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1 脇本町政下のまちづくり
　

1. 行財政改革下のまちづくり
　—「定住」と「交流」のまちをめざして—

　1991（平成3）年１月、大野重樹町長の任期満

了に伴う町長選挙の結果、前総務課長脇本哲也

（在任期間：1991年〜2011年2月。敬称略、以下同

様）が新たに町長に就任、町政を担うことになりま

した。就任挨拶で、引き続き「第４次知内町まちづ

くり総合計画」をまちづくりの指針とすることを明

言していたように、脇本町政は大野町政の継承で

したが、大野町政時代と大きく異なる点は、任期

がちょうどバブル経済崩壊後の「失われた20年」

（1991年３月から約20年以上にわたる経済が低

迷した期間）に重なったことで、その理念を継承し

つつも、厳しい財政状況を背景とした行財政改革

のなかでの取り組みを余儀なくされたことです。

　以下、脇本町政時代の２つの「知内町まちづくり

総合計画」（第４次計画、計画期間：1996年度〜

2005年度、第５次計画、計画期間：2006年度〜

2015年度）に沿ってまちづくりの軌跡を追ってみ

たいと思います。

　計画のスローガンは両計画ともに「笑顔かが

やく躍動の舞
ま ち

台」で、基本的には前計画の理念

である、生活環境を重視し、ソフト事業を推進す

る立場がとられており、「知内らしいライフスタイ

ル」（1994年度町政執行方針）の模索でもありま

した。

　「知内らしいライフスタイル」とは、経済のグ

ローバル化や高度情報化、北海道新幹線や函館

江差自動車道による高速交通化を見据えて、地域

間の時間・距離的制約が縮小する状況を交流型

社会として捉え、豊かな自然やそこから生み出され

る生産物を生かし、都会とは違った「豊かさ」のな

かで、歴史や文化・スポーツ・郷土芸能などの振興

を通じて人間性を高め、町への愛着を深めてもら

い、地域の財産、加えて先人の精神を受け継いで、

知内の町の未来を切り開いて行こうというもので

した。経済を主とする建設の時代から、生活や環

境を主として、地域づくりや人づくりを中心とする

時代への転換がいっそう鮮明になっています。町

民が健康・快適で将来を安心して暮らすことので

きる「定住」と、町民相互あるいは来訪者とのふれ

あい豊かな「交流」の２つの柱による新たな町の

将来が描かれていたのです。

　第５次計画では、この路線を継承しつつも、サブ

テーマが「自主・自立のまちづくりをめざして」とさ

れており、自立した町民による自主的まちづくり活

動、行政と町民の協業などがより強調されていま

す。厳しい財政、人的資源の制約のある行政だけ

のまちづくりでは限界があり、これからの行政サー

ビスの実現・維持のために、いっそうのコミュニ

ティ組織の活性化やボランティアの育成、地域活

動・まちづくりへの自主的参画・協業などが必要と

されたのです。

　実際の施策を見てみても、土木事業を主とす

る大型公共事業ではなく、生活、福祉・健康増進、

交流・スポーツ・文化振興を推進したことが分かり

ます。

　「定住」を推進する生活施設の改善について

は、下水道事業やごみ処理場の整備、宅地や市街

地、道路や公共施設周辺の緑化などが実施され
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ました。福祉・健康増進事業についても、施設・設

備の整った函館や木古内町立国保病院といった

町外の医療機関を利用する人も多いため、町民ア

ンケートや要望などでも常に課題として挙げられ

てきた医療施設の整備を次 に々実施しました。

　少子化に対応するための学校の再配置も進

められ、知内の特色である、幼・小・中・高一貫教

育、スポーツや地域連携などの枠組みを堅持す

る中で、2000（平成12）年３月には矢越小学校が、

2008（平成20）年３月には中の川小学校と知内小

学校が閉校となる一方、湯ノ里小学校（1993年）、

知内中学校（1996年）の新校舎が落成、2008年

4月には新しい知内小学校が開校しています。

　さらに、福祉・教育の現場では、地域連携による

課題解決を目指したボランティアの育成やコミュ

ニティ活動を促進しました。文化財等の歴史遺産

の継承や郷土芸能の伝承・普及といった「郷土」

を意識した施策は、前計画と同様に、変革する時

代のなかでの新たな地域像模索の現れともいえ

ます。

　一方、「交流」の柱として、スポーツ合宿の誘致、

町外からの人材確保のための知内町青少年交流

センターが完成、中山間地域農村活性化総合整

備事業として道の駅「しりうち」や周辺施設の整備

が実施されています。

　施設整備に呼応するように、町内外の交流活

動の促進、交流による地域の活性化を目的とし

た各種イベント・記念事業を支援し、学校や町

内会、農協などの各種団体の記念事業が多数

開催されたほか、新たに「おっぱいまつり」（1996

知内町保健医療総合センター

表１　脇本町政下のまちづくり（1996 年〜 2015 年）

新・知内町史Ⅱ

［2］自立した地方自治をめざして・1　脇本町政下のまちづくり
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年〜）、しりうち味な合戦冬の陣「カキvsニラまつ

り」（1999年〜）が開催されるとともに、「サマー

カーニバル in 知内」（1985年〜）、「産業まつり」

（1984年〜）、「さくらまつり青空市」（1992年〜）、

「しりうち大漁まつり」（1984年〜）などの既存イ

ベントを活用した政策も進められました。2005

（平成17）年度には、「知内町フロンティア800年

記念事業」として記念式典や町民大運動会をは

じめとする各種事業を盛大に実施、2007（平成

19）年には町政施行40周年記念式典が挙行さ

れました。

　「自主・自立の自治体運営が求められる中に

あって少子化・高齢化、過疎化、地方分権、市町村

合併、地方財政の緊縮化、国際化、電子化等 あ々

まりにも多くの課題が地方に突きつけられており

ます」（2002年度町政執行方針）というように、自

治体運営においては厳しい環境下ではありました

が、現実的な町民の生活領域に基づく、必要最低

限の教育や福祉システムの維持・整備による「定

住」施策、農山漁村と都市機能の役割の違いを

明確に認識したうえでの、都市機能との連携・補

完を求める「交流」施策という２つを命題として、ま

ちづくりを進めていったのです。

2.まちの財政状況
　—激変する周辺環境のなかで—

　1991（平成３）年の2月に脇本町長が就任しまし

たが、そのすぐ後の３月にバブル経済が崩壊、日本

の経済は、後に「失われた20年」といわれる長い

経済の低迷期を迎えました。それまでもまちを取

り巻く状況変化のなかでの対応を求められてきま

したが、にわかに行財政改革が課題として出現し

ました。以下、脇本町政の特徴を明らかにするた

め、1988（昭和63）年以降の歳入・歳出の動きを

追ってみたいと思います。

　表２（歳入推移グラフ）のとおり、歳入総額は、

1996（平成８）年度をピークに減少に転じており、

2003（平成15）年度から横ばいとなっています。歳

入のなかでも、自主財源の推移を見てみると（表

３・自主財源推移グラフ）、おおむね歳入総額と同

様の軌跡を辿りながらも、1998（平成10）年度以

降にもうひとつのピークを見ることができます。自

主財源比率を見てみると（表４・自主財源比率グラ

フ）、1988（昭和63）年度から徐々に低下傾向とな

り、1997（平成9）年度には24.5％まで低下していた

道の駅しりうち 町制施行 40 周年記念式典（2007 年）
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ものが、同じく1998（平成10）年度には37.6％まで

