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1．はじめに
2000 年代に入って、これまで想定されていたレベルをはるかに上回る豪雨や台風、噴火、地震
などによる自然災害が日本各地で立て続けに発生している。その間、
テレビや新聞などを通じて、
被災地の人々の生活や復興への取り組みと課題、今後予想される災害の危険性についても、毎日
のように情報が伝えられるようになった。
わたしたちにとって、いまや防災・減災は常に意識して生活しなければならないことで
ある。
自然災害の発生自体は止められないが、それによる被害は最小限にくい止めることは可
能である。災害について単に恐れるだけではなく科学的に見る目を養い、そこから得た知
識や情報を自分の生活に生かし、防災（減災）に役立てるような対応力や行動力を身に付
けなくてはならない。
日本のなかでも鹿児島県は、桜島や新燃岳などの火山噴火に対する防災のほか、多くの島嶼地
域を抱えているため、台風や集中豪雨などに対する防災に向けての社会システムの構築が課題と
なっている。とくに、奄美地域は、広大な海域に点在する無数の島々からなる島嶼地域であるが、
毎年のごとく集中豪雨や台風、旱魃、疫病に見舞われてきた。とりわけ、台風と旱魃による被害
が顕著に発生し、農業生産基盤の脆弱な島々では大きな被害を出してきた。また、いつ発生する
か分からない日向灘や南海トラフ地震などは、揺れや津波により大きな被害が予測され、奄美大
島をはじめとした島嶼地域では特に注意が必要である。
これまで、平成 24 年度事業（「姶良市域をモデルケースとした歴史資料の防災ネットワークの
構築」）、平成 25 年度事業（「歴史資料の防災ネットワーク構築に関する研究」）を実施するなか
で、鹿児島県内各地に個人が所有する未整理の歴史資料や、資料保存機関にあっても未整理の史
料群（いわゆる死蔵資料）が数多く存在することを知った。
今年度の事業では、島嶼地域における歴史資料の所在調査を行うとともに、歴史研究者と地理
研究者が連携し、近世から近代にかけての奄美地域に関する気候変動現象および異常気象、災害
を記録した史料を収集・整理し、災害発生の実態を明らかにするとともに、地域的な災害の特徴、
被害に対する社会の対応過程を明らかにすることを目的とする。
そこで、2014 年 8 月 13 日～16 日にかけて奄美市で現地調査を行った。まず、奄美市立奄美
博物館で、主に薩摩・奄美・琉球史料を収集した原口虎雄氏のコレクション（童虎山房文
庫）中の未刊行関係史料の撮影・収集を行った。次に、龍郷町教育委員会および龍郷町中
央公民館所蔵史料の撮影･収集を行った。
2．史料を保全するということ
災害が発生したさい、速やかに歴史資料を保全するため、平時に歴史資料の所在確認をしてお
くということは、いまや当たり前のこととなっている。1995 年の阪神・淡路大震災を契機に歴史
資料ネットワーク（http://siryo-net.jp/）が結成され、以来、全国の歴史研究者や大学院生、博物
館、文書館、図書館関係者、郷土史研究者、そして地域の歴史文化に関心をもつ多くの市民との
連携のもと、多数の被災資料の救出が行われている。例えば、2003 年 7 月に起きた宮城県北部
地震の直後から、宮城県では「NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク」が設立され、県内の
旧家の悉皆調査を行い、歴史資料の所在調査を行うと同時に、デジタルカメラによる歴史資料の
