺跡の一部を露出保存している覆屋に複数の構造的問題や経年劣化等が認められ，史跡

を恒久的保存していく環境に不安が大きい点である。 

第二に，整備事業に際して策定された「奄美地域博物館古代村構想」の中に，史跡の保存管理に

関する遵守事項や役割分担等の具体的記載が認められず，整備後の史跡の保存管理方法が判然とし

ない点である。「奄美地域博物館古代村構想」そのものについても，その後の施設の維持管理及び利

用状況，周辺文化財群の調査研究成果，さらには社会的情勢の変化等も踏まえながら見直しを図る

必要が生じている。 

また，史跡が所在する砂丘列には，宇宿ダンベ山遺跡，宇宿高又遺跡，宇宿小学校遺跡等，宇宿

貝塚と同じ縄文時代及び中世の関連遺跡群が連続的に分布している。これらの一体的保存について

も，今後検討していくべき課題と考えられる。 

平成 18年（2005）３月，名瀬市・住用村・笠利町の３市町村が合併して「奄美市」（以下，本市）

が誕生した。以後，史跡公園の維持管理は，笠利町教育委員会から奄美市教育委員会の所管となり，

諸課題を把握しながら取組みを重ねてきた。史跡公園の開園に伴い発足した文化財の保存活用の支

援に取組む文化財保護団体「奄美文化財サポーターDEI DEI DEI」にも，奄美市笠利町内に所在す

る文化財の環境整備を中心に多大な御協力をいただいてきた。 

この間に，「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に向けた取組みも進

められ，奄美大島には LCCの航空便が複数就航する等，観光情勢も変化してきた。令和３年（2021）

７月 26 日には世界自然遺産登録が決定し，奄美大島は世界自然遺産を有する島となり，観光需要

の高まりが続いている。 

こうした情勢において，史跡に対する観光需要は高まり，史跡の活用・再整備を要望，期待する

声も少なくない。本市教育委員会では，史跡を未来に向けて恒久的に保存し，適切な管理と活用を

行いながら次世代に継承し，その価値を伝えていくため，あらためて史跡保存活用計画の策定を行

い，本市の施策として取組むものである。 

 

第２節 保存活用計画策定委員会の設置                  

 

１ 委員会の設置                                    

 

史跡宇宿貝塚の保存管理及び活用整備の基本方針となる保存活用計画について幅広く議論し，そ

の計画を策定するため，「宇宿貝塚保存活用計画策定委員会設置要綱」に基づき，令和３年（2021）

２月９日に，以下に示す「宇宿貝塚保存活用計画策定委員会」を設置した。 

 

２ 委員会の組織                                 
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委員会は，学識経験者の専門委員，地元委員，奄美市役所庁内委員，事務局（本市教育委員会）

で構成されている。 

委員構成は，奄美群島における学術的調査研究の実績を所有されている専門委員４人，宇宿集落

駐在員（集落区長），奄美市立宇宿小学校校長，奄美市文化財保護審議会会長の地元委員３人，奄美

市の総務部長，商工観光情報部長，建設部長，奄美市笠利総合支所事務所長の庁内委員４人の合計

11人から成る。 

文化庁文化財第二課及び鹿児島県教育庁文化財課には，指導機関として出席していただいた。事

務局は，奄美市教育委員会で，本事業の担当課は奄美市教育委員会文化財課である。 

 

 

 

区分 氏名 所属・職名・専門分野 備考 

専門委員 

池田 榮史 國學院大學研究開発推進機構 教授 考古学  

本田 道輝 鹿児島県文化財保護審議会 委員 考古学  

木方 十根 鹿児島大学大学院 教授 文化的景観  

羽田 麻美 琉球大学国際地域創造学部 准教授  自然地理  

地元委員 

大瀬 昭信 宇宿集落 駐在員  

岩戸 修二 奄美市立宇宿小学校 校長  

泉  和子 奄美市文化財保護審議会 会長  

奄美市役所 

庁内委員 

三原 裕樹 奄美市総務部 部長  

平田 宏尚 奄美市商工観光情報部 部長  

保浦 正博 奄美市建設部 部長  

濱田洋一郎 奄美市笠利総合支所 事務所長  

指導機関 
浅野 啓介 文化庁文化財第二課 文化財調査官  

立神 倫史 鹿児島県教育庁文化財課埋蔵文化財係 文化財主事  

 

事務局 

奄美市 

教育委員会 

村田 達治 奄美市教育委員会 教育長  

徳永 恵三 奄美市教育委員会 教育部長  

伊集院 正 奄美市教育委員会文化財課 課長  

河村 貴志 奄美市教育委員会文化財課文化財係 係長  

高梨  修 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主査 事業担当 

平城 達哉 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主事  

喜友名正弥 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主事 事業担当 

川上 晃生 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主事補  

望月 信悟 宇宿貝塚史跡公園 会計年度任用職員  

鮎川 万友 宇宿貝塚史跡公園 会計年度任用職員  

向田 秀明 奄美市歴史民俗資料館 会計年度任用職員  

表● 令和３年度委員名簿 
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区分 氏名 所属・職名・専門分野 備考 

専門委員 

池田 榮史 國學院大學研究開発推進機構 教授 考古学  

本田 道輝 鹿児島県文化財保護審議会 委員 考古学  

木方 十根 鹿児島大学大学院 教授 文化的景観  

羽田 麻美 琉球大学国際地域創造学部 准教授  自然地理  

地元委員 

中江 廣幸 宇宿集落 駐在員  

岩戸 修二 奄美市立宇宿小学校 校長  

泉  和子 奄美市文化財保護審議会 会長  

奄美市役所 

庁内委員 

三原 裕樹 奄美市総務部 部長  

平田 宏尚 奄美市商工観光情報部 部長  

濱田洋一郎 奄美市建設部 部長  

川畑 義成 奄美市笠利総合支所 事務所長  

指導機関 
浅野 啓介 文化庁文化財第二課 文化財調査官  

馬籠 亮道 鹿児島県教育庁文化財課埋蔵文化財係 文化財主事  

 

事務局 

奄美市 

教育委員会 

村田 達治 奄美市教育委員会 教育長  

石神 康郎 奄美市教育委員会 教育部長  

伊集院 正 奄美市教育委員会文化財課 課長  

河村 貴志 奄美市教育委員会文化財課文化財係 係長  

久  伸博 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主査  

平城 達哉 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主事  

喜友名正弥 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主事 事業担当 

川上 晃生 奄美市教育委員会文化財課文化財係 主事補  

望月 信悟 宇宿貝塚史跡公園 会計年度任用職員  

鮎川 万友 宇宿貝塚史跡公園 会計年度任用職員  

向田 秀明 奄美市歴史民俗資料館 会計年度任用職員  

 

 

３ 委員会の経過                                 

 

（１）宇宿貝塚保存活用計画策定委員会 

会議は，通算３回開催され，以下の事項について意見交換や議論を重ねた。 

 開催期日 協議事項 計画書該当部分 

１ 
令和 4年（2022） 

2月 9日 

史跡宇宿貝塚について 

史跡等保存活用計画策定事業について 

史跡の保存活用をめぐる現状と課題 

自然環境調査について 

第 1章・第 4章 

２ 
令和 4年（2022） 

9月 9日～9月 10日 
史跡の保存・活用・整備について 第 5章～第 8章 

３ 
令和 5年（2023） 

1月 27日 
史跡保存活用計画書の確認 全章 

表● 令和４年度委員名簿 

表● 宇宿貝塚保存活用計画策定委員会の開催 
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（２）地域懇談会・パブリックコメント 

史跡宇宿貝塚の保存管理及び活用整備の基本方針となる保存活用計画について，史跡が所在する

宇宿集落の地域住民や教育機関等に対して，地域懇談会を４回開催し，意見・課題・要望等を共有

することができた（表●）。 

あわせて，本史跡の保存活用計画について，市民から広く意見を聴取し，計画策定の参考とする

ため，令和５年１月 17日から令和５年１月 24日までパブリックコメントを実施した。また，それ

に先行して，令和５年１月 13 日には宇宿集落でパブリックコメントに伴う住民説明会も開催し，

●人から●件の意見が寄せられた。 

（３）自然環境調査 

史跡宇宿貝塚が所在する砂丘地及びその周辺について，過去の調査研究だけでは情報が十分では

ない地形，植生，生物分布等の自然環境調査を実施した。 
 調査期日 調査内容 調査実施者 

１ 
令和３年（2021） 

11月 17日 

第１回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

２ 
令和３年（2021） 

12月 22日 

第２回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

 開催期日 対象 概  要 人数 

１ 
令和３年（2021） 

12月７日 
宇宿集落 宇宿集落における地域懇談会実施依頼 33名 

２ 
令和３年（2021） 

12月 25日 
宇宿集落 宇宿貝塚史跡公園見学会 ７名 

３ 
令和 4年（2022） 

６月７日 
宇宿集落 宇宿貝塚史跡公園無料開放のついて 30名 

４ 
令和４年（2022） 

６月 11日～６月 26日 

須野集落・崎原集落 

土盛集落・宇宿集落 

城間集落・万屋集落 

宇宿貝塚史跡公園無料開放及び意見徴収 20名 

５ 
令和５年（2023） 

１月 13日 
宇宿集落 

史跡の保存・活用・整備に関する地域懇談会

及びパブリックコメントの開催について 
●名 

６ 
令和５年（2023） 

１月 16日～１月 25日 
奄美市民 パブリックコメント ●名 

写真● 第２回保存活用計画策定委員会の様子 写真● 保存活用計画策定委員会による現地視察 

表● 地域懇談会・パブリックコメントの開催 
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３ 
令和４年（2022） 

１月 22日～１月 23日 
第１回史跡周辺の砂丘地形調査 

羽田麻美 

（琉球大学国際地域創造学部准教授） 

喜友名正弥 

（奄美市教育委員会文化財課） 

４ 
令和４年（2022） 

１月 26日 

第３回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

５ 
令和４年（2022） 

２月 25日 

第４回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

６ 
令和４年（2022） 

３月 30日 

第５回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

７ 
令和４年（2022） 

４月 19日 

第６回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

８ 
令和４年（2022） 

５月 19日 

第７回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

９ 
令和４年（2022） 

６月８日 

第８回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

10 
令和４年（2022） 

７月 13日 

第９回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

11 
令和４年（2022） 

８月 17日 

第 10回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

12 
令和４年（2022） 

９月６日 

第 11回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

13 
令和４年（2022） 

10月 20日 

第 12回史跡周辺の鳥類分布調査・史跡周辺の

夜間ルートセンサス調査 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

14 
令和４年（2022） 

11月 29日 
史跡周辺の植生調査 

高美喜男 

（NPO法人奄美野鳥の会副会長） 

平城達哉 

（奄美市教育委員会文化財課） 

15 
令和４年（2022） 

12月 20日～12月 22日 
第２回史跡周辺の砂丘地形調査 

羽田麻美 

（琉球大学国際地域創造学部准教授） 

喜友名正弥 

（奄美市教育委員会文化財課） 

表● 自然環境調査・生業関係調査の実施状況 

 

第３節 保存活用計画策の位置づけ                     

 

 本市では，「市町村の合併の特例に関する法律」に基づき，「奄美市市町村建設計画（令和 2 年

（2020）12月変更）」（計画期間：20年間）を定めている。この計画は，本市におけるまちづくり全

般の基本計画になるもので，計画の実現を図ることにより，奄美市として合併した名瀬市・住用村・

笠利町の速やかな一体化を促進し，住民福祉の向上と本市全体の均衡ある発展を図りながら，癒し

のシマとしての魅力の発揮を目指すものである。 

この計画を実行するため，本市は，市建設の基本方針として，「地域に誇りを持てるまちづくり」・

「人づくりを中心とするまちづくり」・「また訪れてみたくなるまちづくり」・「自然と共生するする

まちづくり」の 4つを掲げている。それらを踏まえ，将来都市像「自然・ひと・文化が共につくる

きょらの郷～太陽の恵みのもとで，ゆったりとくらす人々が，自然の声を伝えていくまち～」が定

められている。 

さらに，その基本方針に基づき，計画の根幹となる基本施策が 5 つにまとめられている。また，
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「市町村建設計画」で体系化した基本施策について，本市が目指すまちづくりの将来像に向けて計

画的かつ効率的に実施するものとして，重点的，優先的に取組む必要事業を示した「実施計画」が

まとめられている（計画期間：毎年度ローリング）。 

 「宇宿貝塚保存活用計画」は，「奄美市市町村建設計画」の一端を担う個別部門計画であり，「奄

美市市町村建設計画」における方針等を踏まえて，史跡の保存管理や活用を進めていくものである。  

 

 

 

 

基本施策 内  容 

健康で長寿 

を謳歌する 

まちづくり 

［施策体系］保健・医療の充実，福祉の充実 
本市は，温暖な気候や豊かな自然に囲まれ，互いの関わりが深い地域社会が残る等，長寿のための

条件が整っており，さらに福祉，医療，就労，育児，文化活動等の環境を整備することにより，高齢

者を含めたすべての住民が，安心して暮らせるまちづくりを進める。また，本市の伝統の一つである

ユイの精神を生かしながら，互いに助け合っていく 地域ぐるみの取組みを促進する。 

さらに，この島が持つ自然的特性や社会的環境等の要素と長寿との係わりを研究・検証する機能を

担うための環境整備を図り，健康長寿に対する国民ニーズに対応できる島づくりを目指す。 

癒しの観光 

を核にした 

産業振興の 

まちづくり 

［施策体系］観光の振興，農林業の振興，水産業の振興，商工業の振興 
本市は，観光関連産業や農林水産業，地場産業を基幹産業としており，今後もこれらの産業が中心

になって経済が発展していくことが期待されることから，観光を核にこれらの産業の振興を図る。 

観光については，『癒しの島』を基本理念とし，地域の優れた資源を生かした個性的で魅力的な施

策の展開を図る。 

自然に囲ま

れた快適な

くらしのま

ちづくり 

［施策体系］生活基盤の整備，交通体系の整備，自然環境の保全と活用，安全な地域づく

りの推進 

本市を取り巻く海，山，川をはじめ，原生林，サンゴ礁，干潟等の手付かずの自然及びそこに生息

する多くの野生生物等は，世界中の人々にとって貴重なかけがえのない財産である。こうした自然資

源を農林水産業や観光産業，自然エネルギーとして利用する等，自然を損なわない活用を進める。 

また，こうした豊かな自然を舞台に，新市に定住する人々みんなが，安心して快適に暮らせるよう

道路や生活排水処理等の生活環境整備を進めるとともに，医療・福祉，教育・文化，商業・金融，行

政等の生活関連施設の充実を図る。また，島外との交通の充実を図り，交流人口の増加を目指す。 

地域の中で 

教え，学ぶ 

教育・文化

のまちづく

り 

［施策体系］学校教育の充実，高等教育機関・研究機関の設置，生涯学習の推進，地域文

化の保存・継承と振興，スポーツ・レクリエーション活動の振興 
全国的な少子化の傾向の中で，子どもたちは，本市の将来を支える大切な財産といえる。本市では，

子どもたちが郷土に誇りを持つための学習環境づくりを推進するとともに，豊かな自然や伝統文化等

の多様な地域資源を活用した学校教育の充実や都市部の子供たちとの交流を積極的に進める。 

また，ユイに代表される支え合いの精神を踏まえながら，学校，家庭，地域の連携を進め，特に子

どもや若者の心の教育の充実を図る。 

さらに，学習意欲の高い住民が生涯にわたって参加できる生涯学習活動やコミュニティ活動等のた

めの環境整備を進める。 

高等教育においては，時代の潮流や地域の要請に対応できる人材を養成・確保し，地域の産業に活

力を生み出すため，大学（院）や研究機関等の誘致・設置を図る。 

計画の実現

に向けて 

［施策体系］行財政改革の推進，住民参加の推進，地域情報化の推進，男女共同参画社会

の実現 

地方交付税の削減傾向の中，本市の今後の財政はきわめて厳しい状況にあり，住民サービス等の行

政水準を維持していくためには，効率的・効果的な行政運営と足腰の強い財政基盤が求められている。

このことから，職員の定員管理や事務事業の見直しを行うほか，電子自治体の構築を図るなど，行財

政改革を強力に推進する。 

また，地域の自立を図るため，地方分権時代における「自己決定・自己責任」の理念を踏まえ，住

民と行政の協働のまちづくりを推進する。 

これらのことと併せて，すべての人々が，互いにその人権と多様な価値観を尊重しつつ責任も分か

ち合い，性別にかかわりなく，職場や家庭，地域，学校等あらゆる分野における活動に参画し，その

個性や能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指す。 

表● 「奄美市市町村建設計画」の施策概要 
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図● 「奄美市市町村建設計画」の施策における史跡保存活用計画の位置づけ 
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第２章 史跡宇宿貝塚の基本情報             

 

第１節 遺跡の周辺環境                         

 

１ 地理的環境                                   

 

（１）奄美市 

南西諸島の島嶼は，薩南諸島（鹿児島県）と

琉球諸島（沖縄県）に大別されるが，奄美群島

は薩南諸島に含まれている。奄美群島は，おお

よそ北緯 27度～29度に位置しており，喜界島，

奄美大島，加計呂麻島，請島，与路島，徳之島，

沖永良部島，与論島の有人 8 島から構成されて

いる。 

本市は，奄美群島で最大規模を有する奄美大

島に所在している。平成 18 年（2006）3 月 20

日，笠利町・名瀬市・住用村の 3 市町村が合併

して誕生した自治体である。人口は，令和 5 年

（2023）1月 31日時点で■□■□■人を数える

奄美群島最大の自治体であり，奄美群島 12市町

村における中核都市として発展を続けている。 

本市は，旧自治体の行政区域を踏襲して名瀬

地区（奄美市名瀬），住用地区（奄美市住用町），

笠利地区（奄美市笠利町）の 3 地区に大別され

ている。北部（龍郷町を除く）に位置する笠利

地区の地勢は，南北の相違が著しい様相を呈し

ている。そこで，本市の地勢と集落を概観して

おく（表●）。 

（２）笠利地区 

史跡宇宿貝塚が所在する笠利地区は，名瀬地

区や住用地区以南を覆うような急峻な山地はな

く，笠利半島のほぼ中央に低平な山脈が南北に 

図● 奄美大島の位置 

図● 奄美市管内図 

奄美市笠利町 

奄美市名瀬 

奄美市住用町 
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分布している。北側から，高崎山（150ｍ），高岳（183.6ｍ），

淀山（176.0ｍ），大刈山（180.7ｍ）等の山地が連なる。こ

の山脈を境界として東海岸と西海岸に大別され，東海岸は

台地，西海岸は山地が展開する対照的地形を呈する。 

東海岸は，段丘地形が発達した台地が広がり，海岸線の

発達した砂丘地形にほとんどの集落が営まれている。河川

は，小型河川がほとんどである。東海岸は，サンゴ礁と海

岸砂丘の発達が顕著である。史跡が所在する宇宿集落一帯

の海岸線は島内で最もサンゴ礁の規模が大きく，海岸砂丘

には先史時代の貝塚遺跡が集中分布している。笠利集落か

ら節田集落にかけては，山地と海岸の間に段丘地形が認め

られる台地が広がり，島内でも特に平地面積が大きい地域

でもある。当該地域一帯は，サトウキビ等の耕作地として

利用されている。 

西海岸では山地が海岸まで迫り，山地に挟まれた狭い沖

積平野に集落が営まれている。北側の谷地から，佐仁川，

屋仁川，前田川（赤木名），手花部川，宮久田川（喜瀬）等

地区 地勢 集落 

奄美市 

名瀬 

 ほとんどが山地で占められ，中型河川・大型河川が複数

貫流する。谷地の狭い沖積平野を中心に居住空間が形成さ

れ，歴史的な行政区分をふまえた「古見方」「上方」「下方」

「市街地」の４地区に分けられている。 

笠利町西海岸と同様に，ほとんどの集落が左右・背後の

三方を山地で囲まれた集落景観を呈している。 

東海岸に位置する「古見方地区」は，小湊・

名瀬勝・前勝・西仲勝・西田・伊津部勝・朝戸・

崎原の 8集落から成る。  

西海岸に位置する「上方地区」は大熊・浦

上・有屋・仲勝・有良・芦花部の 6集落，「下

方地区」は朝仁・小宿・里・福里・知名瀬・根

瀬部の 6集落から成る。 

「市街地地区」も西海岸に位置していて，名

瀬湾周辺に形成され，もともと金久と伊津部

の 2集落から成る。 

奄美市 

住用町 

町域のほとんどは急峻な山地で占められ，奄美大島屈指

の大型河川が複数貫流する。奄美大島の主要山岳の標高順

位では６山が住用町に所在し，住用町の急峻な山岳地形が

うかがわれる。 

また河川についても，奄美大島の主要二級河川の順位

10 河川中，住用川・役勝川・川内川の 3 河川が住用町を

貫流している。谷地の狭い沖積平野を中心に居住空間が形

成され，歴史的な行政区分をふまえた「東城地区」「住用

地区」の 2地区に分けられている。 

「東城地区」は，和瀬・城・摺勝・川内・東

仲間・見里の 6集落から成る。 

「住用地区」は，西仲間・石原・役勝・山間・

戸玉・市・青久の 7 集落から成る。海岸に面

して営まれている集落が少ないのも特徴的

で，外洋に面している集落は，和瀬・城・青久

の 3集落のみである。 

奄美市 

笠利町 

 東海岸と西海岸で地勢の相違が著しい。東海岸は台地，

西海岸は低い山地が展開する。河川は，小型河川がほとん

どであるが，山地が多い西海岸には中型河川もある。 

東海岸では平坦地に集落が隣接して営まれるが，西海岸

では山地で囲まれた沖積地に集落が営まれ，隣接する集落

と山地で隔てられる。東海岸は，サンゴ礁が発達している。 

東海岸は，用・笠利（1区・2区・3区）・辺

留・須野・崎原・土盛・宇宿・城間・万屋・和

野・節田・平・土浜・用安の 16集落から成る。 

西海岸は，佐仁（1区・2区）・屋仁・川上・

赤木名（外金久・中金久・里）・手花部・前肥

田・打田原・喜瀬（1区・2区・3区）の 13集

落から成る。 

図● 奄美市笠利町管内図 

表● 奄美市名瀬・住用町・笠利町の地勢 
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の中型河川が認められる。西海岸は，佐仁・屋仁集落はサンゴ礁が発達しているが，外金久・手花

部・前肥田・打田原・喜瀬集落は，笠利湾の内海に面し，いずれも遠浅で干潟が発達している。 

（３）宇宿集落 

宇宿集落は，笠利地区の東海岸に面して位置している。明治 12 年（1879）創立の歴史を持つ宇

宿小学校を擁する東海岸有数の大きな集落で，その校区は，崎原・土盛・宇宿・城間・万屋の５集

落で構成されている。令和５年（2020）１月 31日時点で，■■■世帯・人口■■■人を数え，校区

内で最大規模を誇る。 

 宇宿集落は，宇宿地区と大瀬地区から

成っており，それぞれが東西２列の海岸

砂丘上に位置している。宇宿地区は，史跡

宇宿貝塚と同一砂丘上に立地し，大瀬地

区は，現在の海岸線に形成された大瀬海

岸の砂丘上に立地している。 

 集落は，３つの空間に区分することが

でき，宇宿地区の中央を東西に通る「ナカ

ミチ」を境に，南側を「マエカタ」，北側

を「ウシロカタ」とし，大瀬地区を「フー

スィ」と区分している。それらを数十軒単

位で 11班に分けて，集落行事や奉仕作業

等を行っている。かつては，「ハマカタ」・ 

「ソノク」・「メェゴハナ」・「ニャンクチ」・「ハシハナ」・「ヤマカタ」・「イケダ」・「デーク」・「フ」・

「イリ」・「クブ」・「アグタ」・「メント」・「ケアゲ」という区分で班分けがなされていたが，現在で

は使われていない。 

 多くの文化財が残されている集落でもあり，周知の埋蔵文化財包蔵地が９箇所や国指定重要文化

財（建造物）「泉家住宅」や奄美市指定文化財「宇宿稲すり踊り」（無形民俗文化財），「宇宿高又遺

跡」（史跡）等，宇宿集落周辺文化財群が数多く認められる。 

 

２ 自然的環境                                  

 

（１）気候 

 奄美群島は，北緯 27～29 度に位置していて，世界的には中緯度乾燥帯にあたり，砂漠化してい

る地域が多い。しかし，奄美群島は，日本列島で沖縄諸島・先島諸島，小笠原諸島とともに亜熱帯

環流内に位置している地域であり，その外縁部分を貫流する黒潮とモンスーン（大気循環）の影響

図● 宇宿集落の空間区分 
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により，中緯度乾燥帯には稀な亜熱帯湿潤気候となる。 

名瀬地区の年平均気温は 21.6℃と温暖で，鹿児島市に比べて 3.0℃高い。年平均降水量は 2,837.7

ｍｍで東京の約二倍の降雨がある。梅雨時期の５～６月，台風時期の８～10月は降水量が多く，さ

らに 11 月から４月も月平均降水量が 150ｍｍを超える日本有数の多雨地域である。年間における

おおよその季節区分としては，春（３・４月），初夏（５・６月），夏（７・８月），秋（９・10月），

晩秋（11月），冬（12～２月）となる。 

（２）地形・地質 

笠利地区は，中央を南北に縦断する山脈によって東海岸と西海岸に分けられる。東海岸では段丘

地形が発達した台地が広がり，海岸線の砂丘地形やサンゴ礁も発達している。西海岸では山地が海

岸まで迫り，山地に挟まれた狭い沖積平野が認められ，サンゴ礁と干潟が発達している部分がある。 

東海岸では，和野集落から土盛集落にかけて東西２列の砂丘列が拡がっている。奄美大島でも比

較的大きな規模の砂丘である。現在の海岸線に形成されている砂丘は，完新世新砂丘（約 2,000～

3,000 年前以後に形成された砂丘）と理解されているもので，弥生時代並行期以降の遺跡が分布してい

る。 

その背後の砂丘は，完新世古砂丘（約 6,000～7,000年前より以前に形成されている砂丘）と理解さ

れているもので，縄文時代後期・晩期頃及び中世の遺跡が分布している。史跡宇宿貝塚もこの砂丘

上に位置している。 

宇宿貝塚は，砂丘に所在していることから，史跡の本質的な価値を構成する要素として，その地

形的特徴の理解を深めておく必要もある。そこで，羽田麻美委員（自然地理）と砂丘地形を中心と

する自然環境調査を実施した。その調査報告の概要は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境調査（地形調査）調査概要 
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（３）植物相 