急上昇していることが分かります。

　さらに、自主財源の内訳を見てみます（表５・町

税推移グラフ）。重要な財源となっているのは、固

定資産税と町民税です。なかでも固定資産税に

ついては、北電施設による税収割合が高いことが

特徴的です。さきほどの自主財源の推移を裏付け

るように、1998（平成10）年度に急激に増加し、以

後なだらかに下降していますが、これは1997（平成

9）年度の北海道電力知内火力発電所第２号機

の運転開始により、1998年度から固定資産税が

増加したことが原因でした。

　以上の点から知内の財政構造の特徴として、①

類団自治体（人口や産業構造などが同じような自

治体）に比べると北電からの固定資産税の恩恵

が大きい分財政的に豊かではあるが、②歳入に占

める自主財源の比率は20％〜30％台で、年 そ々の

割合は低下を続け、地方交付税などの依存財源

に頼らざるを得ない地方特有の財政構造は変わ

らないことが分かります。

表 2　歳入の推移（縦軸は千円）

表 3　自主財源の推移（縦軸は千円）

表 4　自主財源の比率（縦軸は％）

新・知内町史Ⅱ
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　表２で見たとおり、2003（平成15）年度以降の

歳入総額は横ばいとなっていたものの、内実はさ

らに厳しい状況でした。同時期に自由民主党の小

泉純一郎政権下で進められた補助金の縮減、国

から地方への税源移譲、地方交付税の改革を主

体とする「三位一体改革」により、税源移譲の名の

もとに交付税・補助金が削減されました。

　このため、知内でも2003（平成15）年度以降の

予算編成にあたっては、地方交付税・町税の減収

による一般財源不足を各種基金（貯金）の繰り

入れによって補うという状況が続いたのです。この

状況は、国が地方財政の疲弊を緩和するために、

2008（平成20）年度から地方再生対策費として

地方交付税に加算する暫定措置を講じるまで続

き、2009（平成21）年度以降の決算で、やっと基金

の繰り入れを解消することができたのです。

　次に、歳出決算額に占める自治体の借金であ

る公債費の動向に注目したいと思います（表6）。

景気低迷により総体および他の費用の節減を迫

られるなかで、公債費は徐々に増加し、2000（平

成12）年度には他の民生費や農林水産費といっ

た経費を押さえ、歳出項目のなかで一番高い比

率を占めるに至りました。以後、2006（平成18）年

度には知内小学校の校舎改築により増加した教

育費に、一時的にその座を譲りましたが、基本的

表 5　町税の推移（縦軸は千円）

表 6　公債費の推移（縦軸は千円）
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には一番大きな位置を占め続けています。

　平成期の知内町は、地方交付税を主とする国・

地方を規定する仕組みのなかで、徐々に少なくな

る収入の中から、多額の借金を支払わなければな

らない厳しい状況下に置かれていました。同時に、

国レベルで進む「三位一体の改革」による地方交

付税の削減や行財政改革といった仕組み自体の

揺らぎに翻弄されるなか、自治の根幹である「平成

の大合併」の波にもまれることとなったのです。

3.迫られる財政改革
　—財政基盤の安定を求めて—

　2000（平成12）年４月に施行された、いわゆる

地方分権一括法の影響は、地方債（借入れ債）の

発行要件にも及び、これまでの国・都道府県の許

可を必要とする地方債許可制度は、地方自治体の

自主性を高める観点から廃止され、協議制へと移

行しました。これにより、実質公債比率を基準とし

て、25％以下であれば、ある程度自由に地方債を

発行できることとなりましたが、公債費比率が18％

を超えると公債費負担適正化計画の策定が義

務づけられ、25％を超えると、起債制限団体として

一般単独事業での起債が制限されることとなりま

した。

　知内町では、2003（平成15）年度から起債制限

比率を抑制するために独自の財政計画を策定し

ていましたが、2006（平成18）年度から新たな起

債制限指標とされた「実質公債費比率」（2003

年度から2006年度の３か年平均）が25.2％とな

り、起債制限団体となったことから、「公債費負担

適正化計画」（計画期間：2006年度〜2012年度）

を策定、2012（平成24）年度の実質公債費比率

を18.0％以下の16.3％まで下げる目標を掲げ、財政

健全化に向けて取り組むこととなりました。

　類団自治体と比較しても公債費比率が高かっ

た理由は、国の景気浮揚対策に合わせて実施し

た、1995（平成７）年度〜1998（平成10）年度にか

けての大型建設事業（中学校・給食センター・青

少年交流センターなど）の起債の償還（総額約

51.7億円）、国営土地改良事業（ダム建設）にかか

る負担金、公共下水道事業実施による特別会計

への繰出金などによるものでした。

　策定された公債費負担適正化計画では、対策

として、使用料・手数料見直しによる歳入の確保、

職員定数・各種補助金の見直し・業務の外部委

託化による歳出の抑制、大型事業の抑制による

地方債発行の抑制が掲げられていました。

　ここで注意しなければならないのは、過疎債な

ど交付税措置による充当が高い事業は、一時的

な実質公債費比率を押し上げるものの、実際はま

ちの負担は少ないものであり、必ずしも起債をす

べて削減する必要はない、という点です。とはいえ、

借金であることは疑いもなく、まちの整備という観

点からすると、今後の投資事業については、施設

改修を中心として新規事業は極力抑制する方針

で、事業の実施にあたっては将来負担を見越した

上で、財政負担の少ない制度を活用し、緊急性や

費用対効果を十分検証し行うことを徹底して求

められたのです。

　2007（平成19）年６月には、「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律」が公布され、2008

（平成20）年度以降の決算から財政の健全性を

表す諸基準が適用されることとなりました。これま

でも、自治体の財政再建に関する地方財政再建

促進特別措置法（昭和30年法律第195号）があり

新・知内町史Ⅱ

［2］自立した地方自治をめざして・1　脇本町政下のまちづくり
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ましたが、夕張市の財政破綻に代表されるように

一部地方自治体の財政悪化が表面化するなかで、

よりわかりやすい財政情報の開示、基準を超える

自治体には財政再建化計画の策定が義務づけら

れ、早期の是正措置などが科せられることになり

ました。

　2008（平成20）年度の知内町の財政の健全さ

を示す「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実

質公債費比率」「将来負担比率」の４つの指標を

見てみると、実質赤字比率、連結実質赤字比率は

ゼロでしたが、実質公債費比率が23.4％、将来負

担比率が35.0％となっており、早期健全化団体の

指標と比較すると、実質公債費比率が比較的高

いことが分かります。これは前に見たように、歳出

項目のなかでも公債費が最大の割合を占めてい

たことからも明らかです。

　この年の実質公債費比率については、渡島支

庁管内11市町の指標をもとにした新聞報道がな

されましたが、知内の実質公債費比率は、管内一

高いと報道されていました。

　なお、この間の実質公債費比率、将来負担率、

自治体の財政力を示す財政力指数（１に近づくほ

ど財政力が高い）、および財政構造の弾力性を示

す経常収支比率（自由に使える一般財源に対す

る、必ず支出しなければならない経費の割合、低

いほど財政運営の弾力性がある）は、表7〜10のよ

うになります。

　適正化計画推進の結果、計画前の2005（平成

17）年度と脇本町政最後となる2010（平成22）年

表 7　実質公債費比率（縦軸は％） 表 8　将来負担率（縦軸は％）

表 9　財政力指数 表 10　経常収支比率
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度を比較すると、実質公債費比率は27.1から19.1