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撮影を行った。2011 年 3 月に起きた東日本大震災直前までに訪問した旧家は 415 軒にのぼった。
これらの旧家において、鎌倉時代末期から昭和前期まで約 20 万点の史料の所在を確認し、その
うち 4 万点ほどの写真記録化を終えていたという。東日本大震災のさい、この所在データにより、
迅速な歴史資料の救出を可能にしている。このことは災害前の悉皆調査が歴史資料の防災に有効
であったことを実証したといえる（平川新「東日本大震災と歴史の見方」『歴史学研究』第 884
号、2011 年）。
こうした大災害から歴史資料を守る取り組みは、大規模地震や風水害が連続するなかで、全国
各地で広範な展開を見せており、20 を超える大規模自然災害に対応する歴史資料の保存について
のネットワーク組織が生まれている。鹿児島県においても佐藤と深瀬の 2 人で「鹿児島県歴史資
料防災ネットワーク（準備会）」を組織している。ただし、
「準備会」の文字が示すように、正式
な組織としての運営体制が構築されているわけではない。しかし、
「まずは組織を整えてから」と
いっているうちに、大規模自然災害が発生するかもしれない。
「そうなってからでは遅い。とにか
く走りだそう」というのが、わたしたちの考えである。
そこで、本年、県内 46 の市町村教育委員会の文化財担当、44 の博物館相当施設に対し、
「歴史
資料の所在調査のお願い」を送付した。その依頼内容は、①県市町村史などの自治体史で使用し
た歴史資料の所在情報の把握に関する情報提供、②県市町村で刊行された歴史資料目録の刊行情
報の把握に関する情報提供、③県市町村が所蔵する未整理資料の情報把握である。現在、18 の教
育委員会文化財担当（うち 15 教育委員会が協力可能）、13 の博物館相当施設（13 施設が協力可
能）より回答があった。
それに基づいて、各地へ調査訪問を行った。すると、史料の所蔵者の「なんとか後世にこの史
料を伝えたい」、「地域の役に立ててほしい」という強い思いに接する一方で、地域の歴史遺産と
しての価値が見出されると、今度は史料がなかなか表に出にくくなるという矛盾を抱えているこ
とを知る。
昇曙夢が著した『大奄美史』のなかに「古文書の焼却」というセンセーショナルな一文がある。
そこには、薩摩藩に「一旦差出した系図や諸記録はこれを全部焼却して、二度と島民の手許には
返らなかった。大島に古記録・古文書・古系図の無いのは、有っても極めて少い(ﾏﾏ)のはそのた
めで、何としても惜しい極みである。
」、
「大島の人々はその誇りであり力である歴史を藩庁の奸計
によって根こそぎ失ったのである。
」、
「それがため島民は誇るべき祖先の伝統を失って、自卑自屈
の敗残者として暗い運命を辿らなければならないやうになった。彼等が薩藩に対して深い反感を
抱くやうになったのも無理はない。
」とある。この古文書焼却論は、弓削政己によっていまや否定
されている（弓削政己「奄美諸島の系図焼棄論と『奄美史談』の背景」
『沖縄文化研究』第 38 号、
2012 年）。しかし、わたしたちの取り組みがかつての薩摩藩が行ったことと同じように思われて
いるかもしれない。
そのさい、思い出されるのが、宝永 3 年（1706）に出された「申渡」
（
「大島要文集」東京大学
史料編纂所所蔵）という史料である。
一、系図文書旧記持合候モノ、自分ノ家ニテ系図文書且亦他ノ家ノ系図文書、或古写ノ類、
或旧記ノ類、知行古目録坪付等迄、不依何品書付、御家ノ系図、御家ノ儀ニ付、御由緒
記候写シ、持合ニハ不残差出候、系図文書乍持合、此節不差出召置、已後、右ノ系図文
書ヲ家之証拠ニ申立儀有之候共、用間敷候間、正文・写ニ無構、惣テ差出シ候様ニ相心