 史跡宇宿貝塚が所在する砂丘

地及びその周辺について，高美

喜男氏（奄美市文化財保護審議

会委員）と平城達哉（奄美市教育

委員会文化財課）で植生調査を

実施し，その分布状況を確認し

た。調査地は，宇宿貝塚が立地す

る古砂丘及び後背農耕地一帯を

調査地Ｘ，古砂丘形成後の砂丘

地住の宅地及び農耕地一帯を調

査地Ｙとした。 

 調査地Ｘにおいては，60 種の

植物が確認された。遺跡に影響を及ぼす可能性が考えられる植物種は，アカギ，ギンネム，トクサ

バモクマオウの３種が認められた。この３種は奄美大島へ移入されたもので，大木になると深く根

を張る樹木であることから，遺跡の保存に影響を及ぼしかねない。その他に確認された植物種は，

農耕地，住宅地や海岸に生育するものが大半を占めていた。 

 調査地Ｙにおいては，38種の植物が確認された。遺跡に影響を及ぼす可能性が考えられる植物種

は，ギンネムの１種のみだった。その他に確認された植物種は，古砂丘と同様に農耕地や海岸に生

育するものが大半を占めていたが，中には庭木として植えられているものも見受けられた。 

 先述したアカギ，ギンネム，トクサバモクマオウの３種は，幼木が散見されたので，今後の生育

状況を注視しておく必要がある。 

 

樹木の種類 和名 

樹木（35 種） 

シマグワ・タイワンウオクサギ・ツゲモドキ・アカギ・ガジュマル・ハマビワ・

ゴモジュ・オオバギ・トベラ・モクタチバナ・マルバチシャノキ・アカメガシ

ワ・ゲッキツ・マサキ・オオハマボウ・リュウキュウタラノキ・ヤブニッケイ・

シャリンバイ・フカノキ・ハマヒサカキ・ソテツ・フクマンギ・カンコノキ・

イヌマキ・オオシマコバンノキ・ホルトノキ・ギョクシンカ・クチナシ・ヤド

リフカノキ・トクサバモクマオウ・イヌビワ・リュウキュウエノキ・アカテ

ツ・ブッソウゲ・オキナワキョウチクトウ 

つる性（10 種） 

クズ・フウトウカズラ・オオイタビ・ノアサガオ・テリハツルウメモドキ・サ

ツマサンキライ・オキナワテイカカズラ・シラタマカズラ・ハマサルトリイバ

ラ・ムベ 

草本（15 種） 

アキノノゲシ・ヤブラン・カタバミ・ゲットウ・リュウキュウコスミレ・オニ

ヤブソテツ・ツルソバ・カラムシ・ニシヨモギ・タイワンソクズ・シロノセン

ダングサ・ススキ・キキョウラン・クワズイモ・アマクサシダ 

表● 調査地Ｘに生育する植物一覧 

2mm 2mm 

調査地Ｘ 

Ｘ 調査地Ｙ 

図● 植生調査地 



14 

 

樹木の種類 和名 

樹木（24 種） 

ガジュマル・ハマビワ・ソテツ・ゲッキツ・シマグワ・アカテツ・ヤドリフ

カノキ・オオシマコバンノキ・フクギ・モクタチバナ・ヤブニッケイ・タイ

ワンウオクサギ・オオバギ・オオハマボウ・トベラ・マサキ・イヌビワ・ホ

ルトノキ・サキシマフヨウ・センダン・オオムラサキシキブ・ギンネム・イ

ンドゴムノキ・ゴモジュ 

つる性（７種） 
フウトウカズラ・ハスノハカズラ・オオイタビ・ヘクソカズラ・テリハノブ

ドウ・ノアサガオ・リュウキュウガネブ 

草本（７種） 
ツルソバ・アキノノゲシ・オニヤブソテツ・タマシダ・ススキ・ゲットウ・

アマクサシダ 

表● 調査地Ｙに生育する植物一覧 

 

 

（４）動物相 

 史跡宇宿貝塚が所在する砂丘地及びその周辺の動物相の調査として，平城達哉（奄美市教育委員

会文化財課）が鳥類ルートセンサス調査ならびに夜間ルートセンサス調査を実施した。調査期間は

令和３年（2021）11月から令和４年（2022）10月までの１年間で，調査は月に１回の計 12回行っ

た。結果は以下のとおりである。 

 これらの調査を通して，多数の動物種の生息が確認されたが，遺跡に影響を及ぼす可能性のある

種は認められなかった。 

 

写真● アカギ 

 

写真● ギンネム 

 

写真● リュウキュウタラノキ 写真● ソテツ 
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①鳥類ルートセンサス調査 

 遺跡所在地内は，海岸，河川，農耕地，草地，森林等の自然環境が認められ，大瀬海岸や宇宿漁

港をはじめ，奄美大島でも有数の渡り鳥の渡来地が所在する。今回は鳥類の分布状況を把握するた

め，図●の調査ルートを自動車で走行し，目視もしくは鳴き声によって識別できた種を全て記録し

た。調査開始時刻は，午後３時からとした。 

 12 回の調査を通して，計 68 種の鳥類を確認した。そのうち，年間を通して同じ地域に生息する

留鳥が 13種，季節の移り変わりにあわせて移動する渡り鳥が 55種だった。これまでに奄美大島で

記録された鳥類は 315種である。今回の調査では，その約 22％が確認されたことからも，この地域

が鳥類にとって適した自然環境が残されているといえるだろう。 

全ての月で観察されたのは，留鳥のリュウキュウキジバト，アマミヒヨドリ，イソヒヨドリだっ

た。記録された留鳥は，われわれの生活圏内である住宅地や農耕地，草地などを主な活動場所とす

る種がほとんどだった。また，調査外の時間では，オーストンオオアカゲラやアマミコゲラなどの

キツツキの仲間，カラスバトも観察することができた。 

秋から春にかけては，多くの種類の渡り鳥が渡来してきており，大瀬海岸，大瀬海岸へ流れ出る

前川，宇宿漁港では，特に多くの水鳥が確認された。 

奄美大島には国際的にも希少な固有種が数多く分布している。今回の調査においても，環境省が

定めるレッドリストに掲載されている種が 14種確認された。 

また，表●に掲載していない種でも，渡り鳥の中継地として多くの鳥類が立ち寄っており，令和

２年（2019）４月には，調査地内の農耕地において，奄美大島で初記録となるオオカラモズも確認

されている。 

 
土地環境 和名 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

海 ヒシクイ ●            

海 ヒドリガモ  ●           

川・海 ハシビロガモ ●  ●          

川・海 コガモ ● ● ● ●        ● 

川 カイツブリ ● ●           

農・住 リュウキュウキジバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

海 カワウ  ● ● ● ● ●       

農 アマサギ       ● ●     

森・川 アオサギ ● ●    ●       

農・川 ダイサギ ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

農・海 チュウサギ ●   ●   ●  ●    

川 コサギ       ●    ● ● 

海 クロサギ   ●   ●  ●    ● 

海 クロツラヘラサギ         ●  ●  

農 リュウキュウヒクイナ           ●  

草・川・海 オオバン ● ● ● ● ● ●  ●     

海 ダイゼン ●     ●  ●     

海 ムナグロ ●  ● ● ● ●     ● ● 

海 コチドリ ● ● ● ● ● ●     ●  

草・海 シロチドリ    ●     ● ● ● ● 

海 メダイチドリ   ●   ● ● ●    ● 



16 

 

海 オオメダイチドリ ●            

川 セイタカシギ     ● ●  ● ●    

草 ハリオシギ           ●  

川 タシギ ●            

海 オオソリハシシギ      ●      ● 

農 コシャクシギ      ●       

海 チュウシャクシギ           ● ● 

海 アカアシシギ         ●   ● 

川 コアオアシシギ      ●       

海 アオアシシギ      ●  ●     

海 タカブシギ      ● ●      

川 イソシギ ● ●           

海 キョウジョシギ     ●       ● 

海 ミユビシギ   ●          

海 トウネン           ● ● 

海 ヨーロッパトウネン            ● 

川 ウズラシギ ●     ●       

海 サルハマシギ      ●       

海 ハマシギ ● ●           

海 レンカク        ●     

海 オニアジサシ ●            

海 コアジサシ        ● ●    

海 クロハラアジサシ        ●     

海 ミサゴ  ● ● ●         

農 トビ   ●          

森 ツミ     ●        

農・川・海 サシバ ● ● ● ●        ● 

森 リュウキュウアカショウビン        ●     

川 カワセミ    ●         

農 チョウゲンボウ    ●        ● 

森 リュウキュウサンコウチョウ       ●    ●  

森・川・海 リュウキュウハシブトガラス ● ● ● ●  ●  ● ●  ●  

農 リュウキュウツバメ  ● ●   ● ● ●  ● ● ● 

森・農 アマミヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

森・農・住 ウグイス ● ● ● ●         

森・農・住 リュウキュウメジロ  ● ● ●  ● ●  ●    

農 セッカ ● ●   ● ● ● ● ● ●   

住 ムクドリ     ●        

川 シロハラ  ●  ●         

農 ジョウビタキ ●   ● ●        

農・草・川 イソヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

農 ツメナガセキレイ           ●  

農・川 キセキレイ ● ●  ●       ● ● 

農・草 ハクセキレイ ●  ● ● ● ●      ● 

農 ホオジロハクセキレイ     ●        

農 タヒバリ     ●        

森 カシラダカ ●            

※森：森林，農：農耕地，住：住宅地，草：草地，川：河川，海：海岸を指す。 

表● 鳥類ルートセンサスで確認された鳥類 
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図■．鳥類ルートセンサスにおいて観察された鳥類の位置 
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写真● リュウキュウキジバト 写真● ダイサギ 

写真● アマミヒヨドリ 写真● イソヒヨドリ 

写真● クロツラヘラサギ 写真● サシバ 

 

②夜間ルートセンサス調査 

 奄美大島の動物相の特徴として，夜行性を示す動物が多く分布していることが挙げられる。それ

らの生息状況を調べるため，鳥類ルートセンサスと同様の調査ルート（図●）を自動車で走行し，

目視もしくは鳴き声によって識別できた脊椎動物（哺乳類・鳥類・両生類・爬虫類）を全て記録し

た。なお，調査開始時刻は，日没 30分後とした。 

 12回の調査を通して，鳥類７種，両生類６種，甲殻類２種が確認された。11月と 12月に記録さ

れたトラフズクは，主にネズミ類を主食とするフクロウの仲間で，奄美大島では冬鳥に分類される。

今回の調査では確認されなかったものの，農耕地には外来種のクマネズミやワタセジネズミ等が十
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分に生息していることが予想される。この地で越冬はしなかったと想定されるものの，一時的な休

息地として利用されていたと考えられる。 

調査以外の時間では，爬虫類のアカマタとハブも確認された。 

 また，国内希少野生動植物種に選定されているアマミヤマシギ，国指定天然記念物のムラサキオ

カヤドカリ，オカヤドカリをはじめ，法律・条例で保護されている種が記録されるとともに，環境

省が定めているレッドリストに掲載されている準絶滅危惧（NT）が２種確認された。 

 
分類群 和名 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

鳥類 リュウキュウコノハズク ●     ● ●  ● ●   

鳥類 リュウキュウアオバズク ●            

鳥類 トラフズク ● ●           

鳥類 サシバ ●            

鳥類 アマミヤマシギ ● ●  ● ●  ●  ●   ● 

鳥類 シロハラ  ●           

鳥類 アカハラ     ●        

両生類 リュウキュウカジカガエル ●    ●  ● ●  ● ●  

両生類 アマミアオガエル   ● ● ●        

両生類 ハロウェルアマガエル        ● ●    

両生類 ヒメアマガエル      ●       

両生類 ヌマガエル          ● ● ● 

両生類 アマミシリケンイモリ  ●   ●        

甲殻類 ムラサキオカヤドカリ  ●       ●  ●  

甲殻類 オカヤドカリ           ●  

表●．夜間ルートセンサスで確認された動物種 

 

写真● アマミヤマシギ 写真● アマミアオガエル 

写真● オカヤドカリ 写真● ムラサキオカヤドカリ 
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図■．夜間ルートセンサスにおいて観察された動物種の確認地点 
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３ 歴史的環境           

 

（１）時代区分 

 奄美群島は，北海道・沖縄県と同様に，い

わゆる教科書的日本史とは異なる歴史を歩

んだ地域である。その時代区分は複雑で，歴

史学界で共通認識された時代区分が未だ存

在しない。特に先史時代から琉球国統治時

代に至るまでの考古学的時代区分は，沖縄

考古学における時代区分がしばしば適用さ

れているが，奄美群島における考古学的成

果は沖縄諸島と必ずしも同一の様相を示し

ているわけではない。 

本書では，奄美博物館で用いられている

時代区分に従い，説明を進めていく（表■）。                       

（２）先史  

①旧石器時代                       

旧石器時代は，約 30,000 前に噴火・降灰

した姶良 Tn 火山灰の堆積層が，土浜ヤーヤ

遺跡（奄美市笠利町），喜子川遺跡（奄美市

笠利町），ガラ竿遺跡（伊仙町）等で確認さ

れ，その下層から遺跡が確認されている。こ

のことから，既に旧石器時代には奄美群島で

人類活動が開始されていた事実が理解でき

る。                                        

②縄文時代                   

 縄文時代は，沖縄島まで広義の縄文文化圏に含まれるが，先島諸島では縄文文化とは異なる南方

的文化が営まれていた。奄美群島における縄文時代開始期の様相は，長らく約 6,000 年～7,000 年

前の前期段階までしか確認できず，判然としない状態が続いていた。平成 28年（2016），徳之島の

下原洞穴遺跡（天城町）から約 13,000～14,000 年前に位置づけられる隆帯文土器が発見され，草

創期にさかのぼることが明らかとなった。約 10,000 年前に氷河期（最終氷期）が終わると気候は

温暖化しはじめ，それに伴い海水面の上昇が続いた。約 7,000 年前にはピークに到達し，「縄文海

進」と呼ばれている。その時に，現在の海岸線よりも離れた後方に海岸砂丘（古砂丘）が形成され，

ぞう 

きしかわ 

したばるどうけつ りゅうたいもん 

表■ 奄美群島の時代区分 

写真●  旧石器時代の礫群（喜子川遺跡） 
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縄文時代前期～晩期頃の遺跡が分布してい

る。 

約 3,000 年前には定住的な集落の形成が

活発化しはじめ，縄文時代晩期後半から終

末にかけて，ハンタ遺跡（喜界町），宇宿貝

塚（奄美市笠利町），宇宿小学校遺跡（奄美

市笠利町），城サモト遺跡（奄美市住用町），

塔原遺跡（天城町），住吉貝塚（知名町），上

城遺跡（与論町）等，集落遺跡が奄美群島全

域から確認されている。大型石皿や磨製石

斧，骨角器や貝製品等が発達した南島特有の縄文文化が繁栄した。 

③弥生時代並行期 

日本史上，弥生時代に大陸から伝来した農耕社会が形成されるが，南西諸島では種子島・屋久島

まで稲作農耕を基本とする弥生文化の影響を受けるものの，トカラ列島以南の島嶼地域では稲作農

耕文化は定着せず，縄文時代から引き続いて漁撈採集社会が営まれていた。しかし，九州地方にお

ける政治的社会の有力階層は，ゴホウラ・イモガイ等の貝製装身具を使用しており，その材料とな

る南海産大型貝類は，奄美群島以南の島嶼地域と遠隔地交易を行い入手していた。奄美・沖縄地域

と九州地域の間では，貝交易が行われ，社会的交流が続いていたと認識されている。 

約 3,000年前から 1,000年程度，気候が寒冷化したと考えられ，それに伴い海水面の低下が認め

られている（弥生の小海退）。この時に形成されはじめた海岸砂丘が現在の海岸線に発達している

砂丘（新砂丘）であり，弥生時代以降の遺跡が多数形成されるようになる。 

④古墳時代並行期～古代 

弥生時代における農耕社会の形成は政治的社会の発展へ繋がり，続く古墳時代には近畿地方に大

和政権が誕生し，北は岩手から南は鹿児島（主に大隅半島）までの地域に古墳文化が波及した。一

方で南西諸島には，古墳の造成は認められず，弥生時代に引き続き，貝製装身具の素材となるゴホ

ウラ・イモガイ等の南海産大型貝類を介した遠隔地交易が，奄美群島以南の島嶼地域と行われてい

た。 

古墳時代並行期後半頃になると，ゴホウラ・イモガイ等に代わってヤコウガイの利用が目立つよ

うになる。用ミサキ遺跡（奄美市笠利町），土盛マツノト遺跡（奄美市笠利町），小湊フワガネク遺

跡（奄美市名瀬）では，当該期におけるヤコウガイが大量に出土した遺跡として注目されている。 

特に小湊フワガネク遺跡からは，掘立柱建物跡・炉跡・貝製品集積遺構等の遺構，多量の当該期

の在地土器（兼久式土器）・搬入土器（土師器等）・ヤコウガイ製品・イモガイ製貝札等を含む多様

な貝製品等の人工遺物や，食料残滓の魚貝類・甲殻類・獣骨等の自然遺物も確認されている。この

うしゅく 

ぐすく 

 とうばる すみよし 

ぐすく 

写真● 縄文時代の石組竪穴住居跡（宇宿貝塚） 

うわい 
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ため，当該期における生業活動，食料資源を解明するための遺跡として注目すべきものであり，弥

生時代並行期に引き続いて，漁撈採集社会が営まれていた様子を理解することができる。 

宇宿貝塚及びその周辺遺跡からも，当該期のスセン當式土器・兼久式土器は確認されているが，

出土数も僅少で，遺構等も伴っておらず，その様相は判然としない。 

『日本書紀』，『続日本紀』には，

７～８世紀にかけて，律令国家に

よる地方統治政策が薩南諸島を中

心とする南島地域まで展開されて

いた様子が記載されている。日本

の文献における奄美群島や琉球諸

島の初出となる。また太宰府跡（福

岡県）から，「㭺美嶋」（奄美大島）

「伊藍嶋」（沖永良部か）の島名が                       

記載された 8世紀前半（奈良時代）

の木簡も発見され，文献史料の記載を裏付けるものとして重要である。 

しかし，考古学側では奄美群島・琉球諸島で平安時代まで貝塚遺跡が営まれ，社会の代表を中央

政府に派遣するような政治的社会は形成されていないと理解されてきた。奄美大島では，小湊フワ

ガネク遺跡や土盛マツノト遺跡のように，生業活動の中心は漁撈採集であるものの，鉄器を所有し，

ヤコウガイを主体とした貝製品の集中的生産をしていた「ヤコウガイ大量出土遺跡」が確認され（写

真■），当該期の島嶼社会が漁撈採集社会に留まらなかった可能性が再検討される契機となった。 

（３）笠利地区の縄文時代 

先史時代人の足跡は後期旧石器時代からたどることができるが，続く縄文時代草創期及び早期の

様相は判然としない。南九州の国史跡・栫ノ原遺跡（南さつま市）等で草創期の文化層から出土し

ている磨製丸ノミ型石斧と類似する石斧が，笠利地区から数点確認されているものの，いずれも出

土状況が不明であり，時期の特定はできていない。現状では，縄文時代のもっとも古い生活の痕跡

が確認できる遺跡は，縄文早期末から前期初めにかけての爪形文土器が出土した喜子川遺跡，宇宿

高又遺跡（奄美市笠利町），土浜イャンヤ洞穴遺跡（奄美市笠利町）である。 

サンゴ礁が未発達だった縄文時代の前半は，獲物を求めて移動する生活が中心であったと考えら

れる。縄文時代を通じて重要だった陸上の動物タンパク源はリュウキュウイノシシで，またウミガ

メ等も食料としていた。本土の縄文時代の重要な動物タンパク源であった鹿は，奄美・沖縄では 2

万年以上前に絶滅しており，縄文時代には生存していなかったと考えられている。宇宿小学校遺跡

では縄文時代前期の文化層から犬の埋葬遺構が確認されており，当時から犬が狩猟犬として大事な

存在であったことがうかがえる。 

あまみ いらん 

かこいのはら 

うしゅくたかまた 

写真● 小湊フワガネク遺跡のヤコウガイ集積遺構 
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植物性の食料資源として重要な位置を占めていたのはシイの実である。宇宿貝塚では縄文時代後

期の土壙や縄文時代晩期の竪穴住居跡内から炭化したシイの実が多く検出されている。シイの実等

をすりつぶすための道具である石皿や磨石等の石器も縄文時代後期から縄文時代晩期の遺跡で多

く出土している。また，蒸し焼き料理のための調理施設と考えられる集石遺構は，喜子川遺跡の旧

石器時代の層からも確認されているが，万屋下山田遺跡（奄美市笠利町）等の縄文時代後期の遺跡

でも多く確認されており，長期にわたって利用されていた調理方法の一つであったことが理解でき

る。 

サンゴ礁が発達してくる縄文時代後期になると，サンゴ礁内で採れるヤコウガイ・チョウセンサ

ザエ・マガキガイ等の貝類やブダイ・フエフキダイ・ベラ等の魚類が主要な食料に加わり，定住生

活が可能になってきたとみられ，貝塚が形成され始めるのもこの頃からである。 

笠利地区において，竪穴住居跡が確認されるのは縄文時代後期に入ってからで，長浜金久Ⅱ遺跡

から１基確認されたほか，宇宿小学校遺跡（奄美市笠利町）では縄文時代後期のものとみられる掘

立柱建物跡１基，宇宿貝塚からは貯蔵穴とみられる土壙群も見つかっている。縄文時代晩期になる

と，竪穴の四方に人頭大の石を積み上げる方形の竪穴住居跡が出現する。宇宿小学校遺跡では少な

くとも 7基，宇宿貝塚でも２基確認されている。石組みの竪穴住居跡は奄美・沖縄の縄文時代後期

から弥生時代前期にかけてみられる地域的特徴をもつ住居形態で，床面から柱穴が見つからないも

のが多く，本来は石壁がある程度の高さまで立ち上がり，その壁が屋根を支える構造であったと考

えられる。ウフタⅢ遺跡（龍郷町）では，壁が 80cm 近くまで立ち上がった状態で残存する弥生時

代前期並行期頃と考えられる竪穴住居跡も確認されている。このような形態の住居構造は，日本本

土では確認されていない。住居のサイズは，１辺が２ｍ代の小規模のものが多いのも特徴である。 

また，九州本土の轟式系土器の影響を受けた条痕文土器や，九州西海岸部を中心に広く分布する

曽畑式土器の影響を受けた土器が宇宿高又遺跡やケジ遺跡（奄美市笠利町）等から出土しているこ

とから，本土との交流は少なくとも縄文時代前期から確認できる。 

一方で，下原洞穴遺跡や三角山Ⅰ遺跡（中種子町）などでは，縄文時代草創期の隆帯文土器が確

認されているが，現在のところ，奄美大島では確認されていない。 

縄文時代後期から晩期には，九州本土から持ち込まれた黒曜石が宇宿貝塚を始め，複数の遺跡で

確認されている。また，主に東北や北陸などに分布する底面にＸ字状等の加工を施した石皿と同様

のデザインの石皿が宇宿貝塚及び宇宿小学校遺跡で確認されている点や，工字文などの文様を特徴

とする東日本系土器がウフタⅢ遺跡や手広遺跡（龍郷町）などで確認されている点も特筆される。 

（４）中世 

日宋貿易の開始以降，九州南方海域を指すと考えられる「キカイガシマ」の名称が，史料に現れ

る。同時期の 11 世紀代に，奄美群島では農耕が開始され，九州地域の土師器・須恵器・滑石製石

鍋・滑石混入土器・焼塩土器（布目圧痕土器）・高麗の無釉陶器・宋の白磁・越州窯青磁等の搬入遺

まんやしもやまだ 

さんかくやま 
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物が多数出土し，大規模な掘立柱建物群が確認された国史跡・城久遺跡（喜界町）や高麗無釉陶器

に技術的系譜を持つ陶器の生産が行われた国史跡・徳之島カムィヤキ陶器窯跡（伊仙町）等が確認

されている。奄美群島に出現したこれらの遺跡の中世的容器組成は，琉球列島にも波及し，沖縄の

時代区分で用いられるいわゆる「グスク時代」開始の契機となるものである。 

中国が，宋，元，明と大国の興隆と滅亡を繰り返す激動の時代を迎えていた時期，13世紀末頃か

ら沖縄島には世界文化遺産に登録されている大型城塞型グスク群が出現しはじめる。奄美群島では，

国史跡・赤木名城跡をはじめとする本土地域の中世山城型の城郭遺跡が奄美大島を中心に構築され

るようになる。 

宇宿貝塚が所在する宇宿地区と周辺には，このような城塞型グスクの構築は認められていないが，

宇宿貝塚や近接する宇宿ダンベ山遺跡，万屋グスク遺跡では，同時期の土壙墓が確認されている。

また，宇宿貝塚と万屋グスク遺跡では，用途不明のⅤ字状の溝も確認されている。さらに万屋グス

ク遺跡では，庭園や池の跡も確認されており，このような遺跡からは，須恵器・滑石製品・滑石混

入土器・白磁・青磁・カムィヤキ等が確認されている（図■）。 

大型城塞型グスク群が出現した沖縄島で，山北・中山・山南の三按司が勢力を広げ，明に朝貢し

はじめた直後の永享１年（1429年）に「琉球国」が誕生した。 

（５）琉球国統治時代以降 

①琉球国統治時代 

 奄美群島は，15 世紀中葉頃から 17 世紀初頭まで，琉球国の統治下に置かれていた。琉球国の地

方行政制度である「間切」が施行され，奄美大島は ７間切（笠利間切・古見間切・名瀬間切・住用

間切・屋喜内間切・東間切・西間切）に区分された。琉球国の奄美大島統治の拠点は，大笠利集落

（奄美市笠利町笠利）に置かれていたと考えられている。 

②薩摩藩統治時代 

 薩摩藩による慶長 14 年（1609）の軍事侵攻の結果，奄美群島は，琉球国の統治下から事実上分

離され，薩摩藩の直轄地域として支配されるようになる。琉球国が施行した間切制度は引き継がれ，

元禄年間（1688年～1703年）には，笠利間切（赤木名方・笠利方），古見間切（古見方・瀬名方），

名瀬間切（龍郷方・名瀬方），住用間切（住用方・須垂方），屋喜内間切（大和浜方・宇検方），東間

切（東方・渡連方），西間切（西方・実久方）の７間切 14方で構成されていた。 

 現在の笠利地区は，薩摩藩統治時代における笠利間切で構成されている。笠利間切は，笠利方（屋

仁・佐仁・用・笠利・手花部・喜瀬・用安の７集落）と赤木名方（辺留・須野・宇宿・万屋・節田・

平・赤尾木・芦徳・里・赤木名の 10集落）に区分されていた。 

まぎり 

やきうち ひぎゃ 

かさり こみ なぜ すみよう 

にし 

すたる 
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③近代 

 享和１年（1801）に，薩

摩藩の仮屋が名瀬の伊津

部に移転されると，官公

庁の変遷に伴いながら寄

留商人を中心に名瀬の街

の形成が始まる。明治政

府による明治４年（1871）

の廃藩置県後，薩摩藩は

「鹿児島県」となり，明治

８年（1875）に名瀬の伊津

部仮屋が廃止され，新た

に「大島大支庁」が名瀬金

久村に設置されるのであ

る。それ以後，昭和時代に

なるまで鹿児島県の島嶼地域をめぐる行政管轄区域の編成は何度も繰り返され，複雑に変遷した。 

 明治 12 年（1879）には郡区町村編制法の施行に伴い，奄美群島は大島郡として鹿児島県大隅国

に編入され，大島郡役所が名瀬金久村に設置された。旧来の間切制度を踏襲する形で，間切の下部

に置かれた「方」は，小区として移行した。小区には戸長が置かれることになり，島役人の与人が

戸長に任命されている。 

 明治 41年（1908），島嶼町村制が施行され，トカラ列島は十島村に，奄美大島は笠利村・龍郷村・

名瀬村・住用村・大和村・焼内村・西方村・東方村・鎮西村・実久村の 10箇村が成立した。笠利方

の内，赤尾木村と芦徳村は，これにより，龍郷村に編入されることとなった。島嶼町村制は，大正

9年（1920）に廃止された。       

④米軍占領統治時代～現代 

 日本敗戦により，昭和 21年（1946）に南西諸島の北緯 30度以南の島嶼は，アメリカ占領軍沖縄

海軍軍政府の行政統治下に入る。同年，名瀬町は市制を施行して名瀬市となり，北部南西諸島軍政

府が開設された。 

昭和 27年（1952）２月 10 日，北緯 29度以北の十島村が日本に復帰した。昭和 26年（1951），

奄美大島日本復帰協議会の発足を契機に，奄美群島全域で日本復帰に向けた住民運動が展開されは

じめ，昭和 28年（1953）12月 25日に奄美群島は日本復帰を果し，ふたたび鹿児島県となった。 

北緯 27度以南の琉球諸島（沖縄諸島・先島諸島）が日本に復帰したのは，奄美群島の日本復帰 

から 19年後の昭和 47年（1972）５月 15日である。 

図■ 薩摩藩統治時代の間切区分 
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日本復帰後の昭和 36年（1961），

