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［1］知内町の平成 20 年の全体像

1 現代史の大切さと難しさ

　新しい「知内町史」の作成にあたって考えた

のは、「一つの歴史叙述をするために非常に大

事なことは、細かいディテールに入る前に、そ

の歴史全体に対する自分の総体としての印象を

はっきりと持っておくということである。」（色川大

吉『歴史の方法』1992）とあるように、一つ一

つのテーマを考える前に、その全体像の把握が

必要となるということです。また、町史を読む人々

が、自分の生きてきた時代を振り返り、または

生まれる前の時代を知り、「平成時代の最初の

20 年間はこんな時代だった」というおおまかな

イメージを抱けるようにすることは重要なことだ

と考えました。

　また、色川の「個別のテーマを選ぶ場合にも、

そのテーマに固執していては駄目で、やはり多少

荒っぽくても、その時代の全体との関連をとらえ

ることが必要であろう」という見解や、福井憲彦

の「我々が歴史的な過去へと接近できるのは、

現実には個別の問題からでしかない。過去を丸ご

と全体として復元するのは、不可能だからである。

しかし個別の問題が、全体的な歴史の脈絡との

関係でどう理解できるのか、という問いを立てる

か否かは、その問題の理解の幅を大きく変える

だろう。」（『歴史学の方法』2001）との見解から、「平

成」という時代との連関を意識することで、平成

時代における知内町の個別のテーマについての

理解を深めることができます。また逆に考えると、

それらの個別のテーマが積み重なることで、知内

が築いてきた社会や時代といった歴史の全体像

の理解を深めることにもつながるのです。

　しかしながら、斉藤孝の「現実の利害関係

からいって、確かに現代の歴史を対象化する場

合に少なからぬ困難がある」（『歴史と歴史学』

1975）との指摘のとおり、現代史の難しさについ

ても触れておきます。

　その要因となるのは、生存者のプライバシーの

問題です。戦前の日本の帝国大学の日本史研究

において、明治維新以後は歴史学の対象とはな

らないということが説かれ、その主な理由として、

「事件の利害関係者が生存している」ということ

が挙げられていました。また、「ある一つの事象

を歴史学の対象として扱うには、それが生起して

から少なくとも50 年を経ていなければならない」

と黒板勝美（『国史の研究』1913）が説いて以来、

よく言われ続けてきたことに対して、天沼香は「50

年を経るということは、要するに事象の関わりの

ある生存者のプライバシーの侵害といった事態に

立ち至ることを避け、かつ歴史の対象として眺め

るのにほぼ十分なだけ、ほとぼりが冷める程度の

時の経過を要求したものだろう」（『東海女子大学

紀要２』1982）と解釈しています。歴史学の研

究に必要な時間の経過が十分にない現代史の

叙述には、現在の社会が抱えるさまざまな諸課

題が生 し々く反映され、それは多くの利害関係者

に影響を与えてしまいかねないことなのです。

　また、共通認識としての歴史的事実が未確定

であるという「歴史的認識」の限界や、資史料

の量の問題や非公開であるものが多いといった
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問題の「史料収集」の限界等、数々の制約が挙