に改善しており、経常収支比率は、91.0から80.4

へと、類団自治体の平均値以下に低下しており、計

画どおり順調に推移していました。将来負担率は、

類団自治体の平均値を下回る値で推移し、公共下

水道事業および国営土地改良事業（ダム建設）

にかかる負担金などの減少により、2002（平成14）

年度をピークに地方債残高が減少しているため、

大幅に改善しています。

　しかし、財政力指数は北電施設の固定資産税

の償却資産の減価分が響いて、0.35から0.26へ

と年々低下傾向を示しています。改善はある程度

進んだものの、構造的に財政力がない状況が続

いており、今後とも、行政効率を一層高め、財政基

盤の強化に努める必要があります。

4.まちの自立と市町村合併
　—自主自立への挑戦—

　バブル経済が崩壊し、国をはじめ全国的に自治

体の財政が悪化しました。このような状況のなか

で進められたのが、地方分権の推進や財政改革

などを背景とした「平成の大合併」です。

　2000（平成12）年４月の「市町村の合併の特例

に関する法律」（合併特例法）の改正を含む、いわ

ゆる地方分権一括法により、地方分権が推進さ

れ、基礎的自治体の強化策として広域連携や市

町村合併が挙げられました。

  2001（平成13）年には自由民主党の小泉純一郎

内閣が誕生、特殊法人の民営化、郵政の民営化と

ともに、「構造改革なくして景気回復はなし」をス

ローガンに、国庫補助負担金・地方交付税の削

減・見直し、税源の地方移譲を進めることで、地方

分権と財政再建を図る「三位一体改革」を推し進

めました。しかし、2004（平成16）年度から2006年

度に実施されたこの「三位一体改革」は、名目的に

は国から地方への財源の移譲がうたわれました

が、国の財政改革が優先され、地方にとっては国

からの地方交付税・国庫支出金の削減を意味し

ました。小規模自治体は厳しい財政状況に立たさ

れる一方で、合併した自治体には合併特例債によ

る財政支援が約束されるなど、財政を背景として

強力に「合併」が推進されることになったのです。

　このような流れのなかで、脇本町長は町政執行

方針のなかでも、たびたび地方分権や自治のあり

方について言及していました。「今日いわれている

「地方分権」は、単に地方自治体に個別の権限や

財源が委譲され、住民に身近なところで行政が

行われるだけを目指すものではなく、自己決定と自

己責任を自治体と住民自身がしっかりと受け止め、

本来の自治をシステムとして築いて行くところにあ

るものと考えます。」（1998年度町政執行方針）と

本質を捉え、その後も地方分権一括法案の成立

を受けて、「財源配分や財政基盤の確立など多く

の課題があります。」と、地方交付税に依存するま

ちの財政構造を背景とした国の思惑に対する懸

念をいち早く表明していました（2000年度町政執

行方針）。合併は「あくまでも自主的な判断と住民

の意向を尊重するものでなければならない」との

考えを強めていったのです（2002年度町政執行

方針）。

　国主導での市町村合併が進められる状況下で、

2002（平成14）年に北海道新聞が行った渡島管

内の首長に対するアンケートでは、「合併賛成・肯

定派」が７人、「反対・否定派」は知内町長を含む

10人となっていました。このときの脇本町長は反

新・知内町史Ⅱ
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対の理由を、「各自治体で異なり、押しつけること

ではない」「自治体それぞれに歴史、文化がある。

国による合併の強制は納得できるものではない」

と述べていました（「北海道新聞」2002年６月６

日）。国の方針を受け、北海道でも2000（平成12）

年に北海道市町村合併推進要綱を策定し、具

体的な合併パターンとして、知内町は木古内町と

の合併パターンが示されました。この頃に「平成の

大合併」はピークを迎えますが、知内町ではまち

の将来をめぐって、町内各団体からの代表者・有

識者ら45名による「知内町の将来を検討する会」

（2003年11月〜2004年３月）が組織され、将来の

まちのあり方の検討が進められました。

　その後も北海道を中心として「松前、福島、知内、

木古内」（渡島戦略D）「知内、木古内、上磯、大野、

七飯」（渡島戦略E）といった合併パターンの検討

が進められますが、将来を検討する会のなかで実

施された「将来のあり方についてのアンケート」で

は、生活基盤への高い満足度と、財政運営につい

ての高評価を示しており、これまでの行政運営に

対しては肯定的な意見が多かったのです。「合併

を考えるべき」は約45％、「単独でやっていくべき」

は約38％で、望ましい合併パターンは「知内、木古

内、上磯、大野、七飯の五町合併」が33.3％、次に

「木古内との合併」という結果でした。

　2003（平成15）年には、国の地方制度調査会が

合併を求める自治体の規模として１万人未満の基

準を示すなか、脇本町長は「高齢化が進む自治体

同士が一緒になって、よくなるのか疑問です。今回、

合併して一万人を超えても、お年寄りが多ければ、

再び、近い将来、一万人を切ることになる。まず、国

は合併の理念や哲学を示すべきです。私は、石に

かじりついても、祖先や自分たちがつくった町は人

任せにするつもりはありません」と強い単独存続

の意志を示し、12月14日の定例町議会でも、議会

や町民の意向によっては合併について十分に話し

合うとしながらも、基本的に単独存続の方針を表

明しました（2003年12月２日「北海道新聞」）。実

際、木古内町長から正式に合併協議の要請を受

けますが、協議に応じないことを回答しています。

　道南27市町村のうちで合併協議に加わらな

かったのは知内町だけで、その背景には「徴税収

入13億円のうち、北電関連の収入が8億円を占

表 11 知内町の将来のあり方についてのアンケート調査結果
（「広報しりうち」平成 15 年 5 月特集号）合併について
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め、基金残高は30億円を超える」（「北海道新聞」