笠利孫は，円滑な自治行政の伸展

と産業，経済，文化の飛躍的発展の

推進，住民による振興意欲の増進，

生活の安定を目的に町制を施行し

て笠利町となり，奄美空港の着工，

笠利崎灯台設置等，開発の進行が

みられるようになった。そして，平

成 18年（2006），名瀬市・住用村・

笠利町の３市町村が合併，「奄美市」

が誕生して今日に至る。 

 平成 15年（2003），奄美群島は日本復帰 50周年の節目を迎え，平成 25年（2013）に日本復帰 60

周年，平成 30 年（2018）に日本復帰 65 周年の記念行事が行われている。また，令和５年（2023）

には日本復帰 70周年記念を迎える。 

（５）古地図にみる宇宿 

幕末，アジアに進出してきた欧米諸国に対して，江戸幕府は，天保 13 年（1842）及び嘉永 2 年

（1849）に「海岸防備」の強化を図る施策を打ち出し，全国諸藩に海岸絵図の作成を命じている。 

奄美大島においても，嘉永４年（1851），「英夷」からの防衛を図るために海岸防備図の作成が進

められた。薩摩藩の上級藩士・名越左源太が奄美大島に遠島されていた嘉永 5 年（1852），琉球国

図■ 米軍占領統治下の南西諸島の日本返還課程 

図■ 「大島古図」（鹿児島県立図書館所蔵）における笠利間切笠利方 
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の勤務経験もある汾陽次郎右衛門が率いる一行が作成した奄美大島の精密な地図が「大島古図」と

呼ばれる海岸防備図である（図■）。 

この「大島古図」の笠利間切笠利方の箇所には，現在の宇宿集落及び万屋集落がある位置に「宇

宿村」「萬屋村」と記載がある。海岸には，「亀瀬」の表記も確認することができ，宇宿集落で，「フ

ースィ岩」と呼ばれている大きな岩であると考えられる。さらに，小舟が出入りする河川について

の記述もあり，現在より川幅は広く，水深も深かったと考えられる。 

また，「大島古図」中には，現在の城間集落についての記載はなく，土盛集落については，人家が

15軒ありとの記述が認められる。他にも，土盛に異国人上陸との記述もあり，土盛集落では，現在

でも伝承として残されている。 

 

４ 文化・経済                                  

 

（１）史跡宇宿貝塚に至る交通アクセス 

 奄美大島における交通は，ほぼ陸上交通（車両）での移動手段に限られている。昭和 30 年から

40 年代頃まで，船による海上交通を主としていたが，現在は島を南北に縦断する国道 58 号線を基

軸として県道 82 号線（竜郷奄美空港線）・県道 601 号線（佐仁万屋赤木名線）・県道 602 号線（佐

仁赤木名線）が笠利半島外周分を一回りしている。その他，市道等が生活道路として整備されてい

る。 

 車両による名瀬地区の市街地から史跡宇宿貝塚が所在する宇宿貝塚史跡公園までの道のりは，主

に二通りある。ひとつは，名瀬地区から国道 58 号線を北上し，龍郷町赤尾木集落の交差点を右折

して県道 82 号線に入る。そこから笠利地区の東海岸沿いを北上したところに奄美空港がある。奄

美空港を起点とする県道 601号線をさらに北上して宇宿集落を過ぎ，左側に宇宿貝塚史跡公園があ

る。ここまでの所要時間は，47分程度である。もうひとつは，名瀬地区から国道 58号線を北上し，

龍郷町赤尾木集落の交差点をそのまま直進し，道なりに進んで笠利地区の里集落（赤木名）の交差

点を右折して県道 601号線に入る。そこから太陽が丘総合運動公園や農耕地を通過し，笠利地区の

万屋集落の交差点を左折して県道 82 号線を南下する。そして，２分程北上した後，左側に宇宿貝

塚史跡公園がある。ここまでの所要時間は，50分程度である。 

 宇宿貝塚史跡公園は，奄美空港から近く，県道沿いに立地しているため，アクセスが容易な位置

にある。奄美空港から宇宿貝塚史跡公園までの道のりは，ほとんど土地の起伏がないため，自転車

や徒歩で訪れる観光客も見受けられる。 

 奄美大島内の公共交通機関は，路線バスやタクシーが利用される。路線バスを利用する場合，名

瀬市街地から奄美空港行きの連絡バスに乗り（55 分程度），空港から佐仁行きのバスに乗り換え，

宇宿郵便局前のバス停で降りる。そこから北方向に 400ｍ程度歩いたところに宇宿貝塚史跡公園が
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見えてくる。 

 かつては，海上交通の手段として，宇宿漁港と喜界島港湾を繋ぐ不定期フェリーが運航されてい

た。しかし，利用客が少なかったため，現在は廃止されている。 

（２）生業活動 

①農業 

奄美大島の年間の平均気温は 20℃を超え，四季を通じて温暖であり，年間降水量は 2,000ｍｍを

超す。霜・雪害はないが，夏の台風・冬の日照不足・温暖ゆえ長期間の虫害等，農業に適している

とは言い難い。 

現在，宇宿小学校校区内（崎原集落・須野集落・土盛集落・宇宿集落・城間集落・万屋集落）の

農地は，ほぼサトウキビを主体とした畑地である。サトウキビは，台風の被害を受けても完全に枯

死することはなく，冬場の収穫・植え付け期以外の労働投入時間も少ないことから，現在でも奄美

地域の基幹作物である。また，温暖な気候を活かして，端境期には，カボチャ等の野菜が出荷され

ている。サトウキビがあまり育たない砂丘上の畑では，サツマイモや落花生等が栽培されている。 

宇宿集落の農家 1 戸あたりのサトウキビ収穫面積は 300.7a に達し，戸数は 19 戸である（2022

年）。笠利地区は，奄美大島におけるサトウキビ栽培の核心地域ともいえ，大島のサトウキビ生産量

26,749ｔのうち，約 91％の 24,419ｔにものぼる（2021年）。収穫したサトウキビは里集落（赤木名）

にある大型製糖工場の富国製糖へ出荷され，粗糖（白糖の原料糖）に加工される。さらに九州へ出

荷されて，外国産の原料糖と合わせて再度精製されたものが白糖商品として店舗に並ぶ。 

農業形態としては，サトウキビ専作のほか，サトウキビと肉牛飼養，サトウキビと施設園芸を組

み合わせた複合経営等，サトウキビ作を中心とした様々な形態がみられる。 

昭和 36 年（1961）にこの大型製糖工場が操業を開始するまでは，宇宿集落に３箇所・万屋集落

に２箇所の黒糖工場があり，10～30人程の組合が組織され，各家が順番に黒糖を生産していた。 

戦後には，ほとんどの家庭で米の作付けをしていたが，灌漑施設は，天水・地水を頼っており生

産量は低く自給用であった。その他自家用として，バナナ・パパイヤ・バンシロウ等の果樹，バレ

イショ・アズキ・ソラマメ・トウガン・トッツブル・フル（ニンニク）・キュウリ・ニラ・ニガウリ・

ダイコン・ナス・フダンソウ等の野菜が作られていた。 

大型製糖工場の操業により原料となるサトウキビの増産が進められ，昭和 47 年（1972）に始ま

る畑地総合整備事業やコメの減反政策により，田から畑への転換が進み，宇宿集落では昭和 56 年

（1981）には水田がなくなった。それに伴い，ユイバタと呼ばれるキビ刈や田植え時の共同労働は

消滅したという。 

②漁業 

 宇宿小学校校区内には，宇宿漁港と万屋漁港が建設されている。各集落の漁業従事者は少なく，

小型漁船による網漁や釣漁が行われている。現在は，宇宿漁港は，ホエールウォッチングの出港地



30 

 

のひとつとなっており，冬期には多くの船に利用されている。 

 東海岸は，サンゴ礁地形が発達しているため，宇宿集落前面でも大潮時にはリーフ内で貝類やタ

コを獲る等，季節に応じて自家消費用の海産物が収穫されている。 

③畜産業 

 宇宿集落では，豚や山羊を飼育しているところはなく，校区内において食用の肉牛の肥育・繁殖

を行っている農家がわずかに認められる。奄美大島家畜市場では，１年に６回のセリが行われてお

り，１回で約 170頭の子牛が取引される。品種は，黒毛和牛で鹿児島県本土へ出荷されている。 

 かつては，女性の仕事として，集落内の豚や山羊が飼育されていた。年末になると，各家で飼育

していた豚をつぶし，正月をはじめ各行事や祝いの時に食していた。豚は，芋や野菜くず，残飯等

を食べ，シマブタと呼ばれた。また，豚は，痒そうなところを竹の棒でさすると，気持ち良くなり，

太って良い豚になったという。 

 山羊も各家で数頭飼育されていた。繁殖力があり，餌となる草やつる等の自給も容易であるため，

豚に比べると手軽に利用された。食用以外の利用方法として，皮はチヂンと呼ばれるクサビ締めの

太鼓に使い，サンシンの皮を山羊で代用することもあったという。角もサンシンのカナクリ（糸巻）

に使われ，毛は筆に利用された。 

 牛は，昭和 14～15 年頃まで各家で，芋・ぬか・おかゆなどをエサにして１～２頭ほど飼育され

ていた。牛の飼育は，豚や山羊と違い，男の仕事であった。牛の役割は，主にサトウキビの運搬や

圧搾，畑の耕運等の使役用である。また，その糞は，農作物の肥料として，重要視されていた。戦

前には，ハマオレの余興として闘牛も行われていたようである。闘牛用の雄牛の餌には，特別にコ

メやサツマイモが与えられた。 

④大島紬 

 大島紬は，明治時代以降，サトウキビ栽培と並んで奄美大島の基幹作業であった。奄美大島では，

昭和 20年（1945）に空襲の影響等もあり，一度は生産がなくなった。しかし，戦後には生産が再開

され，昭和 47 年（1972）の生産反数がピークの 281,146 反に達した。その後，需要の低下ととも

に減り続け，令和３年度には 3,290反まで減少している。宇宿集落にも，販売所が 1店舗運営され

ている。 

機織りは，締め機や泥染め等の工程を除き，ほとんどが女性の仕事で，自宅あるいは工場で賃織

りをしていた。宇宿集落には，かつて２か所の工場があった。織工数も多く，昭和 46年（1971）に

は，宇宿集落に 55人いたようだが，現在はわずかに在宅の織工がいる程度である。万屋集落には，

織工を養成する奄美市織工養成所があり，各地に織工を輩出している。 

（３）観光 

 宇宿集落は，奄美空港以北を観光する際，必ず通る集落であり，宇宿小学校校区内には複数の観

光地が存在している。 
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○宇宿集落 

［大瀬海岸］ 

干潮時には，リーフが出現し，そこには年間を通して多くの渡り鳥が飛来する。奄美大島有数の

野鳥観察スポットである。 

○土盛集落 

［土盛海岸］ 

奄美大島を代表する海水浴場である。大きく湾曲した白砂の浜と，エメラルドグリーンから濃青

へと変化する海の色との対比が圧倒的な美しさを誇る。年間を通して多くの観光客が訪れる。 

○須野集落 

［奄美市歴史民俗資料館］ 

昭和 45年（1970）に「笠利町歴史民俗資料館」として開設され，戦前からの民俗資料及び笠利地

区における考古資料を展示している。 

［あやまる岬観光公園］ 

太平洋に突き出した台地最上部には，展望台・観光案内所・カフェが整備されている。ここから

の眺めは絶景で「奄美十景」のひとつに数えられている。台地の下には，芝スキー・ゲートボール

場の他，各種遊具が整備されている。海岸の一部は，海水プールとしても整備され，子どもから大

人まで楽しめる公園として親しまれている。 

また，約３ヘクタールのソテツ群生地は，「ソテツジャングル」と呼ばれていて，散策用の遊歩道

が整備されている。ソテツジャングルの一部は，周知の埋蔵文化財包蔵地「アヤマル第２貝塚」が

所在している。 

○崎原集落 

［あやまる牧場］ 

あやまる観光公園のすぐ北に，県道に面して民間福祉施設が経営する牧場がある。トカラウマを

飼育し，乗馬・引馬体験等ができる。 

 

５ 文化財                                    

 

（１）周辺文化財群 

 宇宿小学校の校区内には，史跡宇宿貝塚をはじめとする数多くの文化財が存在している。 

○宇宿集落大瀬地区 

［アストホゾン］ 

ソテツ畑の麓に湧き出る泉（イジュンゴ）で，飲み水としても利用されていたが，ユタ神様が禊

をする「アムィゴ」として聖水的な利用もされていた。 
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［フースィ岩］ 

 大瀬海岸の波打ち際にあり，昔から子供たちの遊び場であった。岩を登り，岩上からコモリ（潮

溜まり）に飛び込むと，一人前として扱われ，大人の仲間入りになる， 

○宇宿集落宇宿地区 

［宇宿高又遺跡］（奄美市指定文化財（史跡）） 

 圃場整備事業に伴う用水路建設の際に発見され，昭和 52 年（1977）に熊本大学考古学研究室に

よって発掘調査が実施された。縄文時代前期～中期の遺跡で，曽畑式土器・条痕紋土器・乳房状尖

底土器等が確認され，縄文時代に奄美と九州との交流があることが判明した。昭和 51 年 12 月 25

日に旧笠利町指定文化財となり，現在まで至っている。 

［宇宿小学校遺跡］ 

 宇宿小学校の校舎改築工事に伴って，平成 12年（2000）に発掘調査が実施された。その結果，縄

文時代前期・中期・後期・晩期の４時期の文化層が確認された。縄文時代晩期の遺構である竪穴住

居跡や多くの土器・石器等が発見されている。さらに，約 6,000年前（縄文時代前期）の埋葬犬が

２体見つかっている。 

［宇宿トフル墓］ 

 宇宿小学校の北西にある墓地の崖下に所在し，４基確認することができる。風葬が主体であった

薩摩藩統治時代や明治時代初期頃まで利用されていたと考えられる。 

［泉家住宅］（国指定重要文化財（建造物）） 

 明治時代初期に建てられた民家で，座敷の「おもて」と台所の「とぉごら」の２棟から構成され

ている。この２棟分棟型の家屋構成が，奄美の民家の特徴である。 

敷地内には，「くら」と呼ばれる高倉や「こぉ」と呼ばれる井戸がある。敷地の周囲には，土塁が

めぐらされ，その上に防風林が植栽されている。このような伝統的な屋敷空間が現在まで揃ってい

る民家であるため，平成６年（1994）７月 12日に国指定重要文化財（建造物）となった。 

［宇宿神社］ 

 住吉神社と菅原神社を合祀し，文政 12年（1829）に建立した。明治 18年（1885）以降に赤木名

の戸長・伊集院清と昇善道等により，宇宿校区の氏神となった。毎年旧暦の６月には，六月燈の祭

礼を開き，家運隆盛，豊年満作を祈願する。 

○城間集落 

［城間トフル墓群］（鹿児島県指定文化財（史跡）） 

 標高約 16ｍの位置に所在し，１号墓から９号墓まで分布している。クールと呼ばれる凝結砂層を

くりぬいて，ほぼ同じ大きさに作られており，明治時代初期頃まで利用されていたと考えられる。

基本的な風葬の形式をもっており，南西諸島における特徴的な葬制を示す墓群の北限にあたる史跡

として位置づけられ，平成５年（1993）３月 24日に鹿児島県指定文化財となった。 
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［共同井戸］ 

 サンゴの切石の井戸で，浜に出る道の途中にあり，かつては飲み水や畑に散水する水として利用

されていた。 

○万屋集落 

［万屋グスク遺跡］ 

 平成８年（1996）に県道万屋・赤木名線の拡幅工事に伴って発掘調査が実施され，中世の埋葬人

骨８体や掘立柱建物跡，池状の遺構等が確認されている。また，宇宿貝塚で確認されているものと

似たＶ字状の溝も見つかっている。 

［共同井戸］ 

 集落内の道沿いにあり，かつては，飲料水を汲むための井戸として利用されていた。現在は，使

用されておりず，コンクリートの蓋がかぶせられている。 

フースィ岩 

図■ 宇宿集落の周辺文化財群① 
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○崎原集落 

［アヤマル第２貝塚］（ソテツジャングル） 

昭和 53 年（1978）に今後の埋蔵文化財保護を目的とし，遺跡の性格を確認するために発掘調査

を実施されている。縄文時代後期～古代頃までの複合遺跡で，多くの土器や石器・貝類・魚類等が

出土している。長きに渡って人々が住み，目の前のサンゴ礁とともに生活していた様子が確認され

た。ここの上は，ソテツジャングルの遊歩道となっており，歩いて見学することができる。 

○須野集落 

［須野ホジョロムィ］ 

 かつて須野と用には，ホジョロムィ（豪傑）がいて，お互いの勢力を牽制していたと伝えられて

いる。対決したホジョロムィは，互角の戦いで決着がつかないまま２人とも死亡した。そして，死

後も戦い続け，今でも須野の海岸には青い火が，用の海岸には赤い火が見えるときがあると言い伝

えられている。 

［ノロ墓］ 

 方形の板石墓で，ビーチロックやサンゴを使って作られており，ノロ墓だと伝えられている。板

石墓は，大島北部に分布しており，笠利地区でも各地で認められる。宇宿集落や喜瀬集落，辺留集

落等にも見られる。 

［厳島神社］ 

 小高い丘に建てられており，海の女神を祭っている。ここで六月燈も行われている。 

［フー石］ 

 聖地として扱われおり，岩を覆う木等を切ってはいけないと言われている場所である。 

○土盛集落 

［土盛子だき石］（奄美市指定文化財） 

 サンゴ礁が形成した石灰岩が浸食されて，砂岩の円礫が残されているもので，その格好が子ども

を背負っている様子に似ていることから，子だき石と呼ばれている。昭和 46 年（1971）９月１日

に旧笠利町指定文化財となり，現在まで至っている。 

［土盛マツノト遺跡］ 

 リゾート開発に伴って，平成３年（1991）に緊急発掘調査が実施され，平成 16年（2004）には層

位確認のための確認調査が行われた。発掘調査では，弥生時代並行期から古代までの遺跡が確認さ

れている。古代の遺跡からは，兼久式土器と呼ばれる在地土器や貝札のみならず，土師器，須恵器，

鉄器等の搬入品が出土した。さらに，夜光貝が大量に出土し，夜光貝を加工した貝匙が発見されて

いる。 

［喜子川遺跡］ 

 青山学院大学と笠利町教育委員会が，昭和 62 年（1987）から平成 4 年（1992）にかけて７回の
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調査を行なっており，約 7,300年前のアカホヤ火山灰層の上から縄文時代前期の爪形文土器が出土

した。また，約 29,000 年前の姶良丹沢火山灰層の下から，旧石器時代の集石やチャート剥片が確

認された。 

［共同井戸］ 

 集落の北側を通る喜子川を生活用水とし，共同井戸を飲料水用として利用していた。この井戸は，

昭和 54年頃まで水が湧き出して流れていたようである。 

［ミキモリ］ 

 集落の背後にあり，聖地とされている。昭和 50 年代頃までは，旧暦の 9 月 9 日に祭事を行なっ

ていたようである。 

（２）伝統行事 

［宇宿稲すり踊り］（奄美市指定文化財（無形民俗文化財）） 

図■ 宇宿集落の周辺文化財群② 
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 明治時代の婦女子の生活の一面と稲作の脱穀・籾摺り・精米等の所作をモチーフにした踊りであ

る。また，わずかな面積の田で稲作作業に精を出して，高倉や家屋敷を構えることができるよう豊

作を祈り願う意もある。この踊りは，南方から島づたいに伝わってきたと考えられ，曲の節が奄美

地域と違い，明るくはつらつとした曲調になっている。踊りの終盤になるとテンポも速くなり，奄

美群島で踊られる手踊りである「六調」へと移っていく。 

笠利地区では，明治時代に宇宿集落や大笠利集落を中心として踊られていたが，現在は宇宿集落

のみ伝わっている。昭和 46 年（1971）９月１日に旧笠利町指定文化財となり，現在まで至ってい

る。 

その他の地域では，宇検村の芦検集落にも踊りが伝わっており，「芦検稲すり踊り」として昭和

57年（1982）６月 16日に村指定無形民俗文化財になっている。 

〈歌詞〉 

気張て摺れ摺れ 姉妹達 摺れば絹衣戴らしゅんど 稲摺れ摺りよ 穀選り選りよ 

何石の米摺てど 減ならしゅんど 稲摺れ摺りよ 穀選り選りよ 

穀ぬきらゆめ 米と選られりゅる 稲摺れ摺りよ 穀選り選りよ 

今年代や 一倉 来年代や 二倉 再来年代や 三倉 三倉また 建てろ 

［八月踊り］ 

集落の男女が輪になってチヂンを叩く人と踊り手に分かれ，男女の唄の掛け合いに合わせて踊る

ものである。旧暦８月最初の丙の日のアラセツ（新節）から行われる。各集落では，アラセツ後７

日目の壬の日のシバサシ（ススキを刺して魔除けにする）まで七日七晩踊り明かしていたが，現在，

宇宿集落では三日三晩踊っている。 

宇宿集落における八月踊りのスタートは，宇宿神社で始まり，毎年順番に踊りの会場となる家が

選ばれ，踊っている（家廻り）。文化継承のために，子ども会を中心に毎月２回，宇宿生活館（公民

館）に集まり，八月踊りや唄の練習をしている。 

［ハマオレ］ 

 旧暦４月の申または寅の日に行われる。稲の害虫駆除をして，稲の豊作を祈る行事で，海岸にご

馳走を持ち寄り遊んで過ごす。また，田や畑に行って稲につく虫をクワズイモの葉で包み，ススキ

の葉で縛った後，海に向かって後ろ向きで投げ捨てるムシケラシも行われる。海岸に長時間いるた

め，舟こぎ競争や多様な遊びが行われる。 

［六月燈］ 

六月燈は，宇宿小学校校区の夏祭りである。かつては，宇宿神社祭といわれており，菅原道真の

命日である旧暦６月 25 日に行われていたが，旧暦 25 日は月が出ずにハブが出ると困ることから，

旧暦 15日に繰り上げられた。 

毎年，子ども会や婦人会，青年団を中心にして宇宿生活館（公民館）で実施される。縁日の出店
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や一芸に秀でた各集落の住民の出し物等の余興も行われる。また，子どもたちが，思い思いの絵を

描いた提灯を，宇宿生活館までの道や神社周辺に飾る。 

［ナンカンジョセ］ 

数え年７歳の子どもがナンカンジョセ（七草粥）を貰うために晴れ着を身に着け，上等な空の椀

を乗せたお盆を持って親戚や近所の７件の家を回り，無病息災と健やかな成長を祈願する。一軒受

け取ると，粥を自宅に置き，また新しい空の椀を用意し次の家に受け取りに行く。 

昔は旧暦１月７日に行われていたが，サトウキビ収穫の繁忙期と重なるために，昭和 47 年頃か

らは新暦の１月７日に行われている。 

［コーイリガシキ］ 

宇宿小学校校区で行われている水の神の祭り。水難予防のため 1歳未満の子どもを川に連れてい

き，顔や体を水で清める。その後，新穂を数粒入れた赤飯を食べさせるまねをする。残りの赤飯は，

おにぎりにして，近所や親類に配る。「コーリガシキ」とは，川に入れる赤飯の意味である。 

 

第２節 文化財指定に至る経緯・経過                  

 

１ 史跡                                     

 