げられます。多くのことが目まぐるしく変化し進行

し続けている現代では、歴史に残りうる出来事が

現在進行形であり完結していないことは言うまで

もないことですし、これらの制約は必然的に付随

してしまうのです。

2 平成における日本と
　　　　　　　北海道の時代背景

　このような現代史の大切さと難しさを踏まえな

がら、知内町の 20 年史を理解するために、まず

は日本と北海道の様子を概観します。

（1）日本経済

　1989 年1月8日から「平成」という年号の新

たな時代が始まりました。同時期、日本は「バブル」

の絶頂期であり、多くの日本人は非常に豊かな生

活を送っていたといわれています。この同時期、

1987（昭和 62）年に総合保養地域整備法（リゾー

ト法）が制定され、地方において大企業を誘致

しリゾート施設の開発が活発となり、北海道でも

スキー場・ゴルフ場などのリゾート事業が拡大し

ました。だが 1990（平成 2）年ごろからは、徐々

に景気も後退し、その後の日本は「失われた 20

年」といわれるほどの経済低迷の時代が続くこと

になりました。1997（平成９）年の山一証券の自

主廃業に象徴されるように、長期にわたる不況と

なり、銀行や証券会社の破たんも続いたのです。

バブル崩壊後、道内でもトップクラスの企業であっ

た北海道拓殖銀行も不良債権が急増し、1998（平

成 10）年に北洋銀行へ営業譲渡する形で倒産と

なりました。

　2002（平成 14）年からは、日本の景気拡大

期（いざなみ景気とも呼ばれる）が訪れ、平成

15 年頃からの住宅・不動産バブル、平成 16 年

頃からの原油・石油バブル等、世界全体が大き

なバブル状態にありました。しかし平成 20 年に

は、アメリカでのサブプライム問題を発端に金

融危機が発生、世界経済は急激な下落を経験

し、その波は諸外国への輸出に頼っていた日本

経済にも大きな影響を与えました。

（2）事件と政治

　1995（平成 7）年には、日本では歴史的な大

事件が起きています。1月の阪神・淡路大震災、

そして 3 月のオウム真理教による地下鉄サリン事

件です。阪神・淡路大震災では、6434 人もの死

者を出し、電気、水道、ガスなど被害が広範囲と

なりライフラインにも壊滅的な打撃を与えました。

大規模な倒壊や火災が多発し、多数の住民が

避難所での生活を余儀なくされました。近年では、

2004（平成 16）年の「新潟県中越地震」、そし

て 2011（平成 23）年の「東日本大震災」といった、

私たちの記憶に残る大震災が起きています。

　2001（平成 13）年には、小泉純一郎内閣が

誕生しました。「構造改革なくして景気改革はな

し」をスローガンに掲げ、国と地方の三位一体改

革や、住宅金融公庫や道路四公団などの特殊法

人の民営化や、さらに郵政の民営化を改革の中

心に位置づけました。発足当時、支持率は 90％

近くあり、国民に大きな期待感を抱かせる首相で

した。同年 9 月には、世界を震撼させたアメリカ

での同時多発テロが起こり、犠牲者の数は 3044

人に及びました。

　平成時代における北海道政は、横路孝弘、堀
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達也、高橋はるみが知事として北海道の行政を