得可然事
一、系図文書、此節差出候ハヽ、於御記録所写相済候テヨリ、可相返候、御物ニ被召上儀ニ
テハ無之、必可被差下候間、内々致其心得、持合候モノ差出候様ニ而可然候
すなわち、自分や他の家の系図文書、旧記、古記録を写したもの、旧記、知行古目録坪付など
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や、島津家の系図や記録などの由緒を記した写しなど、もっているものは正文か写しかというこ
とはかまわないので残らず差し出すように、またそれらは記録所で写し終えたら返却する、藩が
召し上げることはないということを申し渡している。
ただし、与論島の「基家系図」には、
右系図之喜周与論大主細ニ改之、御所持之由候処、大熊沢村大衆写之子孫ニ挌護仕居候ヲ、
先年○沖永良部島異国索衆被成御借用以後返納無之故、「文政三年辰」ノ七月秋沢村大衆孫
盛用永良部島江渡海仕、右之本書相請取其節愚私ニモ渡海之故七月廿四日筆始同廿六日迄写
之置者也
と、喜周与論大主が系図について詳細に検討を加えて所持していたのを、大熊の沢村大衆が書き
写して、子孫代々保存伝承してきた。それを沖永良部島代官所の異国索衆が借用していったまま
返さなかった。文政 3 年（1820）7 月に沢村大衆の孫である盛用が沖永良部島に渡り、この系図
を受け取り、わたし（喜志澄）も同伴していたので 7 月 24 日～26 日まで 3 日間かけて書き写し
たと記されている（小園公雄「奄美諸島・與論島近世社会の一考察―基家文書の紹介（系図と史
料）―」『鹿大史学』第 36 号、1988 年）。史料を借用したまま返していなかったこともまた事実
であった。
しかしながら、時代を経た現代においてもなお、先の「申渡」に書かれた「可相返候、御物ニ
被召上儀ニテハ無之」という文言は史料保全活動をするうえで重要であり、かつて網野善彦が「古
文書返却の旅」を行ったように（『古文書返却の旅』中公新書、1999 年）、現在では「御物ニ被召
上」というような状況ではないということはもはや常識であろう。
2015 年 2 月 15 日、全国史料ネット研究交流集会において、
「「地域歴史遺産」の保全・継承に
向けての神戸宣言」が採択された。
今後、以下の「神戸宣言」に基づいた取り組みを継続させていきたい。
「地域歴史遺産」の保全・継承に向けての神戸宣言
大災害から歴史資料を守る取り組みは、1995 年の阪神・淡路大震災以降、大規模地震・風
水害が連続する状況の中で、全国各地で広範な展開を見せています。1995 年 2 月、大震災で
被災した歴史資料を滅失の危機から救うため、関西の歴史学会を中心に「歴史資料保全情報ネ
ットワーク（略称：史料ネット）」が結成され、以来、全国の歴史研究者や大学院生、博物館、
文書館、図書館関係者、郷土史研究者、そして地域の歴史文化に関心を持つ多くの市民との連
携のもと、多数の被災資料を救出して参りました。1996 年にはボランティア組織「歴史資料
ネットワーク」へと改組・名称変更を行い、また 2002 年には組織を会員制へとあらため、会
員やサポーターを中心とする多くの方々からの支援のもと活動を継続し、本日、20 周年を迎え
ました。
2011 年の東日本大震災に際しては、津波の被災地で瓦礫の中から個人やコミュニティの記憶
を伝える資料が丁寧に拾い上げられるなど、大災害時に市民や地域の記憶を守ることが、日本
全体で社会的通念として定着してきました。史料ネットの結成から 20 年がたった現在、全国
にはそれぞれの地域の特質を生かしつつ、20 を超える大規模自然災害に対応する歴史資料の保