 宇宿貝塚は，昭和８年（1933）12 月 17 日に京都帝国大学（現・京都大学）の三宅宗悦によって発見

され，「宇宿フカミチ貝塚」として報告された。宇宿集落から笠利に通る県道の開削によって，貝塚の中

央部が約３ｍの深さで切られて貝層が露出しており，土層断面からは砂層や遺物包含層が確認された。

これが宇宿貝塚の発見である。12 月 20 日から数日かけて試掘調査が三宅によって実施され，貝殻や

獣骨，魚骨等の自然遺物の他，無文土器や有文土器等の複数型式の土器，石器等の人工遺物が出土して

いる。 

 奄美群島日本復帰後の昭和 29 年（1954）5 月 20 日に南日本新聞社と鹿児島大学が主催した奄美大島

学術調査団において，宇宿貝塚の試掘調査が行われた。調査は，河口貞徳（鹿児島県立玉龍高等学校教

職員）と林田重幸（鹿児島大学農学部）を主体に松田宝蔵（宇宿小学校校長），宇宿小学校教職員及び生

徒によって実施された。この調査の結果，遺物包含層である黒土層の上部からは，無文の尖底土器の破

片，下部からは有文土器を主とした土器が出土し，一部上部と同型式の無文土器も確認されている。こ

の調査で，２種類の土器が層位的に差異があることが認められた。 

 昭和 30 年（1955）から昭和 32 年（1957）にかけて，九学会連合奄美大島共同調査委員会によって，

奄美群島の調査が行われた。その中で，第一に南島の先史時代の編年を作り上げる，第二に本州におい

て南九州にまで及ぶ弥生式文化が，はたして南島にまで拡がっているのか，という目的で発掘調査が実

施された。調査は，南九州にもっとも近い奄美大島が選ばれた。そして，過去に試掘調査がなされてお
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り，遺物包含層が非常に厚いことから層位関係を明確に把握できると考えられる宇宿貝塚が調査地とし

て選定され，本格的な学術調査が行われた。 

 発掘調査は，宇宿貝塚が位置する古砂丘上に３箇所のトレンチを設定し，昭和 30 年（1955）7 月 20

日から 8月 10日にかけて行われた。調査は，国分直一（水産講習所助教授）と河口貞徳，曾野寿彦（東

京大学講師），野口義麿（国立博物館員）が主体となり，松田宝蔵（宇宿小学校校長），花井英親（地主），

松江忠茂（南海日日記者），地元有志，笠利村，大島高校教職員及び生徒の援助を受けて実施された。調

査の結果，上層から無文の土器群（宇宿上層式土器）が出土し，下層から有文の土器群（宇宿下層式土

器）が出土した。また，宇宿下層式土器の年代が，縄文時代後期に位置づけられる事実も確認され，奄

美の土器編年研究が大きく飛躍したのである。 

 昭和 45年（1970）には，文化庁の委嘱によって，重要遺跡の緊急指定資料の調査を目的として，宇宿

貝塚の現地調査が行われた。その際，宇宿貝塚には，県道に隣接する部分に記念の石碑が建てられてい

たが，この部分から畑への通路が掘削され，遺物包含層が露呈し，土器片・貝殻等が地表に散布してい

る状態であったという。九学会連合奄美大島共同調査委員会が行った発掘調査後，宇宿貝塚への関心が

高まり，昭和 47年（1972）に宇宿郷友会も宇宿貝塚の石碑を建立している。 

 これらの発掘調査によって，宇宿貝塚の史跡指定への動きがみられ，昭和 53年（1978）に笠利町教育

委員会が国及び県の補助事業として，国指定に伴う発掘調査を行うこととなった。発掘調査は，遺跡の

性格と範囲を明らかにすることを目的に，昭和 53 年（1978）8 月 3 日～8 月 23 日まで実施された。調

査には，河口貞徳（鹿児島県文化財審議委員）を主体に，調査員として出口浩（鹿児島県文化課研究員）

と本田道輝（加世田女子高等学校教職員），調査補助員として中山清美（奄美考古学会員）や里山勇広

（奄美考古学会員），牧野哲郎（測量技師）が携わった。 

その結果，遺構や遺物の出土状況から宇宿貝塚の場所で定住化が進み，集落が形成されはじめたこと

が明らかになった。また，宇宿下層式土器の中心となる一群が主体の縄文時代後期の頃には，南九州の

発掘調査 年度 調査期間 調査主体 
調査 

箇所 
備考 

試掘調査 昭和８ 
昭和 8年（1933） 

12月 20日 
三宅宗悦 １箇所 

宇宿貝塚の発見 

（昭和 8年 12月 17日） 

試掘調査 
昭和

29 

昭和 29（1954） 

5 月 20日 

奄美大島学術調査団

（南日本新聞社・鹿児

島大学） 

１箇所  

学術調査 
昭和

30 

昭和 30（1955） 

７月 20日 

～８月 10日 

九学会連合奄美大島 

共同調査委員会 
３箇所  

範囲確認調査 
昭和

53 

昭和 53（1978） 

８月３日 

～８月 23日 

笠利町教育委員会 ３地点 国指定に伴う発掘調査 

史跡整備に 

伴う発掘調査 

平成５

～８年 

平成５年（1993） 

～平成８年（1996） 
笠利町教育委員会 覆屋内  

表● 宇宿貝塚の発掘調査一覧 
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市来式土器やその影響を受けて作られた土器等も出土しており，南九州地域との交流もあったと考えら

れる。この他，成人女性と幼児の人骨が出土した母子埋葬遺構も確認されている。 

 以上の調査成果から，宇宿貝塚が，奄美群島の縄文時代の土器編年研究の基礎となった上，豊富な遺

構・遺物が確認でき，縄文時代前期頃から主体となる縄文時代後期及び晩期の生活文化を解明する重要

な遺跡であると評価され，昭和 61年（1986）10月 7日，奄美群島で初の国史跡指定を受けた。 

 

３ 指定の状況                                  

 

（1）史跡 

①指定告示 

②指定説明文 

 発行者 発行年 報告書名 

１ 
九学会連合奄美大

島共同調査委員会 

昭和 34 

（1959） 

国分直一・河口貞徳・曾野寿彦・野口義麿・原口正三 1959「奄美

大島の先史時代」九学会連合奄美大島共同調査委員会（編）『奄

美－自然と文化』日本学術振興会 

２ 笠利町教育委員会 
昭和 54 

（1979） 

鹿児島県笠利町教育委員会 1979『宇宿貝塚』鹿児島県笠利町教育

委員会 

３ 笠利町教育委員会 
平成 7 

（1995） 

笠利町教育委員会 1995『宇宿貝塚発掘写真集』笠利町歴史民俗資

料館 

４ 笠利町教育委員会 
平成 8 

（1996） 

笠利町教育委員会 1995『宇宿貝塚発掘写真集（No.2）』笠利町歴

史民俗資料館 

５ 笠利町教育委員会 
平成 9 

（1997） 

笠利町教育委員会（編）1997『宇宿貝塚出土人骨編』笠利町文化

財報告第 23 集 笠利町教育委員会 

６ 笠利町教育委員会 
平成 13 

（2001） 

笠利町教育委員会 2001「「宇宿貝塚」ふるさと歴史の広場整備事

業報告書」笠利町教育委員会 

表● 宇宿貝塚の発掘調査報告書等一覧 
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 宇宿貝塚は，奄美大島の北端に所在する８層に分かれる文化層をもつ貝塚である。 

 発掘調査によって，南島の土器である宇宿上層式土器と弥生後期の土器の共伴，宇宿下層式土器

と縄文後期の市来式土器の共伴が確認され，奄美大島と本土との交流が長期にわたってなされてい

たことが明らかになった。 

 宇宿貝塚は，南西諸島の先史文化を解明する上で貴重な遺跡であり，史跡に指定してその保存を

図ろうとするものである。 

 

第３節 宇宿貝塚の発掘調査                       

 

１ 遺跡の立地                                      

 

 宇宿貝塚は，奄美大島北端の奄美市笠利町宇宿に位置する。笠利町の東海岸に帯状に伸びる平坦

地のほぼ中央，宇宿集落の北側約 200ｍの砂丘上にある。標高は約 13ｍで，発掘調査以前には畑地

として利用されていた。 

 

２ 発掘調査の経過と実施箇所                                

 

（１）九学会連合の発掘調査 

昭和 30 年（1955）７月から８月に行われた九学会連合の発掘調査は，南島先史時代の土器編年

を確立する目的で実施された。その際，調査対象にふさわしい遺跡の一つとして，九学会連合調査

団のメンバーでもあった河口貞徳が昭和 29 年（1954）に試掘調査を行い，複数のタイプの土器の

存在をすでに確認していた宇宿貝塚が選ばれた。 

発掘調査にあたっては，遺跡を分断するように敷設されている県道の西側に沿って，南北方向に

名  称 宇宿貝塚 

所 在 地 鹿児島県大島郡笠利町宇宿字大籠 

2298番，2300番ノ 1，2300番ノ 3，2301番ノ 1，

2301番ノ 2，2307番，2308番，2310番ノ 2，2310

番ノ 2 

種  別 史跡 

指 定 日 昭和 61年 10月 7日（文部省告示第 141号） 

指定基準 
文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 69 条第 1 項，指定基準「特別史跡名

勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 史跡１（貝塚）」による。 

管理団体 奄美市 表● 宇宿貝塚の史跡指定概要 
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第１トレンチ（２×５ｍ），第２トレンチ（２×８ｍ）を設定。さらに第１トレンチの南端から同ト

レンチに直交する第３トレンチ（２×８ｍ）を設定している。 

発掘調査の結果，上層から無文の土器群が大量に出土し，下層からは沈線文や押引文等の文様を

有する土器群がまとまって出土した。このような出土状況を踏まえて，上層から出土した在地の無

文土器群は「宇宿上層式土器」，下層の有文土器群は「宇宿下層式土器」と名付けられた。さらに，

宇宿下層式土器と共伴して，南九州の縄文時代後期の土器である市来式土器や一湊式土器が出土し

たことから，宇宿下層式土器が縄文時代後期に比定できた。これらの発見は，奄美大島の土器編年

研究を進めるうえで極めて重要な成果であった。なお，宇宿下層式土器については，その後の調査

研究により，いくつかの型式に細分化されている。 

第２トレンチからは，奄美・沖縄諸島特有の竪穴住居跡１基が初めて検出された。さらに，第１

トレンチ南端付近から厚さ 50cm 程度の混貝土層が検出され，食料残滓である貝類（マガキガイ・

チョウセンサザエ等）が多数出土した。そのほかの遺物として，少量の兼久式土器・カムィヤキ・

打製石斧・磨製石斧・石皿等の石器類や骨角器・貝製品等も出土した。 

（２）昭和 53 年度の発掘調査 

昭和 53年（1978），国指定史跡に向けて遺跡の性格と範囲を明らかにする目的で発掘調査が実施

されている。調査地点は，九学会連合調査時の区画を含む県道西側丘陵箇所を第１地点，県道の東

側にある丘陵東端箇所を第２地点，丘陵の南西裾に接する低地を第３地点としている。 

第１地点では，地形に合わせて北西-南東ラインと，これに直交する北東-南西ラインにより，２

×２ｍ方眼の区画を設定。九学会連合調査時のトレンチに近接する区画群以外に，砂丘中央頂部へ

と続くラインの区画群，さらには頂部から南東へと下るラインの区画群など合計 21 区画を発掘し

た。 

第２地点は，第１地点と同じ方位で２×３ｍ方眼の区画を設定し，そのうち８区画を発掘した。

第３地点においては，丘陵裾のラインに沿うように３箇所のトレンチを設けたが，調査期間の関係

で２箇所のトレンチ（ＡとＣトレンチ）のみを発掘した。 

遺跡の中心をなすのは第１地点で，特に砂丘上部から南東の海側に傾斜していく斜面にあたる箇

所に遺構や遺物が集中している状況が確認できている。 

遺構・遺物は縄文時代後期と縄文時代晩期，そして中世に大別される。中世の遺構，遺物は第２

～４層が中心で，縄文時代晩期の宇宿上層式土器（調査当時は弥生時代後期と認識されていた）は

第５～６層，縄文時代後期の土器群は第７～８層で多く出土する傾向が見られた。全体的に遺物は

第６層からの出土量が最も多い。 

第２地点は，遺物包含層が一枚で，宇宿上層式土器と縄文時代後期の土器が混在して出土。遺構

は確認されていない。 

第３地点では，宇宿上層式土器を主体とする層から 56cm×53cm の隅丸方形状の炉跡が１基確認
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された。両地点とも，遺物量は第１地点に比べ少量にとどまった。 

縄文時代の遺構としては，九学会連合調査時に見つかった竪穴住居跡に続き，新たにもう１基の

竪穴住居跡が同じ第６層から確認されたほか，第７層からは貯蔵穴と考えられる土壙群等が見つか

った。また，第１地点の西端付近では，母子とみられる２体の人骨が合葬された土壙墓１基が確認

された。昭和 53 年（1978）の発掘調査報告書では，同土壙墓を宇宿上層式土器と同じく弥生時代

後期と位置づけられている。そのほか，中世の遺構として，断面がＶ字状を呈する溝状遺構が確認

され，覆土から主にカムィヤキ・青磁片等が出土した。 

（３）史跡整備に伴う発掘調査 

昭和 61 年（1986）10 月に宇宿貝塚が国史跡として指定されたのを受け，平成５年（1993）から

平成９年（1997）まで，史跡整備に伴う発掘調査が実施された。現在，発掘調査は未刊行となって

いる。 

発掘調査箇所は，現在，覆屋及びガイダンス施設が立地する範囲にほぼ限定された。中世の層か

らの遺構・遺物の出土量は多く，宇宿上層式土器が含まれる包含層で発掘調査を終了し，露出展示

図■ 宇宿貝塚の発掘調査個所 
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を行うため，それより下層については調査を実施していない。 

この調査では，カムィヤキを伴った小児人骨や焼骨再葬墓が出土しており，昭和 53 年（1978）の発

掘調査出土の人骨とともに分析されている。南九州の種子島の広田遺跡で出土した人骨（弥生時代後期

後半～古墳時代）も参考にしながら，北九州や西北九州で出土した弥生時代の人骨と比較した結果，宇

宿貝塚で出土した成人女性の人骨が，広田遺跡出土の人骨と形質的に類似性が高いと報告されている。 

しかし，宇宿貝塚や宇宿ダンベ山遺跡で出土している中世の埋葬人骨の状況や中世の埋葬人骨が多く

出土している万屋グスク遺跡と同様のＶ字溝が宇宿貝塚で確認されていることを鑑みると，宇宿貝塚を

含む一帯が墓域となっていた可能性も考えられる。そのため，本市教育委員会では，母子埋葬遺構の年

代を中世に位置づけている。 

 

３ 遺跡の変遷                                      

 

宇宿貝塚は，縄文時代および中世の文化層が確認された複合遺跡である。 

縄文時代については，縄文時代前期の土器も少量ながら出土しているものの，遺構や遺物が集中

するのは縄文時代後期と縄文時代晩期である。縄文時代後期の貯蔵穴・集石，縄文時代晩期の竪穴

住居跡等，当時の生活がうかがえる良好な資料が得られている。 

弥生時代並行期から古代までの遺構は検出されていない。遺物についても古代の兼久式土器等が

少量出土している程度である。なお，昭和 53 年（1978）の発掘調査で確認された母子埋葬墓につ

いては，発掘調査報告書では弥生時代後期としているが，前述のとおり，現在，本市教育委員会で

は年代を中世に位置づけている。 

中世の文化層からは，特殊な埋葬形態を有する土壙墓や，類例の少ない断面がＶ字状を呈する溝

状遺構等が検出された。当遺跡に隣接するダンベ山遺跡も，丘裾部に葺石を伴う中世の埋葬遺跡で

あることから，当時，当遺跡周辺のエリアが，墓域として利用されていた可能性が考えられる。 

 

４ 縄文時代の発掘調査成果                                      

 

（１）遺構 

【竪穴住居跡】 

 九学会連合調査時に，石組みの竪穴住居跡が１基確認された。この遺構の検出は，当遺跡が初と

なる。さらに昭和 53年（1978）の調査では，同様の竪穴住居跡がもう１基確認された。いずれの住

居も宇宿上層式土器が主体となる層から掘り込まれており，住居覆土中の土器も宇宿上層式土器が

主である。 

昭和 30年（1955）の調査で確認された竪穴住居（以下，1号住居）は，砂丘頂部から海へ向けて

ゆるやかに傾斜する斜面の低いところに築かれていた。長軸 2.3ｍ，短軸２ｍの方形を呈する。長
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軸は南北方向である。床面までの深さは約 30cm で，床面の中央からやや南寄りに地床炉１基が確

認された。住居の北東隅にも焼土が集中しており，炉として使用された可能性がある。床面及び住

居周辺から柱穴は確認されていない。なお，住居内の北西隅あたりから炭化したシイの実が多く検

出された。 

昭和 53 年（1978）の調査で確認された竪穴住居（以下，２号住居）は，１号住居の北西側約 10

ｍのところに位置する。２号住居の方が斜面のやや上側に当たる。長軸は１号住居と直交するよう

に東西方向に取り，東西約 2.7ｍ，南北約２ｍの方形を呈する。炭化物は多量に確認されているが，

明確に炉跡とみられるものは確認されていない。 

なお，２号住居の数ｍ北西側の I―７区・第６層から，検出部分の１辺が１ｍ程度，深さ約 30cm

で方形を呈する可能性のある遺構の一部が確認された。未発掘箇所にも広がるため，ある程度の規

模を持つ遺構とみられる。掘り下げた壁面近くに大きめの礫が集中していることから，竪穴住居跡

の一部分の可能性も考えられる。 

【集石遺構】  

昭和 53年（1978）の発掘調査で，２号住居直下の第７層から半径 1.5～２ｍ程度の半円形の集石

遺構が検出された。未発掘箇所を含めると，ほぼ円形に広がっていたとみられる。中央部がややく

ぼみ，木炭片も多く見られた。礫間からは市来式土器と面縄東洞式土器が共伴して出土したほか，

男根状の石製品も 1 点確認されている。なお，昭和 53 年（1978）の発掘調査報告書では，３点の

土器がまとまって置かれている状況等から，敷石住居の可能性もあるとしている。 

【貯蔵穴】 

１，２号住居の中間エリアから，第７層上面において，縄文時代後期のものとみられる土壙４基

（１～４号ピット）が，互いに近接して見つかった。ごく浅い１号ピットを除き，いずれも底面に

向けて袋状に広がる形状を呈しており，貯蔵穴の可能性が考えられる。大きさは，１号ピットは上

部径が 65×50cm で深さ 15cm，２号ピットは上部径 95×65cmで深さ 30cm，３号ピットは上部径 90

×75cmで深さ 60cm，４号ピットは上部径 40×33cmで深さ 40cmである。 

このうち２号ピットの覆土からはサラサバテイ製貝輪，３号ピットの覆土からは多量のシイの実，

獣骨等に加え，縄文時代後期に位置づけられる凹線文土器の破片も確認されている。 

（２）遺物          

【土器】 

 最も出土量が多かったのは宇宿上層式土器で，その下層からは面縄東洞式土器・面縄西洞式土器・

嘉徳Ⅱ式土器等，かつて宇宿下層式土器として総称されていた土器群が多く出土した。第８層から

は当遺跡では最も古手となる縄文時代前期の条痕文土器もわずかながら出土した。 

【石器・石製品】 

 第６層を中心に打製石斧・磨製石斧・石皿・磨石・有溝砥石等が出土した。第７層最上部からは，
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重量 1.5kg前後の大型磨製石斧が２本密着した状態でみつかった。そのほか，黒曜石の剥片・チャ

ート残核が出土した。平成５年（1993）から平成９年（1997）の発掘調査では，縄文時代後期から

縄文時代晩期頃とみられる黒曜石製スクレーパー・チャート製石鏃も確認されている。石製品とし

ては，前述のとおり，縄文時代後期の集石遺構から男根状の石製品が１点出土した。 

【貝製品】 

 管状棘の先端を鋭利に研磨したスイジガイ製利器やヤコウガイの体層部を利用した貝匙状製品

等が出土した。そのほか，敲打器として用いられたと考えられる剥離痕のあるヤコウガイの蓋が多

く見つかっている。装飾品としては貝輪・貝小玉・ツノガイを管玉状に加工した垂飾品等が出土し

た。 

【骨角製品】  

かんざし状製品のほか，第５層最下部からは，ヤコウガイの中に入れられた状態の漁骨製垂飾品

１点が出土した。そのほか直径２cm 程度の薄い円柱状に加工された骨製品１点等が出土した。ま

た，本土からの持ち込みとみられる鹿角の断片が１点出土した。丸い穿孔が一箇所認められること

から，なんらかの製品であった可能性が考えられる。 

（３）宇宿上層式・下層式土器  

すでに述べたように，昭和 30 年（1955）の九学会連合による発掘調査の際，宇宿貝塚の上層か

ら無文系土器群が多く出土し，下層から有文系土器群が多く出土する状況が確認されたことにより，

両土器群が時期差を持つものとして認められ，それぞれ，宇宿上層式土器，宇宿下層式土器と名付

けられた。さらに宇宿下層式土器とともに，すでに年代が判明していた縄文時代後期に位置づけら

れる南九州の市来式土器等がみつかったことから，宇宿下層式土器が縄文時代後期を中心にしたも

のであることも明らかとなった。 

同調査時点で，宇宿下層式土器がいくつかの異なる型式を含むことは予見されていたが，その後

の各地の遺跡の調査結果を踏まえて実際に細分化されていった。細分化された土器型式には面縄東

洞式，面縄西洞式，嘉徳ⅠＡ式，嘉徳ⅠＢ式，嘉徳Ⅱ式等があり，ほとんどが縄文時代後期に位置

付けられている。それぞれ新たな型式名が設定されたのを受け，宇宿下層式土器という型式名は実

質用いられなくなった。 

一方，宇宿上層式土器としてまとめられた土器群も，実際には有文系等いくつかのタイプを含む

ことは，九学会連合調査時から認識されていた。宇宿下層式土器同様に，細分化の可能性について

もこれまでたびたび言及されてきたが，いまだなされていない状況にある。 

宇宿上層式土器の年代観についてみると，奄美の土器編年研究を主導してきた河口貞徳は，論文

「奄美における土器文化の編年について」（1974 年）において，宇宿上層式ｂ（有文系）がａ（無

文系）に先行するとしたうえで，宇宿上層式土器を弥生時代中期に位置付けた。昭和 53年（1978）

の発掘調査報告書では弥生時代後期としている。しかし，タチバナ遺跡（中之島）等，発掘調査事
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例の増加を得て，1990年代以降は，宇宿上層式土器が縄文時代晩期まで遡ることが広く認められて

きている。ただし，その存続幅については，いまだ共通の理解を得ているとは言えない。 

標式遺跡である宇宿貝塚において宇宿上層式土器として総称されたものには，のちに型式設定さ

れた仲原式土器等も一部含まれているのが実態で，そのことが研究者の年代観に影響を与えてきた

可能性もあると考えられる。どこまでを宇宿上層式土器の範疇に含めるべきか，改めて検討すべき

課題にある。 

（１） 自然遺物         

陸産獣骨ではリュウキュウイノシシの骨が多数を占めている。また，中世の層からはウシの骨も

出土している。海産獣骨ではウミガメが主体をなす。貝類は，ヤコウガイ・チョウセンサザエ・マ

ガキガイ・アマオブネ等を中心に多くの種類が確認された。魚骨はブダイ科が中心で，昭和 30 年

（1955）の発掘調査では，体長１ｍに達するものも多く出土している。なお，シイ以外の植物遺体

についての詳細な分類は行われていない。 

（２） 遺跡の特徴        

 宇宿貝塚の縄文時代の特徴としては，縄文時代後期および縄文時代晩期における生活の様子がう

かがえる点があげられる。縄文時代後期においては，こぶし大の石を集めた遺構が一基検出されて

いる。昭和 53年（1978）の発掘調査報告書では，これを敷石住居と推定しているが，木炭片を含む

石群が円形に広がり，中央がくぼんでいる状況から，一般に蒸し焼き調理施設とされる集石遺構で

ある可能性も否定できない。また，袋状を呈する貯蔵穴が４基検出されており，内部から炭化した

シイの実が確認されたことも，当時の食文化を理解するうえで重要な発見といえる。 

縄文時代晩期の遺構としては，竪穴住居跡が少なくとも２基確認されており，縄文時代後期に引

き続きこの地が居住の場とされていたことがわかる。近隣の砂丘上に位置する宇宿小学校遺跡でも

同時期の竪穴住居跡が少なくとも７基確認されており，当時，このあたりの砂丘上が，居住に適し

た場所として選定されていたことがうかがえる。住居内から炭化したシイの実が多く確認されたこ

とも重要である。 

 

５ 中世の発掘調査成果                                  

 

（１）遺構           

【土壙墓】 

 平成５年（1993）から平成９年（1997）の発掘調査時にカムィヤキを副葬品とする幼児墓１基，

副葬品を伴わない幼児墓 1基，本土から持ち込まれたと思われる須恵器を蔵骨器とする土壙墓１基

が発見されている。カムィヤキの壺を副葬する幼児墓は，長径約 65cm×短径約 35cm の楕円形を呈

する土壙墓で，生後半年程度とみられる幼児骨が 1体確認された。頭位はほぼ東である。頭部に接
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する位置に口径 10cm 程度のカムィヤキの壺が置かれていた。また，幼児骨の口の中からはガラス

玉が 1点確認された。意図的に口の中に含ませたものと考えられる。 

須恵器を蔵骨器とする土壙墓は，約１ｍの円形プランを呈する。その中央に立てて置かれた状態

で蔵骨器が出土した。蔵骨器として用いられた須恵器は本土から持ち込まれたとみられる。上半分

は失われているが，残存部の胴部径は約 20cm。内部からは成人男性の骨が確認された。骨化した後

に骨を集め，意図的に焼いて蔵骨器に納めたとみられる。この葬法は焼骨再葬と呼ばれ，喜界町の

城久遺跡群で同様のものが確認されている。国内では類例の少ない葬法とされる。また，円形土壙

の中央に蔵骨器を安置する形態の墓は，喜界町の大ウフ遺跡からも見つかっている。 

【溝状遺構】  

昭和 53年（1978）の発掘調査で最初に確認された断面がＶ字状を呈する溝状の遺構である。第 3

層から掘り込まれており，深さは約 1.3ｍ，上部幅は約 1.6ｍ。溝の端部の一つは北西の斜面上部

に位置し，そこから南東の海側に向けて伸びる。全体の長さや遺構の性格については不明である。

Ｖ字状断面の溝状遺構は，同じ中世の遺跡である万屋グスク遺跡でも確認されている。 

【土壙】 

 報告書が未刊行のため詳細は不明だが，平成５年（1993）から平成９年（1997）の発掘調査時に，

廃棄穴とみられる土壙１基が確認された。長軸約 1.5ｍ×短軸約 1ｍの隅丸長方形で，深さは約 30cm。

カムィヤキの壺を伴う乳児墓の西側数ｍの地点に位置している。内部からは，陶磁器片等大量の遺

物が出土している。 

【ピット群】  

平成５年（1993）から平成９年（1997）の発掘調査時に，１号住居の北東あたりを中心にして，

中世の層から多数のピット群が検出された。建物跡の柱穴の可能性が高いが，並び方に明確な規則

性は認められず，建物プランの確認には至っていない。 

【牛骨出土土壙】 

平成５年（1993）から平成９年（1997）の発掘調査時に，牛２頭の骨を埋葬したと考えられる方

形プランの土壙が１基確認された。骨の鑑定によると，２頭とも解体後に重なり合うように埋めら

れたもので，年代的には 12～13世紀と推定されている。 

（２）母子埋葬遺構 

長径約 160cm，短径約 60cmの楕円形の土壙墓で，底面に向かってやや袋状に広がっている。深さ

は約 40cm。土壙内からは，保存状態の良好な２体の人骨が出土した。１体は頭位を南西に向けた壮

年初期の女性骨で，もう１体は，女性骨の両足の間に頭位を逆向きにして置かれた新生児骨である。

分娩後にともに亡くなった母子の可能性が高い。女性は身長 145cmで，首回りにガラス玉（大小合

計 42 個）と骨製管玉（４個）の組み合わせからなる首飾りを装着していたとみられる。新生児骨

の直上からは，遺体の上に意図的に配置したと思われる４個の礫が確認された。礫のそばからは小
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型の磨製石器が１点確認されている。また，原状をとどめているかは不明だが，土壙上面にはやや