担ってきました。2003（平成 15）年には、北海

道政初の女性知事となる高橋はるみ知事が誕生

し、ふるさと銀河線の廃止や、誘致活動による洞

爺湖でのサミット開催の実現、北海道電力泊原

子力発電所のプルサーマル計画の承認等の政策

判断を行ってきました。また、高橋が知事に就任

した頃は、地方分権をめざす「市町村合併」や「道

州制」等の議論が道内でも注目された頃でした。

（3）人口減少と少子高齢化

　1999（平成 11）年から、「平成の大合併」と呼

ばれる、全国的な市町村合併が積極的に推進

されてきました。人口減少・少子高齢化等の社

会経済情勢の変化や、地方分権の担い手となる

基礎自治体にふさわしい行財政基盤の確立を目

的としたものです。道内第1号として 2004（平成

16）年12 月に新「函館市」が誕生し、北海道の

市町村数は1999（平成 11）年10 月の 212 から、

2011（平成 23）年11 月現在の179 に減少しま

した。総務省によると、平成の合併は全体とし

ては大きく進展したものの、地域ごとには大きな

差異があり、特に大都市部を抱える都道府県や

面積の広大な北海道などはあまり進んでいない

とされています。

　非合併での自立の道を選択した市町村も少な

くありません。福島県矢祭町は、2001（平成 13）

年、「いかなる市町村とも合併しない」ことを宣言

し、北海道のニセコ町もこの呼びかけ団体となり

ました。ニセコ町は、平成 13 年に全国で初の基

本自治条例となる「まちづくり基本条例」を施行

し、新たな地方自治のあり方を指し示したこの条

例は、以後全国に広がる自治基本条例のモデル

となりました。

　また、平均寿命の伸びや出生率の低下により

少子高齢化は近年急速に進行しています。我が

国の合計特殊出生率は、昭和 50 年前後からそ

の低下が始まり、平成 17 年には過去最低の1.26

を記録しています。また、我が国の総人口は

2005（平成 17）年をピークに減少を続け、2015（平

成 27）年には 4 人に1人が 65 歳以上となるこ

とが推計されています。このまま我が国の少子高

齢化が進めば、社会を支える役割を中心的に担

う働き手の数は減少し、総生産が減り、1人当た

りの国民所得（生活水準）を維持することも難し

くなってきます。今後も少子高齢化の動きは、よ

り一層進展していくものと考えられており、経済・

雇用・社会保障等、地域社会にさまざまな影響

を与えるため、国や自治体でもその対策が急がれ

ているのです。

　少子化によって子どもたちの学習環境も変化

しました。高校や大学は定員割れが進み、推薦

や AOといった入試方法が普及するなど、子ども

たちの努力不足や学力低下につながるような学

習環境が作られています。また、1998（平成 10）

年から学習指導要領 の改訂が行われ、授業時

数や学習内容の削減をはじめ、公立小中学校の

完全週 5日制の実施や、「総合的な学習の時間」

の導入等、平成 14 年から「ゆとり教育」がスター

トしました。しかし、平成 16 年ごろからゆとり教

育の見直しがはじめられ、2006（平成 18）年に

は新たに学習指導要領の改訂が行われました。

授業時間の増加や、小学校高学年の外国語活

動の導入、中学校や高校では指導する外国語単

語の増加など、その他多くの教育内容の拡充を

はかる内容となっています。
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表　平成時代における国・道・町の年表
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（4）情報化社会