存についてのネットワーク組織が生まれており、東日本大震災では、相互に連携した活動を行
いました。
この 20 年の間に、日本における災害時の歴史資料・文化財等の救済・保全に向けた体制は、
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大きな進歩を遂げています。阪神・淡路大震災に際して文化庁の呼びかけで結成された「被災
文化財等救援委員会」による文化財レスキュー事業は、日本史上初めての全国規模の歴史資
料・文化財等の救済・保全活動として大きな成果を挙げました。その経験をもとに東日本大震
災後に再度実施された文化財レスキュー事業においては、阪神・淡路大震災以上の規模をもっ
て、広範多岐にわたる歴史資料・文化財等の関係者の連携が行われ、「文化財」の枠に捉われ
ない、未指定文化財や民間所在資料などの地域の歴史遺産の保全活動が行われたことは特筆す
べきことです。このような経験は、災害からの復旧・復興において、地域の歴史文化が重要な
役割を果たすこと、また、そのために歴史資料・文化財等に関する関係者が広く連携・協力し
て対応することの重要性を認識させるものでした。
21 世紀に入り、日本列島の中で巨大地震や集中豪雨など大規模自然災害が常態化し、人口が
減少する中で地域の歴史文化が消失する危機を迎えています。必ず起こる大規模自然災害から
歴史資料・文化財等を守り、大災害の記憶を含め後世に伝えていくことは、現在を生きる私た
ちが次の世代に対して果たすべき重要な責務です。
私たちは、本日の「全国史料ネット研究交流集会」の開催を機に、全国の関係者間の連携を
強め、大規模自然災害に対応し得る歴史資料・文化財等の保存・継承に向けた取り組みを進め
ていくために、以下のことを宣言します。
一、基本的な考え方
歴史文化に関わる多様な分野の専門家と地域の歴史文化の多様な担い手が、ともに手を取り
あって、文化財等の保存・継承活動を一層強めていきます。
一、専門家の役割
多様な分野の専門家は、その専門領域を超えて、地域の方々との持続的な連携を進め、相互
につながりを強めていきます。
一、市民の役割
地域の歴史文化の担い手である市民は、文化遺産の保存・継承活動へ積極的に参加し、また
その活動を支援します。
一、政府、地方公共団体および大学等の役割
政府、地方公共団体および大学等が、この活動を支援し、地域の歴史文化を豊かにするため
の基礎的な環境を、縦割りを超えて整備するよう求めます。
2015 年 2 月 15 日
「全国史料ネット研究交流集会」参加者一同
全 国 史 料 ネ ッ ト 研 究 交 流 集 会 ：「「 地 域 歴 史 遺 産 」 の 保 全 ・ 継 承 に 向 け て の 神 戸 宣 言 」
（http://siryo-net.jp/info/201502-kobe-declaration/）より引用。
3．近世奄美における自然災害と社会応答
16 世紀から 19 世紀半ばまでのおよそ 300 年間は、世界的に寒冷な「小氷期」と呼ばれ、温暖
期と寒冷期が繰り返される時代であった。
近世奄美の災害と気候変動については、山田浩世「近世琉球・奄美における災害と気候変動問
題－1780・1830 年代を中心に－」（『沖縄・奄美島嶼社会における災害・防災の歴史的変遷に関
する包括的研究』2013 年）に詳しいが、ここでは「大島代官記」のなかから気候変動や自然災害
に関する記事を抽出し（第 1 表参照）、それに地域社会はどのように対応していたのか、その一
端を紹介することにしたい。