大型の礫が 19個，Ｕ字状に置かれていた。 

昭和 53 年（1978）の発掘調査報告書では，土壙が標準地層の第５層に当たる層から掘り込まれ

ていること，埋土内から宇宿上層式とそれより古い時期の土器が混在して見つかっており，新しい

時期の土器が見つかっていないことなどから，宇宿上層式期につくられたものと判断。同報告書で

は宇宿上層式土器を弥生時代後期に位置づけているため，土壙墓も弥生時代後期のものとしている。

副葬品の鉛ガラスの流通年代とも整合性はとれるとみている。 

しかし，その後の編年研究では，宇宿上層式土器は縄文時代晩期に位置づけられており，弥生時

代後期まで存続する型式とは考えにくい。土壙を縄文時代晩期のものとすると，副葬品の鉛ガラス

の年代と齟齬が生じ，むしろ鉛ガラスの種類によっては，逆に中世くらいまで新しくなる可能性も

ある。鉛ガラスの詳細な成分分析結果が未報告のままなので，年代決定の決め手とはなりにくい。 

また，副葬品とされる小型磨製石器についても，報告書では，新生児骨よりやや上のレベルでみ

つかったと記述されていることから，土器片と同様に埋土に混入していた可能性も否定できない。

いずれにしても，現状では，弥生時代後期のものとする根拠は弱いと言わざるを得ない。 

ちなみに副葬品にガラス玉が含まれる点は，平成５年（1993）から平成９年（1997）の発掘調査

時に確認されたカムィヤキを伴う中世の幼児墓や，喜界町における中世の城久遺跡群の出土状況と

類似している。 

（３）遺物           

中世の遺物は，第２層から第４層に集中しており，青磁や滑石製石鍋片・滑石混入土器・玉縁口

縁白磁碗・カムィヤキ等が確認された。11 世紀後半から 12 世紀頃のものが中心である。遺構内か

ら出土した遺物としては，Ⅴ字状溝の底面から青磁やカムィヤキが出土し，乳児の土壙墓にはカム

ィヤキが副葬されていた。また，廃棄穴と見られる土壙からは，カムィヤキ・滑石製石鍋・布目圧

痕土器（焼塩土器）の破片のほか，鞴の羽口の破片等が確認されている。 

（４）遺跡の特徴 

宇宿貝塚から検出された中世の土壙墓は，副葬品を伴うものや，特殊な葬制のもの等からなり，

奄美群島の中でもかなり特異な性格を有している。喜界島の城久遺跡群の墓との共通性がうかがえ

る点も特筆される。 

宇宿貝塚の脇には県道が敷設されており，その県道を挟んだ東側には同じ中世の埋葬遺跡である

宇宿ダンベ山遺跡が位置している。もともとは，中世において宇宿貝塚と一体的に展開していたも

のが，道路により分断されたとみられる。宇宿ダンベ山遺跡では，覆石墓等２基が見つかっている。

うち１基の墓の付近からは，供献された可能性もある青磁小皿 1点が出土した。また，遺跡斜面に

は，葺石を帯状に配した跡が確認されている。従って，中世においては宇宿ダンベ山遺跡及び宇宿

貝塚の周辺が，墓域として利用されていた可能性が高い。 
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このような状況に鑑みれば，昭和 53 年（1978）の発掘調査報告書で弥生時代後期と位置付けら

れた母子埋葬墓も，中世の墓域内に設けられた墓の一つである可能性が浮上する。Ｖ字状溝が，砂

丘上端部でⅬ字形に屈曲するその角部に，軸をほぼ合わせる形で母子埋葬墓が位置している点も，

両者の同時代性を示唆している可能性がある。当初の報告通り，弥生時代後期のものである可能性

も残るが，状況証拠等に基づいて，本市教育委員会では中世の発掘調査成果として評価している。

いずれにしても，母子埋葬遺構の年代的位置づけは，当遺跡の評価に大きく関わるものであり，再

調査が必要である。 

 

第４節 指定地の状況                         

 

 史跡の指定地における土地情報については，以下のとおりである。 

 

１ 史跡の指定範囲                                

 

遺跡の面積 ㎡ 

史跡の指定面積 3,563㎡（10筆等） 

奄美市有地 3,563㎡（10筆等） 

その他民有地 0㎡（0筆） 

 

２ 史跡の土地所有状況                              

 

 地 番 地 目 
実測面積 

（㎡） 
所 有 者 

① 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2301-1 畑 246 奄美市 

② 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2310-2 畑 396 奄美市 

③ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2300-1 畑 123.66 奄美市 

④ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2308 原野 882 奄美市 

⑤ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2307 畑 135 奄美市 

⑥ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2298 原野 208 奄美市 

⑦ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2310-1 畑 363 奄美市 

⑧ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2300-3 畑 495 奄美市 

⑨ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2301-2 畑 89 奄美市 

⑩ 奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2300-4 畑 625.34 奄美市 

表■ 史跡の土地所有状況一覧 
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図■ 史跡の土地所有状況 

 

① 

② 
③ 

⑩ 

④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 
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３ 史跡の土地利用状況 

図■ 史跡一帯の土地利用（地目） 

① 

② 
③ 

⑩ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 
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第５節 宇宿貝塚史跡公園の整備                     

 

１ 奄美地域博物館古代村構想                           

 

奄美地域博物館古代村構想は，旧石器時代から薩摩藩統治時代に至るまでの当時の生活や環境を

うかがわせる遺跡群と周辺の海岸砂丘やサンゴ礁，山林等の自然環境を一体的に捉え，それらを古

代村に見立てて保存活用を図り，「奄美地域博物館」として整備していくものである。 

構想では，①気候・地質・土壌・植生の自然基盤の整備，②奄美地域博物館古代村周辺の景観の

整備，③構想の中心を担う古代村センターや旧笠利町歴史民俗資料館へアクセスさせる誘導計画，

④歴史生活体験広場や伝統技術体験広場等が設置される古代村センターの施設計画が掲げられて

いる。 

構想の範囲は，笠利地区の東海岸の遺跡密集地である奄美市笠利町須野のアヤマル第二貝塚から

奄美市笠利町和野の長浜金久遺跡までのサンゴ礁から山林を含む一帯の地域を対象としている（図

●●）。 

 整備対象として，文化財等の資源が集中的に分布している地区，用地の公有化の可能性が高い地

区，動線の交点となっている地区等を主要拠点地区として位置づけている（表●●）。 

名称 資源 

古代村センター主要拠点地区 

アヤマル第一貝塚・アヤマル第二貝塚・あやまる岬・ノロガミ・ソ

テツ群落・あやまる岬観光公園・（旧）笠利町歴史民俗資料館・田中

一村碑・海岸（砂浜・リーフ） 

喜子川遺跡・土盛マツノト遺跡 

主要拠点地区 

喜子川遺跡・土盛マツノト遺跡・土盛こだき石及びその一帯・ハマ

ゴウ及びツキイゲ群落・海岸（砂浜・リーフ） 

宇宿貝塚主要拠点地区 宇宿貝塚 

エントランス主要拠点地区 長浜金久遺跡 

 

２ 宇宿貝塚史跡公園の整備構想                           

  

宇宿貝塚史跡公園の整備構想には，整備の方向性に「奄美を代表する生活遺跡やその歴史的風土・

環境・空間・景観等の貴重な文化財を生かした，調和ある効果的な地域づくりを行う」という考え

方が掲げられている。旧笠利町の遺跡や歴史的風土環境・空間・景観等の文化財の保存と活用を推

進することによって，自然資源と文化資源を蓄積していく地域づくりの役割を担っていくことに重

点を置いている。 

整備基本方針は，①遺跡の保存を第一主義とする積極的な利用を図る整備と②環境文化を生かし

創造する整備を定めている。①は，旧笠利町に存在する未確認及び未発掘の遺跡等の探索・発掘等 
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図■  奄美地域博物館古代村構想の範囲 
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の調査を行い保存し，その性格を明らかにする周辺環境を含めた整備を図り，広く国内外の人々の 

積極的な利用を促進するものである。②は，旧笠利町に歴史的文化的遺産が豊富に存在し，奄美

文化源流の地として精神的風土を培い伝えており，その中でも遺跡等の密度及び内容が高く，現代

においても歴史的に重要な歴史的風土景観を伝える一帯を「歴史的文化を生かし，後世に継承する

高度な文化を創造する」街づくりを行う地域を整備するものである。 

以上のような方向性と整備方針を踏まえて，奄美地域博物館古代村構想の整備拠点の一角を担う

宇宿貝塚史跡公園が整備されたのである。 

 

３ 整備の経過                                    

 

 宇宿貝塚史跡公園の整備は，昭和 61年（1986）の史跡指定後，平成 2年（1990）から平成 16

年（2004）まで実施され，主に史跡指定地の公有化，史跡保護覆屋施設整備に伴う発掘調査，史

跡保護覆屋施設の整備が行われている。史跡保護覆屋施設は，遺構の露出展示等を中心にする国

庫補助事業「ふるさと歴史の広場」事業が採択され，整備されている。 

 

年度 整備内容 事業区分 

昭和 61（1986） 
10月 7日，宇宿貝塚の国史跡指定に関する官報告示が出され，

奄美群島で初めてとなる国指定史跡となる 
 

平成 2年（1990） 
史跡指定地（鹿児島県笠利町宇宿字大籠 2301-1・2310-1・2310-

2）公有化 
国庫補助 

平成 3年（1991） 史跡指定地（鹿児島県笠利町宇宿字大籠 2300-4・2298）公有化 国庫補助 

平成 4年（1992） 
史跡指定地（鹿児島県笠利町宇宿字大籠 2300-1・2307・2308）

公有化 
国庫補助 

平成 5年（1993） 史跡保護覆屋施設整備に伴う発掘調査 国庫補助 

平成 6年（1994） 史跡保護覆屋施設整備に伴う発掘調査 国庫補助 

平成 7年（1995） 史跡保護覆屋施設整備に伴う発掘調査 国庫補助 

平成 8年（1996） 
史跡保護覆屋施設整備に伴う発掘調査 国庫補助 

史跡保護覆屋施設の基本設計 国庫補助 

平成 9年（1997） 
史跡保護覆屋整備に伴う発掘調査 国庫補助 

史跡保護覆屋施設の整備 国庫補助 

平成 10（1998） 
史跡保護覆屋施設の整備 国庫補助 

駐車場用地の公有地化及び工事 笠利町単独 

平成 11（1999） 
史跡保護覆屋施設の整備 国庫補助 

駐車場用地の公有地化及び工事 笠利町単独 

平成 12（2000） 史跡保護覆屋施設の整備 国庫補助 

平成 13（2001） 史跡の石碑及び遺跡説明板の設置 笠利町単独 

平成 14（2002） 史跡保護覆屋施設の整備終了，「宇宿貝塚史跡公園」完成  

平成 15（2003） 史跡保護覆屋施設の覆屋排煙窓の追加工事 笠利町単独 

平成 16（2004） 2月 9日，「宇宿貝塚史跡公園」開館  

 表■  宇宿貝塚の整備経過 
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４ 宇宿貝塚史跡公園の利用状況                            

 

 宇宿貝塚史跡公園は，平成 16年（2004）２月９日に開館し，令和５年（2023）に 19年目を迎

える。年間 300日程度開園しており，年間の入園者は平均 1280名程度である。 

 公園の管理は，本市文化財課が行っている。 

 

施設名称 宇宿貝塚史跡公園 

住  所 
〒894-0501 

鹿児島県奄美市笠利町大字宇宿大籠 2301 

電話番号 0997-63-0054 

開館時間 9時 00分から 17時 00分まで（16時 30分最終入園） 

休 園 日 月曜日，祝日の翌日，12月 28日から 1月 4日まで 

入 園 料 
一般 200円，大学生・高校生 100円，小学生・中学生 50円 

奄美市歴史民俗資料館との共通券（一般のみ）310円 

アクセス 

奄美空港より自動車で 5分/徒歩 30分 

奄美市名瀬市街地より自動車でおよそ 50分 

「宇宿郵便局前」停留所より徒歩 5分 

奄美市歴史民俗資料館より自動車で 5分/徒歩 30分 

 

（単位：名） 

年度 一般 
高校生 

大学生 

小学生 

中学生 

公園 

共通券 
無料 

歴民館 

共通券 

合計 

入園者 

累計 

入園者 

平成 16 年度 601  90  220  171  608  0  1,690  1,690  

平成 17 年度 299  19  123  102  389  0  932  2,622  

平成 18 年度 355  10  76  91  572  62  1,166  3,788  

平成 19 年度 522  8  166  39  408  121  1,264  5,052  

平成 20 年度 468  15  52  38  440  40  1,053  6,105  

平成 21 年度 599  62  106  75  409  77  1,328  7,433  

平成 22 年度 335  6  84  22  127  40  614  8,047  

平成 23 年度 559  11  95  74  325  17  1,081  9,128  

平成 24 年度 636  15  126  66  619  101  1,563  10,691  

平成 25 年度 334  23  80  194  496  324  1,451  12,142  

平成 26 年度 319  44  39  216  472  265  1,355  13,497  

平成 27 年度 429  51  119  149  261  181  1,190  14,687  

平成 28 年度 516  77  83  212  373  179  1,440  16,127  

平成 29 年度 685  102  143  117  483  153  1,683  17,810  

平成 30 年度 694  104  180  236  389  165  1,768  19,578  

令和元年度 741  52  79  91  556  106  1,625  21,203  

令和 2 年度 394  40  33  22  267  12  756  21,959  

令和 3 年度 539 55 140 53 214 113 1,114 23,073  

合計 9,025  784  1,944  1,968  7,408  1,956  23,073  214,632  

 

表□ 宇宿貝塚史跡公園の施設情報 

表□ 宇宿貝塚史跡公園の入園者数 
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第３章 史跡の本質的価値                

 

第１節 史跡の本質的価値                        

 

 第２章で整理した宇宿貝塚の調査研究成果から，史跡の本質的価値について，以下の３点に集約

した。 

 

１ 日本列島における縄文文化の拡がりが確認できる遺跡               

 

 宇宿貝塚からは，宇宿下層式土器の一群や宇宿上層式土器等の在地で製作された土器の他に，南

九州地域の市来式土器や一湊式土器，黒川式土器等が確認されている。 

 特筆すべきは，同一層から宇宿下層式土器と共伴して市来式土器，一湊式土器が出土しており，

宇宿下層式土器の一群である面縄東洞式土器，面縄西洞式土器，嘉徳Ⅱ式土器，嘉徳Ⅰ式土器等が

縄文時代後期に比定されることが初めて確認された遺跡である。 

 この他，市来式土器と在地土器の折衷系や，南九州地域の松山式土器の器形を模倣した土器，南

西諸島において産出しない黒曜石製のスクレーパーや剥片も確認されている等，対外交流を示す遺

物が含まれていることが確認できている。 

 さらに，弥生時代に位置づけられる搬入土器も出土しており，連綿と対外交流があった様子を窺

える遺跡としても重要である。 

 

２ 南西諸島における縄文文化を特徴づける遺構・遺物に恵まれた遺跡         

 

宇宿貝塚では，これまでの発掘調査により，縄文時代前期に相当する条痕文土器が最も古く，この時

期から現代まで断続的に生活の場として利用されていたことが理解されている。 

その中でも，縄文時代後期から晩期が主体で，縄文時代晩期に相当する竪穴住居跡２基や縄文時代後

期に相当する調理施設と捉えられている集石遺構，炭化したシイの実が含まれた貯蔵穴等の遺構，煮炊

きや貯蔵に使用した土器，用途不明の石製品，貝殻や獣骨を加工して装飾品や道具として利用された貝

製品や骨角器等の遺物が多く出土している。 

出土土器についても，上層から出土した宇宿上層式土器と宇宿下層式土器で大まかな分類がされてい

る他，上述した南九州地域の「市来式土器」等の搬入土器の共伴関係等から，今後の南西諸島における

当該期の土器編年研究や在地土器の出自関係について検討できる資料として注目すべきものである。 
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３ 奄美社会の縄文時代の様相を解明する遺跡                       

 

 奄美大島内の縄文時代の遺跡は，笠利半島に濃密に分布している傾向が見られ，宇宿貝塚周辺で

も，縄文時代前期から中期に位置づけられる土器が出土した宇宿高又遺跡やケジ遺跡等，宇宿貝塚

と同時期の縄文時代後期から晩期に位置づけられる宇宿小学校遺跡，万屋下山田遺跡，長浜金久遺

跡等が確認されている。 

 大島の太平洋に面した東海岸は，中・南部と比較しても広大な平地と島内屈指の発達したサンゴ

礁が形成されている特徴がある。宇宿貝塚前面の海岸線もサンゴ礁が拡がり，出土する魚貝類と同

種のものが現在も棲息している環境であるため，食料や貝製品，骨角器等の原材料確保の場となっ

ていたと想定できる。 

 また，宇宿貝塚では，土器や石器，貝製品だけでなく，縄文時代後期の集石遺構やシイの実の貯

蔵穴，縄文時代晩期から定住生活が営まれていたことを示す竪穴住居跡が確認されている等，当該

期における生活様式がある程度復元できる遺跡である。さらに，南九州地域の土器や南西諸島に産

出しない黒曜石が当地域にもたらされている等，海を隔てた交流が展開し，島嶼内での隔絶された

社会ではなかったことが実証できた遺跡として重要である。 

 一方，大島中部及び南部においても，宇宿貝塚とほぼ同時期の遺跡として，朝仁天川遺跡（奄美

市名瀬朝仁），城サモト遺跡（奄美市住用町城），嘉徳アサト遺跡（瀬戸内町嘉徳）で発掘調査が実

施されているが，大島北部の縄文時代の遺跡で見られるような貝塚の形成は認められず，貝製品も

皆無である。今後，島内における遺跡の空間利用や遺構の性格，遺物の組成等を比較検討すること

で新たな知見が得られる可能性がある。 

 

４ 奄美群島における考古学発祥の地となる遺跡                   

 

 宇宿貝塚は，昭和８年（1933）に三宅宗悦により発見され，奄美群島日本復帰後の昭和 30年（1955）

に九学会連合奄美大島共同調査委員会によって，奄美群島で初めて本格的な発掘調査が実施された遺跡

である。その調査に伴い，土器が有文（宇宿下層式土器）から無文（宇宿上層式土器）に変化すること，

有文土器に南九州の縄文時代後期の土器が共伴して出土したことで一定の年代観が与えられ，漠然とし

ていた南西諸島の土器編年研究に影響を与えた。その成果を基に，現在，国指定史跡となっている徳之

島の面縄貝塚（伊仙町）や沖永良部島の住吉貝塚（知名町）等の調査も進められた。 

このように，宇宿貝塚の発見，発掘調査を出発点として，奄美群島各地の遺跡の調査が行われ，奄

美考古学史の発展に大きく寄与した遺跡として重要である。 

 また，地元住民の方々によって，遺跡が砂取り採取工事等の開発工事から免れ，昭和 61年（1986）

の史跡指定に至り，今日まで良好な保存状態を保ってきた。そして，官民一体となり，奄美古代村
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構想の拠点のひとつとして全国的にも数少ない露出展示の手法を用いた「宇宿貝塚史跡公園」が整

備されたのである。 

 

第２節 史跡の構成要素                                     

 

 宇宿貝塚は，縄文時代及び中世の複合遺跡で，古砂丘上に立地している。現在の史跡指定範囲は，

古砂丘斜面部を除いた平地部全体となっている。宇宿貝塚周辺にも，遺跡が隣接しており，それら

も一体的するべきものである。 

このため，史跡の構成要素について，遺跡そのものと遺跡が所在する砂丘地について，史跡と関

連する要素を抽出，整理し，①本質的価値を構成する要素，②本質的価値と関連する要素，③現在

の遺跡地と関連する要素の３群に分類できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素 概要 

本
質
的
価
値
を 

構
成
す
る
要
素 

遺跡そのものを 

構成する要素 

縄文時代遺跡 

の遺構・遺物 

竪穴住居跡や貯蔵穴，土器，石器，食料残滓の自然遺物等，生活の様

子がわかる遺構・遺物が確認されている。 

縄文時代遺跡 

以外の遺構・遺物 

国指定史跡の中心となる縄文時代の他にも，中世の遺跡が分布して

いる。中世の埋葬遺構やＶ字溝が確認されている。 

砂丘（古砂丘） 
標高約 13m の大型砂丘が発達しており，宇宿集落や宇宿貝塚を含む

縄文時代遺跡等が立地している。 

本
質
的
価
値
と
関
連
す
る
要
素 

遺跡の理解を 

深める要素 

史跡保護覆屋施設 過去に実施された発掘調査跡の露出展示を行っている。 

復元地形 
史跡指定時は，畑地として利用されていたが，宇宿貝塚史跡公園整備

時に盛土等による古砂丘の地形復元が行われている。 

自然環境を 

構成する要素 

砂丘に分布する 

動植物 
史跡が所在する砂丘上に生息する動植物。 

ソテツ 
宇宿貝塚史跡公園の整備時に，史跡指定地内の畑地に利用されてい

たソテツを砂丘縁辺部に移植している。 

農耕地 
史跡の周辺は，農耕地として整備されており，サトウキビを主とした

農作物が作られている。 

河川 史跡が所在する砂丘の後方に，小さな河川が流れている。 

砂丘（新砂丘） 
史跡が所在する砂丘から東側に離れた位置に，別の砂丘列が存在す

る。防風対策としてトクサバモクマオウが植栽されている。 

歴史環境を 

構成する要素 

宇宿集落 史跡が所在する砂丘列の南側には，集落が形成されている。 

周辺文化財群 史跡以外にも，多くの遺跡や文化財等が分布している。 

墓地 

史跡が立地する砂丘の北側には，薩摩藩統治時代頃まで利用されて

いたと考えられる「板石墓」が認められる。また，砂丘南側には，一

族墓と思われる立石墓等が確認される。 

現
在
の
遺
跡
地
と
関
連
す
る
要
素 

遺跡がある砂丘

及び周辺にある

構造物等の要素 

宇宿保育所 

県道佐仁・万屋・赤木名線を挟み，史跡の向かい側に所在する保育所

である。保育所敷地内の一部に遺跡が分布する事実が確認されてい

る。 

宇宿定住促進住宅 

県道佐仁・万屋・赤木名線を挟み，史跡の東側に所在する住宅である。

昭和 63 年（1988）に警察官舎として建てられた後，県道の拡幅工事

により，建て直しを図っている。周知の埋蔵文化財包蔵地「宇宿ダン

ベ山遺跡」が隣接している。 

宇宿貝塚史跡公園 

駐車場 

宇宿貝塚史跡公園の駐車場として利用している。昭和 53 年（1978）

の宇宿貝塚の調査において，一部発掘が行われている。 

県道 

史跡と周知の埋蔵文化財包蔵地「宇宿ダンベ山遺跡」の間に，砂丘を

横断するように県道佐仁・万屋・赤木名線が設けられている。 

県道拡幅工事に伴い，周知の埋蔵文化財包蔵地「宇宿ダンベ山遺跡」

の発掘調査が行われている。 

表■ 史跡の構成要素 
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第４章 史跡の保存活用をめぐる現状と課題           

 

第３章で整理した史跡の構成要素を踏まえながら，「保存」，「活用・整備」，「運営体制」の現状を

整理し，第１章で示した史跡を活かしたまちづくりの実現に向けて，課題を抽出しておく。 

パブリックコメント及び地域懇談会で寄せられた意見についても，本章各節でとりあげていく。 

 

第１節 保存における現状と課題                    

 

１ 保存の現状                                  

 

 宇宿貝塚における史跡指定は，遺跡の範囲だけではなく遺跡が立地している砂丘地の保護も目的

にしているため，砂丘地全体を対象としている。宇宿貝塚は，砂丘地の 3,563㎡が史跡に指定され，

その史跡指定地は 10 筆を数える。土地所有については，平成２年度から平成４年度にかけて公有

化を図っており，現在はすべて本市の所有となっている。 

 現在，史跡指定地は，宇宿貝塚史跡公園として整備されている。指定地北側には，ガイダンス機

能を兼ね備えた史跡保護覆屋施設が建てられ，遺構や発掘調査跡の露出展示をしている。また，史

跡保護覆屋施設の建設に伴い，排水設備工事等が行われている。遺構や発掘調査跡には，劣化等を

防ぐための保存処理が施されている。指定地南側は，地形復元工事（盛土等）が施され，平坦部の

広場として利用されている。広場には，砂丘地ののり面や復元地形の保護のため芝を張っており，

砂丘地内及び斜面部の境にはソテツを移植している。 

 史跡が所在する砂丘地について，史跡指定地は公有地であるため，畑地等の利用はない。指定地

内の環境整備として，宇宿貝塚史跡公園職員（本市文化財課）によって広場の伐採作業等の日常的

な管理を行っている。砂丘地の史跡指定地外の部分については，史跡保護覆屋施設の北側小丘部に

は，薩摩藩統治時代頃まで利用されていたと考えられる板石墓（奄美大島北部に分布する）等が認

められ，広場の南側には一族墓が確認されることから，墓地として利用されていることが分かる。 

 

２ 保存の課題                                  

 

 宇宿貝塚史跡公園の史跡保護覆屋施設は，遺構や発掘調査跡の露出展示を行っているため，常に

外気に晒されている。そのため，経年劣化に伴い保存処理の状況が悪くなり，遺構面や土層の剥ぎ

取り断面等の劣化の危険性が考慮される。また，遺跡の立地が砂丘地であることから，砂層を雨水

が浸透しやすく，降雨が続くと竪穴住居跡の遺構部分に水が染み出てくる状況にある。これにより，
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遺構面にカビが繁茂するため，防カビの処理が必要となる。生物被害も認められ，露出展示内にお