　また、平成時代は情報化社会とも呼ばれ、パー

ソナルコンピューターやインターネット等の普及

が、IT 企業の進出や情報教育の導入等、日本

のさまざまな分野に多くの変化や影響を与えまし

た。私たちの生活においても、インターネットや

携帯電話などの情報通信機器によって、さまざ

まな情報を容易に入手し、いつでもどこでも誰か

との連絡交換ができるようになり、生活に欠かせ

ないものとなっています。このような良い影響だ

けではなく、1999（平成 11）年には、翌年西暦

2000 年に世界中のコンピューターが誤作動する

可能性があるといわれた「2000 年問題」が話

題になり、コンピューターウイルスやハッカー等に

よって、現在も、国や企業の機密文書や個人情

報の流出などの問題が起こっています。

　2001（平成 13）年 1 月に国は「IT 基 本法」

を施行、IT 推進の理念や施策の策定に関する

基本方針を定め、重点的に迅速な高度情報化

を推進する方向をはっきり示しました。北海道で

も同年 3 月、「北海道高度情報化計画」を策定、

情報産業基盤の整備促進方策や人材育成策と

併せて、IT 活用による地域、産業、行政の各分

野で産学官協力の下、総合的な施策を進めるこ

ととしました。

3 平成における知内町の時代背景

　日本と北海道の平成 20 年の大まかな様子を

見てみました。これからは、知内町の約 20 年間

の様子を概観します。

（1）町政

　近年の知内町政は、1967（昭和 42）年度から

1990（平成 2）年度までの 6 期を大野重樹（以

下敬称略 )が、1991（平成 3）年度から2010（22

年）度までの 5 期を脇本哲也が町長としてそれぞ

れ知内町政を担ってきました。脇本町長は、「町民

と共に考え町民と共に実行する町政、心ふれあう

人間性豊かな郷土づくりのための町政、明るく公

正で活力ある町政」をまちづくりの基本理念とし、

1次産業の振興に力を入れ、農業・水産業の発

展に貢献し、活力あるまちづくりに取り組みました。

1992（平成 4）年からは「ふれあい懇話会」を開

始し、町民と行政との懇談を通じて町民の意見や

アイディアなどを反映させ、町民と共に行うまちづく

りを目指したのです。

　2011（平成 23）年 2 月の任期満了に伴い町長

選挙が実施され、無投票で大野幸孝新町長が誕

生しました。脇本の退任表明を受け、大野は 2010

（平成 22）年11月に出馬を表明。脇本町政の継

続と発展を掲げたほか、子育て支援の充実や雇

用創出などを公約の柱として現知内町政をリードし

ています。

　知内町の町長選挙は、立候補者が複数名でな

い無投票での当選例が多く、大野重樹町長は 2

期から6 期まで、脇本哲也町長は 2 期から5 期

まで、そして現町長の大野幸孝の 2 期目の選挙で

も、無投票当選が続いています。

（2）過疎化・少子高齢化の影響

　知内町の人口は 2011（平成 23）年 9 月現在

5133人です。町人口は昭和後期から年々減少傾

向にあり、過疎化や少子高齢化は現在も進行中



13

です。少子化に伴って、知内町では1980 年代か

ら小学校の統廃合が進み、東莱小学校（1980（昭

和 55）年）、知内小学校重内分校（1984（昭和

59）年）、矢越小学校（1995（平成 7）年）、中の

川小学校（2008（平成 20）年）が姿を消しています。

　知内町の 2009（平成 21）年度現在の高齢者

数（65 歳以上の人口）は1528人で、高齢化率は

29.0％です。今後ますます進行する町の高齢化に

対応できるよう、1993（平成 5）年には、特別養

護老人ホーム、デイサービスセンター知内しおさい

園が、また1999（平成11）年には、保健・医療・

福祉行政が総合的に機能するための保健医療総

合センター（保健センター）が完成しています。

　過疎化、少子高齢化の進展、また長引く景気

低迷の影響は、町の商業にも及んでいます。町内

の購買力は減少傾向にあり、週末など町外の大

型店で買い物をするライフスタイルが定着するな

ど、購買力の町外流失が顕著となっており、町内

の商店に大きな影響を与えています。このような厳

しい商業環境の中、商店の廃業が相次ぎ、高齢

者をはじめ町民生活に影響が出始め、現在ある

商店においても将来の商業環境に対する厳しい見

通しから、担い手のいない状況も憂慮されている

のです。

（3）祭り・イベントの開催

　知内町では、昭和後期から平成期にかけて多く

のイベントが開催され始めました。春はさくらまつ

り青空市 (1992（平成 4）年〜 )、夏は大漁まつり

(しりうち大生鮮市・1999（平成11）年〜 )、秋は

産業まつり(1984（昭和 59）年〜 )、そして冬はし

りうち味な合戦冬の陣「カキ・ニラまつり」、（1999（平

成11）年〜 )といった、四季の賑わいを楽しむと

ともに、知内の産業の振興を目指すイベントが開

催されています。

　また、町の最大イベントとして実施しているサマー

カーニバル (1985（昭和 60）年〜 )は、町民だけ

ではなく町外から多くの観光客が参加し、道内や

全国への町の PRとなるイベントとしても開催され

ており、町の観光振興として重要な役割を果たし

ています。

（4）農業・水産業

　知内町は山や海に囲まれた自然条件の整った、

農業・水産業の町です。農業においては特に、北

海道内一の生産量を誇る知内町産ニラ「北の華」

が有名です。ニラは、昭和後期から平成にかけて、

作付面積・生産量ともに年々拡大し、「知内ブラン

ド」として道内や全国的にも有名になり、2010（平

成 22）年の売上高は10 億円を突破しました。水

田の転作が強化される中で、ニラをはじめホウレン

ソウやトマト、ミツバ等の野菜生産が安定しており、

ニラに続く新たな知内産野菜のブランド化を目指

した取り組みを進めています。

　水産業では、津軽海峡の外海養殖で育てられ

たカキやホタテ、ウニ、知内ブランドとして道外へ

の流通を果たしているマコガレイ等が主な魚種で、

漁港整備や施設整備、新技術の導入も進み、平

成においては安定した漁獲量を保っています。従

来の「獲る漁業」から「育てる漁業」へ移行し、

1984（昭和 59）年には水産人工種苗中間育成施

設を、1988（昭和 63）年にはウニ種苗中間育成

施設を整備し、安定した栽培漁業の推進や、放

流事業や海中養殖事業など、資源の増大を目指

した取り組みが展開されています。

　しかし、1次産業の従事者の高齢化と後継者

新・知内町史Ⅱ
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不足の進行は深刻であり、新たな担い手の確保