2004年５月８日）といわれる知内火力発電所の固

定資産税という比較的豊かな財政基盤がありまし

た。このような知内町の姿勢は、町外から「知内町

長の強気は、火発という財源があるからこそ」とい

われましたが、それに対し脇本町長は、「火発を誘

致した当時は反対運動もあったが、町の将来を見

通して努力した。一年や二年で今があるのではな

い」「町づくりは五十年、百年の事業。地域の事情

もある。財政難が理由の全国一律の合併など、ま

さに国の無策でしかない」と応じていました（「北

海道新聞」2002年６月15日）。

　2005（平成17）年４月、失効を迎えた旧合併法

に代わって、５年の期間制限のある「合併新法」が

制定されました。総務大臣による「基本指針」には、

対象自治体として１万人未満などの指針が明記さ

れ、都道府県知事による合併のあっ旋、調停、勧

告の権限が盛り込まれました。北海道でも同法に

基づき北海道市町村合併推進構想を策定、2006

（平成18）年には、クラスター分析（住民活動や行

政活動、産業経済、地勢的特性の４つから自治体

間の結びつきを数値化したもの）や３万人程度、役

場までの距離が80分以内といった基準をもとに

した、松前・福島・知内・木古内の渡島西部４町の

合併案が提示されました。しかし、この案に対して

も、地域が離れすぎていること、身近に行政があ

ることの大切さ、現在の行政サービスを維持でき

ないこと、などを挙げて否定し、経済的に効率化

が求められる事業は広域連合で対応すれば良い

と明言していました（「北海道新聞」2006年7月9

日）。

　2006（平成18）年度町政執行方針では、国が小

規模自治体の市町村合併を強力に推し進めるな

かで、まちのあり方について、「我々の地域は農山

漁村であります。今日まで地域の保全、食糧の生

産・供給など、人の生存を支える極めて重要な役

割を果たしてまいりました。基本的には将来にお

いてもこの大事な役割を担っていけるよう取り組

んでいかなければならない」との認識を示し、合

併は「本来の地方自治体としての「住民自治」の原

理を蔑ろにするもの」で、あくまでも「今後において

も積極的な改革・改善に取り組み、先人たちの築

きあげた「我が郷土」を余程の情勢変化が無い

限り町民をあげて守り抜いていきたい」との決意

を述べていました。

　過疎という現実のなか、苦しい財政状況にあえ

ぐ周辺自治体のなかにあって、比較的安定した自

主財源を背景に、知内町は一貫して合併協議に

加わることはありませんでした。脇本町長の発言

にあるように、自主・自立の精神を体現するように

努め、基礎的自治体としての知内町を維持しなが

ら、単独では実施困難な事業については広域連

携を進め、1999（平成11）年の渡島西部地域介護

認定審査会共同設置、2000（平成12）年の渡島

廃棄物処理広域連合、2003（平成15）年の渡島

地方税滞納整理機構設置などの課題に応じた自

治体連携を進めたのです。

5.現代の知内
　—まちの選択と継承、個性の創出をめざして—

　1920（大正９）年の第１回国勢調査以来の人口

推移を見てみると、ピークは1955（昭和30）年の

9,735人となっています（表12)。以後、昭和30年代

から40年代にかけて少子化と若年層を中心とし

新・知内町史Ⅱ
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た急激な人口の流出を招いた後、昭和50年代か

ら60年代にかけては比較的安定した時代を経て、

平成期には少子化と高齢者人口の増加の影響に

より再び人口は低下傾向を示し、2010（平成22）年

の人口は5,074人となっています。一方、世帯数は、

近年2,000世帯程でゆるやかに減少しており、高

齢者夫婦のみの世帯・単身者世帯が増え続けて

いて、ひとり暮らし・孤立化が進行している状況で

す。

　産業別人口の推移は表13（産業別人口の推

移）のとおりで、第３次産業化とともに、一時減少

傾向にあった農業については近年増加傾向を示

し、漁業についても横ばい状況となっています。

　高齢化に伴う後継者不足や経済情勢の変化、

生活の変化の波にさらされながら、農業では戦後

の水稲中心のあり方を転換し、施設園芸を主体

に水稲や畑作、酪農との複合経営を志向して、ニ

ラ、ホウレンソウ、トマトに代表されるブランド化を

推進し、漁業ではイカやホッケといった沿岸漁業

から「育てる漁業」への転換を図り、ホタテやカキ、

ウニなどは一定の成果を上げ、カキやマコガレイ

表 12　知内町の人口推移（国勢調査人口。縦軸は人数）

表 13　知内町の産業別人口比率の推移
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のブランド化が進んできました。

　その他の産業を見ると、従来の木材加工業に

加え、新たに三洋食品、北海道電力知内火力発

電所、ノムラ産業が立地し、企業誘致も一定の成

果を上げています。

　戦後の知内を見ていると、永田村政では、戦後

の自治体としての基礎や農業基盤の整備、大野

町政では永田村政を継承して、現在の知内のもと

となる産業や財政、施設や道路・河川の基盤整備

が進められました。そして脇本町政ではそれらを

継承しつしつも、「失われた20年」のなかで、生活

を重視し、ソフト路線をより強化して、財政基盤を

再整備することで、自主自立のまちづくりにあたっ

てきました。

　「農村復興」から高度経済成長期を経て、低

成長、バブル崩壊といった経済状況の変化や、そ

のなかで変わってきたライフスタイルの変化など

を受け、当然まちづくりの主体となる住民の意識

も変わっていきます。特に、高度経済成長の下では、

まちの過疎化が進行する一方で、近代化を求め、

都会と同じような生活を求める住民要望に後押し

される形で「農山漁村」の「都市化」を推し進めま

した。しかし、低成長期には再び地方の生活が見

直され、都市化や均一化によってもたらされる、コ

ミュニティの解体やアイデンティティの喪失が問

題とされるようになってきました。

表 14　地域別将来人口推計（「日本の地域別将来人口」（国立社会保障・人口問題研究所）より。数字は人数、全国のみ千人）
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　過疎地域の課題は「住民の安定的生活のため

の条件整備、換言すれば過疎地域なりに地域の

強みを拡大してゆくための諸施策」であり、「行政

を通じて行われる諸対策は、どうしても”モノ対策”

すなわちハード面に偏らざるをえない」との限界

を示しつつも、今後については「住民自身による諸

種の住民活動がその主役になることは改めていう

までもない」（『過疎地域問題調査報告書』昭和

60年）という時代になっていきました。

　このようなまちの軌跡を見ていくと、大野町長の

「人には宿命と云うものがあるように、市町村にも

産業にも宿命みたいなものがあるように思う。私

共の町の産業の消長にも似たような流れがある。

……今となっては依存する産業基盤の変化に対

応して、生きていける多様な方途を考えて行かな

ければならないと云う事だと考える。」（大野重樹

『薮にらみの人生』1992）との言葉は、まちの現実

的「選択」の道を示しているといえます。

　財政問題を背景とした「平成の大合併」の嵐が

吹き荒れた時、全国各地で、まちの存続そのもの

が揺らぎましたが、知内では火力発電所による比

較的豊かな財政基盤を背景とした堅実な行政

運営がなされていることが単独存続につながりま

した。

　2013（平成25）年3月、国立社会保障・人口問題

研究所が2040年までの将来人口の推計を発表

しました（前ページ、表14・地域別将来人口推計）。

日本の総人口が１億727万にまで減少、なかでも

道南は2010年を100とした場合の人口は63.4にま

で減少します。檜山管内・渡島西部はなかでも厳

しい予測が示されましたが、そのなかで「ニラとカ

キの１次産業が強く、火力発電所もある知内町は

37.5％減[人口は3172人]と健闘」（2013年3月29日

「北海道新聞」）と伝えられました。

　これまでの「選択」の積み重ねが、過疎や財政

問題で深刻な状況下にある道南町村のなかに

あっても「近隣町村のなかでは活気のある町」（「自

治制施行140年の足跡」）という知内の姿を実現し

ており、脇本町長の退任挨拶、「一次産業の振興

に一定の道筋をつけることができた。」（「広報しり

うち｣平成23年３月号）との言葉につながりました。

　　　　　　　　　　［奥野進・尾崎友香］
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2 サマーカーニバル in 知内の歴史的展開と展望
1.はじめに