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安永 6 年（1777）、砂糖の大不作により島中大飢饉に見舞われる。翌 7 年 8 月 7・8 日に大風
（台風）に襲われ、高蔵 336 軒が倒れ、馬 2 疋が死に、板附船 28 艘が流れた。
天明元年（1781）の春は砂糖が豊作であった。ところが 5 月から 8 月にかけて大旱魃に見舞わ
れ、8 月までに 5 度の台風に襲われた。島中の家数約 200 軒余りが吹き崩れたという。これによ
り稲作・唐芋ともに不作となり、琉球へ御救米を要請したが台風により船が破船し大島まで来な
かったことが知られる。
文政 2 年（1819）6 月 21 日、近年稀なる台風に襲われ、そのうえ冬のような寒雨が降り続き、
荒切り・猪喰いなどによって黍作（サトウキビ）に大きな被害が出たため、翌 3 年には唐芋・砂
糖が不作となった。
文政 6 年、西間切・東間切で洪水・岩崩れが発生し、田畑が破損した。その被害状況を向井源
蔵・折田彦左衛門・肱岡伊［仁］左衛門が西間切・東間切の損地を見分し、それを報告するため
8 月 20 日に出帆、同 23 日に山川に着いたことが知られる。
文政 13 年 5 月から 7 月にかけて 5 度の台風に襲われ、翌年砂糖・唐芋が凶作となった。
天保 3 年（1832）、春先より余寒が強く、唐芋の植え付けができず、黍の生育も悪かった。6
月より 8 月初めにかけて大旱魃に見舞われ、9 月 11 日には非常に大きな台風に襲われたため、諸
作に大きな被害が出た。10 月頃まで飯料が差し支えたため「山野挊」でようやく生きながらえる
ような状況であった。また、翌春に至り飯料が差し迫り、砂糖も稀なる凶作だったため、前年の
稲作豊作のお陰で生き延びることができたことが知られる。
翌 4 年から 10 年にかけて、江戸の三大飢饉のひとつとして知られる天保の飢饉が関東・東北
地方を中心に発生する。大風雨、洪水、冷害によるこの飢饉は、奄美大島へも影響をもたらした。
天保 4 年正月から 3 月にかけて雨が降り続き、去年の旱魃・台風の影響で黍・唐芋が非常の凶
作となった。また、唐芋の不作は去年の 11 月ごろから今年の夏まで続き、
「山野之挊」や蘇鉄で
ようやく生きながらえていたが、夏に至りその蘇鉄も絶えるほどの凶作となり、
「窮民之苦タトフ
ルモノナシ」という状況であったことが知られる。翌 5 年も砂糖の凶作、同 6 年も余寒が強く、
梅雨が少なく 6 月から 7 月までの旱魃、2 度の台風によって唐芋の生育もままならず、植え付け
量も少なかったことに加えて実入りが少なかった。そのため秋から夏にかけて凶年となり、
「山野
之挊」によって万民が生きながらえていたことが知られる。同 8 年には害虫が発生した。そこで
浜下りや天願を行い、それによって害虫が死んだことが知られる。
同 11 年 8 月には台風により、名瀬方 5 か村、瀬名間切龍郷方 4 か村で「岡崩洗崩」し、修補
のため 4 万人余りが動員される大災害が起こった。
嘉永 3、4、6 年（1850、51、53）と凶年によって飯料が差し支えたことが知られる。
慶応 3 年（1867）8 月、大時化による洪水が発生、所々破損し、諸作に大きな被害をもたらし
た。
明治 2 年（1869）には 8 月に 3 度、9 月、10 月に一度ずつ、計 5 度の台風・洪水の襲来によ
り、地面・川筋が破損し、人家 1930 軒・高蔵 275 軒・その他 160 軒が吹き倒れ、18 反帆英福丸
が宇検村の湊内にて破船、島船大小 86 艘が破損・流失し、男 5 人・女 1 人が圧死・溺死、馬 107
疋・牛 13 疋が死んだことが知られる。