に向けた取り組みや、さらなる発展を目指し、流通・

PR の推進等の取り組みが展開されています。

（5）電源地域としての支援

　昭和後期から平成時代にかけて知内町の農

業・水産業が発展した背景には、昭和後期に北

海道電力火力発電所が立地したことによる国か

らの補助金や交付金が大きく関係しています。知

内町は、1975（昭和 50）年、北海道電力より火

力発電所立地に関わる調査の申し入れを受け、

1978（昭和 53）年には「北電知内火力発電調

査事務所」が「知内火力発電所建設事務所」と

改称し、建設工事着工に向けた第一歩を進めま

した。1980（昭和 55）年には1号機建設工事

が着工し、1983（昭和 58）年に北海道電力火

力発電所の1号機が、1998（平成 10）年には 2

号機が運転を開始しています。火力発電所が立

地したことで、知内町は電源地域に指定され、電

源地域振興支援策による補助金やさまざまな支

援を受けることとなりました。

＜支援の活用例＞

　農業関連については、電源立地促進対策交付

金（現在、電源立地地域対策交付金）により、知

内町農業センターを建設した後、電源地域産業育

成支援補助金により、農業ビジョンの作成、市場

調査、自動包装機の開発、ニラを使った新商品の

開発、販路開拓のため物産展の開催等を行って

います。

　水産業関連については、電源地域産業育成支

援補助金により、各水産物の市場調査、カキ・ウ

ニの種苗施設やホタテの養殖係留施設の整備、

水産物の乾燥装置の開発、商品開発、流通シス

テムの構築検討、物産展、試食会の開催、一次

加工の自動化等を行っています。

　また農業や水産業関係のほかにも、昭和後期

から平成にかけてすすめられた公民館や小学校

等の公共施設の整備・建設は、電源三法交付金

制度の交付金によるものです。さらにサマーカー

ニバル等の各種町内イベントが、電源地域産業

育成支援補助事業として開催されています。

　このように、知内町は、北海道電力の火力発電

所が立地したことでさまざまな補助制度を受け、

それは町の財政基盤を作り、産業の振興や各地

域行事の開催等、地域の活性化に大きく結び付

いています。

4 知内町における平成時代の全体像

　「平成」という時代は、目まぐるしく移り変わる時

代の変化が特徴的であり、時代の流れにともなっ

て生じてきた全国的な諸課題は、地方の課題とな

り、知内の町政や町民の生活にさまざまな影響を

与えてきました。しかしそれはマイナスのイメージ

だけではなく、高齢化によって活力的な高齢者が

増えてきたことや、北海道電力の火力発電所の立

地によって町の財政や産業が発展したこと等、町

に良い影響も与える結果となりました。そして、産

業が発展することで町に人が戻ってきています。こ

れは、過疎化や少子高齢化といった課題のある現

代の知内町にとって、地域の活性化や自立に向け

た大きな力となってゆくだろうと考えられます。少し

楽観的な地域像ですが、魅力あるまちづくりを町

民が一丸となって進めてほしいという思いが含まれ

ています。
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新・知内町史Ⅱ

［1］知内町の平成 20 年の全体像

→→→→→→

（国 )

（知内 )

図　戦後から平成にかけての時代像と知内町の平成時代
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5 地域を形成するのは町民の選択

　現代の歴史をなぜ残す必要があるのか。それ

は、現代における市民の選択やさまざまな出来

事はのちに、将来の課題や方向性につながるか

らです。2009（平成 21）年度から、平成時代の

知内町を理解するために、各種資料の収集・読

解、そして町民への聞き取り調査を行ってきたこ

とで、人々が経験してきた生活や出来事には、必

ずと言っていいほど、人々の感情や思いが関わっ

ていると実感しました。人々の感情や思いは、選

択や行動に結びつくものですし、将来の地域を

形成する原点となっているのだと認識することが

できました。

　また、現代の歴史を残す意味はそれだけでは

ないと考えます。人生の中で迷ったり立ち止まっ

たりしたとき、我 は々、人生経験のある身近な人々

に助言を求めることがあります。そしてその助言

に共感したり、改めて自分の考えや行動を見つめ

直したりもします。もし、「このような思いで、こう

行動し、このような経験をした、このような結果

となった」という、人々の感情と行動による経験、

個人体験が記録化されれば、それは単に歴史を

知り学ぶための書物ではなく、人生に役立つもの、

人々の心に響くものとなるのではないでしょうか。

現代史は、そういった意味でも、今を生きている

人々の個人体験を取り入れる必要があるのです。

　堀内守は、ライフヒストリーの編集作業の中で

「自分だけのもののように見えた経験が、より広

い社会的・歴史的な視野の中で解釈される。そ

うなることを通して、自分の経験が新たな意味を

もってよみがえってくる。」（『年表の忘れもの　人々

の見た「昭和〜平成」の記憶の風景』2008）と、

個人の体験の大切さを「新たな意味」の中で見

出そうとしています。

　本文では、平成時代の知内町の時代像、地域

像を模索してきました。これまでの知内町がそう

であったように、将来の知内町を今後どのような

地域にしていくかは、その地域で暮らす町民の思

いや行動による選択が大きく関わっていくことは

間違いがありません。岩本通弥も「過去を美しく

理想化するか、現在の生活における社会矛盾を

「過去のつけ」と見るか、過去そして未来とどう向

き合うかは、今を生きる私たちに掛かっている。」

（『日本民俗学の地平３　記憶』2003）と書いて

います。つまり、私たちの日常生活は、「過去」を

問い直す行為であり、将来の町民から問い直さ

れる行為であることも忘れないでいたいものです。

［沼澤菜月・根本直樹］