　夏の知内町を彩る「サマーカーニバルin知内」

（以下、サマーカーニバルと略す）。今でこそ盛大

な歌謡ショーやパークゴルフ大会、カラオケ大会、

町内のブラスバンドの演奏会など町の内外にとど

ろく大イベントとなっていますが、その歴史はどの

ようなものだったのでしょうか。本章ではその歴史

を紐解き、その後にささやかですが「カーニバル」

とともに一般の町おこしなどで定番となってきた

「フェスティバル」「〜祭り」について原義を含めて

考察し、「サマーカーニバルin知内」に関する課題

と展望を述べたいと思います。

2.サマーカーニバルin知内の来歴

　サマーカーニバルは毎年8月15日前後に北海

道上磯郡知内町で行われるイベントであり、2014

（平成26）年で30周年を数えました。北海道の中

でも知内周辺の道南地方では「サブちゃん祭り」と

しても著名なイベントになっています。

　サマーカーニバルは1985（昭和60）年8月15日

に第１回が開催されました。「ふるさと知内をこよ

なく愛する若者集団」である信知会、町青年団体

連絡協議会、ヤングパルで構成された実行委員

会が企画・実施をおこなったのがはじまりです。当

時の『広報しりうち』によると、「もっとエネルギッ

シュにこの町を愛してみませんか」というキャッチ

フレーズのもと、全町的な祭を創造することが目

的となっていました。2千人余りの人が参加し、当初

第１回サマーカーニバルの舞台（1985 年 8 月 15 日 )

新・知内町史Ⅱ
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「2千人を超えれば大成功」としていた実行委員

のメンバーも「感激」する結果となりました。催事

内容も、ゲートボール大会を筆頭にいかだ下り大

会や矢越太鼓、知内小学校、知内中学校、知内高

校のブラスバンド演奏、大声（ずなり）大会、氷早

飲み大会、子ども会対抗綱引き大会など、町民が

楽しむためのイベントとして大盛況だったといい

ます。

　一方では「8月15日を定着させ、もっと賑やかに

するためにこの日を皆休日にするよう働きかけよう。

役場も北電も……」「自主的に参加して欲しい。実

行委員会も解散させずにそのまま残そう、そして

来年に向けてなおいっそう広く意見を求め、もっと

もっと盛り上げよう」などの声が実行委員会のメン

バーから上がっていました。もともとお盆休みに帰

省する人たちと町民が夏の一日を楽しもうという

企画からはじまったサマーカーニバルですが、そ

れと同時に早い段階で行政・企業を巻き込んだ

行事を目指していたということもみてとれます。

　翌1986（昭和61）年8月15日に開催された第2

回目のサマーカーニバルは、早くも大きく様相を

変えることになります。知内出身の芸能人である

北島三郎の歌手生活25周年を記念し、北島三郎、

山本譲二、松原のぶえ、松前ひろ子、伍大三郎を

招いた歌謡ショーを開催することになったのです。

「このときの北島三郎は音響費のみのノーギャラ

で、他の歌手をたくさん連れて来てくれた」と町民

の方々は言われていました。また「町のために」参

加してくれたと考える知内町民も多くおられました。

現在の町民の中では、「サブちゃんが福井県美浜

町の五木ひろしマラソンに対抗心を燃やしてやっ

てくれた」と話される方もありますが、実際には美

浜五木ひろしマラソン開始の時期はサマーカーニ

バルよりも3年あとの1988年です。北島三郎とサ

マーカーニバルの関係が、町民の中で地域おこし

に関するフォークロアとして記憶されているのが

興味深いところです。

　北島三郎の協力を得ることで、本州からも多く

の北島ファンたちがつめかけ、知内町の知名度向

上が進んだのは間違いないと多くの町の人々は考

えています。前年度と比較すると、入場者数も前年

来場者数の12倍になる2万4千人が訪れる大盛況

となりました。

　はじまりこそ有志の若者たちの企画でしたが、こ

の年からサマーカーニバル実行委員会は商工会

や役場に母体が委譲されることになりました。サ

マーカーニバルは町からの補助金を得る大掛か

りなものとなったのです。サマーカーニバルの最後

には3百発の花火が打ち上げられ、「千人おどり」や

「知内ねぶた」がイベントを彩りました。

　1987（昭和62）年の第3回は町制施行20周年

を記念し、サマーカーニバルの前夜祭として8月14

日に「ねぶたパレード」が行われ、本場青森から太

鼓や笛師を招き、扇ねぶたなど10基が、約200人

の踊り手とともに町内を練り歩きました。15日には

町制施行20周年記念協賛の「町民大運動会」が

開かれ、14の町内会から千人以上の町民が参加

しました。前年に引き続き松前ひろ子と伍大三郎

による歌謡ショーも開催されましたが、北島三郎

の出演がなかったためか総参加者数は8,700人

と減少することになりました。しかし『広報しりうち』

（1987）に「誰でも参加できる“まつり”」と記されて

いるように、当時は町民が主体となって楽しむ祭り

であり、広報誌の記事も、町民が楽しむ様子を中

心に構成されていました。
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　1988（昭和63）年8月14・15日に開催された第4

回サマーカーニバルからは「北島軍団」が参加協

力を行い、歌謡ショーを行うことを契機として、知

内町内外から多くの人 を々集客できる町内最大の

イベントになります。そしてこの年から9年にわたっ

て北島三郎が審査委員長を務める歌謡選手権

（カラオケ大会）が開かれ、サマーカーニバルの

基本的な構成であった歌謡ショーと住民参加企

画という2本柱の骨組みができあがりました。

　サマーカーニバルがさらに大規模化するの

が、1990（平成2）年の第6回からでした。というの

は、この年から通産省（当時）の電源地域産業育

成支援事業の補助を受けるようになったからで

す。オープニングイベントとして、友好町締結をし

た津軽海峡対岸の青森県今別町の無形文化財

「大川平荒馬保存会」が踊りを披露しました。さら

に第6回の目玉として、地域活性化イベント支援事

業の企画で作成された楽曲「平成ふるさと町おこ

し」が初披露されました。この曲は、地元の英雄で

ある北島三郎が歌と作曲（原譲二は北島の作家

名義）を担当し、作詞家には「函館の女」「兄弟仁

義」などで知られる星野哲郎、振付には日本舞踊

藤間流の藤間貴与志を擁するという豪華さでし

た。「老いも若きもナウい感覚で踊れる」と好評を

博したようです。この頃から地域活性化イベント事

業とのかかわりからか、「町づくり」や「町おこし」が

意識されていることが、当時の広報誌からうかがう

ことができます。

　1991（平成3）年の第7回は北島三郎の芸道30

周年記念祝賀会も行われました。それにともない

STVテレビの『oh!盆ふるさとワッショイ』の番組の

中で、「サブちゃんのふるさと」として知内町が東京

や北海道・東北に紹介されました。この年は過去

最高となる3万人以上を集客し、サマーカーニバ

ルが道南のイベントとしては最大規模となったの

です。翌年第8回にも北島の日本レコード大賞受

賞と町民栄誉賞受賞の祝賀会が行なわれ、イベ

ントは隆盛していくことになります。

　1996（平成8）年の第12回からは「知内おっぱ

いまつり」との共催イベントとなりました。おっぱい

御輿と胸乳もあらわにした女性ねぶたが彩りを

添えるという、イベントの新機軸があらわれました。

さらに、このときから北海道地域で人気が高まっ

てきた「よさこいソーラン」も加わりました。第14回

の前の8月8日には「第34回札幌すすきの祭り」に

「知内ねぶた」を派遣し、知内町とサマーカーニ

バル・おっぱいまつりを広く道内にPRしました。こ

の年は6回目の参加でしたが、このときに新しく製

知内おっぱい祭り（1998 年 ) 2001（平成 13) 年のサマーカーニバル
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表 1　サマーカーニバル in 知内の歩み（『「サマーカーニバル in 知内｣ 20 年の軌跡』と「広報しりうち｣ から作製 )
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作された「おっぱいねぶた」に札幌市民や観光客