以上のように、奄美大島では台風・洪水、旱魃による飢饉が度々発生していたことがうかがえ
る。
それではこうした自然災害に、薩摩藩や地域社会はどのように対応していたのだろうか。天明
元年の飢饉のさいには、薩摩藩は琉球へ御救米の要請を行っている。また、大島の百姓が困窮し
ているとの報告があると、その百姓たちを救うために薩摩藩は直ちに役人を島へ派遣し（「大島百
姓中極々困窮仕候御聞得有之、百姓中為御救御下島」）、一島廻島させ、その報告をあげさせてい
る（「大島代官記」寛政 10 年〈1798〉、同 11 年、天保 7 年）。さらに、定めの黍地が減少すると、
竿改めを行い、数十日かけて作人銘々の名前帳を作成している（「大島代官記」嘉永 6 年）。
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一方、天保 2 年 10 月の林前貞の「遺言記録」
（奄美市立奄美博物館・童虎山房所蔵）によれば、
大島において、蘇鉄は「第一之宝」であるから植え付けるよう申し付けている。この蘇鉄とは、
「水旱も不相拘、草取手入方等も無之、風ニも不痛、植付置さへ候得者、自ら致成長、凶年之助
ニ相成」と、洪水や旱魃にかかわらず、草取りなどの手入れも不要で、風にも痛まず、植え付け
てさえおけば自ら成長し、凶年のさいの助けとなると認識されていた。そのため「飢を凌、是ゟ
助救ニ相成ものハ外ニ無之候」と、飢えを凌ぐものはこれよりほかになく、場所が少なくとも、
空き地があれば蘇鉄を植え付けることが肝要であると述べている。また、
「租税［いね］作之儀」
、
植え付けたら 2、3 日または 4、5 日ごとに見廻りし、水見など「稲刈迠之間者、油断有之間敷候」
と申し付けている。さらに、上作柄であっても中作柄へ、中作柄であっても下々作柄へ落ちるこ
ともあるので、油断することなく、水見または草取りなどを行うことが肝要であると述べている。
天保 4 年の飢饉のさい、蘇鉄によって生きながらえていたことは先に述べたとおりである。
そして、明治 9 年 5 月の大島東方油井村の伊能豊の「大嶋御仮屋教訓書」
（奄美市立奄美博物
館・童虎山房所蔵）によれば、国家の政道に外れた行いがあったとき、地震・大風・洪水・旱魃・
飢饉・疫病が打ち続き、万民が苦しむと記されている（「国之政道逆道有之時者、地震大風洪水旱
魃飢饉疫病打續、萬民苦事」）。
自然災害にさいして、現実的な対応を求める者もいれば、理念的な考えをもつ者も存在する。
それぞれが地域社会においてどのような役割を果たしていたのか。また、
「遺言記録」や「教訓書」
がどの範囲で実効性を有していたのか。さらに、大島は自然災害の被害を受けてばかりいたわけ
ではなく、天明元年、天保 2、9、10 年は豊作であった。そのさい、地域社会はどのような対応
を取っていたのだろうか。今後の検討課題としたい。
4．防災・減災のための強い社会システムづくりへの地理学の役割
現在、様々な分野の学界で、防災（減災）をテーマとした取り組みが活発に行われている。前
述した歴史研究者を中心とする歴史資料ネットワークのほかにも、専門分野を問わず研究が行わ
れている歴史地震研究会（http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/）などの学術団体も情報を発信
している。歴史地震研究会では、過去に起きた地震とそれに関連する諸現象の研究情報の交換と
して、理学、工学、歴史学、社会学、防災科学などの研究者、地方自治体・事業の実務担当者、
地域の郷土史家、報道機関等が参加している。
今後、地域の防災（減災）のための強いシステムづくりには、上記のような専門分野の垣根を