いて，鳥やネズミ，ヘビ等の侵入や糞害が頻繁に起きているため，対策が必要である。 

 広場部分においては，春から夏にかけて芝生に雑草が繁茂するため，遺跡の保存管理を図る上で

定期的な除草が必要である。 

砂丘地形については，保全の観点から，経過観察を続け，保全対策を検討していく必要がある。

また，自然災害により砂丘外縁部分に損壊等が発生した場合には，復旧工事の際に，教育委員会と

協議を経た上で復旧措置を図る必要がある。 

 

第２節 活用における現状と課題                     

 

１ 活用の現状                                  

 

 現在，宇宿貝塚史跡公園の史跡保護覆屋施設内で，遺構の露出展示と出土遺物の常設展を行って

いる。遺物の一部は，歴史民俗資料館で展示している。施設内は，公園職員による無料ガイドを受

けることができ，来園者の好評を得ている。また，来園者用のパンフレットを作成・発刊して，情

報発信に努めている。 

 定期的に啓発普及活動も行っており，本市教育委員会文化財課と池村茂氏（工房海彩・代表）で

共同開発した「夜光貝アクセサリー製作講座」を宇宿貝塚史跡公園で開催している。その中で，宇

宿貝塚を含めた笠利地区東海岸沿いに位置する縄文遺跡群等の周知を図っている。 

 また，市内小中学校の見学等を受け入れており，郷土学習の場としても利用されている。また，

勤続 10 年目となる教職員が受けるパワーアップ研修（異業種体験）の受け入れも行っており，史

跡が位置する地元の小学校である宇宿小学校教員も令和２年度と令和４年度に研修を実施してい

る。その研修で，宇宿貝塚の理解と小学校校区内における文化財の把握に努め，児童生徒への教育

的還元を促した。 

 そのほか，宇宿貝塚周辺の観光利用としては，宇宿漁港は，ホエールウォッチングの船舶が出入

港する拠点港の１つとして利用され，冬には大勢の人々が宇宿集落を訪れている。奄美群島は，冬

期に回遊してくるザトウクジラが観察できるホエールウォッチングのポイントである。特にクジラ

と一緒に遊泳するホエールスイムは，日本有数のポイントとして知られ，人気を集めている。また，

宇宿貝塚の東側にある大瀬海岸は，奄美大島有数のバードウォッチングのスポットである。毎年，

NPO 法人奄美野鳥の会が，大瀬海岸で初日の出探鳥会（1 月 1 日）と創立記念大瀬探鳥会（11 月 3

日）を開催している。宇宿集落の前面の砂丘地に防風林として植栽されたトクサバモクマオウ林は，

リュウキュウアサギマダラが越冬するスポットとして注目されている。 

２ 活用の課題                                   
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宇宿貝塚史跡公園は，複数の観光情報誌や観光サイト等に掲載され，情報発信がなされているが，

来園状況については年間の平均利用者数が 1,280人程度となっている。本市文化財課は，宇宿貝塚

史跡公園の他，奄美博物館と歴史民俗資料館を所管しており，それぞれ年間平均来館者数が 11,000

人程度（奄美博物館）と 4,300人程度（歴史民俗資料館）であり，これに比べると来園者数が少な

い状況である。そのため，奄美大島の在住者及び来島者への周知が不足している。また，公園職員

の無料ガイドによって公園内の案内を行っているが，遺構の露出展示や遺物の展示に関する解説パ

ネルや復元図等が少なく，来館者だけで見学する際には，宇宿貝塚に関する情報が十分に理解する

のが難しいと思われる。 

公園内で行う講座や講演会等，史跡を特徴付けるような講座やイベント等についても，定期的な

開催ができていない状況である。 

 宇宿貝塚史跡公園や歴史民俗資料館を中心として，笠利地区東海岸の所在する文化財群の一体的

な保存活用を図る「奄美古代村構想」が，奄美市に合併する前の旧笠利町時代から提唱されている。

しかし，整備計画や予算措置等が具体的に定められておらず，方向性の提示でとどまっている状態

である。そのため，各文化財の現状や本市の情勢を鑑みながら，構想の加筆・修正が必要になって

くる。 

市内小中学校等の郷土学習に伴う公園見学は，全体の約 30％（無料入館分）と高い割合となって

おり，郷土教育への活用がなされている。しかし，公園内の見学に留まっており，その他の活用の

ためのプログラム開発ができていない。 

ホエールウォッチングやバードウォッチング等で宇宿集落を訪ね，宇宿貝塚の周辺で自然観察を

楽しむ人が増加しているが，史跡及び周辺文化財群を観光資源として活用する方策についても，十

分検討されていない。 

 

第３節 整備における現状と課題                    

 

１ 整備の現状                                  

 

 宇宿貝塚史跡公園は，史跡保護覆屋施設部分と広場部分に分けることができ，それぞれの現状に

ついて記述する。 

史跡保護覆屋施設は，露出展示を行っている遺構及び発掘調査跡を覆っており，史跡を保護して

いる。施設の入口は，来園者が登る階段が２箇所あり，その横には車椅子利用者用のスロープが設

置されている。施設内部の展示スペースは，①縄文時代の竪穴住居跡と生活面，②昭和 30年（1955）

の発掘調査跡，③中世の地層面，④出土遺物の常設展示，⑤縄文時代の体験スペース，⑥土層断面
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の剥ぎ取り層に分かれており，①から③は露出展示となっている。展示スペースの間を見学用通路

が通っており，発掘調査跡を高い位置から見ることができる。 

 宇宿貝塚が立地する砂丘上は，もともと畑が営まれていたため，現在の広場部分の場所は平坦に

なっていた。そのため，公園整備の際に，広場部分は盛土して地形復元整備を行っている。復元後

の平坦部と崖状の斜面部の境界には，ソテツ等を移植している。平坦部には，芝生を張っており，

公園職員の草刈りによる管理がなされている。 

 公園の近くには，奄美市立宇宿保育所があり，広場部分が園児の遊び場所や避難訓練場所として

利用されている。 

 

２ 整備の課題                                  

 

 史跡保護覆屋施設入口の階段は，手すりの設置等のバリアフリー化が必要である。さらに，車椅

子利用者用のスロープは，一度施設内部の見学用通路を通って受付に向かうが，その周辺にも階段

が設置されているため受付を行うことができない。 

施設内は，展示スペースの間を見学用通路が通っており，発掘調査跡を高い位置から見ることが

できる。しかし，通路には，転落防止柵がなく見学者転落の危険性がある。 

 公園広場部分の芝生管理は，職員による草刈りが実施されているが，繁茂する速度が速く，通常

業務中に行っているため，その管理が負担になっている。 

 広場部分では，地元の子ども達が遊ぶこともあるため，崖部との境界に転落防止柵を設置するこ

とが望ましい。 

 

第４節 史跡保護覆屋施設における現状と課題                   

 

１ 史跡保護覆屋施設の現状                              

 

 史跡保護覆屋施設は，鉄骨造り一部鉄筋コンクリート造りの構造で，その屋根部はトタン屋根と

なっており，長時間の降雨の場合は覆屋の縁辺部全体に雨漏りが発生する。また，外気温が上がり

屋根が熱せられると，トタン屋根が膨張して音が発生する。外壁は，コンクリートブロックにサン

ゴ石垣を張り付けており，その上にガラスブロックを載せる構造となっている。ガラスブロックは，

鉄骨にビスで固定してコーキングを施した状態である。 

 

２ 史跡保護覆屋施設の課題                              
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史跡保護覆屋施設の屋根部は，平成 16年（2003）の開館当初から雨漏りが頻繁に起こっており，

遺構の展示状況にも影響している。雨漏りは，構造的問題によるものと材質の経年劣化に伴うもの

が発生し，大雨時には雨水が露出展示の竪穴住居跡に流れる場合もある。継続的に修繕を実施して

いるが，一定期間経つと再度雨漏りするようになる。また，土層断面の剥ぎ取り層も濡れて部分的

に壁から剥がれている。 

施設入口部分の天井には，石膏ボードが使用されており，雨漏りに伴い落下することもあるため，

公園職員や来園者に接触する可能性も考えられ非常に危険である。熱膨張によるトタン屋根の音は，

来園者から苦情が寄せられることもある。 

 外壁については，台風の被害により，ガラスブロックの一部が落下したことがある。覆屋は，県

道沿いに建っているため，落下に伴う重大な事故につながる恐れがある。また，夏期は，外壁がガ

ラスブロックのため，覆屋内の気温が上昇し熱中症になる危険性もある。 

史跡保護覆屋施設の状況について，老朽化による屋根部の錆や穴の修繕，ガラスブロックの繋ぎ

のシーリング取り換え必要となっている。 

 

第５節 運営体制における現状と課題                   

 

１ 運営体制の現状                                

 

 宇宿貝塚史跡公園は，本市文化財が所管している。文化財課は，奄美博物館・歴史民俗資料館・

宇宿貝塚史跡公園の３施設の管理運営業務，文化財保護業務の２業務を担当している。 

 ①宇宿貝塚史跡公園を含めた３施設の管理運営業務は，本市文化財課職員６名（奄美博物館６名）

と会計年度任用職員４名（歴史民俗資料館２名，宇宿貝塚史跡公園２名）の体制により行われてい

る。宇宿貝塚史跡公園職員の勤務は，それぞれが月 15 日勤務となっており，１名勤務になる場合

が多い。その際，トラブル等が生じた場合は，文化財課の他，奄美市笠利総合支所地域教育課へ連

絡する体制を整えている。 

 平成 16年（2004）４月に発足した奄美文化財サポーターDEIDEIDEIの総会・定例会は，史跡公園

が利用されており，史跡を拠点として笠利地区を中心とした文化財の保護活動等を行っている。 

 

２ 運営体制の課題                                

 

宇宿貝塚史跡公園では，来園者に対し園内のガイドを行っているため，1 名勤務中は受付が不在に

なり複数来園時の対応が難しい。また，昼休憩のため 1 時間の閉館を余儀なくされ，十分なサービ

スを提供できていない状況になっている。公園広場部分の伐採業務も月数日の２名勤務時のみ行っ
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ているため，十分な管理ができていない。 

本市文化財課の職員は，奄美博物館（奄美市名瀬長浜町地内）が勤務地となっているため，史跡

公園内で問題等が生じた場合の対処が遅れてしまう。 

本市文化財課が中心となり，史跡が所在する宇宿集落と連携の強化を図り，将来的には行政と地

域住民，文化財サポーターDEIDEIDEIで史跡の保存・活用に取組む「宇宿貝塚保存会（仮称）」のよ

うな組織の設立が望まれる。この際，史跡の保存・活用における行政と地域住民，文化財サポータ

ーDEIDEIDEI の役割分担等を明確化していく必要がある。また，史跡の保存・活用・整備に関わる

庁内連携体制も充実させなければならない。 
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第５章 史跡の保存活用における基本方針        

 

第１節 大綱                             

 

 史跡の保存・活用・整備は，史跡を確実かつ恒久的に保存し，そのかけがえのない価値を後世へ

継承していくことが原則である。 

それは，本市が将来像「自然・ひと・文化が共につくるきょらの郷～太陽の恵みのもとで，ゆっ

たりとくらす人々が，自然の声を伝えていくまち～」の実現に向けて，各種施策が実践されていく

中で，関連施策と十分調整を図りながら総合的に進められなければならない。 

史跡の保存・活用・整備は，史跡のことだけに留まるものではなく，史跡を中核としたまちづく

りの施策である。その施策の進展は，本市の独自性・固有性を高め，さらに住民の誇り・愛着を醸

成するものとして欠かせない資源ともなる。 

 

史跡の本質的価値 

⇩ 
奄美群島を代表する縄文時代の貝塚遺跡 

―奄美考古学発祥の地に立ち，豊かな自然と歴史を体験し，訪れたくなるまち宇宿― 

 

第２節 基本方針                                        

 

「奄美市市町村建設計画」における施策の大綱に従いながら，将来像「自然・ひと・文化が共に

つくるきょらの郷～太陽の恵みのもとで，ゆったりとくらす人々が，自然の声を伝えていくまち～」

の実現に向けた史跡宇宿貝塚の保存・活用・整備における基本方針を，以下のとおり定めるものと

する。 

（１）日本列島における縄文文化の拡がりが確認できる遺跡 

（２）南西諸島における縄文文化を特徴づける遺構・遺物に恵まれた遺跡 

（３）奄美社会の縄文時代を解明する遺跡 

（４）奄美群島における考古学発祥の地となる遺跡 
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宇宿貝塚における保存活用の基本方針 

  

 

 

Ⅰ 
［保存］宇宿貝塚について，史跡指定地を対象として，本質的価値を損なわないように，

適切な維持管理を行い，恒久的保存を図る（保存）。 

  

Ⅱ 

［活用］亜熱帯の豊かな自然の恵みを受けながら営まれていた暮らしを体感，学習できる

知的空間として活用・整備し，また社会教育・学校教育としての郷土学習の教材として育

んでいく（社会教育・学校教育）。 

  

Ⅲ 

［活用］調査研究を重ねながら，史跡の本質的価値を一層引き出し，ここでしか見ること

ができない唯一無二の存在に高め，大島北部の観光資源・地域資源として育んでいく（観

光振興・地域振興）。 

  

Ⅳ 
［整備］史跡の保存環境と地域住民の生活環境及び景観の調和と保全を図りながら，安ら

ぎの空間として，史跡があるまちにおける良好な住環境の創出を図る（整備）。 

  

Ⅴ 

［体制］史跡の保存・活用・整備は持続可能なものとし，本市における体制の充実に努め

ながら，行政だけではなく地域住民や市民，民間企業等が史跡の価値を共有し，特に保存・

活用に対して積極的に参画し，市民協働・官民連携による取組みを醸成する（官民連携事

業（PPP/PFI））。 

図● 奄美市市町村建設計画と史跡保存 

表● 活用計画における施策の対応関係 
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第６章 史跡の保存                   

 

第１節 保存の方向性                                      

 

史跡が立地する砂丘地について，遺跡分布範囲を中心に保存計画区域を設定し，その範囲内にお

ける既指定地の適切な保存管理を進めていく。あわせて継続的な発掘調査や出土遺物の整理及び分

析を行い，宇宿貝塚の全体像の解明を進めていくことにより，史跡の価値を一層高めるとともに，

その成果に基づいた保存の方向性を展開させていく。 

 保存計画区域内では，史跡の本質的価値を確実に保存するため，遺跡分布や土地利用状況等に基

づいた地区区分を行い，想定される現状変更の行為を整理し，それぞれの行為に対する取り扱い基

準を定めて，適切に対処する方策を実施していく。 

 さらに，史跡単体のみではなく，史跡が所在する砂丘一帯の自然環境とも調和を図りながら，周

辺文化財群も含めた一体的な保存を推進し，地域の自然・歴史・文化を繋ぐさまざまなストーリー

を語れる場としての醸成を図る。そのために，行政と市民の連携による保存管理体制を整え，取組

みを進めていく。 

図■ 保存計画区域の範囲 
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第２節 保存の方法                                        

 

１ 保存計画区域の対象範囲                            

 

 史跡宇宿貝塚の範囲は，昭和８年（1933）及び昭和 29年（1954）の試掘調査，昭和 30年（1955）の

学術調査，昭和 53年（1978）の範囲確認調査，そして，平成５～８年（1993～1996）の史跡整備に伴う

発掘調査の成果に基づき，縄文時代後期から縄文時代晩期を主体とした遺構，遺物が確認された範囲及

び，遺跡が立地する一帯の砂丘地上の一部に限られている。指定地範囲外の東側にも同一砂丘が拡がり，

中世の土壙墓が確認された宇宿ダンベ山遺跡が確認されている。宇宿貝塚南側の古砂丘地には，縄文時

代前期から縄文時代晩期が主体の宇宿高又遺跡や宇宿小学校遺跡，国指定重要文化財（建造物）「泉家住

宅」がある。宇宿貝塚東側は新砂丘地にあたり，弥生時代並行期以降に位置づけられる宇宿港遺跡が確

認されている。このことから，新旧２列の砂丘が形成され，縄文時代から断続的に生活の場として利用

されたと理解できる。しかしながら，遺跡の全体像は解明できていないのが実態である。 

 そこで，本計画では，史跡指定地と併せて史跡指定地以外の砂丘地に形成されている遺跡を含めて保

存計画区域の対象範囲とする（図■）。 

  

２ 地区区分                                   

 

史跡の適切な保存管理として，これまでの分布調査及び発掘調査で確認された遺構，遺物の密度，

分布状況等を鑑みながら，保存活用計画区域について地区区分を行い（表■・図■），各地区におい

ての現状変更等の取扱方針を定め，保存管理を進めていく。宇宿貝塚周辺には，宇宿高又遺跡，宇

宿小学校遺跡，宇宿港遺跡等の遺跡が確認されており，地区区分及びその範囲は，今後の追加指定

や発掘調査の進展によっては随時更新される可能性はある。 

地区区分 概要 

Ａ地区 
宇宿貝塚が立地する砂丘上で，史跡指定及び公有化が既に行われてい

る区域。 

Ｂ地区 
宇宿貝塚と一体的に保存を図る区域（古砂丘）。中世に位置づけられる

宇宿ダンベ山遺跡を含む一帯。 

Ｃ-Ⅰ地区 

宇宿貝塚と同様，古砂丘地に形成された宇宿高又遺跡や宇宿小学校遺

跡が含まれる。部分的に砂丘地が削平され，畑地や施設，里道として利

用される等地形の改変が認められる。 

Ｃ-Ⅱ地区 

宇宿貝塚の南東側に形成されている区域（新砂丘）。弥生時代並行期以

降に位置づけられる宇宿港遺跡を含む一帯。畑地や施設，里道によっ

て，部分的に砂丘地が削平され，地形の改変が認められる。 

図■ 地区区分の概要 
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３ 各地区の現況                                 

 

（１）Ａ地区の現況 

 史跡宇宿貝塚が立地する古砂丘で，史跡指定の範囲内である。史跡の指定（昭和 61 年 10 月 17

日）及び公有化（平成２～４年度）は既に行われている。現在は，史跡公園として整備されている。

史跡指定範囲内には，史跡の一部を保護する覆屋施設があり，その他覆屋に伴う高圧電気施設や上

下水道管が部分的に埋設されている。 

 史跡保護覆屋施設の未発掘箇所（約 78.5㎡）と，史跡公園南側（約 1,641㎡）は，未発掘調査地

で，残存状態のよい文化層が残っている可能性が高い箇所である。 

（２）Ｂ地区の現況 

 宇宿貝塚と同一砂丘上で，県道 601号線を挟んだ東側には平成３・４年度（1991・1992）の発掘

調査で確認された中世に位置づけられる葺石遺構や人骨を伴う土壙墓が確認された宇宿ダンベ山

遺跡が立地している。この箇所は，現在，樹木等が繁茂し農業等は行われていない。 

 史跡の南側は現在，墓地として利用されており，今後も墓地の新設，解体，撤去等に伴う掘削行

為が行われる可能性は高い。 

表■ 地区区分の概要 

図■ 地区区分の範囲 
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古砂丘斜面はソテツ等の樹木が繁茂しているが，一部，史跡公園の駐車場付近には砂丘の露頭が

あり，そこから，貝殻片や土器片が流出している状況である。露頭下部は，クール層（凝結砂層）

が形成されている。遺物の流出に関しては早急に防止する対策が必要である。 

（３）Ｃ-Ⅰ地区の現況 

 史跡と同様，古砂丘地に形成された縄文時代前期から縄文時代晩期を中心とした宇宿高又遺跡や

宇宿小学校遺跡が立地している。宇宿高又遺跡周辺地は，耕作地や里道として利用され，そ著しい

地形の改変が認められる。今後も，耕作や道路工事，上下水道管工事等に伴う掘削行為が行われる

可能性は高い。 

（４）Ｃ-Ⅱ地区の現況 

 史跡が立地する古砂丘南東側の平地は現在，主に耕作地や施設として利用されている区域である。

奄美市立宇宿保育所の敷地が含まれ，令和２年度（2022）の試掘調査において縄文時代から近現代

にかけての遺物のほか，時期について判然としないが，人骨を伴う土壙墓が確認されている。なお，

宇宿貝塚，宇宿ダンベ山遺跡，宇宿港遺跡の調査においても人骨を伴う土壙墓が確認されている。

今後も建築物の新設，改築，解体，撤去，道路工事，上下水道管工事等に伴う掘削行為が行われる

可能性が高い。 

 

４ 日常管理                                       

 

史跡の適切な保存管理として，行政のみならず地域住民との連携した取組みを図る。現在，本市

教育委員会は，史跡周辺の土地所有者，奄美文化財サポーターDEIDEIDEI，宇宿小学校，宇宿保育所

と連携しながら，日常的保存管理の取組みを実施している（表■）。 

関係者 日常的保存管理の取組み 

奄美市教育委員会 

○史跡保存計画区域の定期的巡回 

○史跡指定地及び海浜の清掃 

○年 4 回程度の史跡指定地の草木伐採 

○土地境界に植栽されたソテツ管理 

○史跡説明板の点検・管理 

○砂丘地形の経過観察 

○自然災害時における被害状況の点検 

史跡周辺の土地所有者 
○畑地や墓地の管理 

○草木や樹木の伐採 

奄美文化財サポーター

DEIDEIDEI 

○史跡指定地および周辺の管理 

○砂丘地形の経過観察 

奄美市立宇宿小学校 〇小学校敷地の管理 

奄美市立宇宿保育所 ○保育所敷地の管理 

表■ 関係者における日常的保存管理 
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また，本市教育委員会は，保存計画区域について，奄美文化財サポーターDEIDEIDEI と緊密な連

携を図りながら定期的な巡回を実施し，状況把握を行っている。史跡指定内の清掃や草木伐採等も

定期的に行い，包含層に影響が出ないように根元から抜く行為を避けるよう留意している。今後も，

上記の取組みを継続的に実施し，環境保全に努めるものとする。 

 自然災害時には，奄美市ハザードマップと関連させ，自然災害後の被害状況の点検を行う。 

 

５ 現状変更等の取扱方針及び基準                         

 

（１）現状変更等の取扱方針 

 本節２で示した地区区分に応じて，地区内で予想される現状変更及び保存に影響を及ぼす行為に

ついて，取扱方針及び基準を定める。 

①Ａ地区 

 文化財保護法に基づいた史跡指定が行われている地区である。史跡の本質的価値を構成する遺

構・遺物や遺跡立地を適切かつ確実に保存する必要がある。原則として，史跡の保存・活用を目的

とする行為以外は現状変更を認めないこととする。ただし，農業用水管や農道等，住民生活の維持

に関わるものや史跡整備に関わるものについては，遺跡に影響を与えない範囲・方法で対処を図る

ものとする。Ａ地区における現状変更行為は，文化財保護法 125条による許可制で行われる。現状

変更の許可申請区分については，表■に示す。 

②Ｂ地区 

 宇宿貝塚と同一砂丘上の地区で，史跡の本質的な価値にも関わる地形を維持していく上で重要な

部分である。土地所有者等の理解・協力を得ながら，史跡指定地と一体的な保存管理を積極的に進

めていく必要がある。 

 今後の追加指定を目指す地区であり，史跡指定地（Ａ地区）に準ずる重要区域であるため，土地

所有者等の理解・協力を得ながら積極的に保存に取組んでいくものとする。 

農業用水管や農道等，住民生活に関わる公益性の高いものは，共存を図る対応を行い，遺跡に影

響がない範囲・方法で認める方針とする。 

Ｂ地区は，「周知の埋蔵文化財包蔵地」にあたるので，開発行為を行う場合は，事前に文化財保護

法 93 条･94 条による届出・通知が必要である。本市教育委員会に相談されたい。 

③Ｃ-Ⅰ地区 

 宇宿貝塚の南側の砂丘（古砂丘）にあたる地区である。「周知の埋蔵文化財包蔵地」であり，B地

区同様，開発行為を行う場合は事前に文化財保護法 93 条・94 条による届出・通知が必要である。

本市教育委員会に相談されたい。 
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 住宅の新築・増改築・解体撤去作業や上下水道管の新設・改築補修工事・畑地の造成等において，

発掘調査の実施を調整し，調査結果に応じながら，土地所有者等と保存のための協議を行い，遺跡

の保護について理解・協力を求める。 

④Ｃ-Ⅱ地区 

 宇宿貝塚の南東部の砂丘（新砂丘）に当たる地区である。「周知の埋蔵文化財包蔵地」であり，B

地区同様，開発行為を行う場合は事前に文化財保護法 93条・94条による届出・通知が必要である。

本市教育委員会に相談されたい。 

 住宅の新築・増改築・解体撤去作業や上下水道管の新設・改築補修工事・畑地の造成等において，

発掘調査の実施を調整し，調査結果に応じながら，土地所有者等と保存のための協議を行い，遺跡

の保護について理解・協力を求める。 

（２）現状変更の法的根拠 

 文化財保護法第 125条に「現状変更等の制限及び原状回復の命令」として，下記の規定が記され

ている。 

 

  第 125 条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは，

文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし，現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要 

な応急措置を執る場合，保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は，この限りでない。 

 ２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は，文部科学省令で定める。 

 ３ 第 1項の規定による許可を与える場合には，第 43条第 3項の規定を，第 1項の規定による許可を受けた者に 

   は，同条第 4項の規定を準用する。 

 ４ 第 1項の規定による処分には，第 111条第 1項の規定を準用する。 

 ５ 第 1項の許可を受けることができなかつたことにより，又は第 3項で準用する第 43条第 3項の許可の条件を付 

   せられたことによって損失を受けた者に対しては，国は，その通常生ずべき損失を補償する。 

 ６ 前項の場合には，第 41条第 2項から第 4項までの規定を準用する。 

 ７ 第 1項の規定による許可を受けず，又は第 3項で準用する第 43条第 3項の規定による許可の条件に従わな 

   いで，史跡名勝天然記念物の現状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては，文化庁 

長官は，原状回復を命ずることができる。この場合には，文化庁長官は，原状回復に関し必要な指示をすること 

ができる。 

 

 史跡内における現状変更については，第 125条第 1項の規定で「史跡名勝天然記念物に関しその

現状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは，文化庁長官の許可を受け

なければならない」と制限が設けられていて，原則的に文化庁長官の許可が必要とされている。 

 史跡内における現状変更許可の手続きを必要としない場合は，「ただし，現状変更については維
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持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合，保存に影響を及ぼす行為については影

響の軽微である場合は，この限りでない」と定められている。 

 また，文化財保護法施行令第 5条第 4項には，市で実施できる現状変更許可（史跡への影響が軽

微であるもの）について，下記の規定がある。 

 