から盛んな声援が送られました。さらに2001（平

成13）年の第17回からは「雷光まつり」との共催イ

ベントとなり、鬼の姿を模した雷光ねぶたもお目

見えしました。第18回目のカーニバルでは、雷光ね

ぶたがクレーンで40メートル上空に吊り上げられ

るという演出も施されるようになります。2003（平

成15）年には義経伝説にちなんだ歴史劇が実施

され、劇中で雷光ねぶたがまたステージ上空に舞

うこととなりました。

　サマーカーニバルも2004（平成16）年には第

20回を迎え、その祝賀と開催に尽力した北島三

郎の功績をたたえる「ありがとうサブちゃん！感

謝の集い」がカーニバルに先駆けて8月13日に行

なわれました。「サマーカーニバルin知内20周年

記念事業実行委員会」が主催し、町の関係者や

サマーカーニバルin知内実行委員、北島の同窓

生など約200人が出席しました。サマーカーニバ

ルも、町内の吹奏楽団の演奏、パークゴルフ大会、

歌謡ショーなど毎年恒例といえる企画が目白押し

でした。

　そして、2006（平成18）年の第22回サマーカー

ニバルで「サブちゃんねぶた」もお披露目され、北

島三郎の芸道45周年記念祝賀会も行われまし

たが、この年に新たな局面を迎えることになります。

北島のステージ上での「今年で歌謡ショーをいっ

たん休ませてもらいます」という発言があり、以後

北島はサマーカーニバルのステージに上がること

はあっても、歌わないようになりました。

　翌2007（平成19）年の第23回では、サマーカー

新・知内町史Ⅱ
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ニバルの委員長から「北島三郎さんがお休みに

することになり、今年は手作りの祭りとして準備を

進めてきました」との挨拶があり、その言葉通り町

民中心のアトラクションが行なわれました。2008

（平成20）年には第24回サマーカーニバルに加

えて、あらたに「グルメカーニバルin知内」が共催

されることになりました。グルメカーニバルでは、ア

イディア料理コンテストなどがイベントを盛り上げ

ました。この年には、休止になっていた歌謡ショー

も北島三郎の弟子・和田青児の参加で復活しま

した。これ以降の歌謡ショーにおける歌の披露は、

北島の弟子たちによってのみ行われることとなりま

す。翌年2009（平成21）年にもサマーカーニバルと

ともにグルメカーニバルが行われ、ニラやマコガレ

イ、ホタテを使った創作料理や、ホタテとニラをふ

んだんに使った知内鍋の試食コーナーが設けら

れ、特産品が多数紹介されました。

　そして2012（平成24）年の第28回サマーカーニ

バルを境に、「北島軍団」の歌謡ショーは行われ

なくなりました。2014（平成26）年に、サマーカーニ

バルは第30回の節目を迎えました。この時には3

千人の町内外の人々が参加しましたが、集客数は

数千人単位で減少してきたのです。

　このような歴史を振り返ると、平成以降は芸能

人集団である「北島軍団」の協力と電源地域産

業育成支援事業の補助金を得て、サマーカーニ

バルが北海道内外に「広く知られる集客力のある

イベント」として成長してきたことになります。それ

はサマーカーニバルが町民のものであると同時

に、町外の人 と々の共有化を進める「見物」者を要

する「見せる祭り」へと変化を遂げることを意味し

たのです。

3.カーニバル、フェスティバル、祭りと
イベントの関係

　地域を活性化させる目的の「村おこし」や「町お

こし」というと、「〜カーニバル」「〜フェスティバル」

「〜祭」などのイベント企画が定番となっています。

このように冠されるもののほとんどは地域の特産

品や民俗芸能の紹介などであり、ときに規模の大

きな町になると芸能人の歌謡ショーなども開催さ

れることがあります。これら三つの語はいずれも日

本において一般名詞として流通しており、「人を集

めるためのイベント」という意味合いで使用されて

います。しかしこれらの言葉の意味にはそもそも違

いがあります。

　まず「カーニバル」は日本語では「謝肉祭」と訳

され、キリスト教起源の祝祭として中世ヨーロッ

パから始まったとされています。キリストの復活祭

（イースター）の40日前から、荒野で修行したキリス

トをしのんで肉食を断ち懺悔をおこなう四旬節が

始まりますが、それに先立つ3〜7日のあいだの暴

飲暴食と笑いの祝祭が定着したといわれています

（教会暦においては非公式ですが）。この祝祭の

最終日が、ラテン語のカロ・ウヮcaro vale（肉よさ

らば）やカルネム・レウァレcarnem levare（肉食禁

止）を語源とするカーニバルであり、その後この祝

祭全体もカーニバルと呼ばれるようになったのです。

　祝祭などの研究で知られる山口昌男などによれ

ば、カーニバルは、共同体の民衆すべてを含みこ

み、演ずる者と観る者を区別せず、グロテスク・リア

リズムと呼ばれる特殊な言語や身振り、怪しげな

衣装や過剰な装飾などを用いて、見世物や行列を

広場や路上で繰り広げ、物質性と身体性をことさら

称揚し、精神性や正統性を踏みにじるという内容・
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性質のものでした（山口昌男『文化と両義性』1975、