越えた組織、ネットワークづくりの取り組みが求められている。そのようななかで、地理学では
GIS（地理情報システム）などを活用した、過去の地形や景観の復元、災害の地理情報のデータ
ベース化と活用方法の構築（デジタルアーカイブ化）という面で地域に貢献することができる。
過去の災害から教訓を導けば、今後の地域の災害対策（地域の総合的な防災（減災）力の向上）、
防災（減災）や復興に関わる実践的活動を促進にいかすことができる。だが、地理研究者だけで
は過去の史料の扱い方や読み取りには限界がある。歴史研究者と連携をとることで、過去の地震・
津波災害および豪雨災害の特徴をより詳細に分析し、災害危険箇所の抽出したハザードマップ（防
災地図）の改良やその構築にも大きな役割を果たすことができる。
［附記］
本研究は、鹿児島大学地域防災教育研究センター平成 26 年度特別経費プロジェクトおよび総
合地球環境学研究所「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システ
ムの探索」による成果の一部である。
「童虎山房」の利用にあたって、奄美市立奄美博物館の高梨修さんに多くの便宜を図っていた
だいた。また、史料の翻刻にあたっては、佐藤加奈江さんの協力を得た。記して謝意を表する次
第である。
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南西諸島における奄美大島の位置
（国土地理院の電子国土 WEB より）
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第１表
気候区分 和暦
安永6年
小間 温
氷期 暖 安永7年

「大島代官記」にみる奄美大島の自然災害

史料
典拠
然処酉春砂糖大不作、島中大飢饉ニテ候
大風両度戌八月七・八日大風、高蔵三百三拾六倒レ、馬弐疋死ス、板
1778年 大風
大島私考
附船弐拾八艘ナガル
大風
且丑八月稀成大風有之、島中ニテ家数凡弐百軒餘吹崩ス
一当丑春島中砂糖満作、凡六百萬斤餘出来ニテ候、然処五月ヨリ八月
天明元年 1781年
旱魃・大風 迄大旱魃、且八月迄大風五度有之、稲作・唐芋作島中大凶年、本琉球
寒
へ御米御続方飛船御遣候処、大風ニ付波［破］船［ニテ］不参候
冷
此代卯六月古来稀成大風、其上楮［猪］掛餘年ニ替、翌辰年春嶋中一
統唐芋・砂糖凶作
文政2年 1819年 大風
此年六月廿一日近年無類ノ大風、其上冬向連日寒雨、又ハ荒切・猪喰
大島私考
等ニテ黍作甚相痛、翌春島中出来砂糖漸五百六拾萬餘
西間切・東間切洪水岩崩有之、田畑過分破損相成、右見分並大島差支
御仕法替ニテ御下島ニ付、沖之永良部島詰地方検者富田清之進殿申
談之上見分仕候様被仰渡、右三人（向井源蔵・折田彦左衛門・肱岡伊
文政6年 1823年 洪水
［仁］左衛門）西間切・東間切損地見分被成候、左候テ和田源太兵衛
殿・鎌田與左衛門殿御宿赤木名へ相付、彼方ニテ御仕向御用被成、申
八月廿日御出帆、同廿三日山川御上着ノ由
尤寅年五月ヨリ七月迄大風三度、小大風二度、都合五度之大風、卯年
砂糖・唐芋凶作
文政13年 1830年 大風
島中黍植廣方分テ被仰渡、此御代寅五月ヨリ七月迄五度大風、黍・唐
芋大痛、翌卯春大凶作唐芋切リ
天保2年 1831年 中作
此年黍・唐芋中作
此御代春先餘寒強、唐芋植付不相調黍生立悪敷、六月ヨリ八月初マテ
寒・旱魃・ 大旱魃、九月十一日稀成非常之大風諸作大痛、十月頃マテ一統飯料
天保3年 1832年
大風
支山野挊ニテ漸ク助命ス、・・・翌巳春ニ至リ飯料極々差迫リ、砂糖昔ヨ
リ稀成凶作辰年稲作豊作之蔭ヲ以年内ハ漸ク助命
非