 （都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 

  第 5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は，都道府県の教育委員会が行うこととする。ただし，我が 

 国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について，文化庁長官がその保護上特 

 に必要があると認めるときは，自ら第五号に掲げる事務（法第 92条第 1項の規定による届出の受理及び法第 94 

 条第 1項又は第 97条第 1項の規定による通知の受理を除く。）を行うことを妨げない。 

 ４ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は，都道府県の教育委員会（第 1号イからリまで及びルに掲げる現 

 状変更等が市の区域（法第 115条第 1項に規定する管理団体（以下この条において単に「管理団体」という。） 

 が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画（以下この条において「管理計画」という。）を当該都 

 道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「特定区域」という。）内において行われる場合， 

同号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定 

区域が特定区域内に存する場合にあつては，当該市の教育委員会）が行うこととする。 

 一 次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲げるものにあつては，史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内に 

おいて行われるものに限る。）に係る法第百 125条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令 

  イ 小規模建築物（階数が 2以下で，かつ，地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて，建築面積（増 

   築又は改築にあつては，増築又は改築後の建築面積）が 120平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。） 

   で 2年以内の期間を限つて設置されるものの新築，増築又は改築 

  ロ 小規模建築物の新築，増築又は改築（増築又は改築にあつては，建築の日から 50年を経過していない小規 

   模建築物に係るものに限る。）であつて，指定に係る地域の面積が 150ヘクタール以上である史跡名勝天然記 

   念物に係る都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 8条第 1項第 1号の第 1種低層住居専用地域，第 

二種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの 

  ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の設置若しくは改修（改修にあつては設置の日から 50年を 

経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削，盛土，切土そ 

の他土地の形状の変更を伴わないものに限る。） 

  ニ 法第 115条第 1項（法第 120条及び第 172条第 5項において準用する場合を含む。）に規定する史跡名勝 

    天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修 

  ホ 電柱，電線，ガス管，水管，下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修 

ヘ 建築物等の除却（建築又は設置の日から 50年を経過していない建築物等に係るものに限る。） 

  ト 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については，危険防止のため必要な伐採に限る。） 
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  チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取 

  リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは 

   身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育，当該捕獲した動物への標識若し 

   くは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取 

  ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け 

  ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの（現に繁殖のために使用されているものを除く。）の 

   除却 

  ヲ イからルまでに掲げるもののほか，史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域（当該史跡名勝天 

  然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会（当該管理計画が市の区域（管理団体が当該都道府県であ 

  る史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。）又は町村の区域を対象とする場合に限る。）又は 

  市の教育委員会（当該管理計画が特定区域を対象とする場合に限る。）が定めている区域のうち当該都道府県 

  又は市の教育委員会の申出に係るもので，現状変更等の態様，頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指 

  定する区域をいう。）における現状変更等 

  二 法第 130条（法第 172条第 5項において準用する場合を含む。）及び第 131条の規定による調査及び調査 

  のため必要な措置の施行（前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第 125条第 1項の規定による許可の 

  申請に係るものに限る。） 

 ５ 前項の管理計画に記載すべき事項は，文部科学省令で定める。 

 ６ 都道府県の教育委員会は，管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について，市の区域を対 

象とする管理計画を定めようとするときは，あらかじめ，当該市の教育委員会に協議し，その同意を得なければなら 

ない。これを変更し，又は廃止しようとする時も，同様とする。 

 ７ 第 4項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会 

は，文部科学省令で定めるところにより，その旨を公示しなければならない。これを変更し，又は廃止しようとするとき 

も，同様とする。 

 ８ 文化庁長官は，第 4項第 1号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは，その旨を官報で告示しなければなら 

ない。 

 ９ 第 1項本文，第 2項本文，第 3項及び第 4項の場合においては，法の規定中これらの規定により都道府県又 

  は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は，都道府県又は市の教育委員会に関する規 

  定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。 

 

 この文化財保護法施行令第 5 条により，文化財保護法に定められている第 43 条（現状変更等の

制限），第 53条（所有者等以外の者による公開），第 54・55条（保存のための調査）関係について，

県及び市で行うべき事務の範囲が定められている。 

 現状変更に係る行為については，いずれの場合においても，関係機関と協議，調整を十分に行う
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必要があるので，計画の段階で本市教育委員会に相談していただくことが望ましい。 

（３）現状変更に伴う許可申請区分 

 史跡指定地において，土地の現状を変更する行為及び保存に影響を及ぼす行為を行う場合には，

本市教育委員会と協議が必要な維持の措置や災害等の緊急・応急時の場合を除き，文化庁長官の許

可，または権限委譲を受けた本市教育委員会の許可を受ける必要がある。 

また，史跡指定地内の耕作地等において，従来の土地利用の継続となる日常的な耕作や維持管理

行為については，史跡に対する影響が軽微であり，現状変更の許可は不要である。 

許可申請区分と 

関連法 
現状変更の許可申請が必要な行為（注 1） 宇宿貝塚で 

想定される行為の事例 

文
化
庁
長
官
に
よ

る
許
可
が
必
要 

文化財保護法 

第 125条 
下記以外の行為 

・建築物の新設，増改築，解体・

除去，補修 

・道路の新設，拡幅，補修 

・掘削，盛土，砂採取に伴う土地

造成等 

・発掘調査の実施 

奄
美
市
教
育
委
員
会
に
よ
る 

許
可
が
必
要 

文化財保護法 

施行令 

第 5条第 4項 

・2 年以内の期間を限って設置される小規模建築物（注 2）の

新築，増改築 

・工作物（建築物を除く）の設置もしくは改修（設置から 50 年

を経過していないもので土地の形状変更を伴わないもの） 

・既設道路の補修（土地の形状変更を伴わないもの） 

・史跡管理に必要な施設（注 3）の設置，改修 

・電柱，伝染，ガス管，水管，下水管その他これらに類する工

作物の設置または改修（土地の形状変更が最小限度のやむ

をえない程度を超えないもの） 

・建築物の除却（設置から 50年を経過していないもの） 

・樹木等の伐採 

・農業用水管等の工作物の新

設，撤去，補修 

・樹木の伐根 

奄
美
市
教
育
委
員
会
と
協
議
が
必
要 

文化財保護法 

第 125条 

但し書き 

維持の措置（注 4） 

・史跡のき損，衰亡時の現状復旧 

・史跡のき損，衰亡の拡大防止措置 

・史跡のき損，衰亡箇所の復旧が明らかに不可能である場合

における，当該部分の除去 

・自然災害等によって史跡が損

壊した場合，もしくはその恐れの

ある場合の復旧，応急措置，危

険除去等（当該箇所への盛土に

よる保護や土のう設置等の養生

等） 

文化財保護法 

第 125条 

但し書き 

非常災害のために必要な応急措置 

・自然災害等による土砂崩れ，倒

壊した工作物の除去，倒木・危

険木等の伐採，除去等 

文化財保護法 

第 125条 

但し書き 

史跡への影響が軽微である場合 

・日常的な耕作 

・日常的な里道管理に伴う伐採 

・休耕地における樹木の伐採 

（注 1） 現状変更許可の申請については，事前に奄美市教育委員会へ相談すること。 

（注 2） 小規模建築物は，階数が 2階以下で，かつ，地階を有しない木造または鉄骨造の建築物であって，建築面積

（増改築の場合は，増改築後の面積）が 120㎡以下のものを指す。 

（注 3） 文化財保護法第 115条に規定されるもの。  

（注 4） 特別天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に規定されるもの。 

表■ 現状変更等に伴う許可区分 
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（４）現状変更の取扱基準 

［Ａ地区］ 

現
状
変
更
が
必
要
と
な
る
行
為
等 

建築物 

新築 原則として史跡整備に伴うもの以外の新築は認めない。 

増改築 遺跡に影響のないものは認める。 

解体・撤去 遺跡に影響のないものは認める。 

補修 日常的な維持管理や掘削を伴わない補修は認める。 

道路 

新設 原則として新設は認めない。 

拡幅 原則として拡幅は認めない。 

補修 維持管理のための掘削を伴わない補修は認める。 

土地造成等 

掘削 原則として掘削は認めない。 

盛土 

原則として盛土は認めない。しかし，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文

化財課の指導を受け，奄美市教育委員会と協議を実施し，盛土の必要性が確

認できた場合は認められる場合もある。 

砂採取 原則として砂採取は認めない。 

農

業 

農業用水管等

の工作物 

新設 地下への影響が軽微なものは認める。 

撤去 

除去は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，奄美

市教育委員会と協議を行い，史跡の保護に十分に配慮したものを実施する。実

施に伴い，発掘調査を行う場合もある。 

補修 

地下への影響が軽微なものは認める。補修は，文化庁文化財第二課・鹿児島

県教育庁文化財課の指導を受け，奄美市教育委員会と協議を行い，史跡の保

護に十分に配慮したものを実施する。実施に伴い，発掘調査を行う場合もある。 

物置小屋やビ

ニールハウス等

の簡易工作物 

新築 現状保存を原則とする。 

増改築 現状保存を原則とする。 

ソテツなどの植

物 

植栽 

現状保存を原則とする。 

景観の維持に係る植栽の場合は，奄美市教育委員会と協議すること。 

除去 

現状保存を原則とする。 

日常的な耕作等に支障が出る場合は，奄美市教育委員会と協議すること。 

上下水道管等の 

埋設物 

新設 原則として新設は認めない。 

撤去 

除去は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，奄美

市教育委員会と協議を行い，史跡の保護に十分に配慮したものを実施する。実

施に伴い，発掘調査を行う場合もある。 

補修 

補修は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，奄美

市教育委員会と協議を行い，史跡の保護に十分に配慮したものを実施する。実

施に伴い，発掘調査を行う場合もある。原則として改築は認めないが，既設のも

のに限り，遺跡に影響のない既掘削範囲内で認める。 

樹

木

等 

日常的な畑地・

里道の管理 

伐採 遺跡に影響が及ばない伐採は認める。 

抜根 
現状保存を原則とする。 

日常的な耕作等に支障が出る場合は，奄美市教育委員会と協議すること。 

休耕地等に 

おける樹木 

伐採 遺跡に影響が及ばない伐採は認める。 

抜根 
現状保存を原則とする。 

日常的な耕作等に支障が出る場合は，奄美市教育委員会と協議すること。 

自然災害等 

自然災害の復旧・防止工事については，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育

庁文化財課の指導を受け，鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，史跡

周辺の景観に配慮した内容を工夫する。 

発掘調査 
発掘調査は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，

目的等が適切な場合だけ認める。 

表■ Ａ地区の取扱基準 
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［Ｂ地区］（表■） 

奄
美
市
と
協
議
が
必
要
と
な
る
行
為
等 

建築物 

新築 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査や立会調査を行う。 

増改築 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

解体・除去 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

道路 

新設 
担当部局に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

拡幅 
担当部局に景観保全についての理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

土地造成等 

掘削 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

盛土 所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

砂採取 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査や立会調査を行う。 

農

業 

農業用水管等

の工作物 

新設 
担当部局に景観保全についての理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

撤去 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

物置小屋やビ

ニールハウス等

の簡易工作物 

新築 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

増改築 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

解体・除去 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

補修 日常的な維持管理や地下への影響が軽微なものは認める。 

ソテツ 
植栽 認める。 

除去 位置や規模によっては，試掘調査等を行う。 

農道 

新設 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

拡幅 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

補修 
所有者に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

上下水道管等の 

埋設物 

新設 
担当部局に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

撤去 
担当部局に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

補修 
担当部局に景観保全について理解と協力を求める。 

掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

樹

木

等 

日常的な畑地・

里道の管理 
抜根 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

休耕地等に 

おける樹木 
抜根 掘削が行われる場合，位置や規模により試掘調査等を行う。 

自然災害等 

自然災害の防止工事については，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文

化財課の指導を受け，鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，史跡周辺

の景観に配慮した内容を工夫する。 

発掘調査 
発掘調査は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，

鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，目的等が適切な場合だけ認める。 

 

 

 

表■ Ｂ地区の取扱基準 
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［C-Ⅰ地区］（表■） 

奄
美
市
と
協
議
が
必
要
と
な
る
行
為
等 

建築物 

新築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

増改築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

解体・除去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

補修 日常的な維持管理や地下への影響が軽微なものは認める。 

道路 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

拡幅 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査や立会調査を行う。 

土地造成等 

掘削 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

盛土 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

砂採取 

事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。その結果，奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合が

ある。 

農

業 

農業用水管等

の工作物 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

撤去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

物置小屋やビ

ニールハウス等

の簡易工作物 

新築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

増改築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

解体・除去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

日常的な耕作 認める。 

農道 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

拡幅 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

上下水道管等の 

埋設物 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う

必要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

撤去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

樹

木

等 

日常的な畑地・

里道の管理 

伐採 景観の維持に支障が出ない場合は認める。 

抜根 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

休耕地等に 

おける樹木 

伐採 景観の維持に支障が出ない場合は認める。 

抜根 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

 

自然災害等 

自然災害の防止工事については，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文

化財課の指導を受け，鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，史跡周辺

の景観に配慮した内容を工夫する。 

発掘調査 
発掘調査は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，

鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，目的等が適切な場合だけ認める。 

 

 

表■ Ｃ－Ⅰ地区の取扱基準 
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［C-Ⅱ地区］（表■） 

奄
美
市
と
協
議
が
必
要
と
な
る
行
為
等 

建築物 

新築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

増改築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

解体・除去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

補修 日常的な維持管理や地下への影響が軽微なものは認める。 

道路 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

拡幅 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査や立会調査を行う。 

土地造成等 

掘削 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

盛土 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

砂採取 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。その結果，奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

農

業 

農業用水管等

の工作物 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

撤去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

物置小屋やビ

ニールハウス等

の簡易工作物 

新築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

増改築 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

解体・除去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

日常的な耕作 認める。 

農道 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

拡幅 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

上下水道管等の 

埋設物 

新設 
事業者は，奄美市教育委員会に埋蔵文化財の照会を依頼し，事前協議を行う必

要がある。奄美市教育委員会が，確認調査等を実施する場合がある。 

撤去 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

補修 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

樹

木

等 

日常的な畑地・

里道の管理 

伐採 景観の維持に支障が出ない場合は認める。 

抜根 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

休耕地等に 

おける樹木 

伐採 景観の維持に支障が出ない場合は認める。 

抜根 掘削が行われる場合，位置や規模により確認調査等を行う。 

 

自然災害等 

自然災害の防止工事については，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化

財課の指導を受け，鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，史跡周辺の景

観に配慮した内容を工夫する。 

発掘調査 
発掘調査は，文化庁文化財第二課・鹿児島県教育庁文化財課の指導を受け，

鹿児島県・奄美市教育委員会と協議を行い，目的等が適切な場合だけ認める。 

 

 

表■ Ｃ－Ⅰ地区の取扱基準 
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第３節 追加指定                           

 

史跡指定は，遺跡の持つ価値を損なうことなく，開発行為等の遺跡を破壊する要因に制限をかけ，

恒久的な保存を図るための保護措置であり，遺跡の部分的な指定だけではなく，宇宿貝塚が立地す

る砂丘一帯の指定を目指す必要がある。そのため，史跡指定の必要性がある範囲については，土地

所有者，地元住民に説明を行い，理解を得ながら，今後，史跡の追加指定を進めていく必要がある。 

 

第４節 公有化                            

  

宇宿貝塚は貝塚の保護充実を図るために平成２～４年度（1990～1992）に，国庫補助金の承認を

受けて 3,563㎡の指定地面積の公有化を行っている。しかしながら，宇宿貝塚が立地する砂丘一帯

の一部に民有地も含まれ，史跡の保存管理を確実かつ適切に実施するためには，今後，民有地の公

有地化について，土地所有者の状況に応じた検討を進めていく必要がある。 

宇宿貝塚の場合は，立地する砂丘の景観および伝統的土地利用の景観を保全しつつ，ガイダンス

施設における学習，休憩の場として利用に供するとともに景観に調和した活用の方法をとることが

望ましいと考えられる。 

また，「奄美市景観条例（現在，制定準備中）」に基づきながら，史跡一帯の公有地化と耕作地な

どの土地利用に関する調整を十分に図り，砂丘の景観，伝統的土地利用の景観を保全する政策を立

てる必要がある。 
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第７章 史跡の活用                   

 

第１節 活用の方向性                          

 

世界自然遺産登録地でもある奄美大島に所在する特色豊かな史跡として，その価値を正しく理解

し，魅力に親しんでもらうため，史跡の活用を積極的に図る。 

 宇宿貝塚は，昭和 61 年（1986）に国史跡として指定される以前から，郷友会や地元住民により

地域の文化センターとしての公園化が検討される等，地域の歴史・文化を象徴し，住民の誇りでも

あり憩いの場所でもあった。また，奄美空港から一番近い観光施設でもあり，来島する観光客の多

くが通る場所である。そのため，史跡の活用は，大島北部の観光振興には欠かせない重要な役割を

果たす。 

多様な利用者に対して，史跡の本質的価値を分かりやすく理解できるようにし，宇宿貝塚の見学・

利用・体験を通じて，見学者の生活域に存在する遺跡や史跡への興味関心を喚起する。さらには文

化財や文化財行政に対する理解・関心を深めるような展示やプログラムを随時展開していく。それ

らを，第４章の史跡の保存活用における基本方針に基づき，史跡の活用に関連する「社会教育」「学

校教育」「地域振興」「観光振興」「PPP/PFI」の５分野において持続的に開発・更新し，効果的な活

用を目指す。 

また，史跡の公開・活用は，行政と地域住民・市民が協働で実践し，史跡が所在する宇宿集落，

宇宿小学校校区における交流人口の増大，地域の活性化に繋がる仕組みの構築を目指す。 

 

第２節 活用の方法                          

 

１ 活用計画区域の対象範囲                            

 

 史跡宇宿貝塚が位置する笠利地区の東海岸は，２列の大きな砂丘が発達しており，その砂丘上に

縄文時代から中世にかけての遺跡が多く分布している。完新世新砂丘（約 2,000～3,000 年前より

以後に形成されている砂丘）が奄美市笠利町須野から和野まで認められ，完新世古砂丘（約 2,000

～3,000 年前より以前に形成されている砂丘）が奄美市笠利町宇宿から万屋まで新砂丘とは独立し

て拡がる。 

ここ一帯は，島内においても屈指の遺跡集中地帯であり，史跡の活用においてもその価値を十分

に伝えるため，史跡単体ではなくその周辺の文化財群との連携は不可欠である。そこで，本計画で

は，史跡と併せて奄美市笠利町東海岸に分布している文化財群を活用計画区域の対象範囲とする
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（図■）。その範囲は，奄美地域博物館古代村構想の範囲と概ね合致する。 

 

２ 地区区分                                   

 

 史跡の充実した活用として，これまでの分布調査や発掘調査によって確認されている遺跡の鑑み

ながら，活用計画区域について地区区分を行い（表■・図■），それに基づき，「社会教育」「学校教

育」「地域振興」「観光振興」の充実した活用を図る。活用計画区域及び地区区分は，今後の活用事

業等により随時変更される可能性はある。 

 

地区区分 概要 

Ａ地区 

宇宿集落内を範囲とし，宇宿貝塚や宇宿小学校遺跡，宇宿高又遺跡，宇宿

港遺跡等の遺跡が含まれる。また，国指定重要文化財（建造物）「泉家住

宅」やアストホゾン等の周辺文化財群も認められる。 

Ｂ地区 

城間集落から土盛集落までを範囲とし，宇宿貝塚や土盛マツノト遺跡，喜

子川遺跡等の学術的に重要な遺跡が多く含まれる。鳥類等の自然観察に適

した大瀬海岸や奄美市指定文化財（天然記念物）「土盛こだき石」等，自然

学習に適した要素も認められる。 

Ｃ地区 

奄美市笠利町東海岸の内，奄美空港からあやまる岬までを範囲としてい

る。東海岸沿いは，サンゴ礁が発達し，縄文時代や先史時代遺跡が多く分

布している。 

 

３ 社会教育における活用                             

 

史跡は，歴史・文化に関心がある幅広い世代が訪れる場所であり，史跡の公開・活用を図り，史

跡の価値と魅力を伝える以下のプログラム群の提供により，生涯学習の場として活用していく。 

その際，今後さらに進む超高齢化社会や見学者の多様化へ向け，施設内のバリアフリー化，高齢

者や障がい者へ配慮した展示，また敷地内の安全対策の実施等が不可欠である。 

（１）史跡の周遊見学順路の設定 

 宇宿貝塚史跡公園では，ガイダンス機能を持った史跡保護覆屋施設内で発掘調査跡及び遺構の露

出展示を行っているため，その光景に驚く来園者は多い。現在，施設内の見学順路は設けられてお

らず，公園職員による無料ガイドが行われ，来園者に対する史跡の価値の理解が図られている。 

その中で，より来園者の理解を深めるため，職員の不在時やガイドが必要ない場合でも史跡の価

値を十分に理解できるような見学順路のモデルコースを設定する。その順路に沿った対象別の解説

リーフレットを用意することで，来園者の理解度及び満足度を高められるようにする。例えば，小

学校低学年向けにはイラストやクイズを入れ，見学コース内の各スポットにその答えやヒントが隠

されているといった「仕掛け」をつくり，単に見学するだけではなく「見て」「考え」「楽しむ」要

素を取り入れる等，対象者ごとに内容を変えた複数のコースを設定するといった工夫をする。 
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図■ 活用計画の地区区分 
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また，ガイドを必要としない見学者に展示を理解してもらえるように，解説パネルや標識を時代

ごとに色分けし，遺構内の解説必要箇所に番号表示をして解説パネルと対応させる等の表示の工

夫・改善をしていく。 

（２）史跡に対するガイダンス 

 史跡は，奄美空港からあやまる岬への観光ルート上に位置し，県道沿いに史跡公園として整備さ

れている。史跡公園だけではなく，あやまる岬近くに所在する歴史民俗資料館もガイダンス施設と

して扱い，史跡や史跡周辺の縄文遺跡群の概要や遺物の展示等を行う。そして，史跡の価値や啓発

普及に努める。 

 また，史跡が，空港近くに所在するため，観光客が「とりあえず寄ってみる」というケースも多

くみられる。その他，史跡保護覆屋施設南側は，公園広場となっており，道路面よりも高く見晴ら

しもよいことから，保育園児や住民の散歩等に利用されることもある。こうした様々な来園者に対

し，短時間でも満足できる取組みや屋外でも史跡の紹介や施設への入園を促す取組みを図っていく。 

（３）講演会・講座・体験プログラム等の開催 

奄美博物館や歴史民俗資料館等の社会教育施設，その他学校関係者や地域住民・ボランティアグ

ループ・行政機関・公民館等と連携し，社会教育・生涯教育の場として活用していく。 

 史跡公園を利用し，史跡の価値や魅力を伝えるための各種講演会・講座・体験型プログラム等を

企画・開催する。また，オンライン環境を整備し，奄美博物館等の研究機関が主催するシンポジウ

ム等のサテライト会場としての機能を担う。 

 現在，史跡公園を拠点に文化財保護団体「奄美文化財サポーターDEIDEIDEI」が，笠利地区に所在

する文化財を中心とした美化活動や学習活動を行っている。奄美文化財サポーターDEIDEIDEI は，

史跡公園の開園に伴い，旧笠利町歴史民俗資料館（現歴史民俗資料館）で活動していた「歴民館友

の会」が解消して新たに結成された地域住民主体のグループである。今後，会員をはじめとした地

域住民を対象にボランティアガイド養成講座を開催し，史跡及び地域の歴史や文化を学び，その成

果を公園ガイドとして発信していく仕組みを作っていく。 

（4）史跡周辺文化財群の一体的位置づけ 

史跡周辺は，島内において文化財の分布密度が最も高いところである。この地域の遺跡・名称・

歴史的建造物・天然記念物といった文化財や歴史的風土環境を一体的に位置づけ，史跡公園と合わ

せて整備・活用を図る。 

（5）史跡の情報発信 

 現在，史跡の情報発信は，本市ホームページ及び奄美博物館の公式 Facebook や instagram の各

種 SNSで取組んでいる。今後は，史跡公園の SNSの開設，奄美博物館や歴史民俗資料館との連携を

図り，史跡の情報発信や史跡の啓発普及活動の告知や活用プログラム等の紹介，保存活用計画の実

施状況の報告等，市民に向けた身近な情報の提供を行う。また，公園内のインターネット環境の整
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備を検討し，SNS 等の情報発信ツールを積極的に活用する。そして，来園者が，現地で史跡の魅力

を発信できるような環境を作っていく。 

さらに，地域振興や観光振興に向けた飲食店・自動販売機・トイレ等の情報提供や観光スポット

の紹介，周遊コースのマップ掲載，特産品の紹介，入手方法等，地域外から訪れる方たちへの利便

性の高い情報の提供を行う。 

 来島された方々が，史跡に関する情報を最初に手に入れることができるよう奄美空港から協力を

いただきながら，空港内に史跡の掲示物を貼り，空港敷地内にある笠利地区の文化財の見直し・改

善を図る。 

 

４ 学校教育における活用                             

 

史跡公園では，これまでも島内各地区の小中学校の遠足や社会科見学で活用されてきた。また，

児童・生徒が個別に自由研究の課題として見学することもある。今後は課外授業以外においても史

跡公園を教材・フィールドとした活用を促す。そのために，本市教育委員会が，学校・教育関係者・

地域と連携し，史跡を中心に周囲の地形や自然環境・文化・風土・歴史等も併せて体感・学習する

ことで，日本本土と大きく異なる歴史や文化を培ってきたこの地域に対する愛着や誇りを育むよう

な各種教育プログラムの開発を進める。 

（１）史跡を教材とした地域学習プログラムの開発・活用 

山・川・海に囲まれた豊かな自然環境の中で，亜熱帯の自然の恵みを受けながら営まれてきた過

去の暮らしや現在の暮らしを確認し，史跡を中心に周辺文化財群まで一体的に取り上げ，宇宿小学

校校区，そして宇宿集落の自然・歴史・文化を体感，学習できる地域学習プログラムを開発し，学

校で活用していく。 

（２）史跡を教材とした歴史学習プログラムの開発・活用 

宇宿貝塚が国の史跡指定を受けた本質的価値を踏まえながら，周辺文化財群も一体的に捉え，日

本列島における奄美大島の歴史的位置づけや亜熱帯の自然の恵みを受けた縄文時代の暮らし等，地

域を相対化して理解できるような歴史学習プログラムを開発し，学校で活用していく。 

（３）体験学習の推進 

史跡の体験学習として，土器作りや石器作りのような縄文時代の暮らし等の体験型講座を学校で

も積極的に推進していく。 

（４）校外学習の推進 

 奄美大島に来島し，史跡公園を訪れた児童生徒を対象に，史跡を中心とした自然・歴史・文化に

係る内容の学習教材を開発し，校外学習としての活用を推進する。 
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右欄記号 ○：史跡の価値と直接的に関わる要素 △：史跡の価値と間接的に関連づけられる要素 