蔵持不三也『祝祭の構図　ブリューゲル・カルナ

ヴァル・民衆文化』1984）。カーニバルは社会秩序

を壊乱し、民衆の反乱や暴動の発火点になること

もあったため、支配者側から規制されることもあっ

たといわれます。

　上記のようなカーニバルの原義に照らすと、現代

日本における「〜カーニバル」の多くは、地域の行

政機関や商工会、民間企業等が主導しておこなわ

れており、宗教的な意味もなければ、当然社会秩

序の壊乱などとは無縁のものです。イベントの名

称としては、ブラジルのリオのカーニバルのような

華やかでにぎやかなイメージから日本で使用が始

まったのではないかと推測されます（リオのカーニ

バルはもともと宗教的祝祭です）。

　「フェスティバル」（festival）は英語の一般名詞

で、辞書的には「祝祭、祭礼、祭り」あるいは「祝日、

祭日」と記されています（研究社『新英和辞典』）。

フェスティバルはキリスト教に限らず祭り一般をさ

すものだとしても、原義としては宗教的な意味合い

をもつ語でした。つまりカーニバルもフェスティバル

も、脱宗教化したうえで日本語に取り込まれた言葉

ということができます。

　そして日本語である「祭り」の語源については、日

本民俗学の創始者である柳田国男は、祭りの元

来の意義を、語源論から「マツラフ」つまり「側にい

る」ことであるとしています。また「マツラフ」は、仕え

る、奉仕する、思し召しのままに勤事するという態

度を意味するとしています（柳田国男「日本の祭」

『柳田國男全集』第13巻 1998）。『日本民俗大辞

典』では「神霊を招き迎え供物や歌舞を捧げて歓

待・供応し、祈願や感謝をして慰撫すること」と記さ

れ、神を「待つ」こと、出現した神に奉仕することとし

ています（鈴木正崇「まつり」『日本民俗大辞典』下 

2000）。ここでもやはり祭りは宗教的な行事であり、

血縁や地縁にまつわる共同体に運営されるもので

した。

　柳田国男は祭りについて、「見物と称する群の発

生」を重視し、これが柳田の有名な「祭りから祭礼

へ」という説につながります。都市の発展と人口の

流動化は、信仰を共有せずに、ただ審美的な立場

から祭りを眺める者を生みだしたといいます。一方

で祭りを運営する側も、観客の目を気にしつつ、神

幸行列にあらたな趣向を組み入れたり、華美な服

装をした行列をみせ、ときには歌舞を披露して派手

になっていきました。

　「みられるもの」としての祭礼が一般的になるの

は近世からですが、柳田は、神幸行列が豪奢にな

ろうとも、観客目当ての商業が盛んになろうとも、一

定の形をもって神仏に供物を捧げない祭りの例は

ないと断言します。その意味で柳田は「祭り」と「祭

礼」に本質的な差異を認めなかったといえます。こ

こで重要な点は、祭りとイベントの大きな違いは、

神仏の祭祀の有無にあるということになります。祭

りは、神仏と信者の関係を再確認・強化し、同時に

氏子や檀家などの共同体の紐帯を強める働きが

あります。一方、イベントはこれとはまったく異なりま

す。主催者が意識するのは「神」ではなく「客」であ

り、主催者は客の満足度を第一に考えるようになり

ます。主催者は、神ではなく客たちをもてなすため

に芸能や食などの特産品を献上することになるの

です。

　このようにして「祭り」という語も、現代において

はカーニバルやフェスティバル同様、宗教と結びつ

かないイベントを表す用語としても使用されること

になりました。
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4.サマーカーニバルの伝統的な祭り
の取り込み

　知内町においてドライブインシアターなどを企

画していた若者の集まりヤングパルなどが、帰省し

てくる人たちと住民たちがともに楽しめるイベント

を作ろうとしたのがサマーカーニバルの始まりで

あったのは、すでにみたとおりです。ささやかな身

内のイベントから始まったものが、芸能人や電源

立地地域対策交付金などが取り込まれることに

より大きく様変わりしました。若者団体から町内の

企業、とくに北海道電力の関係者、農漁協関係者、

学校関係者など、ふだん接することがない人々が

サマーカーニバルを介することで、「異業種交流」

といった趣になっているといいます。とはいえ、すで

にイベントとしては町民のお祭りを超え、町外の集

客を見込んだひとつの経済活動となりつつある

のが実情だと考えられます。

　柳田がいう「見物」が主となるお祭りの形成過

程がこのイベントからみてとれると同時に、華美に

なるにつれ宗教儀礼もまた資本−それは経済資

本という意味だけでなく文化資本としても−に取

り込まれていくさまを、「おっぱいまつり」と「雷光

まつり」の共催にみていきたいと思います。

　まずその名前からして大きなインパクトをもつ

「おっぱいまつり」は、杉の古木にまつわる伝説に

由来しています。この伝説を『知内町史概説』（知

内町　1977）では次のように記述しています。

　姥杉社

　了徳院重一の妻玉之江を祀る。荒神社の下の

大地に埋葬され、小祠の後に埋葬の際植えた樹

齢七百年余の杉の大木がある。この根元近くに乳

房に似た瘤があって昔から乳不足の婦人が洗米

を献じて授乳を祈願し、その米を持って帰って粥

にして食すると必ず乳が出るようになるというので

乳神さんと呼ばれている。

　ここにある姥杉社（うばすぎしゃ）は、次に記す

雷公神社の末社ですが、この伝説を背景にして、

宗教行事としての「おっぱい祭り」の儀礼が行わ

れてきました。毎年1月17日に行われる「十七夜講」

です。その様子を記している『函館新聞』の記事

を引いてみます。

　知内町元町の雷公神社（大野格宮司）で17日、

女性だけの祭り「十七夜講」が開かれた。乳房を

模した餅「しとぎ」を神前に供えることから「おっぱ

い祭り」の名でも親しまれている奇祭。神事には幅

広い年代の女性が参加し、今年1年の健康や家内

安全を願った。

　町内にある神木「姥杉」の根元に乳房に似たこ

ぶがあり、古くから母乳の出に悩む女性が願掛け

に訪れていたということから、この神木にちなんだ

祭りが行われている。

　午前中には氏子の女性たちがもち米を使って

高さ約10センチの「しとぎ」2つを作り、神前に供

えた。午後からは社殿で町内の女性が集合し、大

野宮司が祝詞や一人一人の名前を読み上げるな

どの神事を執り行い、女性は玉ぐしを捧げた。

　供えられたしとぎはお神酒と混ぜ合わせ、参拝

した女性に配られて喜ばれていた。参加した70代

の女性は「今年は松前神楽も見ることができて良

かった。いい年になりそう」と笑顔だった（『函館新

聞』2014年1月18日）。
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　サマーカーニバルと同時開催されている「おっ

ぱいまつり」は、伝統的な「十七夜講＝おっぱい祭

り」を脱宗教化し、あらたな「おっぱいまつり」とし

て町のイベントに加えたということになります。

　次に「雷光まつり」ですが、字面は「雷光」となっ

ていますが、これは「雷公神社」を基にしている

ことは明らかです。「おっぱい祭り」も行なわれて

いる雷公神社は、古い神社が多い知内町でも屈

指の歴史を持ち、「大野土佐日記」によると、1244

（寛元2）年山城国加茂下上両宮より御霊代奉遷

して祀ったとされています。神社建立の年代の真

偽はさておき、古くから知内の人々に信仰され、上

述のおっぱいまつりでもみたように多くの人 に々親

しまれてきた神社です。そして「雷光まつり」もまた、

地域の伝統ある神社名を借り、「公」の字を「光」

に代えることで、花火を打ち上げるイメージを表し

たと考えられます。

　十七夜講や雷公神社の本祭が、なぜ「おっぱ

いまつり」や「雷光まつり」として取り込まれ、別物

の祭りとして再生されたのでしょうか。この二つの

文化要素が知内町の中にある数多くの「文化資本

一覧表」の中に当然目立つものとして登録されて

いたのは間違いありません。つまり町民が「知内町

らしさ」を考えるにあたって、すぐに頭に思い浮か

ぶものの上位の文化要素と考えていいでしょう。で

はなぜ、イベントにおいてまったく新しいコンテン

ツが創られるのではなく、地域の伝統文化に由来

するものがアレンジされて用いられるようになるの

でしょうか。

　その理由としては「このイベントには町の由緒が

込められている」という「正統性」が必要とされる

からだと考えられます。と同時に、またそのような

ものをコンテンツ化することで、地域の独自性や

特殊性が顕示できるからともいえます。民衆が新

しい目的のために古い材料を用いて新しいもの

を創りだす際、自分たちが持つ地域文化の歴史

的な連続性を強調することは実はよくみられるこ

となのです。このような現象を分析する視座として、

E・ホブズボウムの「創られた伝統」の概念を挙げ

ることができます。

　「創られた伝統」とは「通常、顕在と潜在とを問

わず容認された規則によって統括される一連の

慣習であり、反復によってある特定の行為の価値

や規範を教え込もうとし、必然的に過去からの連

続性を暗示する一連の儀礼的ないし象徴的特

質。事実、伝統というものは常に歴史的につじつ

まの合う過去と連続性を築こうとするもの」（エリッ

ク・ホブズボウム他編『創られた伝統』1992）とさ

れています。この著作では「遠い昔から受け継が

れたもの」という意味で使用される「伝統」の多く

は、ごく最近に人工的に創りだされたものであると

し、近代になってから「伝統」が創りだされた歴史

的背景を詳細に追っています。例えば英国王室の

儀礼式典やスコットランドの文様のキルトやバグ

雷公神社
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パイプなど、我 も々よく知る事例を引いて例証して