此年五［正］月ヨリ三月迄雨降リ続、去年ノ旱魃・大風ニテ黍・唐芋相痛
非常之凶作、島中ニテ三百五拾万斤程出来ス、唐芋大不作ハ霜月頃ヨ
常
リ此夏迄山野之挊又ハ蘇鉄ヲ以漸ク助命、夏ニ至リ蘇鉄モ切絶程之凶
年、・・・去年ヨリ極々凶年米壹俵代砂糖三百六拾斤又ハ四百斤ニ直段
天保4年 1833年 凶年
に
名瀬ヨリ始ル、島中取取行ル［所々行］、窮民之苦タトフルモノナシ、此
年何國ヨリ出来候哉猿化騒動ト名付シ書見得タリ、余リ［按ニ］百姓之窮
寒
ヨリ出来タリト見ユ、後年見合ニ書記
此年モ災殃ニシテ砂糖凶作、漸ク惣出来五百萬斤程、去代作法ノ米値
小 冷 天保5年 1834年 凶年
段年々砂唐凶作故、御物上納分借納倍別ニテ不応未進、此春嶋中惣
出来砂糖五百五六拾万斤
氷
此年餘寒強ク入梅少、六月ヨリ七月迄旱魃、両度ノ大風・余寒ニテ唐芋
種子生立無之、植付方相少旱魃・大風ニハ實入少、秋ヨリ凶年暮ヨリ申
期
寒・旱魃・ ノ春・夏ニ至リ極々凶年ニ付、山野之挊ヲ以万民助命ゟ（ママ）砂唐災
天保6年 1835年
殃ニテ生立不申、餘年ニ替鼠切多未年ヨリ三割・五割位引入之場所
大風
多、漸ク島中惣出来五［六］百万斤之出来ニテ、未年出来六万斤余出来
ニテ、此年（ママ）
打続三ヶ年之凶年極々難儀、
天保8年 1837年 虫害
□□［飢拝カ］諸願御取揚ナシ、
害虫アリ、村中濱下リ又ハ段々天願ス、夫ゟ右ノ虫死ス
天保9年 1838年 豊作
諸作豊作
大島代官記抜書
天保10年 1839年 大豊作
諸作大豊作
大島代官記抜書
八月大風水、名瀬方五ヶ村、瀬名間切龍郷方四ヶ村、岡崩洗崩、修補
天保11年 1840年 大風
大島代官記抜書
夫四萬餘人ニ及
嘉永三戌年ヨリ同亥年迄凶年ニテ飯料方一統差支、御仕向替涯才覚不
相調一統難儀ニ及候、且又酉ノ秋立米之儀ハ無御構、拾石以下之石数
嘉永3年 1850年 凶年
島中共戌ノ春ヨリ同夏迄御配当相成居候處、其後御吟味之訳有之御配
当不被仰付段被仰渡候處、亥之春ヨリ向々依願御配当又々被仰付候
嘉永6年 1853年 凶年
非常之凶年ニ付、一統飯料支黍作過分ニ引入
大島代官記抜書
右御代卯八月大時化洪水諸所破損諸作相痛、白糖機械段々痛損有之
形行御伺方ニ付、名瀬方與人基俊良事、飛船被召建八月十六日出船
同十月古仁屋湊へ下着、伊地知弥平太殿、小倉喜次郎殿諸職人被差
慶応3年 1867年 洪水
下則御修復、名瀬方機械纔之痛ニテ同冬ヨリ白糖製相成、外三組モ
寒
追々御成就之事
一巳八月三度、九月・十月壹度ツヽ五度、大風洪水地面川筋破損ス、
冷
人家千九百三拾軒・高蔵弐百七拾五軒・□［不明］屋等百六拾軒吹倒、
拾八反帆英福丸宇検村湊内ニ破船、島船大小八拾六艘破損流失、男
五人・女壹人壓死溺死、馬百七疋・牛拾三疋死失等有之、白糖機械板
明治2年 1869年 大風・洪水 蔵其外散々ニ破却ニ相成、御届トシテ間切横目寄宮俊、三鳳丸ヨリ上
国被仰付候處、於徳之島ニ十一月二日破船送越相成、翌午三月蒸気
船ヨリ上国、右通数度大風諸作相通一統喰料難渋イタシ候事
一巳秋島中難渋ハ無躰者御取救ニテ、出入籾砂糖呉切外諸人出入モ
本入拂被仰渡候
明治3年 1870年 大風
同九月大風人家相応相痛候
※「大島代官記」（『道之島代官記集成』福岡大学研究所、1969年）より作成。
※気候区分は、前島郁雄・田上善夫「中世・近世における気候変動と災害」『地理』27（12）（古今書院、1982年）によった。
※「大島私考」は文化2～4年まで大島代官として在島した本田親孚の著作であり、「大島代官記抜書」は操担勁の筆写本であるが原
本の所在などは不明である。
西暦
災害
1777年 飢饉
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