 

 

５ 地域振興における活用                             

 

 宇宿貝塚は，地元住民の熱意により残され，公園として整備されてきた。その活用に当たっては，

地域の住民・事業者・行政による協働を進め，住人同士の交流・住人と観光者の交流・異世代間の

交流を促す。 

この地域の観光価値を高め，人々が自らの土地に愛着と誇りを持ち，地域の活性化の拠点として

 幼児 小学 中学 高校 大学 島外 学習内容 
史跡 

関連 

自

然

科

学 

 ● ● ●  ● 地域の遺跡立地と先史時代の暮らし［地理］ ○ 

 ● ● ●   出土する貝類の地元呼称と利用形態［民俗］ △ 

 ● ● ●  ● 出土石器と利用石材［地学］ ○ 

 ● ● ●  ● 地質と火山灰［地学］ ○ 

● ● ●   ● 宇宿貝塚史跡公園（広場）の生き物・自然観察［生物］ △ 

● ●     
宇宿貝塚史跡公園（史跡保護覆屋施設）の生き物の跡

（足跡）調べ［生物］ 
△ 

  ● ●  ● 土器の組成と燃焼による化学変化［化学］ ○ 

人

文

科

学 

 ● ● ●  ● 宇宿集落周辺に所在する遺跡［歴史］ ○ 

  ● ●  ● 先史時代の当該との交流史［歴史］ ○ 

  ● ●  ● 
遺跡と砂丘・集落と砂丘・地形と地名［歴史・地理・

民俗］ 
○ 

 ● ● ●  ● シマグチ（方言）とシマウタ［民俗］  

● ● ● ● ●  昔話（伝承）［民俗］  

● ● ● ● ● ● 宇宿集落の伝統行事［民俗］  

● ● ● ●   災害時等の宇宿貝塚史跡公園の利用・避難訓練［防災］  

情

操

教

育 

 ● ● ●  ● 石器・貝製装飾品等の制作［歴史・図工・美術］ △ 

 ● ● ●  ● オリジナル土器デザインの創作［歴史・図工・美術］ △ 

 ● ● ●   宇宿貝塚をテーマにしたスケッチ［歴史・図工・美術］  

 ● ● ●   
宇宿貝塚を舞台・題材にした小説・誌・俳句等の創作

［歴史・図工・美術］ 
 

● ● ● ● ● ● 地域の唄者によるコンサート鑑賞［民俗・音楽］  

 ● ● ●  ● 
石・貝等を利用した先史時代の楽器創造・創作・演奏

［音楽］ 
 

   ● ●  
先史時代や伝統的衣類（大島紬や芭蕉布等）について

調べ，現在に生かした製品を制作・発表する［技術・

家庭科］ 

 

   ● ●  
先史時代や現在のシマ料理を学び，地域にある新たな

素材・料理を開発する［家庭科］ 
 

そ

の

他 

●     ● 宇宿貝塚史跡公園内の散歩［体育］ △ 

 ● ● ●  ● 文化財スタンプラリー［体育］ △ 

キ

ャ

リ

ア

教

育 

    ●  博物館実習［実技］  

    ●  考古学実習［実技］  

    ●  教育実習［実技］  

    ●  職場体験［実技］  

    ●  インターンシップ等［実技］  

表 31 学校教育における史跡を活用した地域学習プログラム案 
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機能するように積極的に活用する。 

（１）史跡を活かした周遊ルートの策定 

島内外の観光者に対し，宇宿貝塚を拠点とした文化財周遊プログラムを提案する。地域内の文化

財情報だけではなく，最寄りの商業施設や観光情報等も含め地域内の滞在・交流時間の増大を図り

経済効果につなげる。 

 史跡及びその周辺文化財群を野外博物館として捉えて自然・歴史・文化におけるそれぞれの構成

資源を整理し，複数の周遊ルートを作成する。これらのルートは，地元住民と協働で考案し，随時

更新をしていくものである。史跡に連動した多様な周遊を可能にすることにより，来訪者は，史跡

をより広い視点から理解し，親しむことができる。こうした集落散策については，将来的にガイド

システムの導入まで視野に入れて検討していく。 

 

  

 

 
周遊ルートテーマ 

移動 

手段 

所要 

時間 
周遊ルート 

1 ぶらぶら宇宿シマ散歩 徒歩 1時間 宇宿集落内 

2 ゆったり文化財ウォーキング 徒歩 2時間 

宇宿貝塚-アストホゾン-大瀬海岸-土盛海岸-土盛マツノ

ト遺跡・喜子川遺跡-ミキモリ-農道-宇宿ダンベ山遺跡-宇

宿貝塚 

3 きままに文化財サイクリング 自転車 2時間 

宇宿貝塚-キビ畑（農道）-あやまる岬観光公園（30分）-

歴史民俗資料館（30 分）-サイクリングロード-土盛マツ

ノト遺跡・喜子川遺跡（10分）-宇宿貝塚 

4 さくっと東海岸遺跡ドライブ 車 2時間 

宇宿貝塚-長浜金久遺跡-土浜イャンヤ洞穴遺跡-万屋トフ

ル墓-城間トフル墓群-土盛マツノト遺跡・喜子川遺跡-ア

ヤマル第二貝塚-奄美市歴史民俗資料館-宇宿貝塚 

表■ 散策ルート一覧 

図■ 周遊ルート１「ぶらぶら宇宿シマ散歩」 
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図■ 周遊ルート２「ゆったり文化財ウォーキング」 
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図■ 周遊ルート３「きままに文化財サイクリング」 
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図■ 周遊ルート４「さくっと東海岸遺跡ドライブ」 
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（２）史跡を活かしたイベント開催 

 地元住民や市民と協働し，定期的に宇宿貝塚史跡公園内でイベントを開催する。イベント内容は，

史跡の本質的価値に関するものを中心に，広く地域の自然・歴史・文化に関連付けイベントにし，

それらを通して地域住民の活動拠点として史跡を機能させることを目指す。また，そのことにより，

文化財の保存・活用について普及啓発を進めるとともに，市民・行政・事業者との協議を促す。 

（３）宇宿集落で行われている自然観察会との連動 

 奄美大島は，海水浴等が盛んな夏期の観光が主となっているが，宇宿集落周辺で実施される自然

観察会は冬が中心となっている。 

 宇宿集落の大瀬地区に所在する大瀬海岸は，奄美大島有数のバードウォッチングのポイントであ 

り，主にシギ・チドリ類，カモ科等の渡り鳥を観察することができる。NPO法人奄美野鳥の会が， 

毎年１月１日に「初日の出探鳥会」，11月３日に「創立記念大瀬探鳥会」が，NPO法人奄美野鳥の会

により開催され，多くの人々が参加している。 

 また，宇宿漁港は，冬期に回遊してくるザトウクジラを観察するためのホエールウォッチングの

出発港のひとつであり，人気の観光地となっている。 

 さらに，宇宿集落前面の砂丘地には，防風林としてトクサバモクマオウが植栽されている。そこ

でリュウキュウアサギマダラの集団越冬が毎年行われており，人気のスポットとなっている。 

そうした自然観察会の主催者に対しても，史跡の周知を図り，参加者が史跡と景観の散策や周辺

文化財群の周遊まで楽しみ，地域活性化に繋がるような仕組みづくりに取組んでいく。 

 

６ 観光振興における活用                             

 

 奄美群島で初めて国史跡に指定された南西諸島を代表する遺跡の一つであることを情報発信し，

ブランディングを図る。 

 史跡の価値と魅力を体感・共感できる周遊ルートの整備と体験プログラムの提供等により，史跡

の来訪者の増加に繋げていく。周遊ルートについては，５節「地域振興における活用」で述べた史

跡を活かした宇宿集落周遊ルートとリンクさせて，史跡の価値をよく理解できるように，①奄美群

島，②奄美大島，③宇宿集落の三段階のエリア設定を行い，特色豊かな奄美群島の史跡群が持つ歴

史世界を楽しめるように工夫し，群島間や地域間の交流人口の増大を図る。特に，環境文化国立公

園として，島内外から観光に訪れた人々を史跡に誘導できるような多様で魅力的な活用プログラム

の提供を目指す。 
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周遊の地域設定 地域 史跡及び関連遺跡 博物館 

奄美群島における 

関連史跡の周遊 

喜界島 国史跡「城久遺跡」  

奄美大島 

国史跡「宇宿貝塚」 

国史跡「赤木名城跡」 

国史跡「小湊フワガネク遺跡」 

 

徳之島 
国史跡「面縄貝塚」 

国史跡「徳之島カムィヤキ陶器窯跡」 
 

沖永良部島 国史跡「住吉貝塚」  

奄美大島における 

史跡と関連遺跡 

及び博物館の周遊 

奄美市 

笠利町 

用ミサキ遺跡 

用安良川遺跡 

アヤマル第二貝塚 

土盛マツノト遺跡 

喜子川遺跡 

国史跡「宇宿貝塚」 

市史跡「宇宿高又遺跡」 

宇宿小学校遺跡 

国重要文化財「泉家住宅」 

県史跡「城間トフル墓群」 

万屋下山田遺跡 

長浜金久遺跡 

国史跡「赤木名城跡」 

喜瀬サウチ遺跡 

市史跡「土浜イャンヤ洞穴遺跡」 

国登録有形文化財「薗家住宅」 

国登録有形文化財「旧安田家住宅」 

用安ニャトグスク遺跡 

奄美市 

歴史民俗資料

館 

龍郷町 
ウフタ遺跡 

手広遺跡 
りゅうがく館 

奄美市 

名瀬 

浦上有盛遺跡 

大熊大里遺跡 

市史跡「朝仁貝塚」 

朝仁アマンギョ遺跡 

根瀬部集落遺跡 

伊津部勝ターグスク遺跡 

名瀬勝ハーゲ遺跡 

小湊ナーデ遺跡 

国史跡「小湊フワガネク遺跡」 

奄美市立 

奄美博物館 

奄美市 

住用町 

城サモト遺跡 

城カネクダ遺跡 

原野農芸博物

館 

宇宿集落における 

史跡と周辺文化財群の周

遊 

集落外 

国史跡「宇宿貝塚」 

市史跡「宇宿高又遺跡」 

フースィ石 

 

集落内 

国重要文化財「泉家住宅」 

市史跡「宇宿高又遺跡」 

宇宿小学校遺跡 

宇宿神社 

アストホゾン 

宇宿トフル墓 

 

 

 
表■ 史跡及び関連遺跡・博物館と周遊ルート設定の考え方 
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図■ 奄美大島における史跡と関連遺跡及び博物館の周遊 

●‐遺跡 □‐博物館（相当施設） ★‐古民家 
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７ 官民連携事業（PPP/PFI）における活用                      

 

 本市では，令和４年度より奄美市役所総務部プロジェクト推進課に官民連携推進室が新設された。

従来の公共サービスのすべてを公共で担うことを前提とするのではなく，民間事業者の資金やノウ

ハウを公共サービスに活用することを視野に入れ，官民連携を推進することで民間事業者の地域に

おける活躍の場が創出され，経済活動の活性化や行政における業務負担及び財政負担軽減が期待さ

れている。 

 宇宿貝塚史跡公園では，本市文化財（行政）によって活用が行われており，現在民間事業者によ

る PPPの活用は図られていない。全国的に実施されている史跡に関する PPP事業は，史跡公園の管

理運営業務や博物館等の整備事業が中心となっており，その他，ミュージアムショップやレストラ

ン等が導入されているところもある。 

 史跡宇宿貝塚においても，奄美大島の北部振興や史跡公園来園者の増加等のニーズに基づきなが

ら，史跡の価値を最大限に伝えるノウハウや効率的な活用・整備・運営等に対し，民間活力の活用

を検討していく必要がある。 

図■ 奄美群島北部 3島における関連史跡の周遊 
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図■ 官民連携事業（PPP/PFI）の概念 

図■ 史跡宇宿貝塚における PPP/PFIの効果 
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第８章 史跡の整備                  

 

第１節 整備の方向性                         

 

 現在，史跡は，宇宿貝塚史跡公園として整備され，史跡保護覆屋施設施設で発掘調査跡及び遺構

や遺物の出土状況の露出展示が行われている。そのため，環境変化や自然災害等の影響を受けやす

い。また，史跡の立地も外からの影響を受けやすい脆弱な砂丘地であり，遺跡を恒久的に保存する

ためには，それらの要素を十分ふまえた適切な整備が基本となる。 

史跡の現状と課題の解決を目指すための整備を行い，史跡の保存に支障がない程度で整備を実施

していくことで活用とも連動した全体的整備に繋がり，笠利地区独特の自然に囲まれた史跡がある

地域において良好な環境を創り出す。 

  

第２節 整備の方法                          

 

１ 整備計画区域の対象範囲                            

 

 史跡の整備は，史跡指定地だけではなく周辺の環境も含めて実施していく必要がある。宇宿貝塚保存

活用計画において，その整備計画区域は史跡の立地する砂丘地の保全を考慮し，宇宿貝塚史跡公園とし

て整備されている史跡指定地及び周知の埋蔵文化財包蔵地「宇宿ダンベ山遺跡」が分布する同一砂

丘地の範囲を対象としている。その範囲は，第６章「史跡の保存」の保存計画区域のＡ地区・Ｂ地

区と概ね連動している。 

 

２ 地区区分                                   

 

 史跡の整備は，史跡が持つ本質的価値の保存や活用を図るため，過去に実施された発掘調査の成

果や史跡が立地する地形を考慮して整備計画区域について地区区分を行う（表■・図■）。それに基

づき，「保存のための整備」「活用のための整備」を図る。整備計画区域及び地区区分は，今後の活

用事業等により随時変更される可能性はある。 

 

３ 保存のための整備                               

 

史跡の本質的価値と構成要素を保護するため，宇宿貝塚史跡公園内（Ａ地区）と宇宿貝塚が立地 

する砂丘上で宇宿ダンベ山遺跡が位置している範囲（Ｂ地区）の整備が中心となる。また，史跡が 
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所在する砂丘地形の保全についても適切な措置を講じていく。 

（１）史跡保護覆屋施設の修繕・改修 

 現在，史跡保護覆屋施設は，屋根部の雨漏りや壁面ガラスブロックの落下等による史跡や施設の

劣化や来園者への危険性が懸念されるため，早急な屋根部の修繕が望まれる。それらを踏まえ，施

設屋根部の錆穴等の修繕と壁面ガラスブロックの繋ぎのシーリング取り換えを優先して実施する。 

 また，開館当初より雨漏りや熱膨張によるトタン屋根の音等が見受けられることから，施設の構

造から根本的な改修を検討する必要がある。そのため，文化庁や鹿児島県教育委員会，本市関係課

と協議を進めながら，史跡に影響が少ない方法で改修に取組んでいく。 

地区区分 概要 

Ａ地区 宇宿貝塚が立地する砂丘上で，史跡指定及び公有化が既に行われている区域。 

Ｂ地区 
宇宿貝塚と一体的に整備を図る区域（古砂丘）。史跡が立地する砂丘地斜面や中世

に位置づけられる宇宿ダンベ山遺跡を含む一帯。 

Ｃ地区 
宇宿貝塚が立地する砂丘地の南東側の範囲で，新砂丘と古砂丘の間の時期に堆積し

た砂丘地である。 

図● 整備計画区域の地区区分 

図● 地区区分の概要 
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（２）発掘調査跡及び遺構の露出展示等の修復 

 史跡公園は，令和５年（2023）で開園して約 19 年が経過しており，露出展示の劣化も認められ

る。発掘調査跡の壁面の土が流出し，土嚢が露出して崩落する可能性がある。また，土層の剥ぎ取

り層の展示も部分落下しているため，展示の点検や定期的な修復を実施し，史跡を適切に保存して

いく。 

（３）砂丘地形の保全 

史跡が立地する砂丘地縁辺部分には，ソテツ等が植栽されている。しかし，そのほかの植物も繁

茂しているため，砂丘の崩壊や減少が確認される部分は，適切な植生管理をしながら伐採等の保存

措置を講じる。また，史跡周辺についても，Ｂ地区の追加指定を検討し，土地所有者等と協議しな

がら，砂丘地形に影響がないよう保全に努めるものとする。 

 

４ 活用のための整備                               

 

史跡の公開・活用を図るため，史跡の価値を正確に伝え，来園者に対する利便性を向上させる整

備を進めていく。また，奄美大島北部振興の拠点として整備し，史跡周辺の文化財群と連動する整

備を行う。 

（１）宇宿貝塚史跡公園のガイダンス機能の充実 

 宇宿貝塚史跡公園は，史跡のガイダンス施設として機能しているが，調査研究等に基づいた縄文

時代及び中世の展示解説が少なく，公園職員の案内ガイド無しでは史跡の価値が十分に理解されて

いない。そのため，展示解説パネルや体験活動コーナー等を充実させ，来園者の理解度・満足度を

向上させていく。 

そのほか，来園者が，公園を散策しながら，史跡保護覆屋施設部分のみならず，公園広場部分で

も当時の環境や暮らしを共感，体感しながら学習できるような展示・解説板等の現地見学の際のガ

イダンス機能の充実を図り，利用の促進を図る。 

（２）宇宿貝塚史跡公園内の転落防止柵の設置 

 史跡保護覆屋施設の見学路及び公園広場縁辺部には，転落防止柵が設置されておらず，公園利用

者に危険性が生じている。そのため，文化庁や鹿児島県教育委員会と協議し，史跡に影響が出ない

方法で転落防止柵を設置し，公園広場部分の利便性を向上させる。 

（３）史跡に至る誘導情報の充実 

史跡に至るアクセスの向上を検討し，交通サイン・案内サイン等の誘導情報の充実を図る。 

（４）史跡の追加指定に伴う整備 

 史跡の追加指定を検討しているＢ地区において，同一砂丘上に周知の埋蔵文化財包蔵地「宇宿ダ

ンベ山遺跡」が位置していることを鑑みて，史跡を訪れた方々に宇宿貝塚及びその周辺の中世遺跡
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の理解を促す整備を行う。 

（５）史跡の周辺文化財群の整備 

 史跡を訪れた人々に対し，史跡の価値を十分に伝えるため，史跡周辺に分布している縄文時代遺

跡を中心に文化財群の看板等の整備を進めていく。その整備には，文化庁や県，本市関係部署と調

整し，史跡に影響が少ない方法で取組んでいく。 

 

第３節 整備のための発掘調査                     

 

１ 整備計画区域の発掘調査                            

 

（１）Ａ地区の発掘調査 

 宇宿貝塚史跡公園内において，将来的に史跡整備等に伴って遺跡の深度や遺構・遺物分布状態等

について確認する必要が生じた場合は，学識経験者及び国・県と十分な協議を経た上で，発掘調査

を実施する。発掘調査の実施に際しては，必要最小限の面積に留めることを原則として，適切な遺

跡の保存を図る。 

（２）Ｂ地区の発掘調査 

 Ｂ地区は，周知の埋蔵文化財包蔵地「宇宿ダンベ山遺跡」が分布しており，警察官舎（現・定住促

進住宅）の建て替えに伴い，過去に発掘調査が行われ，中世の埋蔵人骨や葺石遺構が確認されてい

る。史跡宇宿貝塚と同一砂丘上でもあるため，重要地区として史跡の追加指定が検討していく必要が

あり，その際には，学識経験者及び国・県と十分な協議を経た上で発掘調査を行い，必要最小限の

面積に留めることを原則として，適切な遺跡の保存を図る。 

（３）Ｃ地区の発掘調査 

 Ｃ地区では，旧笠利町の町営住宅整備工事に伴い発掘調査が実施された周知の埋蔵文化財包蔵地

「宇宿港遺跡」（弥生時代並行期）が分布し，令和元年度に宇宿貝塚と宇宿港遺跡の間にある宇宿保育

所敷地内の試掘調査でも遺跡が確認されている。また，宇宿保育所の建設時にも人骨や土器片等が確

認されたという。 

 住宅の新築・増改築等の開発行為が行われる際には，確認調査や試掘調査の実施を調整し，調査結

果に応じながら土地所有者等と保存のための協議を行い，遺跡の保護について理解・協力を求める。 
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第９章 史跡の保存活用に係る運営体制             

 

第１節 運営体制                           

 

 史跡の保存・活用・整備は史跡を確実かつ恒久的に保存し，そのかけがえのない価値を後世へ継

承していくことが原則である。 

その史跡の運営にあたっては，本市を管理主体として，本市文化財課が主担当となり，その運営

を主体的に行う。また，本市では，文化財保護法に基づいた適切な保存活用を進めていくにあたり，

業務が円滑に遂行していける職員体制の充実を図る。 

 史跡の保存・管理においては，国・県の指導・協力を受けて，本市文化財課が主体となって行う。 

 そして活用に関しては，社会教育的観点から行政・研究者のみならず，社会教育的観点から地域

住民・市民・関係団体等の積極的参加を促し，観光・教育拠点施設として価値を高め，発信に取組

んでいく。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

文化庁 鹿児島県 学識経験者 研究者 

奄美市教育委員会 

文化財課 

奄美市教育委員会 

（学校教育等） 

奄美市他部局 

（観光関係等） 

奄美市 

協働 

指導・助言 

地域住民 

市民ボランティア等 

宇宿小学校 

文化財サポーター 

DEIDEIDEI 

指導・助言 

連携 

図● 史跡の保存活用における運営体制 
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第２節 経過観察                            

 

 史跡の適切な保存・活用は一時的な行為ではなく，長期的な視野において進めていく必要があり，

継続して取組む必要があることから，定期的な経過観察や内容の評価を行う必要がある。 

 この観察・評価を定期的に実施することは，進捗状況や事業内容を確認し，その有効性や社会の

変化のニーズに対応しているか等，常に現況を把握し，検証を行い，問題点を改善していくことに

繋がるだけではなく，計画実施に際し様々な視点からの修正・改善にも有効なものであり，将来の

史跡再整備の指標ともなると考えられる。 

 本計画着手後の進捗状況等の経過観察期間は，10 年間を目安とする。 

 点検項目 

保 

存 

史跡の価値は地域住民・市民に共有されているか 

史跡指定地における遺構・遺物は確実に保護されているか 

史跡指定地内について，繁茂した樹木の管理は適切に行われているか 

今後，保存を計画している範囲の追加指定を目指せてい 

公園内の露出展示等の確認は適切に行われているか 

活 

用 

地域住民・市民が，史跡の保存・活用に参画できているか 

史跡の価値を学習できる環境が，現地や学校，関連施設において整えられているか 

近隣の教育機関と連携は図られているか 

史跡を教材とした郷土教育は行われているか 

市民の安らぎの空間として利用されているか 

周辺文化財群との連携は図られているか 

史跡の情報発信は十分行われているか 

観光資源として活用が図られているか 

継続的な調査研究は行われているか 

各種調査記録は，整理・公開されているか 

整 

備 

史跡公園内の環境設備（照明等）は定期的に確認し，改善を行っているか 

史跡公園内に所在する資料等の保全は適切に行われているか 

史跡公園駐車場に繁茂した樹木の管理は適切に行われているか 

史跡公園見学の際における表示・解説板等のガイダンス機能が効果的に図られているか 

史跡の価値を正確に伝え，市民活動の拠点となるガイダンス施設の整備計画は進められているか 

史跡公園に至る交通サイン・案内サイン等の誘導情報の充実は適切に図られているか 

運
営
体
制 

史跡の保存・活用・整備を安定的に進められる適切な体制が整えられているか 

地域住民・市民が参画して史跡の保存・活用の取組みが行われているか 

公共交通機関との連携が図られているか 

周辺文化財群と一体的に活用されるような組織体制が整えられているか 

史跡の保存・活用に必要な予算は十分確保されているか 

表● 経過観察の点検項目 
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第 10 章 実施計画                   

 

 本書に示したように，史跡宇宿貝塚において実施すべき保存・活用・整備計画は，史跡追加指定

等も含んでいるため長期間にわたる計画となる。 

 そのため，実施計画は令和５年から令和９年度までの５年間を「短期計画」，令和 10年度以降を

「中長期計画」と位置付けて実施する。 

 まずは，短期的に可能な施策，基本的な整備から随時着手し，中長期的な視野で継続・充実させ

ていく。 

 

 

 

  

種別 項目 短期(R5~R9) 中長期（R10～）

保存活用計画、現状変更取り扱い

に沿った保存管理

史跡の現状、保存状態等の定期点

検等

学校教育における活用

社会教育における活用

地域における活用

管理に必要な整備

史跡周辺の保存のための整備

覆屋に係る修繕等

展示コーナーの充実整備

大規模リニューアル等の整備

その他の活用のための整備

保存

管理

活用

整備

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

検討・準備 実施 必要に応じ更新・見直し

検討・準備 実施 必要に応じ更新・見直し

継続実施

継続実施

検討・準備 実施

検討・準備 実施 必要に応じ更新・見直し
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［付 編］                       
 

１ 宇宿貝塚保存活用計画策定委員会設置要綱 
 

（設  置） 

第１条 この要網は，史跡宇宿貝塚を適正に保存管理しながら地域資源として活用し，地域振興に

資する保存管理・活用整備計画を検討するため宇宿貝塚保存活用計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は，史跡宇宿貝塚に関する次の事項を所掌する。 

 （１）保存管理計画の策定に関する事項 

 （２）活用整備計画の策定に関する事項 

 （３）その他保存管理及び活用整備計画策定のために必要な事項 

 

（組  織） 

第３条 委員会は，委員 11 人をもって組織し，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任

命する。 

 （１）学識経験者 

 （２）地元内関係者 

 （３）市役所関係者 

 ２ 委員会に，オブサーバーを若干名置くことができる。 

 

（任  期）  

第４条 委員の任期は２年とし，任命日から第２条に規定する所掌事務が終了した日までとする。 

 ２ 任期途中で辞職した委員の後任は，前任者の残任期間とする。 

 

（委 員 長） 

第５条 委員会に委員長を置く。  

 ２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理し，会議の議長を務める。 

 ３ 委員長は，委員の互選によりこれを定める。  

 ４ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその 

職務を代理する。  

 

（会  議） 

第６条 委員会の会議は，必要に応じて委員長が招集する。 

 ２ 委員会の会議は，委員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

 ３ 委員会の会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決す 

るところによる。 

 

（庶  務） 

第７条 委員会の庶務は，奄美市教育委員会において行う。 

 

（補  足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，委員長が委員会に諮って定める。 

           

 附  則 

（施行期日） 

この要綱は，令和４年２月９日から施行する。 
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