いきます。サマーカーニバルの場合、これらの事例

に比べるとそれほど格式張ってはいませんし、規

模も小さくなるとはいえ、知内らしさの演出に「正

統性」をもたせるために、地域共同体における歴

史的連続性と伝承の枠組みを用いたという点に

おいては、同じ構造をもっているといえるのではな

いでしょうか。

　あらためて確認すると、もとからある「伝統」的

文化要素をイベントに使用するにあたってのメリッ

トとして、内向きには地域共同体への帰属意識の

強化や再確認があり、外向きには地域のユニーク

さがアピールできるという点があるといえます。サ

マーカーニバルに即していうと、その良い点として

「人と人のつながりの場として有効」「サマーカー

ニバルを楽しみに帰省する人もいる」「各町内会

や役場、町内の商工会関係者やさまざまな企業

が一堂に会することで町民の結束を強める」など

の町民の声があります。先にみた集団の紐帯を強

化するという民俗学的な「祭り」の系譜を引くとと

もに、サマーカーニバルの人工性が、「創られた伝

統」の概念にみられるような「正統化」された地域

の独自性を背景にしようとしている様子がみえて

いるともいえるのではないでしょうか。

　ここまでは柳田の「祭り」や「創られた伝統」の

概念など、学問の図式化したような理論的枠組み

に当てはめるのは、それほど無理なことではない

でしょう。ですが、一方でこれらの理論の枠組みか

らはみ出てしまう部分があり、これらが現代的な

課題となっているのではないかと考えられます。そ

れは町の人々の紐帯が強化されるといっても、そ

れはあくまでサマーカーニバルに関わるような一

部の関係者のことであって、地域共同体の成員す

べて含むものとはいえませんし、実は運営主体に

なっている人々にも、やらざるを得ないからやって

いるという意識、積極的な姿勢で関わっている町

民ばかりではない可能性があるということです。も

しこの状態が強まっていくということになれば、柳

田が想定していた地縁の紐帯の強化とはつなが

らないことになると思われます。

5.おわりに
　—サマーカーニバルin知内の課題と展望—

　知内町では、2013（平成25）年度のサマーカー

ニバルから北島三郎の協力が得られなくなり、現

在イベントのコンテンツに頭を痛めている状況に

あると聞いています。また「再びイベントを町民中

心に」という声も上がっているとも聞きます。若者

の町内向きの企画から、芸能人や電源交付金を

取り込んだ外向きの企画へ、そして地域出身の

有名芸能人の力を頼めない現在、というようにサ

マーカーニバルは時代の波に影響されながらも

継続してきたという状況にあります。

　全国で地域のイベントをプロデュースする出島

二郎は、多くの地域のイベントに携わる中で、イベ

ントを繰り返し行っていると「虚しさ」から逃げら

れないといっています。出島は「仮に継続事業とし

て位置づけられているイベントの場合、裏方として

元気の良いのは三年が限界ではないかと思われ

る。それが五年も続くと『愉しかったのは最初のこ

とだったね』と愚痴が出てくるはずであり、別のこ

とを考えるようになってくるだろう。楽しみが苦しみ

に変わってくる。『そろそろ引退』というわけで、創業
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の精神が衰退し、イベントから活力が消えてゆく」

としています（出島二郎「地域イベント発・偽祭の

パフォーマンス」『祭とイベント』1997）。創る側も参

加する側にも、早い段階でイベントに対して飽きが

来るのだといいます。そして彼は、イベントと比較し

て宗教的な祭りを次のように定義しています。

　①毎年、同じシナリオでありながらマンネリ化し

ない。

　②発信するという傲慢な構えがないのに巻き

込まれていく。

　③巨大なパビリオンをつくらないのに新しい風

景をつくる。

　④祭りの終わった日から次の祭りが始まっている。

　⑤ターゲット不要の全員参加の舞台がつくら

れる。

　宗教的な祭りをかなり理想化している面がある

とはいえ、基本的に首肯できる指摘でしょう。イベ

ントが毎年同じ内容ならすぐに飽きられてしまい

ます。常にシナリオの更新を求められるのがイベン

トなのです。知内のサマーカーニバルも先述の一

覧表をみればわかるとおり、コンテンツは多様化

し出演芸能人の人数も増加したりして、その苦労

が読み取れます。去年と同じ内容でありながら感

動や安心を与える祭りとの差異は、このあたりの

指摘が原因でみえてくるのではないでしょうか。出

島がいうこの差異は「カミ」の有無から発すると考

えています。アイデンティティの発露であると同時

に、再確認の場である祭りは、イベントに足りない

ものをもっています。それを補うために、「カミ」の

力をかりた「神頼み」よろしく、地域にある祭りの

一部が文化資本の一つとしてイベントに投入され

るのではないでしょうか。

　地域のイベントがあれば、土地の祭りのコンテ

ンツが登場するのは、現在それほど珍しいことで

はなくなってきました（たとえば青森関連のイベン

トにねぶたが出るなど）。サマーカーニバルのコン

テンツに「おっぱいまつり」「雷光まつり」が投入さ

れたのも、このような意識が背景があったのではな

いでしょうか。しかし、それが本当に町の人々 の地域

アイデンティティ回帰に寄与しているのかはわかり

ません。むしろ単純に「伝統」文化が経済資本に

吸収され、消費されていくプロセスをわたしたちは

みているとするのが正解なのかもしれません。

　サマーカーニバルは今岐路に立っています。行

政関係者の話によると、40〜50歳代が中心に

なっている実行委員会のメンバーも若返りを求め、

若い世代の意見を取り入れるようになったといい

ますし、時代の変化を読み取り何に主眼を置くの

かをあらためて考えなければいけないともいいま

す。2014年にはサマーカーニバルも30周年を迎

え、節目であるこのときを境に方向を見直し、各世

代が楽しめるイベントを目指すとされていました。

　「サマーカーニバルin知内」は、「祭りからイベ

ントへ」「祭りとイベント」そして「イベントから祭り

へ」という三つの潮流がみえているように思います。

祭りがすたれてイベントがつくられ、既存の祭りと

イベントを結びつける流れがあります。そしてイベ

ントを祭りにしたいという期待があるように思われ

ます。芸能人抜きのイベントというきっかけが、サ

マーカーニバルにあらたな見直しの機会を与える

のではないだろうかと推察します。

［村田敦郎］
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